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5年前に下部胆管良性腫瘍と診断されていた胆管癌の 1例

愛知県がんセンター消化器外科

小林 建 司  安 井 健 三  安 江 満 悟
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5年 間臨床像がほぼ変わらず, さらにはいわゆる早期の下部胆管癌であった 1例を経験 した.症 例

は51歳の男性で主訴は心寓部痛.1985年総胆管切石術が施行された際,下部胆管の腫瘍が指摘された。

そのときは生検の結果 adenOmaで あ り,息者の希望もあったので経過観察 となった。今回1990年1月

心寓部痛があ り,諸 検査の結果同部位の腫瘍が痛みの原因と診断され当院に紹介入院した。術前の生

検では,一 部果型度が強い papillary adenomaと診断されたが,癌 の可能性も否定できず,臨 床症状

があることから膵頭十二指腸切除を施行 した。病理組織検査ではnbromascular layerに一部浸潤 した

adenocarcinomaであった。下部胆管腫瘍に対する術前診断と手術適応について考察 した。

Key words: slow growing adenocarcinoma of the distal bile duct, bile duct adenoma with severe atypia,
indication of pancreaticoduodenectomy

夏. は じとう|こ 胆管結石の診断で,名 古屋第一赤十字病院にて総胆管

胆道腫瘍は逆行性胆道造影(以下 ERC),経 皮経肝胆   切 石術を施行され,術 後の T―tube造影で下部胆管に

道造影 (以下 PTC)な どの導入によって術前診断がか   陰 影欠損が認め られた。その時 は胆道鏡下生検 で

なり確実になってきた。しかし,術 前病理学的に良性   tubular adenomaと 診断された。また父親の例 もあり

と診断されても,画 像診断では悪性が疑われることは   本 人の希望で経過観察となった.

多々ある。また胆道の adenomaは ごく一部に癌化す    現 病歴 :1990年 1月腹痛があ り他院を受診し,下 部

るとの報告つもあるので,外科的対応に苦慮する。特に   胆 管の papillary adenomaと診断され,当 院に紹介入

下部胆管の場合は,根 治術が膵頭十二指腸切除 (以下   院 した。

PD)と なるので,術 後の障害を考えると手術適応を悩    検 査成績の推移

むことがある。 他院入院時 :総 ビツルビン2.15mg/dl,GOT 21lU/

5年 前に生検で adenomaと 診断されていた下部胆   ′ ,CPT 309U/″ ,と 上昇していたが,こ れは自然経過

管の腫瘍に対し今回 PDを 施行した。その結果,病理組   に よりす ぐに軽快 した (Table l).

織学的にabromascular layer(以下 fm)に 浸潤 した   当 院入院時 (1990年3月 7日 )!総 ビリルビンは05

非常に高分化な adenocarcinomaと診断 された 1例   mg/dlと 正常であったが,γ‐GTP,ア ルカ リフォス

を経験 したので,術 前診断と手術適応について検討し

報告する。

II.症   例

症例 :51歳夕男性.

主訴 :心寓部痛.

家族歴 :父親が膵癌で手術後に死亡.

既往歴 :1980年 4月 急性肝炎で入院.1985年 10月総
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ファターゼ,GOT,GPTは 軽度上昇していた.carcino

embryonic antigen, carbohydrate antigen 19‐9″ま正

常域であった。

ERC像 :1985年の名古屋第一赤十字病院の ERCで

は,総 胆管は拡張し,胆 管内に 4個 の石 と思われる透

亮像があり,総 胆管末端には石が嵌頓 したかのような

透亮像がある (Fig。lA).胆 嚢内には石はない。

PTC像 (1990年)i総 胆管末端の内腔に,乳頭状増殖

を呈した全周性の腫瘍陰教 Fig.lB)が あるが,1985

年の ERC像 に比べ大 きさに変化はみられない。十二

指腸への造影剤の流出は良好で完全閉基には至ってい

ない。

経皮経肝胆道鏡 (以下 PTCS)像 :1985年の PTCS

(Fig。2A)で は,全 周性の隆起性病変が存在するのが

わかる。1990年のものでは (ng.2B),非 常に近接に

なっているので1985年に比べ大きく見えるが,遠 景で

は A,Bと もほぼ同じ形態であり基本的には変化 して

いないっただし,手 前の隆起部分は,自 色で乗 らかい

が,そ の奥の部分は表面が少し粗造で発赤も認められ

る。この部分を中心に大 きな生検材料を得 るために

snareで biopsyを施行した。また,胆 道ファイバーは

容易に十二指腸に通過 した。

149(2247)

Fig. 2 Percutaneoustranshepatic cholangioscopy.
A) In 1985, papillary tumor grew toward the

lumen. B) In 1990, the picture B was taken from

closer distance than the picture A. and the size of

the tumor was not changed from 1985.

病理組織診 断 (生検):1985年 の生検 で は (Fig.

3A),細 胞の多列化を中心 とした腫易性増殖がみられ

るが極性は保たれ,tubular adenomaの 組織像であ

る。1990年の生検では (Fig.8B),核 容積の増大,核

小体の増加が認められ,異 型度は強い。 し かし,1985

年 と同様に核の多列化のみ認める部分もある.papil‐

Fig. I A) Endoscopic retrograde cholangiography in 1985. Common bile duct

was dilated. Four stones were in the common bile duct, and it was diagnosed

that a stone had occluded the distal bile duct at that time (arrow). B) Per-

cutaneous transhepatic cholangiography in 1990. Papillary tumor was observed

in the distal bile duct (arrow).
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Fig. 5 A) Cross section of the specimen ( x 4). B)
A high power microphotograph of the main
tumor exhibits an increas in their nucleous-to-
cytoplasm ratio, a little convoluted nuclei, and
increased mitotic activity (x400). C) Tumor
cells invade into the fibromuscular layer in the
indicated place of the picture A (arrows, x400).

周性の腫瘍である(Fig.4)。表面粗造で,乳 頭状であ

る。周囲の際,十 二指腸への浸潤は全 く認めず,Vater

乳頭は正常に保たれている。

病理組織標本 :主腫瘍は生検材料 と同じで,核 容積

の増大,核 小体の増加,一 部核の切れ込みがある異型

度の強い部分と,多 列化のみの部分とが混在 している

(Fig.5B)。これだけでは果型度の強い adenomaと す

るのか,非 常に高分化な adenOcarcinomaとするのか

議論のあるところである。しかし,ル ーペ像(Fig.5A)

の矢印の部分において,nbromascular iayerに浸潤す

る像がみられ (Fig.5C), adenOcarcinomaと 言参勝,さ

れた。ただし,異 型度の強い部分と弱い部分とは互い

に入 り組んでおり,癌の範囲が明確には線引きできず,

いわゆるcancer in adenomaとは言い難い。

Papillatt adenocarcinoma,fnl,hinf。,ginf。,panc。,

dO,vs。,n(一 ),hw。,dw。,ew。,Pn。,ly。,v。であっ

ブ【=.

Fig. 3 Microscopic findings of biopsy specimen.
A) In 1985, small papillary structure lined by
columnar cells with basal nuclei is observed ( x
400). B) In 1990, the increase in nucleus.to-
cytoplasm ratio, and the increase in mitotic activ.
ity than picture A is noticed (x400).

Fig. 4 Resected specimen. The tumor size was 3 X
0.7cm. Papillary growth of the tumor the lumen
of the distal bile duct was seen (arrow), but it did
involve neither the pancreas nor the duodenum.

lary adenoma with severe atypiaと診断された。

腹部超音波検査,computed tomographyで は腫瘍

をとらえることはできなかった。腹痛や黄疸など臨床

症状が出現したことや,生 検の結果 adenomaで はあ

るが,異 型度が強 く癌の存在が完全には否定できな

かったことから,1990年 4月 16日開腹 した。触診上腫

瘍は触知しなかった。胆道癌取扱い規約りに準じて Rl

郭清を伴った PDを 行い,今 永法で再建 した。

切除標本 (割面像):腫 瘍の大きさは3×0.7cmの 全
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I I I . 考 察

下部胆管腫瘍に対する手術適応は,術 前に癌 と診断

されたものに対しては PDを 施行するが,術 前に組織

学的に悪性 と証明されないものに対して PDを 施行す

るか否か,そ の判断は難 しい。過去の報告の中には,

開腹による腫瘍の局所切除の結果,前 癌状態の変化の

あるadenomaで あったが,高 齢のため根治術ができ

ず,結局剖検の結果 adenOcarcinomaであった例り,生

検で高中等度の異型性があったため PDを 施行 したが

adenomaで あった例",総 肝管の cystadenOmaの局

所切除後 5年 で再発 し再手術をした らcystadenocar―

cinomaで あった 例。な ど の adenomaと adenocar‐

cinomaと の病理学的診断の難 しさを示唆する報告が

ある。また,下 部胆管の良性腫瘍の本邦手術報告例は

われわれが調べえた限 りでは14例である (Table 2).

それぞれの症4/11に対する術式は PDが 6例 ,腫 瘍摘出

術が 8711である。術式の選択に注 目すると,PDを 施行

したものは術前または術中に肉眼的に悪性の可能性を

考えての対応であり,術 前組織学的に検討された例は

なかった。しかし,胆管の adenomaに 対して局所切除

では再発率が22%と 高い報告がある。.残 念なことに

151(2249)

良性と報告された切除例の中では再発の有無は不朔で

あ り,Burhansら
めの報告でもどのような腫瘍が再発

したかは定かでない。

われわれの症例は,生 検の結果 adenOmaで はある

が果型度の強い部分があると診断され,癌 の可能性も

否定できないこと,臨 床症状があることからPDを 施

行した。その結果,切 除標本の病理組織検査でも,腫

瘍は非常に高分化な adenOcarcinomaと診断す るの

か,果 型度の強い adenomaと するのか判断は困難で

あったが,fmに 腫瘍細胞が浸潤 していた ことよ り

adenocarcinomaと診断された。

本症例のように同一腫瘍でも果型度の強い部分と弱

い部分とが混在している可能性があるため,術 前の生

検にあたっては大きな組織を採取する必要があると考

える。そして生検の結果,adenomaと 診断されても異

型度が強い部分が存在す る時は malignant potential

が高いと判断し積極的に PDを 施行すべきと考える。

本症例の臨床像は 5年 間ほぼ変わらなかったが,病

理組織学的には 5年前にすでに異型度の強い腫瘍細胞

が存在 したのか,途 中 adenOmaが 癌化 したのかは不

明であるが,今 回の組織検査でも浸潤傾向の乏しい非

Table 2 A revew of the benign distal bile duct tumor reported in the literature

of Japan

author yeaI
ｓｌｚｅ

ｍ ｍ

histrological
diagnosis

operation

1. Kameyama7)

2. You71

3  TOmita7)

4. Suzuk17)

5. Suzuk17)

6. ShOda8)

7.Airaり

8. Ohuch働

9. Kobaytthi9)

lo.OkamotoD

ll. Karino9)

12. Akamatsu10)

13. Akamattu10)

14. Kondou7)

1973

1975

1978

1980

1980

1980

1981

1984

1984

1984

1985

1987

1987

1988

9×1 1

8×8

4×3
6×6

3×3

3×3

5×3 5

thumb size

、vainut size

,8

15×10

7×7×6

30×20×20

10×20

12X12×10

papillary
adenoma

pollp

papilloma

adenomyoma

adenomyoma

hyperplastic
polvp
fibromatorrs
hyperplasia
adenomatous
hyperplasia
adenomatous
hyperplasia
adenomatous
hyperplasia

papilloma

papillary
adenoma

fibro adenoma

papillary
adenoma

PD

poly'pectomy

local excision
papillotomy
local excision
papillotomy
local excision
papillotomy
local excision
papillotomy

PD

PD

local excision
papillotomy

PD

local excision
papillotomy

PD

PD

local excision
papillotomy

PD : pancreatico duodenectomy
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reglon report Of twO cases.Ann Chir Gynaecol

70:86ふ-89, 1981

6)0'Shea JS,Shah D,Coopermann AM: Blltary

cystadenocarcinoma Of extrahepatic duct Ori‐

gin arising in previOusly benign cystadenoma.

Am J Gastroentero1 82:1306-1310, 1987

7)近 藤肇彦,西島早見,西井 博 ほか :総胆管末端部

の良性腫易の 1例 .外 科診療 3011557-1562,

1988

8)正 田裕一,小暮洋暉,堀川 知 ほか :胆道内視鏡に

よって発見された総胆管良性腫瘍の 1例 .臨 外

35: 1335--1339, 1980

9)加 藤純爾,蜂須賀喜多男,山口晃弘ほか t肝外胆管

に多発 した良性ポ リープの 1例 。日臨外医会誌

49i696--701, 1988

10)赤 松興一,大 久保博志 :総胆管末端部良性腫瘍の

2症例.臨 消内 2:1801-1806,1987

11)羽 生富士夫,江口礼紀,中村光司ほか '胆管癌長期

生 存 例 の 臨 床 病 理 学 的 検 討. 胆 と陣 8 :

1197--1203, 1987

12)東 野義信,永 川宅和,宮 崎逸夫 :膵頭部領域早期

癌, とくに臨床病理学的検討に基づく早期癌の定

義とその診断,治 療について。 日 消外会議 18:

891--895, 1985

常に高分化な adenOcarcinomaで あった ことより,5

年間ほとんど同じ形態を保 っていた と推察 される。進

行癌の非治癒切除例で も長期生存例があ ることか ら

slow growingな胆管癌の存在を示唆す る報告
11)は

あ

る。本症例は 5年 間経過観察がで き,さ らには fm,n

(一)のいわゆる早期の胆管癌
Iのであ り,極 めてゆっく

り発育 した例 と考 えられる。 このような例はわれわれ

が調べえた限 りでは他に報告 されてお らず貴重な症例

と考える。
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A Sl'year-old man who underwent choledocholithotomy in 1985 was admitted to a nearly hospital complaining
of epigastralgia in January 1990. In 1985 an adenoma was found in the distal common bile duct after the
choledocholithotomy. InJanuary 1990, epigastralgia occurrd again, and so percutaneous transhepatic cholangio
drainage was performd and the size and shape of the tumor were not changed obviously. A biopsy of the tumor
using a snare revealed papillary adenoma with severe atypia. A pancreaticoduodenectomy was carried out for three
reasons: first, the tumor might have malignant potential; second, the tumor was irregular polypoid lesion and third
the clinical symptom was caused by this tumor. The final histopathological examination revealed papillary
adenocarcinoma of the bile duct with invasion to the fibromascular layer. The diagnostic and therapeutic problems
with a tumor in the distal bile duct are discussed from this experience.
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