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We report a case ofmesenteric fibromatosis with ureteral stenosis arising in a 31-year-old man who 

presented at our hospital with right ftank pain. Radiographic examinations revealed a right pelvic 

solid tumor with stenosis of the right ureter at the level of pelvic brim. The patient underwent an 

operation. The tumor was excised wi th resection of the affected segment of ileum， sigmoid colon and 
nephrouretectomy. Histological diagnosis was mesenteric fibromatosis. He has been free of tumor 

for one year. 

(Acta Urol. Jpn. 49: 253-255， 2003) 
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緒昌

腸間膜線維腫症は浸潤性発育を呈する分化した線維

芽細胞の腫蕩で，転移病巣を認めない点が特徴とされ

る稀な疾患である.尿路に影響を及ぼすことは稀であ

り，これまでの報告は外科的領域からの報告がほとん

どである.今回われわれは尿管狭窄をきたした腸間膜

線維腫症の l例を経験したので報告する.

症

患者:31歳，男性

主訴.右腰背部痛

伊1

既往歴:1992年.虫垂炎のため虫垂切除.

現病歴:2001年 5月23日突然右腰背部痛を認め，同

日当科初診となった.

現症および理学所見:身長 165cm，体重 60kg. 

右下腹部に圧痛，右叩打痛を認め，虫垂切除による手

術痕を右下腹部に認めた.

血液性化学検査および検尿沈溢:特記事項なし

画像検査:腹部超音波検査で右水腎症を認めたた

め，点滴静注腎孟造影 (DIP)を行った.立位におい

て仙腸関節のレベルまで拡張し蛇行した尿管が描出さ

れたが，以下が描出不良であった.右逆行性尿路造影

では仙腸関節のレベルで著明な狭窄をきたしており，

壁外より尿管が圧迫されている可能性が疑われた

事、

‘h 

d 
Fig. 1. Right retrograde pyelography revealed 

right ureteral stenosis， which appeared 
to be extrinsic (arrow). 

(Fig. 1).腹部造影 CTでは右尿管を圧排する径 3

cmの片縁平滑，円形でやや不均一に造影される腫癒

を認めた.腹部造影 MRI，前額断では， Tl， T2強
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Fig. 2. Coronal Tl-weighted MRI and shows 
hypointense mass (arrow) causing 
right ureteral stenosis. 

調画像ともに腫蕩は lowintensityで，壁外より尿管

を圧排していた (Fig.2). この時点で症状はないもの

の腹腔内腫蕩も疑われ，当院外科で小腸造影が行われ

た.小腸造影では回腸は腸間膜側から平滑な腫癒に

よって圧排されていた. しかし粘膜は保たれていると

考えられ，後腹膜もしくは腹壁原発の腫蕩と思われ

た.そこで， 2001年 7月26日手術を行った.

手術所見:正中切開で腹腔内に入ったが，回盲部，

S上結腸での癒着は非常に強固で、あり，回盲部から口

側 24cm回腸を切除し， S状結腸を 21cm部分切除

Fig. 3. Gross appearance of the resected speci-
men showed the tumor wrapped by 
ileum， sigmoid colon， ureter and soft 
tissue (arrow). 

B 

Fig. 4. A: The resected mass (3X2.5X2.8 cm) 
was near the ileum， and sigmoid co-
lon， B: Histological findings revealed 
a neoplasm composed of bundles of 
fairly uniform spindle shaped cells 
with intervening collagen fibers (HE， 
X400). 

した.右尿管は仙腸関節から跨脱付近まで腫蕩のため

強固に癒着しており剥離できず，悪性腫蕩が強く疑わ

れたこともあり尿管部分切除術は不可能と判断，一塊

に腎尿管全摘を行った (Fig.3). 

病理標本:回腸間膜基部に 3X2.5X2.8cmの腫蕩

を認め，回盲部， S上結腸，尿管近傍に存在し，特に

尿管は狭窄をきたしていたものの，浸潤は認めなかっ

た.組織学的には腰原線維にとみ，紡錘形の線維芽細

胞の増殖を認めた.線維芽細胞は分化しており，核分

裂像などは見られず，腸間膜線維腫症と診断された

(Fig. 4). 

術後経過:術後麻庫性腸閉塞となったが保存的治療

にて軽快， 8月 8日に退院し，以降 1年間，再発は認

めていない.

考 察

線維腫症は Stout1
)らが1967年に提唱した定義によ

ると， 1)分化した線維芽細胞に富み， 2)組織学的悪

性度を欠き， 3)細胞聞に腰原線維が存在し， 4)浸潤

性に発育をする， 5)遠隔転移はないが局所再発する

疾患となっている.

また線維腫症は浅在性，深在性に分類され，さらに

深在性では腹壁外，腹壁および腹腔内に分けられる.

そのなかでも腹腔内線維腫症は骨盤内線維腫症と腸間

膜線維腫症に分類される2)

諸家らの報告によると腸間膜線維腫症の特徴とし

て，好発部位は小腸間膜に多く他に回腸間膜に多いと

される3) 発生誘因としては手術，外傷，妊娠が指摘さ

れ4) 合併症としては家族性大腸線維腺腫や Gardner

症候群を認めることが多く，注腸検査や大腸内視鏡検

査が必須とされる5) 治療としては 5年以内の局所再

発が不完全切除例に50%に対し，完全切除例で約15%

であるため広範な腸間膜切除と浸潤膿器の合併切除を
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行う外科的切除が第一選択とされる6)

それに対し近年，化学療法，放射線療法および内分

泌療法が試みられているが著効例は少ないのが現状で

ある.

今回われわれが検索しえた本邦報告例， 56例の集計

では平均年齢は41歳(I9~79歳).性別では男性35例

に対し女性が21例と若干男性に多く，主訴としては腹

部腫癒が36例と70%に認めた.そのなかでj必尿器科的

主訴を呈したものは自験例を含めて 2例であり，吉

田7)らが報告した l例は心禽部を主訴と自験例と同様

水腎症を呈していた.家族性大腸腺腫症は38%にみと

め，手術既往は61%に認められた.自験例では大腸腺

腫症の既往歴は無く，今回注腸検査も行われているが

特に異常は無かった.既往歴としては虫垂炎を認めこ

れが発症誘因と考えられる.吉田らの報告でも虫垂炎

を既往に認め，水腎症，尿管狭窄をきたす骨盤部腫蕩

で虫垂炎を既往に持つ場合，腸間膜線維腫症も念頭に

おく必要があると考えられた.

市吉 呈五
回目

尿管狭窄をきたした腸間膜線維腫症の 1例を経験し

た.本症例に対し回盲部 S状結腸部分切除，右腎尿

管全摘を行い，以降 1年再発を認めていない.自験例

は本邦で56例日にあたり，泌尿器科での報告は 2例目

にあたる.

本文の主旨は第395回日本泌尿器科学会北陸地方会におい

て発表した.
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