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●症 例

肺良性転移性平滑筋腫（Pulmonary Benign Metastasizing Leiomyoma）の 1 例
原
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要旨：肺良性転移性平滑筋腫（pulmonary benign metastasizing leiomyoma）を経験したので報告する．症
例は 48 歳女性．胸部単純 X 線写真にて両肺野の多発性結節影を指摘され．当院に紹介入院となった．41
歳時に子宮筋腫による子宮全摘術，左卵巣摘出術の既往がある．胸腔鏡下肺生検を施行し，平滑筋腫と診断
した．子宮平滑筋腫の病理標本と比較し，類似の所見であった．肺平滑筋腫はエストロゲンレセプター，プ
ロゲステロンレセプターともに陽性であった．病理所見，免疫組織化学染色の結果から BML と診断した．
無治療にて経過観察中であるが，診断後 6 年経過した現在，胸部画像所見の進行を全く認めていない．
キーワード：肺良性転移性平滑筋腫，子宮筋腫
Pulmonary benign metastasizing leiomyoma，Uterine leiomyoma

緒

入院時現症：身長：157.1cm，体重：57.5kg，体温：

言

良 性 転 移 性 平 滑 筋 腫（Benign

36.6℃，血 圧：113!
90mmHg，心 拍 数：70 回!
分，表 在
metastasizing

leio-

リンパ節：触知せず，胸部：正常肺胞呼吸音，副雑音を

myoma， BML）
は通常， 子宮筋腫の既往のある女性に，

聴取せず，心雑音を聴取せず，腹部：下腹部正中線上に

平滑筋腫瘍が多発する病態である．1939 年に Steiner が

手術瘢痕創を認めた，四肢：浮腫なし，神経学的所見：

１）

初めて報告して以来 ，現在までに約 80 例の報告がある
比較的稀な疾患である２）．肺への転移例が最も多くみら
３）

れる ．我々は，BML の 1 例を経験したので報告する．

症

例

異常なし．
検査所見：血液，生化学検査にて異常を認めず，動脈
血ガス分析ならびに肺機能検査も正常範囲内であった．
腫瘍マーカー，エストラジオール，プロゲステロン，黄
体化ホルモン（LH），卵胞刺激ホルモン（FSH）に異常

症例：48 歳，女性．

値を認めず（Table 1）
，各種真菌抗原や抗体，β-D-グル

主訴：胸部異常陰影．

カン，アンジオテンシン変換酵素（ACE）も正常範囲

既往歴：41 歳時に子宮筋腫（単純子宮全摘術，左卵

内であった．また，喀痰検査に異常を認めなかった．

巣摘出術）
．

胸部単純 X 線写真（Fig. 1）ならびに胸部 CT（Fig. 2）
：

家族歴：特記事項なし．

両側肺に境界明瞭で辺縁整な大小不同の結節影（最大径

生活歴：喫煙歴なし，飲酒歴なし．

15mm）を多数認めた．肺門，縦隔リンパ節の腫大を認

職業歴：学生食堂のウェイトレス，粉塵曝露歴なし．

めなかった．なお，子宮筋腫手術前に撮影された 1995

妊娠・分娩歴：2 経妊 2 経産（24 歳，28 歳）
．

年 1 月の胸部単純 X 線写真では，肺野に異常陰影を認

最終月経：2002 年 5 月．

めなかった．

現病歴：2002 年 8 月に尿管結石にて近医に入院した

入院後経過：転移性肺腫瘍，肺結核腫，
肺サルコイドー

が，その際の胸部単純 X 線写真にて両肺野に多発性の

シスなどの肉芽腫性疾患，肺真菌症などが疑われた．全

結節影を指摘され，精査加療目的に当科紹介入院となっ

身の精査を行ったが，上部および下部消化管内視鏡，腹

た．

部 CT，甲状腺超音波検査，ガリウム，タリウムおよび
骨シンチグラフィーに明らかな異常所見を認めなかっ
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た．内診，経膣超音波検査にて異常を認めず，超音波検
査にて両側の卵巣は描出されなかった．気管支鏡下に生
検，気管支肺胞洗浄および擦過細胞診を行ったが，確定
診断には至らなかった．2002 年 10 月に右中葉の結節に
対して胸腔鏡下肺生検を施行した．
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Table 1
Hematology
WBC
5,500/μl
Neu
51%
Eos
1%
Bas
1%
Lym
43%
Mon
4%
RBC 409×104/μl
Hb
12.2 g/dl
Plts 23.8×104/μl

Biochemistry
Na
142
K
4.1
Cl
103
BUN
12.3
Cr
0.56
T-bil
0.43
AST
12
ALT
8
ALP
169
Γ-GTP
10
LDH
153
TP
7.5
Alb
4.7
CRP
0.0
FBS
91
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Laboratory data

mEq/l
mEq/l
mEq/l
mg/dl
mg/dl
mg/dl
IU/l
IU/l
IU/l
IU/l
IU/l
g/dl
g/dl
mg/dl
mg/dl

Tumor markers
CEA
1.0
CYFRA
1.0
Pro-GRP
12.2
BGA (room air)
pH
7.416
PaO2
99.2
PaCO2
46.2
29.1
HCO3−
Pulmonary function tests
VC
2.03
FVC
2.02
1.78
FEV1.0
FEV1.0%
Hormones
Estradiol
150
Progesteron
12.2
LH
9.9
FSH
6.1
PPD
5×3/14×12

ng/ml
ng/ml
ng/ml

Torr
Torr
mmol/l
L
L
L

82.5%
82.4%
88.1%
87.7%

pg/ml
pg/ml
mIU/ml
mIU/ml
mm

Fig. 1 A chest radiograph on admission showing
multiple nodules in the both lungs (arrows).

右中葉には 13×10×10mm 大の灰白色弾性硬の境界
明瞭な腫瘍性病変を認めた．腫瘍は紡錘形細胞の増生か
ら成り，脂肪細胞の混在を認めた．細胞密度は低く，細
胞異型は乏しく，核分裂像をほとんど認めなかった（高
倍率 10 視野あたり 1〜2 核分裂）
．凝固壊死像や出血像
も認めなかった．右中葉の腫瘍の一部に既存の気管支上
皮が巻き込まれている所見を認めた（Fig. 3A）
．肺内腫
瘍は，1995 年の子宮平滑筋腫の病理標本と比較し，類
似する所見を呈していた（Fig. 4A）
．免疫染色では，肺
腫瘍および子宮筋腫はともに α-smooth muscle actin に

Fig. 2 A chest computed tomography on admission
showing multiple pulmonary nodules, the largest of
which was 15 mm in diameter, in both lungs.
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Fig. 3A Microscopic examination of the resected lung
tumor showing bundles of spindle-shaped cells with
fat cells. The tumor showed hypocellularity, with
cells having minimal atypia, low mitotic figures and
no coagulative necrosis (hematoxylin-eosin stain,
×100).

Fig. 3B The tumor cells from the lung were positive
for α-smooth muscle actin (×100).
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Fig. 4A Microscopic examination of the uterine myoma revealing benign leiomyoma showing histology
similar to the lung tumor (hematoxylin-eosin stain,
×100).

Fig. 4B Immunohistological staining for α-smooth
muscle actin was positive for the tumor cells from
the uterus (×100).

陽性であった（Fig. 3B，4B）
．更に，肺腫瘍のエストロ
ゲンレセプターおよびプロゲステロンレセプターはとも
に免疫染色法で陽性であった（Fig. 5）
．以上の所見より，
肺腫瘍は子宮筋腫の肺転移，いわゆる肺良性転移性平滑
筋腫と診断した．
本症例は，48 歳と閉経が近く，経膣超音波検査にて
両側卵巣が描出できなかったことから，無治療にて経過
観察を行うこととした．診断後 6 年経過した現在も，胸
部画像所見の進行を全く認めていない．今後も，胸部画
像を含めた定期的な経過観察が必要と考えられた．

考

Fig. 5 Immunohistochemical staining for both estrogen and progesterone receptors. The lung tumor
showed strong reactivity.

察

良 性 転 移 性 平 滑 筋 腫（Benign

metastasizing

leio-

myoma：BML）は，通常，子宮筋腫の既往のある生殖
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可能年齢後半の女性の肺に境界明瞭な多発性の平滑筋腫

画像所見の進行を全く認めておらず，無症状である．今

瘍を発症する病態である．1939 年に Steiner が， metas-

後も，胸部画像を含めた定期的な経過観察が必要と考え

tasizing fibroleiomyoma of the uterus

られた．

として報告した

のが最初である．その報告内で，肺病変は病理学的に良
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Abstract

A case of pulmonary benign metastasizing leiomyoma from the uterus
Johsuke Hara１）, Kouichi Nishi１）, Yoshio Tsunezuka２）, Hiroshi Kurumaya３）,
Kazuyoshi Katayanagi３）and Masaki Fujimura４）
1）

Department of Respiratory Medicine, Ishikawa Prefectural Central Hospital
Department of General Thoracic Surgery, Ishikawa Prefectural Central Hospital
3）
Department of Pathology, Ishikawa Prefectural Central Hospital
4）
Respiratory Medicine, Cellular Transplantation Biology, Kanazawa University Graduate School of Medicine
2）

We report here a case of pulmonary benign metastasizing leiomyoma (BML) from the uterus. A 48-year-old
woman was admitted to our hospital because of multiple pulmonary nodules on the chest radiograph 7 years after
total hysterectomy with removal of the left ovarium for uterine leiomyoma. A specimen of the lesion obtained by a
thoracoscopic lung biopsy was consistent with leiomyoma. Histological re-evaluation of the uterine myoma
showed similar histology as compared with the lung tumor. Immunohistological staining for both estrogen and
progesterone receptors on the lung tissue was positive. Based on these results, we diagnosed the pulmonary lesions as BML. The patient received no treatment and has shown no evidence of exacerbation of disease during 6
years of follow up.

