
はじめに

腸間膜�胞は比較的まれな疾患で，特徴的な臨床症
状に乏しいため術前診断は困難とされている．また，

腸間膜�胞の大半は小児のリンパ管腫で1），成人例で

しかも仮性�胞はまれである．われわれは術前腹腔内
皮様�腫が疑われた成人の空腸間膜仮性�胞の 1例を
経験したので報告する．

症 例

症例：31歳，女性

主訴：尿潜血反応陽性

既往歴：特記すべきことなし．腹部外傷の既往なし．

現病歴：健康診断にて尿潜血反応陽性を指摘され当

院内科で腹部超音波検査を施行したところ腹腔内腫瘤

を指摘され，1998年11月精査加療目的で当科入院と

なった．

入院時現症：身長160cm，体重52kg．腹部は平坦，

軟で腫瘤を触知しなかった．

入院時検査成績：特記すべき異常を認めなかった．

腹部超音波検査：左腎の前方に�胞性腫瘤があり，
明らかな周囲への癒着性変化は認めなかった．カラー

ドプラでは腫瘤周囲に血管増生を認めなかった（Fig.

1）．

腹部CT検査：左腎前下方に脂肪を伴う腫瘤を認め

た（Fig. 2）．

以上より，腹腔内皮様�腫を疑い1998年11月13日開

腹手術を施行した．

手術所見：腫瘤はTreitz 靭帯より約40cm肛門側の

空腸間膜に存在し，直径約4cm，球状，表面平滑，黄白

色，弾性軟，可動性良好で腸間膜後葉への露出や腸管

への浸潤は認めなかった．腫瘤は容易に�離可能で，
腸間膜の一部とともに切除した．

摘出標本の肉眼所見は黄色粥状物を含む単房性�胞
で内腔壁表面に不整を認めなかった．

病理組織検査：腫瘤は37×35×32mm大の単房性�
胞で�胞壁は線維性結合織を主体に肥厚し，壁内には
リンパ濾胞様構造や硝子化様変性があり，壁に接する

内腔には脂肪壊死，石灰化などの変性所見を認めた

（Fig. 3）．また，内腔面に上皮細胞はなく（Fig. 4），�
胞内容液の細胞診は class I で組織切片と同様に上皮
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Fig. 1 Abdominal ultrasonography shows a cystic

mass in front of the left kidney.

症例報告



Table 1　Classification of mesenteric cysts

Ａ．Embryonic and developmental cysts

Ｂ．Traumatic or acquired cysts（cyst wall composed of 

fibrous tissue without a lining membrane）

Ｃ．Neoplastic cysts

Ｄ．Infective and degenerative cysts

（Beahrs OH2），1950）

細胞は認められなかった．

以上より，仮性腸間膜�胞と診断した．術後経過は
良好で退院となった．術後 1年 5か月を経過した現在，

再発の徴候なく外来通院中である．

考 察

腸間膜�胞は比較的まれな疾患で，本邦では約400
例の報告がみられ2），10歳以下で発見されることが多

い3）．Beahrs ら4）は�胞壁の病理組織所見と発生機序
より 4型に分類しているが（Table 1），本症例は病理組

織所見よりBのTraumatic or aquired cysts（内皮細

胞は存在せず，線維組織が�胞壁を構成している）に
属すると考えられる．

腸間膜�胞の中でもこの仮性�胞はまれで本邦にお
ける報告例は，検索した範囲では自験例を含め13例の

みであった2）5）～14）（Table 2）．年齢は21～66歳，男女比

は 1：1.6で比較的若い女性に多い傾向が認められた．

Fig. 2 Abdominal computed tomography shows a

cystic mass with fat in front of left kidney.

Fig. 3 The mass is a unilocular cyst measuring 37×

35×32mm. Microscopically, the cyst wall is com-

posed of a thick, fibrous tissue, lymph follicles, and

hyalinization. Fat necrosis and calcification are seen

in some areas of the cavity（arrow）.（HE stain,×

100）

Fig. 4 Microscopic examination reveals no endothe-

lial lining in the unilocular cyst．（HE stain,×5）
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Table 2　Reported cases of the mesenteric pseudocyst in Japan

Preoperative diagnosisComponentsLocationSize（cm）ComplaintGenderAgeAuthorNo

pancreatic cystchylousJejunum5right lower abdominal painF39Komatsu5）1

mesenteric cystsanguineousTransverse colon7.5epigastralgiaM61Yokote6）2

ovarian cystsanguineousTransverse colon12lower abdominal painF21Akamatsu7）3

endoceliac massserousIleum7right lower abdominal painF27Tsuji8）4

mesenteric cystpurulentJejunum4symptom freeM44Tsuji8）5

endoceliac cystmuddyJejunum7abdominal massF59Moriwaki9）6

mesenteric cystchylousTransverse colon40abdominal massM18Shiomi2）7

ovarian cancergelatinousSigmoid colon3.5lower abdominal painF35Uchiyama10）8

endoceliac cystmuddyTransverse colonUnknownabdominal massF31Matsumoto11）9

mesenteric cystmuddyJejunum7abdominal massF34Hirokaga12）10

cystic tumor of pancreaschylousTransverse colon5symptom freeM66Yasoshima13）11

endoceliac cystserousOmentum14back painM53Shimada14）12

epidermoid cystmuddyJejunum4symptom freeF31Yajima13

主訴は腹痛，腫瘤触知が多く無症状は 3例で，�胞径
は3.5～40cmであった．本症例では尿潜血反応陽性が

発見契機であったが，仮性腸間膜�胞との関連は不明
で入院時検査では陰性であった．発生部位は小腸間膜

7例，横行結腸間膜 4例，S状結腸間膜 1例，大網 1例

であった．�胞内容液は泥状物が多く，ついで乳び，
血性，漿液などであった．腸間膜�胞は一般に術前診
断困難とされ，術前診断率は30.2％と報告されてお

り1）．13例の中で腸間膜�胞と診断できた症例は 4例
のみであった．

治療はいずれも摘出術が行われ，うち 2例6）7）におい

て腸管合併切除が行われていた．

発生機序は外傷が脂肪織に富む腸間膜におよび脂肪

織炎あるいは腹膜炎により，炎症性組織を形成し，さ

らにその内腔に損傷リンパ管内の脂質，血漿成分が貯

留したものと推定されており5），3例6）8）において腹部

打撲の既往を有していた．本例においては原因と思わ

れる既往歴，外傷歴はなく発症機序は不明であるが，

腸間膜の脂肪織壊死が単房性に仮性�胞化した病変と
考えられた．

治療は�胞が小さく無症状でも，�胞が増大し有症
状となり，急性腹症を呈する可能性もあることか

ら5）7）8），外科的切除が原則と考えられる．腸間膜�胞
の再発例は，�腫の一部が総腸骨動脈に強く癒着した
ため遺残し 1か月後再発死亡した，組織学的に奇形腫

と思われた 1例15）と，不完全切除 9年後に再発し再切

除されたが，その 3年後に再々発悪性化し死亡した症

例16）があり，遺残した場合は再発の可能性を考慮した

経過観察が必要である．

成人例は比較的まれな疾患であるが，腹部腫瘤や急

性腹症に遭遇した際，腸間膜�胞の存在も念頭におく
必要があると考えられた．
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A Case of Mesenteric Pseudocyst arising from Fat Necrosis of Mesentery

Hiroshi Yajima, Yoshiyuki Hoya, Kazuo Matai, Syuzo Kohno, Yutaka Oda,
Takeshi Kurihara, Ryuzo Murai and Yoji Yamazaki

Department of Surgery, The Jikei University School of Medicine

We report a case of jejunal mesenteric pseudocyst. The patient was a 31-year-old woman who was found
to have microhematuria during a routine check-up. She visited the Department of Medicine at our hospital.
An abdominal mass was found during an ultrasonography examination, and the patient was referred to our
department for further examination and possible surgery. Computed tomography showed an intra-abdominal
cyst. The preoperative diagnosis was dermoid cyst, and a cystectomy by laparotomy was performed. The
cyst had originated from the mesentery of the jejunum. The surface of the 4-cm-diameter cyst was white,
smooth, and hard. The unilocular cyst contained a cloudy yellow fluid. Microscopically, the wall of the cyst
was composed of a thick, fibrous tissue, lymph follicles, and hyalinization. The cyst lacked an epithelial lining.
These findings suggest that the cyst was a pseudocyst arising from fat necrosis of the jejunal mesentery.
Pseudocysts of the mesentery are rare, and only 13 cases, including the present case, have been reported in
Japan.
Key words：mesenteric cyst, pseudocyst
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