
はじめに

腹膜原発の表在性漿液性乳頭状腺癌は，卵巣の

漿液性乳頭状腺癌に類似した組織像を示すもの

の，卵巣には原発巣と思われる腫瘍を認めず，腹

膜表面の播種性病変が目立つ予後不良な疾患であ

る．今回我々は，この比較的まれな腹膜原発漿液

性乳頭状腺癌の 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：67 歳，女性

主訴：腹部膨満

既往歴：特記すべきことなし．

現病歴：2002 年 6 月下旬より腹部膨満感を自

覚．当院内科を受診し腹部 CT，腹部 US にて腹水

を指摘され，精査目的にて 7 月 8 日入院となった．

入院時現症：身長 146cm，体重 43kg．栄養状態や

や不良．貧血，黄疸認めず．体表リンパ節を触知

せず．胸部には異常認めず．腹部は膨満し波動を

認めたが，肝・脾および腫瘤を触知しなかった．

また，直腸診にて異常認めなかった．

入院後検査成績

血液検査：一般検血，肝機能，腎機能に異常を

認めなかった．

腹部超音波検査：大量の腹水を認めた．肝臓に

1cm 大の�胞を数個認めたが，その他の臓器に異

常認めず．両側卵巣および子宮にも異常を認めな

かった．

腹部 CT 検査：大量の腹水を認めた．肝臓に�
胞を数個認めた．大網は肥厚し，造影 CT にて造影

効果が認められた．卵巣，子宮には異常を認めな
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症例は 67 歳の女性．主訴は腹部膨満感．腹部 CT，腹部 US にて多量の腹水を認め，精査目

的にて入院となる．腹水穿刺にて血性腹水を認め，細胞診にて class V（異型腺細胞を認める）

であった．腫瘍マーカーでは CA125 が高値であった．精査にて上部・下部消化管，卵巣，子

宮に異常を認めず．微小卵巣癌による癌性腹膜炎あるいは腹膜原発漿液性乳頭状腺癌の術前

診断にて開腹手術を施行した．多量の血性腹水と腹膜・腸間膜に多数の小結節を認め，大網は

硬い腫瘍塊を形成していた．卵巣は正常大であった．大網および両側子宮付属器切除術を施行

した．腫瘍は大網の表面および内部に広範に認められ，組織学的所見は卵巣漿液性乳頭状腺癌

に酷似した所見を呈しているものの，卵巣には表層に癌浸潤を認めるのみであった．以上よ

り，腹膜原発漿液性乳頭状腺癌と診断された．術後 5 か月後の現在も外来にて carboplatin，

paclitaxel 併用による化学療法を施行中である．

Fig. 1 Abdominal CT showed massive ascites and

enhanced swelling of the omentum（arrow）.
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かった（Fig. 1）．

腹水細胞診：腹水は淡血性，漿液性であった．

細胞診にて多数の異型腺細胞が認められ，class

V との診断であった．異形細胞は PAS 染色陽性，

アルシアンブルー染色陽性かつヒアルロニダーゼ

処理にても染色性の減弱を認めなかった．また，

CEA 陽性であった．

上部消化管造影・内視鏡検査，ならびに注腸造

影検査にて異常は認めなかった．

腫瘍マーカー：CA125 4,800U�ml（正常値＜35）と

高値を認めた．その後，手術までの約 1 か月間に

13,750U�ml まで上昇した．CEA，CA19-9 は正常

範囲内であった．

また，婦人科を受診するも，子宮および卵巣に

異常は指摘されなかった．

CA125 の上昇を伴い，腹水の細胞診にて腺癌を

認め，消化管および卵巣，子宮に異常を認めない

ことから，微小卵巣癌による癌性腹膜炎あるいは

腹膜原発の表在性漿液性乳頭腺癌の術前診断にて

8 月 20 日手術を施行した．

手術所見：腹部正中切開にて開腹．約 1,000ml

の淡血性の漿液性腹水を認めた．腹膜および腸管

膜全体に白色砂粒大の結節が散在しており，

Douglas 窩，右横隔膜下には小豆大の不整形な腫

瘤形成を認めた．大網は横行結腸間膜上に硬く不

整な，一塊の腫瘤として認められた（Fig. 2）．子

宮，両側卵巣は正常大で，その表層にのみ白色の

播種状結節が散在して認められた．以上より大網

切除術および，子宮付属器摘除術を施行した．

病理組織検査：癌細胞が大網表面および内部に

広範に充実性あるいは乳頭状に増生しており，腺

管構造も認められた．腫瘍間質には砂粒体（psam-

moma body）も多数存在し，卵巣漿液性乳頭状腺

癌に酷似した所見を呈していた（Fig. 3）．卵巣に

は同様の組織像を示す腫瘍細胞が，主にその表面

に認められるほか，わずかに卵巣実質にも腫瘍細

胞の浸潤が認められるのみであった．免疫組織染

色では上皮系マーカーである keratin，Ber-EP4

が共に強陽性， 間葉系マーカーである vimentin，

HBME-1 ともに陰性であった（Fig. 4）．

腹水細胞診の結果も考慮して，最終的に腹膜原

発漿液性乳頭状腺癌と診断した．

術後経過：手術後，腹水は認めず，腫瘍マーカー

は CA125 455U�ml に低下した．術後 10 日目より

carboplatin 5AUC（300mg�body），paclitaxel 175

mg�m2 による化学療法を施行．1 クール終了時に

は CA125 37U�ml と更に低下を認めた．術後 5 か

月の現在も外来にて化学療法を継続中である．

考 察

腹膜原発の漿液性乳頭状腺癌は，卵巣の漿液性

乳頭状腺癌に類似した組織像を示すものの，卵巣

には原発巣と思われる腫瘍を認めず，腹膜表面の

播種性病変が目立つ予後不良な疾患である．本邦

では，1985 年以降現在までに，論文として報告さ

れているのは，60 例あまりと比較的まれな疾患で

ある．

現在，その発生起源については 2 つの説が唱え

られている．ひとつは，腹膜の Mu�ler 管上皮への

化生性変化に基づいて腫瘍が発生するとの説であ

る1）．もうひとつは，本疾患が生物学的，組織学的

に卵巣癌に類似していることから，骨盤内，腹腔

内，後腹膜などでまれに認められる多卵巣を母地

として腫瘍が発生するとの説であるが2），前者の

説が有力とされている．

悪性中皮腫が男性に多いのに対し，本疾患の本

Fig. 2 Intraoperative findings . The omentum was

swallen and massed.
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邦報告例はすべてが女性である．特に閉経期以降

に好発するとされており，平均年齢は 60 歳前後と

の報告が多い．症状は腹水貯留による腹部膨満感

が最も多い3）．

画像所見では，腹水が約 70％ の症例で認められ

るほか，Douglas 窩，腸骨窩，付属器周辺などに高

低の density の混在した像や，石灰化をともなう

腫瘍像が認められる場合もある．また，癌性腹膜

炎の状態を反映して，自験例の様に大網の肥厚や

density の上昇が認められることもある4）．

腹水細胞診は癌性腹膜炎の診断には有用である

が，反応性中皮細胞，悪性中皮腫細胞，腺癌細胞

を細胞診によって鑑別することはしばしば困難で

あり，組織診断と同様に免疫組織学的診断が試み

Fig. 3 Low power view of tumor showing papillary（a）and tubular structure, and

some psamomma bodies（b）.（H.E.×100）

Fig. 4 Immunohistochemical staining. Tumor cells stained positive for（a）Ber-EP4,

（b）keratin, and negative for（c）vimentin,（d）HBME-1.（×100）
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られている5）．自験例では，細胞診にて多数の異型

腺細胞が認められ，PAS 染色陽性，アルシアンブ

ルー染色陽性かつヒアルロニダーゼ処理にても染

色性の減弱を認めなかったことから，術前に中皮

腫の可能性を否定することができた．

血清腫瘍マーカーは，卵巣癌と同様に CA125

や CA72-4 の陽性率が高く，本疾患の診断，治療，

経過観察に有用であるとされている3）4）．自験例で

も CA125 が高値であり，手術および化学療法によ

る治療効果をよく反映していた．

診断基準については 1993 年に Gynecologic On-

cology Group が次のように定めている．すなわ

ち，両側卵巣は正常大～良性腫大であり，卵巣外

の浸潤部位は卵巣表面の浸潤より大きく，組織学

的に卵巣の浸潤は表層上皮に限局するか，5×5

mm 以下の髄質浸潤であり，主に漿液性であるか

卵巣漿液性乳頭状腺癌に類似していること，とさ

れている6）．自験例はこの診断基準を満たすもの

であった．

確定診断には一般に試験開腹にて組織を採取

し，組織学的に十分検討する必要がある．近年は，

中皮腫においてではあるが，腹腔鏡下に針生検や

切除生検を行い確定診断されたとの報告も認めら

れ7）8），有用であると思われる．組織像は卵巣の漿

液性腺癌と基本的に同様であり，著明な核異型を

示す小型の腫瘍細胞が狭細な間質を伴う乳頭状構

造を呈する．また部分的に，乳頭状構造が著明で

なく充実性に増殖する低分化の部分がしばしば混

在し，腫瘍間質には砂粒体（psammoma body）が

高頻度に認められる9）．

鑑別診断上，特に問題となるのは，上皮型のび

まん性悪性中皮腫である．従来，本疾患の診断は，

砂粒体が多く認められること，PAS 染色陽性の中

性粘液の存在，ヒアルロン酸産生能の欠如のほか，

電顕所見などから総合的になされてきた10）．最近

はこれに加え，腺癌の多くで陽性となる Leu-M1，

CEA，Ber-EP4 などの上皮系マーカーと，逆に中

皮種で陽性となる vimentin，calretinin，HBME-

1 などのマーカーによる免疫組織化学的所見を組

み合わせて診断されることが多い11）～13）．特に

Ber-EP4 と vimentin あるいは calretinin との組

み合わせが鑑別に有用であるとの報告が見られ

る11）～14）．自験例では腹水細胞診の所見，光顕所見

に加え，免疫組織化学染色にて keratin 強陽性，

Ber-EP4 強陽性，vimentin 陰性，HBME-1 陰性で

あったことから，最終的に腹膜原発漿液性乳頭状

腺癌と診断した．Ber-EP4，vimentin の組み合わせ

は自験例でも鑑別に有用であった．

治療は卵巣癌に準じて，cytoreduction surgery

の後 platinum-based chemotherapy が行われてい

る9）．この場合の cytoreduction surgery とは腫瘍

の浸潤・転移巣は積極的に臓器合併切除を行い，

残存腫瘍の縮小を目指すものであり，癌性腹膜炎

の状態に施行される術式としては卵巣型の腫瘍に

特異的と言える15）．その背景には，手術後の残存

腫瘍量が重要な予後因子であると考えられている

点があり，術後の残存腫瘍径が 2cm 以下の群は 2

cm 以上の群よりも予後が良好であるとした報告

が散見される16）17）．原ら4）は，腹膜原発奨液性乳頭

状腺癌 8 例について検討し，その骨盤・傍大動脈

リンパ節転移所見から，卵巣癌に類似した進展形

式を有しているとして，子宮全摘術および両側付

臓器摘出術と骨盤・傍大動脈リンパ節郭清術が必

要であると述べている．今回我々は，子宮に異常

を認めず，骨盤・傍大動脈リンパ節にも腫大を認

めなかったことから，大網腫瘍切除と両側子宮付

属器切除のみを施行したが，2cm 以上の残存腫瘍

は認めず，optimal cytoreduction surgery がなさ

れたものと考える．また，近年の化学療法の進歩

に伴い，neoadjuvant chemotherapy の有用性が認

められるようになってきている18）19）．しかし，確定

診断が得られていることが前提であり，前述の腹

腔鏡下生検が今後ますます有用となってくるもの

と思われる．

予後は III 期以上の卵巣漿液性腺癌と同様に，

概して不良との報告が多いが20）21），長期生存例も

存在しており3），適切な治療がなされれば予後が

改善できる余地のある疾患であると思われる．そ

のためにも，原発巣不明の癌性腹膜炎の患者を認

めた場合，本症も念頭におく必要があるとおもわ

れた．
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A Case of Peritoneal Serous Papillary Carcinoma

Takeshi Sunami, Mizuyuki Kanemura, Masaichi Ohira＊ and Yang Ta-peng
Department of Surgery, Senbon Hospital

Department of Surgical Oncology, Osaka City University Graduate School of Medicine＊

A 67-year-old woman reporting abdominal fullness was found in abdominal ultrasonography（US）and
computed tomography（CT）to have massive ascites. She was admitted for further examination. Ascites were
serobloody and the result of cytology was class V（atypical adenocytes）．Serum CA125 was elevated. Abnor-
mal findings were not seen in the gastrointestinal tract, uterus, or ovaries. Surgery was done under a diagno-
sis of peritoneal carcinomatosis of ovarian cancer, or peritoneal serous papillary carcinoma. We found gross
ascites, many disseminated nodules on the peritoneum and mesenterium, and a hard tumor on the omentum.
Bilateral ovaries were normal in size and shape . We conducted omentectomy and bilateral salpingo-
oophorectomy. Histological examination showed cancer cells extensively on the surface and inside the omen-
tum, with findings resembling typical ovarian serous carcinoma, but the tumor invaded only the surface of the
ovaries. The final diagnosis was peritoneal serous papillary carcinoma. After surgery, she underwent a combi-
nation chemotherapy of carboplatin and paclitaxel.
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