
第 18回	 和医大皮膚病理カンファ	 2011年 9月 28日	 （石黒まとめ、以下同じ） 
 
１.B-女児	 verrucous hemangioma / ACCN 	 豊澤 
・出生時より存在する角化を伴う暗赤色斑。 
・病理所見：著明な角質増殖。表皮突起の延長し拡張血管を包みこむ。深部（皮下脂肪

織）でも拡張血管の増生が認められる。拡張血管は１層の扁平な内皮細胞からなる。 
・診断 

• 母斑様限局性体幹被角血管腫  
	 	 （Angiokeratoma corporis circumscriptum naeviforme; ACCN) 

• 疣状血管腫（verrucous hemangioma；VH) 
→最近では、両者を厳密に区別しない方向で hyperkeratotic capillary-venous 
malformation と呼ばれる。  
 
 
２.B-4	 歳女性	 AGEP	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 三木田 
・ICU入院中。全身に広がる紅斑、小膿疱。 
・病理所見：角層下・ 角層内膿疱 。海綿状態は軽度。真皮乳頭の浮腫、 血管周囲性
のリンパ球や組織球の浸潤 （好酸球や好中球も混じる） 時に血管炎や keratinocyte
の個細胞壊死	 。 
・鑑別診断  
	 AGPB、膿疱性乾癬、角層下膿疱症、白血球破砕性血管炎  
特に AGPBは血管炎必須。 
 
 
３.B-42歳	 inverted follicular keratosis?	 	 	 奥平 
・大腿の持続する膿汁排せつ 
・病理所見：表皮から真皮内へ一部ドーム状陥凹を伴う腫瘤。有棘層の肥厚、大小不同

の squamous eddyが目立つ。基底層は保たれている。 
 

• 毛包漏斗部上皮細胞由来の良性腫瘍で、病巣内部に多数の角質渦 squamous 
eddyを有する． 

• 本症と被刺激性脂漏性角化症との異同ははっきりしない。  
• 中年以降の顔面に好発． 通常単発性の疣贅状もしくは角化性結節病変．  

・鑑別 
• ①有棘細胞癌   
• 	 	 転移巣での原発巣病変の診断	 治療の効果判定  
• 	 	 ほとんどの場合は不全角化  
• ② irritated seborheic keratosis-被刺激性脂漏性角化症 - 
• 	 	 正常の角化	 最も頻度が高い  
• ③ inverted follicular keratosis-反転性毛包角化症 - 
• 	 	 irritated seborheic keratosisによく似る  



• 	 	 オニギリを砂地に埋め込ませたような全体像であり、  
• 	 	 そのなかに squamous eddyが多数存在して独特  
• ④毛包系腫瘍   
• 	 	 毛由来の腫瘍では大小さまざま  
• ⑤その他   
• 	 	 潰瘍辺縁や創傷の治癒過程  

 
第 19回	 和医大皮膚科皮膚病理カンファ	 2011年 2011年 11月 2日	  
１B-  32歳	  clear cell sarcoma	 石黒 
足背の皮下腫瘤 
真皮から筋肉に浸潤のある腫瘤、腫瘍細胞は核小体明瞭、淡明な胞体を有する紡錐形～

多角形細胞。一部メラニン顆粒を混ずる。Melan-A、S-100陽性。 
（染色体転座あり t(12;22)(q13;q12)） 
	  
２.他院組織標本	 80歳	 pseudo-Kaposi’s sarcoma疑い 三木田	  
胸腹部の血管腫瘍局面 
Acroangiodermatitis 
Pseudo-Kaposi sarcoma 
原因：AVM、動静脈瘻、慢性静脈不全、四肢麻痺 
＊Bluefarb syndrome：先天性の AVM 
＊angiodermatitis of Mali：慢性静脈還流不全 
組織； 
	 壁が肥厚した真皮毛細血管の増殖 
	 真皮のヘモジデリン沈着を伴う赤血球漏出 
	 血管周囲の単核球や線維芽細胞の浸潤 
	 ＊Kaposi肉腫との鑑別 
	 	 vascular slit、核異型、CD34、HSV8 
 
３.B-Queyrat紅色肥厚症  	 下松 
・ペニスの紅斑 

 病理組織で Bowen 病とは区別しづらく、その疾患の独立性や Bowen 病との異
同については、統一的な見解はなされていない。  

 病理所見:角質層はほとんど欠如し、基底細胞様細胞の増殖が主体。初期には表
皮下半分のみの異型性が見られる。 全層性の細胞異型。個細胞角化、clumping 
cells、細胞分裂像が散在。 

 好発年齢:平均年齢 55歳。亀頭、包皮、冠状溝に多い。  
 原因:包茎者に多く、割礼者には見られないことから局所の慢性刺激が重要視さ
れている。また HPV-16等のウイルス感染が原因のこともあり。  

 予後:皮膚の Bowen病よりも癌化率が高く(10～40%)、また尿道への浸潤が生じ
ることもあり。  

（敬称略） 



第 20回	 和医大皮膚科皮膚病理カンファ	 2012年 2月 1日  
１.B-4epithelioid hemangioendothelioma （EHE）石黒 
・後頭部皮膚のポリープ状暗赤色腫瘤と皮下・頭蓋骨内に連続する腫瘤。 
・病理所見：拡張した血管腔を伴う血管内皮細胞の増生。angiosarcoma様の部位や、
スリット状の管腔を伴う部位、細胞内管腔を伴う部位などが多彩に混在。異型性はある

が軽度、異常な分裂像は乏しい。 
・診断	 EHE 
鑑別診断	 angiosarcoma, composite hemangioendothelioma 
（追記） 

3日後の浜名湖病理研究会で提示・discussionしたところ、composite HEではない
かと指摘あり。 
 
２.B-granular cell tumor	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 下松 
右肩の大型・硬・筋肉浸潤のある皮下腫瘤。 
膠原線維に分け入って入るような腫瘍細胞で、細胞質に好酸性の顆粒、核は比較的小さ

い。 
• 顆粒細胞腫は Schwann細胞由来の頭頸部に好発する比較的まれな腫瘍。 
• S-100、vimentin、NSE陽性   
• 2%に悪性化。 
• [悪性を示唆する所見]  
• ☆病理学的には 
• ①壊死②腫瘍細胞の紡錘形化③核小体および粗大核クロマチンの存在④核分裂

像⑤N/C比の増大 ⑥核の多形化 
（該当項目が 0…組織学的良性	 1~2…組織学的異型	 3 個以上…組織学的悪
性） 

• ☆大きさ的には  良性 1~4.2cm(平均 2cm)、悪性 1~12cm(平均 4cm) 
• ☆臨床的には	  腫瘍の大きさや潰瘍化、成長の速さ、近接部位への浸潤の状態 

→この症例はかなり大型で筋肉への浸潤もあるが、良性でよいのか？ 
 
３.B-granuloma annulare?	 	 	 上中 
・手背の堤防状縁取りを有する紅斑。関節痛あり。 
・病理所見：肉芽腫形成。巨細胞が膠原線維を貪食している。しかし典型的な柵状肉芽

腫ではない。 
・基礎疾患：RA？SjSあり 
→感情弾性線維融解性巨細胞肉芽腫（AEGCG）ではどうか？ 
 

 
 
 


