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十二指腸悪性神経鞘腫の 1例

長崎大学第 2外科

江口  晋   元 島 幸 一  橋 本  聡

小原 則 博  角 田  司   兼 松 隆 之

梶原 義 史

症frlは84歳の女性.主 訴は右季肋部痛.Computed tomographyに て陳頭部に腫瘤を認め,血 管造

影にて同部に淡い tumOr stainあ り.十 二指腸粘膜下腫瘍の診断で膵頭十二指腸切除術施行.摘 出腫

瘤は径8cm大 ,十 二指腸壁より壁外性に発育し,内 部に出血壊死を認めた。組織学的には HE染 色で

リンパ球浸潤が多 く,紡 鍾型の腫瘍細胞が東状に配列 し,核 の palisadingを 示す Antoni A型 の組織

型を部分的に認めた。銀染色では,繊 細な好銀線維が,線 維末端まで不規則に分枝 していた。免疫染

色では S‐100蛋白,desmin,neuron specinc enolase,actinす べて陰性であった。Mitosisは 少なく,

良性もしくは低悪性度の神経斡腫と診断された。しかし,35か 月後,肝 転移再発により死亡 した.

十二指腸神経鞘腫の本邦報告は20例のみで,な かでも悪性は 3例 であった。本例は免疫染色を用い

ても,平 滑筋腫瘍 との鑑別が困難で,HE.お よび銀染色所見より神経輸腫 と診断し,臨 床経過より悪

性と半」断した。

Key words: malignant schwannoma of the duodenum, 5-100 protein staining, liver metastasis of the
malignant schwannoma of the duodenum

I. は じむうに

十二指腸神経輪腫はまれな疾患であ り,な かでも悪

性4/1は本邦において 3例 が報告 されているにす ぎな

い1)～ゆ.今 回,わ れわれは,十 二指腸平滑筋腫瘍 との鑑

別に難渋した十二指腸悪性神経鞘腫の 1例 を経験 した

ので報告する。

II.症   例

息者 :84歳,女 性

主訴 :右季肋部痛

既往歴 :昭和25年,子 宮筋腫にて子宮摘出術,昭 和

40年ころより高血圧,糖 尿病.昭 和47年,胆 石にて胆

嚢摘出術.

現病歴 i昭和63年 7月 ,右季肋部痛出現し,comput‐

ed tomography(以 下,CTと 略記)が施行され,膵 頭

部に腫瘤を指摘された。また上部消化管造影により,

十二指腸粘膜下腫瘍または膵腫瘍が疑われ,昭 和63年

8月 3日 当科入院.

入院時現症 :体格中等,栄 養良,貧 血黄疸を認めず.

腹部は平坦で圧痛なく,腫 瘤を触知 しなかった。

入院時検査成績 :末梢血検査,電 解質,肝 機能検査
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に異常を認めず.腫 瘍 マーカーは carcinoembryonic

antigen(以下,CEAと 略記)2 4ng/mlと正常,carbo‐

hydrate antigen 19‐9(以 下,CA19‐9と略記)は 93.9

U/mlと 上昇していた。

画像診断 iCTで は膵頭部に径8cmの 腫瘤を認め,

際は頭側に圧排されていたが,膵 管の拡張は認められ

なかった (Fig.1,upper).UitrasOnography(以 下,

USと 略記)で は肝,胆 道系に異常を認めず,endos‐

copic retrograde cholangio‐pancreatography (以 T,

ERCPと 略記)で は十二指腸粘膜面は正常であった

が,膵 管,総 胆管は十二指腸側より圧排されていた,

腹部血管造影では胃十二指腸動脈十二指腸枝が著明に

伸展 し,淡 い tumOr stainを認めた(Fig.1,lower).

以上の所見より,十 二指腸粘膜下腫瘍 と診断した.

手術所見 :昭和63年8月 19日,全 身麻酔下に開腹す

ると,肝 転移はなく,膵 頭部には径8cm大 ,充 実性の

腫瘤を触知 した.転 移を思わせるリンパ節は触知 しな

かったが,そ の大きさより悪性も考慮 し,際 頭十二指

腸切除術お よび リンパ節郭清術 を施行 し,再 建 は

Child変法で行った。

病理組織学的所見 !肉眼所見で,腫瘍は径7×8cm,

十二指腸壁より壁外性に発育し,解 を圧排するように

突出していた。また, よく被包され,多 抱性充実性で
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Fig. 1 Abdominal computed tomography on

admission, showing a large mass at the pancre.

atic head (upper). Selective celiac arteriography
(SCAG) showing slight tumor stain (lower).

あった(F七.2,upper).組織学的には,hematoxyline‐

cosin(以下,H.E.と 略記)染 色弱拡 (×40)では,腫

瘍は被膜を有 し,正 常十二指腸平滑筋層 との境界は鮮

明であった (Fig.2,lower).H.E.染 色強拡 (×100)

では, リンパ球の浸潤が多 く,紡 鍾型の腫瘍細胞が束

状に配列 し,核 の palisadingを示す Antoni A型 ,

Antoni B型を示す領域が認められたが,大部分は神経

原性細胞か筋原性細胞か鑑別し難い細胞が増殖してい

た (Fig.3,叩 per)。また,細 胞密度 (cellularity)が

高い部分もみられるものの,核 分裂像 (mitOsis)はき

わめて少なく,周 囲への浸潤性増殖像もなく,腫 瘍は

良性もしくは low grade malignancyと病理診断され

た。鍍銀染色では,平 滑筋腫瘍によく認められる箱入

り像 (boxing)はなく,神 経輪腫によく認められる,

繊細な好銀線維の末梢までの不規則な分枝像が存在 し

た(Fig。3,lower).酵 素抗体法による免疫染色では,

S‐100蛋白は散在性に染色されるものの腫瘍細胞は染

色されなかった(Fig.4,upper).desminにおいても,

正常平滑筋は染色されたが,腫 瘍細胞の染色は認めら
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Fig, 2 Macroscopically, showing a submucosal
tumor of the duodenum, 7x8cm in size. Cut sur-

face showing a well circumscribed submucosal
tumor, and central necrosis and hemorrhage is
present in it (upper). Histopathologic finding of
resected duodenal tumor, which is well-

demarcated (H.E. staining, x40, lower).

れなかった(Fig.4,lower).Neuron spectic enolase

(以下,NSEと 略記),smOoth muscle actinも腫瘍細

胞の染色は認められなかった。また,摘 出した際臓,

総胆管に病変は認められず,摘 出 リンパ節に転移像は

認められなかった。以上の所見より,十 二指腸原発の

神経輸腫 と病理診断された。

術後経過 :術後経過良好で退院となったが,術 後35

か月日に多発性肝腫瘤を認め,そ の 3か 月後に死亡 し

た。多発性肝腫瘤の US像 は,摘出した十二指腸神経輸

腫の US像 と同様 に hypOechoicで,内 部 にcentral

necrosis,hemorrhageを思わせる像を認め,十二指腸

神経輸腫の肝転移 と考えられた(Fig.5)。さらに,術

前の上部および下部消化管造影 X線 検査,腹部 CTな

どにて,摘 出腫瘍以外に病変を認めておらず,ま た多

発性肝腫瘤発見時にも,上 部および下部消化管には悪

性新生物を考えさせるような症状,理学的所見はなく,

胸部および腹部単純 X線 検査,腹部 USに おいても肝
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Fig. 4 Tumor cells are negative for S-100 protein
staining ( x400, upper). Tumor cells are negative
for desmin staining. Positive-stained cells are
nomal smooth muscle (x200. lower).

Fig.3 Microscopic examination shons spindle
cells with nucleolar paiisading and lymphoid
aggregates. Mitosis is rate (H.E. staining, x 100,
upper). Bundles of reticular and collagen fibers
arranged along the bundles of the tumor cells
(Si lver impregnation, x200, lower).

の多発性腫瘤以外に病変を認めなかった。また臨床経

過 (腫瘍切除後35か月)か ら半」断しても,多 発性肝腫

瘤は十二指腸神経輪腫の肝転移であると考えられた.

I I I . 考 察

十二指腸神経輸腫はまれな疾患であ り,そ の本邦報

告は本例を含め21例にすぎない (Table l)ll‐20).男女

比は 7i14と 女性に多い傾向があ り,年 齢は24～84歳

に広 く分布している。十二指腸の部位 としては214/1中

144/1が第 2部 に集中している。良性,悪 性に関しては

良性が171/1で,悪 性は本例を含め 4夕」ときわめてまれ

である。確定診断に至った病理組織学的および免疫組

織学的診断として,S‐100蛋白染色が 6夕Jに施行され 5

例で陽性,NSE染 色が 24/1に施行され 1例で陽性,他

の15T/1では HE染 色,鍍 銀染色などにて神経鞘腫の

病理組織学的診断がなされている。

また,神 経輸腫は平滑筋腫場 との鑑別が重要で,神

経輪腫の肉眼的および光顕的特徴 として,被膜の存在,

Fig. 5 Ultrasonography (US) 35 months after
operation showing multiple metastases in the
liver.

腫瘍内への リンパ球の浸潤,紡 錘型腫瘍細胞の索状配

列,核 の pakading,繊 細な好銀線維の線維末端まで

の分枝像,な どが挙げられる。 しかし,一 般にその鑑

別は困難を伴 うとされている。近年は,免 疫組織学的

手法により,神 経原性腫瘍 と筋原性腫瘍の鑑別はかな
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Table I Reported cases of duodenal schwannoma in Japan

No Age Sex Site Author Year Remarks

Ｆ

Ｍ

Ｆ

Ｆ

Ｍ

Ｍ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｍ

Ｍ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｍ

Ｍ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

1st. portion

lst. portion

2nd. portion

2nd. portion

lst. portion

2nd. portion

2nd. portion

4th. portion

1st. portion

2nd. portion

2nd. portion

2nd. portion

2nd. portion

1st. portion

2nd. portion

3rd. portion

2nd. portion

2nd. portion

2nd. portion

2nd. portion

2nd. portion

Hashimoto

Ochi

Hamaji

Nagatsuma

Tobe

Itakura

Watanabe

Muta

Tanaka

Kumasaka

Kobayashi

Arai

Kojima

Mike

Funakoshi

Uinshibata

Itou

Koyou

Mishina

Yao

Present case

s-10()

malignant (liver meta.) S-100C

malignant (local invasion) S-100C

S.1O(), NSEC

malignant S-10O

malignant (liver meta.) S-100O, NSE O

1994年 1月

り可能になってきた21レの。すなわち,前者では S‐100蛋

自,NSEな どが陽性を,後 者では desmin,sm00th

muscle actinなどが陽性を示すことが多い2め20。
 し か

し,Meisら 2Dは悪性神経輸腫での陽性率を検索 し,S‐

100蛋白陽性471は50471中28471(56%),NSE陽 性T71は19

例中 54/1(26%)と 決 して高い陽性率ではないことを

報告 している。また,Stefanssonら2ωは悪性神経輸腫

4例 のうち全例が S100蛋 白陰性を示 したと報告 し,

Jacqueら
2のは神経輪腫の悪性度が高まるとともに,S‐

100蛋自含有量は減少する傾向にあると述べている.本

r/1はs_loo蛋白陰性,NSE陰 性,また desmin,smoOth

muscle actin陰性で,結 果的には HE.,鍍 銀染色所見

にて神経斡腫 と病理診断した。また,十 二指腸悪性神

経斡腫の報告は少ないため,特 徴的臨床像も明らかで

はない。このように,神 経原性腫瘍 と筋原性腫瘍 との

鑑別には,臨 床経過や免疫染色を考慮 しても,鑑 別困

難な症711が存在すると考えられた。

次に,神 経輸腫における良悪性の鑑別であるが,一

般に核分裂像,浸 潤像などが半」定の基準 とされてい

る20.っまり,核分裂像,浸潤像の存在は強 く悪性を示

唆する。本4/1では,細 胞密度の高い領域が認められる

のみで,核分裂像や浸潤像に乏しく,良性もしくは low

grade malignancyと病理診断されたが,臨床的に悪性

positive i O,negative i●

の経過を示 した。すなわち,本 例では臨床的に悪性 と

判断せ ざるをえなかった.

本邦の十二指腸悪性神経輸腫において,本 例を含め

44/1中2例 に肝転移を認めている。 また,比 較的症4/11

の多い冒悪性神経輸腫において も,20例 中 5例 に肝転

移をきた した と集計 されている2め
,このように,上部消

化管悪性神経輸腫において,肝 転移は比較的頻度が高

く,予 後を決定す る重要な因子 と考えられた。

稿を終えるにあたり,病理診断で御協力,御助言頂いた本

学原研病理学教室,関根一郎教授,本学第 2病理学教室,日

口 尚 教授,本学臨床検査部病理部門,津田暢夫助教授に厚

く御礼申し上げます。

本論文要旨は第60回日本消化器病学会九州支部例会にて

発表した。
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A Case Report of Malignant Schwannoma of the Duodenum

Susumu Eguchi, Koichi Motojima, Satoshi Hashimoto, Yoshifumi Kajiwara, Norihiro Kohara,
Tsukasa Tsunoda and Takashi Kanematsu

Second Department of Surgery, Nagasaki University School of Medicine

An 84-year-old woman was admitted with right hypochondralgia. Submucosal tumor in the second portion of
the duodenum was identified by various imagrng diagnoses, including gastro-intestinal series, computed
tomography, endoscopic retrograde cholangio-pancreatography, and angiography. Pancreaticoduodenectomy was
performed for the tumor. The resected specimen was 8 X 7 cm in size, and showed central necrosis and hemorrhage.
Microscopically, the tumor was composed of bundles of spindle cells with their nuclei arranged in vague palisade,
and was surrounded by lymphocyte infiltration. Finally, this case was diagnosed as schwannoma. Immunohisto-
chemical stainings, including 5-100 protein staining, neuron specific enolase (NSE) staining, desmin staining and
smooth muscle actin stainig, were negative. High cellularity specific for malignant schwannoma was seen, but
mitosis was rare. The patient had liver metastasis 35 months following surgery, and died. To our knowledge, this
patient was the fourth case of malignant schwannoma of the duodenum reported in theJapanese literatures.
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