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高度な陳旧性出血をともなった肝内胆管嚢胞腺腫の 1例

高知医科大学第 1外科

小林 道 也  荒 木京二郎  小 濱 祥 均

川崎 博 之  河 合 秀 二  緒 方 卓 郎

症例は51歳の男性で,検 診で肝腫瘤を指摘され当科紹介入院 となった。入院時現症では頭頚部,胸

腹部に異常を認めず,腫 瘍マーカーの上昇は認めなかった,腹 部超音波検査では肝左葉外側区域に

もoechoicな円形の腫瘤を,腹 部 CT検 査では同部に直径が約7.5cmで 内部の濃度が均一な造影され

ない腫瘤を認め,良 性嚢胞性病変が考えられた。しかし壁の一部に肥厚を認め,超 音波検査上,内 部

が実質様でもあり,腫 瘤を含めて肝左葉外側区域部分切除術を施行 した.7.0× 6.5×7.Ocm大 の単房

性嚢胞で,内部には淡褐色泥状の液体約140mlと壊死様物質を認めた。組織所見は婁胞内や壁周囲に高

度な出血をともなう婁胞性病変で被覆上皮は大部分剣脱 しているが一
部に胆管上皮様の立方状～低円

柱状上皮による被覆 と低乳頭状増生が認められ肝内胆管嚢胞腺腫 と診断した。本邦での本症の報告例

は現在まで自験例を含めて24例のみでこれらの検討を加えて報告する。
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はじめに

肝裏胞性疾患の多 くは寄生虫性あるいは単純性嚢胞

で腫瘍性病変によるものは比較的少ない。その中でも

肝嚢胞腺腫は特にまれで本邦での報告は23例 と少な

いll~"。われわれは高度な陳旧性出血をともない,画像

診断上単純性裏胞 との鑑別が困難であった本症の 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 :51歳,男 性

主訴 :肝腫瘤

既往歴 :19歳時に肺結核

家族歴 :特記すべきことなし.

現病歴 :特 に症状はなかったが,検 診にて肝内の腫

瘤を指摘され精査を勧められ当科紹介入院 となった.

入院時現症 :身長161.5cm,体 重71.5kg.頭 頸部,

胸腹部に異常を認めなかった。

入院時検査成績 :γ‐GTPが 1181U./′と上昇 してい

る以外 に異常 を認 めなかった。腫瘍マーカーもcar・

cinoembryonic antigenが 0.78ng/■11, 2‐fetOprotein

力ゞ2.85ng/nll, carbohydrate antigen 19‐9が26.51U/

ml, Protein induced by vita■lin K antagonist‐2が

0.06以下 といずれも正常範囲内であった。
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Fig. I Abdominal ultrasonography demonstrates
the iso-echoic round mass in the left lateral seg-
ment of the liver (arrow).

腹部超音波検査所見 :肝左葉外側 区域 に内部 が

おoechoicな円形の腫瘤を認めた (Fig.1).

腹部 CT検 査所見 :肝左葉外側区域 に直径が約7.5
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Fig. 2 Abdominal enhanced CT demonstrates the
round tumor without enhancement in the left
lateral segment of the liver measuring 7.5cm in
diameter (arrow).

Fig. 3 Abdominal MRI demonstrates the iso-
intensity and high intensity tumor on T1 and T2
weighted image, respectively, which is compat-
ible with liver cyst. However, it shows the partial
thick-ening of the cyst wall  (arrow).
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Fig. 4 Celiac angiography demonstrates that the
left hepatic artery is on the margin of the mass
(arror,v), which suggests a liver cyst.

cmの 内部の濃度が均一な腫瘤 を認 めた。enhanced

CTで は腫瘤内部に造影効果を認めず,裏 胞 と考えら

れた (Fig。2)。

腹部 magnedc resonance imaging(以下,MRIと

略記)検 査所見 :Tl強 調画像ではもointenSty,T2強

調画像ではhigh intenStyで,肝 嚢胞が考えられたが

嚢胞壁の一
部に肥厚を認めた (Fig。3).

腹部血管造影検査所見 :左肝動脈の分枝が腫瘤の辺

縁へと圧排され肝嚢胞の所見 と考えられた (Fig.4).

内視鏡的逆行性膵管 ・胆管造影検査 :胆管と腫瘤 と

の交通は認めなかった。

以上より単純性肝裏胞 と診断されたが,超 音波検査

では内部が実質様でありまた MRIで 裏胞壁の肥厚を

認めたため,腫 瘍性病変 も否定できず平成 2年 4月 17

日に手術を施行した。

開腹時所見 :肝左葉外側区域に表面が乳白色で,血

管増生を認める緊満 した嚢胞を認めた。裏胞を穿刺 し

たところ,淡褐色泥状の物質が吸引され,膿瘍様であっ

た。腫瘤を含めて肝左葉外側区域部分切除術を施行 し

た。なお術中迅速病理診断は施行 しなかった。

切除標本所見 :7.0×65× 7.Ocm大 の嚢胞性の腫

瘤で内部には淡褐色泥状の液体が約140ml貯留 してい



Fig. 5 Resected specimen shows a cystic mass
measur ing  7 .0x6 .5x7.0cm,  wh ich  conta ins  140
ml of dirty pale tan fluid. There are necrotic
masses on the cyst wall and some of them are
floating in the fluid.

た。さらに壊死様物質が裏胞壁に付着 し腔内にも多量

浮遊 していた (Fig.5).

病理組織所見 :裏胞内面の上皮は大部分剣脱 し,そ

の部分には析出したフィブリンを主とする凝血塊が付

着 していた。遺残 した被覆上皮は胆管上皮に類似 し,

立方状ないし円柱状で単層に配列し細胞質は好酸性の

ものやアミラーゼ消化 PAS染 色,ア ルシアン青染色

やコロイ ド鉄染色など粘液染色が陽性の細胞が混在

し,単 クローン性抗サイ トケラチン抗体や epithelial

membrane antigenが陽
″
性であった (Fig,6a)。 こ れ

らの被覆上皮は一方では変性像を示しながら,場 所に

よって は軽 度 の核 異 型 と多層 化 を示 し, ま れ に

proliferating cell nuciear andgen陽性の細胞 も認め

られた。また,上 皮の陥入によって生じたと考えられ

る小腺管が壁周囲に認められた。腔内の凝血塊の周辺

にも剣脱 した増殖上皮片が散見された (Fig.6b).襲

胞内面を覆う凝血塊は厚 く,コ レステロール結晶痕や

壊死 におちいった多数のヘモ ジデ リン貧食 マ クロ

ファージが見られた。凝血塊 と外周の硝子化 した線維

化層 との境界部には内皮の増生をともない不規則に拡

張した血管が見られ,周 囲に出血やヘモジデリンを貪

食 し,あ るいは泡沫状細胞質のマクロファージの巣状

浸潤をともなっていた。嚢胞壁では上皮被覆部でも鬱

血,出 血が認められ,上 皮下組織に少量の平滑筋束や

小石灰化巣が散見された。梢子化した線維性間質にも

場所により出血が認められた。婁胞周囲の肝組織は圧

迫萎縮のほかには著変はなかった.
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Fig. 6 a : Histological examination reveals that
most of the epithelium of the cyst are desquamat-

ed and remaining epithelium looks like that of
bile ducts. They are single layered cuboidal or
columnar epithelium showing lower papillary
projection. The nucleus shows slight atypia but
no mitosis. The diagnosis is biliary cystadenoma
with marked degeneration (H-E, x50) b:There
are some desquamated epithelium in the blood
clot existing in the cyst. (H-E, x 100)

考  察

近年の画像診断の進歩にともない肝の豪胞性疾患が

発見される機会が増加している。しかしその中で,肝

内胆管裏胞腺腫はきわめてまれで,本 邦における報告

例は現在まで検索しえた範囲では自験例を含めて24例

しかないll~"。その平均年齢は51歳,男 女比は男 6例,

女18例で女性に多かった。発生部位は右葉11例,左 葉

9例 ,両葉 3例,尾状葉 1例 と一定の傾向は示さなかっ

た.初 発症状は腹部腫瘤触知,腹 痛が7例 と多く,そ

のほか腹部膨満感,不 快感などが認められた。内容液

は粘調なものが18例と多かった.血 清の腫瘍マーカー

が上昇した例は測定がなされた11例中4例で,嚢 胞液

中の腫瘍マーカーは測定されている8例 中6例 におい
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て上昇を認めた (Table l).

肝臓の裏胞性疾患のうち単純性禁胞,嚢 胞腺腫,嚢

胞腺癌の術前の鑑別にはCT,超 音波検査が有用であ

るといわれている1の
.単 純婁胞では襲胞が単房性で壁

が平滑であるが,襲 胞腺腫や腺癌では多房性のことが

多 く充実性成分や壁在結節がみられる.ま た嚢胞腺癌

の場合には血管造影で結節状の濃染像を認めるとされ

ているが実際には画像診断で嚢胞腺腫 と曇胞腺癌 とを

明確に鑑別することは困難であり,組 織検査によらな

ければならない。しかし超音波ガイ ドの生検ののち裏

胞腺癌の播種をきたした り11),生
検では良性 と診断さ

れても手術により襲胞内の生検された部以外に悪性が

判明する可能性 もあり1のこの両者が疑われる場合には

切除すべきと考えられる。

肝内胆管嚢胞腺腫は胆管上皮に類似 した粘膜上皮に

よって被覆 されその間に杯細胞が介在することがあ

る。典型例では腔内に乳頭状増殖が認められる。本例

では遺残 した上皮は細胞質が好酸性のものがあり,軽

度の核異型 と乳頭状増殖が見られることから胆管裏胞

腺腫 と診断した。女性に発生した胆管嚢胞腺腫の大多

数が上皮下 に細胞 に富 む密 な間質 (mesenchymal

stroma)が 見られるのに対 して,本 例のように男性例

ではこれを欠き,上 度の細胞質 も好酸性であることが
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ある1り
。

本症711では嚢胞の内腔や壁周囲の高度な陳旧性出血

のため,内 容液は淡褐色泥状 となり,凝 血塊が内面に

付着したものである。したがって超音波所見も通常の

肝嚢胞あるいは肝婁胞腺腫 と異なり実質様であった。

また,腹 部 CTで は襲胞性病変であることが示された

が,腹 部 MRIで 裏胞壁の一
部が肥厚 していることか

ら嚢胞腺腫が疑われた。 このように出血など著明な退

行変性を示すのは肝内胆管婁胞腺腫や単純性肝嚢胞で

は肝細胞腺腫 とは異なりまれで,報 告された24例の嚢

胞腺腫症例でも認められていない.な お本例における

出血機序は明らかにしえなかった.

稿を終えるにあたり病理組織所見の御指導,御 校閲を賜

りました高知医科大学第 1病理学教室助教授円山英昭先生

に深謝いたします。
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A Case of Intrahepatic Bile Duct Cystdenoma with Marked Old Hemorrhage

Michiya Kobayashi, Keijiro Araki, Yoshihito Kohama, Hiroyuki Kwaasaki,

Shuji Kawai and Takuro Ogata

First Department of Surgery, Kochi Medical School

We experienced a case of intrahepatic bile duct cystadenoma with marked hemorrhage. A 51-year-old
man was admitted to our hospital with a liver tumor. Physical examination revealed the no abnormal
findings. Laboratory data on admission shorved the no elevation of the tumor markers (carcinoembryonic

antigen, alphafetoprotein, carbohydrate antigen 19-9 and protein induced by vitamin K antagonists-2).
Abdominal ultrasonography revealed an isoechoic round tumor in the left lateral segment of the liver.
Abdominal CT revealed an isodensity mass without enhancement in the same region. These findings
suggested a cystic mass, however, there was thickening of the cyst wall and the mass had echogenicity
in ultrasonography. He underwent partial resection of the left lateral segment. Macroscopic findings
showed that the cystic tumor measured 7.0 x 6.5 x 7.0 cm and contained paletan dirty fluid (140 ml)
with a necrotic mass. Histological findings revealed a cystic lesion with marked hemorrhage. The most
of the lining cells of the cyst wall were desquamated, however some part of the wall was lined with
cuboidal or columnar epithelium with lower papillary projection, and was diagnosed as intrahepatic bile
duct cystadenoma.
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