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FDG-PETで陽性所見を呈した脾原発炎症性偽腫瘍の 1例

坂出市立病院外科

竹内 聖 柏木 裕貴 藤田 博崇
近藤 昭宏 岡田 節雄

患者は 38 歳の女性で，発熱と左肩痛を主訴に近医を受診し，CTで脾腫瘍を指摘され当院紹
介となった．血液検査でCRPと可溶性 IL-2 レセプター値が上昇していた．腹部CTで脾臓に 82
mmの造影されない辺縁明瞭な腫瘤を認めた．FDG-PETで腫瘤に一致してFDGの強い集積を
認めた．脾腫瘍の診断で脾臓摘出術を施行した．肉眼的には 78×76mmの境界明瞭，充実性腫
瘤で赤褐色と白色調の部分が混在していた．病理組織学検査で脾原発の炎症性偽腫瘍と診断さ
れた．脾原発炎症性偽腫瘍のFDG-PET所見についての本邦報告例はなく，若干の文献的考察を
加えて報告する．

はじめに
炎症性偽腫瘍（inflammatory pseudotumor；以

下，IPT）は炎症細胞と間葉系細胞からなる腫瘤性
病変であり，さまざまな臓器に発生する．今回，
18F-fluorodeoxyglucose-positron emission to-
mography（以下，FDG-PET）検査で陽性所見を
呈した脾原発 IPTの 1例を経験したので報告す
る．

症 例
患者：38 歳，女性
主訴：発熱，左肩痛
既往歴：突起すべき事項なし．
家族歴：長男が再生不良性貧血．
現病歴：発熱と左肩痛を主訴に近医を受診し，

CTで脾腫瘍を指摘され当院紹介となった．
入院時現症：身長 158cm，体重 50.6kg，血圧

107�77mmHg，脈拍 106 回�分，体温 37.8℃，腹部
は平坦・軟で圧痛なし．腫瘤は触知しなかった．
入院時検査成績：Hb，Hct，血清鉄が低下して

おり小球性低色素性貧血を認めた．血清アルブミ
ン値が軽度低下しており， CRPが高値であった．
可溶性 IL-2 レセプターが著明に上昇していた．術

後の検査でEpstein-Barr Virus（以下，EBV）-IgG
と EBV-EBNAが高値であった（Table 1）．
腹部単純X線検査：胃泡が左側に偏位してい

た（Fig. 1）．
腹部造影CT：脾臓に 82×65mmの造影されな

い辺縁明瞭な低吸収性腫瘤を認めた（Fig. 2）．
腹部超音波検査：脾上極に 70×67mmの境界

明瞭で内部に低エコーと高エコーが不均一に混在
する腫瘤を認めた（Fig. 3）．
FDG-PET：脾臓の腫瘤に一致して standard-

ized uptake value（SUV）値maxが早期 4.0，後期
4.1 の集積を認めた（Fig. 4）．
入院後経過：毎日，37℃～38℃の発熱が持続し

た．脾原発腫瘍の診断で手術を施行した．
手術所見：脾臓の上極に突出する弾性軟な腫瘍

を認めた．表面は平滑で横隔膜に癒着しており剥
離した．脾臓摘出術を施行した．近傍に直径 1.5cm
の副脾を認め温存した．
摘出標本検査所見：脾臓の上極に突出する弾性

軟な腫瘤を認めた．割面は 78×76mmの境界明
瞭，充実性腫瘤で赤褐色と白色調の部分が混在し
ていた（Fig. 5）．
病理組織学的検査所見：腫瘤は線維性被膜に覆

われ，線維芽細胞様の紡錘形細胞や組織球様の細
胞が増生し，膠原線維や細血管の増生，フィブリ
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Fig. 1 Abdominal X-ray showed deviation to the 
left of gastric bubble（arrow）.

Fig. 2 Abdominal contrast enhanced CT showed a 
low density mass with a clear margin in the spleen
（arrow）.

Fig. 3 US showed a heterogeneous hypo-and-hy-
perechoic mass with a clear margin in an upper 
pole of the spleen.

Table 1 Laboratory data on admission

/μl5,310WBC
/μl417×104RBC
g/dl9.9Hb
％32.9Ht
/μl22.0×104Plt
g/dl8.3TP
g/dl3.4Alb
mg/dl0.3T-Bil
IU/l16GOT
IU/l10GPT
IU/l157LDH
IU/l324ALP
IU/l13γ-GTP
IU/l50Amy
mg/dl13.6BUN
mg/dl0.5Cr

mEq/l137Na
mEq/l4.6K
mEq/l101Cl
mg/dl5.0CRP
μg/dl13Fe
ng/ml82.5ferritin
μg/dl245UIBC
μg/dl258TIBC

U/ml1,880soluble IL-2
receptor

（post operative examination）
160EBV-VCAIgG
10＞EBV-VCAIgM
40EBV-EBNA

ンの沈着を伴っていた．また，リンパ球や形質細
胞などの炎症細胞が中等度～高度に浸潤していた
（Fig. 6）．免疫染色では vimentin，α-SMA，S-100
蛋白が陽性でCD68 が一部に陽性であった．
CD8，factor VIII，CD34，CD1a，CD21 は 陰 性
であった．リンパ球はB細胞マーカー（CD20，
CD79α）やT細胞マーカー（CD3，CD5，CD45
RO）が陽性で多クローン性であった．以上より，
脾原発の IPTと診断した．抗EBV抗体（EBV-
LMP1，EBV-EBNA2）を用いた免疫染色は陰性

であった．
術後経過：経過は良好でCRPも陰性化し術後

第 20 病日に退院した．
考 察

IPT は臨床的には腫瘍であるが，病理組織学的
には反応性炎症細胞が主体の疾患であり，線維芽
細胞主体の間質の中に形質細胞，リンパ球，組織
球といった炎症細胞の浸潤を認めることが特徴的
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Fig. 4 FDG-PET revealed high FDG accumulation 
in the mass of spleen（arrow）, with a standardized 
uptake value of 4.0 in early phase and 4.1 in late 
phase.（A：PET, B：PET-CT）

Fig. 5 The surgical specimen showed the elastic 
soft mass of an upper pole of spleen. The cut sur-
face of the mass showed a mixed with red-brown 
and whitish solid tumor 78mm×76mm in diameter 
with a clear margin.

で，これらの炎症細胞と間葉系細胞との組織反応
により多彩な形態を呈し１），真の腫瘍ではないと考
えられていた．しかし，その後筋線維芽細胞の増
生と炎症細胞浸潤からなる腫瘍であるとの認識が
されるようになり，inflammatory myofibroblastic
tumor（IMT）とも呼ばれるようになった２）．また，
その中でも転移や再発を来す例３）４）が報告されてい
ることから，異型を有する細胞がより目立つ例で
は悪性疾患と考えられ，inflammatory fibrosar-
coma と呼ばれることがある５）～７）．IPTの発生部位
は肺が最も多く，心臓，消化管，肝，膵，眼窩，
甲状腺，中枢神経系，リンパ節，胸腺，泌尿生殖

器などの諸臓器に発生する８）９）．脾臓では 1984 年に
Cotelingam１０）によって報告されて以来，本邦でも
医学中央雑誌で「炎症性偽腫瘍」「脾」をキーワー
ドとして 1983 年 1 月から 2007 年 3 月までについ
て検索したところ，自験例を含めて約 70 例の報告
がある．発症原因は不明であるが，ウイルス感染
や循環不全，限局性の壊死，出血，特殊な細胞免
疫反応，脾静脈血栓などが考えられている１１）．ま
た，40～60％の 症 例 で in situ hybridization に
よって紡錘形細胞にEBV-encoded RNAが見出
されたとの報告１２）１３）があり，EBVの関与が推測さ
れている．自験例では血液中のEBV-IgG が 160
倍陽性，EBV-IgMが 10 倍未満陰性，EBV-EBNA
が 40 倍陽性と感染の既往はあるが急性期ではな
かった．また，抗EBV抗体を用いた免疫染色でも
陰性であることから，発生原因としてEBV感染
による可能性は低いと考えられた．
IPTの腫瘍マーカーとしては，CEAや CA19―9,

AFP は担癌症例を除いた全例で陰性であったと
の報告１４）がある．一方，可溶性 IL-2 レセプターは
自験例を含めた 7例８）１３）１５）～１８）中 5 例に上昇を認め
た．上昇の程度は 1,000U�l台の中等度上昇が 4
例１３）１５）１８）で 4,160U�lの高度上昇が 1例８）であった．
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Fig. 6 Microscopic section showed mixed cellular 
infiltrates, lymphocytes and plasma cells, and 
fibroblast-like spindle-cell proliferation with fi-
brous capsule.（A：H.E. ×20, B：H.E. ×200）

この機序については，活性化されたリンパ球から
可溶性 IL-2 レセプターが遊離することが知られ
ており１９），IPTでは腫瘍自体がリンパ球などの炎
症細胞の集簇であることから可溶性 IL-2 レセプ
ターの上昇につながっている可能性があると思わ
れた．また，EBV nuclear antigen-1 の発現が IL-
2 レセプター α鎖の発現増強に関与しているとい
う報告２０）があり，Yamaguchi ら１３）は IPTの中の
EBVが可溶性 IL-2 レセプター値を上昇させ，そ
の高値はEBV感染を伴う IPTの診断に有用であ
ると述べている．
IPTの FDG-PET所見については肝臓と肺で数

例２１）～２５）の報告があるのみで，全例で陽性所見を呈
していた．脾 IPTでの報告は自験例以外では認め
なかった．FDG-PETはブドウ糖の類似物質であ

るフッ素 18 標識フルオロデオキシグルコース
（FDG）を用いて，悪性腫瘍などの糖代謝の亢進し
ている細胞を検出するのに有用である２６）．一方，炎
症性疾患でも種々の程度にFDGが集積し，悪性
腫瘍と鑑別しにくい所見を呈することがある２７）．
一般的に，炎症局所では血流が増加し，毛細血管
の拡張・破綻・新生があり，血液成分の漏出とと
もに炎症細胞（顆粒球・リンパ球・マクロファー
ジなど）が浸潤するが，線維芽細胞の増殖・コラー
ゲン産生により繊維化も生じる．これらの過程で
嫌気性解糖をエネルギー源としている活性化リン
パ球，マクロファージ，顆粒球にはとくにFDG
が集積しやすいとされている２７）．よって，炎症局所
においては糖代謝が亢進しておりFDGが集積す
ることになる．FDGの集積は SUV値を用いて半
定量的に表され，悪性腫瘍と炎症性疾患との SUV
値はそれぞれ，6.30±4.08 と 3.68±1.94 で悪性腫瘍
のほうが優位な集積を示したとの報告２７）もある．
そのほか，悪性腫瘍と炎症を区別する方法として，
炎症性疾患のほうがFDG集積のピークが 1時間
以内のことが多くクリアランスも早いのに対し，
悪性疾患ではそのピークが 1時間よりももっと遅
いとされ，遅延相を撮影することにより診断精度
が上がるとされている２８）．しかしながら，自験例で
は SUV値maxの早期が 4.0 で後期が 4.1 であり，
クリアランスが遅く悪性腫瘍と類似した集積パ
ターンを示した．このように，SUV値およびその
パターンにはオーバーラップが多くすべてを一定
の型に当てはめることはできず，さらなる症例の
集積が必要と考えられた．
術前診断は生検が難しいことに加えて決め手と

なる検査・画像所見やマーカーがないことから非
常に困難で，確定診断を得る目的で摘脾術が行わ
れることが多い．過去の報告でも生検を施行せず
に術前診断できたのは 2例１７）２９）のみであった．その
うちの 1例２９）は以前にも本疾患を経験したことが
ある施設で，もう 1例は本疾患を最も疑っていた
ものの確定診断には至っていなかった．
手術方法については最近，腹腔鏡（補助）下摘

脾術を施行した症例１７）１８）３０）が散見される．しかし，
本疾患に対する摘脾術は ITPや脾機能亢進症に
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対する摘脾術とは違い，確定診断を得るために脾
臓を破砕せずに摘出する必要があるためどうして
もある程度の開腹が必要になり，腹腔鏡手術のメ
リットが少なくなる．また，悪性疾患における腹
腔鏡手術には port site metastasis３１）という危険が
伴う．IPTは転移・再発を来すことのある腫瘍と
いうことを考えると，術式の決定は慎重に行うべ
きと考えられた．
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A Case of Splenic Inflammatory Pseudotumor with High FDG Accumulation on FDG-PET

Hijiri Takeuchi, Hirotaka Kashiwagi, Hirotaka Fujita,
Akihiro Kondo and Setsuo Okada

Department of Surgery, Sakaide City Hospital

No case has, to our knowledge, been reported in the Japanese literature of FDG-PET findings for splenic in-
flammatory pseudotumor, which we report here with a review of the literature. A 38-year old woman admit-
ted for a high fever and left omalgia was found in blood tests to have elevated CRP and soluble IL-2 receptor.
Abdominal contrast-enhanced computed tomography showed a low-density mass with a clear margin in the
spleen. FDG-PET showed high FDG accumulation in the spleen, with a standardized early-phase uptake of 4.0
and late-phase 4.1, necessitating splenectomy for a splenic tumor. The surgical specimen showed a mixed red-
brown and whitish solid tumor 78mm×76mm with a clear margin. Histopathologically, it was diagnosed as
splenic inflammatory pseudotumor.
Key words：inflammatory pseudotumor, splenic tumor, inflammatory myofibroblastic tumor
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