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胃癌に併存した腹膜偽粘液腫を伴う虫垂原発粘液嚢胞腺癌の 1例
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胃癌に併存 した腹膜偽粘液腫を伴う虫垂原発粘液襲胞腺癌の 1例 を報告する。症例は61歳の女性.

1995年1月 11日,腹 部膨満感のため来院した。入院,精 査にて早期胃癌 と原因不明の腹水を認めた。

1月 25日,手 術施行.開 腹時,約 500gのゼラチン様物質の貯留 と破綻 した虫垂粘液裏腫を認めた。原

因不明の腹水は虫垂粘液襲腫原発の腹膜偽粘液腫 と判断した.胃 癌に対 しては胃亜全摘,虫 垂粘液嚢

腫に対 しては悪性の可能性あり回盲部を切除 (D2)した後,粘 液の徹底的除去 と約10,000mlの生理的

食塩水による腹腔内洗浄を施行 した。病理検索の結果,胃 癌 と虫垂粘液嚢胞腺癌の同時性重複癌 と診

断された。術後約 1年経過 した現在再発なく経過中である.虫 垂粘液嚢胞腺癌が胃癌に併存 して認め

る例は非常に少なく,特 に腹膜偽粘液腫を伴う症例は,本 邦では他に報告がみられなかった。
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結  言

虫垂粘液裏胞腺癌は比較的まれな疾患 といわれてい

るが,最 近報告例が散見されつつある。しかし,悪 性

腫瘍に合併する虫垂粘液婁胞腺癌は非常に少なく,特

に,腹 膜偽粘液腫を伴った虫垂粘液嚢胞腺癌を同時性

重複癌 として認めるものは,き わめてまれである。今

回,胃 癌に併存 した腹膜偽粘液腫を伴 う虫垂原発の粘

液裏胞腺癌 1例 を経験 したので,若 子の文献的考察を

加えて報告する。

症  例

症例 :61歳,女 性

主訴 :腹部膨満感

家族歴 :特記すべきことなし.

既往歴 :1981年,子 宮癌のため子宮全摘および両側

卵巣摘出を施行された。

現病歴 :1994年12月より腹部膨満感を自覚 し,近 医

を受診 した。胃内視鏡検査にて胃癌が認められ,ま た,

超音波検査で原因不明の腹水が認められた。1995年 1

月11日,精査および手術目的に当院へ紹介,入院 となっ

た。

入院時現症 :身長140cm,体 重43kg.下 腹部正中に

手術創を認めるほか,腹 部は平坦で軟,そ の他特記す

べきことなし.

<1996年 3月 6日受理>別 刷請求先 :工藤  俊

〒992 米 沢市中央 6-1-219 三 友堂病院外科

入院時検査成績 :血液生化学検査に異常な所見認め

な かった。腫 瘍 マーカーはcarbohydrate antigen

(CA)125;22.OU/ml, CA15‐ 3;16.OU/ml, car_

cinoembryonic antigen(CEA):6.5ng/mlと , CEA

のみ軽度異常を示した。

胃内視鏡検査所見 :胃体中部小彎に浅い陥凹伴 う

IIc病変認め,組織生検の結果 Group Vの 診断を得た.

注腸造影検査所見 :虫垂は描出されず,盲 腸下端に

陰影欠損を認めた.

腹部超音波検査所見 :骨盤腔中心に腹水の貯留を認

めた.

腹部 computed tomography(CT)検 査所見 :虫垂

病変については明らかではなかったが,下 腹部中心に

多量の腹水を認めた。この液体による腸管表面の圧痕

所見 (scalloping)も認めた (ng。 1)。また,肝 転移,

リンパ節転移の所見は認められなかった。

以上より,腹 水については原因不明であったが,胃

癌に対 し1995年 1月 25日,手 術施行 した。

手術所見 :胃癌は,Tl(SM),N。 ,PO,Stage laに

て,胃 亜全摘 (D2),BlllrOth I吻合術を施行 した.術

前原因不明の腹水は,約 500gの ゼラチン様物質の貯留

であった。検索にて虫垂原発の破裂 した粘液裏腫を認

めたため,こ のゼラチン様物質は,破 裂 した虫垂粘液

嚢腫より播腫 した腹膜偽粘液腫 と診断した。回盲部切

除 (D2)と粘液の徹底的除去,約 10,000mlの大量の生

理的食塩水による洗浄を施行 した.
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Fig.l COmputed tomography(CT)scan oflower

abdomen demonstrated massive ascites and scal

loped appearance of intestinal margin (arrOM′)

Fig. 2 Resected specimen of stomach. The gastric
cancer was detected with sligtly depression in the
mid-body (arrows).

切除標本肉眼所見 :胃癌は4.0×5.Ocmの IIc型癌

腫を認めた(Fig.2)。一方,虫 垂腫場は6.0×2.0×2.0

cmで 内腔は僅かに保たれているが明らかに破裂 し,

また,壁 はゼラチン様粘液物質によりその形態をとど

めていなかった (Fig.3).

病理組織学的所見 i胃癌はtubl,m(tl),INF″,lyO,

VO,■0,Stage la.虫垂は,不 規則な乳頭状配列 と核異

型を伴 う粘液産生性腺管上皮の著 しい増生を認め,ま

た一
部は間質内浸潤 も認めることから,虫 垂原発粘液

雲胞腺癌 と診断された (Fig。4).リ ンパ節転移は認め

なかった.

術後経過 :術後は順調で,血 清 CEA値 も2.Ong/ml

と正常化 し,24日 目で退院した.約 1年 経過した現在,

再発兆候は認めず外来通院中である。
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Fig. 3 Macroscopic view of the fresh specimen
(a) and the fixed cross section (b) of ileocecal
resection showed mucinous and gelatinous apen.
diceal tumor with ruptured lumen (arrows),

resulting in pseudomyxoma.

考  察

カルチノイ ドを除 く原発性虫垂癌 (以下,虫 垂癌)

は,本 邦ではこれまで200余例の報告
1)を数える比較的

まれな疾患である。その発生頻度 は,虫 垂切除の

0.08～019%の 3ち大腸癌の05%前 後
4)とぃゎれる。そ

のうち,本 症例のような虫垂癌の同時性重複癌は,本

邦では,自 験例を含めてもTable lに 提示した11例の

報告例3151～りのみであり,極 めてまれ といえる。

虫垂癌は大腸癌取扱い規約"に よれば,粘 液裏胞腺

癌 と腺癌に分類されている,こ のうち,粘 液裏胞腺癌

はいわゆる粘液裏腫 (MucOcele)の 一亜型でもあり,

通常の結腸型腺癌 と比較 して臨床的にも特異な性格を

呈 している.す なわち,発 育は緩漫で組織悪性度 も低

く,血 行性, リンパ行性転移は少ない.し かし,い っ

たん穿孔すると腹腔内に粘液産生細胞が散布され完全

除去が困難 となるため,予 後不良な腹膜偽粘液腫を形

成する1の
.虫 垂粘液婁胞腺癌で腹膜偽粘液腫を発生す

る頻度は5,6%程 度
11)といわれる。

虫垂癌の診断は,特 異的症状 もな く,所 見に乏しい

ことから,術前に診断されることは困難 とされてきた。

Cerameは 296例の原発性虫垂癌のうち,術前に確診で
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RA; Rectal amputation ICR; Ileocecal resection

Sigmoidectomy

PS; Pertial rection of sigmoid colon - ; unknown

G; Gastrectomy RIHC: Rt. hemicolectomy A; Appendectomy

ca.: cancer adenoca. : adenocarcinoma
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Fig. 4 Histological examination of mucinous cystoadenocarcinoma of appen-
dix, Marked villous proliferation of mucusproducing epithelia (a) and
infiltration of stroma by atypical glands (b) could be found. (hematoxylin-

eos in ,  6a ;  x200,  6b ;  x200)

Table 1 Reported cases of appendiceal cancer with synchronous other primary cancer in Japan

No Author Age, Sex Symptom Preoperative
diagnosis Operation Pathological diagnosis Prognosis

1

2

3

4

5

6

7

8

Hino6)

Waki6)

Taga6)

Kohnos)

Kimura6)

Kiriyamas)

Maemurat)

Niimi6)

Hirano?)

Shiotas)

Our case

63,M

7 1 , F

7 3 , F

69,WI

73,M

72,M

50,M

57, 4ヽ

5 0 , F

6 7 , F

6 1 . F

Disorder of
defecation

Epigastralgia
Diarrhea

Constipation

Melena

Disorder of
defecation

Perianal pain

Melena
Abdominal

distension

Rt. lower
a b d o m i n a l

pain

Hematemesis

Lower abdomi-
nal pain

Abdominal
distension

Rectal ca.

Gastric ca.

Rectal ca.

Gastric ca.

Colon ca.(S)

Rectal ca.
Appendicitis

Colon ca.(T)
Peritoneal

cacinomatosis

Colon ca.(A)

Gastric ca.

Colon ca.(A)
Mucocele

Gastric Ca.

Ｃ

ＲＡ

‐ＣＲ

Ｃ

Ａ

ＲＡ

Ａ

Ｇ

Ａ

Ｓ

Ａ

ＲＡ

Ａ

ＲｔＨ

ＰＳ

Ｔ

Ｃ

Ｇ

ＲｔＨ

ＲｔＨ

　

Ｃ

‐ＣＲ

RtHC

(Rectum)
(Appendix)

(Stomach)
(Appendix)

(Rectum)
(Appendix)

(Stomach)
(Appendix)

(Colon)
(Appendix)

(Rectum)
(Appendix)

(Colon)
(Appendix)

(Colon)
(Appendix)

(Stomach)
(Appendix)

(Colon)
(Appendix)

(Stomach)
(Appendix)

medullary adenoca.
papillaly adenoca.

well diff. adenoca.
papillary adenoca.

well diff. adenoca.
muc. cystadenoca.

adenoca.
papillary adenoca.

adenoca.
muc. cystoadenoca.

papillary adenoca.
por. diff. adenoca.

mod. diff. adenoca.

well diff. adenoca.
papillary adenoca.

por diff. adenoca
muc. cystoadenoca.

well diff. adenoca.
muc- cystoadenoca.

well diff. adenoca.
muc- cystoadenoca.

a l i e

(6M)

alive

(6M)

death

alive

( l Y )

alive

(lY)

ａ‐ｉＶｅ側　一

で
コ

ａ‐
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きたのは3例 (1%),悪 性の可能性ありと疑診された

ものでも38例 (13%)の みと報告している。急性虫垂

炎や回盲部膿瘍 として開腹 される頻度が高 く,し た

がつて穿子し例 も多い111また,本 症例のように開腹時,

偶然発見されることも少なくない現状である。 しかし

ながら最近,虫 垂粘液裏胞腺癌の場合は,診 断可能例

も報告されている。特徴的な所見 として,注 腸検査で

は本症例のような虫垂の途絶や,盲 腸から回腸末端の

圧排性の陰影欠損を認める場合があり,ま た CTや 超

音波では石灰化を伴 う嚢胞性腫瘤 を認めることがあ

る。一方,腹 膜偽粘液腫の場合は,CTに て,水 よりや

や densityの高い液体 (10～45 Hounsneld unit)の貯

留像を示し,腹 腔内実質臓器の表面を圧迫してつ くる

凹凸所見 (scallopillg)などが認められる1幼
.通 常の腹

水であれば,腸 管が浮上 して見えるが,本 症例は,腸

管の前腹壁側にも液体貯留を認め,こ のような凹凸圧

痕所見を呈 していた。

虫垂癌の治療はDukes Aな らば,虫 垂切除のみを,

Dukes Bや Dukes Cな らば,リンパ節郭清を含む回盲

部切除や右半結腸切除1ゆが妥当と考えられている。一

方,腹 膜偽粘液腫の治療は,粘 液の可及的除去 と原発

巣の切除が必要である。しかしそれだけでは粘液を完

全に除去することは困難であり,粘 液細胞が回着して

いる可能性の高いといわれる大網の切除や,女 性であ

れば両側卵巣切除を付加 し1り
,デキス トラン液,5%ブ

ドウ糖液
1助による腹腔内洗浄,あ るいは抗癌剤 (cも

platin19,5FUl。)の腹腔内投与,放 射線療法14)などの

補助療法 も期待されつつある。予後は,裏 胞腺癌で 5

年生存率71%,結 腸型腺癌で41%1つと,裏胞腺癌は比較

的予後良好である。しかし,腹 膜偽粘液腫を発生 した

場合,その予後は5年 生存率50%,10年 生存率20%1働と

いわれる。本症例は胃癌 と同時性に認められた腹膜偽

粘液腫を伴う虫垂粘液嚢胞腺癌であった。原発巣には

回盲部切除(D2郭清)を施行 し,粘 液除去後,約 10,000

mlの 大量生理的食塩水による徹底的腹腔内洗浄を施

行 した。また,胃 切除の際に大網は併切され,10年 前

に両側卵巣はすでに切除されている。しかし,完 全除

去し得たかについては疑間があり,現 在,再 発兆候は

認められないものの,ひ きつづき厳重な経過観察が必

要 と思われた。

腹膜偽粘液腫の場合,血 清中の CEA値 が上昇する

といわれ,そ の診断,治 療効果および再発などの検討

に有用と考えられている12H10.本
症例は胃癌 との合併

例であるが,胃 癌は早期であ り,術 前に認められた
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CEAの 高値は,腹膜偽粘液腫による可能性が考 えられ

た。

重複癌は,悪 性腫瘍の履患率の増力回,高 齢化および

検査の充実などか ら近年増加傾向である。本症例のよ

うな虫垂癌 を同時性 に認 める重複癌 はい まだ少 ない

が,今 後 はその特徴 を把握 し,重 複癌 も念頭においた

十分な精査 と適切な治療が必要 と考 えられた。
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A Case of Mucinous Cystoadenocarcinoma of Appendix with Pseudomyxoma,
Concomitant with a Synchronous Gastric Cancer

Shun Kudoh, Hiroshi Kawamura, Yuko Suzuki, Masami Matsuzaki, Moriyuki Nishina,

Jin-ichi Kameyama* and Masaru Tsukamoto*
Department of Surgery, Sanyudo Hospital

tFirst Department of Surgery, Yamagata University School of Medicine

A rare case of mucinous cystoadenocarcinoma of the appendix with pseudomyxoma, concomitant
with gastric cancer is reported. A 61-year-old woman admitted to our hospital on January 11, 1995, with

abdominal distension. She was diagnosed as having early gastric cancer with ascites of uncertain origin.
At the operation, the abdominal cavity was found to be filled with approximately 500 g of a mucinous and
gelatinous fluid, and a ruptured mucinous appendiceal tumro was found. Gastrectomy and ileocecal
resection with intra-peritoneal lavage by a large quantity of warm physiological saline were performed.

Pathological examination revealed double cancers of gastric cancer and mucinous cystoadenocarcinoma
of t}le appendix, associated with pseudomyxoma. The patient has no sign of recurrence at present, a year

after the operation. To our knowledge, synchronous double cancers consisting of an appendiceal cancer
associated with pseudomyxoma and a gastric cancer are extremely rare, and have not been previously

reported in Japan.
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