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The first case was in a 39-year-old man who complained of painless, left hemiscrotal swelling. The

patient’s serum β human chorionic gonadotropin (β-hCG) was elevated. A chest X-ray and computerized

tomography (CT) did not reveal any abnormal findings. The patient underwent left high orchiectomy.

The tumor weighed 440 g, and was pathologically diagnosed as a seminoma. The patient chose surveillance

as the management strategy. Five months after the operation, the patient stopped attending his periodic

checkups. After 21 months, the patient complained of abdominal distention. A CT showed a para-aortic

lymph node mass. The patient achieved a complete response following chemotherapy with etoposide and

cisplatin for 4 cycles. Three months after the adjuvant chemotherapy, hospital visits stopped again due to

financial difficulties. The second case was in a 36-year-old man who complained of painless, right

hemiscrotal swelling and difficulty in walking. Clinical examination revealed an adult-head-sized testicular

tumor with elevation of serum lactic dehydrogenase (LDH) and β-hCG. A chest X-ray and abdominal CT

did not reveal any abnormal findings. Despite a recommendation that the patient undergo immediate

orchiectomy, the patient did not undergo surgery due to his unstable lifestyle. After 1 month, the patient

presented with more difficulty in walking. The patient underwent right high orchiectomy. The tumor

weighed 1,926 g, and was pathologically diagnosed as a seminoma. The patient chose surveillance. There

has been no recurrence for 19 months postoperatively.

(Hinyokika Kiyo 59 : 61-64, 2013)
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諸 言

巨大精巣腫瘍（重量 400 g 以上の精巣腫瘍）は，本

邦では80例程度しか報告されておらず比較的稀であ

る．今回われわれは，社会的な問題のために適切な治

療や観察を行えなかった巨大精巣腫瘍 2例を経験した

ので若干の文献的考察を加え報告する．

症 例

患者 1 : 39歳，既婚男性

主訴 : 左陰嚢部腫瘤

既往歴 : 特記事項なし

現病歴 : 5年前，妻に左陰囊部腫大を指摘されたが

放置． 6カ月前に無痛性左陰囊部腫瘤を自覚していた

が放置していた．腫瘤が徐々に増大したため，1999年

9月当科初診となった．

身体所見 : 左精巣は手拳大，石様硬で，表面平滑，

圧痛なく，皮膚への浸潤を認めなかった．

血液検査所見 : 末梢血一般検査，血液生化学的検査

において異常所見はみられず，腫瘍マーカーは hCG

53 mIU/ml（0.7以下），β -hCG 0.7 ng/ml（0∼0.1）

と上昇していた．LDH，AFP は基準値内であった．

画像診断 : 胸部X線検査，腹部 CT 検査で明らかな

転移巣を認めなかった．

入院後経過 : 左高位精巣摘除術を施行した．精巣と

周囲組織との癒着はなく剥離は容易であった．腫瘍の

大きさは 11×7×7 cm，重量は 440 g であった．腫瘍

割面は黄白色充実性，比較的境界明瞭な結節性病変で
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あった．病理組織診断はセミノーマ，pT2 であった．

なお，精巣上体および精巣網は同定できず，腫瘍によ

り精巣上体や精巣網が置換されていると考えられた．

術後に腫瘍マーカーはすべて基準値内となり病期Ⅰセ

ミノーマと診断した．

術後経過 : 患者に対し，「病期Ⅰのセミノーマであ

り，経過観察した場合，再発する可能性は10∼20％程

度．再発は大部分が後腹膜リンパ節領域に発生し，再

発の時期は 2年以内がほとんどである．このため，再

発率を低下させるための補助療法を行うことが勧めら

れる．セミノーマは放射線治療に対する感受性が高

く，また抗癌剤治療も効果的な腫瘍である．補助療法

としては後腹膜から患側骨盤リンパ節領域への放射線

治療が長く行われて来たが，近年ではカルボプラチン

という抗癌剤を用いた化学療法が選択される場合もあ

る．いずれも再発率をおおむね 5％以下に低下させる

と考えられる．もし術後の補助療法を行わない場合

は，再発の有無を確認するために，向こう 2年は 2カ

月ごとの診察と 3カ月ごとの CT 検査が必要となる．

2年目以降は間隔を空けるが，遅発性再発もあるので

長期の経過観察が必要である．」旨を説明した．しか

し，患者は生活の不安定さを理由に補助療法を希望せ

ず，術後 5カ月後から受診が途絶えた．しかし術後 1

年 9 カ月後に腹部膨満感を自覚し当科受診した．

hCG は 77 ng/ml と上昇しており，CT 検査で左水腎

症と傍大動脈に直径 12 cm のリンパ節腫大 (Fig. 1) を

認めた．EP 療法 (CDDP，VP-16) を 4クール施行し

CR を得た．今後も定期的な通院が必要なことを再三

説明したが，金銭的な問題により生活に困窮している

との理由で退院後 3カ月目から再び受診が途絶えた．

患者 2 : 36歳，未婚男性

主訴 : 右陰嚢部腫瘤，歩行困難

既往歴 : 特記事項なし

現病歴 : 2年前に友人から陰嚢の左右差を指摘され

たが放置， 2カ月前に右陰嚢が手拳大以上の大きさで

泌59,01,13-1

Fig. 1. Case 1. Abdominal CT reveals para-
aortic lymph node metastasis of 12cm in
diameter (arrow-head).

泌59,01,13-2

Fig. 2. Case 2. The appearance of the external
genitalia.

あることに気付いたが，仕事中に会陰部を強打したこ

とがありその影響と考え放置していた．陰嚢腫大が

徐々に増大し歩行困難を来たしたため，2010年 6月当

科初診となった．

身体所見 : 身長 170 cm，体重 61 kg．陰囊部の腫瘤

は成人頭大であった (Fig. 2）．触診上，右精巣は石様

の硬さで，表面平滑，圧痛なく，皮膚への浸潤を認め

なかった．

血液検査所見 : 末梢血一般検査，血液生化学的検査

において異常所見はみられず，腫瘍マーカーは β -

hCG 9.1 ng/ml（0∼0.1），LDH 804 IU/l（110∼230）

と上昇していた．AFP 2 ng/ml（0∼20）と基準値内で

あった．

画像診断 : 陰囊の超音波検査では右精巣は低エコー

の腫瘍で置換されていたが，白膜の断裂所見はなく，

胸部X線検査，腹部 CT 検査では明らかな転移巣を認

めなかった．

以上より，右精巣腫瘍と診断し，早急に手術を受け

る必要があることを説明したが，患者は親に助けても

らいながら治療を受けることを希望し，実家のある他

県の医療機関での治療を希望した．仕事を辞めて実家

のある他県へ移ったものの，親との関係が悪化するな

どして生活が安定せず，医療機関を受診しなかった．

結局，腫瘤がさらに増大して歩行に著しい障害を生

じ，初診から 1カ月後に当院での手術を希望し再診と

なった．

入院後経過 : 右高位精巣摘除術を施行した．精巣と

周囲組織との癒着はなく剥離は容易であった．腫瘍の

大きさは 23×13×12 cm，重量は 1,926 g であった．

腫瘍割面は大部分が変性，壊死しており，一部保たれ

ている組織は白色充実性であった．病理組織診断はセ

泌尿紀要 59巻 1号 2013年62



ミノーマ，pT2 であった．なお，精巣網は同定でき

なかったものの，精巣上体への浸潤を認めたことか

ら，精巣網への浸潤がある可能性が高いと考えられ

た．術後腫瘍マーカーはすべて基準値内となり病期Ⅰ

セミノーマと診断した．術後に症例 1に対するのと同

様の説明を行った．患者は生活の不安定さから早急に

仕事に復帰する必要性を理由に術後の補助療法は希望

しなかった．術後 1年 7カ月現在，明らかな再発を認

めていない．

考 察

巨大精巣腫瘍は，慣習的に正常の精巣重量約 20 g

の20倍，すなわち 400 g 以上の精巣腫瘍と定義されて

いる1)．巨大化するまで放置される理由は，受診する

までの期間が長いことが挙げられ，患者の不安，困

惑，さらに病識の欠如などが影響していると指摘され

ている2)．自験例では病識の欠如に加えて，生活面の

問題が影響していたと考えられる．

本邦における巨大精巣腫瘍の報告はわれわれが調べ

た限りで，79例の報告があった．自験例を含めた本邦

報告例81例について検討すると，診断時の年齢は17∼

70歳，平均37.4歳で，20歳代∼30歳代にピークがみら

れた．組織型はセミノーマが54例（66.7％），非セミ

ノーマが27例（33.3％）であった．精巣腫瘍全体では

セミノーマが52∼56％，非セミノーマが44∼48％を占

めると報告されている3,4)のに対し，巨大精巣腫瘍で

はセミノーマの割合が高い傾向を認めた．腫瘍重量は

最大のもので，セミノーマでは約 8,000 g5)，非セミ

ノーマでは約 7,000 g6) であった．組織型別の臨床病

期分類は，セミノーマでは stage I が28例（53.8％），

stage II が18例（34.6％），stage III が 6例（11.5％）

であり，stage I が半数以上を占めていた．一方，非セ

ミノーマでは stage I が 4例（16.0％），stage II が 4例

（16.0％），stage III が17例（68.0％）であり，stage III

が半数以上を占め，セミノーマより進行例が多い傾向

を認めた．精巣腫瘍全体ではセミノーマと非セミノー

マで，それぞれ，stage I が 85％，33％，stage II が

10％，33％，stage III が 5％，33％を占めると報告さ

れている4)．巨大精巣腫瘍はセミノーマ，非セミノー

マ共に精巣腫瘍全体と比べ進行例が多い傾向を認め，

このことは発症してから診断・治療に至るまでの経過

が長いことが関与しているものと考えられた．

hCG は絨毛上皮に存在する合胞体性巨細胞のほか

セミノーマ細胞そのものでも産生され，セミノーマの

30∼40％の症例で陽性となる．β -hCG 陽性例を β -

hCG 産生セミノーマとして区別する報告もあるが，

予後などの治療成績の予測因子となりうるかに関して

は明確な結論は出ていない7)．一般的には β-hCG 陽

性例と陰性例で大きな違いはないと考えられてい

る7)．また，β-hCG 値は腫瘍体積と関連があることが

示唆されており7)，増栄らは，巨大精巣腫瘍のセミ

ノーマにおける β-hCG 陽性率は91.7％であったと報

告している8)．今回の症例についても，腫瘍サイズの

大きい症例 2の方が，β-hCG，LDH ともに症例 1よ

り高値であり，β-hCG 値は腫瘍サイズと関連がある

ことが示唆される．

治療は通常の精巣腫瘍と同様，まず高位精巣摘除術

を行い，組織型の確認後，臨床病期診断に応じて治療

方針を決定する9)．一般的に，stage I セミノーマで

は，後腹膜∼腸骨リンパ節領域への放射線照射あるい

はカルボプラチン単剤による術後補助療法が推奨され

て来た9)．近年，セミノーマにおいても非セミノーマ

同様，厳重な監視療法（アクティブサーベイランス）

も推奨される．Stage I セミノーマは高位精巣摘除術

単独の場合，再発率は16∼20％と報告されている10)．

再発のリスク因子には，腫瘍の大きさ (4 cm 以上）

と精巣網への浸潤が挙げられる11)．術後補助療法に

よる長期的な有害事象を回避する観点から，再発リス

クが少なく，厳重な経過観察に対する患者のコンプラ

イアンスが十分にある場合，アクティブサーベイラン

スも推奨されうる．

本邦における巨大精巣腫瘍の内，stage I セミノーマ

でサーベイランスが行われたのは 9例（33.3％），放

射線療法による補助療法が 9例（33.3％），化学療法

による補助療法が 5例（18.5％），放射線療法と化学

療法の併用が 2例（7.4％），後腹膜リンパ郭清が 1例

（3.7％），化学療法と後腹膜リンパ郭清の併用が 1例

（3.7％）であった．巨大精巣腫瘍例においては，長期

経過観察の報告例がほとんどないため，精巣摘除術単

独と補助療法を施行された症例との間で予後に大きな

違いがあるのかは不明である．今回の症例では，どち

らも大きさは 4 cm 以上であり，精巣網への浸潤を有

する可能性が高いと考えられ，再発のリスクが高いグ

ループに属すると考えられた．さらに厳重経過観察に

対するコンプライアンスは悪いことが予想される症例

であったため，補助療法を強く推奨しておくべきで

あったと考えられる．

われわれの経験した症例 1， 2は，いずれも生活上

の問題から巨大精巣腫瘍となるまで受診しなかった．

症例 1は定期的通院をしなかった結果，大きな後腹膜

リンパ節腫大を来たして再診するに至った上，化学療

法で CR を得たものの治療後の定期的通院が再び途

絶えている．症例 2では歩行困難を来たすほどに陰囊

が腫脹していたにも関わらず，生活上の問題のために

すぐに手術を受けず 1カ月間放置し，歩行困難のさら

なる悪化を来たしてようやく手術に至った．巨大精巣

腫瘍症例では腫瘍が巨大になるまで放置されているこ

とから，生活上の問題や病識の欠如などの性格上の問

尾崎，ほか : 巨大精巣腫瘍・セミノーマ 63



題を有している可能性を念頭に置く必要がある．この

ため，巨大精巣腫瘍の stage I セミノーマでは，腫瘍

の大きさから高リスク症例に入る場合が多く，治療や

厳重経過観察に対するコンプライアンスが低い可能性

も考慮し，術後補助療法を強く推奨することが重要と

考えられた．

結 語

今回われわれは，巨大精巣腫瘍 2例を経験したので

若干の文献的考察を加え報告した．病期Ⅰセミノーマ

であった場合には，近年，サーベイランスも推奨され

る．しかし，巨大精巣腫瘍の場合，再発の高リスク症

例であること，また厳重経過観察に対するコンプライ

アンスが不良な可能性が高いことから，術後補助療法

を強く推奨することが望まれる．
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A 46-year-old man complaining of infertility was referred to our hospital. He was diagnosed with

oligozoospermia, asthenozoospermia and hyperprolactinemia probably induced by sulpiride for depression,

because semen quality gradually improved after cessation of sulpiride administration. Five months after the

cessation, his serum prolactin level declined to the normal level, and his wife achieved spontaneous

pregnancy.

(Hinyokika Kiyo 59 : 65-67, 2013)
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緒 言

定型抗精神病薬は薬剤性高プロラクチン血症を惹起

し，男性患者の性機能障害を来たしうると考えられて

いるが精液所見へ与える影響については一定の見解が

得られていない．今回われわれは，スルピリドによる

薬剤性高プロラクチン血症が原因と考えられた男性不

妊症患者が，同剤を休薬することにより精液所見の改

善を認め，妊娠に至った 1例を経験したので報告する．

症 例

患者 : 46歳，男性

主訴 : 挙児希望

配偶者 : 36歳

不妊期間 : 1年

家族歴 : 特記すべきことなし

生活歴 : 特記すべきことなし

既往歴 : うつ病にてエチゾラム（デパス○R) 1.5 mg/

日，スルピリド（ドグマチール○R) 150 mg/日，ロラゼ

パム（ユーパン○R) 1.5 mg/日，いずれも約 8年間内服

中．

現病歴 : 2007年11月，現在の配偶者と同居．同居時

より避妊せず．2008年 4月，結婚．同年10月， 1年間

の不妊を主訴に婦人科にて精液検査施行．乏精子症・

精子無力症にて同年11月，当科受診となった．

初診時現症 : 外陰部・恥毛 : 正常 (Tanner 分類 :

G5，PH5），精巣容積 : 左右とも 8 cm3 と萎縮傾向，

精索静脈瘤を認めず．IIEF-5 は16点と，軽度∼中等

度の勃起障害を認めた．

初診時検査所見 :

精液検査○1 （2008年10月) : 精液量 3.1 ml，精子濃

度 4.0×106/ml，運動率 2％

精液検査○2 （2008年11月) : 精液量 2.4 ml，精子濃

度 1.0×106/ml，運動率 0％

血液検査所見 : LH（黄体ホルモン）3.0 mIU/ml

（基準値 : 1.8∼5.2 mIU/ml），FSH（濾胞刺激ホルモ

ン）6.2 mIU/ml（基準値 : 2.9∼8.2 mIU/ml），プロ

ラクチン 27.6 ng/ml（基準値 : 1.5∼9.7 ng/ml），テ

ストステロン 4.4 ng/ml（基準値 : 2.0∼7.5 ng/ml），

その他の血算・生化学所見に異常を認めず．

染色体検査 : 46，XY

画像所見 : 下垂体 MRI にて腺腫を認めず．

臨床経過 : 初診時の精液所見で乏精子症・精子無力

症を来たしており，血中プロラクチン濃度は 27.6 ng/

ml と，高プロラクチン血症を呈していた．原因とし

てスルピリドによる薬剤性の高プロラクチン血症が疑

われたため，同年12月，同薬剤を内服中止とした．

2009年 2 月の精液所見にて，精液量 2.5 ml，精子濃

度 6.0×106/ml，運動率16％と精子濃度・運動率とも

に上昇し精液所見の改善を認めた．引き続き同薬剤を
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Table 1. 高プロラクチン血症をきたす可能性
のある薬剤

Ⅰ．ドーパミン生成抑制

○1レセルピン（アボプロン○R）

○2 α-メチルドーパ（アルドメット○R）

Ⅱ．ドーパミン受容体阻害

○1フェノチアジン系

a ）クロルプロマジン（ウインタミン○R，コントミン○R）

b）チオリダジン（メレリル○R）

c ）ペルフェナジン（トリラホン○R）

○2ブチロフェノン系

ハロペリドール（セレネース○R）

○3三環系抗うつ剤

イミプラミン（トフラニール○R）

○4ベンズアミド系

a ）スルピリド（ドグマチール○R）

b）メトクロプラミド（プリンペラン ○R）

Ⅲ．下垂体への作用

エストロゲン製剤

中止のまま経過観察を行ったところ，同年 4月の精液

所見にて精液量 3.5 ml，精子濃度 5.0×106/ml，運動

率40％と運動率の改善を認めるとともに血中プロラク

チン濃度は 2.5 ng/ml と著明に減少 (LH 8.8 mIU/

ml，FSH 3.4 mIU/ml，テストステロン 4.4 ng/dl) し

同月，配偶者が自然妊娠するに至った．

考 察

本邦における高プロラクチン血症の原因疾患別頻度

は，下垂体腺腫（34.5％），間脳機能障害（27.2％），

薬剤服用（7.8％）の順に高率であり1)，原因薬剤の

内訳は，消化器系作用薬（53.1％），抗精神病薬

（22.4％）の順に多いとされている1)．おもな原因薬

剤を Table 1 に示す．

自験例において原因薬剤と考えられたスルピリドは

定型（従来型）抗精神病薬に属し，高プロラクチン血

症に大きく寄与することが知られている3)．

定型抗精神病薬による高プロラクチン血症の主発現

機序は，プロラクチン放出抑制因子 (prolactin release-

inhibiting factor : PIF) である dopamine の神経伝達の阻

害，すなわち，○1視床下部から下垂体前葉へ投射する

dopamine 神経細胞上の D2 受容体遮断，○2 プロラク

チン遊離に対する抑制が解除，○3 血中プロラクチン値

の上昇，の 3段階により成立する．一方，クエチアピ

ン（セロクエル○R）やアリピプラゾール（エビリファ

イ○R）などの非定型抗精神病薬の多くは，dopamine D2

受容体遮断の持続性を下げることや，選択性を高める

ことにより高プロラクチン血症を起こしにくくしてい

る1,4)．

また，抗精神病薬に起因する高プロラクチン血症へ

の対応として，○1 主剤の減量，○2 主剤の変更，○3

dopamine D2 receptor agonist（ブロモクリプチン）の

追加，が選択肢として挙げられる5)．一般的に○1 主剤

の減量は精神症状の悪化を招くことが多く，○2 主剤を

非定型抗精神病薬へ変更するケースが多い．○3

Dopamine D2 receptor agonist の投与は，現在のところ

薬剤性高プロラクチン血症に対しては確立されていな

い．

男性における高プロラクチン血症の看過できない臨

床症状として，性欲減退，射精遅延，勃起不全などの

性機能障害はよく知られているが，精子形成および精

液所見への寄与に関する報告は少数である．各種精液

パラメータに与える影響についての介入研究として

は，過去に Falaschi ら6)が総精子数に有意な減少がみ

られたと報告した一方で Jecht ら7)は精子濃度および

総精子数ともに有意な増加がみられたと報告してい

る．Smith ら8)が精漿中のプロラクチン濃度と運動率

の相関につき報告した一方，Pandis ら9)は相関を認め

なかったと報告している．

成熟動物においてプロラクチンはライディッヒ細胞

に直接作用しエストラジオール（以下，E2) 産生を促

すと考えられているが10)，過剰な E2 は視床下部にお

いてゴナドトロピン放出ホルモン (GnRH) およびゴ

ナドトロピン分泌抑制をもたらし，二次的な性腺機能

低下を来たすと考えられる．しかし前述の通り，高プ

ロラクチン血症の精子形成に与える影響について一定

の見解は得られていないのが現状である．下垂体腺腫

の早期診断のためにもルーチンに行われるべき検査で

あると考えられている11)．また，自験例では E2 測定

を行っていなかったが，今後同様の病態の場合は E2

測定を行うことがより正確な病態の把握に有用である

と考えられる．

自験例では，テストステロンおよびゴナドトロピン

に異常値を認めなかったものの精巣委縮および精液所

見の悪化が長期間のスルピリド内服に伴う薬剤性高プ

ロラクチン血症に起因する可能性を念頭に置き，患者

と相談のうえ主剤の中止を行い精液所見の経過観察を

行った．精神症状の悪化を招くことなく精液所見にお

いて，とりわけ運動率の著明な改善を認めるとともに

血中のプロラクチン濃度は正常化し，妊娠するに至っ

た．テストステロンおよびゴナドトロピンに異常値を

認めなかったことから特発性乏精子症，精子無力症患

者における偶然の妊娠の可能性は否定しきれないが，

薬剤中止後のプロラクチン正常化と精子運動率の漸次

的改善から，われわれは本症例の精液所見の悪化には

薬剤性高プロラクチン血症の関与があったのではない

かと類推する．

精液所見不良の高プロラクチン血症患者に遭遇した

場合，使用薬剤の聴取が重要であることをあらためて

認識するとともに，薬剤性高プロラクチン血症による

精液所見の悪化の可能性を常に念頭に置いたうえで，
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患者と相談のうえ慎重に主剤の減量や変更を行うのも

1つの選択であると考えられた．今後多数症例におけ

る解析から高プロラクチン血症が精液所見におよぼす

影響について明らかにする必要があると思われる．
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