
はじめに

デスモイド腫瘍は一般に腹壁デスモイド，腹壁外デ

スモイド，腹腔内デスモイドに分類され，いづれもま

れな疾患である．なかでも腸間膜デスモイドは8％の頻

度といわれ1），そのほとんどの症例で腹腔内腫瘤と診

断され術前の質的診断が比較的困難とされている2）．

今回，我々は術前に針生検が可能であった異時性に発

生した腸間膜デスモイドを経験したので文献的考察を

加えて報告する．

症 例

患者：58歳，女性

主訴：腹部腫瘤

家族歴：特記すべきことなし．

既往歴：昭和38年，虫垂切除術．昭和42年，腹部腫

瘍切除．昭和58年，腹壁デスモイドにて腹部腫瘍切除．

平成 8年，横行結腸癌にて横行結腸切除．

現病歴：平成10年 5月外来受診時，左下腹部に腫瘤

を指摘され精査加療目的にて入院となる．

入院時現症：身長148cm，体重42kg．体表リンパ節

触知せず．左下腹部に6×4cm大の弾性硬，表面平滑，

境界明瞭，可動性不良な腫瘤を触知した．

入院時血液検査成績：血液生化学検査では異常は認

めなかった．腫瘍マーカーはCA19―9が43U�ml と軽度
上昇を認めたが，CEAは正常範囲内であった．

腹部超音波検査：左下腹部に長径6cmの孤立性の

腫瘍を認め，内部は全体的に低エコーであるが，一部

に斑状の高エコーな部分を認めた．

腹部CT検査所見：左下腹部に5×4cm大の充実性

の腫瘤を認めた（Fig. 1）．

腹部MRI 検査所見：T1強調像で低信号T2強調像で

均一な高信号を示した（Fig. 2）．

注腸造影X線検査所見：最大で5mm大のポリープ

を数個認めるのみで圧排像は認めなかった．

腹部血管造影X線検査所見：血管の増生，圧排，腫

瘍濃染などの異常所見は認めなかった．

骨，ガリウムシンチグラム検査所見：異常集積は認

めなかった．

針生検組織所見：超音波ガイド下で tru-cut 針を用

い，腹壁直下の腫瘤より採取した．膠原線維の束を認

めデスモイドに矛盾しない組織像であった．

以上腹壁デスモイド，手術歴の既往．針生検組織像

にて膠原線維の増生を認めた事よりデスモイドと診断

し1998年 7 月 5日腫瘍摘出術を施行した．
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Fig. 1 Abdominal CT showed a solid mass 5 by 4 cm

was found in the left lower abdomen.
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手術所見：傍腹直筋切開で開腹．腹腔内には腹水は

認めなかったが，腫瘍，腸管と腹壁との癒着が高度に

認められた．腫瘍は小腸腸間膜より発生しており，境

界明瞭，弾性硬，表面均一で小腸と強固に癒着してい

た．約40cmと約16cmの小腸を合併切除し 2か所で小

腸の端々吻合を行った．

摘出標本肉眼所見：腫瘍は大きさ9.5×9.0×6.0cm

大であり，割面は均一でやや黒ずんだ灰色で出血，壊

死は認めなかった（Fig. 3）．

病理組織所見：線維芽細胞が膠原線維の増生を伴っ

て束状に増生しており，小腸間膜原発のデスモイドと

診断された（Fig. 4）．術後腸閉塞となるも保存的治療

にて軽快し，退院となった．術後10か月の現在，再発

の徴候は認めていない．

考 察

デスモイド腫瘍は fibromatosis とも呼ばれ，1967年

Stout ら3）は本疾患を1）分化した線維芽細胞の増殖，

2）細胞間に膠原線維の存在，3）浸潤性発育形態，4）

悪性所見を欠く，5）転移はないが局所再発があると

定義した．分類として腹壁外デスモイド，腹壁デスモ

イド，腹腔内デスモイドの 3型に分類され，腸間膜デ

スモイドは腹腔内デスモイドに属する．発生頻度は腹

部外43％，腹部49％，腸間膜8％と報告されている1）．

本疾患の病因は明らかではないが，遺伝子異常，外傷，

手術による変化などがあげられており，またデスモイ

ド腫瘍の33％にエストロゲン受容体を認めると報告さ

れ4），ホルモンの関与が推測されている5）．また，Gard-

ner 症候群の17～29％にデスモイド腫瘍の合併が認め

られたと報告されている6）．本症例では腹部手術の既

往は認めるが，Gardner 症候群との合併は認めず，また

Fig . 2 A：A low signal mass was found on T1-

weighted images. B：The mass appeared as a ho-

mogenously high-signal lesion on T2-weighted im-

ages.

Fig. 3 Macroscopic findings of the mass cross sec-

tion 9.5 by 9.0 by 6.0 cm was homogeneously dark

gray with no hemorrhage or necrosis.

Fig. 4 Microscopic findings showed the spindle cells

producing with collagen fiber proliferation.（H. E.×

400）
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エストロゲン受容体は陰性であった．画像診断におい

ては特徴的な所見は有しないが，MRI では，膠原線維

成分が豊富であればT1と T2強調の両画像で低信号を

示すと言われ，清野ら7）は T2が高信号を示した部位は，

線維芽細胞と膠原線維が密に存在していたとし，MRI

の信号強度は膠原線維および線維芽細胞の密度を反映

していると報告している．腸間膜デスモイドは大多数

の症例で腹部腫瘤を主訴としており8），そのほとんど

が腹腔内腫瘤として術前診断され手術を施行されてい

る．本症例では既往歴，また針生検を施行することに

より術前にデスモイド腫瘍と質的診断が可能であっ

た．伊藤ら9）も針生検を施行することにより術前診断が

可能であったと報告している．本症例では腫瘍が腸管

を介さず腹壁直下に腫瘍が存在したために針生検が可

能であった．質的診断をつけることにより悪性腫瘍と

の鑑別，また術式の選択に有用であった．しかし針生

検による implan-tation の危険性もあるため注意を要

すると考えられた．治療は外科的な完全摘出が重要で

あるが，周囲臓器に浸潤性に発育するため多くの症例

では，小腸，結腸あるいは他臓器との広範囲合併切除

が行われている．完全摘出が不可能な症例，または再

発予防に抗エストロゲン剤，ステロイドの投与，また

放射線療法，化学療法が試みられるが有効ではな

い10）．予後はGardner 症候群に合併したものは90％に

再発を認め，非合併例は11.3％に再発を認めたと報告

されている11）．本症例はGardner 症候群との合併は認

めないものの1996年に横行結腸癌の手術歴の既往があ

り，腸間膜デスモイド発生の誘因とはなる．また，本

症例は虫垂切除術後の腹壁デスモイドに対し15年前に

手術が施行されている．デスモイドの定義が遠隔転移

を来さないことより本症例は腹壁と腸間膜に異時性に

デスモイドが発生した非常に興味深い症例であると考

えられる．
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A Case Report of Successfully treated the Desmoid Tumor Arising
From The Abdomen And Mesenterium
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A 58-year-old woman developed a mass in the abdomen while being followed up after surgery for colon
cancer. The clinical course and radiological findings suggested a desmoid tumor. Since needle biopsy con-
firmed the diagnosis, tumor was resected. The isolated tumor was 9.5 by 9.0 by 6.0 cm and its cross-section
was homogeneously dark gray with no hemorrhage or necrosis. Histopathological examination of the tumor
validated the diagnosis. Desmoid tumors are invasive and often recur locally, making extensive resectioning
desirable. Preoperative diagnosis of desmoid tumor made by needle biopsy was useful in selecting an appro-
priate surgical procedure. The patient had a history of abdominal desmoid tumor and developed another des-
moid tumor on the mesenterium, which is unusual. No signs of recurrence were seen in follow up 10 months
after surgery.
Key words：mesenteric desmoid tumor, abdominal desmoid tumor, mesenteric fibromatosis

〔Jpn J Gastroenterol Surg 33：630―633, 2000〕

Reprint requests：Yuji Yasui Department of Surgery, National Kakogawa Hospital
1545 Saijyo, Jinno-cho, Kakogawa, 675―0009 JAPAN

２０００年５月 67（633）


