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卵巣低分化型セルトリ間質細胞腫の 1 例
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リ間質細胞腫は全卵巣腫瘍の約 0.4% を占める
論文要旨

非常に稀な腫瘍である 1）．本腫瘍は，比較的若

左卵巣に発生したセルトリ間質細胞腫の 1 例
を経験したので報告した．

年に好発する疾患であり，30 歳以下が 75％を
占め，50 歳以上は 10％以下である．ホルモン

症例は 63 歳，女性．受診 1 ヶ月前より左下

産生による諸症状を呈するのが特徴的であり，

腹部痛を訴えた．CT 検査で，子宮附属器の腫

中・低分化型の多くはアンドロゲンを産生し，

脹をみとめ，産婦人科に紹介された．各種腫瘍

三分の一以上の症例で男性化徴候を呈する．稀

マーカーの上昇は認めず，CT および MRI 検

にエストロゲン産生を伴う．

査所見より左卵巣癌を疑い，腹式子宮全摘およ

今回，ホルモン症状を呈さなかったものの，

び両側附属器摘出術を施行した．術後経過は良

術後病理組織学的に，低分化型セルトリ間質細

好で，７日目に退院した．病理組織診学的に，

胞腫と診断された一例を報告する．

腫 瘍 は 左 卵 巣 の Sertoli- Stromal cell tumor,
Ⅱ.

poorly differentiated, with heterologos
elements であった．

症

例

症例：63 歳，女性
主訴：左下腹部痛

Ⅰ.

緒

言

既往歴：高血圧・高脂血症にて当院神経内科

セルトリ間質細胞腫は性索間質性腫瘍に属す

で内服加療．

る卵巣腫瘍である．高分化型は良性腫瘍，中分

４経妊４経産．閉経 54 歳 .

化型は境界悪性腫瘍，低分化型は悪性腫瘍に分

家族歴：特記事項なし .

類される．卵巣性索間質性腫瘍は卵巣腫瘍全体

生活社会歴：喫煙なし．飲酒は機会飲酒程度．

の 5 ～ 10％であり，さらにその中でもセルト

現病歴：年１回の婦人科がん検診を受けてお

─ 23 ─
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り，左卵巣に軽度腫脹を認めていたが経過観察
となっていた．
2017 年 4 月下旬より左下腹部痛を自覚し，

胸・腹・骨盤部 CT 検査 : 子宮背部に 37 ×
31mm 大の軟部腫瘍を認めた．明らかな他臓器
異常認めない．腹水、リンパ節腫大認めない．
（図

同年 5 月 2 日当院消化器内科を受診した．造影

1）
．MRI 検査：左子宮附属器領域に 38㎜の境

CT 検査を施行し，子宮の背側に 37 × 31㎜の

界明瞭な結節を認め，卵巣がんを疑った（図

充実性腫瘍を認めた．同年 5 月 11 日に下部消

2a,b）．子宮頸部細胞診に異常は認めなかった．

化管内視鏡検査を施行したが異常は認めず，同

入院後経過：平成 29 年 5 月 23 日入院，5 月

日 当 院 産 婦 人 科 に 紹 介 と さ れ た．5 月 12 日

24 日全身麻酔下で腹式単純子宮全摘，両側附

MRI 検査を施行し，卵巣癌の疑いで手術目的

属器摘出術を施行した．左卵巣は超鳩卵頭大で，

に 5 月 23 日入院した．

捻転は認めなかった．左卵巣，腹腔内洗浄液を

入院時現症：身長 159㎝，体重 53㎏．体温
36.1℃．

術中迅速に提出した．腹腔内洗浄液中に悪性細
胞は認めなかった．迅速診断で，左卵巣に類円

脈拍 62 / 分，整．

形細胞の充実性増殖巣と，一部に間質結合織部

血圧125/82 mmHg．SpO2 97%
（room air）
．

をみとめ間質細胞腫瘍を疑った．術後経過は良

主要な検査所見：WBC 7300 / μ l，Hb 14.6

好で 5 月 31 日（術後 7 日目）自宅退院となった．

g/dl，Ht 43.5 %，Plt 34.4 万 / μ l，CRP 0.05
mg/dl，TP 7.4 g/dl，Alb 4.8 g/dl，BUN 13.6
mg/dl，Cre 0.68 mg/dl，AST 20 IU/l，ALT
21 IU/l，LDH 200 IU/l，γ-GTP 17 IU/l，
T-bil 0.8 mg/dl，Na 140 mEq/l，K 4.0 mEq/l，
Cl 102 mEq/l，Ca 9.8 mEq/l，PT-INR 0.99，
APTT 27.7 秒，Fbg 252.6 mg/dl, CEA 2.6,
CA19-9 8.6，CA125 11.7，LH 26.09，FSH 7.58，
E2 16，プロゲステロン 0.09
心電図は洞調律であった．

図２a：MRIT2 強調画像

腹部 X 線写真：明らかな異常所見はなかった .

図２b：造影 MRIT1 強調画像
図１：胸・腹・骨盤部 CT：子宮背部に
37 × 31mm 大の軟部腫瘍を認める．

図２a,b：左子宮附属器領域に 38㎜の境界明瞭な充
実性腫瘤を認める．
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病理学的所見：左卵巣内に不整核を有する類
円形の異型細胞の増殖巣が多数散在していた．
（図 3-a,b,c）．免疫染色では，腫瘍細胞はイン
ヒビンαが一部陽性（図 4-a），calretinin が広
範に陽性（図 4-b），プロゲステロンレセプター
は陽性（図 4-c）
，エストロゲンレセプターは
一部陽性（図 4-d），βカテニン陽性（図 4-e），
E カドヘリン弱陽性（図 4-f）であり，EMA，
AFP，クロモグラニン A，シナプトフィジン
は陰性であった．高倍率 10 視野で 19 個の核分
図３a：× 4

裂像を認めた．
以上より低分化型卵巣セルトリ間質細胞腫と
診断した．この腫瘍は悪性腫瘍に分類され，ス
テージングを含めた再手術（大網切除，骨盤内
および傍大動脈リンパ節郭清）と手術を行わず
化学療法，経過観察の 3 つの選択肢を患者に提
示したが，経過観察を希望したため，以後厳重
な定期検診の方針となった．男性化徴候等のホ
ルモン症状は認めず，テストステロンも低値が
続いている．術後 6 カ月後経過したが明らかな
再発所見は認めていない．

図３b：× 20

Ⅲ.

考

察

セルトリ間質細胞腫が属する性索間質性腫瘍
は，全卵巣腫瘍の 5 ～ 10％を占める腫瘍であ
る 1）．卵胞内の顆粒膜，黄体から発生する腫瘍
であり，男性または女性ホルモン産生による諸
症状が主である 2）．本症例は明らかなホルモン
症状を呈しておらず，採血上においてもホルモ
ン値の上昇は認めず術前の診断が困難な症例で
あった．
今回の症例で診断された低分化型セルトリ間
質細胞腫は悪性腫瘍に分類されている．12 ～

図３c：× 40
図３ HE 染色：左卵巣腫瘍の病理組織：不整核を
有する異型細胞が列をなして増殖
している部位を多く認める．

22％の症例で再発および転移を認める．特に 2
～ 3 年以内の再発が多いとされている 3）．
本症例には，子宮全摘術および両側附属器摘
出術を施行した．診断が確定したあと staging
laparotomy は施行しておらず，病期は確定で
きないが，腫瘍は片側であり，CT 上他臓器お
よびリンパ節に明らかな転移はなく，stage は

26

松下祐，他

図４a：インヒビンα染色，× 20 一部陽性

図４b：calretinin 染色，× 20 広範に陽性

図４c：プロゲステロンレセプター染色× 20，陽性

図４d：エストロゲンレセプター染色× 40，一部陽性

図４e：βカテニン× 20，陽性

図４f：E カドヘリン× 40，弱陽性

図４：免疫染色
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中分化型Ⅲ A 期の，再発症例に対し，タキサン，

IA 期である可能性が高いと考えられた．
卵巣がんの術後療法は化学療法をおこなう

プラチナ併用療法をおこない完全奏効が得られ

が，ごく稀な症例であること，一般に化学療法

たと報告している．この症例は 51 ヶ月の無病

が奏効しにくいなどの理由から性索間質性腫瘍

生存期間が得られている 7）．

に対する第Ⅲ相臨床試験が施行されておらず，

本症例は，低分化型セルトリ間質細胞腫であ

レジメンが確立されていない．しかし，悪性進

り再発高リスク群に該当し，化学療法の対象で

行例・再発例に対する化学療法における臨床試

はあるが，患者の希望はなく，化学療法は施行

験で，PVB 療法（シスプラチン，ビンブラスチ

していない．

ン，ブレオマイシン）は奏効率 61％，grade3,

治療後 6 か月後時点においても再発，転移を

grade4 の白血球が 66% に認められ，BEP 療法

示唆する所見は認めていないが，今後もホルモ

（ブレオマイシン，エトポシド，シスプラチン）

ン産生に伴う男性化兆候（アンドロゲン産生）

では奏効率 37%，grade3，grade4 の好中球減

の出現，ホルモン値の計測などを含めて厳重に

4）

少が 79% に認められている ．その他の治療

経過観察を継続していく必要がある．しかし，

法としてはタキサン製剤単剤で奏効率が 18%，

本症例は子宮を摘出しているので，エストロゲ

プラチナ製剤との併用で 54% の奏効を認め，

ン産生が主であった場合，不正性器出血などの

有害事象は grade4 の好中球減少が 11% と，上

ホルモン症状として再発を推測することは困難

5）

記 2 治療と比べ有害事象の報告数が少ない ．
化学療法は，プラチナ製剤を用いた治療は比

であり，本人の症状によらずの定期的な検査が
より一層重要である．

較的有効であるとされている．そのため，もし
Ⅳ．結

化学療法をおこなうのであれば，BEP 療法あ
るいは，TC 療法（パクリタキセル，カルボプ
ラチン）とされている 6）．

語

低分化型セルトリ間質細胞腫の 1 例を経験し
た．化学療法のレジメンも確立されてはおらず，

化学療法を行うのは，手術後に残存病巣が存

今回は患者本人の希望もあり，経過観察の方針

在する症例，再発例や臨床進行期 I 期の高リス

となった．今回のように悪性所見を呈すること

ク群およびⅡ期以上の再発リスクが高い症例と

もあり，ホルモン症状を有していない場合にも，

されている．I 期の高リスク群は，NCCN ガイ

術前にホルモン値を検査することが重要である

ドラインでは腫瘍の破綻，腫瘍径が 15㎝以上，

と考えられた．

低分化型，異所性成分を含む中分化型である．
Lim らは，57 歳の Sertoli-Leydig cell Tumor
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