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歩行障害で発症した小児悪性腫瘍の 1 例
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要約：神経芽腫の一剖検例について検討した．症例は 1 歳女児．両足の動きが悪いことを主訴に受診され，
精査の結果，神経芽腫と診断された．化学療法を施行し，腫瘍は一時縮小傾向を示したが，骨髄抑制中の感
染により永眠した．直接の死因としては，死亡当日に著明な腹部膨満が出現し，腹部 computed tomography
（CT）検査で門脈ガスを認めていたことや出血斑が数時間で拡大したこと，入院途中から示していた高血圧
が急激に低下したことから，腸管感染症による敗血症性ショックが考えられた．本症例の臨床的問題点とし
て，① 神経芽腫の病期決定，② 経過中の血圧上昇について考え得る病理組織学的所見，③ 高カテコラミン
血症を呈していたことによる心臓の病理組織学的所見，④ 病理組織学的所見から推察される死因と考え得
る原因菌について，⑤ 腸管の病理組織学的所見についての 5 つを挙げ，討論を行った．
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症例提示

受診 2 週間前からずり這いとなり，つかまり立ちができな
くなり，受診 1 週間前からずり這いもできなくなったため

乳児健診で異常指摘のなかった 1 歳女児．受診 4 週間前

に前医を受診し，東邦大学医療センター大森病院（当院）

にはハイハイ，つかまり立ち，伝い歩行が可能であったが，

に紹介受診となった．経過中の発熱なし．受診 4 週間前に
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発育曲線．体重減少は 12 カ月時に出現．（↑）

は 1 日 3〜4 回あった排便回数が減少傾向にあり，汗をか

下葉に圧迫性無気肺を認め，後腹膜の左方優位に 106×73

きやすく，体重減少も認められた（図 1）
．初診時診察所

mm 大の腫瘤性病変を認め，内部には小さな石灰化と考え

見は次の通り．体温 37.4℃，血圧 120/84 mmHg，脈拍 170

られる線状の高吸収域を複数箇所に認めた（図3）．腹部

bpm，呼吸数 34 bpm であった．意識清明で全身状態は比

magnetic resonance imaging（MRI）検査では，後腹膜を

較的良好であったが，左下背部で呼吸音減弱を認めた．腹

左右にわたり占拠する境界明瞭な腫瘤を認め，横隔膜を圧

部は軽度膨隆し，脾臓を 2 cm，肝臓を 3 cm 触知した．腫

排．右側の複数の椎間孔から脊柱管内への進展が考えられ

瘤は触知しなかった．神経学的所見では眼振や顔面神経麻

た（図 4）．また入院後に施行した血液特殊検査では，CA125

痺はなく，下肢の深部腱反射・腹壁反射の消失や，両下肢

183.1 U/ml（正常 35 以下）
，CA19-9 43.4 U/ml（正常 37 以

の自発運動は認めなかった．血液検査所見では白血球数

下），血液中 NSE 492 ng/ml（正常 16.3 以下），髄液中 NSE

13000/μl と増多を認め，LDH 814 IU/L，UA 6.4 mg/dl と

35.5 ng/dl（正常 12 以下）
，尿中 VMA 1247.5 μg/mg・cre

上昇を認め，CRP は 0.0 mg/dl だった．入院前の経過や診

（正常 32.2 以下），尿中 HVA 448.0 μg/mg・cre（正常 18.8

察所見から Guillain-Barré 症候群を考え髄液検査施行．外

以下）といずれも高値を示していた．以上より神経芽腫と

観はキサントクロミーで初圧は 13 cmH2O であった．細胞

診断した．入院 3 日目に採取された骨髄は正形成性骨髄で

数は 4/μl と正常だが，髄液蛋白 1881 mg/dl と異常高値を

異型細胞を認めず，
fluorescence in situ hybridization
（FISH）

示した．以上から腫瘍性疾患を考慮し，画像検査を施行し

による MYCN の増幅は 0.0% だった．また入院 8 日目の

た．胸腹部レントゲンでは左下肺に横隔膜とシルエットサ

胸水細胞診でも悪性所見は認めなかったことから，stage

インを有する透過性が均一に低下した領域を認め，胸水貯
留も認められた．腹部では中央に透過性低下領域を認め，
腸管ガスは圧排され下腹部に集中していた（図 2）
．胸腹
部単純 computed tomography（CT）検査でも左胸水，左

（病期）分類の病期 4，中間リスク群と診断した．

臨床経過
入院後の経過を図 5 に示す．診断後は，cyclophospha東邦医学会雑誌・2016 年 9 月
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討

論

名取（司会）：東邦大学医学会 CPC をはじめます．よろ
しくお願いします．
早乙女：症例は 1 歳女児です．主訴は両足の動きが悪い
ということで来られました．現病歴ですが，今まで乳幼児
健康診査（健診）では特に異常所見はありませんでした．
X 年 9 月には，ハイハイ，つかまり立ち，伝い歩行がで
きていましたが，下旬頃からずり這いとなり，10 月頃か
らはつかまり立ちができず，すぐに尻もちをついてしまい，
ハイハイもしなくなったため，前医を受診し当院に紹介受
診となりました．
経過中の発熱はありません．9 月中旬までは 1 日 3〜4
回あった排便回数が，減少傾向にありました．また，汗を
かきやすく，9 月からは体重減少も認められていました．
既往歴ですが，出生時より左下の口唇粘液嚢胞と腰部い
ちご状血管腫を指摘されています．
家族歴は，父方祖父が血液関係のがんで，こちらは詳細
不明ですが，亡くなっているということです．母方には特
図 2 胸腹部単純 X 線撮影
左下肺野から腹部中央にかけて透過性が均一に低下
した領域あり．左肺に胸水を認め，腸管ガスは圧排
され下腹部に集中している．石灰化なし．

記事項はありません．
出生歴ですが，38 週 2838 g で，健診での指摘はありま
せんでした．
成長曲線を示します（図 1）．身長，体重になります．
体重は生後 9 カ月までは順調に，曲線どおりに体重増加し
ていましたが，来院前，12 カ月のところで体重減少，来

mide，vincristine，cisplatin，pirarubicin の 4 剤で治療を
開始した．しかし治療開始 4 日目（入院 8 日目）に胸水貯
留による急性呼吸不全のために治療中止し，気管挿管を行

院時にはさらに体重は低下しているような状態でした．
名取：ハイハイとずり這いの違いというのは，普通のお
父さんお母さんでもわかるものですか．

い人工呼吸器管理とし，胸腔ドレナージを行った．10 日

早乙女：わかります．

間の人工呼吸器管理を行ったが，その間に骨髄抑制を来し

名取：すぐ尻もちをつくのは「かわいい」で済ませてし

緑膿菌による菌血症となった．Vancomycin，meropenem

まうような気がしますが，このことについてはお母さんに

の抗菌薬 2 剤で治療を開始したところ改善を認めた．また

指導されているのですか．

同時期より血圧の上昇を認めたために，nicardipine 持続

早乙女：そうですね．また，いつ頃からずり這いができ

点滴による降圧薬も併用した．感染徴候，呼吸状態が安定

た，ハイハイができた，つかまり立ちができたという経過

したために入院 17 日目に抜管した．入院 18 日目から 40℃

をお母さんがしっかり見ていました．

以上の稽留熱の熱型を呈したが，炎症反応はむしろ改善傾

早乙女：次に入院時の現症です．身長が 73.4 cm で−0.4

向にあった．抗菌薬，解熱薬，ステロイド薬を使用したが

SD，体重が 7935 g で−1.2 SD でした．バイタルサインで

反応は認めなかった．入院 23 日目の朝から急激な腹部膨

は特に大きな問題はありません．血圧は 120/84 mmHg と，

満が目立ち，呼吸障害が出現した．左鼠径部に 1 カ所の出

やや高い状態でした．意識清明，全身状態は良好で，口腔

血斑を認めていたが，3 時間弱で下腹部全体に拡大があっ

内は，先ほど言いました左下口唇粘液嚢胞がありました．

た．腹部 CT 検査施行したところ，著明な腸管拡張，門脈

腹部は軽度膨隆しており，脾臓，肝臓を触知しています．

ガス，腸管気腫像を認め（図 6）
，腸管感染症による敗血

腫瘤は触知しませんでした．皮膚所見ですが，末梢は下肢

症と診断した．その後，血圧低下を認め，呼吸不全が進行

有意に冷感を認めていました．ただ，動脈触知は良好です．

し，同日永眠された．入院中に提出したカテコラミン 3 分

浮腫や黄疸はありません．こちらも出生時からのいちご状

画はいずれも高値を呈していた．また死亡同日の便培養検

血管腫を認めています．

査からは Clostridium difficile（C. difficile）
，腸内細菌，Pseudomonas aeruginosa（緑膿菌）が検出された．
63 巻 3 号

神経学的所見ですが，眼振や顔面神経麻痺はありません．
下肢の深部腱反射の消失，腹壁反射の消失，病的反射は認
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A

B

図 3 胸腹部単純 computed tomography（CT）検査
A）左肺では胸水を認め（†），腫瘤圧排による無気肺が認められる（‡）
．
B）後腹膜を占拠する軟部濃度の腫瘤あり，内部に微細な石灰化を伴う（○）．

めませんでした．また，下肢の自発運動もありませんでし

限は，成人は 260 IU/L だと思いますが，小児の場合はど

た．

の位ですか？

名取：ありがとうございます．理学所見まで説明いただ
きました．何かございますか．汗っかき

と書いてあり，

末梢は下肢優位に冷感とあります．小児科から二十何年離
れている私としては意外に感じました．
早乙女：汗をかきやすいというのは，下肢優位というよ

早乙女：1 歳前後なので，この月齢からすると，それよ
りは少し上昇していますが，それでも正常は 300 台 IU/L
かと思います．
名取：では，2 倍以上の上昇ということですね．
早乙女：はい．

りも全体的に湿っている形で，ちょっとしたことで髪の毛

酒井：尿酸の 6.4 mg/dl は，お子さんではどうでしょう

から汗を流したり，手の汗も多いような状態です．ただ，

か．クレアチニンが 0.26 mg/dl なので，腎排泄がメイン

下肢に関して言うと，冷感だけが大変印象に残っています．

であるところの尿酸のみが上昇し，クレアチニン上昇が並

名取：尿は出ていたのでしょうか．

行していないのは，おそらく腎障害による二次性高尿酸血

早乙女：尿は出ていました．
特に問題ありませんでした．

症ではない形だと思いますが，これがキーポイントになる

次に入院時の検査所見です．血算ですが，白血球数が

のでしょうか．

13000/μl と増加しており，生化学検査では AST が 87 IU/L
と上昇していました．あとは，LDH が 814 IU/L と著明に

早乙女：正常が 4〜5 mg/dl なので，6.4 mg/dl は私たち
からするとやや高いと取りました．

上昇しています．尿酸も 6.4 mg/dl，電解質のバランスは

小原：乳幼児では軽度の脱水が生じただけで，尿酸値は

問題ありません．CRP も 0.0 mg/dl です．凝固検査では D-

このくらいまで上がってしまいます．おそらく，尿細管の

ダイマー，FDP が上昇していました．

再吸収が促進されるのだと思いますが，比較的よく見る値

名取：採血の結果で何かご質問はあるでしょうか．凝固
系にちょっとした乱れが生じていたのですね．LDH の上

です．
酒井：ありがとうございます．
東邦医学会雑誌・2016 年 9 月
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A

B

図 4 腹部 magnetic resonance imaging（MRI）検査
A）T2 強調像：椎体前面より大動脈背側後腹膜を左右にわたり広域に占拠する腫瘤で，
周囲臓器との境界は明瞭である（†）．横隔膜を圧排している（↑）．
B）造影後 T1 強調像：造影効果を伴う充実性腫瘍．内部は不均一だが壊死や出血を疑う
所見なし．脊柱管内進展あり（➡）
．

早乙女：こちらが尿一般検査ですが，特に問題ありませ
んでした．最初は，その前の段階で私たちは末梢神経障害，

を認めており，胸水貯留があります．
腹部ですが，腹部中央に透過性低下領域がありました．

Guillain-Barré 症候群などを考え，髄液検査も行いました

腸管ガスが圧排されており，下腹部に集中しています．こ

が，初圧が 13 cm H2O で，細胞数の増多はありません．

れで見る限りでは石灰化はありませんでした．

ただ，蛋白が 1881 mg/dl と著明な上昇を認めていました．

名取：この胸腹部の写真は診察所見と一致したのか，そ

キサントクロミーも陽性でした．蛋白があまりにも上昇し

れとも意外な検査結果だったのか，
どちらだったでしょうか．

ていましたので，ここで，末梢神経障害のほかのものより

早乙女：実は，最初に X 線を撮らずに検査を行ってい

も，むしろ腫瘍性病変はどうかということで，精査を始め

たのですが，どちらかというと末梢神経障害の Guillain-

ていきました．

Barré 症候群ではないかと考えていました．このような撮

入院時の胸部 X 線画像所見ですが，左下肺野に横隔膜
とシルエットサインを有する透過性が均一に低下した領域
63 巻 3 号

影画像でしたので，少々意外に感じ，その後，さまざまな
精査を進めていきました．
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図 5 入院後経過
診断後に 4 剤で治療開始したが，呼吸状態悪化のために中止．気管挿管を施行し人工呼吸器管理として胸腔ドレナージを
施行．また緑膿菌（Pseudomonas aeruginosa）感染による菌血症を来し抗菌薬治療を開始．呼吸状態，感染症が落ち着き
入院 17 日目に抜管したが，翌日より 40℃ 以上の稽留熱が出現し持続．炎症反応は陰性であり，抗菌薬，ステロイド剤，
解熱剤に反応なし．入院 23 日目朝から腹部膨満，呼吸障害，出血斑が出現．呼吸不全が進行し，同日永眠された．入院
中に提出したカテコラミン 3 分画はいずれも高値を呈した．
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B

図 6 腹部単純 computed tomography（CT）
（入院 23 日目）
A）著明な消化管の拡張（小腸・結腸）あり，明らかな閉塞起点はなし，小腸壁にガス像あり（↑）．
B）門脈から上腸間膜静脈，脾静脈，下腸間膜静脈にかけて門脈ガスあり．

名取：ありがとうございます．では，次をお願いします．
早乙女：入院時画像所見の腹部超音波検査では，後腹膜

名取：小さなお子さんで，左側は 10 cm の塊というこ
とで，相当なものですね．

に両側性に腎上極に接する巨大な充実性腫瘤を認めていま

早乙女：胸腹部の CT 検査と胸部 CT では左の胸水を認

す．右が 69×44 mm，左が 104×71 mm，内部は不均一．

めており，左の下葉に圧迫性無気肺を認めています．腹部

周囲に腹水を認めています．肝・胆・膵に異常所見は認め

に関しては，後腹膜の左方優位に 106×73 mm の巨大な腫

られませんでした．

瘤性の病変を認めていました．X 線画像でははっきりしな
東邦医学会雑誌・2016 年 9 月

歩行障害で発症した小児悪性腫瘍の 1 例

かったのですが，石灰化を示すような高吸収域を認めてい
ます．腫瘤と肝臓および脾臓との境界は明瞭でした．
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その他の画像は，頭部は単純 CT のみ撮影されており，
少なくとも単純 CT 上は，明らかな粗大病変や強い浮腫，

早乙女：MRI 画像は椎体前面より大動脈背側，後腹膜

周囲の圧迫を伴うような病変はなく，積極的に転移を疑う

を左右にわたって占拠する境界明瞭な腫瘤で，横隔膜を圧

所見はないと判断しました．肺野にも，転移を疑うような

排しているのを認めました．

結節病変は認めませんでした．

名取：衝撃的なというか，日頃あまり見ない画像ですね．
1 歳ということで，MRI 撮影でじっとしていましたか．
早乙女：鎮静をかけて撮りました．

名取：ありがとうございました．MRI と CT でいろい
ろな方法を駆使して診断に迫ろうということですね．この
時点でおおむね，悪性リンパ腫はないなという感じですか．

鈴木：CT から説明していきます．後腹膜を占拠する軟

鈴木：はい．悪性リンパ腫としては信号が不均一です．

部組織と同程度の濃度を示す腫瘤で，内部に微細な石灰化

変性がある程度存在する疾患が考えられるので，悪性リン

を伴います．胸部 CT では，腫瘤による圧排と考えられる

パ腫は考えにくいと思います．

下葉の無気肺が認められます．

早乙女：続きまして特殊検査になり，腫瘍マーカーなど

MRI の T2 強調像では，椎体前面から大動脈の背側に左

を行っています．CA125，CA19-9，CEA，NSE，そして

右にわたる腫瘤が認められ，周囲との境界は明瞭です．肝

髄液中の NSE，s-IL2R，カテコールアミン代謝産物の尿

臓，腎臓との境界も明瞭です．正常な副腎は，画像上は確

中 HVA/VMA に関しても，著明な上昇を認めていました．

認できませんでした．横隔膜を上方に圧排していますが，

また，病理組織・細胞診断では，入院されて 3 日目に骨

胸腔内にはっきりとした浸潤を示す所見は指摘できません

髄の検査を行っていますが，正形成性骨髄で，異型細胞は

でした．

認められなかったということです．FISH での MYCN は

T1 強調像，T2 強調像，拡散強調像を並べて比較する

0.0％ と増幅はなく陰性でした．こちらはまた後で説明し

と，T1 強調像では低信号，T2 強調像では不均一な高信

ますが，入院 8 日目に胸水を採取していますが，こちらか

号を示し，拡散強調像では高信号でみかけの拡散係数の低

らは悪性所見は認められませんでした．

下を伴い，ある程度細胞密度の高い充実性病変ということ

名取：これは先生の予想どおりですか．

が考えられます．

早乙女：おおむねそうです．画像検査のところでは神経

造影後の T1 強調像では不均一な造影効果を示します．

芽腫を考えましたので， LDH もかなり上がっていました．

先ほどの胸腔内の胸水，無気肺の所見あたりですが，胸腔

まとめになります．今回，3 週間前から下肢運動主体の

内へ明らかな浸潤や播種を疑う異常濃染は認められません

運動障害の退行を主訴に受診した 1 歳の女児で，便の回数

でした．脊柱管内へ腫瘍の進展が認められます．

の減少と軽度の腹部膨満，体重減少と発汗過多を認めてい

この画像所見からは，小児（1 歳）の後腹膜腫瘍で，か

ました．髄液の検査では蛋白の異常高値を認めていました．

つ正常副腎が確認できないことから，副腎またはその他の

血液検査では LDH，CA125，CA19-9，血中の NSE，髄液

後腹膜領域由来の腫瘍が考えられます．
境界明瞭な腫瘍で，

中の NSE，尿中 VMA/HVA の上昇を認めていました．

微細な石灰化が，この画像所見の特徴かと思います．

画像の所見では，石灰化を有する後腹膜から脊柱管内へ進

神経芽腫が最も考えられ，鑑別診断には悪性リンパ腫や
横紋筋肉腫が挙げられます．
名取：後腹膜腫瘍により脾臓は追いやられてしまったの
ですかね．

展傾向を示す腫瘤ということで，神経芽腫の診断をして，
病理診断で確定しています．
この後，stage（病期）分類などいろいろと出ますが，
MYCN の増幅が 0.0％ と陰性でしたので中間リスク群で

鈴木：脾臓は外側に圧排されています．

す．また，先ほど鈴木先生から話がありましたが，転移の

周囲の臓器への浸潤や転移の有無に関してですが，境界

可能性もあり，私たちは病期分類を病期 4 と考えました．

は明瞭で，先ほど説明したとおり，肝や腎への浸潤を疑う

名取：ありがとうございます．髄液中の蛋白が高いのは，

所見はないと判断しました．脊柱管内への浸潤を疑う所見

脊柱管内への進展傾向を示す腫瘤であるとこの時点で単純

が認められますが，骨の破壊像はなく，皮質の T2 強調像

に想像しているのですが，少々短絡的でしょうか．それは

で低信号を示す構造は保たれており，骨への直接浸潤を疑

また後で討論しましょう．

う所見はないと判断しました．ただ，椎体に，骨転移に典

早乙女：次は入院後の経過になります．入院後の経過で

型的な腫瘤の形成は認められませんでしたが，造影効果が

すが，入院 3 日目に腫瘍生検を行い，こちらで神経芽腫の

やや不均一な部分が認められることと，拡散強調像で軽度

診断となっています．生検翌日，入院 4 日目から，化学療

の高信号を示す領域が散見され，非常に高い信号ではない

法 を vincristine と cisplatin と cyclophosphamide と pira-

ですが信号不均一であるため，骨転移の可能性は否定でき

rubicin で行いました．当初は 5 日間行う予定でしたが，4

ないと考えました．

日目に cisplatin で呼吸状態が悪化してしまったので，3 日

63 巻 3 号
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早乙女壮彦

ほか

半で中止しています．入院 7 日目に中止して，経過を観察

に低下し，dopamine hydrochloride（DOA），dobutamine

していましたが，入院 8 日目に呼吸状態がさらに悪化した

hydrochloride（DOB）を使っても全く上がってこなかっ

ので，気管挿管を行って人工呼吸管理としました．また，

たことから，DIC 敗血症と診断しました．その後も血圧

胸水も画像上著明に増多してきたので，胸腔ドレーンを挿

の低下，呼吸不全が進行し，同日，入院 23 日目に永眠さ

入しています．

れました．

その後，呼吸状態は気管挿管を行って落ち着きましたが

名取：ありがとうございます．ここまでの臨床経過につ

発熱が続いています．治療開始してから約 1 週間で骨髄抑

いて何かご質問はありますか．とても劇的な経緯をたどっ

制が始まり，血球の減少を認めていました．入院 10 日目

ていらっしゃいます．最後の熱は腫瘍熱ですか．

に白血球 600/μl，それ以降，1 日おきですが，100/μl 以下

早乙女：最終日にカテコラミンの採血をしていますが，

となっています．CRP に関しては，12 日目に 12.2 mg/dl，

こちらを見ると，アドレナリン，ノルアドレナリン，ドパ

13 日目に 23.0 mg/dl と著明に上昇しています．さまざま

ミン，いずれも著明な高値を呈しています．腫瘍熱の影響

な培養をとってみましたが，入院 12 日目の血液培養から

ももちろんあるかとは思いますが，これらの影響もあるの

緑膿菌が検出されました．

ではないかと思いました．あとは，抜管してから瘰痩がか

こういった経過でしたので，10 日目前から meropenem
と vancomycin で治療開始しています．こちらの炎症の数
値は徐々に改善傾向にありました．
感染はほぼ落ち着いて来ていますが，一方で鎮静下で

なり目立ってきたので，もしかしたらこの影響があったの
かもしれないと考えています．
名取：敗血症による DIC によって CRP も白血球もあま
り反応のない形で進行した，ということですか．

あったにもかかわらず，入院してからも 120，130 mmHg

早乙女：そうですね．最後は熱が全く下がらなかったの

という収縮期における高血圧が続いていました．入院 10

ですが，データとしては変化がなかったのが 1 つと，亡く

日目の段階で 150 mmHg となったので，ここで一度カテ

なる日の朝の腹部の膨満が，今まで見たことがないぐらい

コラミンの採血を行っています．同時にニカルジピンの持

の張りでした．

続点滴を開始しており，少し変動はありますが，大体 110〜

藤代：経過の中で腸管の運動はどうだったのかが少し気

120 mmHg 前後を推移しているような状況で，極端に下

になります．最初，便秘であり，特に白血球が下がってか

がることはありませんでした．

ら抜管するまでの間に，排便はあったのでしょうか．

入院 17 日目に呼吸状態は改善し，血液検査でも落ち着

早乙女：排便は 2〜3 日に 1 回ぐらいの頻度で，それほ

いてきたので，ここで抜管しています．18 日目に一般病

ど多くはなかった状態です．おなかの動きも，気管挿管以

棟に移りましたが，その時に CT をもう一度撮影していま

降は薬剤の影響もあるかと思いますが，動きは悪かったで

す．腫瘍に関しては，入院時に比べると，軽度ですが縮小

す．ただ，抜管した後は少しずつ動いてきたので，全然食

傾向にあり，化学療法に反応しているのではないかと考え

べられなかったわけではなく，例えばラコール（（株）大塚

ました．

製薬工場，東京）などの栄養剤は飲めているような状態で

体温は，38℃ 前後が続いていましたが，入院 18 日目の

した．

夜以降は 40℃ 以上という経過をたどっていました．しか

藤代：門脈気腫ということは，門脈の血流が途絶すると

し，白血球の上昇はなく，CRP に関してもむしろ低下傾

ほぼ 24 時間ぐらいで亡くなるとも聞いていますが，結局，

向にありました．解熱剤と hydrocortisone を何回か使い

これが原因と考えられるのでしょうか．

ましたが，全く反応しませんでした．
亡くなった日ですが，入院 23 日目になります．この日
の朝から著明な腹部膨満を認めており，明らかに呼吸状態

早乙女：この後また画像で説明していただきますが，や
はり，腸管感染に起因する門脈気腫が，原因となったので
はないかと考えています．

が悪化したので，再挿管としました．左の鼡径部に 2 cm

藤代：ありがとうございました．

大の出血斑と思われるものを認めていて，その後，いろい

名取：また画像で説明していただけるということですの

ろな処置をしている間の数時間でその出血斑が下腹部全体
に広がっていくような状態でした．

で，次をお願いします．
鈴木：今の 23 病日の腹部の画像の解説をさせていただ

亡くなる前はおなかが著明に張っていましたので画像を

きます．まず，X 線撮影ですが，右の上肺野に浸潤影が出

撮りましたが，門脈気腫を呈しており，腸管の拡張を認め

現していることと，腸管の著明な拡張および肝内に線状の

ていました．

ガス像が認められます．

この時点で私たちは，腸管感染症による播種性血管内凝

胸部 CT では，先ほど上肺野に認められた領域，右上葉

固症候群（disseminated intravascular：DIC）と，これま

の S2 に気管支透亮像を伴う浸潤影があり，肺炎の所見と

でかなり高くニカルジピンで反応がなかった血圧が，急激

考えます．左肺下葉に無気肺と胸水が認められますが，こ
東邦医学会雑誌・2016 年 9 月

歩行障害で発症した小児悪性腫瘍の 1 例

れは以前の画像と変化なく，腫瘍による下方からの圧排に
よる所見と考えます．
腹部単純 CT の所見です．まず，腫瘍は縮小しています．
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これが亡くなった日の培養ですが，ポジティブなものは，
便の培養では C. difficile（CD トキシン陰性），腸内細菌，
緑膿菌，Enterococcus でした．カテーテル先端の CV と胸

あと，門脈内に著明なガス像が認められます．腫瘍内には

腔ドレーンからは緑膿菌と Enterococcus が検出されていま

ガス像は認められず，腫瘍から来たものではないと考えま

した．

す．小腸・結腸の著明な拡張が認められますが，明らかな
閉塞起点やループの形成等は指摘できません．

今回われわれの症例で問題点として挙げたのは，神経芽
腫の国際病期分類（International Neuroblastoma Staging

名取：先生，示していただけますか．

System：INSS）の stage（病 期）で す．最 初，画 像 の 検

鈴木：この範囲だけだとわからないのですが，一応全部

査はとても迷ったところがあり，今回は病期 4「いかなる

見た限り，明らかな閉塞起点，ループの形成などは認めら

原発腫瘍であるかにかかわらず，遠隔リンパ節，骨，骨髄，

れませんでした．

肝，皮膚，および/または，他の臓器に播種している」に

ガス像がどこまで続いているかというと，まず門脈から

分類しています１）．今回は骨転移が疑われたので病期 4 と

上腸間膜静脈，脾静脈へも続いていて，下腸間膜静脈まで

考え，治療を進めて行きました．ただし，本当に実際転移

も連続しています．また，消化管の壁，小腸壁にも，この

があったかどうかはわからなかったので，転移がなければ

肺野条件にして吸収値の低い領域が認められ，腸管壁のガ

病期 3 になってしまうということで，この点は問題点とし

ス像があると考えられます．

て挙げさせてもらいました．

また，門脈系以外に，総腸骨静脈から内腸骨静脈内にも

本症例の臨床的に問題点となったところについてまとめ

ガス像が認められ，小さいのでわかりにくいかもしれませ

ました．まず，病期決定については先ほどお話ししました

んが，脊柱管内にもガス像が認められます．おそらく，前

が，骨髄標本では転移はなかったこと，MRI・CT でも骨

脊髄静脈内のガスかと考えられます．

破壊像はなかったこと，腫瘍が脊柱管内に進展しているこ

そして，腹腔内には消化管穿孔などを示す free air は認
められませんでした．
画像所見のまとめです．著明な消化管拡張と門脈ガス，

とや高蛋白であったことから，central

nervous

system

（CNS）浸潤も考え，病期 4 の中間リスク群としました．
病理の先生にお伺いしたいのは，転移の有無 ― 肝，腎，

それ以外にも静脈内のガス像が多数認められる所見です．

椎体，棘突起，横隔膜，リンパ節など ― はどうだったの

門脈ガスと消化管壁内のガス像が認められることから，腸

かということです．

管の虚血や壊死性腸炎，ガス産生菌による敗血症などが鑑
別に挙げられます．

それから，経過中の血圧の上昇についてですが，入院前
よりも体重減少や発汗過多，また入院後の検査でカテコラ

単純 CT しか撮影されていませんが，少なくとも，はっ

ミン 3 分画の著明な上昇があったことから，腫瘍によるカ

きりとした血栓を疑う高吸収域はないのと，門脈系以外に

テコラミンの産生の増多を血圧の上昇の原因と考えまし

もガス像が認められるため，ガス産生菌による敗血症を疑

た．

うと考えました．

実際に腫瘍の病理組織で，カテコラミンを分泌した細胞

名取：門脈全体や腸管にわたるガスは，ガス産生菌によ

が特定できるのかどうか，そして今回は血圧が上がったと

るもので脊髄まで行ったと理解していいのですか．それと

ころでレニンをとっていなかったのですが，腎臓への腫瘍

も，どこかしらと交通してそれが広がっていったのでしょ

浸潤の有無や，腫瘍による腎動脈の圧排・狭窄はどうだっ

うか．

たか，これらがお伺いしたいところです．

鈴木：交通している場所がちゃんと確認できなかったの

心臓に関しては，心臓超音波検査では駆出率は保たれて

で何とも言えませんが，ガス産生菌によってならば両方に

おり，X 線でも心拡大はありませんでしたが，高カテコラ

広がってよいと思います．

ミン血症を呈しており，長期間にわたる発熱，頻脈，高血

名取：このガスは門脈のガスで，ガスがどこから来たの
かという問いの答えとして，ガス産生菌による敗血症とい
うことで，少し納得できました．
早乙女：先ほどのガス産生菌をわれわれも考えていまし

圧を認めていましたので，心臓への負荷は高度であったと
考えられます．
これらをふまえ心不全を呈するような病理学的所見が確
認できたかどうかもお伺いしたいです．

たが，今回は入院中に微生物学的検査を行っており，採取

最後のところは死因の原因菌に関してです．先ほどお話

部位と検出菌をまとめてみました．先ほど言いましたよう

ししたとおりですが，死亡当日の朝から著明な腹部膨満が

に，血液培養は 12 日目に緑膿菌が検出されています．便

出現．急激進行性で門脈気腫を認めていました．左鼡径部

の培養は 13 日目にとっていますが，ここでも Enterococcus

に認められた出血斑が数時間で全体に拡大して，血液培養，

と C. difficile（CD トキシン陰性）でした．

便培養からは緑膿菌，C. difficile が検出されています．
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臨床的にはガス産生菌が原因菌と推測されましたが，病

病理解剖所見

理学的所見からは菌を特定できる組織像があったかどうか
ということもお伺いしたいです．

各臓器の所見

最後に，腸管の病理組織に関してですが，先ほど言いま

症例は 1 歳 2 カ月，女児の病死（内因死）例．患者死亡

したが，持続していた高血圧が急激に低下していたことか

後，担当医から患者家族に対して病理解剖ならびに組織の

ら，腸管感染後に DIC の併発，敗血症のショックが死亡

教育・研究目的の使用に関して説明を実施し同意を得たの

原因と考えられました．

ち，系統的な全身解剖に供した．

腸管では DIC あるいは血栓性微小血管障害のような病

病理解剖は死亡後 15 時間 49 分に開始された．患者の身

理組織像が確認できたかどうか，
お伺いしたいと思います．

長は 73.4 cm，体重 7935 g と栄養状態はやや不良であった．

名取：では，
病理の先生に答えをいただきたいと思います．

外表所見にて右背部に血管腫（45×23 mm）を認める．明
らかな奇形を認めない．主要臓器の病理解剖所見を以下に
記す．
・後腹膜腫瘍（294 g）：生前に腫瘍生検が行われている
（図 7）．組織学的に腫瘤はクロマチンに濃染する小型円形
核，あるいはクロマチン粗造な中〜大型類円形核よりなる
異型細胞が，線維血管性隔壁に境された大小の集塊を形成
し増殖する（図 8）
．これらの異型細胞はいずれも胞体に
乏しい．ロゼット構造は明らかでない．石灰化は明らかで
ない．免疫組織化学では chromogranin A；陽性，NSE；
陽性，CD56；陽性，Synaptophisin；陽性，vimentin；陽
性，INI1；陽性，TdT 陰性，CD20；陰性，CD3；陰性，
CD99；陰性，CD34；陰性，EMA；陰性，CAM5.2；陰性，
Desmin；陰性，SMA；陰性，S-100；陰性，WT1；陰性，

図 7 腫瘍生検標本（Hematoxylin Eosin（HE）染色）
腫瘍はクロマチンに濃染する小型円形核，あるいはクロマ
チン粗造な中〜大型類円形核よりなる異型細胞が，線維血
管性隔壁に境された大小の集塊を形成し増殖する（図 3）
．
これらの異型細胞はいずれも胞体に乏しい．ロゼット構造
は明らかでない．

頭側↑

MIB-1 index：9%．またクリューバーバレラ染色において
クレシル紫に染色される細胞は明らかでない．以上より
neuroblastoma, poorly differentiated に相当する．
開腹すると 145×95×60 mm の充実性腫瘤（図8）を認
める．肉眼的には左腎後面に主座を置き，後腹膜と横隔膜，

腹側面

背側面

図 8 後腹膜腫瘍の肉眼所見
肉眼的には左腎後面に主座を置く 145×95×60 mm の充実性結節．後腹膜と横隔膜，椎体腹側（第 12 胸椎〜第
1 腰椎）に浸潤している．腫瘍は左副腎と接しているが，明らかな連続性のないことを，複数の病理医の目で確
認した．
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椎体腹側（第 12 胸椎〜第 1 腰椎）に浸潤している．遠隔

腫を認める．組織学的に腫瘍は胸髄硬膜外の結合組織へ進

転移を認めない．また腫瘤は左副腎と接しているが，明ら

展しており腫瘍胞巣内および硬膜に出血を来しているが，

かな連続性のないことを，複数の病理医の目で確認した．

明らかな硬膜への進展を認めない．

腫瘍胞巣内には壊死が散見され，化学療法の効果による腫
瘍の変性と考える．
・脊髄：肉眼的には胸髄の硬膜に約 30 mm の範囲で血

・副 腎（左 2 g/右 2 g）
（図9）：組 織 学 的 に は 右 副 腎 に
cortical nodule が見られる．左副腎は結合織により腫瘍と
境されており，明らかな副腎原発とする所見は見られない．
・小腸/結腸（図10）：肉眼的に小腸および大腸は含気の
増加を伴い著明な拡張を認める．組織学的には明らかな炎
症ないし虚血性変化を認めず．
・肺（左 60 g/右 110 g）
（図11）
：組織学的には肺胞腔内
に浸出液と，桿状好中球の増加を伴う好中球浸潤を認める．
また，気管支内に浸出液とマクロファージの増加を認める．
右肺にも軽度であるが同様の所見が見られる．気管支肺炎
の所見に相当する．
・肝（332 g）：拡張した類洞に赤血球が見られる．軽度
うっ血の所見である．
・脾（14 g）：慢性うっ血の所見が見られる．髄外造血
は明らかでない．
・脳（900 g）：肉眼的に明らかな腫瘍性病変を認めない．
組織学的にも明らかな神経芽腫の転移を認めない．下垂体

図 9 副腎の組織像
右側に腫瘍，左側に左副腎を示す．腫瘍は副腎周囲の結合
組織に浸潤しているが，線維性被膜により左副腎と境され
ており，副腎原発とする所見は見られない．

は肉眼的に腫大なし．組織学的に明らかな異常を認めない．
・心（46 g）：肉眼的に明らかな奇形を認めない．組織
学的には明らかな線維化や炎症細胞浸潤を認めない．
・腎（左 34 g/右 40 g）
：基底膜の肥厚やメサンギウム

図 10 小腸/結腸
肉眼的に小腸および大腸は内腔の著明な拡張を認める．組織学的には明らかな炎症ないし虚血性変化を認めない．
HE：Hematoxylin-Eosin
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8）外表：
①外表奇形なし
②皮下血管腫（45×23 mm），右背部
③大泉門閉鎖
9）内生殖器：卵巣，子宮，著変なし
10）身長 73.4 cm（−0.81 SD），体重 7.7 g（−1.47 SD）
※
（参考：本邦 1 歳 2 カ月女児の標準身長 75.6 cm，標準体重 9.08 g）

質疑応答
名取：この病理の謎解きを聞かせていただき，何かご質
問はありますか．
早乙女：腸管にはもっと壊死像があるのかと思って伺っ
図 11

肺の組織像．左肺優位の気管支肺炎を認める．

たのですが，意外となかったので，驚きました．
名取：原因菌等に関してのコメントをご説明いただけま
すか．
二本柳：今回は，腸管が拡張している以外には所見が認

細胞の増殖は見られない．
・甲状腺：濾胞間の開大が目立つ．萎縮に相当する．ま
た微小な結節性過形成を認める．

められず，ほかの臓器にも肝臓に軽度のうっ血，脾臓に軽
度のうっ血という所見以外は，特に臓器に関してのダメー
ジ・障害はなかったと考えています．ですから，これ以上

・上皮小体：主細胞の過形成性変化を認める．

は組織学的には，推測の域を出ないと言いますか，
「こうこ

・骨髄：赤芽球優位の過形成性骨髄に相当する．

うこうして亡くなられましたよ」と説明するのであれば「拡

・膵：明らかな萎縮あるいは壊死などの所見を認めない．

張した腸管があります」ということ位しか言えません．正

・子宮および卵巣：肉眼的には明らかな奇形を認めな

直なところ，このような結果でした．

い．組織学的に頸管上皮や内膜上皮もしくは卵巣に明らか
な腫瘍性病変を認めない．

名取：組織を見せていただいている間に，われわれの予
想としては septic emboli とか，そういうものを想像しま

病態の要約

したが，そうではなく，腫瘍の周囲以外はとてもきれいで

死因としては，臨床的にカテコールアミン増加と交感神

あったという印象を持ちました．

経刺激症状が出現しており，また菌血症が血液培養で確認

小嶋：腫瘍のカテコラミン産生を示すような領域につい

されていることから，これらの原因に伴うショックが考え

ては，褐色脂肪組織とは別で，腫瘍からはカテコラミンの

られ，組織学的にはそれらを否定するような明らかな死因

分泌はないという理解でよろしいでしょうか．

となる所見は同定できなかったことから，ショックが死亡
の原因としても矛盾しない．

病理解剖診断

二本柳：褐色脂肪組織はありましたが，褐色脂肪細胞は，
今回，副腎の髄質には認められていませんし，腫瘍細胞に
もそのような組織像を呈するものはなかったです．
小嶋：特別にほかの免疫染色などを追加することで，分

主病変

泌顆粒などは同定できるものでしょうか．カテコラミンの

I：神経芽腫，低分化型，左後腹膜腔副腎外原発（145×

産生がかなり強かったので，腫瘍から腎臓への血管狭窄が

95×60 mm），化学療法後，遠隔転移なし

なく高血圧にならないということであれば，おそらく腫瘍

直達浸潤：後腹膜，左横隔膜，椎体腹側（Th12-L2）

が分泌していたとしか考えようがなく，それを決定づける

II：麻痺性イレウス，小腸および結腸の含気著増

病理組織は，これ以上は難しいものでしょうか．

副病変

澁谷：これは調べたのですが，パラフィン切片でカテコ

1）肺：気管支肺炎＋うっ血水腫（左 60 g/右 110 g）

ラミンを証明できる抗体がないので，ここまでしかわから

2）肝：うっ血，軽度（332 g）

ないということです．

3）脾：うっ血（14 g）

小嶋：わかりました．ありがとうございました．

4）甲状腺：萎縮，微小腺腫様甲状腺腫

名取：三上教授，お願いします．

5）副腎：右副腎皮質結節性過形成（左 2 g/右 2 g）

三上：腫瘍の大きさが，経過では 1 回縮んでいるのです

6）骨髄：過形成性骨髄，赤芽球優位

よね．ですから，治療効果的な腫瘍の壊死のようなものが

7）胸腺：低形成

もしあったとすれば，最後にカテコラミン濃度だけが異常
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に上がっていたことの説明になるのかどうかということに

の直接浸潤がなくても，循環が悪くなり蛋白が増加しても

ついてコメントをお願いします．

全然おかしくはない所見だと思います．ですから，椎弓切

二本柳：剖検の検体では斑状の壊死を認めました．ただ

除をして圧迫を解除することを，急性期には行うわけです．

細胞が化学療法の効果によって壊死を起こしたのか，ある

矢内：ありがとうございます．

いは剖検による死後の変化であるのか，それとも腫瘍その

名取：澁谷教授，最後に一言で締めてください．

ものの壊死だったのかは，判別はつきませんでした．

澁谷：診断までの過程についてはあまり大きな難しさは

澁谷：これは化学療法の効果があったと思います．それ

ない症例でしたが，小児の解剖例が減っていることもあり，

については斑状と，今，表現しましたが，網目状の間質が

また非常に教育的な典型的な症例なので，この症例を選ん

ありますね．網目状の間質の血管から栄養が供給されてい

で，本日は皆さんに勉強してもらいました．どうもありが

る．当然そうですけれども．網目状の間質のいちばん離れ

とうございました．

た部分に巣状の壊死があることから，循環障害，および抗

症例解説
神経芽腫について１，２）

腫瘍薬の効果による腫瘍の壊死と考えます．
最後のカテコラミンの急激な上昇については，腫瘍崩壊
によるものを考えてもいいと思いますが，これについては

発生と要因

本当に推測の域を出ません．

小児慢性特定疾患治療研究事業の登録によると，本邦で

須磨崎：カテコラミンの分泌に関して，免疫染色でクロ

は年間 320 例前後の新規患児が発生している．年齢分布で

モグラニン A が一部陽性だったと思いますが，クロモグ

は 0 歳で最も高いピークがあり，3 歳に第 2 の低いピーク

ラニン A とカテコラミン分泌の関連性がもしあるのであ

を持つ二峰性のパターンを示し，1 歳未満は 51%，1〜3

れば，教えていただければと思います．

歳が 28%，4 歳以上は 21% であった．神経芽腫の 80% は

澁谷：どうしても，synaptic vesicle のペプチドを直接
染色する方法はないので，関連性についてはよくわかりま

肝，リンパ節，皮膚，眼窩などに見られる．
神経芽腫の多くはカテコラミンを産生し，その尿中代謝

せん．
小原：見逃していたかもしれませんが，腸管の組織像は
出ましたか．Necrotizing

副腎または腹部交感神経節に発生する．転移は，骨，骨髄，

enterocolitis の所見はあったで

しょうか．
二本柳：虚血の変化を示す粘膜の立ち枯れ像とか，例え

産物であるバニリルマンデル酸（vanillylmandelic acid：
VMA），ホモバニリン酸（homovanillic acid：HVA）など
が排泄されるため，腫瘍マーカーとして利用される．
病期分類

ば漿膜に炎症所見があれば漿膜下層などにも炎症細胞浸潤

国際的に最も多く用いられている病期分類は神経芽腫の

などが認められたのではないかと思いますが，そのような

国際病期分類（International Neuroblastoma Staging Sys-

ものは認められませんでした．

tem：INSS）である．これは腫瘍の進展度と手術所見（腫

澁谷：主治医の先生に聞きたいのですが，鼓腸は結構長

瘍切除の可否，リンパ節転移の有無）を加味した分類であ

く続きましたか．腸管の粘膜下層に線維化が及んでいます．

る．神経芽腫の中には自然退縮傾向を有するものがあり，

腸管のテンションがかなり上がり，
時間がたって数日以上，

腫瘍が限局性（病期 1，2A，2B）で転移が肝，皮膚，骨

1 週間，2 週間というような所見です．そして，これが全

髄に限る 1 歳未満の場合には予後は良好で，これを病期 4

体に含気が増加しており，壊死の部分とか，限局した病変

S としている．

が一切見られなかったので，病理診断に書きましたが，こ

予後因子

れは麻痺性イレウスとしました．感染性腸炎の所見は見ら

1 歳以降の神経芽腫の多くが進行性で悪性度の高い性質

れませんでした．

を有する腫瘍であるのに対し，1 歳未満の神経芽腫の多く

矢内：病理の組織像として脊髄への浸潤を期待していた

は自然に退縮するか，良性の神経節腫に分化する可能性を

のですが，硬膜までで，血腫だけがあったということで，

有する悪性度が低い腫瘍と考えられている．現在のところ

これが歩行障害の原因になり得るのかどうかはわかりますか．

予後不良因子としてわかっているものは，年齢（≧1 歳ま

二本柳：組織学的にははっきりとした所見はありません
でした．
名取：とても疑問ですよね．このことについて，臨床の
方からの答えはありますか．
小原：それは外的な圧迫であり，硬膜外からの腫瘍の圧
迫が一定時間以上来れば，それは脊髄の不全麻痺もしくは
麻痺が来て十分納得ができる所見であるし，また髄腔内へ
63 巻 3 号

たは 1 歳 6 カ月），INSS 病期 3 または 4，病理組織像（国
際 分 類 不 良 型），血 中 NSE（≧100 ng/ml）
，MYCN 増 幅
あり，DNA ploidy2 倍体または 4 倍体，1 番染色体短腕（1
p36）の欠失，11 番染色体長腕（11q）の欠失，17 番染色
体長腕（17q）の増加などがある．なかでも MYCN 増幅
は強力な予後不良因子である．

２１４（42）

診

早乙女壮彦

ほか

腸管切除などの開腹手術の適応とされてきたが９），近年，

断

臨床症状は，原発部位の腫瘤による症状と転移による症

CT や超音波検査などの普及に伴い，比較的早期に診断さ

状がある．進行例では転移症状に加え，全身症状として顔

れる症例や，原疾患の迅速な診断と治療を行うことができ

面蒼白，貧血，食欲不振，発熱などが見られることが多い．

るようになった．そのため救命率も 25% から 44% へ改善

しかし発熱のみの場合や偶発腹部腫瘤に気付くまで無症状

できたという報告もある９，１０）．さらに保存的に救命し得た

のこともあり，早期発見が難しいのが現状である．1984

症例の報告も散見されている１１，１２）．

年から開始されたマススクリーニング検査では，生後 6 カ

考察（臨床）

月児の尿検査で約 5000 人に 1 人の発見があったと報告さ
れた．しかし進行例は発見できず，2004 年 4 月から中止

本症例は後腹膜から脊椎管内へ進展傾向を示し，神経学

となった．一部の地域では生後 18 カ月で施行していると

的所見を呈した神経芽腫の 1 例である．受診前に認めてい

ころもある．診断には腫瘍マーカーをはじめ，超音波検査，

た発汗過多，便秘傾向，体重減少，入院後に認められた発

CT・MRI などの画像診断が用いられる．核医学検査では

熱，血圧上昇，瘰痩は腫瘍による大量のカテコラミン産生
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カテコラミン代謝系を有する臓器に集積する I-MIBG シ

が影響したと考えられた．本症例の死因としては，ガス産

ンチグラフィでは，神経芽腫に異常集積を認める．

生菌による敗血症性ショックが最も考えられたが，PVG

治療と予後

発症に関しては，感染症の他に，腫瘍の産生するカテコラ

低リスクの神経芽腫では，腫瘍摘出術と比較的弱い化学

ミンにより引き起こされた高度な便秘やイレウスにより，

療法が行われる．中間リスクの神経芽腫では生検による確

腸管内圧が上昇して粘膜破綻が起こり，腸管内ガスが腸管

定診断後に化学療法を開始する．手術は化学療法により腫

壁内へ潜り込み徐々に深部へ進展，さらには壁破綻した血

瘍が縮小してから行う．高リスクの神経芽腫では，外科療

管内へ移動し引き起こされた可能性も考えられた．腫瘍が

法，化学療法，放射線療法とその他の補助療法を組み合わ

小さく，より早期の段階で発見できていたら転帰は変わっ

せた集学的治療が行われる．原発巣の摘除の程度により転

ていた可能性はあると考えられた．

移巣の制御の可否が予後に関連すると考えられる．5 年生

考察（病理）

存率は低リスクでは 95% 以上，中間リスク 70〜75%，高
リスクでは 30〜40% である３）．

小円形細胞腫瘍の鑑別は，治療方針が大きく変わる腫瘍
が多いことから重要である．本症例は 1 歳児の後腹膜腫瘍

門脈ガス血症について

であること，尿中 VMA，HVA が高値であることから神

門脈ガス血症（portal venous gas：PVG）は 1955 年に
４）

経芽腫と診断された．乳幼児の小円形細胞腫瘍の鑑別とし

新生児壊死性腸炎への合併症例について Wolf et al.が ，

ては，悪性リンパ腫や横紋筋肉腫が挙げられる．悪性リン

また 1960 年に成人症例について Susman et al.が最初に報

パ腫はグリコーゲンを持たないことが診断の一助となる．

告した５）．PVG は肝臓や膵臓などの実質臓器から生じる場

小児に好発するリンパ芽球性リンパ腫は，汎リンパ球マー

合があるが，多くは管腔臓器における腸管気腫症（intesti-

カーである CD45 が陰性となる症例があり，TdT の染色

nal pneumatosis：IP）からの移行と考えられている．

が必須である．横紋筋肉腫は豊富なグリコーゲンを有する

発症機序は Liebman et al.により６），① 粘膜障害による

こと，desmin や myogenin といった特異性の高いマーカー

粘膜防御機構の破綻，② 腸管内圧亢進，③ 腹腔内膿瘍に

が知られている．なお myoglobin は特異性が低く，使用

起因する敗血症あるいはガス産生菌の関与，の 3 つにより

は推奨されない．

発生すると報告され，PVG の 85% が①と②の機序による
と考えられている．また光吉ほか７）も病理学的観察結果を
もとに，PVG の原因となる IP の成因について分類を試み
ており，① 感染型，② 粘膜破綻＋内圧上昇型，③ 混合型
の 3 つに分類している．坂東ほか８）は PVG の 34 症例にお
ける血液，腹水培養において，Clostridium perfringenes，Escherichia coli，Klebsiella pneumoniae などのガス産生菌が 28
例で報告され，PVG の成因におけるガス産生菌の存在の
重要性を報告している．
従来より予後不良な徴候とされ，72% に腸管壊死を伴
い，死亡率は 75% との報告もあった６）．PVG を認めた場
合，腸管の虚血・壊死が原因であることが多く，基本的に
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