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70歳で発見された虫垂子宮内膜症に対し
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A Case of Laparoscopic Partial Excision of Cecum for 70-year-old Endometriosis in Appendix
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旨

要

症例は 70 歳女性． 便秘の精在のため下部消化管内視鏡検在を施行 し， 虫垂開口部に腫瘤を
指摘された生検を行ったが 悪性所見を認めず， 診断確定H的に腹腔鏡下盲腸部分切除を施行
した． 術中迅速病理組織診浙で悪性所見を認めず， リンパ節郭清は不要と判断し手術を終「し
た． 病理診断で虫垂筋層から漿膜下層にかけて子宮内膜症の像を認めた． 術後4日目に経過良
好で退院した． 虫垂f宮内膜症は比較的稀な疾患であり， 中でも本症例のように 70 歳での診
断は稀である． 虫垂f宮内膜症はしばしば悪性腫瘍の可能性を考應し てリンパ節郭清を伴う回
盲部切除が選択されるなど， 診断の困難さから過大侵襲となる例が多い． 本症冽は術前には虫
垂子宮内膜症の診断は困難であったが， 良性腫瘍の可能性を考え腹腔鏡下盲腸部分切除にて診
断的治療が可能であった．
キ ー ワ ー ド：虫垂腫瘍， 虫垂子宮内膜症， 盲腸部分切除

はじめに

節郭清を伴う拡大手術が行われ， 病理組織学的
検在によって初めて診断されることが多い

虫垂子宮内膜症は 30-50 歳前後の女性に好発
する比較的稀な良性疾患であり，

臨床所見や画

像検在のみでは診断に難渋することが多い．

そ

のため， 虫垂悪性腫瘍の鑑別診断によりリンパ
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.

今回我々は 70 歳で虫垂腫瘍が疑われ， 診断的治
療H的に腹腔鏡下盲腸部分切除を施行したとこ
ろ， 虫垂子宮内膜症と診断された1例を経験し
たため報告する ．
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以上より， 虫垂腫瘍疑いの診断で， 良性腫瘍の

例

可能性も考應し盲腸部分切除を行い， 検体を術中
患者：70歳， 女性

迅速病理組織学的検査に提出し悪性腫瘍であれば

主訴：便秘．

リンパ節郭清を追加する方針とした． 2020年9

既往歴：1994年に子宮内膜症， 子宮筋腫， 卵

月，

巣弱腫に対し子宮， 両側付属器切除術後．

手術を施行した．

手術所見：全身麻酔下に患者を仰臥位とし手術

現病歴：2020年6月， 便秘の精査で下部消化
管内視鏡検査を施行したところ虫垂開口部に腫瘤

を開始した． 虫垂は軽度腫大していたが周囲に炎
症の波及を示唆する所見は認めなかった． 腹腔鏡

を指摘された． 生検では悪性所見を認めなかった

Fに盲腸を外側から授動し， ）概部の創を延長し体

が虫垂悪性腫瘍を否定できず， 診断確定のため手

外操作に移った． 触診にて虫垂開口部の隆起性病

術を行う方針となった．

変を触知しながら， 自動縫合器を用いて盲腸部分

身体所見：身長 160cm，体重60kg. II復部は平坦
軟腫揺を触知せず 下腹部正中に手術搬痕を認
めた
血液検査所見：特記すべき異常所見を認めなか
った（表l).

切除を施行した 検体を迅速病理組織学的検査に
提出し， 悪性所見のないことを確認した上で追加
切除は不要と判断し手術を終了した
病理所見：虫垂間口部を閉塞する隆起部には浮
腫性変化とリンパ濾胞の軽度過形成を認めたが，

下部消化管内視鏡検査：虫垂開口部に隆起性病
変を認めた（図l)． 同部の病理組織学的検査で
は炎症性および再生性変化が加わった粘膜の所見
のみであり， 悪性所見を認めなかった
腹部造影CT検査：虫垂は最大短径9mm と軽度
腫大し， 周囲組織への浸潤は認めなかった（図2).
表l
l(l噂＾

術前検在所見
生化学

WBC

5440 /µL

TP

7.0 g/dL

RBC

405万／µL

Alb

4.0 g/dL

Hb

12.5 g/dL

T.B1 1

0.8 mg/dL

Ht

38.5 %

GOT

22 U/L

Pit

21 3万／µL

GPT

20 U/L

ALP

172 U/L

LDH

185 U/L

BUN

17.5 mg/dL

Cre

0.76 mg/dL

CRP

0.01 rng/dL

Na

140 mmol/L

K

4.5 mmol/L

Cl

109 mmol/L

Ca

9.1 rnmol/L

図1
下部消化管内視鋭検在
虫亜11fl口部に 一致して隆起性病変を認めた．

図2 I腹部造影CT検査
短径9mm人·に軽度II咀大した虫垂（矢頭）を認めた

―
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である． 好発年齢は30-50歳であり， 子宮内膜
症 のうち腸管子宮内膜症は12%を占めるとされ
る ！ ）．

その発生部位はS状結腸・ 直腸が84%を

占め， 回盲部発生は5%， 虫垂発生は3％のみ と
されており ！ ）， 虫垂子宮内膜症は比較的稀な疾患
である．
虫垂子宮内）I梗症の症状とし て， 虫乖口が閉鎖さ
れた場合や子宮内膜組織から出l(nがあった場合，
右下腹部痛や虫垂腫大などの虫垂炎様の所見を呈
すると報告されている砂 虫垂重梢を契機に発見
されることもあるが， その場合も同様の症状を示
すため， 症状 のみでは虫亜炎との鑑別は容易でな
図3a 病III！組織所兄（虫稲人11部）
虫垂人l 1部粘II葵には腫瘍性病変を認めず， 粘膜ドにリン
パ濾胞の過形成を認めた（矢頭） ．
―

いと考えられる

また，原田ら 3 )の報告 によると，

虫垂子宮内膜症では， 内膜症組織は漿膜下層から
筋層内に多く， 粘膜下層以深が94%を占めており，
また， Mittalら 4 )は虫亜先端部に内膜症を認める
ものが44%， 虫垂体部に5 6% が存在し， 虫垂根
部に内膜症 が存在する例はなく， 粘膜而に浸潤す
る症例もなかったと報告している．

そのため， 虫垂

子宮内膜症の下部消化管内視鏡検査での肉眼所見
や生検での病理組織学的診浙は困難と言える．
また， 虫垂腫瘍性病変の中ではNeuroendocrine
tumor (NET) の頻度が最も高く， 虫垂子宮内膜
症の頻度は極め て低い砂 虫垂腫瘍の径が1 cm
を超えない場合は， 良性疾患である虫垂子宮内膜
症はもちろん， NETであっても拡大切除の必嬰
はなく， 虫垂切除のみでよいとする報告もある釧
「虫亜子宮内)I葵症」「虫垂腫瘍」をキ ー ワ ー ドと
図3b

虫輯訊噂から漿膜F附にかけて陳Ill化した
f宮内JI葵症像を謀めた （矢頭）．

して医学中央雑誌で本邦例を検索したところ， 会
議録を除き， 術前に腫瘍性病変 が疑われた虫垂
子宮内膜症の報告は本例を含め17例であった

腫瘍性病変は認めなかった（図3a)． 虫垂筋暫下
部から漿膜下層にかけて陳旧化し た子宮内膜症像
を認めた（図3 b).

（表2)7)-22).
年齢は本症例を除けば30歳前後から50歳前
後の比較的若年に多く， 症状は腹痛， 下痢など

術後経過：術後経過は良好で術後4 H目に退
院し た

様々であった が術前に虫垂子宮内膜症と正診さ
れた 症
例は1例も認めなかった
術中の虫垂の性状は様々で， 周囲組織との疱着

考

察

が高度であったため局所切除が困難であった症例
も多く見られた 17 例 のうち盲腸部分切除や虫

子宮内膜症は， 子宮内膜組織が解剖学的な子宮

垂切除などの局所切除が行われた症例は6例であ

内膜以外の組織で発生し ， 発育する非腫瘍性疾患

り， 残りの11例では回盲部切除などの比較的高
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表2

第135巻

第10~12号

令和3年(2021) 10 - 12月

術前に虫垂腫瘍が疑われた虫垂子宮内膜症の報告例（本邦）

報告者（年）

年齢（歳）

主訴

術前診断

二村叫1995)

45

月経困難症

回盲部腫瘍

高瀬 S) (2001)

34

右下腹部痛

西科 91 (2005)

43

右下腹部痛

森

JO) (2006)

43

下血

鳥越ll) (2012)

47

便潜血陽性

人口lZ) (2014)

63

便潜血陽性

前田

I3) (2014)

45

赤坂t4) (2014)

虫垂腫瘍

術式
回盲部切除
子宮・卵巣摘出

腫瘤形成の原因
子宮内膜の線維化

盲腸部分切除

虫垂重積

腹腔鏡補助下回盲部切除

虫垂菫積

回盲部切除(D2)

子宮内膜の線維化

腹腔鏡下回盲部切除(03)

虫垂重積

虫垂粘膜下腫瘍

腹腔鏡下虫垂切除

虫垂重積

下血

虫垂粘液腫

腹腔鏡下回盲部切除(D2)

子宮内膜の線維化

31

腹痛・ 下痢

虫垂腫瘍

右結腸切除

虫垂菫積

40代

便潜血陽性

虫垂腫瘍による虫垂菫積

腹腔鏡下回盲部切除

虫垂勇積

29

右下腹部痛

虫垂腫瘍による虫垂菫積

腹腔鏡下盲腸切除

虫垂菫積

井原!7) (2017)

48

排便時出血

虫垂粘液腫

腹腔鏡下回盲部切除(D2)

子宮内膜の線維化

武田

IB) (2017)

45

盲腸粘膜下腫瘍

腹腔鏡下回盲部切除(D3)

虫垂重積

川島

19) (2017)

43

虫垂腫瘤

虫垂神経内分泌腫瘍

腹腔鏡下虫垂切除

子宮内膜の線維化

赤司

20) (2018)

38

腹痛

虫垂粘液腫

腹腔鏡下回盲部切除(D2)

子宮内膜の線維化

工藤 211 (2019)

48

便潜血陽性

虫垂粘膜下腫瘍

盲腸部分切除

子宮内膜の線維化

単孔式腹腔鏡補助下

子宮内膜の線維化

回盲部切除

虫垂粘液性嚢胞腺腫

腹腔鏡下盲腸部分切除

子宮内膜の線維化

渡邊
東

IS) (2015)

16) (2016)

下腹部痛
下血

盲腸粘膜下腫瘍
虫垂腫瘍
虫垂腫瘍
炎症性腫瘤の重積
虫垂腫瘍
虫垂粘液腫

虫垂腺腫
虫垂癌
吉田

22) (2019)

自験例(2021)

43

下腹部痛

虫垂粘液性嚢胞腺腫

70

便秘

虫垂腫瘍
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侵襲な術式が選択されている．

リンパ節郭清も併

せて行われた症例が6例あり， 診断の困難さのた
めに拡大切除が選択された症例が多く見られた．
本症例は， 一般的な虫垂子宮内膜症の好発年齢
とは異なり， 70歳と報告例の中では最高齢であ
った． 好発年齢層から外れており，

また， 病理組

織生検で診断が確定しなかったため， 術前に虫垂
子宮内膜症を積極的に疑っていなかった． しかし
虫垂径が9mmと比較的小さく， 生検で悪性所見
を認めなかったことから， NETやその他の良性
腫瘍の可能性も考え， 拡大切除や系統的リンパ節
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