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はじめに

十二指腸 リンパ管腫はに 指腸良性腫瘍のなかでも

まれな疾患で本邦では1965年の橋本ら1)の報告以来,

16例の報告があるにすぎない。

今回われわれは特徴的な肉眼所見を呈した十二指腸
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十二指腸 リンパ管腫はまれな疾患で本邦では1965年から16例の報告があるのみである。今回われわ

れは特徴的な肉眼所見を呈 した十二指腸 リンパ管腫の 1例 を経験 したので報告する。症例は45歳の女

性で,胃 集団検診で異常を指摘され精査 目的で当院を受診した。低緊張性十二指腸造P//検査,胃 内視

鏡検査にてに 指腸第 2部 に中心陥凹を伴 う隆起性病変を認め,肉 眼的には表面が透明,平 滑で光沢

があり,そ の下に黄色,小 結節集族様の腫瘍本体を透見できた。同部の生検では リンパ管腫が疑われ

た。十二指腸部分切除術にて腫瘍を摘出し,病 理組織学的に海綿状 リンパ管腫と診断された。自験例

を含めた本邦報告17例を検討し,若 子の文献的考察を加えて報告した。

リンパ管腫を経験 したので, 自験例を含めた17例につ

いて若子の文献的考察を加えて報告する。

症  例

患者 t45歳,女 性

主訴 i無症状

Fig. 1a, b Hypotonic duodenography revealed an elevated lesion (arrows) with

a central concavity (arrow head) in the second portion.
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家族歴,既 往歴 :特記すべきものなし.

現病歴 :胃集団検診にて胃ポ リープを指摘され,当

院受診.精 査の結果,十 二指腸第 2部 に隆起性病変を

認めたため,入 院となった,

入院時現症 :体格中等,栄 養良.貧 血,黄 痘なく,

腹部は平坦,軟 で,腫 層を触知 しなかった。

入院時検査所見 !異常なし.

低緊張性十二指腸造影所見 t十 二指腸第 2部 ,

ファーター乳頭の対側に,立 ち上が り急峻で中心陥凹

を伴 う,径 30×25mmの 隆起性病変を認めた。十二指

腸壁の伸展は良好であった (Fig。la,b).

内視鏡所見 :十二指腸第 2部 , ファーター乳頭対側

Fig. 2 Endo並 Opic exa■lination revealed an ele‐

vated leslon with a sm00th and gelationus sur‐

face.

Flg。 3  Blopsied specimen revealed various size of

lymphatic ducts in the submucosal layer and

suggested lymphangioma(H‐ E staining, × 20).

■|‖|■■■‖‖‖1鵡‖||■‖ⅢⅢⅢ‖‖

139(2051)

に,立 ち上が りが比較的急唆で黄自色調を呈し,表 面

は平滑で,光 沢のある隆起性病変が認められた。中心

部に陥凹を伴い,一 部自然出血を認めたが,明 らかな

bridging foldは認められなかった (Fig.2).生 検で

は,粘 膜に異型性はなく,粘 膜下に大小不同の リンパ

管が認められ, リンパ管腫が疑われた (Fig.3).

腹部血管造影,内 視鏡的逆行性胆管膵管造影,CT,

小腸造影,注腸検査では異常所見は認められなかった。

以上の所見を総合 し,十 二指腸第 2部 に単発した粘

膜下腫瘍,と くに リンパ管腫を疑い,手 術を施行した.

手術所見 :上腹部正中切開にて開腹したところ,十

二指腸第 2部 漿膜面に リンパ管の拡張を認め,触 診に

て同部に柔らかい腫瘤を触知 した(Fig。4).十 二指腸

を前壁で切開し,内 腔から観察すると,腫 瘍は立ち上

が り急峻で中心陥凹を伴 う隆起性病変で,表面は平滑,

透明で光沢があ り,そ の下に黄色,小 結節集族様の腫

F拘g. 4 0perative indings, lymphatic ducts on

serosa of the second portion of the duodenum

H′ere dilated

Fig. 5 Operative findings: the elevated lesion had
a transparent, smooth and gelatinous surface and
a yellow tumor which looked like gathered nod.
ules could be seen under the surface.
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瘍本体が透見できた (Fig.5).腫 瘍を含め十二指腸部

分切除術を施行 した。

Fig. G  Resected specimen ithe yello、v tumor,31×

20m■l in size,could be seen under the transparent

surface

Fig. 7a Low power microscopic view revealed the
tumor in the submucosal layer (H-E staining, x
d )

Fig. 7b Microscopic view of the submucosal

tumor revealed lymphatic ducts lined by a

monolayer of endothelial cells (H-E staining, x

40) .

摘出標本肉眼所見 i腫瘍の大きさは31×20mmで ,

黄白色調,弾 性軟,表 面は平滑で光沢があ り,中 央に

陥凹を認めた。その下には黄色,小 結節集族様の腫瘍

本体を透見することができた (Fig.6).

病理組織所見 i十二指腸粘膜に果型性はなく,大 小

不同の リンパ管の増殖が粘膜下に存在し,そ の内腔に

は一層の内皮細胞が認められ(Fig.7a,b),海 綿状 リ

ンパ管腫 と診断した.

考  察

十二指腸 リンパ管腫は比較的まれな疾患で,本 邦で

は,1965年の橋本ら1)の報告以来,1991年までに自験例

を含めて174/1の報告があるにすぎない (Table l).

これら17例を集計し,検 討を加えた。年齢は24歳か

ら70歳,平 均508歳 であり,性 別では男女比 5:12と

Table 1 Cases of ly"rnphangioma in the Japanese literature

Reporter Year Age Sex Chief complaint Portion Size(cm) Diagnostic method Treatment Histological type

Hashimoto 1965

Sakma 1969

Shimatsutsu 1972

Fukunaga 1973

Matsukawa 1977

Inoue 1982
Yamane 1983

Okamoto 1986
Tanaka 1987
Yamamoto 1987

Umetani 1988
Enami 1988

Takenaka 1988

Tobe 1988

Tsuji 1989

Kamei 1990

our case 1991

Ｍ

Ｍ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｍ

Ｆ

Ｍ

Ｆ

Ｍ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

２４

３３

６ ‐

６６

５２

５６

５０

４９

５３

６０

５‐

７０

４５

５５

５９

３５

４５

epigastralgia

epigastric dull pain

epigastric discomfort

epigastric disomfort

epigastric di$omfort

left abdominal pain

no complaints

no complaints

no complaints

no complaints

itching of legs

nausea, vomittitrg

abdominal fullnes

epigastralgia

abdominal pain

epigastric diwomfort

no complaints

ＩＩ

ＩＩ

ｍ

Ｈ

Ｈ

・
Ｉｖ

‐‐

‐

皿

ＩＩ

Ｈ

Ｈ

ｍ

ＩＩ

ＩＩＩ

‐

‐‐

nst size

15× 18× 12

thumb size

05× 10

3×2×18

7×22× 15

15× 15×1

1×06x06

17× 12

14× 18

17× 10× 10

1×2

5X18

31× 20

pancreatoduodrctomy

partial r6ction

partial reection

partial rsection

partial rGection

endo$opic biopsy

partial r€ction

endosopic biopsy

partial res4tion

endosopic rewtion

endoscopic biopsy

endoscopic biopsy

endo$opic r6{tion

endoscopic biopsy

partial rewction

partial rGection

partial r€ction

pancreatoduodenectomy

partial rsection

partial rsfftion

partial rsection

partial resection

cystic

cystic

partial rGtrtion

endosopic rsstion

partial rsection

endosopic rsection

endo*opic reection

partial r@tion

endo*opic reection

partial resrction

operahon

partial reection

partial rGtrtion
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女性に多い傾向であった。臨床症状 として心笛部不快

感が 4例 と最も多 く,上 腹部痛,左 側腹部痛がこれに

続 くが,明 らかに腫瘍 と因果関係があると思われる症

状は少なかった。本1/1のような無症状のものは 5例 で,

全例検診発見例であった。16例と大多数が単発例で,

多発例は井上らのが報告 した 1例 のみであ り, この例

には小腸にもリンパ管腫が多発 していた。単発例の腫

瘍存在部位は第 1部 2例 ,第 2部 10例,第 3部 4例 と

第 2部 に多い傾向であった。大きさについて記載があ

る単発71113例の うち5cm以 下のものが11例とほとん

どを占め,最小のものは1.0×0.6XO.6cm,最 大のもの

は手舎大であった。一般に診断は困難 とされているが,

内視鏡的生検により診断されたものが 5例 あり,診 断

的治療の 目的で内視鏡的切除が行われたものが 2例

あった。あとの10例は摘出標本の組織学的検索により

診断されていた。治療は,十二指腸部分切除術が10例,

内視鏡的切除術が 4例 ,膵 頭十二指腸切除術が 2例 で

あった。海綿状 リンパ管腫の悪性化の報告ゆや,X線 照

射後に悪性化 した皮膚 リンパ管腫の症例報告ゆDはあ

るが,十 二指腸 リンパ管腫の悪性化の報告はなく,小

野らいは,治 療方針 として本症の確診がつけば経過観

察 と可能 としてお り,Gangiら のは経過観察中の十二

指腸 リンパ管腫を報告 している。本邦では内視鏡的生

検で確定診断を得た 54711を含め,い ずれも何らかの方

法で腫瘍切除が行われていた。本例では腫瘍の基部が

広いため内視鏡的切除術は施行できなかったが,著 者

らは,内 視鏡的切除術が最も合理的かつ有用な診断治

療法であると考えている。Wagnerゆは リンパ管腫を組

織学的に,1)simple(単 純性),2)cavemous(海 綿

状),3)cystic(嚢 腫性)の 3型 に分類しているが,本

邦報告例で組織型について記載のあるものは 9例 で,

海綿状 リンパ管腫 7例 ,裏 腫性 リンパ管腫 2例 であっ

た。肉眼所見は,黄 色または黄白色,辺 縁整,表 面平
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滑で光沢があ り, ときに凹凸があるとの記載が多い。

本例で特徴的 と思われるのは,その肉眼所見であ り,

立ち上が り急唆な中心陥凹を伴 う隆起性病変で,表 面

は透明,平 滑な光沢があ り,そ の下に黄色,小 結節集

族様の腫瘍本体が透見で きた。 こ れは,腫 瘍本体が粘

膜下層に存在す る本症, と くに海綿状 リンパ管腫の特

徴的な肉眼所見 と考 えられた。

今後,肉 眼所見の詳細な検討がなされれば,内 祝鏡

的診断がより容易になると思われる。

なお,本論文の要旨は第239回東海外科学会総会にて発表

した.
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A Case of Lymphangioma of the Duodenum

Hideki Nishio, Hiroshi Hasegawa, Takatoshi Matsumoto, Michio Kanai, Seiji Ogiso, Shinji Fukada,
Hideto Yoshida, Yasuhiro Shimizu, Kazuhiro Hiramatsu, Tomotaka Kamei,

Toru Murata and Masatoshi Akita
Department of Surgery, Nagoya Daini Red Cross Hospital

Lymphangioma of the duodenum is a rare tumor and only 16 cases have been reportd since 1965 inJapan. This
report describes a case of lymphangioma, with characteristic macroscopic findings, of the duodenum and a review
of 17 cases including ours. A 4S-year-old woman, without complaints, consulted our hospital for further
examination of the upper gastrointestinal tract because of abnormal findings in the upper GI series. Hypotonic
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duodenography and gastrointestinal endoscopy reveald an elevated lesion with a central concavity in the second
portion of the duodenum, and its surface was transparent, smooth and gelatinous. Under that, a yellow tumor
which looked like gathered small nodules could be seen. The biopsy sugested lymphangioma. Partial resection of
the duodenum was performed and it was diagnosed pathologically as cavernous lymphangioma.
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