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メッケル憩室に発生した腺癌の 1例

武蔵野赤十字病院外科,同  病 理部
・

小林 裕 之  井 出 明 毅  大 西 律 人

窪田 孝 蔵  塩 津 英 俊キ

症例は58歳男性.腹 痛 と嘔吐を主訴に来院した。注腸造影,上 部消化管造影および腸追跡造影によ

り狭窄部位を診断することができなかったが繰 り返す nOn scar ileusのため,開 腹手術を施行 した。

回盲部より約80cmの 小腸腸間膜対側にメッケル憩室から発生 したと考えられる腫瘍が認められ,同

部で狭窄を来していた。腹膜播種 もみられ,根 治手術は不可能 と判断し,小 腸部分切除,端 々吻合の

みを施行 した。組織学的には低分化型腺癌で,真 性憩室組織由来の悪性腫瘍 と判定された。迷入組織

は認められなかったロ
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はじbに

Meckel憩 室に発生する腺癌 はきわめてまれであ

り,報 告は本邦 と欧米を併せても40例に満たない。最

近,我 々はMeckel憩 室から発生したと考えられる腺

癌の 1例 を経験 したので報告する.

症  例

患者 :58歳,男 性

主訴 :腹痛,嘔 吐

家族歴 :特記すべきことなし.

既往歴 :特記すべきことなし.

現病歴 :平成 6年 2月 下旬より,下 痢 と便秘を繰 り

返 していた。 4月 13日,腸 閉塞症状が出現 し,入 院 し

た。注腸造影 と上部消化管造影に異常はなく,ま た小

腸追跡造影でも閉塞病変を特定することはできなかっ

た.保存的治療にて症状が軽快 したため,4月 23日いっ

たん退院した。

5月 6日 ,再 び腹痛 と嘔吐が出現 し,次 第に症状の

増悪をみたため, 5月 7日再入院 となった。

入院時現症 :腹部は膨満し,腸雑音の元進がみられ,

機械的閉塞を示唆する所見であった。

入院時検査所見 :腫瘍マーカーの CA125の 軽度上

昇 と総蛋白値の上昇がみられたほかは,特 に異常を認

めなかった (Table l).

腹部単純 X線 写真 :著明な小腸ガス像 とniveau形

成を認めた (Fig.1).
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腹部超音波検査 :少量の腹水貯留,小 腸の拡張を認

めた.腫 場は認められなかった。

開腹歴のない,い わゆるnon scar ileusのため,小

腸腫場や内ヘルエアによる腸閉塞を疑ったが,腹 痛の

訴えが強 く,絞 掘性イレウスも否定できないため, 5

月 7日 開腹 した。

手術所見 :腹腔内には少量の衆液性の腹水がみられ

た。回盲弁 か ら80cm口 側 の小腸 の腸 間膜 対側 に

Meckel憩 室様に突出した径約4cmの 灰白色の腫瘍が

認められ,こ の腫瘍の浸潤による小腸の狭窄が腸閉塞

の原因 と判明した。腸間膜 リンパ節の腫大はみられな

かつたが,腫 瘍の近傍を中心に腹腔内全体に白色の硬

い粟粒大の結節が散在 し,腹膜播種 と考えられた(Fig.

2 ) .

以上より,こ の腫瘍は Meckel憩 室に発生した悪性

腫瘍 と考えるのが妥当と思われた。根治手術は不可能

Table 1 Laboratory findings on admission

Hematology

WBC

Hb

Pit    22

Tumor marker

CEA

CA19-9

CA125

Blood chemistry

Total protein  8 6 g/dl

Total bilirubin 0 8 mg/dl

GOT       26 1U/′

GPT        17 1U/′

ALP      186 1U/′

LDH      538 1U/′

CPK        39 1U/′

Amylase    19o IU/′

BUN     25 1 mg/dl

Creatinie     l llng/dl

8,loO/mm3

15 9g/di

4×104/mm3

0 6ng/■11

<6U/ml

59U/ml
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Fig. l Abdominal X、 ray sllowing distended ioops

and air―nuid levels of the small intestine

Fig. 2 A hen-egg sized tumor was found on the
anti-mesenteric side of the ileum, 80cm oral from
Bauhin's valve and obstructed the intestinal
lumen. Peritoneal dissemination was observed.
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Fig. 3 Macroscopic features of the resected speci-
men: (A) There is the solid egg-shaped tumor at

the opposite side of the mesentery (3.5x2.0x2.4

cm). (B) The small ulcer is observed on the
mucosa surface. The or al side of small intestine

is remarkably dilated.

と判断し,腫 瘍を含めて小腸約20cmを 切除するにと

どめ,腹 腔内に MMC 10mgを 散布 し,手 術を終了し

た。

切除標本肉眼所見 :腸 間膜対側 に4cm大 の細長い

卵型をした充実性腫瘍があり同部で小腸は狭窄し,日

側小腸は著 しく拡張していた。粘膜側は狭窄部に小潰

瘍を認めるほかは異常はなかった (Fig.3).腫 瘍部の

割面をみると小腸固有筋層が腫瘍を取 り囲むように連

続性に存在 しており,真 性憩室であることを示してい

た。この憩室内に灰白色の腫瘍が充満するように増殖

していた (Fig.4A),

病理組織学的所見 :憩室の内腔は,ほ ぼ全体が腫瘍

で占拠されているが,弱 拡大でみると内腔の存在が確

認された (Fig,4B).腫 瘍は,組 織学的には腺癌で,

部位により分化度が異なっていた。すなわち憩室の入

田部付近では印環細胞癌あるいは低分化型腺癌,先 端

部では高分化の乳頭腺管癌が優位であった (ng,4C,

D).

癌の深達度は衆膜面に達 しており,脈 管浸潤 も著明
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Meckel憩 室には上述のような合併症のほかに腫瘍

の発生 もみられ,そ の頻度は3～ 6%と 報告されてい

るゆ～".Meckd憩 室の腫瘍はWeinstein'らの106例の

検討によれば,80例 (75%)力 悪ゞ性腫瘍で,そ のうち

腺癌は20例であった。Meckel憩 室そのものの発生頻

度が低いことに力日えて,腺 癌の占める割合が20%以 下

ということで,Meckel憩 室の腺癌はきわめてまれな

疾患 ということができる。ちなみに平松 らめによれば

本邦報告例 は14例にすぎず,自 験例が15例目となる

(Table 2).

主な症状は腹痛,悪 心,嘔 吐,腹 部腫瘤,下 血で,

憩室癌に特異的なものはない.多 くは腹痛や嘔吐など

の腸閉塞症状で発症 しているり~11)。MeCkel憩 室が下

部回腸に発生するという解剖学的特性から術前診断も

容易ではない。本邦報告14例中
121～lo l例が術前に小腸

造影 お よび99mTc pertechnetateによるシンチグラ

フィーで疑診された12)のみで,ほ かは手術 または剖検

で診断されている。憩室の内腔が保たれている場合は

Fig. 4 (A) A cutting surface of the resected specimen: The genuine diver-
ticulum is filled with the white solid tumor. The proper muscle line is obserbed.
Pathological findings: (B) Low power view of the entrance of the diver-
t iculum. (HE, x20) (C,D) High power view of carcinoma. (HE, x200). Poorly
differentiated adenocarcinoma and papillo-tubular adenocarcinoma are seen.
There is no ectopic gastric mucosa nor pancreatic tissue.

に認められた。腹膜にみられた粟粒大の白色結節は癌

の播種であることが確認された。

憩室内には異所性の胃粘膜や膵組織などは認められ

なかった。

以上の手術所見および病理学的所見から,回 腸末端

から80cm日 側の真性憩室の粘膜から発生 した腺癌で

あり,Meckel憩 室原発の腺癌 と診断した。

患者は術後いったん軽快 し退院したが,約 1年後に

癌性腹膜炎のために永眠された。

考  察

Meckel憩 室は,胎 生期の卵黄腸管の遺残による小

腸憩室で,1809年 にMeckell)がはじめて発生学的,病

理学的にその成因を明らかにしたものである。発生頻

度は低 く,約 0.6～2.3%と されているが,腸 閉塞,腸

重積,憩 室炎,出 血,穿 孔などの合併症をひき起 こし,

しばしば緊急手術の対象 となるため,日 常臨床上 とり

わけ急性腹症を扱う上では念頭におかねばならない病

態の 1つ となっているの～助.



Table 2 Case reports of carcinoma of Meckel's diverticulum in Japan

Age, Sex Chief Complaints Diagnosis etopic cells Metastasis

1. 60, M abdominal pain operation unknown lymphonodes

2. 45, 4ヽ abdominal oain. tumor operation lymphonodes

3. 62, F fistula of abdominal wall operation

4.81,M melena, tumor autopsy lymphonodes.  l iver

5. 53, 4ヽ tarry stool operation

6. 56, M abdominal  pain,  d istent ion operation unknown unknown

7. 50, 4ヽ abdominal distention operation lymphonodes

8.  6, ヽ4 epigastralgia operation none

9. unknow melena operation unknown unknown

10,34, ヽ 4 CEA↑ ,melena scintigraphy gastric mucosa lymphonodes

11, 46, 4ヽ lower abdominal pain operation lymphonodes

12. 62, MI abdominal pain, vomiting operation gastric mucosa peritoneal dissemination

13. unknow melena operation unknown

14. 55, M abdominal pain opera gastric mucosa peritoneal dissemination

15. 58, NI abdominal pain, vomiting operation peritoneal dissemination

1996年 5月

憩室内への造影剤の貯留像が診断のきっかけになると

思われるが,自 験例のように憩室内腔が腫瘍でほほ占

拠されている場合には小腸造影で Meckel憩 室腫瘍を

診断することは困難である。自験例では初回入院時,

イレウス管を挿入することなく急速に症状が改善 した

ため,小 腸造影は行われなかったが,上 部消化管およ

び大腸に閉塞性病変が認められない腸閉塞には積極的

に小腸造影を行 うべきとする主張ゆ1めに異論はない。

最近,高 CEA血 症を伴った例が 2例 報告されている。

自験例ではCEAの 上昇はみられなかったが,本 疾患

で も腫瘍 マーカーとな りうる可能性 が あ り興味深

t 1ゝ 2 ) 1 3 ) .

治療の原則は外科的切除で,結 腸癌に準 じて癌腫を

含めた小腸部分切除が行われる。従来の報告をみると

腸間膜 リンパ節への転移陽性例が少な くない1幼1め1。こ

とから根治性が期待できる例では腸間膜 リンパ節の郭

清は不可欠と考える。

予後は一般の小腸癌 と同様に不良である.多 くの例

が腸閉塞で発症 していることから,少 なくとも局所的

にはかなり進行 した状態であることは容易に理解でき

る。開腹時にすでに腹膜播種や肝転移を認めた例が多

く12卜lo,自
験例でも広範囲に腹膜播種を認めた。症状

の発現が遅いこと,診 断が困難なことによる診断の遅

れが本疾患の予後を不良にしている最大の要因と思わ
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れる。

Meckel憩 室内には胃粘膜や膵組織などの迷入組織

がみられることがあることはよく知 られている。～D.

癌の発生母地の 1つ としてこの迷入組織を想定する見

解があるのめ.迷 入組織を認めた例は本邦で 3例 ,欧 米

でも5例 と少ないことから,こ の見解を疑問視する意

見 もあるいlりが,異 所性胃粘膜から癌へ移行する部分

が観察されたとの報告のもあり,迷 入組織からの癌化

の可能性 も否定することはできない.組 織学的検索で

自験例では高分化乳頭腺管癌の部分 と印環細胞癌の部

分が認められた。一般に小腸癌では大腸癌 と同様に高

分化腺癌が多 く,胃 に比較的多 くみられる低分化型腺

癌はまれである。このことから印環細胞癌の存在は,

異所性胃粘膜組織からの癌化を示唆する所見 とも考え

られる。平松 ら的も同様に高分化腺癌 と低分化腺癌の

混在を観察しているが,自 験例を含めこれらの症例に

おいては異所性胃粘膜が癌の発生母地であった可能性

が示唆される。

Meckel憩 室に発生する癌は自験例のように進行癌

が多 く,従 来の組織学的検索から発生母地を推定する

ことには限界があり,こ の問題の解決には症例の積み

重ねと癌の発生母地を決定しうるような新 しい検査法

の開発が必要と思われる。

本論文の要旨は第754回外科集談会 (1994年9月,上 浦)
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A Case Report of Adenocarcinoma of Meckel's Diverticulum

Hiroyuki Kobayashi, Akitake Ide, Norihito Onishi,
Kouzou Kubota and Hidetoshi Shiotzu*

Department of Surgery and Pathology* Musashino Red Cross Hospital

A case of adenocarcinoma of Meckel's diverticulum is reported. A 58-year-old male was admitted to
our hospital because of abdominal pain and vomiting. A plain X-ray film showed bowei obstruction. Its
location, however, was not revealed by contrast X-ray studies of an upper gastrointestinal series and the
large bowel. Shortly after a transient remission, his bowel obstruction relapsed and laparotomy was done.
A hen-egg sized tumor was found on the anti-mesenteric side of the ileum, 80 cm oral from Bauhin's valve
and obstructing the intestinal lumen. Peritoneal dissemination was obserbed. Partial resection of the
ileum including the main tumor was performed. Pathological examination of the resected specimen
revealed that the tumor, showing poorly differentiated adenocarcinoma, arose from a genuine diver-
ticulum, presumed to be Meckel's and occupied its entire cavity. There was neither ectopic gastric mucosa
nor pancreatic tissue.
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