
はじめに

原発性十二指腸癌はその発生母地から被覆上皮由来

のものと，十二指腸の固有腺であるブルンネル腺由来

のものとに分けられ，その多くは被覆上皮由来の腺癌

である．今回，我々は極めてまれなブルンネル腺癌の

1例を経験したので，本邦報告例の検討を加えて報告

する．

症 例

患者：71歳，男性

主訴：特になし．

家族歴，既往歴：特記すべきことなし．

現病歴：平成10年 9月，近医にて，スクリーニング

の上部消化管内視鏡検査を施行，十二指腸下行脚，主

乳頭対側に亜有茎性のポリープを指摘され，当院に精

査，加療目的にて紹介となった．

入院時現症，血液生化学検査所見：特に異常を認め

なかった．

上部消化管内視鏡検査所見：十二指腸下行脚，主乳

頭対側に，正常粘膜に覆われた亜有茎性のポリープが

認められた（Fig. 1）．

低緊張性十二指腸造影検査所見：十二指腸下行脚，

主乳頭対側に，亜有茎性の腫瘍として描出された．腫

瘍の表面は平滑であった（Fig. 2）．

超音波内視鏡検査所見：腫瘍の主座は粘膜下層であ

り，腫瘍内には�胞形成を思わせる hypoechoic lesien
が認められた（Fig. 3）．

生検の結果は正常粘膜しか採取できずGroup I で

あったが，十二指腸良性腫瘍の診断にて平成10年11月

9 日，十二指腸切開，腫瘍切除術を施行した．なお同時

に，胆石症，総胆管結石症に対し，胆�摘出術および
総胆管切石術を施行した．

手術所見：十二指腸下行脚に腫瘍を触れたため，腫

瘍より口側で十二指腸の主乳頭対側を縦切開し，腫瘍

を切除した．
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症例は71歳の男性．特に自覚症状はなく，スクリーニングの上部消化管内視鏡検査にて十二指腸下

行脚，主乳頭対側に亜有茎性のポリープを認め，当院に紹介，入院となった．低緊張性十二指腸造影

では亜有茎性の腫瘍として描出された．十二指腸良性腫瘍の診断にて十二指腸切開，腫瘍切除術を施

行した．病理組織学的には粘膜下層を中心にブルンネル腺由来と思われる軽度腫大した腫瘍細胞が乳

頭状に増生していた．細胞異型および構造異型は少なく，adenoma の所見であったが，腫瘍細胞は一

部粘膜筋板を破壊し粘膜固有層に浸潤していた．以上よりブルンネル腺由来の腺癌と診断した．本症

例は cancer in adenoma の形態を呈しており，ブルンネル腺癌の発生に関し興味深い 1例と思われた．
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Fig. 1 Upper gastrointestinal endoscopic examina-

tion revealed a subpedunculated tumor（arrow）cov-

ered with the intact mucosae at the opposite side of

the Vater's papilla.
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切除標本：大きさは24×15×8mm，やや白色調で，

表面は正常粘膜に覆われていた．一部中心陥凹を伴っ

ていた（Fig. 4）．

病理組織学的所見：やや大型のブルンネル腺類似の

腫瘍細胞が，粘膜下層を中心に乳頭状に増生し，�胞

形成を伴っていたが，細胞異型は弱く大部分は ade-

noma であった．しかし，腫瘍の一部は粘膜筋板を破壊

し粘膜固有層に浸潤しており，この部では細胞異型，

構造異型とも明らかに見られ，高分化型管状腺癌と診

断した（Fig. 5a，b）．

術後 6か月の現在再発兆候を認めていない．

考 察

ブルンネル腺由来の腫瘍における病理疾患概念，名

称，病理学的分類はいまだ確立されておらず，従来よ

りブルンネル腺腫と呼ばれてきたものは真の腺腫では

なく，ブルンネル腺の過形成あるいは過誤腫であると

されている．しかし，味岡ら1）はブルンネル腺由来の真

の腺腫例，腺癌例を報告するとともに，腺腫を意味す

る診断名は組織学的に真の腫瘍と判定されたもののみ

に用いられるべきであり，従来の用法は改められるべ

きと述べている．

一方，ブルンネル腺由来の癌については，1894年，

Pic により報告されたものが最初であるとされてい

る．本邦では金井ら2）により最初の報告がなされて以

降，われわれが医学中央雑誌により検索しえた，抄録

を除く本邦報告例は自験例を含め12例である（Table

Fig . 2 Hypotonic duodenography also revealed a

subpedunculated tumor with smooth surface at the

2nd portion of the duodenum.

Fig. 3 Endoscopic ultrasonographic picture showed

the tumor located on the submucosal layer and hy-

poechoic lesions indicating cysts .（ arrow ： 4 th

layer）

Fig. 4 Resected specimen showed a whitish tumor

covered with intact mucosae, measuring 24×15×8

mm in size.
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Table 1　Review of carcinomas of Brunner’s glands 
（Reported cases in Japan, 12 cases）

mean 63.4（39―75）Age（yrs）

Sex

7（63.6%）Male

4（36.4%）Female

1Unknown

Location

8（66.7%）1 st portion

4（33.3%）2 nd portion

Macroscopic appearance

5（41.7%）Sessile ～ Subpedunculated

3/5（60.0%）with depression

4（33.3%）Submucosal tumor-like

4/4（100%）with depression

3（25.0%）Borrmann 2

Depth of invasion

2（16.7%）m

4（33.3%）sm

2（16.7%）mp

1（8.3%）se

1（8.3%）si

2Unknown

Histologic type

4（33.3%）Papillary adenocarcinoma

4（33.3%）Tubular adenocarcinoma 
　　　　　well differentiated type

2（16.7%）Mucinous adenocarcinoma

2Unknown

1）1）3）～12）．平均年齢は63.4歳，男女比7：4と男性に多い

傾向にあった．発生部位では，1st portion が 8 例（66.7

％），2nd portion が 4 例（36.4％）であった．このこと

は，Brunner 腺が，十二指腸の上部で密に存在し，乳

頭より肛門側では粗になるという13）14）解剖学的な特徴

によるものと思われる．

肉眼的所見では無茎性あるいは亜有茎性のポリー

プ，または粘膜下腫瘍様と表現される隆起性病変が 9

例（75％）を占てめており，そのうち 7例（77.8％）に，

種々の程度の中心陥凹が認められた．自験例は腫瘍の

立ち上がりが急峻であり，表現型を亜有茎性ポリープ

としたが，表面は正常粘膜に覆われており，粘膜下腫

瘍とも表現できるものであった．これは正常Brunner

腺が，粘膜下層および粘膜深層に存在し，そこから腫

瘍が生じた場合，表面は正常粘膜に覆われるが，筋層

や壁外より生じた粘膜下腫瘍より浅い層より発生する

ため，腫瘍の立ち上がりがなだらかにはなりづらいも

のと予想される．

組織型についてみると，高分化型管状腺癌および乳

頭腺癌がともに 4例（33.3％）であり，全体的には分化

度は高い傾向にあった．また，自験例を含め cancer in

adenoma の形態を呈した症例が 3例1）12）あること，ま

た biopsy の結果が adenoma から adenocarcinoma へ

経時的に変化した症例の報告9）がみられることより，

Brunner 腺癌の発生に関しては腺腫からの癌化の可

能性も考えられる．

治療に関して，ブルンネル腺の過形成あるいは過誤

腫に対しては，通過障害などの臨床症状が無い場合，

切除の対象とはならないが，真の腺腫に関しては，癌

化の可能性も考えられることから，積極的に切除すべ

Fig. 5 Microscopic findings：

a）Slightly enlarged tumor cells, which resembled

Brunner's glands, proliferated in the papillary pat-

tern. The histological study showed few cellular and

structural atypia, indicating adenoma. However, a

part of the tumor cells destroyed the muscularis

mucosae and invaded the propria mucosae .（HE

stain×20）

b）Cellular and structural atypia increased .（HE

stain×200）
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きであると思われる．術前に癌の診断が得られた症例

では多くの場合，リンパ節郭清を伴う胃切除術や膵頭

十二指腸切除術が施行されているが，自験例は術前に

腺癌とは診断できず，十二指腸切開，腫瘍切除術を施

行した．幸い病理組織学的には sm癌であり，断端陰性

であったため再手術は施行していない．しかしながら，

リンパ節転移陽性例5）6）9）10）もみられることから，今後，

厳重な follow up が必要と思われる．最も適切な治療

法の決定のためにも，今後，リンパ節転移の状況を含

めた，Brunner 腺癌の臨床的および生物学的特徴の詳

細な検討が待たれるところである．

本論文の要旨は第257回東海外科学会において発表

した．
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A Case of Cancer in Adenoma Arising in Brunner's Glands
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A 71-year-old man with no complaint was referred to tur hospital because of a subpedunculated tumor at
the opposite side of Vater's papilla, which was detected by upper gastrointestinal endoscopy during screening.
Hypotonic duodenography revealed a subpedunculated tumor, and was diagnosed as a benign tumor of the
duodenum. Incision of the duodenal wall and resection of the tumor were performed. Histological examination
revealled slightly enlarged tumor cells located on the submucosal layer and proliferating in a papillary pat-
tern, which suggested they had originated from Brunner's glands and also showed few cellular and structual
atypia, which indicated adenoma. However, destruction of the muscularis mucosae and invasion to the propria
mucosae, therefore, we concluded that the tumor was carcinoma arising in Brunner's glands. This case pre-
sented cancer in adenoma, so these findings seemed to propose an interesting problem in the development of
carcinoma arising in Brunner's glands.
Key words：carcinoma arining in Brunner's glands, cancer in adenoma
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