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後腹膜真性血液嚢胞の1例

   トヨタ記念病院泌尿器科（医長：前田真一）

      前田 真一，玉木 正義

岐阜大学医学部泌尿器科学教室（主任：河田幸道教授）

山本 直樹，武田 明久，栗山  学，河田 幸道

藤田学園保険衛生大学病理学教室（主任：笠原正男教授）

      溝口 良順，笠原 正男

A CASE OF RETROPERITONEAL VENOUS ANEURYSM

    Shin－ichi Maeda and Masayoshi Tamaki

 Frem the DePartment of Urology， TO YO TA Memorial Hrospital

Naoki Yamamoto， Akihisa Takeda， Manabu Kuriyama

         and Yukimichi Kawada

Fromごみ8 DaPartment q〆‘／rology，0卿Universめ∫S‘ん00♂げルfedi‘ine

   Yoshizumi Mizoguchi and Masao Kasahara

  From the DePartment of Pathology， Fu．iita Gakuen Universit］

  Venous aneurysm is a rare entity and the disease occurring in the retroperitoneal space has

bcen reported in only． 4 cases． Therefore， thc fifth case ef retroperitoneal venous aneurysm on the

literature was described． A 59－year－old male was referred to our clinic because of painless large

mass in the ］eft abdomen． Computed tomography， ultrasonography， and magnetic resonance im－

aging revealed a cystlc mass at the perinephric space． The resected cyst contained yelllow－grayish

fluid． The cyst wall was mlcroscopically formed of 4 layers； blood and cholesterin， hyaline， muscle

and collagen from the inner to outer side． He is well without any trouble after the operation．

                               （Acta urol． JPn．37：5レ54，1991）

Key words： Retroperitoneai space， Venous aneurysm． Venous dilatatiori

緒 言

 真性血液嚢胞は胎生期の静脈の形成不全，もしくは

出生後に種々の原因で静脈が瘤状に拡張した稀な疾患

で，ほとんどが頸部に発生する．後腹膜腔に発生した

真性血液嚢胞は極めて稀で，諸文献で調べえた限りで

は本邦で4例が報告されているのみであり，外国文献

では見あたらない．今回，第5例目と考えられる後腹

膜真性血液嚢胞を経験したので若干の考察を加えて報

告する．

症

患者：59歳，男性

主訴：腹部腫瘤

既往歴：特記すべきことなし

例

 現病歴：1989年4月5日，数日間続く頭重感にて当

院内科を受診したところ，腹部腫瘤を指摘され当科へ

紹介された．頭重感は自然軽快したが腹部腫瘤の精査

治療のため4月17日入院となった．

 入院時現症：体格中等，栄養良．頭頸部および胸部

に理学的異常所見を認めなかった．腹部は全体に膨隆

し，左季肋下に呼吸性に移動する小児頭大の表面平滑

な無痛性の掌骨腫瘤を触知した．全身の表在リンパ節

は異常を認めなかった．

 尿検査：異常所見を認めなかった．

 血液生化学検査：LDH（461 u／L）とAI－P（263

UIL）が軽度上昇を示した他はすべて正常範囲内であ

った．各種腫瘍マーカーも正常範囲内．であった．

 腹部CT：左腎前下方に均一な内容物を含む嚢胞が

存在し，この嚢胞はGerota筋膜に包まれていた．
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Fig． 1． CT scan at admission Cystic mass anteroinferior to

the left kidney was seen．

嚢胞壁は造影剤でenhanccされ，内面は凹凸不整で

あった（Fig．1）．

 腹部MRI：液状物の貯留した嚢胞が推察された
（Fig． 2）．

 大動脈造影：嚢胞の栄養動脈は明らかではなかっ

た．

 手術所見：嚢胞性後腹膜腫瘍との術前診断にて1989

年4月25日，腰部斜切開法にて嚢胞摘出術を施行し

た．嚢胞壁の剥離は全体に容易であったが，腸腰筋に

直径lcm程度の強固な癒着部分があり鋭的に切断し

た．しかし嚢胞に交通する明かな血管は不明であっ

た．

 摘出標本：10×10×13cm，780 g，内容液は灰黄白

色の粥状物であった（Fig・3）．病理組織学的にこの

嚢胞の構造は，壁内側の出血巣とコレステロール裂隙，

その外側のAzan－Mallory染色にて青証する硝子化

層，その外側の赤染する平滑筋層，最外側の肥厚した

膠原線維層から形成されていた．つまり嚢胞壁は静脈

壁を示唆する組織と考えられ，病理組織学的には限局

性静脈拡張症，すなわち真性血液嚢胞と診断された

（Fig． 4）．

 術後経過：術後経過は順調で術後17日で退院し，外

Fig． 2． MRI of the tumor． Content of mass is

    homogenous and very hyperintense on

    transverse T2－weighted scan．

来にて経過観察している．

       考     察

 1814年，Heyが最初に記載した血液嚢胞は1），頸部
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Fig． 3． The resected tumor． lnnersurface of the cyst．

was fu11丘11ed with yellow－greyish fluid．

The cyst

Fig． 4． Histology of the cyst－wall． （Azan－Mallory stain）

の静脈が限局性瘤状拡張する稀な疾患である．本邦で

は1904年小島2）が第1例を報告している．しかし，こ

の疾患の名称は必ずしも統一されておらず，本邦では

血液嚢腫1－3）あるいは静脈拡張症4）を使用している文

献があり，英語文献でもphlebectasia5）， venous

aneurysm6）， venous dilatation7）など様々である．

血液嚢胞とは変性血液を内容とした嚢胞の総称であ

り，病因および病理組織学的に独立した単一な疾患で

はない．そこでSpannaus8）は頸部の血液嚢胞につい

て以下の2群に分類している．

1．真性血液嚢胞

 a 胎生期の静脈形成不全により発生したもの

 b 出生後に，素因や壁病変あるいは弁不全などに

  より静脈が嚢胞状拡張したもの

2．偽血液嚢胞

 a 臆弓嚢胞より発生したもの

 b 血管腫より発生したもの

 C リンパ管腫より発生したもの

 d 胎生期リンパ管奇形より発生したもの

 その後，村上ら1）はSpannausの分類に含まれて

いない，外傷，炎症などの後天的原因による血液嚢胞

も偽血液嚢胞に含めるべきであると提唱した．

 頸部の真性血液嚢胞は出生後に発生するものが大部

分を占め，発生血管（大部分が内頸および外頸静脈）

と嚢胞との間に交通のあるものが多いが，発見時点で

はないものもあるとされている1・3β）．

 血液嚢胞が頸部以外に発生したとの文献は少数ある

ものの，真性，偽性の区別のないものがほとんどであ

る1）．後腹膜腔に発生したとして報告されているもの

の中で真性血液嚢胞と記載されているか，もしくは明
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かにそれと考えられるものは今回調べえた文献では，

山本9）の2例（4フ歳と34歳の男性），安形ら10）の1例

（5ヵ月男児），井上11）の1例（52歳男性）のみであっ

た．つまり挙例は第5例目と考えられた．これら5例

いずれも発生血管と嚢胞との交通は不明瞭であった．

 ところで，本例の術前診断は後腹膜腫瘍（neoplas・

m）の中の嚢腫疾患であったので，この視点から検

討を加えてみたい．本邦では後腹膜腫瘍全体の約20％

が嚢腫であり，その中には血液嚢腫，リンパ嚢腫，皮

様嚢腫，漿液性嚢腫，類皮嚢腫などが含まれている12）．

一般に血液嚢腫という名称は，血管腫やリンパ管腫な

どのneoplastlc tumorに属する病態において，そ

れらの内部の隔壁が退化交通して血液が貯留した嚢胞

状となり，さらに壁も変性して発生母組織を明らかに

することが困難であるというような場合に便宜的に使

用されてきたものと考えられる．また，外傷，手術な

どにより徐々に後腹膜腔に出血があり，これが被膜に

包まれて嚢胞状となったre亡ro－peritoneal encysted

hematomaもLeakeら13）の報告以前には血液嚢腫

の中に含められて報告されていた可能性は否定できな

い．しかし，発生母組織に基づいて後腹膜腫瘍を分類

する方向にある現在，単なる血液嚢腫という名称は適

切とは言えず今後は使用すべきではないと考える．

 奇跡は真性血液嚢胞（限局性静脈拡張症）であり，

腫瘍（neoplasm）とは明確に区別されなければなら

ない．以上の考え方より著者は真性血液嚢胞という名

称も今後は限局性静脈拡張症に変更することがその病

態を理解する上で利点が多いと考える．しかし，実際

の臨床診断上は両断の鑑別は難しい．

 真性血液嚢胞の組織学的特徴は，壁内面が内皮細胞

で覆われ筋繊維に混じって結合織線維，弾力線維を認

める，すなわち静脈壁の構造を保持していることであ

る．しかし，後腹膜に発生するものでは発見，手術が

遅延して嚢胞が大きく（卓上の報告1）例は鳩卵大であ

るが他は手甲大以上），壁の変性も進んで平滑筋，お

よび弾力線維は少量となり，発生血管との交通も途絶

えて診断は困難となる．さらに本例では血栓が存在

し，reCanalizationも生じていたが，これが著しい

と血管腫の組織像に類似してくるので鑑別に注意する

必要がある．そのほか組織学上，鑑別を要するものと

して，先に述べたencysted hematQmaがある．し

かしこれは嚢胞壁が結合線維で構成され，上皮や内皮

細胞で被覆されていないので鑑別は容易であろう．

 本例の嚢胞内容液は灰黄白色の粥状物であったが，

山本と井上は凝固しないチョコレート様血液，安目ら

は不透明暗黄色と記載している．いずれも血流が途絶

えた嚢胞内で長期間かけて血液成分が変性したものと

考えられる．

 治療法は頸部，後腹膜いずれの真性血液嚢胞も外科

的摘出法が唯一確実である．ただし後腹膜真性血液嚢

胞と術前診断することは本疾患が稀であるため難し

い．本例も術前診断は後腹膜腫瘍の中の嚢腫疾患であ

った．一般状態が良く，症状も無いことから悪性の可

能性は低いと考えられたが，巨大であること，本人の

希望が強いことから摘出を行った．

 以上，文献上帝5例目と考えられる後腹膜真性血液

嚢胞の1例を報告した．

 本症例はng 164回日本泌尿器科学会東海地方会において発

表した．
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