
はじめに
悪性間葉腫は線維肉腫を除く 2種類以上の肉腫成分
より構成される悪性腫瘍で，主として四肢，体幹に発
生するまれな腫瘍である1）．今回，我々は後腹膜原発の
悪性間葉腫の 1例を経験したので，若干の文献的考察
を加えて報告する．

症 例
患者：78歳，女性
主訴：左下腹部痛
家族歴：特記すべきことなし．
既往歴：66歳時，後腹膜の黄色肉芽腫にて左腎摘出
術．70歳時，胃悪性リンパ腫にて化学療法を施行され
完全寛解が得られ，8年間再発の兆候なく経過している．
現病歴：平成 9年12月頃より左下腹部痛を認め当院
内科を受診した．後腹膜の黄色肉芽腫の再発と診断さ
れ，手術目的に当科紹介入院となった．
入院時現症：身長150cm，体重58kg．左下腹部に手
術瘢痕を認め，その外側に最大径10cmで可動性不良
の弾性硬の腫瘤を触知した．表在リンパ節は触知しな
かった．
入院時検査成績：腫瘍マーカーは carcinoembry-
onic antigen（以下，CEAと略記）が8.1ng�ml，car-
bohydrate antigen（以下，CAと略記）19―9が794.3U
�ml と高値を示したが，その他の血液生化学検査には
異常所見を認めなかった．

腹部 computed tomography（以下，CTと略記）検
査：左後腹膜腔に下行結腸を内側に圧排し，一部石灰
化を有するだるま型の8cm大の腫瘤を認め，内部は一
部造影不良であり�胞状あるいは壊死の存在が疑われ
た．周囲にはほぼ脂肪と同吸収域を示す腫瘤を認めた
（Fig. 1a）．また，脾臓下部には均一に造影される充実
性の腫瘤を認めた（Fig. 1b）．
注腸造影X線検査：下行結腸が内側に圧排されて
おり，また盲腸には最大径5cmの不整な腫瘤陰影が認
められた（Fig. 2）．
以上の検査所見より，2型盲腸癌と後腹膜腫瘤は画
像診断上性状の異なる 2つの腫瘤と考えられ，盲腸癌
に併存する黄色肉芽腫の再発と診断し，平成10年 1月
23日手術を施行した．
手術所見：開腹すると下行結腸周囲の後腹膜腔に複
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Fig. 1 a：Computed tomography（CT）revealed het-
erogenously enhanced left retroperitoneal tumor
approximately 8 cm in diameter with focal calcifica-
tion（arrows）with abundant fat（arrowheads）.
b：CT revealed a regularly enhanced solid tumor
（arrows）below the spleen.
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数の結節状の腫瘤が認められた．漿膜面の線維化は S
状結腸より横行結腸にまで及んでおり，前回の手術の

癒着と判断した．脾臓下部の腫瘤を迅速凍結病理に提
出したところmyxoid sarcoma と診断されたため，脾
臓を腫瘍から剥離し後腹膜腫瘍を含めて結腸左半切除
術を施行し，またD2郭清を伴う回盲部切除術を併施した．
摘出標本：切除された下行結腸の粘膜面には異常を
認めなかったが，漿膜面には表面が比較的平滑な小結
節を数個認めた（Fig. 3a）．割面では，漿膜下から後腹
膜に黄褐色で弾性硬な腫瘤や灰白色の腫瘤が混在し，
一部白色で石灰化を伴う骨様硬の腫瘤が混在してい
た．また，粘液腫様の部位や線維化の強い白色の部位

Fig . 2 The barium enema examination demon-
strated the oppression of the descending colon to
the inner part for the retroperitoneal tumor（ar-
rows）and tumor of the cecum（arrowheads）.

Fig. 3 Macroscopic findings of the resected speci-
men showed the normal mucosa of descending co-
lon and the various tumors from the subserosa to
retroperitoneum were existed.
b：Cut surface of the tumors exhibited tan-yellow
or gray-white various fibrous and myxomatous ap-
pearance with focal osteogenic change

Fig. 4 Chondrosarcomatous area demonstrated an

increased cellurarity, pleomorphism and nuclear hy-

perchromatism．（H. E.×100）

Fig. 5 Osteosarcomatous area consisted of pleomor-

phic cells with largehyperchromatic nuclei and with

osteoid formation．（H. E.×100）

Fig . 6 Leiomyosarcomatous area composed of

spindle-shaped cells arranged in bundles with inter-

lacing pattern . The spindle-shaped cells revealed

positive immunoreactivity for α-smooth muscle ac-
tin．（H. E.×100）

Fig. 7 The main element of the fibrous tumor pre-
sented a liposarcomatous pattern．（H. E.×100）
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Table 1　Reported cases of malignant mesenchymoma of the retroperitoneum
Author
（year）

Prognosis
（month）TreatmentHistologic componentsChief complaintSexAge（year）No

Ishikawa7）
（1958）

7 deadtumor resection.
radiation

leiomyosarcoma, liposar-
coma, chondrosarcoma

abdominal tumorF201

Kimoto8）
（1961）

8 deadtumor resectionno mentionno mentionM722

Kurosawa9）
（1967）

4 deadradiationliposarcoma, rhabdomyo-
sarcoma

abdominal tumorF133

Kawakami10）
（1970）

4 deadradiationfibrosarcoma, rhabdomy-
osarcoma, hemangiosar-
coma

abdominal tumorM34

Murakami11）
（1970）

7 deadtumor resection.
chemoradiation

leiomyosarcoma, heman-
giopericytoma

abdominal tumor. fe-
ver

F11 month5

Kobayashi12）
（1974）

3 deadtumor resection.
chemoradiation

fibrosarcoma, rhabdomy-
osarcoma, hemangiosar-
coma

abdominal tumor.
right hypochondralgia

F166

Fujita13）
（1976）

27 deadtumor resection.
chemotherapy

fibrosarcoma, rhabdomy-
osarcoma, liposarcoma

abdominal distension.
abdominal tumor

F727

Naka14）
（1976）

6 deadtumor resection.
chemoradiation

rhabdomyosarcoma, lipo-
sarcoma, neuroblastoma

abdominal distension.
abdominal tumor

F28

Miyazaki15）
（1977）

6 deadno mentionchondrosarcoma, leiomyo-
sarcoma

abdominal tumorM489

Nakajyou16）
（1977）

no mentionno mentionfibrosarcoma, rhabdomy-
osarcoma

no mentionno mentionno mention10

Nakajyou16）
（1977）

no mentionno mentionfibrosarcoma, fibrous his-
tiocytoma, hemangioperi-
cytoma

no mentionno mentionno mention11

Suganuma17）
（1980）

6 deadradiationfibrosarcoma, leiomyosar-
coma, hemangiosarcoma, 
chondrosarcoma

appetite loss.
abdominal pain

M7912

Hirano18）
（1984）

no mentionno mentionliposarcoma, osteosarco-
ma, leiomyosarcoma

no mentionM5713

Saitoh19）
（1986）

no mentiontumor resectionmalignant fibrous histio-
cytoma, malignant heman
gioendothelioma, chondro-
sarcoma

abdominal tumorM4314

Itoh20）
（1986）

no mentiontumor resectionleiomyosarcoma, osteosar-
coma, fibrous histiocyto-
ma, neurofibrosarcoma, 
hemangiopericytoma

abdominal tumorM7715

Miyoshi21）
（1988）

4 alivetumor resectionliposarcoma, osteosarco-
ma, hemangiopericytoma

abdominal tumorM4616

Sekikawa22）
（1988）

48 deadtumor resection.
chemoradiation

liposarcoma, chondrosar-
coma

abdominal distension.M4917

Iida23）
（1989）

10 alivetumor resection.
chemotherapy

liposarcoma, chondrosar-
coma, fibrous histiocyto-
ma, fibrosarcoma

left abdominal tumorM6018

Tohda24）
（1992）

16 deadtumor resectionleiomyosarcoma, rhabdo-
myosarcoma, fibrosarco-
ma, liposarcoma, heman-
giosarcoma

abdominal distension. 
abdominal tumor

M6919

Fujiyoshi25）
（1994）

13 alivetumor resectionliposarcoma, leiomyosar-
coma

lower abdominal pain,
lumbago

F7220

Satake26）
（1994）

24 deadtumor resection.
chemotherapy

chondrosarcoma, liposar-
coma, fibrosarcoma

right hypochondralgiaF3721

Our case
（1999）

15 alivetumor resectionosteosarcoma, chondro-
sarcoma, leiomyosarco-
ma, liposarcoma

left lower abdominal 
pain

F7822

が別の部位に認められた（Fig. 3b）．
病理組織学的所見：石灰化巣に一致して灰白色の腫
瘍を認め，同部位は組織学的には，濃染する異型の核
をもつ類円形の腫瘍細胞と豊富な軟骨基質から構成さ
れており，粗大なクロマチンをもつ核も散在性に認め，
分化型の軟骨肉腫の像と診断された（Fig. 4）．軟骨組
織はところにより石灰化をきたし骨組織へ移行してい
た．類円形で大小不同の腫瘍細胞には核の異型や多形
性がみられ，不正形の類骨形成を伴っており分化型の
骨肉腫と診断された（Fig. 5）．また，黄褐色充実性の
部分は，好酸性の胞体をもつ紡錘形の細胞からなり核
分裂像も認められた．腫瘍細胞は，interlacing bundle

pattern を呈し α-smooth muscle actin が強陽性で平滑
筋肉腫の成分を認めた（Fig. 6）．黄色脂肪様の部分の
組織像では，よく分化した脂肪細胞の間に強い線維増
生を示していた．線維増生部の細胞成分は主として小
型の短紡錘形細胞であり，中に大小不同の脂肪滴を多
数有した空胞状胞体を示す脂肪芽細胞を認め分化型の
脂肪肉腫の成分が認められた（Fig. 7）．特殊免疫染色
では α-smooth muscle actin の他にデスミンと s100蛋
白が腫瘍細胞に軽度陽性であった．いくつかの多分化
能をもつ肉腫成分が漿膜下で組織学的に連続してお
り，後腹膜の悪性間葉腫と診断した．しかし，CEA
と CA19―9免疫染色は陰性であった．なお，盲腸癌は
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2 型の高分化腺癌で2�3周性，深達度は ss，ly2，v0，n1
（＋）でありCEAと CA19―9免疫染色は陽性であった．
術後経過：術後経過は順調で術後第36病日に退院と
なった．術後 1年 3か月目の現在，再発の徴候なく経
過中である．腫瘍マーカーは術後速やかに正常値に復
し，現在も正常範囲内で推移している．

考 察
悪性間葉腫は四肢，頭頸部，腎および腎周囲組織，
後腹膜，下肢の軟部組織に好発するといわれてい
る2）3）．悪性間葉腫は，1948年に Stout1）によって提唱さ
れ，その後1962年に Leber ら4）により「通常の腫瘍で共
存しえない少なくとも 2つ以上の間葉成分からなる腫
瘍で，線維成分はその 1つとは数えない」と定義され，
現在ではこの定義が一般的である．本症例は，同一腫
瘍内に，間葉系細胞由来と考えられる軟骨肉腫や骨肉
腫，平滑筋肉腫や脂肪肉腫などの像が混在したもので，
Leber らの診断基準を満たすものであった．悪性間葉
腫の成因として Stout1）は dysontogenetic growth であ
るとし，またKlima ら5），Lowry ら6）は pluripotential
mesenchymal cell から発生するとしており，現在もそ
の成因は明らかではない．
後腹膜の悪性間葉腫としては，我々の検索しえた限
りでは本邦報告例は21例あり自験例は22例目である
（Table 1）7）～26）．詳細な記載があったものだけで検討
すると，年齢は11か月から79歳，平均45.7歳，性別は男
性11例，女性 9例であった．Lattes27）によれば，悪性間
葉腫は，小児の場合約 2：1で男児に多いが，成人では
男女差はないとされている．悪性間葉腫の臨床症状に
は特徴的な症状はなく，発生部位によって症状は異な
り，腫瘤による圧迫症状が多い．報告例では，初発症
状は腫瘤触知が最も多く，次いで腹部膨満，疼痛であ
り，発熱，食思不振，腰痛なども認められた．病理組
織学的には後腹膜の悪性間葉腫を構成する肉腫成分の
中で最も多いのは脂肪肉腫で，次に血管内皮腫と血管
外皮腫を含めた血管肉腫と平滑筋肉腫，軟骨肉腫の順
であった．治療方法は一般的な間葉系悪性腫瘍に対す
る治療と同様に外科的に腫瘍を切除することが第 1選
択と考えられる．放射線治療および化学療法により，
腫瘍の縮小がみられたという報告も散見される
が23）26），有効とは考えられない．軟部組織悪性腫瘍の
予後は原発腫瘍の大きさ，遠隔転移，組織学的悪性度
によって決まるとされているが28），悪性間葉腫につい
て Stout ら3），Klima ら5），Nash ら29）は，予後は構成成
分の中で最も悪性度の高い成分に依存すると報告して
いる．また，Kauffman ら30）は，構成成分として横紋筋
肉腫，軟骨肉腫，血管肉腫を伴うものは予後不良と報
告している．Lattes27）は構成する間葉系成分を無視し
た悪性間葉腫の死亡率は成人で60％，小児では44％と
報告しており，これらは再発あるいは転移が原因と考

えられる．後腹膜原発の悪性間葉腫の本邦報告例の予
後は不良で 3年生存率は11％であり，本症例の構成成
分にも軟骨肉腫があることより，再発には十分注意す
る必要があると考えられた．
本症例では既往に後腹膜の黄色肉芽腫があるが，本
来黄色肉芽腫は炎症性の良性疾患であるとされてい
る．本例の腫瘍発生については 1）既往の黄色肉芽腫の
腫瘍細胞が，多分化能を備えた low grade な malig-
nant potential を有する細胞で，手術の取り残しからの
発生，2）手術による炎症または瘢痕組織からの新たな
発生，3）胃悪性リンパ腫と盲腸癌を併存することより，
なんらかの遺伝子異常による未分化な多能性間葉系細
胞からの新しい分化発生，などが考えられるが悪性間
葉腫自体がまれであり生物学的態度には不明な点が多
く，不明である．本症例においては，悪性間葉腫の発
生論に関する dysontogenesis 説と，腫瘍細胞の pluri-
potentiality 保持説の両説のいずれかが考えられる．現
在まで癌と合併した悪性間葉腫の報告は欧米にもな
く，本例は極めてまれな症例である．また，悪性間葉
腫の腫瘍細胞が，腺癌のマーカーであるCEAと CA
19―9免疫染色で陰性であることと，盲腸癌の癌細胞が
CEAと CA19―9免疫染色陽性であることより腫瘍
マーカーの高値は癌の合併によるものと考えられた．
本疾患の予後は不良で，注意深い経過観察が必要であ
ると考えられた．
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Malignant Mesenchymoma of the Retroperitoneum
Involving Cecal Carcinoma：A Case Report

Hiroshi Itoh, Naotaka Kadoya, Katsunobu Oyama, Masafumi Inokuchi, Wataru Fukushima,
Hirotaka Masutani, Hisashi Hirosawa, Ryouhei Izumi,

Teisuke Hirono and Katsuhiko Saitoh＊

Department of Surgery and Pathology＊, Toyama City Hospital

A 78―year-old woman who complained of left lower abdominal pain was admitted to our hospital. Physical
examination showed a surgical operation scar for left nephrectomy which had been performed for a retroperi-
toneal xanthogranuloma 12 years before, and revealed an elastic hard mass, approximately 10 cm in diameter,
in the left lower abdominal region. Biochemical investigations showed elevations of carcinoembryonic antigen
and carbohydrate antigen 19―9. Computed tomography revealed a retroperitoneal tumor around the descend-
ing colon containing focal calcification with abundant fat. Barium enema examination demonstrated the op-
pression of the descending colon to the inner part by the retroperitoneal tumor, and a cecal tumor. Under a di-
agnosis of recurrent xanthogranuloma of the retroperitoneal region and cecal carcinoma, left colectomy in-
cluding the retroperitoneal tumor was performed because of an intraoperative diagnosis of myxoid sarcoma,
therefore, ileocecal resection with a D2 lymphadenectomy were also performed. Macroscopic findings of the
resected specimen showed normal mucosa of the descending colon, and the tumor from the subserosa to
retroperitoneum, which was composed of tan-yellow or gray-white various fibrous or myxomatous tumors
with focal osteogenic change. Histologically, the tumor consisted of chondrosarcoma, osteosarcoma, leiomyo-
sarcoma, liposarcoma, which was compatible with malignant mesenchymoma. Histopathological findings of ce-
cal carcinoma were as follows：macroscopically type 2, well differentiated adenocarcinoma, ss, ly2, v0, n1（＋）.
As far as the Japanese literature is concerned, our case seems to be the 22 nd case of retroperitoneal malig-
nant mesenchymoma, and the first case that describes the malignant mesenchymoma involving carcinoma.
Here, we report a rare case of interest in histogenesis with a review of the literature.
Key words：malignant mesenchymoma, retroperitoneal tumor, xanthogranuloma
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