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大森病院 CPC（第 147 回東邦医学会例会）平成 28 年 2 月 17 日（水）開催
症

例

40 年来の von Recklinghausen 病を基盤とした
神経原性腫瘍の 1 例
古河まりえ１）
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1）

東邦大学医学部内科学講座呼吸器内科学分野（大森）
2）

東邦大学医学部病院病理学講座（大森）

3）

東邦大学医学部内科学講座血液腫瘍学分野
4）

東邦大学医学部教育開発室

5）

東邦大学医学部放射線医学講座（大森）

要約：症例は 30 年以上の経過がある von Recklinghausen 病の 57 歳男性．55 歳時に神経線維腫に伴う胸
腔内髄膜瘤，上背部と右後頸部の神経線維腫を指摘されたが経過観察されていた．57 歳時，Hugh-Jones III
度の呼吸困難と右胸水貯留を認め東邦大学医療センター大森病院呼吸器内科紹介受診．胸部造影 computed
tomography（CT）所見より右後頸部神経線維腫の悪性転化，胸膜への浸潤と肋骨への転移が疑われた．右
胸水はがん性胸膜炎が疑われたため，右胸腔ドレナージを施行したが細胞診陰性であり，悪性所見は明らか
ではなかった．また右後頸部神経線維腫をエコーガイド下に生検したが，組織診では硝子様変性を認めたの
みで悪性細胞は認めず，病理学的に悪性所見は得られなかった．また，頭部 magnetic resonance imaging
（MRI）で多発脳転移を認め，徐々に意識障害が進行し全身状態不良となり，入院 44 病日に永眠された．病
理解剖にて右後頸部神経線維腫の悪性転化と診断し，これが全身に転移したことが確認された．
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臨床経過
57 歳男性．21 歳時に皮膚所見と家族歴から他院皮膚科

なっていたが，55 歳時に増大を認め東邦大学医療センター
大森病院（当院）で精査し神経線維腫に伴う胸腔内髄膜瘤
と診断，同時に上背部と右後頸部の神経線維腫を指摘され，

にて von Recklinghausen 病と診断された．28 歳時に上背

両者ともに無治療で経過観察となった．57 歳時に Hugh-

部腫瘤を一部切除したが，悪性所見は認められず，経過観

Jones III 度の呼吸困難と右胸水貯留を認めた．脊髄造影

察となった．38 歳時に胸腔内腫瘤を指摘され経過観察と

で右胸水と髄膜瘤に交通のないことを当院整形外科にて確
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図 1 入院時胸部単純 X 線検査所見
両側上肺野に腫瘤性病変および右胸水貯留を認める．

c
認し，当院呼吸器内科（当科）に紹介入院となった．
入 院 時 現 症 は，意 識 清 明，体 温 36.0℃，血 圧 132/77
mmHg，脈拍 98/分，動脈血酸素飽和度 90%（room air）．
呼吸音は右で減弱，皮膚所見として上半身に多発するカ
フェオレ斑と神経線維腫を認めた．血液検査所見は，白血
球 11900/mm3，CRP 6.2 mg/dl と炎症反応の上昇，neuron
specific enolase（NSE）40.2 ng/dl，sialyl Lewis X-1 antigen
（SLX）41.4 U/ml，soluble interleukin-2 receptor（s IL-2R）
1700 U/ml と上昇を認めた．胸部単純 X 線検査で両側肺
尖部腫瘤性病変と右胸水貯留を認めた（図 1）
．入院時胸
部造影 computed tomography（CT）で以前，神経線維腫

図2

入院時胸部造影 computed tomography（CT）所見
a：右後頸部腫瘤周囲に造影効果を有する結節を多数認め，
辺縁の充実成分が目立つ．（→）
b：右肋骨の一部に骨溶解像を認める．（➡）
c：右胸膜はびまん性に肥厚，横隔膜に結節病変を多数認
める．（⇨）

として経過観察されていた右後頸部腫瘤の周囲に造影効果
を有する多発結節と右肋骨の一部に溶解像，右胸膜肥厚を
認めた（図 2）．この右後頸部の神経線維腫が悪性転化し
胸膜・肋骨に進展した可能性が考えられた．がん性胸膜炎
を疑い右胸腔ドレナージを施行したが，胸水は血性・滲出
性，細胞診陰性で悪性細胞は明らかでなかった．右後頸部
腫瘤をエコーガイド下にて穿刺したが，組織診では硝子様
変性が強く viable な細胞がほとんど確認されず，質的診
断が困難であった．

討

論

名取（司会）：それでは CPC をはじめます．呼吸器内科
の古河まりえ先生，臨床経過を要約して下さい．
古河：症例は 57 歳の男性．主訴は呼吸困難です．21 歳
時に他院皮膚科で von Recklinghausen 病と診断されてい

病理学的な確定診断は得られなかったが，臨床経過・画

ます．28 歳時，他院にて上背部腫瘤の一部を切除してい

像所見より右後頸部の神経線維腫が悪性転化したと考えら

ます．38 歳時，健康診断にて胸腔内の腫瘤を指摘され，

れた．頭部造影 magnetic resonance imaging（MRI）では，

以降，経過観察となっていました．55 歳時，健康診断で

延髄，テント上・下の境界明瞭な多発結節性病変を認め多

胸腔内腫瘤の増大を指摘され，当院に精査のために受診し

発脳転移が強く疑われた（図 3）
．全身の疼痛が強く per-

ています．胸部 CT と MRI 所見より，両側肺尖部の腫瘤

formance status 4 であったことから，患者・家族ともに

は神経線維腫症に伴う髄膜瘤，上背部腫瘤は神経線維腫と

積極的治療は希望されず緩和治療を行ったが，がん性髄膜

診断，悪性腫瘍は否定的とされ，経過観察となりました．

炎からと考えられる意識障害が徐々に進行し，入院 44 病

57 歳時，呼吸困難と右の胸水貯留を認め，当院を紹介受

日に永眠された．

診され，入院となりました．右の胸水と胸腔内の髄膜瘤に
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古河まりえ

ほか

大の腫瘤を触知しています．神経症状として，四肢の明ら
かな筋力低下はありませんでしたが，巧緻運動障害を認め
ています．
名取：理学所見と特に皮膚に注目した所見を提示してい
ただきました．これは一見して，すぐカフェオレ斑と分か
るため，von

Recklinghausen 病を考えたくなる教科書に

載っているような所見ですね．皮膚の神経線維腫が出てい
る．57 歳であればある程度，精神的には克服できると思
いますが，現病歴によると 21 歳頃の生検で診断が出てい
る．やはり，この症状によって例えばプールに行けない，
体育の授業を一緒に受けられないなどのエピソードは本人
から聞くことができたでしょうか．
古河：本人はそういったエピソードに関して は お っ
しゃっていませんでしたが，もう少し深く聞けば若い頃の
そのようなエピソードはあったのかもしれません．
名取：明るいタイプの方でしたか．あるいは，話してい
るとどうしても暗い感じになってしまう方であったでしょ
うか．
古河：来院された時点で呼吸困難がかなり強く，肩の痛
みもあったので，そこまで深く話はできませんでした．
名取：分かりました．次をお願いします．
古河：入院時の血液検査所見に移ります．白血球数は
11900/mm3 と上昇しており，ナトリウム値は 120 mEq/L
と，低ナトリウム血症を呈しています．また，CRP は 6.2
mg/dl と上昇していました．腫瘍マーカーとしては，NSE
図 3 頭部造影 magnetic resonance imaging（MRI）検査所見
橋，延髄，テント上，テント下で境界明瞭な結節を多数認める．
（⇨）

が 40.2 ng/dl，SLX が 41.4 U/ml と，軽度の上昇を認めて
います． s IL-2R も 1700 U/ml と上昇していました
（表 1）
．
名取：リンパ節は腫れていましたか．
古河：リンパ節は特に腫れていませんでした．
名取：診察上で肝臓に触れるなどのようなことはないで
すか．

交通のないことを脊髄造影にて確認し，精査加療目的に当

古河：診察上，特にそのようなことはありませんでした．

科に転科となりました．

名取：s IL-2R の値が上がっているので，今回のエピソー

家族歴としては，父に同様の皮疹がありましたが，von

ドに付随して，例えば縦隔とリンパ節が反応性に腫れてい

Recklinghausen 病とは診断されていないとのことでした．

た，あるいは肝腫大があったかどうかなどが聞きたいと思

姉と甥に von Recklinghausen 病の診断がついています．

いました．他に何かありますか．

ほかに特記事項は特にありません．
名取：ありがとうございました．ここまでで何かご質問
はありますか．非常に興味深い症例だと思いますが，どう

低ナトリウムが気になりますね．Grade 3 の低ナトリウ
ム血症ですが，食事を摂ることができなかったのでしょう
か．

やら遺伝負荷が少しかかっているような現病歴で，姉，そ

古河：この方が来院された時には，呼吸困難と右肩の疼

して甥に同様の病気がある．この段階でもう少し聞いてお

痛で食事摂取はかなり不良でしたので，摂取不足の要素が

きたい事項はございますか．ないようでしたら，次をお願

大きかったと思います．

いします．
古河：入院時現症に移ります．特記事項としては，胸部

藤代：事前に利尿薬などの投与はなされていたのでしょ
うか．

で呼吸音の右の減弱を認めています．ラ音は聴取しません

古河：利尿薬などの投与はしていませんでした．内服し

でした．先ほどお話しした皮膚所見ですが，上半身に多発

ていたのは，尿酸血症と高脂血症に対するお薬だけです．

するカフェオレ斑，皮膚の神経線維腫および上背部に手拳

藤代：食事はどのぐらいの期間摂れていなかったと想定
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表1
Blood gas analysis (room air)
pH
7.437
PaCO2
37.1 Torr
69.9 Torr
PaO2
24.6 mmol/L
HCO3−
BE
0.9 mmol/L
10.4 Torr
Aa-DO2
Hematology
WBC
Baso
Eos
Neut
Lym
Mono
RBC
Hb
Hct
Plt

11900
0.2
0.8
87.5
8.0
3.5
5.00
14.0
40.20
35.2

/mm3
%
%
%
%
%
×106/mm3
g/dl
%
×104/mm3

（5）２６７

入院時血液検査所見

Biochemistry
120
Na
K
4.4
Cl
84
TP
7.0
3.5
Alb
BUN
12
Cr
0.67
AST
22
ALT
47
LDH
227
γ-GTP
41
HbA1c
6.2
CK
193
Glu
116
CRP
6.2

mM
mM
mM
g/dl
g/dl
mg/dl
mg/dl
IU/L
IU/L
U/L
U/L
%
IU/L
mg/dl
mg/dl

Serology
NSE
SCC
ProGRP
CEA
CYFRA
SLX
KL-6
S-IL2R
SP-D
SP-A
T-spot
β-D glucan
PCT

40.2
＜0.5
25.2
0.9
0.6
41.4
186
1700
25.4
14.2
(−)
11.8
0.076

ng/dl
ng/ml
pg/ml
ng/ml
ng/ml
U/ml
U/ml
U/ml
ng/ml
ng/ml
pg/dl
ng/ml

Coagulation/fibrinolysis
PT-INR
1.2
APTT
34.6 %
fibrinogen
630 mg/ml
D-dimer
5.1 μg/ml
FDP
14.6 μg/ml

：異常高値または異常所見， ：異常低値
NSE：neuron-specific enolase，SCC：squamous cell carcinoma，proGRP：pro-gastrin-releasing
peptide，CEA：carcinoembryonic antigen，CYFRA：cytokeratin subunit 19 fragment，SLX：sialyl lewis X-1 antigen，KL-6：sialylated carbohydrate antigen KL-6，sIL-2R：soluble interleukin-2
receptor，SP-D：surfactant protein D，SP-A：surfactant protein A，PCT：procalcitonin

されるのでしょうか．
古河：来院された時，食事はほとんど疼痛コントロール
ができていなかった状態であったので，病院食の 1〜2 割
ぐらいしか召し上がっていませんでした．入院後は疼痛コ
ントロールに合わせて少し変動がありました．
名取：Body mass index（BMI）が 23 で，体重が急激
に減少している背景は，やはり食事摂取量が突然減り，尿
などの排出量が増えてしまったということでよろしいです

でした．これにより，髄膜瘤と胸水の交通は否定的と考え
ました．
また，この CT 所見は脊髄造影の直後に撮影したもので
す．胸腔内の髄膜瘤と胸水の間に交通がないことは，この
CT 所見で分かります．
名取：胸腔内の方に腫瘤が穿破することで不都合なこと
は何があるのでしょうか．
古河：脳ヘルニアが挙げられると思います．

ね．
古河：はい．
名取：では，次にいきましょう．
古河：入院時の胸部 X 線所見を示します．左側が 3 年
前に当院を受診されたときのもので，右側が今回の入院時
のものになっています．両側の上肺野に腫瘤性病変を認め
ており，von

部への造影は認めていますが，胸水への漏出は認めません

Recklinghausen 病に伴う髄膜瘤と考えられ

ました．入院時の X 線では，右の胸水貯留の出現を認め
ています．

名取：それは脊髄造影で確かめる前に「ぼーっとしてい
る」などの兆候がありましたか．
古河：意識障害などはありませんでしたが，感染が起
こった時に致死的な髄膜炎になる可能性があります．
名取：脳ヘルニアですね．全く考えていませんでした．
では，次に行きましょう．
古河：入院時の胸部造影 CT では，右後頸部の腫瘤の周
囲に 3 年前には明瞭ではなかった造影効果を有する結節影

入院時に施行した脊髄ミエログラフィーの所見を示しま

を多数認めています．また，結節辺縁の充実成分が目立ち

す．当初，右の大量胸水で紹介受診となりましたので胸腔

ます．右の肋骨の一部に溶解像を認めます．この所見は 3

内髄膜瘤の破裂などによる胸腔内穿破の可能性を考え，脊

年前には認めませんでした．右胸膜のびまん性の肥厚，横

髄造影を先に施行しています．L3，L4 間より造影剤を注

隔膜上の多数の結節影の出現を認めます．横隔膜上の結節

入し，硬膜の拡張部位までの造影，つまり胸腔内髄膜瘤内

影に関しては，エコーでも確認はされています．
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以上をもとに右の後頸部の腫瘤を原発として，それが悪

古河：臨床経過についてまとめてお話しします．入院時

性化し，胸腔内に播種した可能性を CT 所見より考察しま

は髄膜瘤の破裂に伴った胸水貯留を考えましたが，右胸水

した．

と髄膜瘤に交通のないことを脊髄造影にて確認しました．

入院時の頭部の造影 MRI では，橋や延髄，またテント

これを受け，右胸水穿刺を施行しました．性状は血性で

上，テント下で境界明瞭な結節影の出現を認めています．

滲出性であり，リンパ球優位でした．画像所見と併せてがん

鈴木：連続した画像で細かく見ていきたいと思います．

性胸膜炎を強く疑いましたが，悪性細胞は病理学的に検出

初回の造影 CT では，右頸部に腫瘤があり，背部にも大き

されませんでした．
右胸水のコントロール目的に胸腔ドレー

な腫瘤があるため，神経線維腫症と考えられます．尾側に

ンを留置しましたが，右肺の拡張は得られず，第 9 病日に

は両側の上部胸腔内に大きな嚢胞性腫瘤を認めます．ほぼ

胸腔ドレーンを抜去しています．胸水の細胞診を再度提出

同時期の MRI T2 強調像では頸部と背部の腫瘤は不均一な

しましたが，こちらも悪性細胞は検出されませんでした．

高信号を示しており，
神経線維腫として所見が合致します．

第 17 病日に悪性を疑い，画像で示している原発と思わ

冠状断ですが，上下に伸びる黒い構造物が脊髄で，周り

れた右後頸部の腫瘤をエコーガイド下で針生検を行いまし

に脳脊髄液が見られます．先ほどの胸腔内に見られた病変

たが，結果は硝子様変性のみの指摘があるだけで，悪性所

と連続しているのがよく分かります．これは髄膜瘤です．

見は認めませんでした．組織学的な確定診断は得られませ

神経線維腫症の患者さんにまれに髄膜瘤が合併することは

んでしたが，臨床的に悪性腫瘍と判断し，このころから腫

知られています．もともと神経線維腫症の患者さんは硬膜

瘍に対し緩和治療も同時に開始しています．その後，全身

に異常があるため硬膜拡張を来し，それに胸腔内の陰圧が

状態は徐々に増悪し，第 40 病日に意識障害が出現，第 44

加わることで，こういった病変が生じるという報告があり

病日に永眠されました．以上が臨床経過です．

ます．

名取：ありがとうございました．最終的には悪性の診断

2 年 4 カ月後の造影 CT では初回では見られなかったび

が見つからないものの緩和ケアをして，そして亡くなられ

まん性の不整な胸膜肥厚が出現しています．胸水が大量に

たということですね．麻薬は効かなかったのですか．血液

貯留しています．

の病気でも麻薬を使っても思ったように疼痛コントロール

先ほど古河先生が提示してくださいましたが，肋骨が溶

ができないことがありますが，この症例もそうでしたか．

けている．周辺にも胸壁に病変が進展している所見が見ら

古河：最終的に sedation という形ではかけていません

れます．先ほどの頸部腫瘤と胸腔病変に連続性があるよう

が，疼痛コントロールが得られる前に意識障害が出現して，

に見えます．がん性胸膜炎を疑う所見と考えました．

natural sedation になってしまっています．

肺野条件では，左肺に結節性病変が出現しています．こ
れは以前，見られなかったもので，肺転移を疑いました．

本症例のまとめです．右頸部の腫瘤を 2 年前には神経線
維腫と画像的に診断し，経過観察となっていますが，今回，

以前見られなかった大脳，小脳，脳幹に造影される結節

入院時にはこちらが悪性転化しており，悪性末梢神経鞘腫

が多発しており，転移もしくは，脳表に近いため髄膜播種

となったと考えています．一方，胸腔内の髄膜瘤ですが，

の可能性があると考えました．

こちらは 2 年前には良性と診断され，今回，入院時もこの

原発は右の頸部腫瘤と考えます．1 年 10 カ月後，だい

性状自体には変化がなかったと考えています．

たい同じ高さですが，病変が増大していて，信号の変化が

神経線維腫が悪性転化して発症した悪性末梢神経鞘腫で

見られることから，悪性転化したものではないかと考えま

すが，こちらは軟部肉腫の一種で，やはり比較的まれな疾

した．

患です．発症率は健常人で 0.001％ とかなりまれですが，

まとめると，神経線維腫が悪性化して，悪性末梢神経腫

神経線維腫症の患者さんでは 5％ 程度とされています．本

瘍でがん性胸膜炎，左肺転移および脳転移が生じたのでは

症例では，これが最終的に硬膜や肋骨などに転移して，が

ないかと考えました．

ん性胸膜炎，そして脳転移からがん性髄膜炎を発症し，最

名取：ありがとうございました．
本間：右頸部の腫瘤と背部の腫瘤の交通はないというこ
とでよろしいのですか．

終的に悪液質に至ったと考えました．
それでは，臨床側から見た問題点を提示させていただき
ます．画像・臨床経過上，強く悪性疾患が示唆されました

鈴木：交通はなかったと思います．右頸部腫瘤は信号変

が，生前に組織診断が困難でありました．本症例は神経線

化があり，大きくなってきましたが，背部腫瘤は変化があ

維腫症の悪性転化と考えてよろしいかどうかということが

まりないと思います．

1 点目．2 点目は，悪性であれば原発は右後頸部の神経線

本間：そうすると，画像上は悪性転化したのは右頸部と
いうことですか．
鈴木：そう推測しました．

維腫ということでよろしいのかどうかということ．3 点目
ですが，意識障害の直接的な原因は多発脳結節性病変の増
大か，もしくは癌性髄膜炎に至ったことかどうかを確認し
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酸化炭素の貯留や意識障害を来すような電解質異常，血糖
異常は認めていません．
藤代：意識障害は「ぼーっとした感じ」ということです
が，特別にナトリウムが低かったこともありますから，こ
のことが引き金になったような意識障害と考えたのか，そ
れとも肺病変の方が強かったのではないかと想定されたの
かということについてはどうですか．
古河：低ナトリウム血症に関しては，入院中に点滴療法
で補正もできていましたし，緩徐に進行はしていたと思わ
れるので，意識障害の直接的な原因になったとは考えてい
図4

右胸壁腫瘤の肉眼像．中心は広範な壊死に陥っている．

ません．今回，腫瘍の悪液質による意識障害と推定されて
いますが，最終的には脳転移からがん性髄膜炎に至ってい
たのではないかと考えています．
名取：とても大変だった，ということはないですか．

たいです．
名取：ありがとうございました．フロアから病理の先生
に聞きたいことはあるでしょうか．最後の頃は画像が撮れ

古河：3 年目の最初に経験させていただいた症例で，病
態をつかめなかった時期が少し長かったのですが，大変勉
強をさせていただくことができた貴重な症例でした．

ませんよね．

解剖所見

古河：はい．
名取：このことから，最後に撮影した CT や MRI 以上

症例は 57 歳，男性の病死（内因死）例．患者死亡後，

に，中枢神経に進展している可能性がある．先ほど放射線

担当医から患者家族に対して病理解剖ならびに組織の教

科の鈴木先生が見せてくれたのは脳表で腫瘤ができていま

育・研究目的の使用に関して説明を実施し同意を得たの

したが，あまり激しい症状は出てこない．もう少し皮質側

ち，系統的な全身解剖（頭部を含む）に供した．病理解剖

のほうにできていれば，症状が出ている．
であるから進展し

は死亡後 1 時間 59 分に開始された．

たかもしれないということも想像していらっしゃいますか．
古河：はい．

外表所見
患者の身長は 158.0 cm，体重 49.0 kg と栄養状態は不良

名取：他に何かありますか．お願いします．

である．外表所見は，背部に地図状のカフェオレ斑を認め

藤代：身体所見で上大静脈症候群を疑うような顔面の腫

る．体幹および四肢に約 5 mm 大の丘疹が多発している．

れや頸部の腫れなどはなかったのでしょうか．
古河：そういったものは最初から最後まで一貫して認め
ませんでした．
藤代：そうすると，周囲の血管を巻き込んでいるわけで
はなかったと考えられるわけですね．

各臓器の所見
・右胸壁頭側には 85×70×70 mm 大，充実性皮下腫瘤
を認める．腫瘤の割面では壊死を認める（図 4）
．組織学
的に右胸壁頭側腫瘤は，中心に壊死を伴い，その周囲に異
型の乏しい小型核を有する紡錘形細胞が層状に配列する．

古河：はい．

さらにその外側の層では核小体の目立つ類円形腫大核を有

藤代：最後の頃に呼吸状態などがどのように変わったか

する異型紡錘形細胞が束状配列を呈し増殖する（図 5）
．

を知りたいのですが，脳幹部にも腫瘍があったようにも思

局所的にはこれらの異型細胞の増殖巣を挟むように神経線

うので，腫瘍の進展で呼吸が悪くなったというようなこと

維腫様の太い神経束が配列している部分が見られる．

も考えられるのでしょうか．

French Federation of Cancer Centers Sarcoma Group

古河：急激に呼吸抑制がかかったわけではありません

（FNCLCC）grading system では，腫瘍分化度：score 2，

が，だいたい 1 週間ぐらいの経過のうちに意識障害がどん

核分裂像：score 1［4 個/10 high power field（HPF）
］
，腫

どん進み，亡くなる 1 日前から徐々に酸素濃度が低下し，

瘍壊死：score 2．よって組織学的悪性度は grade 2．免疫

呼吸抑制が徐々に起こってきた印象です．

組織化学的検討では S-100 陰性，CD57（Leu-7）陰性であ

藤代：ガス交換の低下が原因になったのではないかと推
測されるような経過でしょうか．

るが，既往歴とも併せ，悪性神経鞘腫を最も考える．
・第 1 胸椎から両側性に嚢胞の発育を認める（左 70 mm

古河：最終的なところは，そういったものもあるのかも

長，右 130×120×100 mm 大）
．互いに胸髄を介して交通

しれませんが，意識障害そのものが最後に出現した契機を

あり．内腔は淡々黄色漿液内容を容れる．肉眼的には髄膜

伺いたいと考えました．最後の 1 週間前のガスでは特に二

瘤の所見として矛盾しない（図 6）．
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古河まりえ

ほか

図7

図 5 右胸壁腫瘤辺縁部の組織像．異型紡錘形細胞の増殖
を認める．

脊髄における転移巣の肉眼像．髄膜がん腫症の状態．

・肺（左 336 g/右 測定不可）
：右肺は壁側胸膜と強固に
癒着しており，鋭的に剥離した．胸膜は鎧状に肥厚し，肺
は著明な虚脱を来し気管の頭・腹側に変位している．後縦
隔に myxoid な内容物を容れる多房性の厚い隔壁を持つ部
分を認める．左 S5 と S8 の胸膜面に小結節を認める．ま
た割面では左 S8 実質に 20×10 mm 大の結節を認める（図
8）
．リンパ節腫大なし．右胸水貯留を認める（700 ml，血
性，一部 myxoid）
．組織学的には左 S8 胸膜面小結節にお
いて上記と同様の腫瘍を認める．S8 実質の結節は中心に
壊死を伴い，同様の腫瘍を認める．また肺動脈壁の肥厚や
血栓を認める．左 S6 や左肺門部にも同様の腫瘍を認める．
これらは悪性神経鞘腫の転移として矛盾しない．左上葉は
肺胞内に血液の充満を認める．左下葉では硝子膜の形成を
認める．うっ血およびびまん性肺胞障害に相当する．右肺
にも血栓や壊死ならびに線維化を伴う腫瘍の転移を認め
る．また肺胞内に滲出物の貯留や好中球浸潤を認める．うっ
血および気管支肺炎に相当する．Myxoid な部分は変性し

図6

第一胸椎から発生する髄膜瘤の肉眼像．

た肺胞上皮が見られる．
横隔膜は出血および硝子化を伴う腫瘍の転移を認める．
また髄膜瘤として採取された組織の結合組織内に腫瘍の転
移を認める．

・皮膚丘疹のサンプリング標本は組織学的に丘疹に一致

・肝（1164 g）：S8 に 5 mm 大の結節を認める．組織学

した部分の真皮において，波状核を有する紡錘形細胞が錯

的には腫瘍の転移である．また，肝表面は凹凸が目立つ．

綜配列を呈し増殖する．細胞密度は高くない．神経線維腫

萎縮に相当する．門脈域は線維化を来し，胆管の増生を認

として矛盾しない所見であり，上記カフェオレ斑と併せて

める．

神経線維腫症 1 型の診断基準に一致する．
・脳（1496 g）：肉眼的に大脳は浮腫状で，脳室の圧排

・膵：組織学的には膵頭部に腫瘍の転移を認める．また
軽度の萎縮を認める．

を認める．割面では左側橋および小脳脚に 5 mm 長の不整

・心（252 g）：水平断で左室前側壁に灰白色線維化を認

形な暗赤色部分を認める．動脈硬化は明らかでない．組織

める．組織学的には同部位に 13×5 mm 大の斑状線維化を

学的には中脳から脊髄にかけて腫瘍の転移巣を認める（図

認める．また心室中隔から右室にかけて線維化を認める．

7）．肉眼的暗赤色部分は融解壊死である．腫瘍は脳実質の

陳旧性心筋梗塞を考える．心筋線維に比し相対的に核腫大

血管周囲結合組織に進展している．椎骨脳底動脈周囲組織

を認める．またリポフスチン顆粒が目立つ．心筋萎縮に相

にも進展を認める．下垂体は著変なし．

当する．
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病態の要約
死因の原因は，肺うっ血，気管支肺炎，びまん性肺胞障
害による呼吸不全を第一に考えるが，悪性神経鞘腫の髄膜
がん腫症など諸臓器への転移による全身状態の衰弱が基盤
にあると推測する．

病理解剖診断
主病変
1）右胸壁頭側悪性神経鞘腫（85×70×70 mm 大）
，髄
膜がん腫症の状態
・右胸水細胞診：陰性，頸部腫瘤穿刺細胞診；class 0
・頸部腫瘤針生検標本：硝子様変性のみ
・直接浸潤：右胸膜
・転移：左肺下葉，肝 S8，膵頭部，中脳から脊髄に至
る脳脊髄実質（両側皮質脊髄路，左動眼神経，左側オ
リーブ核背側，索状体，右舌咽神経，橋核）
2）神経線維腫症 1 型（カフェオレ斑/皮膚神経線維腫）
副病変
1）肺：気管支肺炎，うっ血，びまん性肺胞障害（左 336
g/右 重量測定不可）
図8

左肺下葉における転移巣の肉眼像．

2）心：陳旧性心筋梗塞（左室前側壁），心筋萎縮（252 g）
3）肝：萎縮およびうっ血（1164 g）
4）脾：うっ血（116 g）

・腎（左 150 g/右 122 g）：肉眼的にはうっ血の像を呈

5）腎：うっ血，混濁腫脹（左 150 g/右 122 g）

する．組織学的には尿細管の胞体が明瞭化している．混濁

6）大動脈：粥状硬化，軽度

腫脹に相当する．

7）膀胱：慢性膀胱炎，軽度

・脾（116 g）：組織学的には脾洞に血液成分の充満が見

8）前立腺：腺性および線維筋性過形成

られる．慢性うっ血に相当する．髄外造血は明らかでない．

9）膵：萎縮，軽度

ヘモジデローシスあり．

10）甲状腺：結節性甲状腺腫

・食道，十二指腸，小腸および大腸：著変を認めない．

11）上皮小体：萎縮，軽度

・胃：肉眼的には体部に線状発赤を認める．組織学的に

12）骨髄：過形成性骨髄

は粘膜に著変を認めない．
・舌：上皮下にリンパ球浸潤を認める．
・甲状腺：大小不同の濾胞上皮を認める．結節性甲状腺

13）精巣：萎縮，著明
14）体格小， 栄養状態不良（身長 158 cm， 体重 49.0 kg，
BMI 19.6 kg/m2）

腫に相当する．

質疑応答

・上皮小体：結合織が軽度脂肪組織で置換されている．
萎縮，軽度に相当する．
・副腎（左 8 g/右 10.5 g）：組織学的に皮質の萎縮は明
らかでない．
・大動脈：局所的に内膜は石灰化を伴い解離している．
粥状硬化，軽度である．

名取：ありがとうございました．病理の解剖所見の解説
からご質問はあるでしょうか．
本間：われわれは頸部腫瘤として認識していましたが，
原発部位はどこでしょうか．
二本柳：壁側胸膜から胸腔内を圧排するような形で，頸

・骨髄：過形成性骨髄の所見．

部というよりは壁側胸膜の外側に一致するというマクロで

・前立腺：腺上皮細胞および線維筋性過形成が見られる．

の所見だったと思います．

・膀胱：粘膜固有層に単核球主体の炎症細胞浸潤を軽度
認める．膀胱炎，軽度に相当する．
・精巣：組織学的には著明な萎縮を認める．精子細胞を
認めるが精子は確認されない．
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本間：そうすると，胸髄レベルの肋間神経由来の腫瘍と
いうことですか．
二本柳：直接見ることは不可能だと思いますが，そのよ
うに推測されると思います．

２７２（10）

古河まりえ

ほか

本間：生前，胸水細胞診が陰性で悪性細胞が出ませんで

二本柳：現時点では，髄膜がん腫症の状態があり，そこ

したが，これは後方視的に見ても，実際，そこには悪性細

から血管壁を経由して脳実質に入り込んだ可能性を第一に

胞はないということなのか，あるいは異型性が少ないため

考えています．血行性というよりは，髄膜がん腫症の状態

にそうなっているのかどうかということについては，いか

から周囲の血管などの結合組織を介して直接的に脳実質に

がでしょうか．

入り込んだと考えます．

二本柳：Myxoid な部分は組織でつくられたものに関し
て検討したところ，変性した細胞でした．ですから，腫瘍

名取：それでは，澁谷教授，最後にまとめをよろしくお
願いします．

細胞が変性したものではないかと考えられます．このこと

澁谷：ご議論をありがとうございました．まず，用語に

から悪性と断定できなかったのではないかと現時点では考

ついてご説明します．がん腫症，髄膜がん腫症におけるひ

えています．

らがなの「がん」という語は，悪性腫瘍全般を指す一般語

本間：頸部の腫瘤の針生検もやはり悪性が出ませんでし

として受け入れられています．正確には髄膜肉腫症となり

たが，これは変性が非常に強いため診断が難しいのですか．

ますが，慣例としてあまりなじまないと思い，ひらがなの

二本柳：腫瘍の中心からほとんどが壊死を起こしてい

「がん」を使わせていただきました．

て，表層の部分で腫瘍細胞が認められましたが，全体的に

腫瘍の原発部位ですが，後頸部というのは通常の病理解

は腫瘍の表層にのみ悪性細胞が認められていて，おそらく

剖では検体採取を行わない部位です．ご遺体を傷つけない

穿刺した部分は壊死の部分を反映したものと考えます．

ことの方を優先して，腫瘍全体の採取を行いませんでした．

白神：先生がおっしゃったように，通常の malignant pe-

原発については，頸部神経叢であると臨床的に考えられて

ripheral nerve sheath tumors（MPNST）は発育速度が速

いるのであれば，病理学的所見としてそれに相反するもの

く，中心壊死や出血を来しやすいのが特徴ですが，今回の

ではないと考えております．

症例に関しては細胞もかなりおとなしい感じで，Ki67 核

急性転化については，手拳大の腫瘤について，外側の 1〜

標識率も 30％ と高いことは高いのですが，著しく高い数

2 mm に腫瘍細胞が残っていただけで，中心部はすべて壊

字ではないと思います．孤発性に起きる MPNST と，神

死しているということなので，生前の針生検では診断がつ

経線維腫症から続発する MPNST で組織型に差があるの

かなかった．辺縁部にのみ存在する腫瘍細胞胞巣に向かっ

か，あるいは成分に差があるのかということをお聞きした

て数本のサンプリングをしないと，腫瘍細胞はこの時点で

いのです．

は採ることができなかったのではないかと思うので，サン

二本柳：両者に対して，組織学的な違いや悪性度に関し
ては，成書的には言及したものは見つからなかったです．

プリングも難しい症例だったと思います．
これらのことを考えると，今回のディスカッションから，

白神：遺伝子解析は行われていますか．

ある時期に悪性転化を起こし，この生物個体の中で一番大

二本柳：遺伝子解析は今回の剖検例では行っていません．

きな腫瘍の部分が悪性になり，それが悪性腫瘍として右の

白神：この方はかなり経過が長いですよね．組織がおと

胸部，それから肺を潰していったと考えます．そうすると，

なしいにもかかわらず，かなり急速に播種したり，転移し

今度は組織型のディスカッションになりますが，実際には，

たりしていますが，どこかの時点でそのようなブレークが

見た目はおとなしいけれども，生物学的には Ki67 核標識

起こったなどということはありますか．

率が 30％ というのはかなり悪いほうに入るかと思います．

二本柳：一般的な経過では，急速に悪性化するというよ

それからもう 1 つ，特異的なバイオマーカーがないとい

りは，もともとあった神経線維腫が性状的には 15〜20 年

うことを申しましたが，この腫瘍の場合には，悪性度が増

ぐらいの経過で徐々に増大していったということで，もと

せば発生母地としての表現型をどんどん失っていくので，

もとがかなり経過が長い腫瘍のようです．

もともと発生母地に特異的な蛋白が失われていくというこ

白神：ただ，かなり急速に悪化していますよね．どこか

とですから，これについての理屈としては相互的にバイオ

の時点でそのように遺伝子学的な変異が起こり，組織学的

マーカーがなくなっていくような腫瘍の方が悪性度が高い

には，hematoxylin-eosin（HE）染色では悪性度があまり

と解釈ができるのではないかと思います．ありがとうござ

強くなさそうに見えても，遺伝子学的にそういう変異が起

いました．

こったとは考えられるのでしょうか．
二本柳：悪性転化してから急激に増大することは考えら
れると思います．
白神：ありがとうございました．

名取：どうもありがとうございました．それでは，大森
病院の CPC をこれで終了させていただきます．演者の
方々，解析をいただいた放射線科の先生，質問をいただい
た先生方，ありがとうございました．

藤代：脳幹の病巣は，血行性に転移したと考えられるの
でしょうか．
東邦医学会雑誌・2016 年 12 月

40 年来の von Recklinghausen 病を基盤とした神経原性腫瘍の 1 例

（11）２７３

linghausen 病は，1/2000〜3500 人の割合で発症する常染

症例解説

色体優性の遺伝性疾患であり１），良性腫瘍のみでなく悪性

Malignant peripheral nerve sheath tumors（MPNST）は

腫瘍の合併率も健常人より高いと言われている２）．主に神

神経鞘，Schwann 細胞，神経周囲細胞，線維芽細胞への

経線維腫が悪性転化し発症する悪性末梢神経鞘腫は，健常

分化の方向性を示す悪性腫瘍の総称である．本腫瘍には明

人では発症率 0.001% と非常にまれな軟部組織肉腫の一種

確な診断基準は存在せず，特異的なバイオマーカーが存在

であるが，神経線維腫症患者では 2〜5% 程度と高率であ

しない．末梢神経から生じる腫瘍で分化の異常な方向を示

る３）．悪性末梢神経鞘腫は化学療法・放射線療法への反応

す，既存の良性神経線維腫などから生じる，悪性を示唆す

性は不良であり，本症例のように重要臓器に接して発生し

る Schwann 細胞腫瘍のいずれか 1 個が該当すれば本腫瘍

完全切除が不可能であることが多く，発見時には予後不良

と推定することが可能とされる．

であることが多い．神経線維腫症患者は悪性末梢神経鞘腫

MPNST はまれな腫瘍であるが，von

Recklinghausen

をはじめ，悪性腫瘍発生の可能性が高いことを念頭に置き，

病，neurofibromatosis type1（NF1）を背景に有する場合

positron emission tomography（PET）
-CT 等で慎重に経過

は発症リスクが約 10％ 程度とされる．また，有症状の

観察する必要があると考えられた．

plexiform neurofibroma 患者の 30％ に発症すると言われ
ている．好発年齢は 20〜50 代．好発部位は上下肢の近位
側や体幹，次いで頭頸部で，これは schwannoma の好発

考察（病理）
本症例は神経線維腫症を背景に発生した MPNST と考
えられる．神経鞘細胞への分化が確認できない症例が多く，

部位と異なっている．
肉眼的には大きな紡錘形ないし遠心性腫瘤で深部に生

現在では適切な病名ではないとされる．MPNST は特徴的

じ，二次的な出血や壊死を伴う．組織学的所見は特に特徴

な形態像および免疫組織化学的マーカーが存在しない腫瘍

的なものはないが，不規則にねじれた核と左右非対称に収

であり，特に末梢神経系マーカーの発現の喪失や細胞増殖

束する紡錘形細胞やほうき状の束状配列，密な部分と

能が高い症例は予後不良とされる．本症例では脊髄や脳幹

myxoid で疎な部分が，渦巻き状あるいはなだらかに融合

といった中枢神経にも腫瘍の転移を認めた．分化傾向が不

し，全体として大理石様外観を呈する．特異的ではないが，

明瞭な悪性紡錘形腫瘍の鑑別としては，平滑筋肉腫，滑膜

柵状配列，渦巻き状構造，軟骨・骨組織などが見られる．

肉腫などが鑑別に挙がるが，いずれも特徴的な形態像や形

免疫組織化学染色では，S-100 が 50〜90％ の悪性神経
鞘腫に陽性とされるが，陽性であっても strong diffuse と
いうよりは，weak focal な陽性所見であることが多い．ま
た本症例のように S-100 陰性症例が存在することが知られ
ており，S-100 陰性の症例では，悪性度が非常に高いと言
われている．
鑑別診断としてはさまざまな紡錘形細胞腫瘍が挙がる
が，上述のように特異的なマーカーが存在しないため，除
外診断となることが多い．

考察（臨床）
本 症 例 は 40 年 来 の 神 経 線 維 腫 症 I 型 von

Reckling-

hausen 病に伴う神経原性腫瘍の悪性転化が胸水貯留を契
機に発見された 1 例であった．
神経線維腫症 I 型 von Reck-

63 巻 4 号

質を有しており，鑑別は困難ではない４）．
文
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