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嚢胞液中および開窓術後の血中CA19‐9が

高値を呈した巨大肝嚢胞の 1例

福重  寛

産業医科大学第 1外科

永渕 幸 寿  武 田 成 彰  大 里 敬 一

肝右葉の巨大嚢胞に対し1/3 derooingによる開窓術を実施した。術前血中 carbOhydrate antigen

19‐9(CA19‐9)は,37.8U/mlと わずかながら高値を示し,嚢 胞液中の CA19‐9は135,400U/mlと高値

であった。術後血中 CA19・9濃度が438.OU/mlまで上昇 したが 5か 月後に正常化し,術式の関与が示唆

された。抗 CA19‐9モノクロナール抗体を用いた免疫組織学的検索で,CA19‐9産生部位は襲胞上皮で

あった。肝襲胞性疾患における襲胞穿刺液中の CA19‐9測定の臨床的意義はいまだ明らかではなく,本

症例においても良性肝嚢胞であったが,著 しい高値を呈した。
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はじめに

近年,画 像診断の著しい進歩により肝嚢胞性疾患が

多数発見されるようになった。大部分は単純性の肝襲

胞であるが,悪 性疾患を含む腫瘍性病変 との鑑別診断

が重要である。その鑑別法の 1つ として嚢胞液中の

carbohydrate antigen 19‐9(CA19‐9)の 測定が行われ

ているが,単 純性肝嚢胞の内容液中にも高値を示す例

があることが岡崎 ら1)によって報告され,肝 嚢胞にお

けるCA19‐9の診断的意義はなお明らかではない。今

回,肝裏胞液中の CA19‐9が高値を示 し,開窓術後に一

過性に血中濃度が増加 した興味ある単純性肝嚢胞の 1

例を経験 したので報告する。

症  例

患者 :53歳,女 性

主訴 :心笛部痛,嘔 吐,発 熱

家族歴,既 往歴,生 活歴 t特記事項なし,

現病歴 !1990(平 成 2)年 10月上記主訴により近医

受診し,uitrasOnography(US)に より肝右葉に嚢胞

を指摘され,精 査 ・治療 目的で当科入院となった。

理学所見 !体格中等度,栄 養状態良好.貧 血 ・黄疸

なし.表 在 リンパ節触知せず.胸 部に異常なし。右季

肋部に 2横 指弾性軟の腫瘤を触知した。

入院時検査所見 :血液生化学上,肝 ・胆道系および

膵酵素に異常なし.白 血球増多なく,血 沈・CRPも 正
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常 で炎症所 見 は認 め なかった。腫瘍 マーカーは,

alpha‐fetoprotein(AFP), carcinOembryonic antigen

(CEA)は ともに正常範囲で,CA19‐9は378U/mlで

あった(Table l).入院後,USガ イ ド下に経皮的嚢胞

穿刺を実施した。内容液は淡黄色透明,装 液性でビリ

ル ビンお よび胆汁成分は認め なかった。細胞診 は

Ciass I.細菌培養により黄色ブドウ球菌(1+).嚢 胞

液中の CA19‐9は135,400U/mlと著明な高値 を呈 し

た。嚢胞液中の CEAは ,3.60ng/mlで あった。

画像所見 :

USt径 14cmの 巨大な cystic spaceを認め,裏 胞上

Table 1 Laboratory data

Hematological examination

WBC     5,300/11m3

RBC    505× 104/.lm3

Hgb     14 9g/dl

Hct     44 7%

Plt    16 2×104/111m3

Blood chemistry

TP      69g/di

Alb      42g/di

T‐Bi1     08mg/dl

GOT        13 1U/′

CPT       10 1U/′

LDH      l10 1U/″

Alp      61KA

Ch‐E       5161U/′

Amyl  178 Somogyi U/′

Tumor marker

AFP    5.00 ng/ml

CEA     l.50 ng/ml

CA19 9    37_8U/ml

Serological examination

ESR     13品 m/hr

CRP

Cystic auid

T,Bi1      0mg/di

GOT       OIU/′

GPT        OIU/′

Amyl. 22S3moと 野iu/′

Cytology class I

Culture

Staph aureus(1+)

CA19 9 135,400.OU/卑 1

CEA      3.6 ng/ml
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Fig. l CT and MIR TI weighted imaging reveal a

large cyst in the hepatic right lobe

皮の乳頭状突出,隔 壁などの悪性を示唆する所見はな

かった。

Computed tomography(CT):肝 右葉に径15cmの

均一な内容を含む嚢胞があ り,単 房性で,左 美の圧排

が著明であった。壁から内腔への乳頭状突出はみられ

なかった.壁 の肥厚像,石 灰化などの所見はなかった

(Fig.1上 段).

M a g n e t i c  r e s o n a n c e  i m a g i n g ( M R I ) I  T l 強調 像

で,右葉に径15cmの 巨大嚢胞を認め,内容液の signal

levelでは,粘 液成分(mucin)はみられなかった (F七.

1下 段).

Angiography!腹 腔動脈造影で肝右葉に18×13cm

の avascular massが存在し,血 管新生像や濃染像は

なかった (Fig。2).

Drip infusion cholangiOgraphy(DIC):右 肝内胆管

は造影されなかったが,左 肝内胆管および総胆管に異

常はみられなかった,

以上の画像診断および嚢胞穿刺液の所見より単純性

肝嚢胞 と診断し,1990年 11月27日,開 窓術を目的 とし

て手術を行った。
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Fig。 2 Celiac angiography shows right hepatic

artett compresslon and elongation.

Fig. 3 Microscopic examination shows strong
epithelial CA19-9 immunostaining. (x200)

手術所見 :右葉から肝門部にかけて径15cmの 巨大

襲胞を認め,右 葉外側に突出した嚢胞壁を切除し開窓

術 (1/3 derooing)を行った,内 容液は約1,200ml,

漿液性,淡 黄色透明で一部に泥状の沈殿物を認めた。

肝嚢胞壁に凹凸不整,隔 壁,充 実性病変はなく,肝 門

部 リンパ節腫脹はなかった。

病理組織学的所見 :嚢胞壁は厚 さ1～2mmと 均一

で,一 層の円柱上皮に覆われていた。壁は間質成分と

脈管,神 経,肝 細胞からなり,乳 頭状腺腫様発育はみ

られなかった。
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Fig. 4 CT examination 3 months (top) and 1.5
years (bottom) after deroofing.

免疫組織学的検索 :抗 CA19‐9モノクローナル抗体

(Compagnie Oris lndustrie S.A.,France)を用いた

免疫組織学的検討で,襲 胞内容物および襲胞内を覆 う

上皮に同抗体陽性所見が得られた(Fig.3).同 じく胆

管上皮が陽性像を示すことから,襲 胞内面が胆管出来

の上皮で被覆されていると考えられた。

術後画像所見および血中 CA19‐9レベルの推移 :術

後 3か 月および 1年半後の CTで は,小 石灰化像など

襲胞液中および開窓術後の血中CA19‐9が高値を塁した巨大肝妻胞 日 消外会誌 26巻  9号

Fig. 5 Serum CA19‐ 9 1evel

CA19打9

ゴゴ
3W和"W

術後の変化を伴 うものの,襲 胞は著明に縮小し肝右葉

の容積 も回復を示 し,再 発はみられない(Fig.4).術

後 1日 目にCA19‐9は438.OU/mlと高値を呈 したが,

徐々に低下し,術後 5か 月に32.40U/mlと正常化し術

後 1年半の現在正常値である (Fig.5).

考  察

CA19‐9は消化器系悪性腫瘍で高い陽性率を示 し,

Delvillanoらのは解癌79%,胃 癌50%,結 腸癌46%と 報

告してお り癌に対する特異性は高い。しかし胆石症や

慢性膵炎,腎 嚢胞などの良性疾患でも10%前 後の陽性

例があ り,ま た,胆 道感染症で高値を示すことが知 ら

れている31_方 ,肝嚢胞性疾患ではその穿刺液で高値

を示すことが指摘されており,と くに竹原らりは,肝嚢

胞腺癌では CA19-9とともに CEAが 穿刺液中で高 く,

細胞診より良・悪性の鑑別に有用であると述べている.

しかしながら,嚢 胞腺腫でも同様の高値例が報告され

てお り,ま た良性肝嚢胞 において も,襲 胞液中の

CA19‐9高値例の報告"～のがある。さらに,嚢胞液中およ

び血中の CA19‐9の測定値の記戴があ り,そ れ らがと

F:female r I real size is not reported

M=male Angio.:Angiography

Table 2 Reports of benign liver cyst with CA19-9 elevation both in serum and cystic fluid

Reporters Year Age Sex Ｓｉｚｃ
くｃｍ＞ suggesど督鷲銘gnancy

Cystic
auid

CA19 19(U/ml)
Treatment

serum cystic fluid

巾Iiya8)

Tanaka3)

Satoh10)

KomiymalD

Shiraishi12)

present case

Ｍ

　

Ｍ

Ｍ

Ｆ

Ｆ

F ＞

　

　

　

　

＞

wall irregularity (US)

septum (CT)

hypervascularity (Angio.)

septum (US)

multiple (US)

papillary projection (US)

none

brown

brown

bloody

serous

mucinous

45

2,000

>10,000

113.9

>160,000

>10,000

>10,000

135,400

total excision

total excision

total excision

ethanol injection

total excision
partial excison
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もに高値であった症例の報告は,わ れわれの検索 しえ

た範囲で自験例も合め 6例 であった。本症例を除 く5

例では,画 像診断上何らかの悪性を示唆する所見があ

り,治療法は嚢胞摘除 4例 ,エタノール注入 1例 であっ

た (Table 2).

血中 CA19‐9高値の原因として襲胞内感染や内圧上

昇,嚢 胞壁上皮脱落,圧 迫による胆道内圧上昇などが

挙げられ,炎 症や胆道内圧上昇の改善により正常化す

る傾向が認められる131-15.本症例でも襲胞内の感染が

証明されており,発 熱 。心寓部痛出現時にはさらに高

値であった可能性がある。

本症例は径15cmの 巨大嚢胞で,内 容液中の CA19‐9

は135,400U/miと 高値であったが,悪 性病変はみられ

なかった。したがって,諸 家の報告 と同様に,襲 胞液

中の CA19‐9の高値が良 。悪性の鑑別に有用であると

はいえなかった。しかし,血 中レベルが高値を示す場

合は経過を観察して悪性疾患を除外する必要がある。

本症例の血中 CA19‐9は術前37.8U/mlと ,正常上限を

わずかながらこえる程度であったが,術 直後438.OU/

mlと 高値を示 した。一般に良性疾患で100U/mlを こ

えることはまれとされることから,そ の推移を観察 し

たところ,術 後 5か 月を経過 して血中レベルは正常化

した。

Hadadら 1のは嚢胞の大 きさおよび内容液の性状に

より術式を決定してお り,現 時点では肝切除を含めた

嚢胞切除が手術の主流である。川原田ら1のは本邦にお

ける肝襲胞腺癌33例を詳細に検討し,24例 が肝襲胞よ

りの痛化であったと報告 している。ほかに襲胞壁癌化

症例の報告1りもみられ,内 容液の細胞診や嚢胞壁の生

検のみでは癌腫の併存の可能性を十分否定できず,10

cmを 超える巨大嚢胞では肝切除も含めた全嚢胞切除

の重要性が指摘されている。また手術手技,手 術機器,

術前 ・術後管理の向上も根治手術を可能なものにして

お り,悪 性を示唆する所見のみられない症例でも積極

的に菱胞を含めた肝切除を考慮すべきと考えられてい

る。
一方で,従 来より行われている開窓を目的とした嚢

胞壁部分切除 (derOoang)ャ ょ, 侵襲が/J さヽく, 再発も

少ない192のことから,嚢胞壁に隔壁,乳頭状発育などの

悪性を示唆する所見がなく,内 容液に血液や膿汁,あ

るいは胆汁を含まず,襲 胞 と胆道系の交通のない場合

は有用な術式 と考えられる。よって,本 症例では襲胞

液の性状により襲胞 と胆道系 と交通がなく,画 像診断

所見に基づき悪性を示唆する所見が認められなかった
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こと,お よび術中所見で内腔は平滑で隔壁形成,壁 在

結節などの病変を認めなかった ことにより,嚢 胞壁部

分切除を実施 した。術後に CA19‐9の上昇を きた した

ために,長 期にわたる画像診断を含めた厳重な外来経

過観察を余儀な くされたが,術 後 2年 6か 月間,問 題

な く経過 している。また最近では,径 10cmを 超える巨

大な症例に対す るエタノール注入療法の有効性が報告

されている21ンの。襲胞壁の癌化や注入回数などの問題

あるが,悪 性を疑 う所見のない症例に対 してはより侵

襲の少ない有用な治療法 と考えられる。

なお,本 症例でみ られた術後 の血中 CA19,9の 上昇

は,残 存す る嚢胞上皮 より産生分泌 された CA19‐9が

剣離創および腹膜を経由し血中に吸収 され血中 レベル

の上昇を もた らした もの と考 えられ る。血中 CA19‐9

の正常値への回復は,嚢 胞上皮の剣離 ・脱落による産

生の減少,あ るいは上皮を含む病変の閉鎖による血中

への逸脱の減少によるもの と考 えられた。
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A Huge Liver Cyst with High l*vel of CA 19-9 in Cystic Fluid and Serum after
Deroofing Operation -A Case Report-

Hiroshi Fukushige, Yukihisa Nagafuchi, Shigeaki Takeda and Keiichi Ohsato
Department of Surgery I, University of Occupational and Environmental Health

A 53-year-old woman with a huge benign liver cyst in the right lobe underwent a deroofing operation. The
preoperative serum CA 19-9 level was 37.8 U,/ml. Per-cutaneous cystic needle aspiration showed serous fluid with
an extremely high CA 19-9 level (135,400 U/ml). The postoperative serum CA 19-9 increased to 438,00 U,/ml and
gradually normalized. Immunohistochemical staining of the epithelium of the cyst wall was positive for CA 19-9.
The efficacy of measuring CA 19-9 in cystic fluid is under discussion. In this case the CA 19-9 level was extremely
high, although benign in nature.

Reprint requests: Hiroshi Fukushige Surgery I, University of Occupational and Environmental Health
1- 1 Iseigaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu, 807 JAPAN




