
日消外会議 23(7):1947～ 1951,1990年

多発性大腸 リンパ管腫の 1例
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節を触れず,
一般臨床検査所見 :Table lのごとく血液一般 。生

化学 ・血清学的検査および腫瘍マーカーなど特記すべ

き異常所見は認められない。

注腸造影検査 |二重造影にて上行結腸のほば中央部

腸間膜付着部側 と後壁,肝 弯曲部および横行結腸ほぼ

Table 1 Laboratory data

きわめてまれな疾患である多発性大腸 リンパ管腫を1例経験したので報告する。

症例は62歳女性.繰 り返す下痢 。裏急後重を主訴に近医受診し,注 腸造影にて上行結腸から横行結

腸に多発性隆起病変を指摘された,大 腸ファイバーでは表面平滑 ・淡青色の軟らかい粘膜下腫瘍像を

呈し,超 音波内視鏡では隔壁を有する嚢腫の所見を得た。大腸 リンパ管腫と診断し,右 半結腸切除術

を施行した,組 織学的にはどれも襲胞性 リンパ管腫であった。

大腸 リンパ管腫は,海 外ではAghaが 22例を集計し,本 邦では自験例が50例日であった。本邦報告

例をみると平均年齢53.1歳で, 3:2の 比率で男性に多く,右 側結腸に多い傾向を認めた。

超音波内視鏡は病変の深達度や性状の観察に有力であり,従 来困難であった大腸粘膜下腫瘍の鑑別

診断に有用な手段になりえると思われた。

Key words: lymphangioma of the colon, multiple cystic lymphangioma,

colonofiberscopic ultrasonography

リンパ管腫は全身の至る所に発生しえるが,消 化管

の リンパ管腫はまれで,大 腸に発生した リンパ管腫の

本邦での報告例は自験例も含め50例であった。最近わ

れわれは,本 症の診断に超音波内視鏡の右用性を認め

た症例を経験 したので若子の文献的考察を加え報告す

る.

症  例

患者 i62歳,女 性,公 務員.

主訴 !下痢 ・裏急後重 ・悪心

既往歴 i38歳時右嵐径ヘルニア手術,52歳 時内痔核

根治術.

家族歴 :特記すべきことなし.

現病歴 !元来便秘症に悩んでいたが,1989年 2月 風

邪をひいた後,下 痢 ・裏急後重 。悪心が続 くため近医

受診.注 腸造影検査施行時多発性の隆起病変を指摘さ

れ,精 査 目的で当院消化器内科紹介入院となった。

入院時現症 :身長149cm,体 重44.lkg.栄 養良好.

貧血所見認めず.食欲良好,胸部聴診上異常を認めず.

腹部平坦 ・軟で,肝 ・障 ・腎壕腫瘤および表在 リンパ
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1)Henlogram

WBC   3.48X103//1

RBC   4 75X10° /″1

Hb         13 50/d'

H t     4 2  6 %

PLT     214X 10°  /″|

2)Serum Exam

CRP     <05m。 /dl

lg6      1389 mO/di

10A        85 mg/dt

,。M       286 mO/dl

C。      ll12 mO/d,

C4      190 mg/di

RA test negative

3)Tumor Marker

AFP       i nO/ml

CEA      0 8 nO/nl,

CA19-9      24U/,

4)Blocに mist Ex3m

TP    6.8o/dl

A,b    3 90/d,

GOT   19 mu/ml

GPT   7 mu/rnl

LD"  256 mu′ mt

ChE  252 mu/ml

千B門  04mジ di

AMY  128 U′ ,

ICho 21l mg/dt

BUN   16 mo/dt

Cr  07的 /dt

Na   145 mEq/1

K   48 mEq/,

Cl   1 9 mEq/,

5)Occutt B,ood

NeOative



Fig, 1 Barium Enema picture. Four polypoid
lesions are demonstrated in the right-sided colon
with the white and black arrow.

中央の腸間膜付着部対側に粘膜面平滑な山田の 1お よ

び 2型 に相当す る計 4個 の隆起病変を認める (Fig.

1),病 変は体位変換や空気注入量に応 じて微妙に変形

するのが観察された。

内視鏡所見 :立ち上が りの比較的緩やかな腫層で,

表面は正常粘膜に覆われ,漬 瘍形成は認められない。

内視鏡には注腸にて認められた 4個 の病変に加え,上

行結腸にさらに 1個 の病変が認められた.病 変の色調

はやや青味を帯び透明感を認め,生 検鉗子で圧迫する

と軟 らかく容易に変型 しCushion sign陽性であった。

これら複数ある病変のすべてに同様の所見が認められ

た (Fig.2a).

粘膜下腫瘍の診断に対 し質的診断目的で超音波内視

鏡が施行された。Olympus XCF‐UM3ラ ジアル走査型

超音波内視鏡による病変像である。内部に隔壁構造を

有す粘膜下までの嚢胞性疾患であることが示され, リ

ンパ性裏胞が疑われた (Fig.2b).

腹部血管造影所見 !右大腿動脈 よりSeldinger法に

て腹腔動脈および上腸間膜動脈の選択的造影を行っ

た。腹腔動脈の分枝 ・走行および肝内血管に異常所見

を認めなかった。上腸間膜動脈造影でも病変部には,
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Fig. 2a Colonofiberscopic picture. Tumor surface
is covered with normal mucosa, which has no
ulceration. Any tumor is soft, and "cushion sign"
is positive.

Fig. 2b Colonofiberscopic ultrasonography pic-

ture. Cystic lesion with septum is observed in the
submucosal layer.

腫瘍血管の増生や血管の途絶所見,あ るいは血管腫を

思わせるpooling像などの異常所見は認めなかった。

手術所見 :本症Fllでは思者からの病巣摘除の強い希

望があ り,病 変が広基性のため内祝鏡的切除が不能で

あったので外科転科 となった。手術は全身麻酔下に右

半結腸切除術を施行した。大腸装膜面に異常は認めず,

腸間膜 リンパ節の腫脹も認められなかった。肝弯曲部
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Fig. 3 Surgical resected specimen. Multiple
polypoid lesions are demonstrated. Five
Lymphangioma are shown with black arrow and
two lipoma are shown with double black arrow.

Fig. 4 Microscopic section. Cystic space is lined
by single endothelium and separated by thin
fibrous connective tissue.

および横行結腸の病変は弾性軟 ・波動を有する腫瘤 と

して腸管外より触知可能であった。

切除標本では,術 前に判明していた 5個 の嚢胞性病

変の他脂肪腫を 2個 認めた。この嚢胞性病変を穿刺し

てみると黄色透明奨液性の液体がえられた(Fig。3).

病理組織所見 1粘膜から粘膜下層に広がる嚢胞は内

腔がいくつかに隔壁された多房性嚢胞で,薄 い結合組

織の隔壁 と1層 の内皮細胞で構成され,内 部にエオジ

ン好性の液体を満たしていた。その中に少数の リンパ

179(1949)

球 も認められ,組 織学的に裏胞性 リンパ管腫 と診断さ

れた (Fig。4).

考  察

リンパ管腫の発生は全身に認められるが,上 肢 。頭

頸部 ,肩 甲部 ・腋寓部に多いとされ,消 化管特に大腸

での発生はきわめてまれである。Helwigl)は1,460例の

剖検例の うち154個の良性腫瘍を認めたが,大腸 リンパ

管腫は 1例 もなかったと報告し,大 田らのは4,102名を

対象 とした下部揚管の人間 ドッグでの検討で238個の

病変を発見 したが, リンパ管腫は 1例 のみであったと

報告 している。

大腸に発生した リンパ管腫は,1932年Chisholmらゆ

により初めての報告がされて以来,外 国文献では1983

年にAghaら りが22例を集計し,本 邦では1965年の吉

利 ら"の報告を初めとして1988年までに49例の報告が

なされたにすぎない。

Aghaら りの報告によれば,発見のきっかけとなった

受診時主訴は腹痛 ・便通異常 ・直腸出血が多 く,発 生

部位では右側大腸 (上行結腸 ・回盲部)・横行結腸 ・直

腸の順に多 く,性 別では男性 8例 女性14例と女性に多

かったと述べている。
一方,本 邦報告症例をまとめてみると,男 性30例女

性19all(1421は性別不明)と 男性に多 く,欧 米の報告

集計 とは反対の傾向にある。平均年齢は53.1歳で,症

状は腹痛および腹部不快感,下 血・下痢の順に多いが,

外国での報告同様本症での特定の症状はないようであ

る。発生部位は横行結腸23,2%,回 盲部21.4%上 行結

腸19.7%と右側結腸から横行結腸にかけて発生する場

合が多いようである (Fig.5).

Fig. 5 Distribution oflymphangioma in the colo■.

The fヒure shows actuai number of the lesion.

Intraparenthesis number rneans the percentage of

the lesion



リンパ管腫は組織学的には Wegnerいの分類に従い,

1)simple,2)cavernOus,3)cysticに 分けられるこ

とが多 い。Berardiつは大腸 の リンパ管腫 は単房性

unicysticか多房性 multicysticかを問題 とす るcav・

ernous typeに分類するのが良いとし,腫 瘤形成型を

Lymphangiomaび まん型を Lymphectasiaと す るの

が望ましいと述べている。本邦の症例では,組 織像の

明らかな31例を検討するとcystic typeが22例と最 も

多かった。

診断方法として従来より注腸造影所見,内 視鏡所見

上の特徴が報告されてきた。注腸造影所見では Amett

らゆによれば,①辺縁鮮明,卵円形～円形の壁在性陰影

欠損,② 被覆粘膜は正常,③  Bariumの不完全充填で

病変が最も良く描出され,完 全充填にて消失する,④

圧迫での易変形性,⑤ 無茎性,な どがその特徴である

とし,血 管腫とは石灰化の無い点で, また脂肪腫とは

濃い被膜や無数の横走する線状陰影の有無にて鑑別す

ると述べている。しかしGreeneらいや Berardiつ,高橋

ら1いの報告のごとく有茎性～亜有茎性の症例も見ら

れ,⑤については疑間視する意見ll)も見られる。総じて

体位変換や圧迫により容易に変形あるいは消失する粘

膜下腫瘍像が本症の最も特徴的所見といえよう。

内視鏡所見の特徴としては,門 馬ら12).高
橋ら1い。加

藤ら1ゆが報告しているように,① 周辺の正常粘膜に覆

われること,② 体位変換や圧迫にて容易に変形するこ

と,③ 軟らかさ,波 動,cushion signを有すること,

④腺腫に比べ表面平滑 ・光沢 。透明感を有すること,

などがあげられる。

生検にて組織学的に確診を得るのは粘膜下の病変で

あるがゆえに困難なことが多いが,装 液性の排液を認

めたり穿刺にて内容液を吸引して腫瘍の変形を認めた

場合は,本 症を強く疑って良かろう。

超音波内視鏡は当初膵癌の早期診断を目的として開

発された1りが,最 近では消化管全体にその使用適応が

拡大されている。従来上部消化管に比べ下部消化管は,
“
細くて長い

"と
いう解剖学的特殊性ゆえ深部挿入が困

難であったが,ハ ードウエア面での改良が進み盲腸ま

で挿入可能なものが登場している1'.

超音波内視鏡はもっばら大腸癌の壁深達度および傍

結陽 リンパ節転移の術前診断に用いられているが,超

音波の特性上嚢胞性病変の鑑別に非常に有力であり,

今後症例を重ねて本症の特徴を明らかにすれば,他 の

検査所見とも併せて非侵襲的に確定診断可能になると

思われる.
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本邦での本症に対する処置は,外 科手術にて摘出さ

れた場合が30例と最も多かったが,切 除の理由は本症

が術前に診断をつけることが困難であるためで,ほ と

んどが切除標本にて確定診断を得ている。しかし最近

では大腸内視鏡検査および内視鏡的切除術の技術が普

及 し,内 視鏡的ポ リベクトミーにて摘出されるケース

が増えている。

今回われわれは大腸粘膜下腫瘍の鑑別診断 目的で超

音波内視鏡検査を行ったが,そ の結果本症の診断に対

して注腸造影や大腸内視鏡検査以上の有用性を認め

た。

したがって,悪 性化の報告のない本症に対 しては注

腸造影や大腸内視鏡検査 といった従来からの手段に加

え超音波内視鏡検査を行 うことで確定診断が得 られる

なら, コン トロール困難な出血や狭窄 ・通過障害の原

因,あ るいは腸重積の原因 となるなどの合併症がない

限 り外科手術の適応はな く,内 視鏡的処置 または経過

観察で良いと思われた。
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A Case Report of Multiple Lymphangioma of the Colon

Hisashi Amaike, Kiyokazu Akioka, Hiromitsu Fujino, Shigeatsu Tanimukai, Hiroyuki Ameno,
Tatsuyuki Ann, Tomoji Nishimoto, Eito lkeda, Fumitaka Muto,

Hideaki Kurioka, Kyouzou Hashimoto, Takao Oouchi,
Kan-ichi Tanaka, Yoshihiro Harada

and Genkou Ishimine
Department of Surgery, Kyoto First Red Cross Hospital

A case of multiple lymphangioma of the colon, a very rare disease, is reported. A 62-year-old woman consulted
her home doctor with complaints of recurrent diarrhea and tenesmus, and multiple polypoid lesions were found in
the ascending to transverse colon after barium enema. A colonofiberscope revealed a smooth surfaced and pale-blue
soft submucosal tumor, which was revealed by colonofiberscopic ultrasonography as a cystic lesion having some
septums. The Diagnosis of a lymphatic cyst of the colon was made and a right hemicolectomy was performed.
Histologically, any tumor was diagnosed as cystic lymphangioma. Agha reportd22 cases of colonic lymphangioma
abroad and this is the 50th case reported in Japan. According to the Japanese literature, the average age of the
patients is 53.1 yr and this disease is found more often in males than females with a ratio of 3 toz. The lesion is
present more often in the right-sided colon. It is said that the differential diagnosis of colonic submucosal tumor is
difficult. But the ultrasonic colonofiberscope is an efficient apparatus with which one can determine the location
and characteristics of the lesion, and it is possible that it will be an useful means of differential diagnosis.
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