
ない、長さが約６㎝の管腔臓器ですが、
その中に良性または低悪性度の腫瘍が
できる。虫垂の腫瘍は非常に粘液の産
生が多い腫瘍ですので、粘液がどんど
んたまっていって、粘液の粘稠度が非
常に高いために、出口が狭いと出られ
なくて膨らんでいくという病態がだい
たい６～７割です。
　あと、特殊なものとしては虫垂の根
っこの部分に良性のポリープができた
り、そこにがんができて、虫垂の中の
普通の粘液が行き来できなくなってた
まってしまうという病態があります。
基本的に多いのは虫垂の粘液産生性の
腫瘍ができて膨らんでいく病態になる
かと思います。
　池田　それは低悪性の腫瘍で、決し
て良性ではないのですね。
　清松　良性ではないことが多いです。
浸潤性がある通常のがんとは違います
が、一般的にいえば、大腸がんであれ
ば粘膜内がんと同じようなタイプで、
粘膜の表面を這うように発育する、低
悪性の腫瘍ということになってきます。
　池田　ということは、風船のように
大きくなるので、あまり自覚症状はな
いのですね。
　清松　破裂してしまって虫垂炎と区
別がつかなくなるような病態を除いて
は、一般的には何も起こってなくて、
膨らんでいるだけの病態ではほとんど
無症状になるかと思います。
　池田　ではどういったときに見つか

るのでしょうか。
　清松　一般的には、以前は虫垂炎と
いうかたちで、それが炎症を起こして
破れる、または破れて炎症を起こす、
どっちが先かはいろいろありますが、
いずれかのかたちで虫垂炎様の病態を
呈したときに、当然、虫垂内には細菌
がいるので、それが腹腔内に漏れて腹
膜炎状態を呈することで見つかること
が多かったのです。
　ただ、このところ日本人の多くの
方々が健診等を受けるようになり、大
腸の内視鏡および何らかのかたちで
CTやエコーをやるようになってきま
した。たまたまCTで膨らんだ虫垂が
見える、または大腸のカメラで虫垂の
出口の部分に粘膜下腫瘤様の膨隆が見
つかるといったかたちで、偶然見つか
る方が増えてきています。
　池田　例えば、CTで見た場合、何
か特徴的な所見があるのでしょうか。
　清松　非常に大きくなってくれば粘
液のう胞腫で問題ありませんが、ある
程度の大きさのときには鑑別としてい
ろいろ、炎症なのかどうか考えてしま
うところです。特徴的な所見の一つと
しては壁の石灰化があります。虫垂の
壁の内部が石灰化を呈している場合に
は、ほぼこの病態と考えていただいて
よいかと思います。
　池田　健診だとかファイバーで見つ
かったときは、CT、MRIがお勧めで
すね。

国立国際医療研究センター病院 大腸肛門外科診療科長
清　松　知　充

（聞き手　池田志斈）

　虫垂粘液のう胞腫についてご教示ください。
　１．病因
　２．経過
　３．予後
　４．CEAがしばしば高値となるが、悪性とは限らないといわれています。こ

の場合のCEAの病理的意義はなんでしょうか。CEAが次第に上昇すると
きは、病態は進行していると考えてよいでしょうか。

 ＜北海道開業医＞

虫垂粘液のう胞腫

　池田　清松先生、虫垂粘液のう胞腫
という病名、これは病態なのでしょう
か、いったい何なのでしょうか。
　清松　これは一般的に単一の疾患と
いうわけではなく、病態の名前になり
ます。ですので、何らかの原因で虫垂
の中に粘液なり、水っぽいものが貯留
して、虫垂が袋状に拡張した状態が起
こったときに、虫垂粘液のう胞腫なり、
虫垂粘液のう胞または虫垂粘液瘤など、
病態なので様々な名前がありますが、
そういった名前がついてくることにな
ります。
　池田　イメージは虫垂の中、出口と

いうのですか、狭くなっていて、そこ
に粘液がたまって膨らむというイメー
ジなのでしょうか。
　清松　イメージ的には水風船のよう
な状態で、虫垂、もとは水風船がつぶ
れたような状態になっているとして、
その中に粘液や水がたまっていくと、
入り口は狭いので、先端の中でどんど
んたまって膨らんでいく感じになり、
ちょうど水風船状に大きくなっていき
ます。
　池田　原因は一つではないのですか。
　清松　原因として一番多いのは虫垂、
もとは細い管で、５㎜ぐらいの幅しか
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ない、長さが約６㎝の管腔臓器ですが、
その中に良性または低悪性度の腫瘍が
できる。虫垂の腫瘍は非常に粘液の産
生が多い腫瘍ですので、粘液がどんど
んたまっていって、粘液の粘稠度が非
常に高いために、出口が狭いと出られ
なくて膨らんでいくという病態がだい
たい６～７割です。
　あと、特殊なものとしては虫垂の根
っこの部分に良性のポリープができた
り、そこにがんができて、虫垂の中の
普通の粘液が行き来できなくなってた
まってしまうという病態があります。
基本的に多いのは虫垂の粘液産生性の
腫瘍ができて膨らんでいく病態になる
かと思います。
　池田　それは低悪性の腫瘍で、決し
て良性ではないのですね。
　清松　良性ではないことが多いです。
浸潤性がある通常のがんとは違います
が、一般的にいえば、大腸がんであれ
ば粘膜内がんと同じようなタイプで、
粘膜の表面を這うように発育する、低
悪性の腫瘍ということになってきます。
　池田　ということは、風船のように
大きくなるので、あまり自覚症状はな
いのですね。
　清松　破裂してしまって虫垂炎と区
別がつかなくなるような病態を除いて
は、一般的には何も起こってなくて、
膨らんでいるだけの病態ではほとんど
無症状になるかと思います。
　池田　ではどういったときに見つか

るのでしょうか。
　清松　一般的には、以前は虫垂炎と
いうかたちで、それが炎症を起こして
破れる、または破れて炎症を起こす、
どっちが先かはいろいろありますが、
いずれかのかたちで虫垂炎様の病態を
呈したときに、当然、虫垂内には細菌
がいるので、それが腹腔内に漏れて腹
膜炎状態を呈することで見つかること
が多かったのです。
　ただ、このところ日本人の多くの
方々が健診等を受けるようになり、大
腸の内視鏡および何らかのかたちで
CTやエコーをやるようになってきま
した。たまたまCTで膨らんだ虫垂が
見える、または大腸のカメラで虫垂の
出口の部分に粘膜下腫瘤様の膨隆が見
つかるといったかたちで、偶然見つか
る方が増えてきています。
　池田　例えば、CTで見た場合、何
か特徴的な所見があるのでしょうか。
　清松　非常に大きくなってくれば粘
液のう胞腫で問題ありませんが、ある
程度の大きさのときには鑑別としてい
ろいろ、炎症なのかどうか考えてしま
うところです。特徴的な所見の一つと
しては壁の石灰化があります。虫垂の
壁の内部が石灰化を呈している場合に
は、ほぼこの病態と考えていただいて
よいかと思います。
　池田　健診だとかファイバーで見つ
かったときは、CT、MRIがお勧めで
すね。

国立国際医療研究センター病院 大腸肛門外科診療科長
清　松　知　充

（聞き手　池田志斈）

　虫垂粘液のう胞腫についてご教示ください。
　１．病因
　２．経過
　３．予後
　４．CEAがしばしば高値となるが、悪性とは限らないといわれています。こ

の場合のCEAの病理的意義はなんでしょうか。CEAが次第に上昇すると
きは、病態は進行していると考えてよいでしょうか。

 ＜北海道開業医＞

虫垂粘液のう胞腫

　池田　清松先生、虫垂粘液のう胞腫
という病名、これは病態なのでしょう
か、いったい何なのでしょうか。
　清松　これは一般的に単一の疾患と
いうわけではなく、病態の名前になり
ます。ですので、何らかの原因で虫垂
の中に粘液なり、水っぽいものが貯留
して、虫垂が袋状に拡張した状態が起
こったときに、虫垂粘液のう胞腫なり、
虫垂粘液のう胞または虫垂粘液瘤など、
病態なので様々な名前がありますが、
そういった名前がついてくることにな
ります。
　池田　イメージは虫垂の中、出口と

いうのですか、狭くなっていて、そこ
に粘液がたまって膨らむというイメー
ジなのでしょうか。
　清松　イメージ的には水風船のよう
な状態で、虫垂、もとは水風船がつぶ
れたような状態になっているとして、
その中に粘液や水がたまっていくと、
入り口は狭いので、先端の中でどんど
んたまって膨らんでいく感じになり、
ちょうど水風船状に大きくなっていき
ます。
　池田　原因は一つではないのですか。
　清松　原因として一番多いのは虫垂、
もとは細い管で、５㎜ぐらいの幅しか
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　池田　元に戻りますが、虫垂炎と間
違って、あるいは合併して手術したこ
とも多いかと思うのですが、その際、
病理をちゃんと見ておくことが大切な
のですね。
　清松　非常に大切だと思います。炎
症を起こしているときに膿瘍をつくっ
た虫垂炎と虫垂粘液のう胞腫について
区別をすることは、現実問題、不可能
ですので、誤診ということにはなりま
せん。虫垂炎と思ってもきちんと術後
の病理に出していただくことが肝要か
と思います。その結果、粘液ができて、
破裂して虫垂炎を起こしたという経過
であれば、全然別個の病態になってき
ますし、先ほど申し上げたような非常
に難治性の疾患で特殊な治療が必要な
病気になっていることが考えられます
ので、専門施設への紹介が必要になっ
てくるかと思います。
　池田　おそらく清松先生の病院が、
対応できる数少ない施設の一つになる
かと思うのですが、もし腹膜偽粘液腫
という状態になった場合、現時点でど
のようなことが治療として可能なので
しょうか。
　清松　飛び散ってしまった低悪性度
の腫瘍は、あらゆる腹膜についてしま
うので、腹膜を全部剝ぐように切除す
る完全減量手術を行ったうえで、腹腔
内の温熱療法に抗がん剤を加えた温熱
化学療法を行うという、非常に侵襲の

高い手術ではありますが、これを行う
のが欧米では標準治療となっています。
けれども、日本では今までおなかの中
の粘液を洗って姑息的な手術をして様
子を見るといった方法だけが比較的多
くの施設で行われてきた治療になって
います。ですので、標準的な運営とし
ての根治的な治療を行っている施設は
わずか数施設で、東日本であれば我々
の施設ぐらいしかないのが現状です。
　池田　まず破裂させないということ
ですね。それが第一。そして、もし少
し散っていたというとき、先生のとこ
ろに連絡するということになるのでし
ょうか。
　清松　粘液のう胞の状態で取り切れ
ている場合に、病理学的にも破裂がな
ければ、まず再発はしないと一般的に
いわれていますので、これは経過を見
ていただいてもよいかと思います。手
術中の所見等で粘液が外に漏れている
所見があったとか、CTで見て明らか
に手術前から多く腹水が見られるとか、
そういう状態で手術されて、実際に手
術で粘液が見られた場合には、特殊な
病態である腹膜偽粘液腫が強く疑われ
ますので、きれいに洗って虫垂を取っ
た後でも構いませんので、すぐ紹介い
ただいて、経過観察についてセカンド
オピニオンとしてご相談いただくのが
よいかと思います。
　池田　ありがとうございました。

　清松　両方やる必要はないかもしれ
ませんが、簡便なのでいけば、CTを
まず一度撮っていただくのは非常にお
勧めできるかと思います。
　池田　それが見つかったということ
になりますと、経過観察でいいのでし
ょうか。それとも、手術をしなければ
いけないのでしょうか。先ほど低悪性
腫瘍というお話がありましたし。
　清松　これについては、手術を可及
的速やかに行っていただくことを極め
て強くお勧めします。
　池田　逆に、経過観察するとどうな
るのでしょうか。
　清松　これを経過観察された場合に
は非常に恐ろしい病態である破裂とい
うものが起こることになります。原因
としては、粘液がどんどん出続けてく
るので、それが虫垂の出口から出られ
ないと、どんどん膨らんでいって、そ
れこそ水風船が破裂するように、バン
と、弱い部分ではじけることになって
きます。
　虫垂は壁が弱いので、ある一定の部
分で裂けるという事態が比較的頻繁に
起こってきます。これが破裂して腫瘍
細胞が腹腔内に広がってしまうと、腹
膜偽粘液腫という、これも病態の名前
ですが、低悪性度の腫瘍が腹腔内に播
種として散らばった病態、非常に難治
性の病態に移行してしまいます。した
がって経過観察というのは基本お勧め
できないということになります。

　池田　もしこののう胞腫が破裂して
いなければ、普通の内視鏡手術で虫垂
切除のようなかたちで行われるのでし
ょうか。
　清松　基本的に非常に大きい場合や
壁が薄そうに見える場合などは、術中
に破裂するといくら洗っても、がん細
胞が散ってしまうというリスクがあり
ますので、開腹の手術を選択すること
があります。比較的大きくなくて、壁
の状態がよいだろうという判断になれ
ば、腹腔鏡で行えることも多いかと思
います。ただ、いずれにしても、破裂
しないできれいに取り切ることが一番
大事になると思います。
　池田　何か怖いですね。破裂させな
いように、おとなしくということです
ね。質問で、CEAが云々という記載が
あるのですが、CEAは腫瘍の存在や大
きさに関係するのでしょうか。
　清松　CEAについては非常に不安定
で、けっこう上がらないものも多くあ
りますが、極めて高値になるものもあ
り、それが悪性の腫瘍を意味している
というわけではありません。低悪性度
の腫瘍でも、腫瘍マーカーが非常に高
値になることがありますので、腫瘍マ
ーカーをもとに手術適応などを判断さ
れるのは非常に危険なことだと思いま
す。
　池田　CEAは関係ないと思って見て
おいたほうがいいということですね。
　清松　はい。
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　池田　元に戻りますが、虫垂炎と間
違って、あるいは合併して手術したこ
とも多いかと思うのですが、その際、
病理をちゃんと見ておくことが大切な
のですね。
　清松　非常に大切だと思います。炎
症を起こしているときに膿瘍をつくっ
た虫垂炎と虫垂粘液のう胞腫について
区別をすることは、現実問題、不可能
ですので、誤診ということにはなりま
せん。虫垂炎と思ってもきちんと術後
の病理に出していただくことが肝要か
と思います。その結果、粘液ができて、
破裂して虫垂炎を起こしたという経過
であれば、全然別個の病態になってき
ますし、先ほど申し上げたような非常
に難治性の疾患で特殊な治療が必要な
病気になっていることが考えられます
ので、専門施設への紹介が必要になっ
てくるかと思います。
　池田　おそらく清松先生の病院が、
対応できる数少ない施設の一つになる
かと思うのですが、もし腹膜偽粘液腫
という状態になった場合、現時点でど
のようなことが治療として可能なので
しょうか。
　清松　飛び散ってしまった低悪性度
の腫瘍は、あらゆる腹膜についてしま
うので、腹膜を全部剝ぐように切除す
る完全減量手術を行ったうえで、腹腔
内の温熱療法に抗がん剤を加えた温熱
化学療法を行うという、非常に侵襲の

高い手術ではありますが、これを行う
のが欧米では標準治療となっています。
けれども、日本では今までおなかの中
の粘液を洗って姑息的な手術をして様
子を見るといった方法だけが比較的多
くの施設で行われてきた治療になって
います。ですので、標準的な運営とし
ての根治的な治療を行っている施設は
わずか数施設で、東日本であれば我々
の施設ぐらいしかないのが現状です。
　池田　まず破裂させないということ
ですね。それが第一。そして、もし少
し散っていたというとき、先生のとこ
ろに連絡するということになるのでし
ょうか。
　清松　粘液のう胞の状態で取り切れ
ている場合に、病理学的にも破裂がな
ければ、まず再発はしないと一般的に
いわれていますので、これは経過を見
ていただいてもよいかと思います。手
術中の所見等で粘液が外に漏れている
所見があったとか、CTで見て明らか
に手術前から多く腹水が見られるとか、
そういう状態で手術されて、実際に手
術で粘液が見られた場合には、特殊な
病態である腹膜偽粘液腫が強く疑われ
ますので、きれいに洗って虫垂を取っ
た後でも構いませんので、すぐ紹介い
ただいて、経過観察についてセカンド
オピニオンとしてご相談いただくのが
よいかと思います。
　池田　ありがとうございました。

　清松　両方やる必要はないかもしれ
ませんが、簡便なのでいけば、CTを
まず一度撮っていただくのは非常にお
勧めできるかと思います。
　池田　それが見つかったということ
になりますと、経過観察でいいのでし
ょうか。それとも、手術をしなければ
いけないのでしょうか。先ほど低悪性
腫瘍というお話がありましたし。
　清松　これについては、手術を可及
的速やかに行っていただくことを極め
て強くお勧めします。
　池田　逆に、経過観察するとどうな
るのでしょうか。
　清松　これを経過観察された場合に
は非常に恐ろしい病態である破裂とい
うものが起こることになります。原因
としては、粘液がどんどん出続けてく
るので、それが虫垂の出口から出られ
ないと、どんどん膨らんでいって、そ
れこそ水風船が破裂するように、バン
と、弱い部分ではじけることになって
きます。
　虫垂は壁が弱いので、ある一定の部
分で裂けるという事態が比較的頻繁に
起こってきます。これが破裂して腫瘍
細胞が腹腔内に広がってしまうと、腹
膜偽粘液腫という、これも病態の名前
ですが、低悪性度の腫瘍が腹腔内に播
種として散らばった病態、非常に難治
性の病態に移行してしまいます。した
がって経過観察というのは基本お勧め
できないということになります。

　池田　もしこののう胞腫が破裂して
いなければ、普通の内視鏡手術で虫垂
切除のようなかたちで行われるのでし
ょうか。
　清松　基本的に非常に大きい場合や
壁が薄そうに見える場合などは、術中
に破裂するといくら洗っても、がん細
胞が散ってしまうというリスクがあり
ますので、開腹の手術を選択すること
があります。比較的大きくなくて、壁
の状態がよいだろうという判断になれ
ば、腹腔鏡で行えることも多いかと思
います。ただ、いずれにしても、破裂
しないできれいに取り切ることが一番
大事になると思います。
　池田　何か怖いですね。破裂させな
いように、おとなしくということです
ね。質問で、CEAが云々という記載が
あるのですが、CEAは腫瘍の存在や大
きさに関係するのでしょうか。
　清松　CEAについては非常に不安定
で、けっこう上がらないものも多くあ
りますが、極めて高値になるものもあ
り、それが悪性の腫瘍を意味している
というわけではありません。低悪性度
の腫瘍でも、腫瘍マーカーが非常に高
値になることがありますので、腫瘍マ
ーカーをもとに手術適応などを判断さ
れるのは非常に危険なことだと思いま
す。
　池田　CEAは関係ないと思って見て
おいたほうがいいということですね。
　清松　はい。
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