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I.は じめに

従来,小 腸腫 瘍は良性,悪 性 を問わずまれな疾患

とされ,あ る程度 まで腫瘤 が発育 しない と症状 が現

われない点,ま た症 状の不定 な点な どよ り,発 症時

期か ら診断の確定 するまでの期間が長 い。大多数の

症例は剖検時あ るいは他疾患 の疑いで開腹時に偶然

発見 されて いる,こ れ は小腸 の解剖学的特徴による

検査の困難 さに もよるが,一 般 に病変 の少ない個所

であるという認識 が診断時期 を遅 らせてい ることも

事実であろう.

我々は最近 タール便 を主訴 とした25才 の女子の空

腸平滑筋腫の1例 を経験 したので,レ 線所見を中心

に報告す る.あ わせて若干 の鑑別診断 につ き言及 し

た.

II.症 例

患者　25才　 女子

主訴　 タール便

家族歴,既 往歴　特 になし

現病歴:生 来健康 であったが,約6ケ 月前 フラ

フラして倒れた,近 医 を受診 し,貪 血 と便 潜血 を指

摘 され輸血 を受けた。 胃レ線検査 の結果,胃 潰瘍 と

診断 され治療を受けた.し か しその後 も便 潜血反応

は陽性であ り,時 々タール便 を認 めるため,当 院内

科 を受診 し,消 化器検査のため放射線科に紹介 され

た.

現症:体 格栄養中等で心肺 に理学的異常所見な

し.腹 部 は平担,軟 で圧痛 もな し.腫 瘤 を触れない.

検査成積:血 液所見,肝 機能な ど異常 な く,便

潜血反応 も3回 の検査で(-)-(±)で あった.

レ線所見:小 腸 レ線検査に先立 ち胃及 び注腸法

による大腸 レ線検査がなされたが,特 に異常所見は

認め られなかった.

小腸 レ線検査の結果,背 臥位正面では,胃 及び空

腸係蹄の重 な りのため病変部は認 め られないが(写

真1),強 い第2斜 位 にて,十 二指腸空腸湾曲部の

肛側数cmと 思 われ る個所 に類円形の くるみ大の陰影

欠損 と,この肛側 にいわゆる"Coil spring appea

rance"が 認め られる(写 真2).圧 迫 にて軽 度変

形,移 動性 があ り,陰 影欠損の辺縁は平滑で,硬 化

像はなく, 2峰 性を有 してい る様である.陰 影欠損

の上部中心部 に潰瘍形成 を疑 わせ る小Barium斑 が

認め られた(写 真3).上 部腸管は拡張 してお らず,

 Bariumは この陰影欠損 をまた ぐ様に して流れ るの

が観察 された.ま た,陰 影 欠損の基底部の径 は腔 内

突出部の径 よ りも短 く,上 部 にはmucosal pattern

を認 めない.

以上の レ線所見よ り,こ の腫瘤 は腔内性 に発育 し

た粘膜下腫瘍,こ とに平滑筋 由来の腫瘍 であると考

えた.

手術所見:小 腸粘膜下腫瘍 として,当 院外科 に

て手術 を行 った.正 中切開で腹腔 を開 くと,腫 瘤 は

Treizの 靭帯 よ り約5cmの 肛側にあ り,壁 内性で硬

度 は弾性硬, 2峰 性 で表面は軽度凹凸す.周 囲の リ

ンパ線に転移 と思われる ものはな く,腫 瘤 よ り上下

3cmの ところで約10cm空 腸 を切除 し,端 々吻合 を行

ない腹腔 を閉 じた.

切除標本:腫 瘤 の大 きさは3×3×2.5cmで 全周

粘膜で被覆 されてお り,一 部粘膜欠損が認 め られ る

(写真4).割 面をみると灰 白色充実性であ り,粘

膜下 に局在 してい る(写 真5).
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図1　 小 腸 平 滑 筋腫 の分 布

(CarlsonとGoodに よ る)

図2　 小腸 良 性 腫瘍 の 発育 形 式

(CarlsonとGoodに よ る)
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組織所見:平 滑筋腫.平 滑筋性細胞が束状 に配

列 され,異 形,核 分裂な どの悪性所見は認 められな

い(写 真6).

III.考 察

胃腸管筋腫 の最初 の報告 は1858年Froster1)に 始

まる.や や古 いが本邦佐 々木2)の 集計では腸管筋腫

82例 の うち,空 腸の筋腫 は29例 で空腸に於 る発生頻

度はかな り高 い.こ の うち発育形式では, 20例 が外

発性, 8例 が内発性, 1例 のみ内,外 発 性である.

大 きさをみ ると外発性の ものは比較的大 きな発育 を

示 してお り,最 も大 きい ものは成人頭大 に達す る.

これは外発性 の もの は腫瘤 として触れ るまで無症状

に経過す る率 が高 いため と思 われ る.こ れ に比 し内

発性の ものは小 さい もので も,イ レウス症状,腹痛,

嘔 吐,便 潜血 を来す ものが多い様であ る.小 腸に限

った外 国 の集計例 で もCarlsonとGood3)に よれ

ば, 119例 の平滑筋腫の うち57例が空腸に発生 してお

り,空 腸は平滑筋腫の発生頻度の高い場所 であると

言 えよ う(図1).彼 らは小腸良性腫瘍の発育形式

を次の様 に分類 して いる(図2)

A Pedunculated intraluminal tumors.

B sessile intraluminal tumors.

C tumors mostly intramural or extramural.

D tumors chiefly serosal.

E combined form tumors.

この発育形式 で組織型が診断 で きるわけではない

が,こ れ に加 うるに外形,分 葉状,類 円形,表 面の

性状, mucosal patternの 有無,潰 瘍を ともな うか

否か,腫 瘍の硬 さなどが充分つかめれば,あ る程度

組織診断 に近 づ くことが出来よ う.平 滑筋腫 はA～

Eの いずれの発育形式 を も示す が,集計例2) 4)を見 る

とDの 外発型 が最 も多 い,つ いでB, CでEは 少 な

く, Aは 極めて稀 である.著 者 の報告例 はBの 内発

型に属す るが,こ のtypeの 腫瘤 は管腔 内への突出

部の径が壁付着部 よ りも大 きい ことが特徴 で,表 面

には通常mucosal patternを 認 めない. Dの 外発

型の もの は小 さい場合 はほ とん ど診断 は不 可能で あ

る.5)ある程度 大 きく発育 し隣接 す る小腸係蹄 に圧迫

を生 じれ ば,レ 線診断 も可能 となろ う. C型 の平滑

筋腫 の要点は陰 影 欠損 の表 面 にmucosal pattern

を認め,管 腔内突 出部の径が,基 底部の径よ りも小

さい ことであろ.中 心性陥凹の有無 は重要な鑑別点

で ある.多 くの例 で中心部表面粘膜 に潰瘍形成をと

もない,平 滑な類円形の陰影欠損の中に小Barium

斑 を認めてい る.著 者の報告例 も中心性潰瘍形成が

み られ,反 復す るタール便 はこれ による ものであ っ

た.上 皮性良性腫瘍である腺腫 は有茎性のA型 を と

ることが多い.他 の非上皮性腫瘤 としては脂肪腫,

血管腫,線 維腫な どがあるが,脂 肪腫 は圧迫 によ り

容易 に変形す ることが特徴で,6)血管腫,線 維腫 も単

発 または多発性の陰影欠損 として現 われ るが,き わ

めて まれである7)

悪性腫瘍,こ とに平滑筋肉腫 との鑑別に関 しては

悲感的な意見が多い. Baker8)は 小 さいもので は レ

線像か らは鑑別診断 は不可能 とし, Golden9)は 比較

的大 きい もので も二者の間 に相違点 は見出 し難 いと

して いる.た だ平滑筋肉腫は管外発育 を示す もの も

が筋腫よ りさらに多 く, StarrとDockerty10)の 報

告に見 られ る様に,良 性の ものは3mm～7cm,悪 性

の ものは2～20cmの 間にあ り,肉 腫の方がよ り大 き

な腫瘤 となる様だ.ま たよ り大 きな不規則 な潰瘍 を

形成す る場合,肉 腫 を示唆 していると考 えてよいよ

うで ある.

原発性小瘍癌 との鑑別 は,壁 の性状,狭 窄,上 部

拡張の有無,粘 膜像 の変化な どが要点 となろ う.た

だPolypoid typeの 小腸癌の場合 はかな り困難で

あろう.最 近では腫瘤 の質的診断 に,血 管造影検査

を行 ない,そ の豊富 な新生血管 と静脈相の濃梁像な

どか ら十二指腸平滑筋肉腫 を診断 したとい う報告11)

も見 られるが,や は り最 も重要なのは,最 初 のレ線

像 であ り,充 分各係蹄 を分離 し用手圧迫にて病変部

の形状,大 きさ,硬 さ,潰 瘍形成の有無, mucosal

 patternの 変化,壁 の伸展性な どにつ いて所 見を充

分把握す ることで あると思 われ る.

お わりに

最近経験 した空腸平滑筋腫の一例 につ きレ線像 を

中心 に報告 し,あ わせて レ線的鑑別診断 につ き若干

の考察 を行 った.
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A Case with Leiomyoma of the Jejunum
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ABSTRACT

Leiomyoma of the small intestine is a rare lesion, and most cases are found during operation 

and during autopsy.

This patiant who we reported had a history of melena. Oval filling defect was detected in 

the jejunum by means of conventional barium examination.

The histologic type of this neoplasm could be suggested by its radiologic findings and probed 

by operation.
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写真1　 背臥位正面像 写真2　 半立位 第II斜位

写真3　 圧 迫 像
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写真4　 切 除 標 本 写真5　 切 除 標 本 割 面

写真6　 組 織 像　 弱 拡 大 平 滑 筋 腫 部 の 強 拡 大


