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多発性漿液性膵裏胞腺腫の 1例

兵庫県立加古川病院外科

安積 靖 友  宮 村 一 雄  古 谷 義 彦

中山 伸 一  堀 田 芳 樹  田 頭 幸 夫

膵頭部 と体部に多発 した漿液性膵嚢胞腺腫を経験 したので文献的考察を加え報告する。症例は49歳

の女性で,腹部不快感を主訴 として来院.腹部超音波検査にて陣頭部に直径3cmの ,体部に直径1.5cm

の多発性嚢胞像が認められ,精 査の結果多発性の漿液性膵嚢胞腺腫を疑い,膵 頭体部十二指腸切除術

を施行した。切除標本を検索すると膵頭部の腫瘤は5×3×4cmで 周囲の棒実質とは明瞭に区別されて

おり,漿 液性の液を含む2～16mmの 多数の嚢胞からなり,主 際管は軽度狭窄が認められた。際体部の

腫瘤は直径1.5cmで 1～6mmの 多数の嚢胞から構成されていた.病 理組織学的には膵頭部 と体部に多

発した漿液性膵裏胞腺腫 と診断した,

際頭部 と体部に多発した衆液性嚢胞腺腫の 1例を報告 し,病 理所見と対比して画像診断上粘液性嚢

胞腺腫 との鑑別点について文献的に考察 した。
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はじをめに

近年,画 像診断法の進歩により際嚢胞性疾患の発見

が増加してお り1),漿液性裏胞腺腫 (以下,本 症)に お

いても報告例が増加傾向にある。今回,私 達は陣頭部

と体部に同時発生をみた本症を経験 したので文献的考

察を加え報告する。

症  例

患者 :49歳,女 性.

主訴 :腹部不快感.

家族歴 i特記事項なし.

既往歴 :特記事項なし.

現病歴 :1989年 4月 頃より全身俗怠感 と腹部不快感

が出現.同 年 8月 当院内科受診 し,腹 部超音波検査

(ultrasOnOgraphy以下 US)に て膵頭部の腫瘤を指摘

され,精 査 目的で入院 となる。

入院時現症 !身長159cm,体 重45kg,体 格 ・栄養中

等度,結 膜に貧血 ・黄痘なく,腹 部に圧痛を認めず,

腫瘤 も触知しなかった,

入院時血液検査成績 :貧血 ・黄痘なく,血 液生化学

的にも異常所見認めず,ア ミラーゼ,エ ラスターゼ I,

carbohydrate antigen 19‐9(CA19‐9)も 正常域であっ

た (Table l).

<1991年 4月 17日受理>別 刷請求先 t安積 靖 友

〒675 加 古川市加古川町栗津770-1 兵 庫県立加古

川病院外科

Table I Laboratory data on admission

Hematological examination

WBC  3 600/mm3

RBC 326× 107mm3

Hb    10_7g dl

H t    3 1 %

Pit  20 9×107nlm3

Biochemical examination

TP   6 0gだ 1

Alb     4 3g/dl

GOT     10 1U/1

GPT     16 1U/1

ALP     35 1U/1

LDH    235 1U/1

T―bi1   0 6mg湾 1

ChE    0 58△ pH

/―GTP  8 1lU/1

LAP   34 11U/1

ZTT     4KU

CPK     55 1U/1

AMY   145 1U川

BUN    19、 |ミ1

C r    0  9 m g / d l

UA    4 8mg/di

Na    141 mEq/1

K     42 mB1/1

Cl     107 mB1/1

Ttllllor marker

CEA    2 0ng/ml

CA19 9 27 2u/ml

AFP   5 0ng/ml

Elastatt 1 210 ng湾1

Urinalysis

Protein   (一 )

Stlgar     (― )

Aceton    (一 )

B■irubin  (一 )

Urobilinogen(―)

腹部 US所 見 :際頭部に直径3cmの 無エ コー部 と

高エコー部が混在する境界明瞭な腫瘤が認められた.

辺縁は不整で内部に径の異なる裏胞が多数集族 してい

た。腫瘤より尾側の膵管の拡張はなかった(F堵.1).

また体部にも膵頭部 と同様な直径1.5cmの 腫瘤が認

められた。
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F gゝ. l Uitrasonography Of the upper abdomen

shows anechoic multi10cular cystic mass of about

3cnl in diameter in the pancreatic head

腹部断層撮影 (computed tomography以下 CT)所

見 :単純 CTで は膵頭部に境界鮮明,辺 縁凹凸な低濃

度域で,内 部は淡い隔壁構造示す直径3cmの 腫瘤を認

めた (Fig。2a)。造影 CTで は腫瘤内部の隔壁がよく

エンハンスされ,蜂 巣状構造が明瞭 となった (Fig.

2b),ま た体部にも直径1.5cmの低濃度域を示す腫瘤

が認められた (Fig。2c).

内視鏡的逆行性膵管造影 (endoscopic retrograde

pancreatography以下 ERP)所 見 t膵頭部の主際管に

壁不整はないものの,中 等度の狭窄が認められた。ま

た捧管 と腫瘤 との交通は認められなかった(Fig.3)。

腹部血管造影所見 :動脈相では膵頭部に軽度の腫瘍

血管の増生を認めたが,腫 瘤による膵外周辺血管の

encasementなどは認められなかった(Fig.4a).静脈

相では同部に狭い tumOr stainが認められた (Fig.

4b)。しかし体部の腫瘤に関して明らかな所見は得 ら

れなかった。

以上の所見より多発性の衆液性膵嚢胞腺腫を疑い,

1989年10月24日手術を施行した。
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Fig. 2 a: Plain CT of the upper abdomen shows
low density area of about 3cm in diameter in the
pancreatic head. b: Enhanced CT reveals septal
structures of the cystic mass in the pancreatic

head. c: Plain CT of the upper abdomen shows a
low density area of about l.Scm in diameter in
the pancreatic body (arrow).

Fig. 3 Endoscopic retrograde pancreatography
shows the main pancreatic duct stenosis in the
pancreatic head (arrows).



Fig.4b Venous phase

shows a faint stained
head (arrows).

of celiac angiography
tumor in the pancreatic
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Fig. 4a Arterial phase of celiac angiography

shows no vascular encasement in the pancreatic

head.
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Fig. 5 a: Cut surface of the mass in the head of

the pancreas: The mass, which measured 5x3x

4cm, is sharply defined, and consists of multiple

cysts, containing serous fluid. b: Cut surface of

the mass in the body of the pancreas: The mass

is 1.5cm in diameter, and is composed of many

cysrs.

Fig. 6 Histological finding: The tumors consist of
a lot of small cysts, the internal lining cells are
flattened and cuboidal (H-E stain, x50).

ていた(F七.6)。上皮細胞には異型性は認められず,

胞体内には PAS陽 性頼粒が豊富に認められ, これら

はジアスターゼ処理にて脱色されグリコーゲン類粒 と

考えられた。また膵頭部および陳体部の腫瘤の間には

連続性はみられなかった。以上の病理所見より頭部 と

体部に多発した漿液性陣嚢胞腺腫 と診断した。

手術所見 t膵頭部に直径約5cmの 結節状の突出を

伴った腫瘤,体 部の尾部よりに直径約2cmの 多数の小

嚢胞 よりなる腫瘤を認めた。 こ れら腫瘤の他臓器への

浸潤や膵周囲の リンパ節腫大もなく,嚢 胞の内容が清

明な漿液で柴液性際嚢胞腺腫 と診断し,棒 切離線を体

部の腫瘤の尾側約5HIm部 として際頭体部十二指腸切

除術を施行した。

切除標本肉眼的所見 :膵頭部の腫瘤は5×3×4cm

で周囲の膵実質とは明瞭に区別されており,乗 液性の

液を含む2～16mmの 多数の襲胞からなり,主膵管は軽

度狭窄が認められた。陣体部の腫瘤は直径1.5cmで

1～6mmの 多数の嚢胞から構成されていた(Fig.5)。

組織学的所見 :陣頭部および際体部の腫瘤を構成し

ている嚢胞はいずれも一層の痛平ないし立方上皮細胞

からなり,上 皮下には毛細血管が比較的豊富に存在し
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考  察

本症 と粘液性嚢胞腺腫は以前は膵嚢胞腺腫として一

括 して取 り扱われ ていたが,1978年 に Compagno

ら分,Hodgkinsonら めによって臨床的,病 理学的に両

者の 2つ に分類されて以来,全 く別個の疾患 と考えら

れている。一般に粘液性嚢胞腺腫は薄い隔壁を有する

単房性または多房性(房の数は本症より逢かに少ない)

の大きな襲胞腔よりな り,粘 液産生性の円柱上皮に被

われ,膵 管上皮由来で,膵 体尾部に好発 し,malignant

potentialが高いとされている。.一方,本症は多数ない

し無数の顕徴鏡 レベルから2cm程 度の種々の大 きさ

の襲胞 と間質結合織からなり,大 きなものでは中心部

に放射状の厚い結合織 (central stellate)が認められ,

ここにしばしば大きな石灰化(sunburst)を伴 う。割面

は海綿状あるいは蜂巣状を呈すが,襲 胞径が極めて小

さく,間 質結合織が多い場合は充実性腫瘍に酷似 し,

逆に襲胞が大きくその数が少ない場合は粘液性裏胞腺

腫に酷似する。嚢胞内には衆液性の内容を含み,嚢 胞

上皮は glycogenを含む扁平ないし立方状細胞 よりな

り, この上皮下には豊富な毛細血管網がみられる。腺

房細胞由来で,際 頭部に好発し,malignant potential

は低いとされている。

このように両者のmalignant potentialに差がある

ため,術 前に両者を的確に鑑別する必要性がある。最

近では CTや USな どの画像診断の向上により,前 述

の病理学的所見を反映した像が得 られるようになって

きたため,比 較的容易に鑑別が可能 となってきた。US

や単純 CTで は粘液性嚢胞腺腫は線状の隔壁を有する

多房性襲胞性腫瘤 として描出される。本症は嚢胞が非

常に小さければ充実性腫瘤 と類似した像 となり,粘 液

性襲胞腺腫 との鑑別が容易である。 し かし裏胞が比較

的大きければ,や は り隔壁を有する多房性嚢胞性腫瘤

として描出される516)。この時 central stellateやsun‐

burstの描出,小嚢胞の存在,嚢胞部間吸収値や信号に

差のないことが鑑別に役立つ とされているのゆ.造 影

CTや 血管造影では粘液性嚢胞腺腫は hypovascular

な腫瘍 として描出されるが,本 症は上皮下に存在する

豊富な血管網によりhy7perVascularな腫瘤 として描

出され,腫 瘤内の大小嚢胞の存在により不均一な濃染

像を呈するの～11l ERPでは粘液性襲胞腺腫は主膵管は

屈曲伸展が主体で,狭 窄,拡 張,壁 不整は見られず,

膵管 と菱胞 との交通が見られることも多いとされてい

る。これに対して本症は主膵管の変位,屈 曲,狭 窄,

拡張,壁 不整および膵管分校の屈曲伸展がみられると

161(2259)

されている1り
.

自験例でも画像診断上,本 症の特徴を示 した所見を

得 られたが,頭 部 と体部に多発性に腫瘍が認め られ,

欧米,本 邦における報告を検索 しえた限 りでは本症で

多発 した とす る報告は 1例 もない1ン)13)ことか ら術前

本症 と確診することはできなかった。

本症 の治療 に関 しては一
定の見解が得 られていな

い。従来は腫瘍径が大 きく圧迫症状を呈することが多

かったため腫瘍摘出術が原則 とされて きた1つが,最 近

は本症が malignant potentialが低いため,術 前の画

像診断や生検などで確診がつけば必ず しも切除の必要

性はないとい う意見 もあるのlDl。.自験例では腫瘍が多

発性に認め られた こと,膵 頭部の主際管に狭窄が認め

られた ことから,際 頭体部十二指腸切除術を施行 した

が,無 症状の症例や全身状態の悪い症例や核出術が困

難で際頭十二指腸切除術が必要 となるよ うな症例で

は,そ の手術適応を慎重に検討する必要があると考え

ら才しる。
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A Case of Multiple Serous Cystadenoma of the Pancreas

Yasutomo Azumi, Kazuo Miyamura, Yoshihiko Furuya, Shinichi Nakayama,
Yoshiki Horita and Yukio Tagashira

Department of Surgery, Hyogo Prefectural Kakogawa Hospital

We report a recently observed case of serous cystadenoma occurring at the same time in the head and body of
the pancreas, with a review of the literature. The patient was a 4g-year{ld woman who visited the hospital with a
chief complaint of abdominal discomfort. Ultrasonography of the abdomen disclosed multilocular cysts, 3 cm in

diameter in the head of the pancreas and 1.5 cm in diameter in the body. Careful examination suggestd multiple

serous cystadenoma of the pancreas and resection of the head and body of the pancreas with duodenectomy was
performed. Examination of the excised specimens showed that the mass in the head of the pancreas measured 5 X 3
X 4 cm, was definitely demarcated from the surrounding pancreatic parechyma, and consisted of multiple cysts of
2-16 mm, containing serous fluid. The main pancreatic duct was slightly stenosed. the mass in the body of the
pancreas was 1.5 cm in diameter and was composd of many cysts of 1-6 mm. Histopathologically, a diagnosis of
serous cystadenoma occurring in the head and body of the pancreas was made. The literature was discussed in
regard to differentiation from mucous cystadenoma by diagnostic imaging as compard with pathological findings.
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