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症例は 66 歳の女性で，腹部膨満感と左下腹部痛で受診し，腹部CTで多量の腹水と大網腫瘤，
血中CA-125（6,250U�ml ）高値，腹水中に腺癌細胞，卵巣は正常大の所見から腹膜漿液性乳頭
状腺癌（peritoneal serous papillary carcinoma；以下，PSPC）として開腹した．広範な播種病
変と大網腫瘤を認め debulking surgery を施行した．腫瘍細胞の形態と免疫組織化学染色Ber-
EP4（＋），CEA（＋），calretinin（－），CK5�6（±）の結果から PSPCと診断された．PSPC
は serous surface papillary carcinoma とも呼ばれるが，surface は本来卵巣表層上皮 surface
epitheliumを意味していたと考えられた．卵巣表面に小病変を認めても腹膜原発となる診断定
義にも留意すべきと思われた．婦人科では PSPCの腹腔内播種病変の多中心性同時性発生説が
提唱されているが，ミュラー管遺残組織である精巣鞘膜の漿液性乳頭状腺癌に orchiectomy
を施行後，腹水貯留と大網腫瘤を発症した泌尿器科の症例が文献中に認められ，異時性転移性
播種例の存在を示唆するものと考えられた．

はじめに
膜膜漿液性乳頭状腺癌（peritoneal serous papil-

lary carcinoma；以下，PSPC）は，卵巣漿液性乳
頭状腺癌（ovarian serous papillary carcinoma；
以下，OSPC）と同様の病理組織像を示すが卵巣は
ほぼ正常である特徴を有する病態で，骨盤腹膜の
ミュラー管上皮仮生を原因とした女性例のみの婦
人科的疾患と考えられてきた．しかし最近，PSPC
の男性症例 2例が相次いで発表された．泌尿器科
ではミュラー管遺残組織である精巣周囲組織から
OSPC類似腫瘍の発生が知られており，男性の
PSPC例との関連性が疑われる．今回，PSPCの女
性例 1例を経験し，婦人科と泌尿器科の領域にも
踏み込んで文献的に考察したので報告する．

症 例
症例：66 歳，女性
主訴：腹部膨満感，左下腹部痛

既往歴：2000 年右聴神経腫瘍，C型肝炎．
家族歴：特記すべきことなし．
現病歴：2003 年 4 月頃から胃重感あり，8月に

腹部膨満感と左下腹部痛のため受診し，腹部単純
CTで腹水を指摘されて入院した．
入院時現症：身長 161cm，体重 66kg ，栄養良

好．腹部は軽度膨隆し左下腹部に圧痛を認めた．
肝脾および腹部腫瘤は触知しなかった．
入院時血液検査：LDH 441IU�l ，CA-125 6,250

U�ml と上昇．その他の検査値は正常範囲内で
あった．
腹部造影CT：やや濃度の高い腹水を中等量

と，造影効果を示す大網腫瘤（omental cake）を左
下腹部中心に認めた（Fig. 1a）．
腹部MRI：腹水多量．Gdに造影される腫瘤を

認め大網腫瘍が疑われた．子宮と卵巣に腫瘍性病
変はなく，骨盤内に小腫瘤陰影が複数個見られた
（Fig. 1b）．
胃内視鏡検査：表層性胃炎のみ．
大腸内視鏡検査：横行結腸に 2mm Is hyper
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Fig. 1 Enhanced CT scan showed the omental 

cacking（a）. MRI（T2）of the pelvis revealed normal-

sized ovaries（→）and peritoneal nodules（△）.
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Fig. 2 The resected omental tumor（a）and its cut 

surface（b）.
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plastic polyp．
腹水穿刺細胞診：腺癌細胞が認められた．
1）CA-125 高値，2）腺癌細胞を認める多量の腹

水貯留，3）omental cake，4）卵巣は画像上正常で
あることから，PSPCの術前診断で 2003 年 9 月上
旬に開腹手術を施行した．
手術所見：上腹部正中切開，漿液性腹水 3,500

ml を吸引した．大網は硬い腫瘤を形成し，腹腔に
多数の播種病変を認めた．子宮と卵巣は表面に数
個の微小結節を認めたが，ともに正常大であった．
大網腫瘤切除と腹腔内播種病変の可及的除去（de-
bulking surgery）を行った．子宮，卵巣は温存し
た．腹腔内ポートを留置しCDDP100mgを散布し
て閉腹した．
切除標本：大網腫瘤は大きさ 25×20×3cmの

板状で硬い充実性腫瘍を呈した（Fig. 2）．
病理学的検査所見：卵円形，粗顆粒状の核，著

明な核小体を有する腫瘍細胞で，異常分裂像を含
む多数の核分裂像を認めた．充実性増生が大部分

で，諸所に壊死を伴っており，high grade の ade-
nocarcinoma であった．一部で見られた線維血管
性組織を中心に乳頭状の配列を示す部分は，典型
的な卵巣漿液性腺癌と類似していた．砂粒体は認
められなかった（Fig. 3）．
免疫組織化学染色検査結果：腺癌と中皮腫との

鑑別は，Ber-EP4（腺癌陽性）とCalretinin また
はCK5�6（中皮腫陽性）の組み合わせで 90％以上
の症例で可能とされ１），4 抗体を用いる場合はBer-
EP4＋CEAに Calretinin＋CK5�6 の組み合わせ
が良いとされる１）～４）．本例では腺癌を示すBer-EP
4 と CEAが陽性で，Calretinin と CK5�6 は陰性で
中皮腫は否定された（Table 1）．砂粒体（psam-
moma body）は認めなかったがKi-67 の値と併せ
て悪性度が高いことを示すと考えられた．病理所
見および染色結果から，PSPCと最終診断された．
術後 14 日目にcyclophosphamide 400mg�body

（day 1）i.v. ＋CDDP 20mg�body（day 1，3，4）in-
traperitoneal injection の化学療法を 1回施行し，
その後はCA-125 の値を指標にCDDP 50mgの腹
腔内投与を間歇的に行った．2005 年 3 月からは漿
液性卵巣癌の治療に準じて，全身療法に変更した
（Table 2）．2005 年 6 月現在，腹水と腹腔内腫瘤や
転移巣は認めていない．
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Fig. 3 Papillary proliferation with fibrovascular 

core is partly observed（a）（H.E. ×100）. Oval, ve-

sicular nuclei with prominent nucleoli and numer-

ous mitotic figures including abnormal mitosis are 

observed（b）（H.E. ×400）.
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Table 1 Immunohistochemical results

（－） Calretinin（＋）Ber-EP4

（＋－） CK5/6（＋）CEA

（＋＋＋）CA125

（＋） ER（＋＋＋）EMA

（－） PgR＞70%Ki-67

Table 2 Post-operative chemotherapy and CA-125 

level

CA-125 U/ml
（＜35）

Intra-peritoneal injection of CDDP 50mg 

 832003/10/23

 1911/20

 1612/18

 112004/02/04

 1103/11

15710/19

 7511/16

 6912/14

 822005/01/18

TJ therapy（intra-venous injection of Paclitaxel 
80～270mg＋Carboplatin 450mg）

1262005/03/17

 5404/07

 9906/10

Table 3 Reported cases of paratesticular serous pa-

pillary carcinoma

AgeNo.OriginYearAuthor 

291Tunica vaginalis testis1991Blumberg 37）

 16～426Paratesticular tissue1995Jones 38）

501Tunica vaginalis testis2000Becerra 39）

391Paratesticular tissue2001Dupre 40）

741Tunica vaginalis testis2002Hirata 41）

201Tunica vaginalis testis2004Sugishita 42）

考 察
外科が遭遇する PSPCの典型例は，多量の腹水

と広範な腹膜播種に大網腫瘤を認める病態である
が，婦人科では子宮癌検診を契機に発見された限
局性小腫瘤例もみられる５）．歴史的には本疾患の定
義が定まらず混乱を生じ６）７），原典として引用され
る文献が必ずしも一致しない珍しい状況となって
いる．本疾患を文献的に検討するために，複数の
原典６）８）～１７）の詳細な分析を必要とした．
Swerdlow８）の症例は腹水と播種のない骨盤腹膜

の比較的大きな限局性腫瘤例で diffuse type では

なかった．骨盤腹膜中皮のミュラー管上皮化生説
（ミュ管化生説）を初めて提唱した．当時は papil-
lary carcinoma とmesothelioma とが同義語９）であ
りmesothelioma として報告した．Kannerstein
ら１０），Raju ら１１），Foyle ら１２）は，卵巣表面や腹膜発
生 の diffuse serous papillary carcinoma はmeso-
thelioma ではなく，卵巣癌として分類した．Au-
gust ら１３）は，腫瘤を形成せず卵巣には病変を認め
ない特徴から，OSPCとは異なった卵巣外発生腫
瘍とした．
1973 年WHOが卵巣腫瘍分類に SSPCを‘an

exophytic papillary tumor originating from the
surface epithelium of the ovary and showing the
histologic features of serous carcinoma’と規定し
た１４）．この分類は，Schiller１８）の「卵巣表層上皮 sur-
face epitheliumの腫瘍化はミューラー管から発達
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形成された生殖管上皮の形態を模倣する」との説
を採用したものであり１９），‘surface’は surface
epitheliumを 示 し peritoneal surface は 含 ま な
かったと考えられる．卵巣表層上皮の名称は近年
germinal epitheliumから surface epitheliumへと
変更されたが２０），Lauchlan２１）は単なる解剖学的な
表面上皮と混同されやすい不適切な名称であると
述べている．腺組織のない卵巣に発生する悪性腫
瘍の約 90％が surface epitheliumに由来する腺
癌であり婦人科では‘surface’の有する意味が共
有されているが，他科においては単なる‘表面’と
解釈して本疾患の混乱の原因となっていると思わ
れる．
Gooneratne ら１４）は SSPC16 例を検討し，原発は

卵巣でその播種は転移性と報告した．Mills ら１５）

も SSPCを卵巣原発としたが，播種病変の多中心
性同時性発生説を提唱した．Truong ら１６），Wick
ら１７）は，surface epithelium と peritoneal surface
とを同一視し，SSPCの腹膜原発を主張し，播種病
変については多中心性発生説を支持した．
多くの報告で，発生機序については「卵巣表層

上皮と女性の腹膜中皮はともに胎生体腔上皮を共
通の起源とし，ミュラー管上皮へ化生する潜在力
を有してミュラー管型腫瘍を発生しうる」とする
Luachlan２１）が提唱した secondary mullerian sys-
tem（以下，SMS）の概念で一致していた．播種病
変の多中心性同時性発生説は，外科的には極めて
異質な発想であるが，婦人科では一般的な疾患概
念として受け入れられている．Muto ら２２）は PSPC
の播種病変の loss of heterozygosity と p53 muta-
tion の解析から多中心性説を支持し，反対にKu-
pryjanczyk ら２３）は単クローン性を主張するなど，
最新の遺伝子学的論争が続いている．
1993 年に Gynecology Oncology Group（以下，

GOG）が PSPCを extraovarian pertitoneal serous
papillary carcinoma と呼称し２４），1）卵巣は正常大
か良性腫大，2）卵巣外病変が卵巣表層病変より大
きい，3）卵巣には組織学的に癌がないか，あって
も 5×5mm以下，4）病理組織がOSPCと同じ腫
瘍，と定義している．原発の疑われる臓器にわず
かな病変でも存在すれば原発臓器と診断すること

が少なくとも外科では一般的であり，卵巣に微小
病変が存在しても腹膜原発とすることには違和感
がある．卵巣表面にのみ病変を認め，卵巣原発の
SSPCとした婦人科の報告5）があるが，播種が発生
した時点で診断が腹膜原発の PSPCに変化しない
か，疑問も残る．また，卵巣に全く病変を認めな
い例２５）や予防的卵巣摘出術後２６）の PSPCを腹膜原
発とすることには疑問がないと思われるが，卵巣
の de novo 癌の議論の中でこうした症例における
OSPCの早期腹膜播種の可能性が検討される２７）な
ど，婦人科でも若干の混乱が認められるようで
あった．
こうした病因論に重要な一石を投じたのが

Shah ら２８）の男性例の報告である．ミュラー管が胎
生 9～12 週に消退するまでのわずかな期間ではあ
るが，男性にも存在することを発生要因として示
唆した．PSPCの男性例が悪性中皮種や原発不明
の癌性腹膜炎と診断されて見落とされている可能
性も指摘した．その後，Shmueli ら２９）が男性 2例目
を報告している．
男性にもミュラー管が一時期存在することが

PSPCの原因となるかは Shah ら２８）の報告のみで
は不明であるが，精巣鞘膜（tunica vaginalis tes-
tis；以下， TVT）や精巣上体（epididymis；以下，
Ep）はミュラー管の遺残物で Luachlan２１）も SMS
に含めており，理論的に PSPC発生の可能性があ
ると考えられる３０）．そこで検索（Pubmed：TVT�
Ep�mullerian）すると，ミュラー管型腫瘍の発生が
古くから報告３１）～３６）されており，SMS論にすでに折
り込み済みであることがうかがわれた．
TVTや Epに発生した serous papillary carci-

noma（以下，SPC）は 6文献 11 例３７）～４２）が確認でき
た（医中誌（1983～2005 年）�Pub-Med（1972～2005
年）：キーワードは「serous papillary carcinoma」
「TVT」「Ep」）（Table 3）．この中の Jones ら３８）の 5
例目は，paratesticular SPC のため orchiectomy
（以下，OE）を施行したが，術後 5年目に腹水が貯
留し大網腫瘍を形成したとの記載があり注目され
る．この症例はOE後に PSPCを発症したものと
考えられる．本邦でもOE後に腹水が貯留し腺癌
を認めた癌性腹膜炎例の報告３９）が見られた．泌尿
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器科で PSPCを診療する機会はまれで認識がな
く，Shah ら２８）の危ぐするように単なる末期癌性腹
膜炎と診断された可能性も否定できない．仮に，
この 2例が PSPCであったとすると，男性腹膜は
SMSに含まれず，理論上播種病変の多中心性発生
はなく，異時性転移性発生を示す重要な症例とな
ると推察された．
自験例は卵巣摘出術未施行のため，組織診断を

要するGOGの定義２４）での診断は不能で，上述の考
察も踏まえて表面や原発の用語は使用せず腹膜漿
液性乳頭状腺癌と呼称した．積極的な debulking
surgery と化学療法により良好な予後を得られる
可能性のある疾患であり，特に他癌既往患者の場
合など，腹腔内播種病変を末期癌性腹膜炎と混同
しないことが，外科においても肝要と考えられた．
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A Case of Peritoneal Serous Papillary Carcinoma in a Woman
―A Study on the Clinical Entity of this Disease with Literature―

Hiroshi Takahashi, Tetsuya Yamaguchi, Ryoji Takeda,
Shingo Sakata and Michihiro Yamamoto

Department of Surgery, Rakuwakai Otowa Hospital

A 66-year-old woman admitted for abdominal distension and left lower abdominal pain was found in abdominal
CT and MRI to have massive acites and omental tumor mass with normal-sized ovaries. Serum CA-125 was
6,125U�ml . Aspiration cytology showed adenocarcinoma cells but no primary tumor. Laparotomy conducted
based on a diagnosis of peritoneal serous papillary carcinoma（PSPC）showed peritoneal implants throughout
the peritoneal cavity, necessitating reduction surgery, including omentectomy. The definitive diagnosis was
PSPC based on pathological findings and immunohistochemical results of Ber-EP4（＋）CEA（＋）Calretini
（－）CK5�6（±）. According to the literature the term“surface”in serous surface papillary carcinoma（SSPC）
which is another name for PSPC originally meant surface epithelium of ovary, and didn’t mean peritoneal sur-
face. It is also confusing that PSPC is defined as being of peritoneal origin even though small lesions are found
in the ovary. Although multicentric and synchronous origins of peritoneal implants of PSPC have recently
been proposed in gynecological area, we found a patient in the urological literature who had ascites and omen-
tal tumors 5 years after orchiectomy for serous papillary adenocarcinoma of the tunica vaginalis testis, a ves-
tige of the mullerian duct in a man, and we assumed that this case showed the possibility of metachronous and
metastatic origin of peritoneal implants of PSPC.
Key words：peritoneal serous papillary carcinoma, surface epithelium, mullerian vestiges
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