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IIa型早期胆嚢癌との鑑別を要した化生性胆嚢炎の 1例
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症例は70歳,女 性.右 下腹部腫瘤のため当科を受診した。超音波検査で胆石 と胆嚢体底部の不規則

な粘膜肥厚を認め,広範囲の IIa様隆起性病変と考えられた。横行結腸癌 と胆石症および IIa型早期胆

襲癌の疑いで,右 半結腸切除および単純胆嚢摘出術を施行した。切除標本では胆嚢底部を中心に最大

径7Hlmま での IIa様の顆粒状ないし小結節状隆起性病変を多数認め,肉眼的に表層拡大型早期胆嚢癌

と考えられた。胆石は混合石であった。組織学的には胆嚢全体の粘膜固有層内に無数の偽幽門腺が形

成され,軽度の杯細胞化生や Paneth細胞もみられる典型的な化生性胆嚢炎の所見であった。底部の一

部では偽幽門腺が嚢胞状に拡張し,粘 膜の肥厚がみられた。

臨床的に捉えられた化生性胆嚢炎の報告は極めてまれであるが,IIa様 の軽度の隆起性病変の鑑別

診断の 1つ として念頭におく必要がある。
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はじめに

化生性胆嚢炎とは一般に,病 理組織学的な検索の結

果えられる診断名であり,化 生性胆嚢炎の所見が臨床

的にとらえられることはほとんどない。横行結腸癌の
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術前超音波検査 (ultrasonOgraphy以下,USと 略す)

で IIa型早期胆嚢癌を疑い胆嚢摘出術を施行 したとこ

ろ,化 生性胆嚢炎であった症例を経験 したので報告す

る。

Fig. 1 Ultrasonograms. A strong echo (SE) with acoustic shadow (AS) is
shown in the gallbladder (GB). Slightly elevated mucosal lesions are seen
(arrows).
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症  例

患者 :70歳 ,女 .

主訴 t右下腹部腫瘤.

家族歴 :特記事項なし.

既往歴 :幼少時,肺 炎,胸 膜炎に数回罹患した。17

歳時,外 傷性小腸破裂で腸切除術を受けた。

現病歴 :1990年 2月 頃から右下腹部の腫瘤 と軽度の

疼痛に気付いた.腫 瘤が徐々に増大するため,同 年 5

月23日に当科を受診した。

現症 1体格栄養中等度.結 膜に貧血を認めたが,黄

疸は認めなかった。右下腹部に手術疲痕を認め,そ の

正中寄 りに鵞卵大の腫瘤を触知 し,圧 痛を認めた。

入院時検査所見 :RBC 305× 104/mm3,Hb 7.5g/

dl,Ht 24.5%,Fe 20μ g/diと 高度の鉄欠乏性貧血を

Fig。 2  Resected specimen  a. A 、vide vieH′. In
almost the entire mucosa Of the gallbladder,

granular challges are shO、vn b. A c10se‐up view
ln the fundus of the galibladder,nOdular changes

are seen

a
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認めた。Carcinoembryonic antigen(CEApは49.7ng/

mlと 著明に上昇していた。

US所 見 !胆嚢は正常の大 きさで,頸 部に最大径24

mmの strong echo&acoustic shadowを 1個 認め

た。体部から底部の粘膜は不規則に肥厚 し,広 範囲の

IIa様隆起性病変 と考えられた (Fig。1)。

大腸内祝鏡検査 i横行結腸に2′1)型癌を認め,生検診

断は中分化型管状腺癌であった。

横行結腸癌 と胆石症,お よび IIa型早期胆裏癌の疑

いで,同 年 6月 1日 に開腹術を行った。胆嚢装膜面に

は癌浸潤を思わせる所見はなく,R3リ ンパ節郭清を伴

う右半結腸切除および単純胆嚢摘出術を施行した。

切除標本所見 :胆嚢粘膜面には底部を中心に最大径

7mmま での IIa様の顆粒状ないし小結節状隆起性病

変を多数認めた。胆裏管 と頭部の一部を除き,胆 嚢の

ほぼ全域に広がる微細類粒状変化 も存在し,肉 眼的に

は表層拡大型早期胆嚢癌 と考えられた(Fig.2).胆 道

癌取扱い規約上は SOHinttHoBinttPoN(一)M(― )

St(十)Stage Iで,胆 石は3.1×2.4×1 9cm大 の混合

石 1個 であったり(Fig,3).横行結腸癌は POHoN3(十 )

S3Si(腹壁)stage IVで,と もに相対非治癒切除であっ

た。

組織学的所見 !胆嚢全体, とくに底部の粘膜固有層

内に無数の偽幽門腺が形成され,軽 度の杯細胞化生や

Paneth細 胞 もみ られる典型的な化生性胆裏炎の所見

であった。また一部では偽幽門腺が嚢胞状に拡張 し,

最大3ゃ5mmの 厚さの粘膜肥厚がみられたが,大部分の

粘膜面はlmm前 後の厚さであった(ng.4,5).横 行

結腸癌は tub2,n3(十 )sw,stage IVで あった,

術後経過は良好で第22病日に退院し, 1年 1か 月後

Fig. 3 A galistone A mixed stone.3 1× 2.4×1 9
cm in slze.



104(1294)

Fig。4 LOupe irnages  a.

fundus b. Granular part

a

Nodular part of the
of the body.

の現在健在である.

考  察

胆襲の粘膜化生には,粘 液腺化生 (偽幽門腺型)と

杯細胞化生 (腸上皮型)の 2種 類がある。。.武 藤"は,

これらの粘膜化生が組織学的に胆嚢の頭部,体 部,底

部の 2区 域以上に,中 等度以上存在するものを化生性

胆襲炎と定義している。

胃の分化型腺癌は腸上皮化生粘膜から発生するとさ

れている。最近では,胆 嚢癌の周囲粘膜に高頻度に腸

上皮化生が認められることから,胆 嚢癌においても腸

上皮化生が癌の発生母地 として重要視 されて きてい

る。共著者の鬼島らゆ6)は,癌 の発生母地がもっとも正

確にわかるとされる早期胆嚢癌, とくに微小癌の検討

から,以 下のように結論している。腺腫内癌は主とし

て偽幽門型の性質を強 くもつ腺腫の癌化により発生

し,腺 腫を伴わない癌は化生粘膜ないし胆嚢固有粘膜

から発生したと考えられたとい う。
一般に,胆 嚢粘膜の化生性変化は比較的高頻度に認
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Fig .  5  Pro tomicrographs .  a .  Low power

magnification. Mucosal elevated lesion in granu-

lar pattern is composed of metaplastic

pseudopyloric glands, some of which are dilated
(HE stain, x200). b. High power magnification.

Goblet cells are seen in the metaplastic glands or

covering epithelium (arrow). Some Panethoid

cells are also found (arrow heads) (HE stain, x

400)
d

め られ,武 藤3)によれば,粘 液腺化生は検索胆襲の

80.5%に ,杯 細胞化生は25.6%に 認められたという。

中等度以上の粘液腺化生は有石例の571%,無 石例の

32.1%に みられ,ま た,中 等度以上の杯細胞化生は有

石711の103%,無 石例の6.8%に 認め られた としてい

る。しかし, これらは組織学的な検索により初めて判

明したもので, 自験例のように臨床的に胆嚢粘膜の化

生性変化を捉えたとする報告はみあたらない。

胆嚢疾患の診断は USの 進歩により飛躍的に向上 し

たが,早 期胆嚢癌の大部分を占めるとされる表面型胆

襲癌の診断は現在でも容易でない。福井 らのは USで

発見された表面隆起型胆嚢癌の 1例 を報告 し,USで
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発見された第 1例 目としている。その後も同様の症例

報告は極めてまれで,表 面型胆嚢癌の診断はいまだ確

立されていない。

自験例は,他 疾患の術前検査中に USで 偶然に胆石

および胆嚢粘膜の不規貝Jな肥厚を発見 された。その

US像 は福井 らのの報告した US像 と類似 し,術 前には

表面隆起型の早期胆嚢癌が疑われた。そして,切 除標

本の肉眼所見でも表面隆起型早期胆嚢癌を疑ったが,

組織学的検索により化生性胆裏炎 と判明した。自験例

の US像 は retrospectiveにも福井 らのの表面隆起型

早期胆嚢癌の US像 と鑑別が困難 と思われる.

化生性胆嚢炎は表面隆起型胆嚢癌 と類似の肉眼像を

呈することから,病 理学的にその鑑別対象のひとつと

されている。ゆ.化 生性胆襲炎の肉眼像については,渡

辺 らゆゆの文献に詳 しい。胆嚢粘膜面には黄 自色調で

1～3mm大 の丸い平滑な小結節ないし類粒状隆起がみ

られ,隆 起の高さはほぼ均一で,隆 起の間には網 目状

構造が介在し,病 変の境界が不鮮明であるという。

自験例もおおむねこの所見に一致 していたが,一 部

で偽幽門腺の嚢胞状拡張が著しかったため結節が大き

くなり,これが USで とらえられたものと思われる。す

なわち,IIa様 の軽度の隆起性病変の診断に際しては,
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鑑別すべ き疾患の 1つ として化生性胆嚢炎を念頭にお

く必要がある。
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Metaplastic cholecystitis Mimicking Type IIa Early cancer -A case Report-

Yutaka Ozeki, Nagaki Matsubara, Toshio Saiga and Hiroshi Kijima*
Department of Surgery, National Tosei Hospital

*Department of pathology, Tokai University School of Medicine

A 70-year-old woman was admitted to our hospital because of an abdominal tumor. The tumor was found to be
a transverse colon cancer by colonic examinations. Preoperative ultrasonqgraphy revealed agallstone and irregular
mucosal lesions of the gallbladder. Right hemicolectomy and cholecystectomy were carried out. The resected
gallbladder showed a mixed stone and granular, partly nodular mucosal elevated lesions in almost the entire
gallbladder. Histologically, the elevated mucosal lesions were found to be composed of metaplastic pseudopyloric
glands, some of which were dilated and causing mucosal thickening, and goblet cells and some panethoid cells were
seen in the metaplastic glands. Although metaplastic cholecystitis which is detected by medical imagings is very
rare, it should be kept in mind in differential diagnosis of elevated mucosal lesions of the gallbladder as an entity
mimicking type IIa early cancer.
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