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フェレットの皮膚血管肉腫の 1 例
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要 約

フェレット (Mustelaputoriusルro)における皮膚血管肉腫の発生率は低く，他臓器同様に報告はあるが，詳細は明

らかでない.本症例では，左後肢の中足部背面皮膚に難治性潰蕩が発生し，悪化傾向を示し断脚が行われた.病変部の

病理組織学的検査により，血管内皮細胞様の多形性を示す細胞の腫蕩性増殖が認められ，抗第澗因子関連抗原抗体を用

いた免疫組織化学的染色においても陽性を呈し，血管肉腫と診断された.本症例は，再発や遠隔転移もなく術後6カ月

経過した現在も経過は良好である.フェレ ットの皮膚血管肉腫における詳細な臨床経過，免疫染色による確定診断の有

用性，断脚後の予後は良好である可能性を示唆した始めての報告である.

一一キーワード:フェレッ ト，血管肉腫，皮膚.

フェレットは比較的腫蕩発生率の高い動物である.

Beachら[lJの報告によると，フ ェレッ トにおける血

管肉腫を含む血管系腫蕩は， 全発生腫蕩の中で3番目に

多い9.3%であり，発生部位として心臓，肝臓や牌臓の

報告はあるが，皮膚はない.またU ら [2Jの574例の

報告においても皮膚血管肉腫の報告はない.Williams 

ら [3Jによると， 11年間の 1，525例において，血管肉

腫は全体の約 1%，そのうち皮膚血管肉腫はその半数の

約0.5%であった.このように皮膚に発生する頻度は半

数と高いが，フェレットにおける血管肉腫の報告は少な

く，そのうち詳細な臨床経過や確定診断に免疫組織化学

的検索を用いた報告はない [4-6J.今回，左後肢の中足

部皮膚に難治性潰蕩が発生し，悪化傾向を示し断脚を行

った後，免疫染色も含め血管肉腫と確定診断した症例を

経験したので概要を報告する.

症例は，フェレット (Mustelaρutoriusfuro). 3歳，

去勢雄，体重 1.0kgである.ワクチンは接種済みであ

り，既往歴はない.他院にて左後肢の中足部背面部皮膚

の潰蕩病変を腫蕩と仮診断され， 3カ月間，クロラムフ

エニコール (30mg/kg1日2回)とデキサメタゾン

(O.2mg/kg， 1日1回)が投薬されていたが，悪化傾向

のため当院を紹介受診した.初診時(第1病日)の中足
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部の肉眼所見は，出血を伴う潰蕩を中心に辺縁組織が肥

厚，隆起した病巣であった(図1).好中球を主体とする白

血球増多症 (24，090/μl)があり， ALPのみ高値 (239U/l)

を示した.X線検査にて腫大した牌臓が確認されたが，

図I 左後肢中足部背面の潰傷状腫癒病変
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図2 病理組織学的所見:類円形あるいは紡錘形と多形態

を示す細胞の増殖および血管様構造の形成が認められ

る.へマ トキシリン・エオジン染色 (x400). 

図3 渡辺鍍銀法により血管様構造が明瞭に認められた

(x 200). 

左後肢の骨病変等は認められなかった.牌臓は超音波検

査において，超音波強度や構造の変化を伴わなかった.

針吸引細胞診は誤診を避けるために炎症の強い潰蕩部を

避け，潰傷部と正常組織の境界部で'frったが，炎症細胞

のみであった.また，潰蕩部の細菌検査において Group-G

Streptococcusおよび‘Enterobactercloacaeは陽性，カ

ンジダ，真菌，緑膿菌， MRSAは陰性という結果が得ら

れ，エンロフロキサシン(lOmg/kg，経口投与， 1日1

回)を選択し，同時に湿潤療法を行った.第9病日， r貴
携は良化し，肉芽組織が増生したので縫合処置を行っ

た.縫合時に皮下織を含めた潰場周辺隆起病巣の一部と

所属リンパ節である膝寓リンパ節を摘出し，病理組織学

的検査を行ったところ，漬蕩，壊死を伴う 化膿性皮膚

炎，およびリンパ節の反応性過形成と診断された.第22

病日，痛みや出血による貧血などの管理が困難となった

ため， QOLの向上と確定診断のため左後肢断脚手術を

行った.予後の歩行障害予防とマージンを大きく確保す

図4 腫蕩細胞は抗第四因子関連抗原陽性であった.

(x 400). 

るため定法通り股関節からの断脚を行った.漬蕩と正常

組織境界部を含めた病変部皮膚を筋層まで採取し病理組

織学的検査を行った.ヘマ トキシリン ・エオジン染色に

おいて，卵円形あるいは紡錘形と多形態を示す腫蕩細胞

の増殖および不完全な血管腔様構造，もしくは間隙の形

成が認められ，個々の細胞境界は不明瞭であった.腫蕩ー

細胞は好酸性細胞質を有し，核は円形から楕円形，クロ

マチンは微細頼粒状であり，有糸分裂像が散見された.

腫蕩細胞の筋層への浸潤も認められた(図2).渡辺鍍銀

法により血管様構造が明瞭に認められた(図3).腫蕩細

胞は抗第四因子関連抗原抗体 (ダコ ・ジャパン(槻，京

都)を用いた免疫組織化学的染色で，陽性を呈した (図

4) .以上の所見により血管肉腫と診断した.術後6カ月

経過した現在，経過は良好であり遠隔転移もなく生存し

ている.

皮膚血管肉腫は犬においてはまれであり，孤立性また

は多中心性の一部として発生する.いっぽう，猫では多

発傾向で，おもに頭部，四肢遠位，爪に認められる [7，

8J.フェレッ トにおいては報告が少なく，好発部位は，

いまだ不明である.

本症例は，長期におよぶ投薬により，病変部に炎症細

胞が集積していたため，針吸引細胞診や皮下織までの生

検では，肉芽腫性炎症と腫湯との鑑別が困難な状態にな

っており，断脚前の諸検査において確定診断に苦慮し

た.また，中足部は，神経，血管が豊富で骨格筋の筋層

までの生検採材が困難であったことも確定診断を困難に

した原因と考えられた.臨床獣医師は本症例のように重

度な炎症がある腫傷の場合，針吸引細胞診では診断が困

難であること，生検でも深部まで採取しないと確定診断

ができない場合があることを認識しなくてはならない.

また，肉眼所見として単一で境界明瞭な赤褐色の隆起性

病巣が出血や潰傷を形成するという特徴的な皮膚病変に

遭遇した場合 [7，8]，血管肉腫を考慮し，生検する際，
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できるだけ骨格筋を含む深部まで採材する必要性がある rets 574 cases (1968-1997)， J Am Vet Med Asso， 212 

と考えられる 1402-1406(1998) 

抗第四因子関連抗原抗体を用いた免疫染色で陽性結果

が得られたので，第四因子関連抗原に関する検索は，フ

ェレッ トの血管肉腫の確定診断に有用である と考えられ

た.しかし犬猫でもすべての症例がこの抗原に陽性では

なく [7，8]，フェレットでの陽性結果の報告も他にない

ので，今後症例数を増やし検討する必要がある.

犬猫での原発性皮膚血管肉腫は内臓に発生したものに

比べ転移が少なく生存期間が長いとの報告がある [7，

8J.本症例では， 6カ月の生存期聞が得られ，フェレッ

トにおいても同様のことが推測される.今現在，フェレ

ットの血管肉腫は予後が不明なため，定期的な検査が必

要であると考えられる.今後はフェレットにおける自然

発生腫蕩の症例数を増やし，皮膚血管肉腫の発生頻度，

確定診断法，予後について検討していきたい.
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Cutaneous hemangiosarcoma in a ferret 

Mamoru ONUMAぺHirotakaKONDO， Sadaharu ONO， Mariko UEKI， 

Hisashi SHIBUYA and Tsuneo SATO 

* Onuma Animal Hospital， 2-108 Sagami-cho， Koshigaya， 343-0823， Japan 

SUMMARY 

In ferrets (Mustela putorius furo) ， the incidence of hemangiosarcomas is low. Cutaneous hemangiosarcomas 

in ferrets have been reported as in other organs， but the clinical and diagnostic details are unclear. The pre-

sent case developed an ulcerative lesion on the dorsal skin of the metatarsal region of the left hindlimb， and 

the limb was surgically amputated due to exacerbation of the lesion. A diagnosis of hemangiosarcoma was 

obtained based on histopathological examinations. The examinations revealed proliferation of endothelial cell-

like pleomorphic cells， which were immunohistochemically positive for Factor VIH-related antigen. The present 
case achieved long-term survival without recurrence or distant metastasis after six months， and is currently 

showing good prognosis. We describe details of clinical progress usefulness of immunohistochemical stain-

ing， and possibility of good prognosis in a ferret cutaneons hemangiosarcoma. 

一一-Key words : Ferret， hemangiosarcoma， skin. 
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