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囊胞状病変を呈した後腹膜平滑筋腫の 1 例を報告する．症例は 47 歳の女性で，心窩部痛，腹
部膨満感を主訴に当院を受診．腹部 CT にて右上中腹部後腹膜に最大径 10cm 前後の境界明瞭
な囊胞状腫瘤を認めた．囊胞壁には不整な肥厚がみられ，一部に動脈相から強い造影効果を認
めた．MRI では囊胞状腫瘤の内容液は T1WI で高信号，T2WI で著明な高信号を呈した．超音
波内視鏡検査所見にて内部は細顆粒状エコーを呈し，腫瘍辺縁は充実性で，著しい血流シグナ
ルを認めた．変性壊死の著明な後腹膜腫瘍として開腹下に右下腎動脈合併腫瘍摘出術を施行し
た．腫瘤は 9.0×7.0×6.5cm，252g で，囊胞内容液は混濁した褐色調を呈する漿液だった．病理
組織学的に囊胞壁は紡錘形腫瘍細胞からなり，免疫染色にて α-SMA，desmin，caldesmon が陽
性，c-kit，S-100 蛋白，CD34，CD99，EMA，bcl-2，AE1�3 は陰性，MIB-1 は 1％ 以下だった．
以上より，囊胞状変性を来した平滑筋腫と診断された．

はじめに
原発性後腹膜腫瘍は比較的まれな疾患で，悪性

腫瘍が多いとされる１）２）．その組織型は多岐にわた
るが，平滑筋腫の頻度は低い３）．今回，我々は囊胞
状病変を呈した後腹膜平滑筋腫の 1 例を経験した
ので報告する．

症 例
患者：47 歳，女性
主訴：心窩部痛，腹部膨満感
家族歴：特記事項なし．
既往歴：虫垂切除術（10 歳時），不安神経症，十

二指腸潰瘍．
現病歴：2006 年 8 月初旬より心窩部痛，腹部膨

満感を自覚し，8 月中旬当院を受診．上部消化管内
視鏡検査にて食道裂孔ヘルニアを認め，プロトン
ポンプ阻害剤（omeprazole）を投与されたが，症
状の改善はみられなかった．同年 9 月下旬近医で
の腹部 CT にて胆囊腫大が疑われ，当院へ紹介と
なった．

理学的所見：身長 160.7cm，体重 54.0kg．血圧
140�70mmHg．結膜・頸部・胸部に異常所見な
し．腹部は平坦，軟で右季肋部に可動性の乏しい
テニスボール大の腫瘤を触知．

腹部超音波検査所見：右上腹部に胆囊を圧排す
る 7cm 大の単房性囊胞性腫瘤を認めた．

腹部 CT 所見：右上中腹部に最大径 10cm 前後
の境界明瞭な腫瘤を認めた．腫瘤は十二指腸下行
脚・水平脚，膵頭部，胆囊を腹側へ圧排し，後腹
膜腫瘤と思われた．下大静脈は腫瘤により腹側か
ら圧排され狭小化していた．腫瘤の大部分は囊胞
状を示し，囊胞壁には不整な肥厚がみられ，一部
に動脈相から強い造影効果を呈する領域を認めた

（Fig. 1）．
腹部 MRI 所見：囊胞状腫瘤の内容液は T1WI

で高信号，T2WI で著明な高信号を呈した．
超音波内視鏡検査所見：十二指腸をはさんで膵

頭部と対側に 75mm 径の囊胞状腫瘤を認めた．内
部は細顆粒状エコーを呈し，粘液や出血壊死物質
の存在が疑われた．腫瘍辺縁は充実性で，10―15
mm の厚さを有し，造影検査にて著しい血流シグ
ナルを認めた（Fig. 2）．
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Fig. 1　Contrast enhanced CT showed a cystic 
mass with partially enhanced irregular walls in the 
right anterior pararenal space.（a：transverse sec
tion, b：coronal section）
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Fig. 2　Endoscopic ultrasonography. The 
contents of the cystic lesion showed fine 
granular echogenicity. Contrast-enhanced 
study revealed prominent blood flow 
within the thickened wall of the cyst.

血液検査所見：LDH 269IU�l，総コレステロー
ル 238mg�dl 値と上昇のほかは異常を認めなかっ
た．

内分泌学的検査所見：血漿カテコールアミン濃
度では，エピネフリン 0.01ng�ml（基準値 0～0.07
ng�ml），ノルエピネフリン 1.90ng�ml（同 0.06～
0.46ng�ml），ドパミン 0.02ng�ml（同 0～0.014ng�
ml）とノルエピネフリン，ドパミン値の上昇を認
めた．尿中カテコールアミン代謝産物の測定では，
HVA Cr 補正値 7.50µg�mg・Cr（基準値 1.6～5.5
µg�mg・Cr），VMA Cr 補正値 6.40µg�mg・Cr（基
準値 1.2～4.9µg�mg・Cr）であり，いずれも有意な
上昇ではなかった．

以上より，変性壊死の著明な後腹膜腫瘍として
傍神経節腫，神経原性腫瘍，下大静脈由来の平滑
筋腫瘍などを疑い，同年 12 月上旬手術を施行し

た．
手術所見：腫瘍は十二指腸下行脚から結腸肝弯

曲の背側に位置しており，Kocher の授動と右半結
腸の授動を行い腫瘍前面に到達した．腫瘍沿いに
剥離を進め，腫瘍背側で癒着のみられた右腎動脈
下極枝を合併切除した．腫瘍と下大静脈との間の
癒着は軽度で剥離可能だった．

摘出標本肉眼的検査所見：腫瘍は弾性軟の緊満
した囊胞状腫瘤で，大きさ 9.0×7.0×6.5cm，重量
252g，内容液は混濁した褐色調を呈する漿液で
あった（Fig. 3a）．

固定後割面肉眼的検査所見：囊胞壁は線維性被
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Fig. 3　The resected specimen was encapsulated and 9.0×7.0×6.5 cm in size（a）. Formalin-
fixed interior surface of the cyst was smooth and the wall was partially thickened（b）.
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膜を有し，内面は平滑で淡褐色調を呈し，一部で
壁の肥厚を認めた．腫瘍内腔にゼラチン状物質や
壊死物質はみられなかった（Fig. 3b）．

病理組織学的検査所見：腫瘍は線維性被膜に覆
われ，囊胞状変化が強かった．囊胞壁は線維芽細
胞様の紡錘形細胞が特定の配列をとらずに増生
し，細胞密度の高い部分（Fig. 4a）と疎な部分

（Fig. 4b）が混在した．腫瘍細胞の核異型は軽度
で，有糸分裂像はみられなかった（Fig. 4c）．免疫
染色にて腫瘍細胞は α-SMA，desmin，caldesmon
が陽性で平滑筋への分化を示した．一方，c-kit，S-
100 蛋白，CD99，EMA，bcl-2，AE1�3 は陰性，MIB-
1 は 1％ 以下であった．以上より，囊胞状，粘液腫
状変性を来した平滑筋腫と診断された．

術後経過：手術後は順調に経過し，第 9 病日に
退院，術後 12 か月現在再発なく経過中である．

考 察
後腹膜腫瘍は比較的まれで，その発生頻度は全

腫瘍中 0.2％ 程度とされる１）．脂肪肉腫，悪性リン
パ腫，平滑筋肉腫など悪性腫瘍の頻度が高く，良
性腫瘍では奇形腫，良性囊腫，神経鞘腫が多い２）．
後腹膜腫瘍の画像診断では，CT や MRI で腫瘍内
部の脂肪成分，粘液間質，囊胞構造の有無，造影

効果を評価することが，鑑別診断において有用で
あるが，術前の腫瘍の質的診断は困難な例が多
い４）．

後腹膜に囊胞性腫瘤を呈する病態として，リン
パ管腫，粘液囊胞腺腫，奇形腫，中皮腫，ミュー
ラー管囊胞，類表皮腫，tailgut cyst，気管支原性
囊腫，囊胞変性を来した充実性腫瘍，後腹膜偽粘
液腫，肛門周囲粘液癌など腫瘍性病変と，仮性囊
胞，リンパ囊腫，尿瘤，血腫など非腫瘍性病変と
がある５）．自験例では術前の画像診断で血流が豊富
な比較的厚い囊胞壁を認めたこと，囊胞内容液に
出血や壊死物質の存在が示唆されたことより，傍
神経節腫，神経原生腫瘍，平滑筋腫瘍など充実性
腫瘍が囊胞変性を来した可能性が考慮された．摘
出標本の病理組織学的検査では，腫瘍の充実性部
分は紡錘形の腫瘍細胞が不規則に増生する所見
で，solitary fibrous tumor や腸管外 gastrointesti-
nal stromal tumor が疑われたが，免疫染色にて
CD34，CD99，bcl-2，c-kit のいずれも陰性であり否
定された６）７）．一方，α-SMA，desmin，caldesmon
が陽性で平滑筋への分化を示し，有糸分裂像はみ
られず（＜1�10HPF），MIB-1 も 1％ 以下であった
ことから，平滑筋腫と診断された．ただし，通常



102（1652） 日消外会誌 41巻 8 号囊胞状後腹膜平滑筋腫

Fig. 4　Microscopic findings（H.E. stain, a, b：×100, 
c：×400）. The tumor had variable cellularity（a, 
b）, consisting of fibroblast-like spindle cells with 
mild nuclear atypia in patternless arrangement. 
No coagulative necrosis was observed, and mitotic 
index was less than 1/10 HPF（c）.

a

b

c

の平滑筋腫に比べて細胞密度が高く，豊富な核ク
ロマチンを有するなど細胞異型がみられるため，

smooth-muscle tumor of uncertain malignant po-
tential（以下，STUMP）８）９）の可能性も指摘された．

後腹膜平滑筋腫は後腹膜腫瘍のうち 1～2％ と
頻度は低い３）．本邦での報告例は 2003 年の小川
ら１０）の集計で過去 40 例を数えるに過ぎず， 今回，
我々が検索しえたかぎりでは 60 例程度である．本
症の発生起源として，血管や精索の平滑筋細胞や
胎生期のミューラー管，ウォルフ管の遺残組織の
可能性が挙げられるが未確定である１１）．Billings
ら１２）は四肢体幹に発生する平滑筋腫と対比して，
後腹膜・腹腔内に生じる平滑筋腫の特徴として，
閉経前後の女性に好発，エストロゲン受容体・プ
ロゲステロン受容体の発現陽性，水腫状変性の存
在など，子宮筋腫と共通する臨床病理組織学的検
査所見を示しており，その発生起源を考察するう
えで興味深い知見といえる．自験例では，腫瘍辺
縁で右腎動脈下極枝との癒着が強かった他は，下
大静脈，卵巣血管などとの関連はみられず，発生
母地は特定できなかった．

本症の過去の報告例では充実性腫瘤を呈するも
のが多いが，囊胞状を呈した症例もみられる（Ta-
ble 1）１３）～１９）．子宮平滑筋腫において，腫瘍の変性に
よる 2 次的な変化はしばしばみられる所見であ
り，水腫状変性，粘液腫状変性の結果として囊胞
形成をみることがある２０）．自験例の病理組織学的
検査でも，細胞密度が疎で粘液腫状変性と考えら
れる領域が認められ，同様の機序が推察される．

本症の術前診断は画像所見のみでは確定困難で
あり，報告例のほとんどが切除標本の病理組織学
的検査により診断されている．超音波ガイド下に
経皮的あるいは経直腸的に穿刺生検を行い術前診
断可能であった症例の報告例もみられるが２１）２２），穿
刺経路への腫瘍播種の危険性もあり，悪性リンパ
腫や悪性腫瘍のリンパ節再発など，生検結果が治
療方針の決定に意義を有する疾患が考慮される場
合に限って行われるべきであろう．

本症の良悪性診断は，従来から有糸分裂像の頻
度と腫瘍径による判断基準が示されてきた．Ran-
chod ら２３）は 5 個�10HPF 以上の有糸分裂像があれ
ば悪性，腫瘍径 10cm 以上の場合悪性の可能性が
高いとしており，Shmookler ら２４）は 1 個�10HPF
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Table 1 Retroperitoneal leiomyoma showing a cystic lesion, reported cases in Japan

Cyst contentWeight（g）Size（cm）LocationSexAgeYearAuthor

dark reddish, blood like liquid
＋white coaguated material

NDinfant’ s head 
sized

pelvic cavityM601931Akashi13）

blood3,11510×10×9lumbar muscleM471969Musha14）
blood4,69530×17×10throughout the

retroperitoneum
M491976Fujita15）

necrotic tissue with
liquefaction degeneration

48010left suprarenal spaceM671982Kido16）

necrotic tissueND7×6×5pelvic cavityM811986Nakashima17）
blood＋necrotic tissue65011.5×10.5×5.5right suprarenal spaceM561991Yano18）
turbid, brown, old bloody1,15215×15×12left anterior

pararenal space
M772001Sumino19）

turbid, brown, serous2529×7×6.5right anterior
pararenal space

F47Present case

ND：not described

以上の有糸分裂を認めるか腫瘍径が 7.5cm 以上
の場合に転移の可能性があると報告している．ま
た，Billings ら１２）は，核異型，腫瘍壊死がみられず，
有糸分裂が 10 個�50HPF 以下の場合は平滑筋腫

（leiomyoma），10 個�50HPF を 超 え る 場 合 は
retroperitoneal STUMP と診断することを提唱し
ている．自験例のように腫瘍壊死がなく有糸分裂
像も低頻度だが細胞異型の存在が指摘される平滑
筋腫瘍は，子宮原発例では STUMP と診断されう
るが１４），後腹膜平滑筋腫瘍での診断基準は症例数
が少ないこともありいまだ明確ではない．本症の
臨床病理組織学的特徴を明らかにするためには引
き続き症例の蓄積と検討が必要と思われる．

なお，本考察における文献検索は，医学中央雑
誌（期間：1983 年から 2006 年，キーワード：「後
腹膜」，「平滑筋腫」）および PubMed（期間：2006
年まで，キーワード：「retoperitoneum」，「leio-
myoma」）にて行い，1982 年以前の報告例はこれ
らの引用文献に基づいて検索した．

稿を終えるにあたり，病理組織学的検査所見に関して御
指導を頂いた名古屋大学医学部附属病院検査部病理，下山
芳江先生に感謝の意を表します．

なお，本論文の要旨は第 28 回愛知臨床外科学会（2007
年 7 月，名古屋）にて発表した．
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A Case of Retroperitoneal Leiomyoma Showing a Cystic Lesion

Koichi Kato, Shin Takeda, Shuji Nomoto,
Naohito Kanazumi, Hiroyuki Sugimoto and Akimasa Nakao

Department of Surgery II, Nagoya University Graduate School of Medicine

We report a case of retroperitoneal leiomyoma showing cystic lesion. A 47-year-old woman with a history of
abdominal pain and discomfort was found in abdominal computed tomography（CT）to have a 10cm diameter
cystic mass with irregular walls in the right anterior pararenal space. The contents of the cystic lesion showed
slightly high intensity on T1 weighted images, and extremely high intensity on T2W abdominal MRI. Endo-
scopic ultrasonography with a contrast agent showed prominent blood flow within the thickened cyst wall.
Laparotomy showed an elastic soft, bordered mass behind the pancreatic head, duodenum, and hepatic colon
flexure. No connection to the right kidney, ovarian vessels, or IVC was seen. We excised the tumor and an ab-
errant right renal artery branch. The 9.0×7.0×6.5cm tumor, weighted 252g, and consisted of a partially thick-
ened wall and brownish serous fluid. Histopathologically, the wall consisted of mitotically inactive spindle cells
reactive for SMA, desmin, and caldesmon, but not c-kit, S-100, CD34, CD99, EMA, or AE1�3 in immunohisto-
chemical studies. The diagnosis was retroperitoneal leiomyoma with cystic degeneration.
Key words：retroperitoneum, leiomyoma, cyst
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