
緒 言

十二指腸の平滑筋肉腫は内視鏡検査で偶然発見され

る場合を除くと，症状発現時には5cm以上の大きさを

示すことが多く1）2），画像診断が有用となる．今回，わ

れわれは下血を契機に発見し術前診断が可能であった

十二指腸平滑筋肉腫の症例を経験したので，文献的考

察を踏まえて報告する．

症 例

患者：52歳，男性

主訴：下血，全身倦怠感

既往歴：高血圧，直腸腺腫（1992年 4 月，内視鏡的

切除）

家族歴：特記すべき事項なし．

現病歴：1997年12月 8 日，下血と全身倦怠感が出現

したため当科を受診，精査加療目的で入院となった．

入院時現症：腹部所見に特記事項なし．直腸診では

黒色便の付着を認めた．

入院時検査成績：白血球10,000�mm3と軽度上昇，Hb
8.7g�dl と貧血がみられた．腫瘍マーカーは正常範囲内
であった．

消化管内視鏡検査：十二指腸下行部の主乳頭対側

に，頂部に潰瘍をともなう半周性の粘膜下腫瘍がみら

れた．潰瘍辺縁は軽度の発赤を示す粘膜上皮に覆われ，

潰瘍底は比較的平滑で露出血管が認められた（Fig. 1）．

出血を避けるため潰瘍部ではなく潰瘍辺縁部から生検

を行ったが，組織学的な確定診断には至らなかった．

超音波内視鏡検査（OLYMPUS GF-UMP230，メカニ

カルラジアル方式，7.5MHz，脱気水充満法）：十二指腸
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症例は52歳の男性．下血を認めたため当院を受診した．上部消化管内視鏡検査では，十二指腸下行

部の主乳頭対側に潰瘍をともなう粘膜下腫瘍が認められた．腹部CTおよび低緊張性十二指腸造影X

線検査において十二指腸下行部に腫瘤が指摘された．超音波内視鏡検査では，この病変は十二指腸筋

層から連続しており，血管造影X線検査の所見も総合して十二指腸平滑筋肉腫と診断し，手術を施行

した．腫瘍は十二指腸下行部から水平部にかけて管外性に発育しており，腫瘍を含めた十二指腸部分

切除術を行った．切除標本上，腫瘍は長径64mmで粘膜面に潰瘍形成がみられ，内部は不均一で壊死

による�胞性変化が認められた．病理組織検査の結果，平滑筋肉腫と診断された．今回のように十二
指腸の粘膜下腫瘍が認められた場合，平滑筋肉腫を念頭においた種々の画像診断を行う必要があり，

特に超音波内視鏡検査が有用であると考えられた．
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Fig. 1 Endoscopic picture showed a submucosal tu-

mor accompanied by an ulcer opposite the major

papilla.

症例報告



筋層から連続する，低エコー領域に高エコー域が混在

する7cmの粘膜下腫瘍が認められた（Fig. 2）．

腹部CT検査：十二指腸下行部に不均一に enhance

される，内部に一部 low density area を伴う約5cmの

solid mass が認められた（Fig. 3）．

低緊張性十二指腸造影X線検査：十二指腸下行部

から水平部にかけて長径約6cmの陰影欠損が認めら

れ，その一部にバリウムの貯留がみられ潰瘍の存在が

示唆された（Fig. 4）．

腹部血管造影X線検査：動脈相において，後上膵十

二指腸動脈から分岐した新生血管が腫瘍に流入し，血

管の増生，管腔の広狭不整を示し，不均一な hypervas-

cularity が認められた（Fig. 5）．

以上の所見より，十二指腸平滑筋肉腫と診断し手術

を施行した．

手術所見：十二指腸下行部前壁から水平部に及ぶ管

外性腫瘍が認められた．腫瘍には横行結腸間膜が一部

Fig . 2 Endoscopic ultrasonography showed a hy-

perechoic area in a hypoechoic area in the submu-

cosal tumor. The tumor was derived from the mus-

cle layer of the duodenal wall（arrow）.

Fig. 3 Abdominal computed tomography revealed a

solid tumor of the duodenum. The tumor was en-

hanced unevenly.

Fig. 4 Hypotonic duodenography showed a filling de-

fect more than 6cm with an ulceration along the de-

scending part of the duodenum.

Fig. 5 Arteriography of the hepatic artery demon-

strated that a feeding artery was derived from the

gastroduodenal arterty. Enlargement, encasement

and hypervascularity of the artery among the tu-

mor was observed.
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癒着しており，周囲リンパ節の腫大は認められなかっ

た．腫瘍を含めた十二指腸部分切除を施行し，挙上空

腸と十二指腸切除部位を吻合した（Fig. 6）．

切除標本：腫瘍の粘膜面を示す（Fig. 7）．長径64mm

の腫瘍で，潰瘍形成がみられた．割面上では腫瘍内部

は不均一で，壊死による�胞性変化が認められた．
病理組織所見：紡錐形細胞が束状に増生し，inter-

lace pattern を示す部分と類円形細胞が充実性に増生

する部分とから成り，胞体は好酸性であり平滑筋系の

腫瘍と考えられた．また，核密度が高く，核は腫大し

mitosis も散在性にみられた（Fig. 8）．平滑筋に特異的

な smooth muscle actin にて陽性像を認め（Fig. 9），

S―100蛋白には陰性を示し，平滑筋肉腫と考えられた．

術後経過は良好で，第33病日に退院した．術後 1年

11か月経過した現在，再発や転移は認められていない．

考 察

十二指腸の平滑筋肉腫はまれな疾患であるが，診断

技術の向上にともなって，近年報告例は増加傾向にあ

る1）2）．しかし，本邦報告例は術前診断率は50％以下1）3）

で，決して高いとはいえない．粘膜下腫瘍の形態をと

る平滑筋肉腫は，画像所見や臨床所見を考慮して診断

する必要がある．

5cm以下であることの多い平滑筋腫と比較して平

滑筋肉腫は通常5cm以上で，10cmを超えることも珍

しくない1）2）．また，潰瘍や delle が存在する場合には

平滑筋肉腫が強く疑われる1）2）．自験例では，X線造影

上約6cmの陰影欠損がみられ，内視鏡上も潰瘍をとも

Fig. 6 Partial resection of the duodenum with the

exoenteric tumor was performed（left）. Reconstrac-

tion was carried out with duodeno jejunostomy

（side to end）（right）.

Fig. 7 Macroscopic picture of the resected specimen

（mucosal side）. The tumor with an ulcer on the top

was 64mm long.

Fig. 8 Microscopic findings revealed spindle-shaped

forming tumor cells and a few mitosis was observed

（×200, H.E. stain）.

Fig . 9 Tumor celles were positive immunohisto-

chemically.（×400, immunostaining by smooth mus-

cle actine（SMA））.
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なう粘膜下腫瘍が認められたことから平滑筋肉腫が示

唆された．

平滑筋肉腫は血行に富み，中心性壊死や腫瘤内ガス

像をともなうことが多く，内部不均一となるため，en-

hance CTでは不規則で不均一な enhance や腫瘍壁の

enhance2）4）5）という特徴的な所見がみられる．当症例で

も不均一な enhance 所見が認められ，CTの造影所見

は平滑筋肉腫において重要であると考えられる．

超音波内視鏡は粘膜下の性状を鮮明に描出できるこ

とから粘膜下腫瘍の存在診断や質的診断に有用であ

る．検索した限りでは，十二指腸平滑筋肉腫に対する

超音波内視鏡検査に関する報告はなかったが，超音波

内視鏡検査による胃平滑筋腫瘍の診断に関する研究で

は，低エコー域に高エコーや無エコー領域が混在する

所見が平滑筋肉腫を強く示唆すると述べられてい

る6）7）．当症例でも，低エコー領域中に高エコー領域が

混在する所見が描出された．さらに，この病変は十二

指腸筋層から連続していることが確認され，超音波内

視鏡検査は質的診断に有用であった．

消化管平滑筋腫瘍の動脈造影について検討した研究

では，腫瘤周辺の動脈の狭窄や壁不整，周辺への浸潤

所見が悪性診断の根拠であることが報告され8），自験

例では腫瘤に一致した新生血管の増生，管腔の広狭不

整，腫瘍濃染がみられた．この中で，管腔の広狭不整

が悪性を示唆する所見と思われる．

近年，間葉系腫瘍の分類として免疫組織化学的な手

法を用いた gastrointestinal stromal tumor（GIST）と

いう概念が提唱されている．GISTは，smooth muscle

type，neural type，combined smooth muscle neural

type と uncommitted type に分類される9）が，uncom-

mitted type のみが狭義のGISTとされる場合もあり，

明確な概念はまだ確立されていない．欧米の報告では，

GISTの大部分は胃と小腸に発生し，十二指腸には4

％しか発生せず10），本邦においても十二指腸に発生し

たGISTの報告は非常にまれである．術後の免疫染色

で 組 織 像 が uncommitted type や neural type 中 の

gastrointestinal autonomic nerve tumor（GANT）と診

断されたこれらの十二指腸GISTは，内視鏡上潰瘍や

露出血管をともなう粘膜下腫瘍として認められている

だけで，術前検査ではGISTとしての特徴的な所見は

ない11）12）．いずれの症例でも超音波内視鏡検査は施行

されていなかった．

十二指腸平滑筋肉腫は壁外性発育を示すことが多い

ため通過障害はあまり来さず，潰瘍からの出血，腹部

腫瘤，腹痛で発症することが多い1）2）．今回の症例のよ

うに下血を主訴とする患者に対して，十二指腸平滑筋

肉腫も念頭においた検査を行う必要があると考えられ

た．また，自験例では超音波内視鏡検査が診断に有用

であり，可能ならば施行すべき検査と考えられた．
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A Case of Leiomyosarcoma of the Duodenum Detected before Surgery

Tetsuya Kajimoto, Naoshi Tashiro, Masaru Naruse, Toshihiko Sasaki, Ryunosuke Ogawa,
Haruyuki Akita＊, Yosio Inoue＊, Teruaki Aoki＊ and Masahiro Ikegami＊＊

Department of Surgery, Sakuragaoka Hospital
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A 52-year-old male was hospitalised because of melena and general fatigue. Endoscopic examination re-
vealed a protruding lesion resembling a submucosal tumor which was accompanied by an ulcer opposite the
major papilla of the duodenum. The tumor was also observed on abdominal computed tomography and hypo-
tonic duodenographic examination in the descending part of the duodenum. Endoscopic ultrasonography
showed that the tumor was derived from the muscle layer of the duodenal wall. In consideration of these find-
ings and angiographic evidence in which enlargement, encasement and hypervascularity of the feeding artery
to the tumor was observed, we diagnosed the tumor as a leiomyosarcoma of the duodenum. Partial resection
of the duodenum including the tumor, which showed exoenteric growth along the descending and transverse
part of the duodenum, was performed. The tumor was 64mm long and associated with an ulcer on the mu-
cosa. The inside of the tumor had an irregular and cystic appearance, which was thought to be because of ne-
crotic changes. Histological examination demonstrated leiomyosarcoma. In conclusion, we need to consider
leiomyosarcoma when a duodenal tumor is found and to perform the above examinations. Among the exami-
nations, endoscopic ultrasonography is thought to be the most useful one for diagnosis of duodenal leiomyosar-
coma and, therefore, we suggest that endoscopic ultrasonography should be performed if possible.
Key words：duodenal leiomyosarcoma, duodenal submucosal tumor, endoscopic ultrasonography
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