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英文アブストラクト

Congenital hemangiomas are rare vascular tumors that are fully developed at birth and undergo no further postnatal

enlargement. They have been divided into two subgroups based on their postnatal behavior：rapidly involuting

congenital hemangioma（ RICH ）and non-involuting congenital hemangioma（ NICH ）. RICH is common in the

head/neck region and the extremities, but it rarely involves the trunk. We report two cases of RICH in the trunk and

summarize the features characteristic of RICH compared to other vascular anomalies.
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はじめに

皮膚軟部組織の血管性病変は，血管腫と血管奇形に

大別される
1）
。血管腫の新たな亜型概念として提唱さ

れた先天性血管腫
2）
は，胎生期に増殖のピークを迎え

たまれな血管腫であり，生後急速に退縮する rapidly

involuting congenital hemangioma（以下，RICH）と，

退縮しない non-involuting congenital hemangioma

（以下，NICH）に分類される
3）
。RICH は，頭頚部・

四肢に好発し，体幹に発生することはまれである
4）
。

今回われわれは，体幹に発生したRICHと考えられた

�症例を経験した。RICH に関するわが国からの報告

は渉猟し得た限りではなく，RICH の特徴と鑑別すべ

き疾患について文献的考察を加えて報告する。

症 例

症例 1：�ヵ月，女児。

主訴：左胸部の赤紫色腫瘤。
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既往歴・家族歴：特記すべきことなし。

現病歴：生下時より存在し，増大することなく縮小

してきた。近医形成外科で血管腫を疑われ，当科紹介

となった。

初診時現症：腫瘍の大きさは約 7×6 cm で，中央

は軟らかく陥凹しており赤紫色で，辺縁は青白色調で

あった（図 1a）。

エコー所見：皮下脂肪層に限局する等〜低エコー領

域を認めた（図 2）。

臨床経過：急速な縮小とエコー所見よりRICHと診

断し，経過観察とした。生後.ヵ月時には，色調は薄

くなった（図 1b）。/歳0ヵ月時の現在，色調はさら

に薄くなったが，皮下静脈が目立ち，陥凹変形が残存

する（図 1c）。女児の胸部であり，乳房の発育に対す

る影響を含め，今後も慎重な経過観察を要する。

症例 2：/ヵ月，男児。

主訴：右腰殿部の青色斑。

既往歴・家族歴：特記すべきことなし。

現病歴：生下時よりドーム状に隆起した赤紫色腫瘤

が存在（図 3a）し，増大することなく縮小してきた。近

医皮膚科で海綿状血管腫を疑われ，当科紹介となった。

初診時現症：腫瘍の大きさは約 5×4 cm で，平坦

で境界不明瞭な青色斑であった（図 3b）。

エコー所見：皮下脂肪層に限局する低エコー領域を

認め，内部を血管が走行する所見を認めた（図 4）。

臨床経過：急速な縮小とエコー所見よりRICHと診

断し，経過観察とした。生後0ヵ月時には，陥凹変形

が目立つようになった（図 3c）。/歳.ヵ月の現在，

薄い青色斑と線状の陥凹変形が残存している（図 3d）。
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図 1 症例/ 臨床所見

（ａ）生後�ヵ月初診時の所見：中央は赤紫色で陥凹し，

辺縁は青白色調の腫瘍を認める。

（ｂ）生後.ヵ月時の所見：初診時に比べ，色調は全体に

薄い。

（ｃ）/歳0ヵ月時の所見：色調はさらに薄くなったが，

皮下静脈が目立ち，陥凹変形が残存する。

（ｂ）

（ｃ）

図 2 症例/ 初診時エコー所見

皮下脂肪層に限局する等〜低エコー領域（矢頭部）を

認める。



考 察

1982 年に Mulliken & Glowacki
1）
が血管性病変を細

胞生物学的見地から血管腫と血管奇形に大別し，1996

年に the International Society for the Study of Vascu-

lar Anomalies（以下，ISSVA）の会議にて ISSVA分

類
5）
が承認された。1996 年に Boon ら

2）
が，乳児血管

腫（infantile hemangioma，以下 IH）と区別すべき血

管腫の新たな亜型概念として先天性血管腫（con -

genital hemangioma，以下 CH）を提唱し，RICH
2,4）

と NICH
6）
という�つのサブグループが改訂版 ISSVA

分類
3）
に掲載されている。以下に，RICH の特徴と鑑

別すべき疾患について，詳細を記す。

�．臨床所見

IH は生後数日ないし数週から出現し，/歳ごろを

ピークとする増殖期に続いて退縮を始め，70％が1歳

までに退縮し，2歳以降に消失にいたる
7,8）
。30〜50％

は生下時に前駆的な皮膚病変を認めるとされる
7）
。一

方，CHは胎内で発生し，生下時には増殖が完了して

おり，IH のように生後の増殖を認めない
4,6）
。RICH

は生後 6〜14ヵ月までに急速に退縮し
2）
，NICH は退

縮しない
6）
ことが特徴である（図 5）。RICHは退縮後，

皮膚・皮下組織の萎縮や皮膚の余剰，瘢痕をきたし，

IH に特徴的な線維脂肪変性を認めることは多くな

く
9）
，正常な皮膚もしくは軽度の毛細血管拡張となる

こともある
2）
。本症例は，�例とも皮膚・皮下組織の

萎縮をきたした。

体幹に発生したRICHの�例− 858 −

（ａ）

図 3 症例� 臨床所見

（ａ）出生時の所見（家族の撮影）：ドーム状に隆起した赤紫色腫瘤を認める。

（ｂ）生後/ヵ月初診時の所見：平坦で境界不明瞭な青色斑を認める。

（ｃ）生後0ヵ月時の所見：線状の陥凹変形が目立つ。

（ｄ）/歳.ヵ月時の所見：薄い青色斑と線状の陥凹変形が残存する。

（ｂ） （ｃ）

（ｄ）

図 4 症例� 初診時エコー所見

皮下脂肪層に限局する低エコー領域（矢頭部）を認め，

内部を血管が走行する所見（矢印）を認める。



男女比が 1：3〜1：5 で女児に多い IH
7）
と異なり，

CHは男児に多い傾向はあるが，発生頻度に明らかな

性差はない
4,6）
。IH の好発部位は，頭頚部が最多で，

体幹，四肢と続く
7）
が，RICH は頭頚部（45％），四肢

（52％）に多く，体幹に発生することはまれである
4）
。

平均腫瘍径はRICHが 6 cm
4）
，NICHが 5 cm

6）
である。

RICH の代表的肉眼所見には，①拡張した静脈を伴

う隆起性紫色腫瘍，②青白色の周堤に囲まれ多数の微

細な毛細血管拡張を伴う隆起性灰白色腫瘍，③ピンク

〜紫色の平坦で硬く触れる皮下腫瘍という3種類の形

態が報告されている
2）
。また，中央部に潰瘍や瘢痕，

陥凹を伴うこともある
2,9）
。本症例は，①と②のタイプ

に属すると考えられ，中央に陥凹を伴っていた。

�．病理組織学的所見

病理組織学的に，RICH は毛細血管からなるさまざ

まな大きさの分葉状構造が特徴である。内皮細胞は肥

満しており，基底膜は初期には薄いが，退縮とともに

厚くなる。退縮した領域は，分葉状構造を欠き，密な

結合組織と導出血管からなる
4）
。glucose transport-

er-1 protein（以下，GLUT1）に対する免疫組織化学

染色が，IH の内皮細胞は増殖期〜退縮期を通して陽

性を示す
10）
のに対し，CHの内皮細胞は陰性である

4,6）
。

�．画像所見

/）エコー所見

RICH は，早ければ胎生 12週から胎児エコーで発

見されることがある
2）
。RICH の特徴は，皮下脂肪層

に限局する均一な低エコー領域で，高流速の血管が内

部を走行することである
2,11）

。症例�では，腫瘍内を

走行する血管が認められた。退縮が進むにつれ，長く

蛇行し，圧迫によって扁平化する低流速の血管が多く

なる
11）
。しかし，NICH

6,12）
や増殖期の IH

7）
も高流速の

病変として描出され，エコー所見のみでの鑑別はむず

かしい。IH に比べて，CH では石灰化を認めること

が多いとされる
13）
。線維肉腫などの悪性腫瘍は，エ

コーでは不均一であり，腫瘍内を走行する血管より

も，腫瘍周囲に血管を認めることが鑑別点になる
11）
。

�）MRI所見

RICH は，T2強調画像で高信号を示し，腫瘍内の

表面付近に大きな flow void を伴うことが特徴であ

り，ガドリニウムで不均一に造影されることが多い
4）
。

増殖期の IH は T2強調画像で高信号を示し，腫瘍内

および周囲に flow void を認めることがあり，均一に

造影される
7）
。線維肉腫などの悪性腫瘍は，腫瘍内に

flow void を認めることがあり，不均一に造影される
14）
。

3）血管造影所見

RICH は，拡張した動脈が無秩序に流入し，実質が

不均一に造影され，動脈瘤，動静脈シャント，血管内

血栓を認めることが特徴とされる
15）
。これらの所見

は，動静脈奇形や線維肉腫
14）
にも認められることがあ

り，血管造影所見のみでの鑑別はむずかしい
15）
。

�．鑑別診断と生検

RICH は多くの場合，その特徴的な臨床所見と経過

およびエコー所見から，診断可能である
11）
。鑑別診断

として，動静脈奇形などの血管奇形，kaposiform

hemangioendothelioma などの血管性腫瘍，線維肉腫

や横紋筋肉腫などの悪性腫瘍があげられる
2,5）
。悪性腫

瘍が疑わしい場合は，生検は必須であり
2,5）
，病理組織

学的にRICHに特徴的な分葉状構造が存在する腫瘍辺

縁部を含めて生検する必要がある
4）
。

�．治療

RICH は，自然退縮するため治療が必要となること

は少ないが，潰瘍や出血，動静脈シャントによるうっ

血性心不全などをきたした場合は，塞栓術
9,15,16）
や切

除
2,4）
を要する。RICH の患者における血小板減少は，

kaposiform hemangioendothelioma に 認 め ら れ る

Kasabach-Merritt 現象と比較すると軽度とされる
4,9）

が，ステロイド薬投与などの内科的治療を要すること

がある
2）
。整容的な改善のため，退縮後の病変を切除

したという報告
4）
や，顔面の非対称をきたした症例に

対してフィラーを注入したという報告
16）
がある。ま

た，切除後に再発した症例は報告されていない
2,4）
。

�．発生学的知見

North ら
17）
は，GLUT1 などの胎盤血管関連抗原に

対する抗体反応から，IH の起源は，①胎盤の微小血

管型に分化した血管芽細胞である，②胎盤の絨毛から

胎児循環に入り，塞栓形成した胎盤由来の内皮細胞で

ある，という�つの仮説を立てている。CH は

GLUT1陰性であることから，IHとは生物学的に異な

る疾患であると推察できるが，Mulliken & Enjolras
8）
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図 5 先天性血管腫（congenital hemangioma）と乳児血

管腫（infantile hemangioma）との経過の違い

＊ RICH：rapidly involuting congenital hemangioma，

NICH：non-involuting congenital hemangioma

［文献 12）より引用改変］



は CH と IH が同一患者に発生した症例や，RICH が

不完全に退縮して NICH様となった症例が存在する

ことから，これらはある疾患スペクトラムの一部では

ないかと推察した。CH において GLUT1 が陰性であ

ることの解釈として，血中酸素飽和度などの特殊な胎

内環境により，GLUT1 の発現を促す因子が誘導され

なかったことなどが考えられている
9）
。RICH の起源，

IH との関係など，まだ解明されていない点が多く，

今後の分子生物学的研究が期待される
4）
。

結 語

体幹に発生した RICH の�症例を経験した。RICH

は，その特徴的な臨床所見から診断可能であり，治療

を必要とすることは少ないが，悪性腫瘍との鑑別は慎

重に行うべきである。本症例については，今後も成長

に伴う病変の変化を注意深く経過観察していきたいと

考えている。
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