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膵臓の限局性脂肪置換の 1例

財団法人田附果風会北野病院外科

笹田 哲 朗  高 林 有 道  佐 藤 友 信

宮岡 哲 郎  牧   淳 彦  白 潟 義 晴
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膵臓の脂肪浸潤は一般的にはびまん性に生ずるといわれており,同 様の変化が限局性に生ずること

は極めてまれで,現 在までに3例の報告があるにすぎない。われわれは超音波検査にて発見し外科的

治療を加えた膵臓の限局性脂肪置換の1例を経験したので報告する。

症例は39歳,女 性で,背 部痛を主訴に入院した。超音波検査にて膵体部に直径0.7cmの高エコーレ

ベルの腫瘤陰影を認め,また,computed tomography検査では同部位に造影にて濃染しない低吸収域

を認めた。腫瘤核出術を施行したが,摘 出標本は,球 状,弾 性軟で,黄 色を塁していた。病理組織学

的には大部分が成熟した脂肪組織で構成されていたが,内 部には膵実質組織が島状に残存しており,

膵臓の限局性脂肪置換と診断した。

近年,画 像診断の発達に伴い膵腫瘤を発見する機会が増加しているが,本 症のごとき病態の存在に

も留意し,診 断,治 療を進めるべきである。
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はじむう|こ

陳臓の脂肪浸潤は, ごく一般的にみられる変化であ

る1)ゆ`が,通常はびまん性に生ずるといわれ,同様の変

化が限局性に生ずることは極めてまれである。今回,

われわれは超音波検査にて発見し外科的治療を施行し

た膵臓の限局性脂肪置換の 1例 を経験 したので,文 献

的考察を加えて報告する.

症  例

患者 :39歳,女 性.

主訴 :背部痛.

家族歴 :特記すべきことなし.

既往歴 :特記すべきことなし.

現病歴 :1989年 6月 ,背 部痛出現し,近 医にて尿ア

ミラーゼ値の上昇を指摘されたことがあった。以後も

時折,背 部痛を繰 り返すため,1990年 5月 ,近 医にて

腹部超音波検査を施行され解体部に高エコーレベルの

腫瘤陰影を指摘された。 3か 月に 1度 の超音波検査に

て径の増大を指摘されたので,精 査を希望し,1991年

7月 2日 ,当 科入院 となった。

入院時現症 t体格中等,栄養良.血圧130/88mmHg,
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脈拍60/分,整 .眼 験結膜に貧血なく,眼 球結膜に黄疸

なし.胸 部は理学的所見に異常なし.腹 部は平坦,軟

で,肝 陣および腫瘤を触知せず, 自発痛,圧 痛を認め

なかった。

入院時検査所見 :血液一般,肝 機能,腎 機能に異常

を認めなかった。また,血 清ア ミラーゼ, リパーゼ,

尿ア ミラーゼなどの際酵素,イ ンス リン,グ ルカゴン,

ガス トリン,vaSOactive intestinal peptide(VIP)な

どの消化管 ホル モ ン,carCinoembryonic antigen

(CEA), carbohydrate antigen 19‐9(CA19‐9)な どの

腫瘍マーカーも正常範囲内であった。なお,pancreatic

function diagnOstant(PIFD)試 験, 75g Oral glucose

tolerance testにても,膵内外分泌機能に異常を認めな

かった (Table l).

腹部超音波検査所見 i膵体部 に直径0.7cmの ほぼ

円形の高エコーレベルの腫瘤陰影を認めたが,境 界は

比較的明瞭であり,内 部エコーもほぼ均質であった。

周囲の膵実質のエコーパターンに異常はなく,主 膵管

の拡張も認めなかった (Fig。1).

腹部 CT検 査所見 :陣体部に境界明瞭で均一な低吸

収域を認めたが,そ の CT値 は脂肪組織 と一致し,ま

た,contrast enhancementにても濃染 しなかった。な

お,周 囲の膵実質には異常所見を認めなかった (Fig.
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Table 1 Laboratory data on admission
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Fig. 2 Abdominal enhanced CT scan shows a low
density area in the body of the pancreas (arrow).

Fig. 3 Histopathological findings. The resected
specimen is mainly composed of adipose cells
scattered with small clusters of pancreatic acinar
cel ls. (H.E. stain, x13.2)

の悪性腫瘍も完全には否定しえず,患 者の不安が強い

ため,1991年 7月 24日,開 腹術を施行した。

手術所見 :膵頭部から膵尾部まで観察するが,視 診

および触診では異常を認めず,腫 瘤 も触知できなかっ

た。術中超音波検査にて際体部に膵実質内に埋もれる

ような形で高エコーレベルの腫瘤陰影を認めたので,

超音波誘導下に一部周囲の膵実質を含めて腫瘤核出術

を施行 した.腫 瘤 と周囲膵実質との境界は比較的明瞭

で血管増生などの所見もなく,核出術は容易であった.

摘出標本は直径0.6cmで ,ほ ぼ球状を呈してお り,弾

性軟で,害」面は黄色を呈していた。

病理組織学的所見 :腫瘤は大部分が成熟した脂肪組

織で構成されていたが,内 部には腺房細胞からなる解

実質組織が島状に残存 していた(Fig。3).境 界部には

被膜はなく膵実質組織が脂肪組織に直接接 していた

解臓の限局性脂防置換の 1例

RBC  411× 104/mm3

Hb      135 g/dl

Ht     38 2%

WBC    3900/mm3

Pit   18 0× 104/mm3

TP       6.8g/dl

GOT      14 KU

CPT      14 KU

LDH      253ヽ VU

ALP      44 KAU

/―GTP     10 SIU

T―Bll     12 mg/dl

FBS      80 mg/dl

T―Chol    154 mg/dl

BUN 8.3 mgldl

Creat 1.0 mgldl

Na 140 mEq/L

K 3.5 mEq/L

Cl 110 mEq/L

s-Amy 531U/L

Lipase I4IU/L

u-Amy 579[U/L

Insulin 7 pU/ml

Glucagon 62W/ml

Gastrin 86 pglml

VIP 66 pslml

CEA 0.6 nglml

CA19-9 29U/ml

Elastase-l 150 ngldl

Fig. I Abdominal ultrasonography shows a 0.7
cm round hyperechoic mass in the body of the
pancreas (arrow).

2 ) .

内視鏡的逆行性際管造影 (以下,ERP)検 査所見 t

主膵管およびその分枝に拡張,狭 窄,圧 排などの所見

を認めなかった。

腹部血管造影検査所見 :牌動脈,大 際動脈,横 行膵

動脈,背 膵動脈およびその分校には異常所見を認めな

かった。

以上の諸検査所見より総合的に判断すると,現 時点

で悪性を疑わせる所見はないものの膵の脂肪肉腫など
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が,周 囲の膵実質組織には膵炎などの所見は認められ

なかった。以上の所見より膵臓の限局性脂肪置換 と診

断した。

考  察

膵臓の脂肪浸潤はごく一般的にみ られる病態であ

りll~り
,olsenら

1)は剖検f/1394例中393例に,ま た,木

村 らのは2004/11中140例に認めたと報告 している,病 理

組織学的には,小 案内に数個の脂肪細胞が散在する程

度のものから,小 葉全体がほぼ脂肪組織により置 きか

わ り内部にわずかな小実質塊あるいはラ島が残存 して

いるような高度なものまでみられるll~ゆが,そ の本態

は,膵 実質組織の脱落,萎 締に伴 う脂肪組織による置

換 と考えられ1カ
ち 頭,体 ,尾 部の各部位における差が

なく,麻 全体にびまん性にみられるとされている。.
一方,同 様の変化が自験例のごとく陣内に限局性に

生ずることは極めてまれであり,現 在までに 3例 の報

告。～のがあるにすぎない(Table 2)。大BJfらゆは膵頭部

に生 じた7.5×6.Ocmの 症例を,小 野寺ら"は膵体部に

生じた0.8XO.7cmの 症例を,Bockら ゆは際体部から

尾部にかけての多発例 (平均径0.8cm)を 報告している

が,い ずれも超音波検査,CT検 査にて発見され,摘 出

術あるいは開腹下生検にて組織学的診断がつけられて

いる。CT像 は全例 ともに低吸収域を呈 し,その CT値

は脂肪組織のそれ と一致 していた と記載 されている

が,超 音波像に関しては 1例 が高エコーレベルを, 1

例が低エコーレベルを呈したと記載されている。一般

的には際に脂肪沈着がおこるとエコーレベルは増強す

るといわれているのが,低 エコーレベルを呈 した症例

については,周 囲の膵実質が線維化,細 胞密度の増加
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により高エコーレベルを呈したために脂肪置換部が相

対的に低エコーレベルを呈 したと説明されている。.

なお, これらの報告においては,限 局性脂肪腫様脂肪

浸潤ゆ,限局性膵脂肪浸潤ゆ,local lipomatosisのという

表現が用いられているが, 自験4/1においては,限 局性

に生じた変化である点,超音波検査,CT検 査などの画

像上明瞭に把握できる点などを考慮 し,び まん性の変

化に対 して一般的に用いられてきた脂肪浸潤 とい う表

現は避け,限 局性脂肪置換という表現を用いた。

本症 と鑑別すべき膵内腫瘍 としては,脂 肪腫,脂 肪

肉腫などがあげられる。脂肪腫については 2例 の報

告ゆりがあるが (Table 2),際頭部に生じた直径3.3cm

の 1例ゆは超音波検査にて充実性で低エコーレベルを

呈 した と記載 されてお り,ま た,膵 体尾部に生 じた

12.5×11×7cmの 1例りは超音波検査にてわずかに高

ニヨーレベルを,CT検 査にて低吸収域を呈した と記

載 されている。 こ れらの所見からは脂肪腫 と限局性脂

肪置換 とを画像上鑑別することは困難 とも思われる

が,脂 肪腫においてはその腫瘍性増殖 という性格を考

慮すると,径の増大とともに周囲の血管,膵管,消化管

への圧排所見などを生ずる可能性も考えられる。脂肪

肉腫についても2例 の報告1011)がぁるが (Table 2),

1例 ll)において超音波上 cysticな部分 とsolidな部分

が現在 していたとの記載があるのみで,他 に超音波,

CT所 見の記載はなく,ERP,腹 部血管造影検査,上部

消化管透視において膵管,血 管,消 化管への圧排,浸

潤所見を認めた と報告 されている。なお,Waligore

ら121は腹腔内脂肪肉腫の CT像 に関して,周 囲組織 と

の境界が不明瞭であること,内 部は不均一であり正常

Table 2 Reported cases of lipomatous tumors of the pancreas

Author Age Sex Location Size(cm) US ttdings cT andings

l Focal fatty iniltration4)5)(replacement・),Local lipomatosis6)

Lipoma

Ohtsuki et a14)(1984)

Bock et a16)  (1986)

Onodera et a151(1990)

Our caseⅢ   (1991)

Ｆ

　

Ｆ

　

Ｆ

Ｆ

head

body―tail

body

body

7 5×6

multiple
(mean 0 8)

08X07

06× 06× 0.6

(echogenicity ? )

hypoechoic

hyperechoic

hyperechoic

low density

low density

low density

low density

Bigard et a13) (1989)

Shimada et a19) (1989)

Ｆ

Ｍ

head

body―tail

3 . 3

1 2 . 5 ×1 1 ×7

hypoechoic

hyperechoic low density

Elliott et al 10) (1980)

Amano et alll)(1981)

59

51

Ｆ
　
Ｍ

head―tall

head

1 6 X 1 0×1 1

child's head
―sized

cystlc
and solid (density?)

Liposarcoma
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脂肪組織より高い吸収域の部分を混在すること,な ど

を特徴 としてあげているが,膵 臓の脂肪肉腫について

も診断に際してはその組織の多様性,周 囲への浸潤性

に注 目する必要がある.

陣臓の脂肪浸潤は加齢ll~ゆあるいは肥満い)とともに

高頻度に出現するといわれ,ま た,糖 尿病,慢 性膵炎,

肝疾患,栄 養障害, ウイルス感染,ス テロイ ド療法,

膵管閉塞,膵 嚢胞性線維症などに合併することが多い

とされている1め.なかでも,膵管閉塞は脂肪浸潤の主な

原因の 1つ と考えられ種々の検討が加えられている。

林10は
急性際炎の病理組織学的検討より,膵 管閉塞に

より腺房周囲に漏出した膵液が活性化 され膵実質壊死

を来たすが, これは最終的には脂肪組織に吸収置換さ

れると述べている。一方,前 田19は
実験的検討より,膵

管閉塞のみでは膵の線維化は進むが脂肪置換はほとん

ど認めず,解 管閉塞と陣動脈遮断とを同時に行 うと線

維化 とともに脂肪置換を認めたと報告し,膵 虚血が脂

肪置換を引き起 こす重要な因子であると述べている。

自験例は中肉中背の中年女性であ り,ま た前述のごと

き基礎疾患を持たぬため脂肪置換の原因は不明であ

る。しかしながら,ERP,腹 部血管造影検査などの画

像上の証拠はないものの,背 部痛を主訴 とし尿 ア ミ

ラーゼ値の上昇を指摘された既往がある点,限 局性の

病変である点などに注 目すると,何 らかの原因により

非常に限局した領域に膵管閉塞および虚血を生じ, こ

れが膵実質壊死を来たしたのち脂肪組織により置換さ

れた可能性も考えられる。

なお, 自験例においては,前 医にて径の増大を指摘

されたことおよび患者の不安が強いことなどから摘出

術を施行したが,術 後,背 部痛などの愁訴は完全に消

失し,今 回の処置が有効であったとも考えられる。一

方,同 様の画像所見をもつ症例に対 して経過観察して

いるとい う報告lゆ1つもあるが,長 期間にわたる観察例

はなく,本 症がいかなる自然経過をたどるかは,本 症

の病態,病因を考える上では注 目すべき点 と思われる.

近年,超音波検査,CT検 査をはじめとする画像診断

技術の急速な発達により際腫瘤の診断能も飛躍的な進

歩を示しているが,本 症のごとき病態の存在にも留意

し診断,治 療を進めるべきであろう。
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Fatty infiltration of the pancreas is a very common histological change which is distributed evenly in the
different parts of the organ. It is very rare, however, that the same change is observed in a localized area in the
pancreas. Only three cases of this change have been reportd previously. A case of focal fatty replacement of the
pancreas is presented here. A S9-yearold woman was admitted to our hospital complaining of back pain. AMominal
ultrasonqgraphy showed a round hyperechoic mass, 0.7 cm in diameter, in the body of the pancreas. Computed
tomographic scanning reveald a low density area in the same site, which was not enhanced after intravenous

administration of contrast medium. The lesion was enucleatd. The resected specimen was spherical (0.6 cm in

diameter), elastic-soft and yellowish. Histopathological examination showed that it was mainly composed of
adipose cells without any malignant changes, in which small clusters of pancreatic acinar cells remained intact. A

diagnosis of focal fatty replacement of the pancreas was made. When the tumors in the pancreas are detected in
radiological examinations, the possibility of this pathological change should be borne in mind.
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