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緒　　言

脾症（splenosis）は，外傷や外科手術による脾損傷が
原因となり，脾臓組織の一部が異所性自家移植を起こし
たものである．しばしば各種腫瘤との鑑別が問題となる
が，病歴に脾損傷や脾摘の既往歴が存在する本疾患の病
態を認識して画像診断を行えば，ほとんどの症例におい
て組織診断のための侵襲的検査を回避することができる
とされている．今回，交通外傷後 20 年目に肺炎を契機
に発見された腹腔内脾症（abdominal splenosis）を伴う
胸腔内脾症（thoracic splenosis）の 1 例を経験したので
報告する．

症　　例

患者：37 歳，女性．
主訴：2 週間前から続く咳．
家族歴：特記事項なし．
既往症：18 歳のとき交通外傷で脾臓摘出．以後今日

まで胸部X線検査は受けたことがない．肺炎の既往なし．
現病歴：労働者健康福祉機構愛媛労災病院受診の 2 週

間前から咳が続き，3日前から37.5℃の発熱が生じていた．
初診時の胸部 X 線写真で右下葉および左上葉の陰影と，

左心陰影に重なる陰影を認めた（図 1）．また胸部 CT
画像にて右下肺の肺炎陰影（図 2）と，左肺に限局した
複数の胸膜腫瘤，心膜腫瘤，横隔膜腫瘤を認めた（図 3）．
上腹部 CT 画像では左横隔膜上下に腫瘤が存在し，腹腔
内にも複数の小腫瘤（図 4）が認められた．

現症：体温 37.3℃，SpO2 97％，心拍数 69/min，聴診
上 rales（－），胸痛なし．

検査所見：初診時 WBC 8,400/μl，Hb 13.3 g/dl，CRP 
0.38 mg/dl であり，免疫グロブリンや，蛋白分画その他
一般血液生化学検査に異常なく，末梢血塗末標本におい
ても赤血球にはHeinz小体やHowell-Jolly小体は認めず，
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図 1　胸部正面写真．右下肺野に血管の不鮮明化を伴う
淡い肺炎の浸潤陰影と，左上肺野に下部の境界が鮮明
な肺野濃度の上昇領域を認める．左心陰影後部は境界
不鮮明な濃度上昇があり，下肺血管が明瞭でない部分
が認められる．
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球状赤血球などの異常赤血球も認めなかった．
経過：肺炎に対して外来にて抗菌薬点滴を行うととも

に，多発性腫瘤に対して精査を行った．右下肺の肺炎陰
影は抗菌薬投与により完全に消失した．一方，左肺の胸

膜腫瘤は多発性で左肺に限局しており，過去に腹部外傷
による摘脾の既往があること，腹部にも複数の小腫瘤を
認めることから splenosis を疑い，99mTc-スズコロイドシ
ンチグラフィーと，鑑別診断のためPET-CTも施行した．

PET-CT では左背部の腫瘤に SUVmax 2.7 の集積があ
り，後期像でも 2.3 と集積の増加は認められなかったが，
99mTc-スズコロイドシンチグラフィー（図 5）では左の
胸膜腫瘤，心膜腫瘤，左上腹部腫瘤に一致して取り込み
を認めた．また骨盤腔にも小さな取り込みが認められた．
以上より thoracic splenosis および abdominal splenosis
と診断でき，侵襲的な組織学的検査を避けることが可能
であった．

考　　察

脾症（splenosis）の概念は l939 年に Buchbinder ら1）

によって提唱された．外傷性脾損傷による脾摘出術後に
再開腹した際に，腹腔内に遣残生着した脾組織を認め，
外傷や外科手術による脾損傷が原因となり脾臓組織の一

図 3　胸部 CT 画像．左胸部において，気管分岐部の高さに 4 cm 大の後
部胸壁腫瘤，および前胸壁，後部心膜，側胸壁，横隔膜上に腫瘤を認め
る．

図2　胸部CT画像．右下葉の肺炎像と，左胸腔内の心膜，
壁側胸膜に腫瘤を認める．
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図 4　上腹部 CT 画像．正常な脾臓は認められない．横隔膜をはさんで上
下に腫瘤と，腹腔内に複数の小腫瘤を認める．

図 5　99mTc-スズコロイドシンチグラフィー．図 3，4 で認められた左肺の
前後の胸壁腫瘤，心膜腫瘤，左上腹部腫瘤に一致して取り込みを認める．
また当初 CT 画像で気づかなかった骨盤腔にも取り込みが認められた．
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部が異所性自家移植を起こしたものとして，腹膜に多数
の脾組織転移が起こる状態を脾症（splenosis）と命名し
た1）．

脾症の場合，脾臓組織の直接的な播種が要因となるた
め，腹腔内に多く生じ，腸間膜，小腸漿膜，大網，肝下
面や横隔膜下，ダグラス窩などに認められるが，実質臓
器内として肝，腎，膵，皮下，腕，頭蓋内などに生じた
報告例2）もある．

腹腔内脾症については，脾臓摘出術後患者の約 323）～
66％4）に脾症を認めるとの報告がある．腹腔内脾症は脾
外傷や腹部手術後 5ヶ月～33 年で生じ，個数は 100 個以
上が多いが400個以上の報告もあり，大きさは数ミリメー
トル～7 cm が報告5）されている．多くは無症状で偶発的
に発見されるが，腸閉塞，腹腔内出血，消化管出血，腹
痛などの臨床症状を呈する場合や，以前から存在してい
た Felty 症候群や先天性溶血性貧血，血小板減少性紫斑
病が摘脾後にsplenosis発症により再発した報告6）がある．

胸腔内脾症は 2006 年までに 56 例の報告があり，男女
比は 2.6：1 で男に多い7）が，これは原因のほとんどが外
傷によるためと思われる．本症はすべて左胸部のみに認
められる8）．腹腔内脾症を伴っており，横隔膜の貫通性
の外傷により胸腔内の心膜，胸膜，縦隔に認められるが，
肺内に生じたとの報告9）もある．

胸腔内脾症については腹腔内脾症例の 27％，横隔膜
損傷を伴う脾損傷例の約 18％に本症が認められるが10），
ほとんど自覚症状がないことから実際にはさらに頻度は
高いと考えられる．外傷から発見までの期間は3～45年，
平均 21 年で，胸部 CT 画像では左肺に限局し胸膜に底
辺をもつ円形の陰影として認められ，直径は 1～9 cm（ほ
とんどは 3 cm 大）で，12 cm 大の報告もある．単発性
25％，多発性 75％である11）．多くは無症状で偶発的に発
見されるが，ごくまれに胸痛，咳，血痰などが認められ
る8）．

脾摘後の患者では末梢血の大小不同や，Howell-Jolly
小体，Heinz 小体の存在が知られるが，splenosis により
脾機能の回復とともに消失されるとされ，本症例におい
ても認められていない．本症例では蛋白分画は正常で，
IgM 111 mg/dl と正常に保たれていた．

脾摘後に自家移植された脾臓組織は数ヶ月で脾機能を
有し，20～30 cc 程度の容積があれば破砕赤血球が有意
に減少することが認められる12）が，splenosis による脾摘
後の感染防御の役割については，IgM やオプソニン効
果を増加させて肺炎球菌に対する感染を減少させるとの
報告がある．一方，十分な防御作用には元の脾臓の 50％
以上の組織量が必要との報告13）があるなど議論のあると
ころである．

異所性脾臓組織の画像診断には，一般的に核医学検査

が用いられる．脾摘後に自家移植された脾臓組織は数ヶ
月で脾機能を有し，20～30 cc 程度の容積があれば脾臓
シンチグラフィーにて取り込まれる12）．

網内系のなかで高い貪食能を有するのは肝臓のKupffer
細胞と脾臓の細網細胞であり，脾臓の同定にはこれを利
用しており，シンチグラフィーとしては 99mTc-スズコロ
イド，イオウコロイド，99mTc-熱処理障害赤血球，111I-標
識血小板などによる脾臓シンチグラフィーがあり，後 2
者では脾臓組織に集積性が高く，より有用である．注射
されたスズコロイドは脾臓に 10％程度しか取り込まれ
ないが，熱処理障害赤血球は 90％以上が取り込まれ14），
99mTc-熱処理障害赤血球シンチグラフィーでは 1～2 cm
大の，機能のある脾組織を検出できるとされる．近年，
網内系細胞に取り込まれる性質のある超常磁性酸化鉄製
剤（superparamagnetic iron oxide：SPIO）を造影剤と
して使用した SPIO 造影 MRI が行われているが，シン
チグラフィーよりも解像度が高く，核種を使用せず被曝
の心配もない点も，脾症や副脾の画像診断に有用として
近年注目されている．

脾臓は MRI の T1 強調像で低信号，T2 強調像で高信
号を示すが，SPIO 造影後の T2 強調像（T2*）は信号低
下を示すことから確定診断される．静脈に投与された
SPIO は 8 割が肝臓へ，残りの 2 割が脾臓へ取り込まれ
るため，肝内脾症においても SPIO 造影後の T2 強調像

（T2*）で，肝の信号低下に比べ脾臓の信号低下が小さ
いことから診断に有用とされる15）16）．しかしまれに肝内
脾症例で，脾症に著明な鉄沈着が求められる場合，通常
の T1，T2 強調像ですでに低信号を示す例があり，注意
が必要である17）．

脾症はこれらの画像的検査により確定診断が得られ，
特に腫瘍による臨床症状がみられない場合，治療の必要
性がない病態である．

CT ガイド下生検や針生検は往々にして診断が得られ
ず，胸腔鏡検査での術中迅速標本においても場合によっ
てはリンパ増殖性疾患などと誤診を生じることが報告さ
れており，注意を要する18）19）．

thoracic splenosis はほとんどが非浸襲的に診断可能
であり，key point として多発性で，症状がなく，左胸
に限局した，胸膜病変で，既往歴に胸腹部の傷害と脾摘
のある場合は本症を常に鑑別診断に入れ20），正しく画像
診断を行うことにより不必要な生検や外科的侵襲を避け
ることが必要である20）21）．

本症例の概要は日本呼吸器学会第 45 回中国・四国地方会
（2010 年 7 月，徳島市）にて発表した．
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Abstract

A case of thoracic splenosis

Kosuke Moria,*
aDepartment of Respiratory Medicine, Ehime Rosai Hospital

*Present address: Department of Internal Medicine, Murakami Memorial Hospital

This case report describes a 37-year-old woman, who was diagnosed incidentally with thoracic splenosis 
（TS） in the evaluation of pneumonia, 20 years after a traffic acccident and splenectomy. A 99mTc sulfur colloid 
scan demonstrates a multiple area of increased uptake at the left hemithorax and left abdominal area corre-
sponding to the nodules on the CT scans. Splenosis is the heterotopic autotransplantation of splenic tissue after 
splenic trauma or surgery in the abdominal, pelvic or thoracic cavity. Most TS cases are asymptomatic and are 
diagnosed incidentally as pleural nodules or masses on a chest radiograph or unrelated diagnostic imaging. Multi-
ple, asymptomatic, left-sided pleura-based lesions associated with a history of splenic trauma or surgery are the 
key features suggesting a diagnosis of TS. This diagnosis can often be confirmed by superparamagnetic iron ox-
ide （SPIO） -enhanced MRI and radionuclide scintigraphy, noninvasively. Awareness of this diagnosis can avoid 
unnecessary invasive diagnostic procedures, including surgical intervention or thoracotomy. In conclusion, tho-
racic splenosis should be considered in a differential diagnosis when patients present with intrathoracic masses 
accompanied by a history of splenic injury. We should avoid unnecessary invasive diagnostic procedures by a 
proper imaging diagnosis.
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