
はじめに

内臓悪性腫瘍に伴う皮膚病変は多彩であり，Syn-

droma dermato-tumorale（内臓皮膚症候群），あるいは

Paraneoplastic dermatoses（腫瘍随伴性皮膚病変）とい

われ，Leser-Trélat 徴候（以下，L-T徴候と略記）もそ

のひとつである．

本徴候は，脂漏性角化症が数か月以内に急激に数お

よび大きさを増すもので，悪性腫瘍の早期発見という

点において重要な所見と考えられ，近年報告が増えて

きている．今回，本徴候を示した 2症例を経験したの

で報告する．

症 例

症例1：73歳，男性

主訴：皮膚掻痒感

家族歴：特記事項なし．

既往歴：平成 7年から高マクログロブリン血症にて

当院血液化学療法部へ通院中．

現病歴：以前からあった頸部の老人性疣贅が，平成

9年 3月初旬からの 3か月間に急激に数と大きさを増

し，その中の 1つが盛り上がって痒みを伴うように

なった（Fig. 1）．

皮膚病理所見：表皮の乳頭状肥厚，角質増殖，角質

�胞様構造の形成を認めたが，悪性像はなく，sebor-
rheic keratosis と診断された（Fig. 2）．

以上の病理所見と臨床症状から L-T徴候と考えら

れたため内臓悪性腫瘍の検索をおこなった．

上部消化管検査：胃体上部小彎後壁に比較的境界明

瞭な IIc 病変を認め，生検により中分化型管状腺癌と

診断された（Fig. 3）．

入院時検査成績：血液生化学検査では免疫グロブリ
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Leser-Trélat 徴候を呈した早期胃癌と進行直腸癌の 2例

愛知県がんセンター消化器外科

�川 奉樹 山村 義孝 鳥井 彰人 清水 泰博

小寺 泰弘 平井 孝 安井 健三 森本 剛史

加藤 知行 紀藤 毅
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Fig. 1 Within two months warty seborrheic kerato-

ses suddenly developed and multipled rapidly on a

skin of neck and breast.

症例報告



ン（Ig-M高値，他の Ig抗体低値）以外には異常所見が

なく，腫瘍マーカーも正常値であった．

以上の所見から L-T徴候を合併した早期胃癌と診

断し，平成 9年 6月に噴門側胃切除術を施行した．

摘出標本肉眼所見：胃体上部小彎後壁に1.0×0.7cm

の IIc 病変を認めた（Fig. 4）．

病理組織所見：中分化型管状腺癌，sm，n0，stage Ia

であった1）．

術後に食道残胃吻合部の膜性狭窄をおこしたためバ

ルーンブジー法による吻合部拡張を要したが，第44病

日に退院した．退院時に老人性疣贅の大きさや数に変

化はなかったが，皮膚掻痒感の改善を認めた．

症例 2：72歳，男性

主訴：食欲低下

家族歴：母親が大腸癌にて死亡．

現病歴：平成 5年 4月に直腸の結節集簇型病変（3.0

×3.0cm）に対して内視鏡的粘膜切除術を受けた．病理

組織学的には，moderately differentiated adenocarci-

noma in tubulovillous adenoma，深達度mで断端に癌

浸潤を認めなかった．

なおこの時期には頸部から腹部にかけての老人性疣

贅の変化は明かではなかった．

平成 9年 1月頃より便柱が細くなり 2月に便潜血反

応陽性を指摘された．同時に老人性疣贅の数が短期間

に数を増し，掻痒感を伴い，一部潰瘍形成を認めるよ

うになった（Fig. 5）．

皮膚病理所見：症例 1と同様であった（Fig. 6）．

以上の所見を総合して L-T徴候と診断し，全身の精

査を行った．

下部消化管検査：直腸 S状部に二分の一周性の境

界明瞭な周堤を持つ 2型癌を認め，生検により，中分

化腺癌と診断された（Fig. 7）．

EMR後の瘢痕部位を経過観察中同部位に腫瘍が発

生したことおよび病理学的に同じであったことから内

視鏡的粘膜切除術施行後の局所再発と診断し，平成 9

年 4月直腸低位前方切除術を施行した．

Fig. 3 Gastroduodenal radiographic and endoscopic examinations showed a IIc le-

sion on the posterior wall of the gastric upper body.

Fig. 2 Microscopic sections from a lesion showing

hyperkeratosis and papillomatosis, consistent with

seborrheic keratosis.
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摘出標本肉眼所見：直腸 S状部に3.3×3.5cmの 2

型病変を認めた（Fig. 8）．

病理組織所見：中分化腺癌，a1，n1，stage IIIa で

あった2）．

術後経過は良好であり，第27病日に退院した．

術後老人性疣贅の数には変化を認めなかったが潰瘍

の軽快を認めた．

考 察

内臓悪性腫瘍の影響により生じる皮膚病変は der-

madrome と呼ばれ，それらは 4群に分類される3）．そ

のうちの腫瘍随伴皮膚病変群に属する L-T徴候は，突

然出現し急速にその大きさと数を増す seborrheic k-

eratosis と定義され，多くの場合皮膚掻痒症を伴う4）．

通常の臨床の場では多発する老人性疣贅そのものは

普通に認められるものであるが，井上ら5）によれば，L-

T徴候とは一般に認められる多発性の老人性疣贅の静

的状態を指すものではないとしている．そのため「ど

のくらいの期間で多発したか」ということが重要であ

り6），多くの報告でその期間を 3週間から 6か月以内

としている7）．今回の症例 1と 2の期間はそれぞれ 3

か月以内，2か月以内であった．

症例 1については以前からある老人性疣贅が急激に

増大および増加し，随伴症状（掻痒感）を認めたこと

が悪性腫瘍検索のきっかけになった．この点で，老人

性疣贅の静的状態ではなく動的状態に注目したことが

潜在する内臓悪性腫瘍の早期発見につながったものと

考える．

症例 2は再発直腸癌と考えられ，再発発見の直接動

機になったのは便潜血陽性所見であったが，同時期の

L-T徴候の診断が再発発見を早めた．L-T徴候が再発

時に認められたとの報告は調べえた文献上ではなかった．

今回の皮膚病変の出現，消退と悪性腫瘍の存在，消

失との因果関係を明らかにすることはできなかった

が，2症例とも悪性腫瘍の診断時期が疣贅の多発時期

に一致しており，瀬上ら8）や Curth9）の言う皮膚病変と

内臓悪性腫瘍との因果関係を示唆するものと考えている．

悪性腫瘍の発生部位では，消化器癌が59％をしめ，

Fig. 4 Macroscopic findings of the stomach. Type IIc

gastric cancer was observed on the posterior wall of

the gastric upper body.

Fig. 5 Seborrheic keratosis developed rapidly and

pruritis increased.

Fig. 6 Microscopic sections from a lesion showing

hyperkeratosis and papillomatosis, consistent with

seborrheic keratosis.
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Table 1　Reported cases of the Sign of Leser-Tr � lat

%casedisease

　1Laryngeal cancer

7.4　8Lung cancer

　1Mediastinal tumor

50 54Gastric cancer

　1Gastric leiomyosarcoma

　1leiomyoblastoma of the small intestine

6.4　7Colon cancer

2.7　3Rectal cancer

3.7　4Liver cancer

　1Cancer of the gallbladder

　1Cholangiocarcinoma

1.8　2Renal tumor

　1Bladder cancer

6.4　7Malignant lymphoma

　1Leukemia

3.7　4Breast cancer

4.6　5Uterine cancer

1.8　2Ovarian cancer

　1Prostatic cancer

　1Penile cancer

　1Paget’ s disease

　1Malignant melanoma

100108total

胃癌が54例50％と最も多く，直腸癌は 3例2.7％であっ

た（Table 1）．

小泉ら10）によれば，L-T徴候の病因は，�生体防御機
構の崩壊，�悪性腫瘍による潜在性遺伝的異常の出現，
�epidermal growth factor の関与，�epidermal cha-
lone の関与，�urogastron の関与などがあげられる
が，いずれも推測の域を出ていない．早期癌での報告

例11）が認められる一方で，L-T徴候を指摘された段階

ですでに進行癌であった報告例12）も認められ，L-T徴

候の発現と腫瘍の大きさ，進展などとの機序解明には

さらに多くの症例の集積が必要と思われる．L-T徴候

の消長については，報告によって差異がみられる．鈴

木ら13）は，小型の皮疹の消失は認めたが，術後 2か月経

過後であっても大型の皮疹に変化はみられなかったと

Fig. 7 Lower intestinal radiographic and endoscopic examinations showed type 2

cancer on the rectosigmoid region.

Fig. 8 Macroscopic findings of the rectum. Type 2

rectal cancer was observed on rectosigmoid region.
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報告しているが，中村14）は術後約 6か月を経て皮疹の

縮小傾向を認めたと報告している．自験例でも掻痒と

潰瘍に関する症状の改善を認めたにとどまり 1年を経

過した時点で皮疹の完全消退には至っていない．

老人性疣贅は決してまれな疾患ではないが，今回の

2症例のごとく内臓悪性腫瘍により L-T徴候を呈する

症例が含まれていることを認識し，動的状態に注目し

た注意深い観察が必要であると思われた．
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900, 1975

14）鈴木 弓，松尾聿朗，小栗 昭：Leser-Trélat の徴
候より早期胃癌が発見された 1例．臨皮 33：
261―265, 1979

Two Cases of Early Gastric Cancer and Advanced Rectal Cancer
with the Sign of Leser-Trélat

Tomoki Tokugawa, Yoshitaka Yamamura, Akihito Torii, Yasuhiro Shimizu,
Yasuhiro Kodera, Takashi Hirai, Kenzo Yasui, Takeshi Morimoto,

Tomoyuki Kato and Tsuyoshi Kito

Department of Gastroenterological Surgery, Aichi Cancer Center Hospital

The sign of Leser-Trélat which belongs to paraneoplastic dermatoses is defined as sudden appearance
and rapid increase in size and number of seborrheic keratoses. Two cases of cancer of the gastrointestinal
tract with the sign of Leser-Trélat are reported. Case 1：A 73-year-old man visited the Department of Derma-
tology at our hospital because of rapid proliferation of seborrheic keratosis with itching on his neck. A diagno-
sis of the sign of Leser-Trélat was made, followed by probing for any malignant tumor of the viscera, which
disclosed a IIc lesion on the posterior wall of the gastric upper body. Proximal gastrectomy was performed.
The histological findings were classified as moderately differentiated tubular adenocarcinoma stage I accord-
ing to the Japanese Classification of Gastric Carcinoma by the Japanese Research Society for Gastric Cancer.
Case 2：A 72-year-old man visited the Department of Gastroenterological Medicine at our hospital because of
anorexia and narrow stools. At the same time he developed the sign of Leser-Trélat. Biochemical examination
rerealed occult blood in the stool so we referred him for lower intestinal endoscopy and radiographic examina-
tions. By these examinations type 2 cancer was found in the rectosigmoid region. A low anterior resection was
performed. The histological findings were classified as moderately differentiated adenocarcinoma stage IIIa
according to the Japanese Classification of Colorectal Carcinoma by the Japanese Society for Cancer of the Co-
lon and Rectum. The sign of Leser-Trélat is frequently associated with adenocarcinoma of the gastrointestinal
tract and appears to be clinically significant.
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