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鼠径ヘルエア内容から診断された虫垂原発の腹膜偽粘液腫の 1例
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症例は55歳の男性.右 鼠径部有痛性腫脹を主訴 として来院した。右鼠径ヘルニア嵌頓の診断での徒

手整復ののち,待 期的に鼠径ヘルエア根治術を施行 した。切除したヘルエア嚢に,ゼ リー状の成分を

持つ嚢胞状の腫瘤の集族を認めた。病理組織所見から腹膜偽粘液腫 と診断した。上皮細胞はなく,原

発巣は不明であった。術後の画像診断から虫垂原発の腹膜偽粘液腫 と診断し,回 盲部切除術および腹

腔内洗浄を施行 した。破裂 した虫垂水瘤を認めたが,ヘルエアの修復部を含め,腹腔内に異常はなかっ

た。組織学的に虫垂粘液嚢胞腺腫 と診断した。術後 3年 を経過 したが,再 発を認めていない。

鼠径ヘルエアを初発症状 とした虫垂原発腹膜偽粘液腫は,日 英の文献で過去に4例 の報告があるの

みで,極 めてまれであった。鼠径ヘルニアで発症 したその他の腫瘍の報告例 とあわせて考察 した。
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はじめに

我々は鼠径ヘルエア内容から診断された虫垂原発腹

膜偽粘液腫の 1例 を経験 した。

同様な症例は,我 々が検索しえたかぎりでは,日 英

の文献では過去に4例 の報告があるのみで,極 めてま

れであった。鼠径ヘルエアに合併 した腫瘍の考察を加

え報告 した。

患者 :55歳,男 性

主訴 :右鼠径部有痛性腫脹

既往歴 :特記すべきことなし,

家族歴 :父親,悪 性 リンパ腫.母 親,甲 状腺癌.

現病歴 :平成 4年 5月 12日,家 具運搬中に突然右鼠

径部に痛みと腫脹が生じ,本 院を受診 した。来院時,

右鼠径部から陰嚢にかけての,長 径約16cmの 有痛性

腫脹を認め,鼠 径ヘルエア嵌頓の診断で,徒 手整復を

受けた.こ れまでにヘルエア症状はなく,ま た消化器

症状 もなかった。同月18日,手 術目的で入院した。

入院時現症 :身長163cm,体 重75kg.球 結膜に貧血,

黄疸なし.表 在 リンパ節を触れず.腹 部に腫瘤,圧 痛

などの異常なし.

右鼠径部は左 と比べ軽度腫脹,鼠 径管内に腫瘤を触

れず.

<1995年 10月11日受理>別 刷請求先 :足立 信 也

〒305 つ くば市天王台 1-1-1 筑 波大学臨床医

学系外科

血液生化学検査成績 :異常を認めず。

腹部 X線 :異常 を認めず.

鼠径ヘルエア術中所見および切除標本 :平成 4年 5

月19日,鼠 径ヘルニア根治術 を施行 した。外鼠径ヘル

Fig. l  The  surgical  specirnen  demOnstrating

mucinous material

Fig. 2 Schematic presentation of Fig. 1
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エアであった.ヘ ルニア婁を開 くと,一 部ゼリー状成

分を持つ,嚢 胞状の腫瘤の集縁を認めた (Fig.1,2).

内鼠径輪下には異常を認めなかった。ヘルエア嚢をす

べて切除し,後 壁補強の後手術を終了した。ヘルニア

婁病理組織 i腫瘍は繊維性の被膜で覆われ,無 色透明

な粘液を満たしていた。炎症細胞を多 く認めた (Fig.

3).腹 膜偽粘液腫 と診断した。 L皮細胞はなく,原 発

巣は不明であった。

画像診断 :ヘルニア根治術後の腹部超音波検査で,

Fig. 3 MicrOscOpic section shO、、ヤ11lg lllllc()tiS alld

llbrOus tissue ぃrith innallamatory lllnitration

[hematoxylin and eosill, X16]
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盲腸端にまが玉様の嚢胞状病変を認めた (Fig.4A,

5A)。 また,腹 部 computed tomography(以 下,CT

と略記)で も,同 部位によく被胞化された,周 囲と境

界明瞭な lowdensity areaを認めた。内部の CT値 は

40で,根 部に造影効果を認めた (Fig。4B,5B).注 腸

検査では,盲 腸端で管腔内に突出する異常陰影を認め

た (Fig.4C,5C).

以上の所見より,虫垂原発腹膜偽粘液腫 と診断した.

虫垂腫場,術 中所見および切除標本 :平成 4年 7月

7日 ,回 盲部切除術および腹腔内洗浄を施行 した。

虫垂の大きさは10×3 5cmで ,ゼ リー状の内容を持

つ,虫 垂水瘤の状態であった。漿膜の一
部が破れ,ゼ

リー状の物質が流出していた (Fig.6A,B). リ ンパ

節の腫脹はなかった。ヘルニアの修復部 も含め,そ の

他,腹 腔内に異常を認めなかった。

虫垂腫場病理組織 :虫垂根部では内腔へのフL頭状の

上皮の突出を認めた (Fig.6C)。 上皮細胞には粘液が

豊富で,異 形性はあったが悪性所見はなかった。また,

虫垂中央では虫垂の緊満のために上皮細胞は脱落 し,

筋層は伸展していた (Fig.6D).

以上の所見より虫垂粘液裏胞腺腫 と診断した。

術後経過 :術後 3年 になるが,再 発兆候なく外来通

院中である。

Fig. 4 (A) Ultrasonogram showing an echo free lesion (arrows). (B)

Computarized tomography showing a cystic mass protruding from the tip of the

cecum (arrou's) . (C) Barium enema examination demonstrating a small tumor

with smooth surface at the tip of the cecum (arrows) and appendix is not

visualized.
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Fig. 5 Schematic illustration of Fig 4
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過去に4例 の報告があつたIl~。
.原 発巣不明の case 4

を除きすべて虫垂原発であった (Table l)。本症例 も

含め,い ずれもヘルニア裏内のゼリー状物質を術中に

認めたことから検索され,診 断に到っている。

我々が調べた限 りのヘルエア部に局在 した腫場の報

告例をみても,術 中に発見した例が多 く,さ らに,消

化器癌原発の転移性腹膜腫瘍をはじめとする悪性腫瘍

も多いことから,術前の発見が望まれる(Table 2,3).

術前に発見するために,腹 部悪性疾患既往例や高齢

者の非還納性鼠径ヘルエアの症例では,ヘ ルニア嚢内

の新生物を疑うべきとする報告がある。。.あ るいは,

女性での婦人科的病歴聴取 と診察の重要性を訴える報

告 も見られるの8)。報告例でも婦人科的が多かった。し

かし,自 験例では病歴や腹部所見からはヘルニア嚢内

の腫場の存在を疑いえなかった。

また,報 告例では左よりも右鼠径ヘルニアに合併 し

たものが多かった。鼠径ヘルニアそのものが,男 性で

は右側に多いことや,虫 垂腫瘍など右鼠径ヘルエアに

しか見られぬものが,そ の頻度を高める一因となって

いると思われる.自 験例においても,鼠 径ヘルエア嵌

頓時のヘルエア内容は,恐 らく腫瘤化した虫垂そのも

のであったであろう.し かし,鼠 径ヘルニア合併腫瘤

そのものがまれであることから,右 側であることが腫

瘤を疑わせる, ということにはならなかった。

理学所見については,硬 い腫瘤の触知が鼠径ヘルニ

ア内腫瘍に特徴的であるとする報告があるり,そ の点

も,我 々の経験例では弾性軟であり,一 致 しなかった。

術前所見については,注 腸検査 に関する報告が多

かった。Table 3に提示したように,ヘルエア嚢内腫瘍

には,結 腸癌が多 く見 られる。それらを含め,鼠 径ヘ

ルニア患者にはヘルエア裏内以外でも,結 腸癌の頻度

が高いとして注腸検査をすべきであるとする報告が見

られた1い1り
。一方でそれを否定する報告もあり,論 議

は続いている1ゆ～1ゆ
.

また小川ら10は
診察時ヘルエア内容が通常のものと

違 うと考えられる場合は,超音波,CT,注 腸,腫瘍マー

カーなどでの検索を勧めている10。
自験例についても,

ヘルニア嵌頓時の内容が原発部の虫垂であったなら

ば,整 復前の超音波や CT検 査が有効であったと思わ

ヤしる.

病理診断については,ヘ ルエア婁の病理学的検索の

みから診断しえた腫瘍が,800例中に 2例 あったとする

報告がある1つ
。しかし一方で,1,200例中 3例 の組織に

腫瘍があったが,それらでは肉限的にも異常を認めた,

A

( ―

Fig. 6 (A) Macroscopic view of the appendix
(Arrow points the site of perforation). (B) Sche-
matic presentation of Fig. 6 (A) . (C) Photomi-
crograph showing papillary structures of
columunar epithel ium containing mucous.

fhematoxyl in and eosin, 25j .  (D) Photomicro-
graph showing of streched wall lhematoxylin
ano eostn. \  zJ I

考  察

鼠径ヘルエア内容から診断された腹膜偽粘液腫は,
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Table 2 Profile of reported instances
an inguinal or femoral hernia

(1933-1994 89 cases)
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Table l  Reported Cases of Pseudonlyxollla Peritonei Appearing as hernia

Author Year Agc Sex 1'1'pc' of hernia Pathology

1.  Campbel l ' )

2. Chen')

3.  Imai ' )

4.  Yamamoto4)

5. N{atsuda

981

982

988

989

995

1ヽ

M

M

M

M

Righ

RIgh

Righ

Left

Righ

inguinal

inguinal

inguinal

nguinal

inguinal

Mucinous cystadenocarcinoma

Mucinous cystadenoma

Mucinous cystadenocarcinoma

Ilucinous cystadenoma

Mucinous cystadenoma

Sex :  Male 36 (43%)

Female 39 (1392 )

Unknou'n 14 (15%)

Age :  17-86 (average 53)

Site : Left 17 (19%)

Right 47 (53i% )

Unknown 25Q8%)
'I'umors 

*'as detected :

I3efore operat ion 12 (13%)

In operation 30(3.19lo)

With pathological  examinat ion 8(  9%)

Unknown 39Q,!%)

Table 3 Diagnosis of reported instances of tumor

in an inguinal or femoral hernia
(1933-1994 89 cases)

鼠径ヘルニアに遭通 した場合 は,腫 瘤の合併の可能

性 を念頭 に置いた,病 理聴取 と術中の観察が重要であ

り,適 宜,画 像診断や病理診断を試みるべきであると

考えた。
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Pseudolnyxoma Peritonei Appearing as lnguinal Hernia

単litsuhiro WIatsuda,Shinya Adachi,Isamu帥 lorishimaネ,Takahiko Ka、 vashilnaネ,Azusa Ozaki茉 ,

Hiroko Tsunoda章 ホ
,Naoto Koike and Katashi Fukao

Department of Surgery,Institute of Clinical A/1edicine,1」 niversity of Tsukuba

Department of Surgery=and Department of Radiology章 承
,

Kinu MIedical Association Hospital

A case of pseudomyxoma peritonei appearing as inguinal hernia is presented 、 vith a revie、v of

previous reports, A 55-year― old man underwent repair of a right inguinal hernia after conservative

reduction by incarceration The removed hernia sac contained mucinous tumorst Histological diagnosis

、vas pseudomyxoma peritonel.Radiological exanlinations revealed that the appendix、 vas replaced by a

cystic mass. An ileocecal resection 、 vas performed. 巾 【icroscopic findings 、vere those of a mucinous

cystadenoma.This is the fifth case of pseudomyxoma peritOnei appearing as inguinal hernia.
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