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The patient was a 67-year-old man who was started on peritoneal dialysis for treatment of diabetic

nephropathy in March 2010. He received an ABO-compatible living-donor kidney transplant from his wife

in October 2010. The immunosuppressive regimen consisted of tacrolimus, mycophenolate mofetil, steroid

and basiliximab. Before the operation, a bump on his forehead/temple region that was increasing in size for

years was noted. The bump had a scaly surface and the top of the bump was sloughed on postoperative day

14. Histological examination suggested malignancy. On postoperative day 21, a skin biopsy was

performed by dermatologists and squamous cell carcinoma was confirmed. On postoperative day 36, wide

excision and transposition flap procedures were performed by the plastic surgeon. At 15 months after

transplantation, the kidney graft was functioning well with a serum creatinine level of 0.84 mg/dl and there

was no sign of recurrence of the squamous cell carcinoma.

(Hinyokika Kiyo 58 : 503-506, 2012)
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緒 言

腎移植は免疫抑制剤の使用のため悪性腫瘍の発生率

が一般に上昇する．そのため移植前に悪性腫瘍の有無

につき全身検索をされることが通常である．今回われ

われは術前に診断されずに腎移植を行い，術後21日目

に皮膚癌と診断された 1例を経験した．文献的考察と

ともに注意を喚起する．

症 例

患者 : 67歳，男性

主訴 : 生体腎移植希望

既往歴 : 2型糖尿病，高血圧，白内障，外痔核

家族歴 : 特記すべきことなし

現病歴 : 2010年 3月，糖尿病性腎症にて腹膜透析を

導入．妻からの生体腎移植を希望し当院を紹介受診し

た．

* 現 : 日生病院泌尿器科

組織適合性検査所見 : 血液型 : O型→O型

HLA-A，B，DR : 4/6 ミスマッチ

Lymphocyte cytotoxicity test : Tw，Bw ともに陰性

Flow cytometric crossmatch-IgG : T， Bともに陰性

入院時現症 : 身長 165 cm，体重 72.2 kg，血圧 164/

65 mmHg，胸腹部 : CABD チューブを認める以外は

異常所見なし．右眉外側に小指頭大の中央が角化性の

紅色結節を認めた．数年前より自覚，序々に増大し，

近医皮膚科で切除を勧められていた．腎移植後に切除

予定であったためこの時点では経過観察とした．

血液検査所見 : 末梢血液，血液生化学，腫瘍マー

カー (CA19-9，CEA，AFP，PSA，PIVKA-II) に異常

値を認めず．

術前検査 :

胃カメラ : びらん性胃炎

大腸ファイバー : 横行結腸ポリープ， S状結腸憩室

症

胸腹部 CT : 特記すべき所見なし

経過 : 2010年10月，妻をドナーとして血液型適合生
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Fig. 1. Clinical course in the early post-transplant period. TAC : tacrolimus, MMF :
mycophenolate mofetil, PSL : prednisolone, MP : methylprednisolone, BSX :
basiliximab.

泌58,09,09-2

Fig. 2. A growing reddish bump on the forehead/
temple region.

体腎移植術を行った．免疫抑制剤はタクロリムス，ミ

コフェノール酸モフェチル，ステロイド，バシリキシ

マブを使用した．術後経過は問題なく経過した (Fig.

1）．

術後14日目に右眉外側の紅色結節の先端が自然脱落

した (Fig. 2）．脱落物の病理検査では比較的層状，乳

頭状の角化物で不全角化が目立ち，悪性腫瘍を強く疑

うとの所見であった．翌日に皮膚科にコンサルトし，

術後21日目に皮膚生検を行った．病理組織学的に表皮

と連続した左右非対称の病変で，真皮内に角化傾向を

伴う腫瘍巣が増殖していた．腫瘍細胞は核異型が強

く，異常核分裂像，個細胞角化もみられ，有棘細胞癌

と診断された (Fig. 3）．

術後26日目に測定した血清 SCC は 0.5 ng/ml 以下

で正常値であった．

泌58,09,09-3

Fig. 3. Histopathological examination of the skin
showed squamous cell carcinoma.

術後36日目，形成外科にて皮膚腫瘍広範摘出術およ

び転位皮弁形成術を行った．病巣を 6 mm 以上のマー

ジンをとるようにして切除し，転位皮弁を形成した．

病理組織学的に腫瘍巣は真皮皮下脂肪織境界部まで浸

潤していたが，断端は陰性であった．

免疫抑制剤の減量も考慮したが，術後早期であるこ

と，また明らかな転移を認めず，切除にて完治が期待

できるという皮膚科，形成外科の判断もあり，免疫抑

制剤は当院のプロトコールどおりとした．

術後75日目に撮像した PET-CT では再発を疑う所

見は認めなかった．

2012年 1月現在術後 1年 3カ月経過するが，臨床上

明らかな再発は認めていない．腎機能も Cr : 0.84

mg/dl と安定している．
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Table 1. Summary of reported cases with a squamous cell carcinoma diagnosed after renal transplantation

名前 年度 免疫抑制剤 移植後年数 部位 治療 予後

小林ら 1988 AZ，PSL 17年 顔，頸部，手背 広範切除術＋全層植皮術 7カ月後癌死

兼重ら 1992 CYA，AZ 5年 顔 広範切除術＋全層植皮術 不明

木村ら 1993 CYA，AZ 5年 顔 広範切除術＋全層植皮術 1年 3カ月無再発

岐部ら 1994 AZ，PSL 10年 手背 広範切除術＋分層植皮術 2年 6カ月無再発

AZ，PSL 17，22年 顔 単純切除術， 5年後単純切除術 1年後他因死

安西ら 1998 CYA，AZ，MP 5年 仙骨部 切除術， 2年後鼠径部リンパ節
郭清

不明

栗田ら 1999 AZ，ステロイド 15年 外陰部 単純切除術 不明

浅井ら 2000 CYA，AZ，PSL 7年 臀部 広範切除術 不明

村西ら 2002 不明 6年 示指 単純切除術 不明

深谷ら 2008 不明 不明 顔 広範切除術＋全層植皮術 不明

自験例 2012 TAC，MMF，PSL，BSX 21日 顔 広範切除術＋皮弁形成術 1年 3カ月無再発

考 察

一般にレシピエントに発生する悪性腫瘍は，○1移植

臓器に伴ってドナーから持ち込まれるもの，○2レシピ

エントが移植前より持っていた腫瘍が移植後顕在化す

るもの，○3 移植後新しく発生するもの (de novo 悪性

腫瘍）に分類される．本症例は術前からその存在を確

認していたことから○2と思われる．有棘細胞癌は尋常

性狼瘡や光線角化症を前駆病変として発症することが

知られている．そのような病変が術後に癌化した可能

性も否定はできないが，術後わずか21日で癌と診断さ

れていることから，術前から存在していたものと考え

る．術前診察時から皮膚癌の存在を念頭におき，皮膚

科にコンサルトする必要があったと思われる．

腎移植後に診断された有棘細胞癌は本邦で自験例を

含め11例報告されている (Table 1)1~9)．術後 5年以上

経過してから発症することが多く，術後早期に認めら

れたものは自験例のみであった．発生部位は多岐にわ

たる．一般的に有棘細胞癌は顔や手足などの日光露出

部に多いとされるが，それら以外の部位（仙骨部，外

陰部，臀部）の報告もあり，注意が必要と思われる．

治療は全例で外科的切除が行われている．予後に関し

ては報告が少ないが，小林らの報告では癌死してお

り1)，注意が必要と思われる．

免疫抑制療法は残存腫瘍の進行を促進するため，一

般に悪性腫瘍治療歴のあるレシピエントに対しては待

機期間を設けることが推奨されている．再発の危険性

が高い有症状の腎細胞癌，肉腫，悪性黒色腫，膀胱

癌，多発性骨髄腫では腫瘍治療から腎移植まで 5年以

上の待機期間が望ましい．一方危険性の低い偶然発見

された腎細胞癌や子宮頸部上皮内癌，皮膚基底細胞癌

などでは待機期間は不要とされている10)．しかし有

棘細胞癌での待機期間について明確に推奨している報

告はない．本邦の皮膚癌ガイドラインでは有棘細胞癌

は発症 2年以内にリンパ節転移を発症することが多い

と記されている．もし自験例が術前に診断がついてい

れば，最低 2年間は待機期間をおくのがよかったので

はないかと思われる．

腎移植後に発生する皮膚癌，有棘細胞癌の頻度は発

表による差異が大きい．1995年に今西らが行ったアン

ケート調査では腎移植患者9,218人中13人（0.14％）

に皮膚癌が認められた11)．海外では1993年に Penn ら

が約10万人の移植患者を集計し，その中で有棘細胞癌

は1,546人認められ，癌腫別で最多だったと報告して

いる12)．さらに1993年に Shell らは腎移植患者6,596

人中1,293人に皮膚癌を認め，そのうち918人（13.

9％）もが有棘細胞癌であったと報告している13)．こ

れはオーストラリア，ニュージーランドからの報告で

この地域は元来有棘細胞癌の発症が多い．人種や生活

習慣の相違，また日光暴露などの相違があると思われ

る．またこの報告では移植後の有棘細胞癌は69％が多

発性で， 7％に転移を認めた．癌死も37人（ 5％）と

高頻度で発生していた．日本人でも注意は必要と思わ

れる．1995年の北欧からの報告では腎移植患者5,692

人のうち，メラノ―マ以外の皮膚癌が127人（2.2％）

に認められたと述べている14)．以上のように発生頻

度は報告によって大きく異なる．人種や生活習慣の相

違，また日光暴露などの相違が起因していると思われ

る．

自験例は術前から存在した有棘細胞癌を診断できな

いままに腎移植を行ったと思われる．消化器癌や腎

癌，肺癌，肝癌などの頻度の高い癌だけでなく皮膚癌

の存在も念頭におき，術前検査や診察をもっと厳密に

行うべきであったと反省している．本邦では移植と有

棘細胞癌の合併例の報告はまだ少なく，予後に関して

は不明な点が多い．しかし海外では再発や死亡例も多

くみられ，今後も厳重な経過観察が必要と考えられ

る．
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結 語

腎移植後21日目に有棘細胞癌と診断された 1例を経

験した．移植希望患者の術前検査や全身状態は十分把

握しておかなければならない．今後厳重な経過観察が

必要と思われる．
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