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Abstract

The aim of this study was to find out changes in the physique of Okinawan students (born in Okinawa)
of University of theRyi止yus (UR) from 1950 to 1985.For every 5 years, thephysique of Okinawan students
(2,304 males and 1 ,269 females) compared with those of UR students who came from other prefecturs, all
youths of the same age as students inJ apan. The physique comprises following six measurements: height ,
weight, body mass index(BMI) , chestcircumference, sitting height and relativesitting height (sitting
height/height x 100).
The following results were obtained :
(l)Height:
The average height of UR Okinawan students was the lowest in both 1955 and 1960 and then showed a tendency
to increase. However, the average height of UR O'kinawan students was significantly lower by 2‑3 cm in
∞mparison with those of other two groups.
(2) Weight and BMI=
'The mean body weight of UR Okinawan students has increased with a progress of times , particularly in males ,
and trended to come closeto those of two other groups. BMI of UR Okinawan malestudents was higher than
thoseof two oth町groups after 1980, but that was statistically insignificant. While, BMI in thefemal students
showed the same time course change of all youths,showing no change from 1950 to 1975 and a declination
after1975.
(3) Chest circumference:
′The chest circumference of maleUR Okinawan students showed the same tendency of all youtl唱to increase

with a progress times and in proportion of with a body weight increas. Wl心Ie in the female students, there
was little change.
(4) Sitting height and relatevesitting height :
'The increasing ratio of the sitting height in male and female UR Okinawan students were less than that of
their height. ¶1e relativesitting height remained stable from 1955 to 1970, but was reduced after 1970. The
leg length in both sexes of UR Okinawan students was differnt in the two other groups, but a increasi喝rate
of relative sitting height was highter.
From the results, it was confirmed that the physique of UR Okinawan students has developed since 1950,
and the change was identic;ユ1 with those at the national level. However, the average of UR O'kinawan students

was significantly lower by 2‑3 cm. It is supposed that the nutritional intake, regional characteristics and
heredity might be influence these constitutional changes.
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小児のリソパ管嚢塵は、先天的奇形性疾患で
頚部・版憲に好発し、なかでも腸間膜リソパ管
褒腫は比較的稀れな疾患とされている。本邦で
は現在までに約380例が報告されていて、その
うち10才以下の小児例は約200例である。最近
我々は便秘と腹部腫癌を主訴とした巨大な腸間
膜リソパ管嚢鹿の1例を経験したので若干の文
献的考案を加え報告する。
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患者:4才6カ月、女児
主訴:便秘、腹部腫癌
家族歴:特記すべき事項なし
既往歴:乳児期より熱性痩撃
現病歴: 2才頃より腹部膨満に家族が気付い
たが、自覚症状がないため放置していた。その
後、便秘と腹部膨満が続き近医にてHirschsprung
氏病疑いと云われ、腹部精査目的で昭和63年9

入院時検査所見
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月12日当科紹介入院となった。
入院時現症: 37.4℃、体格・栄養は中等度で、
皮膚や胸部は理学的に著変を認めなかった。腹

α‑FP
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部は全体に膨隆し、上腹部から下腹部に及ぶ表
面平滑な、一部凹凸のある境界明瞭で、圧迫に
より形態が変化する腫癌を触れた。この腫癌は
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Fig. 1 Ultrasonography showing a multi‑cystic tumor with internal, homogeneous hypoechoes(Upper)
and CT, the same configuration of the tumor with internal low density(Bottom).

可動性があったが、圧痛・筋性防御は認められ
なかった。
検査成績:一般検血、生化学検査、血清検査、
tumor maker等もすべて正常範囲であった
(Table 1)。腹部単純X‑Pでは、腸管が腹腔
内を占拠する腫癌陰影により上腹部に圧排され
ていた。
US・CT像:上腹部から骨盤内腔に及ぶ大小
不同の多房性cystic massがあり、腫癌のback
エコー及び、一部腫癌内部エコー陽性の所見も
見られた(Fig.1) 。 CTでは中隔を有し、内
部は均一なIow densityを示す多房性腫癌で、
肝、胆、牌、腎とは無関係な部位に位置してい
た。 US、 CTともに原発巣を同定することは出
来なかった。
IVPでは左尿関管、及び、傍脱が軽度圧排して
いる以外異常は認められなかった。以上より卵
巣由来の多房性褒腫、又は腸間膜褒腫と診断し

9月19日手術を施行した。
手術所見:麟下部約5cmに横切開を加えて開
腹すると、黄白色の薄い膜に覆われた軽度弾力
のある巨大な嚢胞が存在した(Fig. 2) 褒
胞発生部位を検索しようとしたが嚢胞が大きく
腹腔を占拠していた為検索困難だった。そこで
嚢胞を穿刺し内溶液を約450ml吸引した。縮小
した嚢胞を全て腹腔外に脱転し発生部位を検索
してみると、嚢厘はTreiz靭帯より旺門側部へ
約80cmの小腸腸間膜付着部より発生していて、
大小8個の嚢腫より成る嚢底であった。一部腸
間膜の血管を巻き込んでいたが、嚢腫は腸管壁
には及んでいなかったので腸管の合併切除を行
わずに全摘出が可能であった。
摘出標本は総重量1079gで大きさ17×17× 8
cmの多房性褒塵であった。割面では、交通ある
多房性嚢腫像を呈し、嚢腫壁は薄く、内容は淡
黄色半透明な奨液性の液体であった。その内容
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Fig. 2

Macrophotograph showing the cystic tumor originating

from the mesenterium(Left) and microphotographs showing
the internal surface lined by a layer of endothelial
α11s and lymphocytic infiltration(HE,X50).

液の細胞診では、リソパ球が多数散在するが悪
性所見は見当たらなかった。

るが、欧米の報告による男女比は1 :2と逆に女

病理組織学的所見:褒腫壁は、繊維成分や問
質の増生が認められたが、内腔壁表面は一層の
扇平な内皮細胞で覆われ、所々に平滑筋細胞を

性に多い傾向がある4)0
発生機序として
(1)先天的なリソパ管組織の連絡欠如説
(2)迷入リソパ組.織の増殖説

有する壁と大小様々に拡張したリソパ管及びリ
ソパ球浸潤を認めた(Fig. 2) 。これらの組
織学的所見より多房性のcystic lymphangioma
と診断した。

(3)リソパ管の自律増殖説
(4)外傷説
などがあるが、幼少児期に多いことにより前二
説が有力視されている。しかし、成人にみられ

術後経過:経過は良好で、術後7日で退院した。

るものは、妊娠、腹部外傷、炎症などによる後
天的リソパ管閉塞が原因と考えられる。
本症例は幼児期より腹囲が大きく、外傷の既
往がなかったので、先天的なものと推測される。

考

察

腸間膜リソパ管嚢腫は比較的稀れな疾患で、
本邦では1895年に伊藤1)らが最初に報告して以
来、今までに約380例の報告がある。
本症の発生頻度は1万‑10万人に1人2)とい

組織学的にリソパ管鹿は、その内部構造によ
り、 1)単純性、 2)海綿状、 3)嚢胞状の3型に
分叛されている。本症例は嚢胞状リソパ管腫で
あった。

われる。本邦における本症380例中250例(53.
7%)は10才以下の小児であった。性別では男
女比1.36: 1と男性にやや多い傾向3)がみられ

腸間膜の発生部位はとくに特定できないが
5.6)、黒岩ら3)によれば本症例の如く空腸・回
腸の小腸間膜が最も多く (45.2%) 、次いで
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横行結腸間膜(12.8%) の順に多い。
臨床症状は、嚢鹿の発生部位、大きさ、 2次
的合併症の有無などによって様々である。腹部
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を呈する場合は、本症の存在を常に念頭におく
べきである。
結

腫癖を触知する以外は、腹部膨満、腹痛、喧吐、
下痢など一般消化器症状が主で、無症状で経過

語

することも多い。合併症としては腸軸捻転、腸
閉塞、褒胞破裂、消化管出血、嚢内出血、腸重
横、悪性化、腸管壊死、穿孔等が報告されてい

便秘、腹部腫癌を主訴とした4才6カ月女児
の巨大な腸間膜リソパ管嚢鹿の嚢腫摘出例を報
告し、本邦の腸間膜褒鹿の報告例について若干

て、これらは緊急に外科的治療を要する合併症
で、なかでも腸軸捻転が最も多く、次いで腸閉

の文献的考察を加えた。

塞症などである。
本症に特有な症状がないため術前診断が困難
な例が多く、腸間膜集塵全体の正診率は36.4%
にすぎないとされていた。 腹部単純X‑Pで
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Abstract

A 4‑year‑old girl with a protuberant abdomen was admitted to our hospital. On admission, physical
examination revealed a large mass in the abdomen extending from epigastrium to hypogastrium. The
surface of the mass was smooth with clear border. The tumor was also soft and movable. The laboratory
findings including tumor markers were all witt心n normal limits.
At laparotomy, a cystic mass (17×17×8cm) was found to be arising from the mesentery of the
small intestine about 80cm from the Treiz ligament. The tumor was consisted of various sized multiple
cysts containing clear and light yellow colored fluid. The tumor was removed completely without any
resection of intestine. We diagnosed the tumor as mesenteric lymphangioma which was conformed
by pathology.
Her postoperative course was uneventful and now she is doing well 7 months after the operation
with no evidivce of recurrence.

