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血清 CA19‐9値が超異常高値を示した総胆管結石症の 1例

大川  淳

市立声屋病院外科

亀頭 正 樹  赤 松 大 樹 吉龍 資 雄

症例は71歳の女性.嘔 吐を主訴に入院.入院時検査にて白血球19,300/111113,血清総ビツルビン値は

15.2mg/dlと上昇し,胆管炎および閉基性黄疸を認めた。血清CA19‐9値は89,305U/mlと著増を示し,

膵胆道系の悪性疾患が疑われた。腹部超音波 と腹部 computed tomography(CT),お よびper‐

cutaneous transhepatic cholangiography(PTC)上総胆管結石を認めたが,悪 性所見は認めなかっ

た。胆汁中のCA19‐9は13,800,000U/mlであった。Percutaneous transhepatic cholangiodrainage

(PTCD)に て減黄後,血 清CA19‐9値は145U/mlまで減少し,総 胆管結石の診断にて手術を施行した。

胆襲壁は著明に肥厚し,胆 嚢内に混合石90個と総胆管内に混合石20個を認めた。病理組織学上,胆 襲

壁の強度の炎症所見と,免 疫組織学的に胆襲上皮にCA19‐9を証明した。術後 CA19‐9値の再上昇は認

めない。
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はじめに

糖鎖抗原 carbOhydrate antigen 19,9(CA19‐9)は

膵 ,胆道系悪性腫瘍の腫瘍マーカーとして注目され広

く普及してきたつの。一方,肝 ・胆 ・陣の良性疾患にお

いても時に高値を示すことがある。～。.と くに黄痘や

炎症所見を認める胆石症においては CA19‐9が高値を

示すことが多いのつ。

今回われわれは血清 CA19‐9が89,305U/mlと 異常

高値を示した総胆管結石症を経験 したので報告する。

症  例

患者 !71歳,女 性

主訴 il匡吐,右 季肋部痛,発 熱

既往歴 :糖尿病 (インシュリン使用),高 血圧

家族歴 :特記すべきことなし.

現病歴 :1989年11月14日,嘔吐出現.16日,発熱39℃

とともに,右 季肋部痛出現.近 医受診.胆 嚢炎と診断,

当院内科入院となった。

入院時現症 i眼球結膜に黄染を認めた。腹部は平坦

であるが,右 肋骨弓下に胆嚢を触知 した。硬度は弾性

硬.表 面平滑で圧痛を認めた.

入院時検査成績 :自血球は19,300/mm3と増加 して

いた。総 ビリルビンは15.2mg/dlと上昇し,COT 154

1U/′,GPT 1631U/″と肝障害も見られた。空腹時血糖
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は179mg/dlで あった。また腫 瘍 マーカーで は血 清

CA19-9が89,305U/mlと 異常高値を示 したが,化 の腫

瘍マーカーは正常であった (Tattle l).

腹部超音波検査 :肝内胆管,総 胆管の拡張 と胆襲お

よび胆管内に結石像を認めたが,膵 胆道系の悪性所見

は認めなかった (Fig。1).

腹部 computed tomography(CT)検 査 :胆襲腫大

および総胆管の拡張 と結石像を認めたが,腹 部超音波

検査 と同様,悪 性所見は認めなかった (Fig。2).

経皮経肝 胆道造影 (percutaneous transhepatic

cholangiography,PTC):胆嚢および肝内胆管,総 胆

管内に多数の結石像を認めたが,悪 性を疑わせる所見

Table 1 Laboratory data on admission

Peripheral blood

WBC  19,300/mm3

RBC  397× 104/_3

Hb     12 1g/dl

H t     3 8  9 %

P i t   3 3  2  X  1 0 4 / m m 3

BloOd chemistory

GOT      87 1U/1

CPT     137 1U/1

ALP     916 1U/1

LAP     497 1U/1

T,Bi1    9 3mg/dl

D Bl1    79mg/dl

Amylase   74 1U/1

Na     141 mEq/1

K      3.4 mEq/1

Cl      103 mEq/1

BUN    16 4 mg/dl

Cm     1 7mg/dl

T,P.     52g/dl

Alb     25g/di

FBS     179 mg/dl

Tumor marker

CEA     3.3 ng/mi

CA19-9 89,305U/ml

Elattase 1  172 ng/dl

AFP    0 9ng/ml
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Fig. 1 Ultrasonogram showed a dilatation of the
common bile duct and strong echo with acoustic
shadow in it.

Fig, 2 CT scan showed high density area in the
gallbladder and the common bile duct.

は得 られなかったは七.3).造 影後,胆 道 ドレナージ

(percutaneous transhepatic  cholangiodrainage;

PTCD)と した.また胆汁細胞診では Class Iであった。

胆汁中の CA19‐9は13,800,000U/mlであった。

腹部血管造影 :腫瘍濃染像,encasementな どは認

めなかった (Fig.4).

画像診断上悪性所見が得 られなかったので,血 清

CA19‐9値にて経過を追った.血清総 ビリルビン値の低

下にともない,血 清 CA19‐9値も漸減 し,術 前には145

U/mlと なった (Fig.5).総 胆管結石の診断にて1990

年 1月 12日手術を行った。

手術所見 !上腹部正中切開にて開腹 した。胆嚢壁は

著明に肥厚していた。腹腔内検索,術 中超音波検査に

血清CA19,9値 が超異常高値を示した総胆管結石症の 1例    日 消外会議 26巻  4号

Fig. 3 Percutaneous transhepatic cholangiogram
showed gall stones in the gallbladder and com-
mon bile duct.

Fig. 4 The arterial phase of the celiac angiogram
showed no tumor staining.

て腫瘍性病変を認めず.胆 嚢摘出,総 胆管切開・切石,

Tチ ューブドレナージ術施行.術 中胆道ファイバー上

も悪性所見はなかった。

摘出胆嚢は大きさ6×5cm,胆襲壁は著明に肥厚し,

内腔は粘膜の脱落を認めた.胆 嚢内にコレステロール
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Fig. 5 Relation betM′ een serum CA19‐ 9 and total

bilirubin level in the clinical course
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Fig. 7 Histological finding of the gallbladder wall
-H.E stain-(upper), and immunohistochemical
stain of CA19-9 antigen in the gallbladder wall
( lower) (x200).

ない.

考  察

CA19‐9は膵 ・胆道系悪性腫場に比較的特果性が高い

腫瘍 マーカーで,陽 性率 も80%を 越 えるとされてい

るゆ～11)。_方 良性疾患でも血清 CA19‐9が高値を示す

ことは諸家により報告されてお り,胆 石症での陽性率

は7.9～66.7%と されている劾。つり～10。また,胆石症に

おける,血清 CA19‐9の絶対値については,1,000U/ml

を越えることはときどき経験される。1。1。が,本症例の

ように,89,305U/mlと著明に増加した報告はない。胆

石症におけるCA19-9上昇の機序 として結石の嵌頓に

よる胆汁排泄障害のための血中への逸脱lD,お よび炎

症刺激による胆嚢上皮での CA19‐9の産生増加りがそ

の原因と考えられているが,完 全には解明されていな

い。布施らつは,血 清総 ビツルビン値 と血清 CA19‐9値

との間に有意に正の相関を認めた としている。外山

ら。は 良 性 疾 患 の 胆 汁 中 の C A 1 9 ‐9 を測 定 し,

1,000～44,000U/mlであったと報告 しているが,本症

Fig. 6 Macroscopic finding of the gallbladder and
gallstones.

托|  ‐

結石90個と総胆管内にコレステロール結石20個を認め

た (Fig. 6).

病理組織学的検査 :Hematoxylin―eosin(H.E)染色

にて胆襲粘膜の部分的脱落 と粘膜下に炎症性細胞浸潤

を著明に認めたが,悪 性細胞は認めなかった。また酵

素抗体法にて胆嚢粘膜に CA19‐9が強陽性に染色され

た (Fig. 7).

術後血清 CA19‐9値は58U/mlと 正常値には回復 し

なかったが,経 過良好にて1990年3月 10日退院となっ

た。術後より現在まで 2年 6か 月間外来通院中である

が,血 清 CA19‐9値は30U/mlか ら90U/mlで 推移し著

明な上昇は認めず,画 像診断上も異常所見を認めてい
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例の担汁中の CA19‐9は13,800,000U/mlと,外 山らの

報告値をはるかに越えてお り,血 中の CA19,9値が異

常高値を示した一因と思われる。また小川ら1めは胆石

症などの良性疾患であれば,減 黄 とともに CA19‐9値

の正常化がみられるのに対し,悪 性疾患では,減 黄に

よりCA19・9値が低下する症例もあるが,多 くの場合

正常値には至 らず依然高値をとるとしている.し た

がって,閉 塞性黄疸を伴 う胆石症においては,CA19‐9

を腫瘍マーカーとするには,慎 重であるべきであ り,

減黄後の CA19‐9値を参考 とすべきであると考えられ

る。しかし,本 症例は,減 黄後 も145U/mlと ,正 常範

囲には復 していない。これは Dei Villanoら1つの提唱

するcut or値37U/mlお よび,膵 胆道系のより確実な

進行癌を示唆するcut or値として,大 倉らのが提唱し

ている100U/mlを も越えている。本症例において減黄

後 もCA19‐9値が正常化 しなかった要因としては,本

症例が糖尿病を併存 してお り,塩 Dの報告のように糖

尿病が CA19‐9値に影響を及ば していると考 えられ

た。このような症例に対しては,併 存疾患も考慮に入

れ,他 の腫瘍関連抗原 との combination assayが悪性

疾患 との鑑房u診断に有用であると考えられる。

本論文の要旨は第147回近畿外科学会 (奈良)に おいて発

表した。
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A Case of Markedly Elevated Serum CA19-9 with Choledocholithiasis

Atsushi Ohkawa, Masaki Kamegashira, Hiroki Akamatsu and Motoo Yoshitatsu

Department of Surgery, Ashiya City Hospital

A 7l-year-old female presented with vomiting. Laboratory tests on admission revealed leukocytosis, jaundice,

and marked elevation of serum CA19-9 (89,305 U/ml). An abdominal ultrasonogram, CT scan and PTC showed bile
duct stones. No tumors were suspected. Serum CA19-9 gradually decreased to 145 U/ml after biliary drainage. The
patient was operated on for bile duct stones. The gallbladder exhibited wall thickening and had mixed stones in it.
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Pathology revealed no evidence of malignancy. Immunohistological staining for CA19-9 demonstrated it to be
positive in the gallbladder wall.

Reprint requests: Atsushi Ohkawa Department of Surgery, Ashiya City Hospital
39-1 Asahigaokacho, Ashiya-city, 659 JAPAN




