
皮膚病理カンファ記録 12-17 回 

 

第 12 回 和医大皮膚科皮膚病理カンファ 2010 年 11 月 24 日  

１.B- 女性（xxxx842） メルケル細胞癌  貴志助教 

比較的小型で N/C 比の高い腫瘍細胞は索状配列をしめし、trabecular type と考えられ

る。 

２.B- 女性（xxxx696） malignant lymphoma 貴志助教 

真皮内に胚中心を伴うリンパ球の集簇、リンパ濾胞形成がみられる。ML の皮膚浸潤と

確定診断に至らず、IgH 遺伝子再構成を提出中。 

３.B- 男性 （xxxxx707） ACLE?    

 ACLE ではなく、症状、経過からも中毒疹の可能性が高い。 

４.B-  男性 （xxxx813）  ATL        豊澤医師 

 ATL で血液内科通院中。左大腿部、右腋窩に皮下硬結を触知。 

組織学的には真皮から深部組織内に結節状の腫瘤形成がみられ、多形性の目立つ大型の

異型リンパ球の浸潤を認める。 

臨床所見からはリンパ腫型が考えられる。スライド参照。 

５.B-  女性（xxxx999） メルケル細胞癌 古江医師 

原発巣：N/C 比の高い顆粒状クロマチンを有する比較的小型の類円形細胞の胞巣状増生

を認める。Intermediate type？ 

 

第 13 回 和医大皮膚科皮膚病理カンファ 2011 年 1 月 5 日 

１.B-  M（xxxx964） pemphigus foliaceus  国本医師（古川教授） 

病理組織学的所見 HE では表皮内水疱の形成と棘融解細胞が水疱内に浮遊している像

がみられ、DIF では IgG および C3 が表皮細胞間全層にわたって沈着している。 

臨床所見は痂皮を伴う弛緩性の水疱であり、落葉状天疱瘡の典型例。 

２.B-   M （xxxx327）   basal cell carcinoma 下松医師 

病理組織学的所見から、モルフィアとするには膠原線維の増生も少なく、腫瘍細胞も散

布性でないため、通常の結節型でよいのでは。 

３.B-   F （xxxx26） squamous cell carcinoma 国本医師 

臨床所見からは有棘細胞癌や脂腺癌を疑う。HE 標本の所見では有棘細胞癌の所見が中

心であるが、一部では脂線分化や汗腺への分化がみられ、多分化能をもつ毛包系腫瘍の

可能性が高い。 

４.B-  F  （XXXX634）Bowen’s desease?  岡本医師 

カンファに出席できず、取り下げ。 

５.B- F  （xxxxx49）アレルギー性肉芽腫性血管炎？ 池田医師 

HE 標本では脂肪隔壁内に肉芽腫形成がみられる。病理組織学的所見からはアレルギー



性肉芽性血管炎として矛盾しないが、臨床所見を合わせると ANCA 関連腎炎(ｍPN)の

可能性は否定できない。 

 

第 14 回 和医大皮膚科皮膚病理カンファ 2011 年 2 月 23 日 

１.B-  F （xxxx415） proliferative fasciitis  国本医師 

HE 標本では弱拡大では真皮深層から脂肪織にかけて紡錘形細胞が花むしろ状に増殖、

背景は粘液性変化を伴う。エオジン好性の無構造な間質を認める。赤血球の血管外漏出

もみられる。強拡大では大型の核を有する ganglion-like cell が認められ、proliferative 

fasciitis として矛盾しない。Pseudosarcoma として報告されている疾患であり、間葉

系悪性腫瘍との鑑別が必要な炎症性腫瘍である。 

２.B- F （xxxxx238） malignant melanoma 山本准教授 

 

第 15 回 和医大皮膚科皮膚病理カンファ 2011 年 4 月 13 日 

１.B-  M （xxxx269）  悪性黒色腫   岡本医師 

２.B-   F （xxxx98）   悪性黒色腫     上中医師 

Nodular MM 

脈管浸潤を疑ったら 

 追加染色 

 リンパ管：D2-40（リンパ内皮細胞の細胞膜に染まる）   

 脈管：VB-HE (弾性線維を青く染めるビクトリアブルー染色を追加している) 

 

病理学的な結節型ＭＭ 

 結節病変が表皮突起３つ以内 

３.B-   M (xxxx662)     悪性黒色腫  貴志医師 

ALM 

初期のメラノーマ：異型性の乏しいメラノサイトの増殖時の判断 

 以下はメラノーマの所見 

 メラノサイトの分布が不均一 

 付属器への進展 

 皮丘（汗管の開口部）に異型メラノサイトが分布 

 （なお、皮丘と皮溝を鑑別するためには、標本の切り出しに注意！） 

 

第 16 回 和医大皮膚科皮膚病理カンファ 2011 年 6 月 15 日 

１.B- F   （xxxx907）  MM  奥平医師 

 ・（臨床的に）結節を形成する、vertical phase の SSM。 

・NM 型は予後不良といわれているが、この症例の予後は？ 



 

≪山本准教授からのコメント≫ 

悪性黒色腫の病型分類 

結節型、についてはけっこう勘違いがあります。 

ALM や SSM の in situ が浸潤癌になると、それを結節が生じたからということで 結節型 

と呼ぶ人は少なくありません。 

SSM が NM になることはなく、それは SSM in situ が invasive SSM になったということ

です。 

日本語の 結節 と 結節型悪性黒色腫 の 結節 とは意味が違うので、間違うことになるのでしょう。 

病理学的に、辺縁の表皮索を３つ越えない のが 結節型黒色腫の定義です。 

 

２.B- F（xxxx413）  CCLE  石黒医師 

表皮基底部の液状変性、毛孔角栓、真皮の巣状リンパ球浸潤。 

IF にて基底部に C3 陽性。 

CCLE 典型例。 

３.B-    F  (xxxx731) EPPER    三木田医師 

Eosinophilic, polymorphic, and pruritic eruption associated with radiotherapy 

(EPPER)  

臨床症状：  

 性別：女性に多い  

 原疾患は子宮頸癌、乳癌などが多い  

 局所性（照射部）および汎発性に掻痒を伴う紅色丘疹、膨疹  

 時に小水疱や水疱。  

病理組織：  

 Superficial and deep perivascular lymphohistiocytic   

 infiltrate with eosinophils. 

 （蛍光抗体直接法）IgM and C3 perivascular deposits in the  

 superficial dermis. 

４.B- F（xxxx431） コレステリン塞栓症 下松医師  

血管内皮腫大、器質化。内腔にレンズ状のコレステリン結晶。 

器質化した血管内腔近傍に赤血球を入れた小腔あり、再疎通像と思われる。時期として

は晩期か。 

 

第 17 回 和医大皮膚科皮膚病理カンファ 2011 年 8 月 3 日 

 

１.B-  M（xxxx384）    稲葉医師 



右こめかみのドーム状紅色腫瘤。 

腫瘍細胞は異型を有する紡錐形細胞・組織球様細胞から成り、一部表皮と連続性あり。 

CKAE1/AE3 弱陽性、vimentin 陽性。 

免疫染色結果を加味すると UPS/MFH が疑われたが、表皮と連続性がある点を重視す

ると Spindle cell SCC の可能性もあり。免疫染色で上皮系の染まりが悪いのは分化度

の違いか。 

２.B-  F（xxxx199）  angiosarcoma ＋放射線皮膚炎 下松医師 

angiosarcoma 

 腫瘍の胞巣状増生、複数の血管腔の吻合、管腔に突出する腫瘍細胞 

radiation dermatitis 

 角化、深部血管壁の肥厚、付属器の消失、膠原線維の浮腫化 

３.B- F（xxxx955）  lymphocytoma cutis benigna 三木田医師 

真皮と皮下脂肪組織に密なリンパ球浸潤  

 リンパ濾胞様構造  

 top heavy の浸潤パターン  

 grenz zone はこの症例でははっきりせず 

 tingible body；リンパ球の破砕物  

 

 

 

 


