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馬蹄鉄腎より発生した腎カルチノイド腫瘍の 1例
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山崎 一郎1，竹内 保2，執印 太郎1

1高知大学医学部泌尿器科学教室，2高知大学医学部病理診断部

A CASE OF CARCINOID TUMOR ARISING

FROM A HORSESHOE KIDNEY

Takashi Anchi1, Kenji Tamura1, Keiji Inoue1, Shingo Ashida1,

Ichiro Yamasaki1, Tamotsu Takeuchi2 and Taro Shuin1

1The Department of Urology, Kochi Medical School, Kochi University
2The Department of Tumor Pathology，Kochi Medical School, Kochi University

Carcinoid tumor of the kidney is an extremely rare neoplasm. We report a case of primary carcinoid

tumor arising from a horseshoe kidney in a 31-year-old man. An abdominal bulky mass was found at a local

hospital and he was referred to our hospital for examination and treatment. From the results of computed

tomography, magnetic resonance imaging and angiography, we suspected renal tumor arising from a

horseshoe kidney and performed left partial nephrectomy with isthmectomy. Pathological findings of

hematoxylin eosin staining revealed tumor cells proliferating in a cord-like and ribbon-like structure and the

tumor cells stained strongly for chromogranin A, grimelius and neuron specific enolase. According to these

findings, we diagnosed carcinoid tumor arising from a horseshoe kidney.

(Hinyokika Kiyo 55 : 327-330, 2009)
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緒 言

カルチノイド腫瘍は主に消化管や肺・気管支に発生

することが多く，腎に発生することは稀ではあるが，

馬蹄鉄腎においてはカルチノイド腫瘍が発生する危険

性が高いといわれている．

今回われわれは馬蹄鉄腎に随伴した腎カルチノイド

腫瘍の 1例を経験したので報告する．

症 例

患者 : 31歳，男性

主訴 :左腹部腫瘤

既往歴 :特記事項なし

家族歴 :祖母に悪性腫瘍（詳細不明）

現病歴 : 2004年 3月13日，左腹部腫瘤を主訴に近医

を受診．腹部巨大腫瘤を指摘され，16日精査加療目的

に当科紹介となり，25日入院となった．

入院時現症 : 身長 164.8 cm，体重 51.5 kg，意識清

明，心拍数84拍/分，血圧＝130/84 mmHg．左腹部に

可動性のない，硬い小児頭大の腫瘤を触知した．

血液検査所見 : RBC 488×104/μl，Ht 45.8％，Hb

16.1 g/dl，Plt 22.4×104/μl，WBC 3,200/μl，TP 6.4

g/dl，Glu 102 mg/dl，Alb 4.4 g/dl，T-Bil 0.5 mg/dl，

ALP 189 IU/l，γGPT 77 IU/l，ChE 214 IU/l，GPT 24

IU/l，GOT 22 IU/l，LDH 147 IU/l，BUN 12. 0 mg/

dl，CRN 0.7 mg/dl，Na 141 mEq/l，K 4.0 mEq/l，Cl

104 mEq/l，Ca 8.4 mg/dl，CEA 0.9 ng/ml，NSE 7.5

ng/ml，IAP 3.6 μg/ml，AFP 1.6 ng/ml，CA19-9 5.3

U/ml，SCC ＜0.50 ng/ml

明らかな異常所見は認めなかった．

画像所見 :腹部 CT では，馬蹄鉄腎の左腎中央腹側

に石灰化と嚢胞を伴った造影効果の弱い長径 16 cm

の充実性腫瘤を認めた (Fig. 1a，1b）．MRI でも同様

の所見を認めた．血管造影では馬蹄鉄腎に流入する動

脈を 5本認め，そのうちの 2本が腫瘍に流入されてい

たが，いずれも造影効果は弱かった (Fig. 2a，2b）．

治療経過 :画像所見から，馬蹄鉄腎から発生した腎

腫瘍と診断し， 4月22日左腎部分切除術ならびに馬蹄

鉄腎峡部離断術を施行した．手術時間は305分，出血

量は 750 ml であった．腫瘍と周辺臓器（脾臓，膵臓，

腸管など）との癒着などは認めなかった．

肉眼所見 : 摘出標本は 18×18×8 cm，重量は 1.1

kg であった．表面は平滑，割面は赤褐色調で，嚢胞

を伴った充実性の腫瘍であった (Fig. 3）．

病理組織所見 : HE 染色では核異型度の低い形の

揃った核を持つ円形の腫瘍細胞が索状，リボン状，ま

たはシート状に増殖していた (Fig. 4a）．

免疫組織染色では chromogranin A，grimelius，NSE

の強陽性像を認め，カルチノイド腫瘍に特徴的な所見

と考えられた (Fig. 4b，4c）．鑑別疾患として endo-
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crine cell carcinoma が挙げられたが，これは Ki-67 の

陽性率が 1％前後と低いことにより否定された．

以上より馬蹄鉄腎に随伴した腎カルチノイド腫瘍と

診断した．術後の経過は良好で 5月22日退院となり，

術後 4年 3カ月経過しているが，再発なく外来経過観

察中である．

考 察

カルチノイド腫瘍は1907年 Oberndorfer ら1)によっ

て消化管原発腫瘍として初めて報告された．カルチノ

イド腫瘍は神経内分泌細胞である Kultschitsky 細胞か

ら発生すると考えられている．カルチノイド腫瘍はセ

ロトニン，ブラジキニン，ヒスタミン，プロスタグラ

ンジンなどのホルモン様物質を産生し，これらの物質

の量が過剰になるとカルチノイド症候群を引き起こす

と考えられている．カルチノイド症候群の主な症状は

顔面から頸部の紅潮，下痢，心臓弁障害，気管支喘息

様発作などである．

Soga ら2)は1,342例の統計分析により，カルチノイ

ド腫瘍の原発部位は消化器系が68.0％，呼吸器系が

26.2％と大多数を占め，その他は5.8％とされ，泌尿

器領域の臓器を原発とするカルチノイド腫瘍は非常に

稀である．今回われわれが調べた限りでは腎原発のカ

ルチノイド腫瘍は自験例を含め世界で42例の報告例が

あるのみであった．これらの報告および自験例をまと

めると平均発症年齢44.9（13∼79）歳で，性差は認め

泌55,06,04-1a

a

泌55,06,04-1b

b

Fig. 1. Abdominal enhanced CT scan showed a left
renal tumor (a) arising from horseshoe
kidney (b).

泌55,06,04-2a

a

泌55,06,04-2b

b

Fig. 2. Renal arteriography showed that two
arteries feed the tumor, which was a
hypovascular tumor on the left side of the
horseshoe kidney. (a) One of the arteries
flowed from the upper site of the tumor. (b)
The other flowed from the lower site of the
tumor.

泌55,06,04-3

Fig. 3. Macroscopically, the cut surface is red-
brown and solid with cyst.
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ていない．主な臨床症状として，腹部腫瘤，疼痛，血

尿などがあり， 8例にカルチノイド症候群を認めてい

た．また自験例を含め12例が馬蹄鉄腎に随伴してお

り，Krishnan ら3)は馬蹄鉄腎からの発生の危険性は正

常腎の62倍であると報告している．カルチノイド原発

腫瘍からの転移は10∼45％で，原発巣の大きさに相関

すると報告がある．主な転移部位はリンパ節，肝臓，

骨である2,4)．

術前に腎カルチノイド腫瘍と診断できた症例はな

く，全例腎腫瘍との診断で根治的腎摘出術を受けてい

る．42例中転移を認めた10例のうち 4例が死亡したと

報告されているが，残りの 6例は 2∼7.5年経過し，

生存している．また馬蹄鉄腎に随伴したカルチノイド

腫瘍12例中 3例で遠隔転移を認めているが，死亡例の

報告はない5~7)．

病理組織所見としては，腫瘍細胞の核は多形性に乏

しく比較的粒揃いで，分裂像は少ない．胞体はHE 染

色で好酸性に染まり，免疫組織染色で血管間質側が

grimelius や chromogranin A で陽性を示す8)．また内分

泌顆粒が小型で少数の場合には，chromogranin A が陰

性になりやすいが，NSE は内分泌顆粒の有無に関わ

らず陽性を示す9)．Endocrine cell carcinoma との鑑別

として，カルチノイド腫瘍では細胞増殖能が一般に低

く，Ki-67 の陽性細胞率が0.4％前後であるのに対し，

endocrine cell carcinoma では20∼50％と高いことが鑑

別に有用であると岩渕らは報告している9)．

Legha ら10)は消化管からの転移性カルチノイド32例

に対しての化学療法の成績を検討している．その報告

によると部分寛回が 7例に認められ，このうち 5例は

アドリアシン単独または他剤との併用例であったこと

から転移性カルチノイドに対するアドリアシンの有用

性が注目されている．また術後補助療法として消化管

原発のカルチノイド腫瘍の肝転移に対しては，イン

ターフェロン α，インターフェロン γ，ソマトスタチ

ンアナログの有効性も報告されている11~13)．Isobe

ら14)は，リンパ節陽性症例に対して，後療法にイン

ターフェロン γ を 2 カ月間投与し，その後 3 年間の

観察期間中に局所再発や遠隔転移を認めなかったと報

告している．また Isobe らは転移巣を認めたとして

も，外科的に完全切除することができれば，再発期間

の延長が期待できるのではないかと考えている．

また Chakravarthy ら15)は肺からの転移性カルチノ

イド腫瘍18例，31部位に対しての放射線療法の成績を

検討しており，根治はできなかったものの，24部位で

患者が死亡するまでの間自覚症状の消失，あるいは腫

瘍の増大を防ぐことができたと報告している．

自験例においては，外科的に完全切除を行えたと考

え，術後の後療法は行っていない．現在術後 4年 3カ

月経過しているが，局所再発や遠隔転移は認めていな

い．今後も引き続き厳重に経過観察を続けていく予定

である．

泌55,06,04-4a

a : HE ×200

泌55,06,04-4b

b : Grimelius ×200

泌55,06,04-4c

c : Chromogranin A ×200

Fig. 4. The histological and immunohistochemical
examination of the specimen. (a) Tumor
was composed of round or columnar cells
proliferating in a cord-like and ribbon-like
structure, reduced from × 200. (b) The
tumor cells were positive for anti-grimelius
with a diffuse cytoplasmic pattern, reduced
from ×200. (c) The tumor cells were posi-
tive for anti-chromogranin A with a diffuse
cytoplasmic pattern, reduced from ×200.
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結 語

馬蹄鉄腎に合併した腎カルチノイド腫瘍の 1例を文

献的考察を加え報告した．
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