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イマチニブメシル酸塩にて治療効果が得られた隆起性皮膚線維肉腫肺転移の 1 例
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要旨：症例は 60 歳の男性．49 歳時に左前腕隆起性皮膚線維肉腫に対する根治術の既往あり．今回，多発肺
腫瘤影精査で左上区部分切除術を施行し，隆起性皮膚線維肉腫肺転移と診断された．近年，隆起性皮膚線維
肉腫に対し血小板由来増殖因子受容体阻害作用によるイマチニブメシル酸塩の治療効果が報告されている．
本症例では，肺転移を有する隆起性皮膚線維肉腫再発例に対し，イマチニブメシル酸塩で治療を行い病変の
縮小が認められた．本症肺転移におけるイマチニブメシル酸塩を使用した本邦治療例はまれであり，
報告する．
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緒

言

隆 起 性 皮 膚 線 維 肉 腫（dermatoﬁbrosarcoma protu-

家族歴：特記事項なし．
生活歴：喫煙 20〜60 歳，15 本/日．
現病歴：2011 年 2 月下旬頃より，体動時呼吸困難を

berans：DFSP）は，真皮から皮下組織に及ぶ比較的ま

自覚するようになった．近医にて胸部X線検査を施行し，

れな軟部腫瘍である．中間悪性群に分類され，通常遠隔

右下肺野に巨大な腫瘤影を指摘され，2011 年 3 月，精

転移はまれであり，現在のところ有効性の期待できる殺

査加療目的で琉球大学医学部附属病院第 1 内科を紹介受

細胞性抗がん剤治療は確立していない．しかし，近年，

診した．

分子標的薬であるイマチニブメシル酸塩（imatinib me-

初診時現症：身長 166 cm，体重 67 kg，体温 37.2℃，

sylate）が血小板由来増殖因子（platelet-derived growth

脈拍 86/min・整，血圧 142/70 mmHg，呼吸数 20/min，

factor：PDGF）受容体に阻害的に作用し DFSP の増殖

．胸部聴診および腹部触診上は異常
SpO2 98％（室内気）

抑制をもたらすことが報告され ，米国では再発および

所見を認めず．表在リンパ節は触知せず．左前腕部に

転移の DFSP 成人例に対し同薬剤の使用が認められて

DFSP 再発所見を認めず．

1）2）

いる．今回我々は，イマチニブメシル酸塩にて治療効果
が得られたDFSP肺転移の1例を経験したので報告する．

症

例

患者：60 歳，男性．
主訴：体動時呼吸困難．
既往歴：49 歳時に左前腕軟部腫瘍に対し，広範切除
術および皮弁形成術施行（病理結果は DFSP の診断で
あった）．

初診時検査所見：血沈 25 mm/h，CEA 5 ng/ml（基
準値 0〜4）の軽度上昇を認めた以外，異常を認めなかっ
た．そのほか，腫瘍マーカーとして CYFRA，および
ProGRP を測定したが正常範囲であった．
画像所見：胸部 CT にて右下葉の径 8 cm 大の腫瘤影
（Fig. 1）のほか，左 S1＋2 にも径 3 cm 大の腫瘤影を指摘
された．いずれも辺縁やや不整で境界明瞭な腫瘤影であ
り，造影効果は不均一であった．
病理所見：左上区の腫瘤病変に対し，2011 年 4 月，
ビデオ胸腔鏡下左上葉部分切除術を施行した．軽度の異
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型を示す紡錘型細胞が花むしろ状配列（storiform pattern）（Fig. 2A，左）を呈しながら増殖，免疫染色にて
CD34 陽性であり，既往の左前腕病変と同様の所見を呈
していた．また，一部に紡錘型細胞が束状に配列した
（fascicular pattern）
（Fig. 2A，右）
，CD34 の染色が乏
しい部分が認められた（Fig. 2B）．これらの所見より，
肺腫瘤は線維肉腫様病変を伴う DFSP であり，既往の
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Fig. 1 Chest computed tomography scan before treatment, showing a tumor in the right lower lobe.
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Fig. 3 Chest computed tomography scan after six
weeks following the treatment of imatinib mesylate.
Tumor of the right-lower lobe was reduced by treatment.

症例では，琉球大学の倫理審査の承認と本人の同意を得
た後に，
2011 年 8 月より，
イマチニブメシル酸塩投与
（400
mg/日）にて治療を開始した．
治療開始 6 週間後の CT 評価（Fig. 3）にて，肺病変
の縮小が認められ，治療効果が確認された（肺病変の縮
小率 24％）．その後 2012 年 5 月までの約 9ヶ月間 stable
diseaseの効果が持続した．治療開始1ヶ月後より，
顔面・
下腿を中心とした Grade 1 の浮腫，好酸球増多を伴う
Grade 2 の皮疹が認められたが，利尿剤およびステロイ
ド併用により治療継続可能であった．
そのほかに確立された化学療法が存在しないこと，患
者の強い希望などの理由により，2012 年 5 月に progressive disease と評価された後もイマチニブメシル酸塩投
与は継続としていたが，腸管膜リンパ節転移病変の増大
および大量の腹水貯留により全身状態が悪化し，治療開
始 1 年 8ヶ月後に死亡した．
Fig. 2 The microscopic findings of resected lung specimen.（A）Hematoxylin-eosin stained specimen shows
an infiltrative proliferation of spindle-shaped cells arranged in storiform patterns（left）,and fascicular patterns in fibrosarcomatous areas（right）
（B）
.
The cells
in these areas showed a lack of CD34.

考

察

DFSP の組織所見では，軽度の異型を示す紡錘型細胞
が，花むしろ状配列を呈して増殖し，免疫組織化学的に
腫瘍細胞が CD34 陽性であることが特徴とされる3）．
DFSP の一部には，しばしば束状配列や魚骨様配列（herringbone pattern）を呈し，CD34 免疫染色への反応性
が減弱した異型度のやや強い紡錘型細胞が増殖する線維

左前腕病変の転移であると診断された．

肉腫様病変を伴う症例が存在する．線維肉腫様病変を伴

経過：DFSP の再発または転移に対して殺細胞性抗が

う DFSP では，局所再発や遠隔転移の発症率が多いこ

ん剤による化学療法は確立されていない．しかし，これ

とが報告されており4）5），本症例でもこれまでの報告と合

までの報告例や臨床試験の結果から，PDGF 受容体に対

致した所見であった．

して阻害的に働くイマチニブメシル酸塩が有効であると

DFSP の転移は，肺への血行性転移が最も多いとされ

されており1）2），米国では切除不能の再発または転移性

ている6）．大谷らは，肺転移をきたした DFSP 本邦報告

DFSP 成人例に対し同薬剤の投与が認められている．本

例を検討し，患者は中高年の男性に多いこと，原発巣の

隆起性皮膚線維肉腫肺転移の治療例
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ことは，PDGFB 遺伝子にかかわる領域での染色体転座，
および，融合遺伝子の存在を示唆していると考えられ，
DFSP の診断を支持する結果であった．
今回我々は，イマチニブメシル酸塩にて治療効果が得
られた DFSP 肺転移の 1 例を報告した．本邦での貴重
な治療報告例であり，今後も症例を集積し知見を重ねて
いくことが重要と考えられた．
謝辞：本症例に対し，琉球大学医学部附属病院病理部の松
﨑晶子先生，加藤誠也先生，金沢医科大学病院病理部の野島
孝之先生，九州大学大学院医学研究院形態機能病理の小田義
Fig. 4 Fluorescence
hybridization analysis, using the PDGFB probe on resected lung specimen. It
shows a split-signal（arrows）consisting of a green
signal to indicate the PDGFB gene centromeric region and a red signal to indicate the telomeric region.

直先生，琉球大学皮膚科学教室の仲村郁心先生，上里
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川匡先生にご協力をいただきました．誌上にて深謝いたします．
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Abstract

Treatment of pulmonary metastasis of dermatofibrosarcoma protuberans with imatinib mesylate:
A case report
Makoto Furugen a, Masashi Nakamatsu a, Eriko Atsumi a,b, Kazuya Miyagi a, Shusaku Haranaga a and
Jiro Fujita a
a

Department of Infection, Respiratory and Digestive Medicine（First Department of Internal Medicine）
,
Graduate School of Medicine, University of the Ryukyus
b
Department of Pathology, University of the Ryukyus Hospital

A 60-year-old man with a previous history of complete resection of dermatofibrosarcoma protuberans
（DFSP）from his left forearm at 49 years of age underwent partial resection of the left upper pulmonary lobe for
multiple pulmonary tumors. He was diagnosed with pulmonary metastasis of DFSP. Imatinib mesylate is reportedly effective for DFSP by inhibition of the platelet-derived growth factor receptor. In this case, we treated the
pulmonary metastasis of DFSP with imatinib mesylate, and the pulmonary lesion subsequently decreased in size.
We herein describe a rare case of pulmonary metastasis of DFSP treated with imatinib mesylate in a Japanese
patient.

