
症例報告

広範囲浸潤性局所再発を来した鼡径部脱分化型脂肪肉腫の 1例

東京医科大学病院消化器外科・小児外科，同 病理診断学講座＊

長江 逸郎 土田 明彦 田辺 好英 高橋 総司
湊 進太朗 日比 康太 松林 純＊ 泉 美貴＊

向井 清＊ 青木 達哉

症例は 44 歳の男性で，1998 年 9 月に左鼡径ヘルニアの疑いで当院に紹介された．術前CT，
超音波検査で鼡径部に腫瘤が認められたため，腫瘍切除術（精索合併切除）を施行した．当初
の病理診断ではmyofibroblastic sarcoma, low grade malignancy であった．術後半年から約 4
年間，自覚症状ないため受診されなかったが，再受診時には左鼡径部に再発腫瘍を認めた．手
術所見では再発腫瘍は腹壁から S状結腸，左尿管，外腸骨動脈，静脈，膀胱壁への浸潤を認め
た．腫瘍摘出ならびに浸潤臓器の広範囲合併切除，F-F bypass による血行再建ならびに腹壁再
建を施行した．再発腫瘍は脱分化型脂肪肉腫と診断，初回病理標本も見直しにより同一腫瘍型
であることを確認した．術後は経過良好で現在 3年経過したが再発はない．本疾患は当初鼠径
ヘルニアと診断されており，診断，臨床経過ならびに治療法において検討を要した症例であっ
た．

はじめに
鼡径部に出現する腫瘤としては鼡径ヘルニアが

最も頻度の高い疾患であり，一般外科医としては
日常的に携わる病気である．しかし，鼡径部に発
生する腫瘍性疾患もまれながら存在し，鼠径ヘル
ニアとの鑑別を必要とする，あるいは鼡径ヘルニ
アとして手術が行われたりすることもある．近年，
我々は鼡径部に発生した 5例の腫瘍性病変を経験
した．内訳は脂肪腫 3例，脂肪肉腫 1例，平滑筋
肉腫 1例であった．このうち，当初鼠径ヘルニア
が疑われ，切除後 4年で再発し広範囲な切除を必
要とした脱分化型脂肪肉腫の 1例を報告する．

症 例
患者：44 歳，男性
主訴：左鼡径部腫張
既往歴：高脂血症，糖尿病
家族歴：父親が肝癌にて死亡．
現病歴：平成 10 年 7 月上旬より左鼡径部に腫

瘤を自覚．徐々に増大するため 8月に当院を受診．
超音波所見（以下，US）にて混在パターンの腫瘤
を認めた．ヘルニアとしての還納はできなかった．
入院時現症：左鼡径部に小手拳大の腫瘤を触知

した．
入院時血液検査所見：血液，生化学検査，腫瘍

マーカー（CEA，AFP，CA19―9）はいずれも正常
範囲内であった．
US所見：左の鼡径部に 52mm×40mm大，高�

低吸収域の混在する腫瘤を認めた．
CT所見：内部に石灰化を伴った球形の腫瘤を

認めた（Fig. 1）．
以上の所見より，鼠径ヘルニア，大網の嵌頓の

可能性も否定できなかったが，腫瘍の可能性を第
1に考え，9月に手術を施行した．
手術所見：鼠径管を開放すると精索を巻き込ん

で 90×50mm大の腫瘤を認めた．境界は比較的明
瞭であり，術中迅速診断では fibromatosis を疑っ
た．悪性も考慮し周囲組織を含め腫瘤・精索合併
切除を行った．
病理組織学的検査所見：当初の病理診断では大
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部分が紡錘形細胞からなるmyofibroblastic sar-
coma，low grade malignancy との診断であった．
術後経過：本人には悪性腫瘍である事を告知

し，経過観察が必要である旨を説明していたが，
平成 11 年 10 月を最後に受診しなくなった．外来
担当医も転勤となり，follow up がされない状態と
なってしまった．
しばらく自覚症状はなかったが，平成 14 年 11

月頃より前回手術部位にしこりを自覚するように
なり，腫瘤が増大するため平成 15 年 3 月に当科を
受診した．
再入院時現症：平成 15 年 4 月入院時所見では

左鼡径部前回手術部創を中心に手拳大の腫瘤を触
知．可動性はなく，境界も不明瞭であった．
US所見：直径 74×53mm大，内部にモザイク

パターンを呈する充実性腫瘤を認めた．
CT所見：骨盤内左側に最大径 70mm大の腫瘤

を認めた．腫瘍周囲の脂肪層の濃度は上昇して鼡
径部方向に連続しており，腹直筋を前方に圧排し，
一部に石灰化がみられた．
MRI 所見：腫瘍の頭尾側は 150mm，横径は 100

mm大にわたり，本体の中心部は塊状となってい
たが周囲に浸潤性に進展していた．また，S状結腸
への浸潤を認めた．鼡径部近傍では皮下脂肪層内
に広範な索状影が広がっていた（Fig. 2）．
MRA所見：総腸骨動脈周囲には軟部陰影があ

るが，動脈内腔は保たれていた．総腸骨静脈は分
岐部直上から径の拡大があり，末梢側の浸潤が考
えられた（Fig. 3）．
以上より，平成 15 年 5 月に手術を施行した．手

術所見：再発腫瘍は内鼠径輪を中心に鼠径管，腹
直筋，腹斜筋を巻き込み一塊となって，S状結腸，
左尿管，外腸骨動脈，静脈，膀胱壁へ浸潤してい
た（Fig. 4）．手術はまず人工血管を使用しF-F by-
pass を留置後，腫瘍摘出ならびに S状結腸，外腸
骨動静脈，左腎・尿管，腹壁（腹直筋，腹斜筋，
皮膚）合併切除，膀胱部分切除，腹壁再建，人工
肛門造設術を施行した．
病理組織学的検査所見：腫瘍は分化の低い間葉

Fig. 1 Pelvic computed tomography revealed a het
erogeneous mass with some calcification in the left 
inguinal region（arrow）.

Fig. 2 Magnetic resonance image revealed a 100×100×150mm sized 
mass. The tumor is invading peripheral tissues widely.
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Fig. 4 The recurrent tumor forms a single mass with the inguinal canal, 
centering on the internal inguinal ring, the rectus abdominis muscle and 
the internal and external oblique muscles. Infiltration to the sigmoid colon, 
left ureter, external iliac artery and vein and bladder wall was recognized.

型細胞を主体とする多彩な組織像（low grade fi-
brosarcoma 様，MFH様，leiomyosarcoma 様）を
示した．Well differentiated liposarcoma の像がわ
ずかに認められることから，dedifferentiated
liposarcoma と診断された（Fig. 5）．初発・再発い

ずれの腫瘍内にも化生性と考えられる骨化を認め
た．免疫組織化学的検索では紡錘形細胞は
vimentin， smooth muscle actin（ SMA）， α-
muscle actin（HHF-35 による），desmin が陽性を
示し，平滑筋への分化が確認された．脂肪細胞は

Fig. 3 Magnetic resonance angiography revealed a tumor shadow around the common iliac 
artery, but the lumen is maintained. The common iliac vein expands in diameter from im
mediately above the bifurcation.
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Fig. 5 Microscopic appearance of the tumor. The tumor showed MFH-like area composed of spindle cells with poly-
morphism（a）. Fibrosarcoma-like area with slender spindle cells（b）. Well differentiated liposarcoma. Adipocytes 
vary in size. Lipoblasts in the septum（inset）c varying size and note the presence of lipoblasts in myxoid stroma
（c）.

S-100 蛋白に陽性を示した．ケラチン，EMA，CD
34，factorVIII related antigen，CD31 は す べ て
の腫瘍細胞で陰性であった．初回手術時の病理組
織学的検査所見でも再検討した結果，高分化脂肪
肉腫の部分がわずかに認められ，また，紡錘形細
胞成分に異型の高度な部分が存在した．このこと
から初回時から脱分化型脂肪肉腫であったと考え
られる．
術後経過：術後 1年に人工肛門閉鎖術を施行．

現在 30 か月経過するが，MRI，エコーなどの検査
では転移，局所再発の徴候は認められず，人工肛
門閉鎖術後も合併症なく経過は順調である．

考 察
鼡径部の腫瘤性病変では鼡径ヘルニアがまず考

えられ，特にヘルニア囊内に大網が嵌入した状態
のヘルニアでは，腫瘍性病変との鑑別はCTなど
の画像診断でも困難なことがある．また，鼡径部
の腫瘍性病変としてはリンパ節炎などの反応性リ
ンパ節腫大，脂肪腫，神経線維腫，血管腫などの
良性腫瘍から，悪性リンパ腫，平滑筋肉腫，脂肪
肉腫を含む悪性腫瘍まで多岐にわたってみられる
が，術前にそれらを鑑別診断することは難しい．
著者らは 5例の鼡径部腫瘍を経験したが，その内
訳は脂肪腫 3例，平滑筋肉腫 1例，脂肪肉腫 1例
であった．
精索脂肪腫は良性の鼡径部腫瘍としては最も多

く，精索の良性腫瘍の約 3分の 1を占めている１）．

鼠径ヘルニアと合併した報告２）や両者の発生病理
に密接な関係があるとする報告３）もあり，鼠径ヘル
ニアとの鑑別は実際上困難である．治療法は摘出
術のみで良いとされているが，再発の報告４）もあ
り，術後の経過観察は重要である．
精索平滑筋肉腫は極めてまれで，本邦報告例は

吉井ら５）の集計した 23 例に，その後報告された 4
例（検索方法：医学中央雑誌で「平滑筋肉腫」と
「精索」をキーワードとし 2002 年 6 月から 2005
年 10 月までの会議録除く）を加えて 27 例が報告
されているのみである６）～９）．治療法は主に高位精巣
摘除術が行われており，化学療法・放射線療法の
有用性ははっきりしない．予後は 5年生存率が
25～30％と悪く１０），厳重な経過観察が必要である．
脂肪肉腫は悪性軟部組織腫瘍の中では頻度が高

いとされているが，発生部位別に見ると大腿部
（54.6％）後腹膜（32.7％）鼡径部（5.5％）陰囊内
（3.6％）１１）と精索に発生する報告は比較的少なく，
医学中央雑誌で「脂肪肉腫」と「精索」をキーワー
ドとし 2001 年 1 月から 2005 年 12 月まで（会議録
除く）を検索し集計したかぎりでは本邦報告例は
77 例を認めるにすぎない１２）～１６）．脂肪肉腫の組織分
類は，一般にWHO組織学的亜型分類が用いられ，
本邦報告例での内訳は分化型（44 例），粘液型（13
例），多形型（2例），混合型（8例），円形細胞型
（0例），不明（10 例）であった．さらに最近では
分化型を脂肪腫類似型，硬化型，炎症型，脱分化
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型の 4型に亜分類されている１７）．自験例では脱分
化型脂肪肉腫の範疇に属するが，初発時に脂肪肉
腫の診断を得ず，再発時に病理を再検討し診断が
ついた報告もあり，その診断に際しては困難であ
ることがうかがえる．本例においても，初回切除
標本では高分化脂肪肉腫の部分は非常に分化がよ
く，脂肪腫と鑑別の難しいまれな腫瘍であったた
め，初発時の診断が困難なものであったと考えら
れる．
脱分化型脂肪肉腫は，Evans１１）によりMFH像を

伴った分化型脂肪肉腫を指摘してはじめて報告さ
れた．現在の定義では，分化型脂肪肉腫と境界を
明瞭にして未分化肉腫像を伴うものであるが，原
発の時から部分的に未分化部位を含むものと，分
化型脂肪肉腫の再発あるいは転移組織で未分化肉
腫像を示すものも含まれる，とされており１８），自験
例では前者に属するものと思われる．また，組織
内に骨化を認めたが，脂肪肉腫組織内に骨化が認
められたのは同様の脱分化型にのみわずかに報告
が認められただけである１９）２０）．局所再発を来したも
のは 7例に認められ，分化型 4例，粘液型 2例，
多形型 1例であった．一般的に，多形型，円形細
胞型は早期に血行転移を来しやすく他の組織型と
比べると 5年生存率もそれぞれ 18％，21％と悪い
が，鼡径部に発生した報告が少ないために定かで
はない．分化型，粘液型での再発形式はほとんど
が局所再発であり，その 5年生存率も 85％，77％
と予後も良く初期治療と術後の経過観察が重要と
考える２１）．
治療に際しては腫瘍摘出術が原則であり，組織

型によっては補助化学療法，放射線治療を必要と
する．分化型，粘液型は局所のコントロールのみ
で十分であるとされており，円形細胞型や多形型
で 5cmを越える症例では補助療法を行ったほう
が良いといわれている２２）．
腫瘍摘出術に際しては，本症例のように局所再

発を来し，広範囲に浸潤を認めるような場合もあ
ることから，腫瘍を含めた周囲組織の十分な切除，
高位精巣摘出術を施行されるべきである．術中に
診断がつかないなどで術後に腫瘍残存の可能性が
ある場合，放射線療法を行うといった報告もある

が２３），局所の追加切除を行うべきであると考える．
最後に，鼡径部の腫瘤というと鼡径ヘルニアを

考えがちで，誤診されて手術を施行された報告も
みられる２４）．かりに，鼡径部腫瘍に遭遇した際には
悪性腫瘍を念頭におく必要があり，手術において
も，除睾術，高位精索切除周囲組織の十分な切除
などへと発展した治療を考慮に入れておくべきで
ある．さらに，今回，このような過大侵襲手術に
至った原因として，患者自身に対する悪性腫瘍で
あるとした旨の病気に関するしっかりとしたイン
フォームド・コンセント，医療サイドからの積極
的なアプローチによる経過観察などが不足してい
た点は強く反省させられ，これらの重要性を痛感
させられた．
なお，本論文の要旨は第 59 回日本消化器外科学会定期
学術総会（2004 年 7 月，鹿児島）で発表した．
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A Case of Dedifferentiated Liposarcoma of the Spermatic Cord with
Widely Infiltrative Local Recurrence

Itsuro Nagae, Akihiko Tsuchida, Yoshihide Tanabe, Soshi Takahashi,
Shintaro Minato, Yasuhiro Hibi, Jun Matsubayashi＊, Miki Izumi＊,

Kiyoshi Mukai＊ and Tatsuya Aoki
Third Department of Surgery and Department of Diagnosis Pathology＊, Tokyo Medical University

We report a case of dedifferentiated liposarcoma of the spermatic cord that produced a widely infiltrative lo-
cal recurrence. A 44-year-old man was referred to Tokyo Medical University Hospital with a diagnosis of in-
guinal hernia. Preoperative computed tomography and an echogram revealed a tumor in the groin. Postopera-
tivly, the patient was followed on an outpatient basis. However, the patient did not return to the clinic for ap-
proximately fours years. Upon re-examination a recurrent, tumor was recognized in the left groin. Computed
tomography revealed a tumor in the periphery of the external iliac artery. During surgery, the tumor was
found to have infiltrated a wide area. Invasion to the sigmoid colon, left ureter, external iliac artery and vein,
and to the bladder wall was noticed. The initial and recurrent tumor consisted partially of well differentiated
liposarcoma and mostly of spindle cells with various degrees of atypia. Accordingly, a diagnosis of dedifferenti-
ated liposarcoma was made. The patient’s condition improved after surgery, and he has been free of recur-
rence for 3 years since the operation.
Key words：dedifferentiated liposarcoma, groin tumor, inguinal hernia
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