
はじめに

Ewing 肉腫（ES）は，主に小児に発生する比較

的まれな小円形細胞腫瘍であり，現在独立した疾

患概念として認められている．しかし，最近の諸

種の病理学的アプローチや細胞生物学的，分子生

物学的検索の進歩に伴い，これまでESと診断さ

れていた腫瘍のなかに神経系への分化を示唆する

所見を有する腫瘍が含まれており，これを末梢性

未分化神経外胚葉性腫瘍 PNETと分類する傾向

にある．今回我々は小腸に多発した PNETの 1例

を経験したので，若干の文献的考察を加え報告す

る．

症 例

患者：49 歳，男性

主訴：下腹部痛

既往歴：平成 5年 6月，急性膵炎にて膵頭部授

動術，胆�摘出術を受けた．また平成 8年 2月と
平成 10 年 4 月に慢性膵炎急性増悪にて保存的治

療を受けた．

現病歴：平成 10 年 6 月 15 日に下腹部痛が出現

し疼痛が持続するため，6月 23 日に当院を受診し

た．腹部単純X線検査で腸管の鏡面像が証明さ

れ，腸閉塞と診断されて，同日入院した．

入院時検査成績：WBC 14,700�µl，CRP 9.89mg�
dl と炎症所見認めたが，他の生化学検査では血清

アミラーゼも含め異常を認めなかった．

入院時の腹部CT検査で左下腹部に長径 4cm

の造影効果の強い類円形陰影部を認めた．その内

部には空気陰影を認め，腸重積を疑わせる所見で

あったが，重積の先進部は指摘出来なかった（Fig.

1）．翌日のCTではこの所見は消失していた．

入院後経過：入院翌日の腹部単純X線検査で

は鏡面像は消失し，腹痛も軽減したため経口摂取

を開始した．しかし，その 3日後の 6月 26 日に再

びイレウス状態を呈したため，6月 30 日にイレウ

ス管を再挿入した．

イレウス管造影：7月 4日の造影では明かな狭

窄部位は指摘できなかった．右腹部空腸に 1か所，

透亮像を認めるているが，これは検査時には見落

とされていた（Fig. 2）．

再々腹部CT検査：イレウス管挿入から 14 日
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目の腹部CT再検査では腸管の拡張，鏡面像形成

を認め，右下腹部に脂肪濃度を示す腸間膜を内部

に取り込むような腸重積を思わせる所見を認め

た．また，初回CTでは認められなかった腸間膜リ

ンパ節の累々とした腫脹を認めた（Fig. 3）．

以上のごとくイレウス管挿入後，約 2週間の経

過でも改善せず，腹部CTにて腫瘍性病変の可能

性も示唆されたため，平成 10 年 7 月 13 日に開腹

手術を施行した．

術中所見：トライツ靭帯の肛門側から約 20cm

から 280cmの空腸に漿膜面に突出する白色調，球

形の腫瘍を大小計 14 か所認め，その最も肛門側の

腫瘍が先進部となり腸重積を起こしていた（Fig.

4）．また，小腸間膜には転移と思われる多数のリ

ンパ節腫脹を認めたが，肝転移，腹膜播種，およ

び腫瘍の他臓器浸潤は認められなかった．腫瘍の

根治的切除は困難と考え，イレウス解除と，組織

Fig. 1 Abdominal CT on admission showed a circu-

lar enhanced wall in the small intestine.

（upper. plain CT, lower. enhanced CT）

Fig. 2 Ileus tubegraphy showed a filling defect in the

small intestine.

Fig. 3 Abdominal CT showed invagination of small

intestine , and multiple lymph nodes swelling in

small intestinal mesentery.
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診断を目的として重積部のみの空腸部分切除を施

行した．

切除標本肉眼所見：径 3.5×2.0cmの粘膜面に

突出した腫瘍で，比較的軟らかく，白色調・充実

性腫瘍であった（Fig. 5）．術中迅速病理検査では

大型の異型核を持つ細胞が胞巣状に増殖してお

り，悪性腫瘍ではあるが，組織型の診断は困難で

永久標本での検討が必要との結果であった．

病理組織学的所見：H-E 染色では粘膜下層から

筋層にやや小型，類円形細胞が胞巣状に増殖して

おり，明かな腺管の形成，角化などの分化は認め

ず（Fig. 6a）．壊死傾向が強く，病変の中心や粘膜

面は大部分壊死に陥っていた．PAS染色は陰性

で，免疫染色では neuron specific enolase（NSE）で

は陽性細胞が散見され，S100 で少数陽性細胞を認

めた．また，MIC-2 は細胞膜陽性であった（Fig.

6b）．電子顕微鏡像では細胞間に神経内分泌顆粒

を持った細胞質突起を認めており，神経系への分

化を伴う腫瘍が考えられた（Fig. 7）．

以上の病理学的特徴より PNETと診断された．

術後経過：腸閉塞は解除され経口摂取も開始し

ていたが，術後 22 日目から 38℃以上の発熱と呼

吸苦が出現した．胸部単純X線で両肺門を中心と

する浸潤影を認め，病理組織診断の確定していな

かったその時点では，癌性リンパ管症を疑った．

家族の意向もあり，化学療法は行わない方針で対

症療法のみを行ったが，徐々に呼吸状態悪化し，

術後 41 日目に死亡した．

考 察

PNETは 1918 年に Stout1）が花冠状構造を伴っ

た小円型細胞からなる尺骨原発腫瘍を peripheral

neuroepithelial tumor としてはじめて報告した

が，その後の報告例は極めて少なかった．しかし，

Fig. 4 Laparotomy showed 14 white tumors arising

in the small intestine, and the tumor on the most

anal side showed invagination.

Fig. 5 A resected specimen . Upper；The tumor

showed type 1 form and was 3.5×2.0cm in size.

Lower；The cut surface was whitish and solid with

partial necrosis.
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最近の諸種の病理学的アプローチや免疫組織学，

電顕および細胞生物学的・分子生物学的検索の進

歩により報告例が増え，病理学的領域において注

目されている．一方，骨，軟部のEwing 肉腫（ES）

は小円形細胞腫瘍群に属するが，臨床像，組織像

などの類似性から未分化な typical ES，低分化な

atypical ES，および神経系の分化傾向を示す

PNETを総括した，ewing sarcoma family of tu-

mor（ESFT）の概念も提唱されるようになってき

ている．ESFTと鑑別すべき腫瘍として神経芽腫

（NB），横紋筋肉腫（RBS），リンパ腫など，その他

の小円形細胞腫瘍群が挙げられる．免疫組織化学

的にはNBではNSE，S-100，neuro filament triple

protein（NFTP）などの神経マーカーが陽性とな

り，RBSであれば desmin，myoglobin，actin など

の筋原性抗原が陽性となり，リンパ腫であれば

lymphocyte common antigen（LCA）が陽性とな

る．最近では細胞表面タンパクの 1つである

MIC2 が ESおよび PNETで陽性を示すことが認

められ，これがNBとの鑑別に用いられるように

なった2）．また最近，ESと PNET両腫瘍に共通し

た染色体転座 t（11；22）（q24；q12）あるいは t

（21；22）（q22；q12）が存在することが証明され，

NB，RBS，リンパ腫などとの鑑別にも利用されて

いる3）．

PNETと ESは共通項が多いが神経形質が明確

Fig. 6 （a）Microscopy showed a small round cell tumor arranged in nest.（H.E, ×40）
（b）Immunohistochemically, tumor cells were positive for MIC2 protein.（×40）

Fig. 7 Electron microscopy showed neurites that include neuroendocrine intercel-

luar junction.（a×2,500）（b×10,000）

a

a

b

b
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なものを PNETとするのが一般的であり，その病

理学的特徴としては次のことが挙げられる．

Hormer-Wright 型のロゼット形成がしばしば認

められる．電顕的には細胞突起を認めることがあ

り，神経内分泌顆粒が極めてまれながら認められ，

これが診断の重要な根拠とされている．自験例は

Hormer-Wright 型のロゼット形成は認められな

いものの，腫瘍細胞はやや小型，円形であり，電

顕像では神経内分泌顆粒を有する細胞質突起を認

めた．免疫染色ではESに関してVimentin 以外は

陰性であることが多く診断は除外診断となる．し

かし，PNETは NSE，S-100，NFTPといった神経

マーカーが陽性である．また，免疫染色でMIC2

が陽性であり，これが診断確定の決め手となった．

PNETの原発部位としては軟部組織，特に四肢，

胸壁発生が多く，稲田ら4）の集計によれば欧米では

胸部発生例が多く，本邦では四肢発生例が多い．

近年，腎臓原発例5）6）や腸間膜発生例7）も報告されて

いるが，我々が医学中央雑誌と Index medix で検

索した範囲では腸管への発生例は確認できなかっ

た．また，文献報告例での転移形式としてはリン

パ節転移も散見されるものの，多くは血行性転移

形式であるが，本症例においては術中所見で腸間

膜に多数のリンパ節腫大を認め，リンパ行性進展

形式の強い腫瘍であったことが推察された．発生

年齢としては，10 歳代までの若年発生がほとんど

である．予後は不良で，Jurgens ら8）はM0症例で

3年時の無病生存率が 56±11％と報告しており，

Kushner ら9）は 2 年時のそれが 25％であったと

報告している．また，Ushigome ら10）は 23 例中 2例

のみが再発なく 5年以上生存し，その他は 3～29

か月で死亡したと報告している．

治療については，本邦報告例ではほとんどに外

科的治療が施行され，化学療法や放射線療法も併

用されている．Miser ら11）や，Stefanko ら12）が全身

放射線照射や化学療法と骨髄移植を併用した治療

成績を報告しているが，いずれも長期予後は不明

であり，自家骨髄移植の評価は定まっていないと

述べており，長期的視野で科学的に論証した論文

はなく，今後の研究課題である．自験例では腸閉

塞解除のためと組織診断のために 1か所のみを摘

出したが，腫瘍の確定診断が得られる前に全身状

態の悪化を来たしたため，根本的治療を施行する

ことは出来なかった．術後画像検索も残念ながら

胸部単純X線で両側肺門部を中心とする浸潤影

を認めたのみで，CT，剖検での確認が施行されな

かったため実際に肺および他臓器への PNETの

進展傾向があったのか否かは不明である．

腹部領域においては非常にまれな疾患であるた

め，今後の症例の集積が期待される．
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A Case of Peripheral Primitive Neuroectodermal Tumor Arising in the Small Intestine

Shinzo Ozaki, Shinya Yamamoto, Akihiro Kawamura1）, Keijiro Araki2）and Makoto Hiroi3）

Department of Surgery, Kubokawa Hospital1）

First Department of Surgery, Kochi Medical School2）
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Peripheral primitive neuroectodermal tumor（PNET）is an extracranial primitive small round cell tumor
showing histological, immunohistochemical, or electron microscopic evidence of neuroectodermal differentia-
tion. It is common in soft tissue and bone in children and young adults. We report an unusual case of a PNET
arising in the small intestine. A 49-year-old man admitted for lower abdominal pain was found to have multiple
niveau in plain X-ray of the abdomen, and a history of acute pancreatitis surgery suggested adhesional ileus.
He was treated conservatively with a long tube, but symptoms were not ameliorated. Computed tomography
showed invagination of the small intestine, necessitating surgery. Laparotomy showed 14 white tumors aris-
ing in the small intestine, and the tumor on the most anal side showed invagination. We undertook radical re-
section and partial resection invaginated tumor. Microscopic examination showed a small round cell tumor.
Immunohistochemically, tumor cells were positive for MIC2 protein. After surgery, ileus improved, but the
patient died 41 days later. To the best of our knowledge, this is the first case in the literature of PNET arising
in the gastrointestinal tract.
Key words：primitive neuroectodermal tumor, ewing sarcoma, MIC2
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