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はじめに

von Recklinghausen病 (以下, RHDと 略記)は 皮

膚および末梢神経 に発生す る神経線維腫や cafe'au

lait spotsと呼ばれる皮膚の色素斑を特徴 とする常染

色体優性遺伝の疾患であり,種 々の非上皮性腫瘍を合

併することが知 られている。今回,我 々は十二指腸神

経線維腫により膵炎を併発した RHDの 1例 を経験 し

たので国内外第 1例 日として,若 干の文献的考察を加

え報告する.

症  例

患者 :59歳,男 性

主訴 :上腹部痛および嘔吐

家族歴 :特記すべきことなし.

既往歴 :20歳時にRHDと 診断された。

現病歴 :平成 6年 5月 初旬頃より,上 腹部痛および

嘔吐を認めるようになったが自制内であったため放置

していた。 5月 下旬になって症状の増悪をきたすよう

になり近医を受診 し,諸 検査を施行されたところ急性

膵炎 (血中アミラーゼ11,19oIU/L)と 診断され入院加

療 となり絶食,点滴などの保存的治療がおこなわれた。
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von Reckhnghausen病 (以下,RHDと 略記)は皮膚や末梢神経に発生する神経線維腫や cafざau lait

spotsと呼ばれる皮膚の色素斑を特徴 とする常染色体優性遺伝の疾患であり,種 々の非上皮性腫瘍を

合併することが知 られている。今回,我々は十二指腸神経線維腫により膵炎を併発した RHDの 1例 を

経験 したので本邦第 1例 目として報告する。症例は59歳の男性で,重症膵炎と診断され入院加療 となっ

た。膵炎軽快後のコンピュータ断層撮影,核 磁気共鳴画像で膵頭部に腫瘍像を認め内視鏡的逆行性胆

管膵管造影で膵管,下 部胆管の圧排像があり,血 管造影では膵頭部に一致した新生血管の増生を認め

た。以上の所見により膵炎の原因として膵頭部腫瘍が考えられた,術 中生検にて良性腫瘍 と診断し幽

門輪温存膵島十二指腸切除術を施行した.組 織学的に本症例は十二指腸より発生 した神経線維腫が膵

実質内に進展したため膵炎を併発 したと考えられた。
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治療後約 2か 月で膵炎は軽快 したが,そ の時点で施行

された computed tomography(以 下,CTと 略記),

magnetic resonance imaging(以 下,MRIと 略記)

検査で膵頭部に一致 して1 5cm程 度の腫瘍像が認め

られた。以上の検査結果より膵頭部腫瘍 と診断され,

手術目的にて当科紹介 となった。

現症 :身長159 4cm,体 重49.Okg,体 格は中等で眼

験結膜に黄疸,貧 血を認めず口血圧は142/86mmHg.

全身の皮膚には RHDに よる色素斑 と粟粒大から小児

頭大まで種々の大きさの神経線維腫が認められた。特

に左腎部の神経線維腫は直径が18cmと 大きく,襲 胞

状変性をきたし一部自壊 していた。左胸腔内にはCT,

MRI検 査にて胸腔の約2/3を占める髄膜瘤 と考えられ

る腫瘤を認めた。腹部の触診所見で腫瘤は触知せず,

また全身のリンパ節 も触知しなかった。

入院時検査所見 :末梢血および一般生化学検査所見

では異常を認めず,内 分泌検査,腫 瘍マーカーでも異

常は認められなかった (Table l)。また,内 分泌腫瘍

を疑って行った75g OGTT検 査やグルカゴン負荷テ

ス トにおいても異常は認められなかった。

超音波内視鏡検査 :膵頭部 に約1.5cmの 充実性腫

瘤が認められた。

腹部 CT検 査所見 :膵頭部に母指頭大の空洞形成を
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Fig. 2 MRI demonstrating a low intensity area on
T1 weighing image (arrow) and high intensity
area on T2 weighing image with pancreas tumor.
(arrow)

Fig. 3 ERCP shows eccentric obstruction of the
pancreatic duct and choledochus. (arrow)

に上腹部一
帯は,膵 炎によると思われる癒着が小網腔

内などに広範囲に認められた。腹腔内リンパ節に転移

を疑 うような所見は認めなかった。触診上,膵 頭部内

に小指頭大の腫瘤を触知 した。膵頭部腫瘍を術中に生

検 し悪性所見のないことが確認できた。しかしながら,

Table I Laboratory data on admission

WBC      8,400/″ L

RBC    412× 104/μL

Hb       l1 5g/dL

IIt       36 4%

PLT    18 3× 104//1ィ

Na       141 mEq/L

K        44 mEq/L

Cl          105 mEq/L

TP        7.8g/dL

ALB       3 9g/dL

GOT       60U/L

GPT        30U/L

9/GTP       22 U/L

CHE      4,213U/L

T―Bl1      0 8mg/dl

D‐Bll      o2mg/dL

LAP       34 U/L

Amy

BUN

CRTN

UA

CPK

CRP

TumOr marker

ESTL-1

DUPAN 2

CA19-9

SLX

CA125

CEA

23U/L

10 mg/dL

0 7mg/dL

7 0mg/dL

25U/L

0 3mg/dL

160 ng/dL

25U/mL

6U/mL

34U/mL

21U/mL

2 0ng/mL

Fig. I Computed tomography shows a low den-

sity area in the head of the pancreas. (arrow)

伴った腫瘍を認めた。その周辺尾側寄 りに実質の濃染

域が認められた (Fig.1).

MRI検 査所見 :膵頭部に一致して Tl強 調像で低信

号域,T2強 調像で高信号域を示す領域を認めた (Fig.

2 ) 。

内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査所見 :副膵管の狭

窄と膵実質内への造影剤の漏出,下 部胆管の圧排像 も

認められ,膵 頭部の腫瘍が疑われた (Fig.3).

腹部血管造影所見 :前上膵十二指腸動脈から栄養さ

れる部分に新生血管の増生を伴 う領域が認められた

(Fig. 4).

以上の所見により14~炎の原因として膵頭部原発の良

性腫瘍を疑い,平 成 6年 9月 13日に手術を施行 した。

手術所見 :腹部正中切開にて開腹 した。ST~臓を中心
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Fig. 4 Celiac angiography shOM′ s marked hyper

vascularity Of anterior pancreatoduodenal artery

in the pancreas head (arrow)

Fig. 5 Macroscopic view of the resected speci-
men. Cut surface of the tumor in the pancreas

head. (arrow)

この膵頭部の良性腫瘍が今回の急性lT~炎の原因 と考

え,こ れを除去する目的で胃幽門輪温存膵頭十二指腸

切除術を施行 した。

摘出標本の肉眼的所見 :膵頭部14~管は蛇行 しVater

乳頭部より約7mmの 部分で胆汁 (胆砂)う っ滞による

直径約10mmの 腫瘤を形成 していた (Fig.5).

摘出標本の病理組織学的所見 :胆汁 うっ滞近傍の十

二指腸筋層から策膜,一 部粘膜下および膵実質内にか

けて,直 径lcmの 充実性腫瘍を認め組織学的には短紡

錘形の核 と波打つ長紡錘形の胞体を有する腫場細胞が

増殖 していた。これは免疫組織学的にS‐100蛋白陽性

でシュワン細胞系 と考えられ,十 二指腸原発の神経線
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Fig. 6 Histological findings of resected specimen.
Tumor cells with short spindly nucleus and large

spindly cytoplasm resemble Schwann's cells. (HE

stain x 200)

Fig. 7 Immunohistochemical staining of anti-S-
100 antibody showed positive staining in the
tumor cel ls. (anti-S-100 x50)

維腫 と診断した (Fig.6,7).

患者は経過良好で再発などは認めていない。

考  察

小腸における良性腫瘍は胃や大腸に比べてその発生

頻度が低 く,ま た症状の発現が少ないため音」検などで

発見されることが多い。その頻度 は0.2～0.3%と 報

告
1)されている。1975年にWilsonら りが集計した1,721

例の小腸良性腫瘍のうち,十 二指腸原発の腫瘍は腺腫

(56%),平 滑筋腫 (4.2%),脂 肪腫 (4.1%)の l原で

あり神経線維腫は'(06%)で あった。また小腸の神経

線維腫はその大部分が RHDに 合併 したものであった

と報告 している。RHDは 中枢および末梢神経の多発

性腫瘍,神 経線維腫や cafびau lait spotsなどの特徴的

な皮膚症状を伴 う常染色体優性遺伝の疾患であり,我
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われる。我々の症例で も術後 に下痢などの消化器症状

を訴 えることな く経過 している。
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が国では人口10万人に対 して30～40人の割合で発症す

るとされているめつ.ま た,本症の消化管腫瘍は1/4の患

者に認められ,そ の中でも消化管神経線維腫の発生頻

度は,欧米ではDavisら の報告。では25%,本 邦では田

中らの報告
611こょると39%と されている。RHDに 合

併する神経線維腫症は母斑症の部分症状であると位置

付けられている。発生臓器別にみると食道から直腸 ま

でのどの部分にでも発症 しうるが,小 腸,胃 ,大 腸の

順に多い。症状 としては腹痛,腹 部膨満感,吐 下血が

多 く,腸 閉塞や穿孔なども散見される。.診 断には消化

管造影,超音波検査,CT,MRIな どが有効であるとさ

れている。また,腹 部血管造影 も腫瘍の局在診断に有

効である。.し かしながら,X線 検査や内視鏡検査にお

いても神経線維腫に特徴的な所見はなく,他 の粘膜下

腫瘍 との鑑別 は結局組織学的診断によらねばならな

い。我々の症例ではRHDに 合併 した十二指腸神経線

維腫が管外性に発育 したために膵頭部実質内に進展 し

膵管,総 胆管を圧排 したために膵炎を引き起 こしたも

のと考えられた.小 腸における神経線維腫の発生母地

は Auerbachの 神経叢 と考えられ, このために管外
′
性

に発生することが多いとされている。我々が調べえた

限 りでは国内外の報告において,十 二指腸神経線維腫

が膵実質内に進展 したために引き起 こされた膵炎の報

告例はなかった。神経線維腫の悪性化傾向はCrOweら

の報告
911こよれば約15%程 度あるとされている。本症

例では術中に腫瘍の生検を行い良性腫瘍 と診断したた

め,幽 門輪温存膵頭十二指腸切除術を選択 した。この

術式の適用は膵頭十二指腸領域の良性腫瘍や慢性膵炎

などであり術後の消化管機能の温存をはかる目的で行

A Case of Recklinghausen's Disease Accompanied with Pancreatitis
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Neurofibroma was first described by von Recklinghause, and this disease usually involves the skin,
subcutaneous tissue and bone. We report an extremely rare case of pancreatitis due to neurofibroma of
the duodnum caused by von Recklinghausen's disease. The patient was a 59-year-old man who had a past
history of von Recklinghausen's disease. He was referred to our hospital with a diagnosis of pancreatitis.
CT, MRI, ERCP and angiography suggested a benign tumor of the head of the pancreas. Pan-
creaticoduodenectomy with preservation of the pylorus was performed. The tumor measured 1 cm in
diamter, and was diagnosed as neurofibroma of the duodenum. The tumor cells showed immunoreactivitv
with anti-s-100 antibody.
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