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はじめに

陽間膜嚢胞の報告例のほとんどは小児のリンパ管腫

であり1),成
人例,特 に仮性婁胞は極めてまれである。

今回,成 人の空腸間膜に発生した仮性襲胞を経験 した

ので若干の文献的考察を力『え報告する.

症  例

症例 :34歳,女 性

主訴 :腹部腫瘤

現病歴 :1993年頃 より左上腹部腫瘤 を自覚 してい

た。1997年4月 頃より増大傾向を感 じ当院を受診 し,

精査加療目的に入院 した。

既往歴 i1992年 9月 左外鼠径ヘルエアにて手術.

入 院 時 現 症 : 身長1 6 0 c m , 体重4 7 k g , 血圧9 0 / 6 0

mmHg,脈 拍66/分整.眼 験結膜に貧血はなく,眼 球結

膜に黄疸なし.表 在 リンパ節は触知 しない。胸部理学

的所見に異常を認めない。腹部は全体に平坦,軟 であ

るが,左 上腹部に径7cm大 の可動性のある弾性硬,表

面平滑な腫瘤を触知 した。

入院時検査所見 :血液,生 化学,一 般尿検査におい

ては HBs抗 原陽性であったほかには異常は認められ

なかった。腫瘍マーカーはCEA o.5ng/ml,CA19‐ 911

U/ml,CA125 22U/mlと 正常範囲内であった。

消化管造影検査 :下部消化管造影では横行結腸の圧

迫像,小 腸二重造影では空腸に圧排像を認めたが,い
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ずれも粘膜面には明らかな異常所見は認めなかった。

腹部超音波所見 :左上腹部 に径7cm大 の嚢胞性病

変を認めた。裏胞壁は厚さ6mmで あ り,ま た内部に

debtts様の内部エコーを認めた (Fig。la).

腹部 computed tomography(CT)所 見 :径 7cm大

の単房性の嚢胞を認めた。造影剤にて婁胞壁はわずか

に造影された。嚢胞 と周囲臓器 との連続性はなかった。

内部は超音波 と同様に液面形成を認め,上 方の CT値

は-101で 脂肪の density,下方の CT値 は2.8と水の

densityであった (Fig.lb).

腹部 magnetic resOnance irnaging (MRD 所 見 :

CTと 一致する部位に裏胞性病変を認めた。内部の上

方は Tl強 調像で super high,T2強 調像 high,下 方は

Tl強 調像,T2強 調像 highと 二層性 を示 した (Fig.

2).上 方は脂肪成分の多い液体,下 方は古い血液 もし

くは蛋白成分の多い液体 と考えられた.

腹部血管造影所見 :上腸間膜動脈の分枝は裳胞によ

り圧排,伸 展され,ま た,静 脈相では上腸間膜静脈の

分枝の encasementが 認められた。以上より,空腸間膜

由来の腸間膜裏胞の診断にて1997年 6月 22日,開 腹手

術を行った。

手術所見 :十二指腸空腸曲より約60cmの 空腸間膜

にある径7cm大 の弾性軟の婁胞を認めた。横行結腸間

膜 に一
部癒着 していたが,容 易に剣離可能であった

(Fig.3).空 腸の辺縁動静脈を温存 し,腸管合併切除せ

ずに,腸 問膜嚢胞を腸問膜の一部 とともに切除した。

重量150g,内 部は単房性であり,壁 は5～7mmと 肥厚

成人の空腸間膜に発生 した仮性嚢胞を経験 したので報告する。症例は34歳の女性.4年 前より腹部

腫瘤を自覚していたが,徐 々に増大傾向を認めたため,当 院を受診。既往歴は外鼠径ヘルエアの手術

歴のみであり,明 らかな腹部外傷の既往を有 していない。腹部超音波および CTに て径7cm大 の単房

性裏胞を認めた.ま た腹部 MRIに て嚢胞内部の上方はTIWI super high,T2WI high,下方はTlWI

および T2WI highと 二層性を示した。腸間膜裏胞の診断にて開腹,空 腸間膜 に径7cm大 の裏胞を認

め,摘 出した。裏胞内容物は黄白色調の粘桐度の高い泥状の液体であった。病理組織学的に仮性裏胞

と診断した。本症の本邦報告例は自験例を含め 9例 であり,極 めてまれな症例 と考えられた.
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Fig. 3 Operative findings showed that a cystic
mass, which measured 7cm in diameter, was

found in the mesentery of the jejunum. J : Je-
junum, T: Transeverse colon.

仮性腸間膜襲胞の 1例

Fig. l  Abdonlinal ultrasonography (a)and abdo■ linal

(b)revealed an apparent unilocular cyst about 7cm in

quadrant
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computed tomography

diameter in left upper

していた。内容は黄白色調の粘柄度の高い泥状の液体

であった。

病理組織所見 :組織学的には裏胞壁には膠原線維が

増生 しており,線 維芽細胞,組 織球, リンパ球を主体

とする細胞浸潤像を認め,内 腔面には上皮細胞を有し

ておらず仮性裏胞 と診断した。リンパ濾胞,血 管増生,

泡沫細胞,フ ィブリンの沈着なども散見され,脂 肪織

炎のfZRを呈 していた (Fig.4).内 容液の細胞診では

Class Iで組織球を少数個認めるのみで,炎 症細胞,上

皮細胞などは認められなかった。

術後経過 :経過良好にて術後12病日退院となった。

考  察

本邦における成人の腸間膜裏胞は森脇 らのの集計で

は115例であり,年 齢,性 差では20～30歳代の女性に多

い傾向が認められた。部位では小腸間膜60%,結 腸問

膜40%と 小腸間膜に多い傾向を有 していた。主訴は,

腫瘤触知以外に症状を呈 しない例が43%で あった。合

Fig. 2 Abdominal magnetic resonance revealed that the superior component of

the cyst was hyperintense on T2 images (b) and even more so on Ti images (a),

and the inferior component of the cyst was hyperintense on both T1 and T2

images.
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併症 として捻転 6例 ,腸 閉塞10例がありの,ご くまれに

悪性例の報告もある3ン
L治 療は外科的切除が第 1選択

と考えられている。腸管,腸 間膜 との強国に癒着する

こともあり腸管合併切除された例 も多い。特に小児例

に多 く75,9%の 症例で合併切除がされている.軸 捻転

などの合併症が多いためと考えられている。一方,成

人例では婁腫のみの摘出例が多 く,腸 管合併切除例は

31.2%に すぎないD.嚢 胞の内容は乳び性,漿 液性,血

性などがあるが,乳 び性のものは小腸問膜由来のもの

に多 く,漿 液性のものは結腸問膜由来のものに多いと

する報告がある。.

本症の分類については,Neukirchつ , Beahrsら 働,

PetersOnりの分類が認められてお り,い ずれ も発生機

序ならびに裏胞壁の病理組織学的所見による分類であ

る。Beahrsら 3)ャま,A)embryonic and developmental

cysts, B)traumatic acquired cysts(cyst、 vall、vould

be composed mainly of fibrous tissue 、 vithout a

lining rnembrane),C)neoplastic cysts,D)infective

and degenerative cystsの 4型 に分類 している。

腸間膜婁胞 として報告例のほとんどをしめるリンパ

管裏腫はこの分類ではAに 分類され,組織学的にはさ

まざまな大きさに拡張したリンパ管の集合で リンパ管

の壁には一層の リンパ管出来の内皮細胞 を有 してい

る。また腸性嚢胞 (重複腸管)は 幼弱な腸管に類似 し

た腺上皮を有しているという12j.

本症例は上皮細胞が存在せず,線 維組織が嚢胞壁を

構成 しており,こ の分類においては Bに 該当するもの

と考えられた。

また,PetersOnは ① embryonic cysti a)cysts aris‐

ing frOm embryonic remnants and sequestrated tis‐

sue, b)cysts of intestinal origin, c)cysts arising
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from urOgenital organs,② pseudocystsと分類 して

お りり,本 症例は②に相当するものと考えられた.

本邦での仮性嚢胞 としての報告例は,わ れわれが検

索した範囲では,自験例を含め 9例 であったり1の～19.こ

の うち腸性嚢胞 に合併 した 1例 1劾を除 き集計 した

(Table l)。年齢は21～61歳 (平均413歳 ),男 女比は

2:6で 比較的若い女性に多い傾向が認められた。嚢

胞径3_5～8.5cm(平 均6.4cm),1例 を除きいずれも単

房性の裏胞であった。発生部位は小腸間膜 5例 ,横 行

結腸間膜 2例 ,S状 結腸間膜 1例 であった。治療はいず

れも摘出術が行われ,う ち 2例 において腸管合併切除

が行われている。 3例 において腹部打撲の既往を有 し

ていた11)13)。
発生機序は外傷が脂肪織に富む腸間膜に

および脂肪織炎ないしは腹膜炎により,炎 症性組織を

形成 し,さ らにその内腔には損傷 リンパ管内の脂質,

血策成分が貯留 したものと推定されている10。
本例に

おいて詳細な既往歴,外 傷歴の聴取をおこなったが,

本症の原因として考えられるものはなく,発 症機序は

不明であった.

ROsら 1のは41例の腸間膜襲胞および大網裏胞 を病理

組織学的および画像診断について報告している。この

うち11例の仮性婁胞 (うち 4例 は大網婁胞)の 年齢分

布は10か月から45歳(平均100歳 )。 1例 のみ 5週 間前

に腹部外傷歴 を有 していた。大 きさ3.5～24cmで あ

り,単 房性 5例 ,多 房性 6例 であった. 7例 の超音波

検査所見では単房性 5例 ,多 房性 2例 であり, 6例 で

内部にechogenic debrisを認めた。また 2例 の CT検

査では2例 とも嚢胞壁の造影効果を有していた。また

1例 の CTお よび MRI検 査 で内容 液 の fluid‐Ruid

level形成を認めている。

本症の診断は一般に術前診断困難 とされ,山 口ら1つ

Fig. 4 Microscopical findings of the cyst. The cyst wall consisted of fibrous
tissue without an cellular lining. (a, HE stain x 40) The fibroblasts, histocytes
and lymphocytes were mainly infiltrated in the cyst wall. (b, HE stain x 200)
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によれば,24.2%に 過ぎなかったと報告している。近

年の各種画像診断技術の進歩に伴い,本 症での診断能

は大きく向上している。MRI検 査は任意の断面設定に

より嚢腫の存在部位の確認,周 囲臓器 との関連を知る

うえで優れてお り,ま た Tl,T2緩 和時間の違いによ

り,婁 腫内容の補助診断に有用であるとされてい

るの1働.CT検 査では,婁 胞内容の CT値 が-40～ -80

と脂肪 による値 を示 し,診 断の助 けになるとする報

告
1りや,婁 胞内容の脂肪濃度の液体 と水あるいは軟部

組織濃度の液体によるnuid・nuid levelの形成をその

特徴 とする報告
2のがぁる。自験例においても上記所見

をいずれも有していたが,禁 胞内容液の詳細な成分分

析ができなかった。

本症例の病理学的検討において御指導を賜 りました当院

病理科鹿野 哲 先生,小松一弘先生に深謝いたします。また

放射線診断学的検討において御指導を賜りました当院放射

線部伊藤義雄先生に深謝いたします。なお,本論文の要旨は

第72回日本臨床外科医学会北海道支部例会にて発表した。
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A Case of Pseudocyst of the Mesentery

Kouichi Hirokaga, Sayuki Yamazakl Hideaki Kawashima, Takashi Hara.
Masahiro Ishigooka and Yoshio Hosokawa

Department of Surgery, Kin-Ikyou Central Hospital

We report a case of pseudocyst of the jejunal mesentery in an adult patient. A 34-year-old woman was
admitted for a palpable abdominal mass of increasing size. The patient had a medicai history of a indirect
inguinal hernia and no injury. Abdominal ultrasonography and computed tomography revealed an
apparent unilocular cyst about 7 cm in diameter. Abdominal magnetic resonance revealed that the
superior component of the cyst was hyperintense on T2 images and even more so on T1 images, and the
inferior component of the cyst was hyperintense on both T1 and T2 images. We made a preoperative
diagnosis of a cyst of the jejunal mesentery. After laparotomy, the cystic mass, which indeed measured
7 cm in diameter, was found in the mesentery of the jejunum and was resected. The content of the cyst
was pale yellow muddy fluid. Microscopically, its wall consisted of fibrous tissue without an epithelial
lining, suggesting that it was a pseudocyst arising from the jejunal mesentery. Such pseudocysts of the
mesentery are extremely rare, there are only nine cases including ours in the literature in Japan.

Reprint requests: Kouichi Hirokaga Department of Surgery, Kobe Kyoudou Hospital
2-4-7 Kubochou, Nagata-ku, Kobe, 653-0041 JAPAN




