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A 37・year-oldman was hospitalized for a soft tissue mass around the aorta which had been 

incidently found by abdominal CT. Radiological finding and laboratorγdata were nonspecific for 

retoroperitoneal fibrosis， lymphnode metastasis of testicular carcinoma and lymphoma. 

Ultrasonography guided biopsy of the mass revealed ganglioneuroma of the retoroperitoneum. No 

growth of the mass was observed at 14 months follow up. 

(Hi町 okikaKiyo 51: 253-255， 2005) 
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緒 E司

神経節細胞腫は，神経芽細胞腫・神経節芽細胞腫と

もに交感神経腫蕩に属する腫蕩である.好発部位は後

腹膜腔・縦隔で，辺縁明瞭な腫療を形成することが多

い.今回われわれは，腫痛を形成することなく，腎門

部から大動脈分岐部にかけての傍大動脈領域に so丘

tissue massとして認める 神経節細胞腫の l例を経

験したので報告する.

症 例

患者:37歳，男性

主訴:特になし

家族歴 .特記すべきことなし

既往歴:30歳時尿管結石

現病歴 :2002年 8月の人間ドックで蛋白尿を指摘さ

れ近医を受診. CT検査施行にて腎茎部から大動脈分

岐部にかけての傍大動脈領域にsofttissue massを指

摘され， 9月精査目的で当科紹介受診となった.

現症:身長 178.5cm，体重 78kg，血圧 124/78

mmHg，脈拍58/分整，表在リンパ節の腫脹を認めな

*現:高槻日赤病院泌尿器科

かった.精巣に異常所見を認めなかった.

検査所見:血沈 l時間値 12mm (2-10)の軽度上

昇を認めた以外は， CRP O.Omg/dl (<0.2)， LDH 

141 IU/I (129-241)を含め血液生化学検査上異常を

認めなかった.腫蕩マーカーも HCG-s<0.5 mIU/ 

ml (<0.5)， AFP <3.0ng/ml (<15)， sIL-2R 295 

(< 570)， CEA 1.4ng/ml (< 5)， CA19-9 5 U/ml 

(0-37)と異常を認めなかった.アドレナリン. ノル

アドレナリン， ドパミンを含めた内分泌、検査上も異常

をtEめなかった.

Fig. 1. An abdominal enhanced CT revealed 
a so自tissuemass surrouding the aorta. 
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Fig. 2. An abdominal T2-weighted MR  image 
demonstrated a low intensity mass sur-
rounding the aorta. 

画像所見 :CT検査では，腎門部から大動脈分岐部

にかけての傍大動脈領域に，長径 22cmの造影効果

の乏しい内部均ーな低吸収域像を認めた (Fig.l).

MRI検査でも同部位に，Tl強調像で内部均ーな低

信号像， T2強調像でも内部均一な低信号像として認

め，造影効果の乏しいものだ、った (Fig.2).超音波検

査では softtissue massは iso-hypoechoic massと

して認められた 67Gaシンチ検査上異常集積を認め

なかった.

以上の所見より匪細胞癌，後腹膜線維症，悪性リン

パ腫，悪性腫蕩の転移などを疑うも確定診断がつか

ず，超音波ガイド下に，背但~から腎と腸腰筋の間より

6箇所腫蕩生検を施行した.

病理組織学的所見:H-E染色では大型単核細胞に

混じり，紡錘形で波状の核を有する細胞が増殖してい

た.いずれの細胞も S-lOO蛋白染色陽性だった.以

上より神経節細胞腫と診断された (Fig.3). 

病変を手術により完全に摘除することは困難であ

り，また病理組織学的に良性であったため経過を観察

することとした.退院後14カ月目の MRI検査で，病

変に変化は認められなかった.

， ， 

." 
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Fig. 3. Microscopic findings showed the spin-
dle cells. 

考察

神経節細胞腫 (ganglioneuroma)は良性腫蕩で，

悪性度の高い神経芽細胞腫 (neuroblastoma) 中間

型の神経節芽細胞腫 (gaglioneuroblastoma)ととも

に発生学的に神経提に由来する交感神経腫蕩である.

Hamilotonら1)は「乳児期の神経芽細胞腫が成熟し，

神経節細胞腫に分化，残存する」という説を唱えてい

る.実際，神経節細胞腫に神経芽細胞腫や神経節芽細

胞腫が混在した症例や，それぞれの組織の移行型が報

告されている.

神経節細胞腫は後腹膜腫蕩の0.72-1.8%2.3)を占め

る腫蕩であり，好発部位は大山ら 4)によると副腎

36%，後腹膜28%，縦隔 9%である.

多くは無症状で経過するため，他の検査中に偶然発

見されることが多い.中には，少数であるが内分泌活

性を認め下痢・多飲 多尿で発見されることもあ

る5) 内分泌活性を認めるものの多くは 5歳以下の幼

少期で，尿中カテコラミン.血中 VIPの上昇を認め

る.

神経節細胞腫の典型的画像は，境界明瞭な腫癌を形

成し CTでは造影効果の乏しい内部均一な低吸収域

像を， MRIでは Tl強調像で内部均ーな低信号域像

を， T2強調像で内部均ーな高信号域像を示す ま

た，約20%の症例では点状石灰化を認めるとされ

る6) しかし，今回の症例においては腫癒を形成する

ことなく傍大動脈領域に softtissue massとして認

め，さらに T2強調像で低信号域像を示し，典型画像

とは明らかに異なるものであった.そのため画像より

後腹膜線維症，脹細胞腫蕩，悪性リンパ腫などを疑っ

たため確定診断をえるのに苦慮する一因となった.

神経節細胞腫は良性腫蕩であり予後は良好とされて

いる. しかし，画像のみから確定診断をえることは難

しし確定診断をえるために治療を兼ねて外科的摘除

が行われることが多い.

Table 1に示すように，当院において当症例を含め

過去に経験した 4例の ganglioneuromaの中で，最

初の 2例は治療を兼ねて外科的摘除を施行したが，最

近の 2例では生検を施行し確定診断をえたのち経過観

察している.

画像所見や血液検査より良性の後腹膜腫蕩の可能性

を疑った場合は，確定診断のために超音波ガイド下ま

たは CTガイド下生検を考慮すべきと考える.ただ，

ganglioneuromaの診断がついた場合にも，多様な組

織型の混在例や悪性化の報告7.8)も少数ながらあるた

め，確定診断後の十分な経過観察が重要と考える.

治療は，開腹手術から腹腔鏡手術へ，さらに最近で

は生検へと侵襲のより少ないものへ変遷している.

傍大動脈領域の softtissue massを認めた時，一般
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Table 1. Four cases of ganglioneuroma experienced in our hospital 

年齢 性別 主訴 病巣 腫蕩径 治療

症例 1(1989) 62歳 女性 無症状 右副腎 4cm 開腹手術

症例 2(1993) 59歳 女性 無症状 左後腹膜 1.8 cm 腹腔鏡手術

症例 3(1995) 84歳 女性 無症状 左副腎 IOcm 生検で確定診断→経過観察

症例 4(2002) (本症例) 37歳 男性 無症状 傍大動脈領域 生検で確定診断→経過観察

的に後腹膜線維症，匹細胞腫蕩，悪性リンパ腫，悪性

腫蕩の転移が鑑別疾患として考えられる. しかし，今

回の経験より神経節細胞腫も鑑別疾患として考慮、しな

ければならないと思われた.

結 諸
問

傍大動脈領域に softtissue massとして認めた神経

節細胞腫の l例を報告した.本疾患は辺縁明瞭な腫癒

を形成し， MRIの T2強調像で高信号域を示すこと

が多い. しかし，本症例のように腫癒を形成せず，

MRIの T2強調像で低信号を示すことも有り注意を

要する.

本論文の要旨は第183回日本泌尿器科学会関西地方会にお

いて発表した.
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