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LEIOMYOSARCOMA OF THE INFERIOR VENA

CAVA : A CASE REPORT AND REVIEW

Toeki Yo1, Rikiya Taoka1, Takeshi Hanasaki1, Yukako Nakanishi1,

Yoshikazu Togo1, Toru Suzuki1, Yoshihide Higuchi1, Masataka Zozumi2,

Seiichi Hirota2, Akihiro Kanematsu1, Michio Nojima1 and Shingo Yamamoto1
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A 37-year-old woman with an incidentally found abdominal mass was referred to our hospital. A fixed,

non-tender mass was palpated in the right upper quadrum of her abdomen. There was no elevation of

tumor markers. Computed tomography revealed a mass extending from the hepatic vein level to renal hilar

level. The tumor completely obstructed the inferior vena cava (IVC). T1-weighted magnetic resonance

imaging (MRI) showed that the mass was isointense with muscles. T2-weighted MRI image with contrast

medium demonstrated collateral circulation. Upon diagnosis of the IVC tumor, we removed the right

kidney and the tumor en bloc without reconstructing IVC. The tumor diameter was 11.6×5.5×4.7 cm.

Pathological examination established a diagnosis of IVC leiomyosarcoma. She is alive without sign of

recurrence after operation for seven months. There were 143 reports of IVC leiomyosarcoma in Japan. In

31% of them, IVC was not reconstructed.

(Hinyokika Kiyo 60 : 115-119, 2014)
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緒 言

下大静脈平滑筋肉腫は稀な腫瘍である．放射線や化

学療法の有効性は確立されておらず外科的切除が第一

選択であるが，再発率は50％と高く 5年生存率は31％

にすぎない1)．下大静脈の再建の必要性の有無につい

ては様々な考え方があるが，側副血行路の有無は重要

な要素である2~4)．今回われわれは下大静脈を再建す

ることなしに切除した 1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 : 37歳，女性

既往歴 : 特記事項なし

家族歴 : 特記事項なし

現病歴 : 2012年 4月，健診にて超音波で腹部腫瘤を

指摘され近医受診．造影 CT にて下大静脈原発腫瘍の

診断にて当科初診となった．

入院時現症 : 身長 165 cm，体重 45 kg，血圧112/

78，脈拍80/分・整，体温 36.8°C，表在リンパ節腫脹

なし，右上腹部に無痛性腫瘤触知，両下腿浮腫なし．

入院時検査所見 : 血算 WBC 5,520/μl，RBC 396×

104/μl，Hb 11.5 g/dl，Ht : 35.9％，Plt 25.3×104/μl，

PT : 11.5 sec，PT-INR : 1.01，APTT : 29.8 sec，

Fbg : 437 mg/dl，D-dimer 2.1 μ g/l．一般生化学 TP

8.0 g/dl，Alb 4. 4 g/dl，AST 21 U/l，ALT 9 U/l，

LDH 191 U/l，ALP 159 U/l，UA 4.2 mg/dl，BUN 13

mg/dl，Cre 0.59 mg/dl，Na 138 mmol/l，K 3.9 mmol/

l，Cl 101 mmol/l，Ca 9. 5 mg/dl，CRP 0. 3 mg/dl，

HbA1c (NGSP) 5.4％．腫瘍マーカー AFP 1.8 ng/ml，

CEA 0.7 ng/ml，CA19-9 10.0 U/ml，SCC 0.8 ng/ml，

NSE 13.9 ng/ml，s-IL-2R 192 U/ml で，検査したもの

はすべて陰性であった．

画像検査 : 造影 CT にて腫瘍は下大静脈内に充満し

ており，内腔は完全に閉塞していた．冠状像で腫瘍は

肝静脈直下から腎静脈合流部まで進展しており，閉塞

部より末梢側の IVC 内および左腎静脈内に血栓を認

めた (Fig. 1A and B）．造影 MRI にて，腫瘍は T1 強

調像にて筋肉と等信号であり， T2 強調像で造影によ

り淡染された．また腰静脈に著明な怒張を認め側副血

行路の発達と考えられた (Fig. 1C and D）．以上より，

下大静脈原発平滑筋肉腫と診断し，外科的治療を選択
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Fig. 1. Enhanced CT (A and B) and enhanced MRI (C and D) (black arrow : IVC tumor. white arrow : blood
thrombus.). A : The tumor completely obstructs IVC. B : Tumor occupies IVC inferior from hepatic
vein. C : Enhanced MRI showed varicose left lumbar vein (black arrowhead). D : Enhanced MRI
showed ascending lumbar vein (white arrowhead), directly flowing into azygos system.

泌60,03,03-2

Fig. 2. Surgical procedures. After right nephrectomy (○1 ). left
renal vein (○2 ) was transected distal to the thrombus (○3 ) and
proximal to adrenal and lumbar veins (○4 and ○5 ). One
lumbar vein (○6 ) was sacrificed for transection of distal IVC.
Finally, proximal IVC was transected just inferior to hepatic
veins (○7 ). Adrenal vein, lumbar vein and left gonadal vein
(＊) were preserved.

した．

手術プラン : 術前の肝臓外科との合同カンファレン

スにて，下大静脈の処理は左腎の還流路（左卵巣静

脈・副腎静脈や腰静脈）が温存できれば再建せず，還
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泌60,03,03-3

Fig. 3. Macroscopic appearance of coronal section
of the IVC tumor. Tumor extended along
IVC lumen and also protruded ventrally.

泌60,03,03-4A
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泌60,03,03-4B

B

Fig. 4. Microscopic image of the tumor. A : Tumor arising from IVC wall composed of interlacing bundles of
neoplastic spindle cells. B : It was stained positive for αSMA, diagnosed as leiomyosarcoma.

流路が温存できなければ再建もしくは左腎の自家腎移

植も考慮することとした．

手術所見 : 仰臥位にて Chevron 切開でアプローチ．

まず右腎動静脈を確保，結紮切離し右腎を摘除し，腫

瘍右側面を直視下においた．続いて，Kocher 授動に

て左腎静脈を直視下におき，エコーにて静脈内の腫瘤

および血栓と腰静脈合流部を確認し，左腎静脈に流入

する腰静脈および卵巣静脈を温存するラインで左腎静

脈を切離した．腫瘍下端の下大静脈を確保し，血流遮

断にて静脈の怒張しないことを確認，流入する腰静脈

1本を切離し下大静脈下端を切離した．次に肝臓を左

へ脱転し，下大静脈腫瘍前面の短肝静脈および背面の

腰静脈を処理し，頭側へむけ剥離を進め，肝静脈合流

部に到達．ここでもエコーを用いて腫瘍と肝静脈との

位置関係を確認，肝静脈合流部の直下で下大静脈を切

離し腫瘍を摘除 (Fig. 2）．この時点で下大静脈下端を

確認したが怒張ないために下大静脈再建は不要と考え

手術を終了した．手術時間は663分，出血量は 1,520

ml であった．摘出された腫瘍のサイズは長径 11.6

cm で，割面は灰白色・充実性を呈していた (Fig. 3）．

病理組織 : 下大静脈壁より連続する腫瘍は，異形紡

錘細胞の束状配列像を呈し，αSMA 陽性を示し，下

大静脈原発平滑筋肉腫と診断された．切除断端は陰性

で完全切除と考えられた (Fig. 4）．

術後腎機能低下・下肢浮腫を認めず順調に軽快し，

術後14日目に退院．術後化学療法は施行せず，現在術

後 7カ月目で再発なく経過観察中である．

考 察

血管原発の平滑筋肉腫は，稀な腫瘍である．その

75％は静脈系の発生であり，その50％が下大静脈原発

であるとされている5)．下大静脈原発の平滑筋肉腫の

報告は1871年 Perl ら6)に始まり，欧米の報告例では

Mingoliら7)が 218例をまとめており，男女比率は

14％ : 86％，年齢は13歳から85歳，中央値55歳であっ

た．

われわれは今回，1979年立花ら8)による報告から国

内で報告された症例を自験例まで調べえた範囲で143

例を集計した．男女比率は12％ : 88％と圧倒的に女性

に多く，年齢は15∼76歳，中央値は60歳で Mingoli ら

の報告と同様であった．本邦での初発症状は腹痛およ

び下肢浮腫がそれぞれ36.4，15.5％であったが，自験

例のように健診にて偶然発見される症例も17.0％と多

く見られた．これは，緩徐に増大する症例では側副血

行路が発達して静脈閉塞の症状なく経過するためと考

えられる．血液検査には特異的な所見はなく，超音波

検査・造影 CT や MRI などの画像診断が不可欠であ

る．

治療は放射線や化学療法の有効性は確立されておら

ず，外科的切除が第一選択である5)．

しかし再発症例が多く，術後も厳重な CT による
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泌60,03,03-5

Fig. 5. An algorism for treating IVC leiomyo-
sarcoma.

フォローアップが必要と考えられる．再発形式は肺・

肝転移が多く，また局所再発例も多く認めた．再発時

には外科的切除もしくは化学療法が行われる．平滑筋

肉腫の化学療法としては AI (ADM，IFM) 療法，

CYVADIC (CPA，VCR，ADM，CTIC) 療法，MAID

(Mesna，ADM，IFM，DTIC) 療法や DG (DOC＋

GEM) 療法などがある9~12)が，いずれも奏効率は満

足すべきものではない．最近チロシンキナーゼ阻害薬

であるpazopanibがフェーズ 3 試験を経て13)，2012年

11月に日本で薬事承認され，治療の選択枝が増えてき

ている．現在 pazopanib は化学療法後の PD 症例に対

してしか使用報告はなく，化学療法に先立って pazo-

panib を使用することは今後の検討課題である．

下大静脈平滑筋肉腫の外科的切除では下大静脈の再

建の有無はしばしば問題となるが，本邦で完全切除の

報告のあった81例中69％（56例）で人工血管などにて

下大静脈の再建を行っており，非再建例は31％（25

例）と少なかった．

下大静脈平滑筋肉腫では下大静脈の部分切除もしく

は区域切除が必須となる．腫瘍が肝静脈合流部より中

枢にある場合は，肝血流の流出路が必要となるため，

腫瘍切除後の下大静脈再建が必要と考えられる．一

方，腫瘍が肝静脈合流部より末梢にある場合には，再

建は必ずしも必要ではない．本来の静脈還流を保つた

めには下大静脈再建が必要であるが，人工血管による

再建の場合には永続的な抗凝固剤の内服が必要とな

る．一方で海外では 6例（うち非閉塞例 2例）に下大

静脈再建を行わず腫瘍切除施行したところ 3例に急性

腎不全を認め， 3例に下腿浮腫を認めるもそれぞれ一

時的な血液透析・弾性ストッキングにて対応可能であ

り，下大静脈の閉塞の有無に関係なく下大静脈再建は

不必要であるとの報告もある4)．

本症の治療選択は下大静脈塞栓をもつ腎癌の治療戦

略と共通する点が多い．腎癌でも腫瘍塞栓が肝静脈流

入部より頭側で広範に血管内壁に癒着している症例

や，対側腎の側副血行路が明らかでない症例では，人

工血管置換による血行再建が必要になる場合があると

記されている14)．その一方で，側副血行路の発達が

あれば，下大静脈切除は下大静脈塞栓をもつ腎癌の標

準術式といってよい．以上を総合して考えられる下大

静脈平滑筋肉腫手術の治療戦略を Fig. 5 に示す．側副

血行路が未発達な場合の再建は議論の分かれるところ

である．岡田らは術中に IVC をクランプしたときの

内圧測定を行っているが，再建の判断基準にはなって

いない15)．再建・非再建の適応は一過性の急性腎不

全のリスクと，永久的な抗凝固療法が必要な静脈再建

をすることのデメリットを勘案して判断するべきであ

ろう．下大静脈平滑筋肉腫は外科からの報告が大多数

であり泌尿器科からの報告例は少ないが，担当科の差

により必要のない症例で下大静脈再建が行われている

可能性もあると考える．当施設では肝臓外科からは下

大静脈を再建するべきではないかという提案があった

のに対して，泌尿器科が合併切除の方針を示し決定し

た．本症は下大静脈塞栓のある腎癌の治療戦略が応用

可能であり今後泌尿器科からの報告例が増加すること

や，下大静脈を再建しない手術が積極的に考慮される

かもしれない．

結 語

下大静脈平滑筋肉腫の 1例を経験した．下大静脈腫

瘍塞栓を伴う腎癌の治療戦略を応用することで手術が

可能であった．
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