
はじめに

肝内胆管腺腫はまれな腫瘍であり，被膜直下に発育

したものが術中に偶然発見される例1）～8）が多かった．

肝内胆管内に発育し，無症候性限局性胆管拡張をとも

なったため，肝�胞性腫瘍との鑑別に苦慮した肝内胆
管腺腫を経験したので，文献的考察を加え報告する．

症 例

症例：72 歳，男性

主訴：特記すべきこと無し．

現病歴：平成 11 年 11 月の健診にて，肝臓の異常を

指摘されたため，平成 12 年 4月，某病院にて精査施行

した．Magnetic resonance imaging（MRI）で肝�胞腺
癌を疑われ，精査加療目的にて当科紹介入院となった．

既往歴：30 歳頃から高血圧症で内服加療中．48 歳，

上顎�胞．68 歳，右腎萎縮．左白内障手術．69 歳時よ
り不整脈．72 歳，右白内障手術．

家族歴：母親が大腸癌．父親が黄疸（詳細不明）．弟

と妹が高血圧症．

嗜好歴：煙草 10 本�日×30 年，焼酎 1合�日×50 年
入院時現症：身長 163.8cm，体重 58kg．眼瞼および

眼球結膜に貧血，黄疸なし．腹部は平坦軟で，腫瘤お

よび圧痛は認めなかった．

入院時検査成績：血液生化学上，血清トランスアミ

ナーゼ値の軽度上昇を認めるのみで，胆道系酵素の上

昇はなかった．ICG負荷試験では，K＝0.149，R15＝10.7

％と軽度の肝機能低下を認めた．腫瘍マーカーはいず

れも正常範囲内であった．

MRI 所見：T1強調画像では，S8 領域に径 3cm大の
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Fig. 1 Dynamic MRI using Gd-DTPA（gadolinium-

diethylene triamine pentaacetic acid）demonstrated

a cystic lesion with mass enhanced on the late

phase.
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境界明瞭な円形の low intensity area を認めた．その内

部には，Dynamic MRI で緩徐な造影効果を伴う不整形

の径 2cm大の隆起性病変を認めた（Fig. 1）．

Magnetic resonance imaged cholangio-pancreato-

graphy（MRCP）所見：肝内胆管B8で B5 との合流部

の肝遠位側に，約 2cm大の表面平滑な円形の high in-

tensity area が描出され，その内部には不整形の low

intensity lesion を認めた．この high intensity area と

肝内胆管との交通は明らかでなく，�胞内に腫瘍を認
め，肝�胞性腺腫あるいは肝�胞腺癌が考えられた．
なお，この部以外には，肝内胆管の拡張や�胞性病変
は無く，肝外胆管の拡張は認めなかった（Fig. 2）．

腹部超音波検査所見：肝 S8 領域に 3cm大の cystic

lesion と，その内部に 27×15mm大の，不整形の high

echoic solid lesion を認めた．病変部と肝内胆管との交

通は明らかではなく，また，cystic lesion より末梢の胆

管の拡張は認めなかった．

以上の所見から肝�胞腺癌を最も疑い，平成 12 年 5
月 22 日，手術を施行した．

手術所見：腹水の貯留はなく，腹膜播種は認めな

かった．肝臓は表面平滑で，S8 の腫瘤は肝表面からは

触知されなかった．術中超音波検査では，病変部の cys-

tic lesion は胆管と交通しており，その内部に乳頭状の

Fig. 2 MRCP showed a cystic high intensity lesion

adjacent to the B8 branch of the intrahepatic bile

duct. The connection between the bile duct and the

cystic lesion was unclear.

Fig. 3 Intraoperative ultrasonogram revealed papil-

lary tumor in cystically dilated portion of the intra

hepatic bile duct. Invasion into the parenchyma of

the liver was not observed.（horizontal section）

Fig. 4 In the gross findings of the resected specimen,

there was a papillary tumor in the cystic-dilated in-

tra hepatic bile duct without any collection of muti-

nous fluid.
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high echoic mass を認めた．この high echoic lesion は

胆管壁に基部を有していたが，胆管外への浸潤所見は

認めず，胆管内に限局した病変であった．以上より，

限局性に拡張した肝内胆管内に発生した肝内胆管腫瘍

と診断した（Fig. 3）．

術中超音波検査にて，腫瘤から 2cm離した部位に切

離線をマーキングし，肝部分切除術を施行した．

摘出標本肉眼所見：限局性に拡張した肝内胆管（B

8）内に 2.7×1.3cm大の白色調の乳頭状腫瘍を認めた．

この拡張した胆管内には胆汁が貯留し，粘液は認めな

かった．割面では，腫瘍は胆管内に限局した病変で，

肝実質への明らかな浸潤像は認めなかった（Fig. 4a，

b）．

病理組織学的所見：�胞状の胆管拡張部は，正常の
胆管上皮に覆われており，胆管上皮は腫瘍に近づくに

つれて，扁平な上皮細胞から丈の高い円柱状の上皮細

胞に変化していた．腫瘍は粘液産生性の上皮細胞の管

状ないし乳頭状の増殖よりなり，胆管内に限局し，胆

管壁への浸潤は認めなかった．また，腫瘍間質は狭い

線維血管性結合織よりなっており，間葉系細胞の増生

は認めなかった．一部に核腫大，核のクロマチンの増

加を伴う軽度の核異型を認めたが，核は基底膜側に規

則的に配列し，構造異型は見られなかった．以上の所

見から肝内胆管腺腫と診断した（Fig. 5a，b）．PAS

染色（Periodic acid Schiff reaction）では，腺腫細胞の

細胞質の腺腔側には濃染した粘液を有していたが，腺

Fig. 5 Histological findings of the tumor（a. H-E stain×50, b. H-E stain×400, c. PAS

（Periodic acid Schoff）stain×100）. The papillary tumor was located within the fibro-

muscle layer of the bile duct（a）. The arrangement of the tumor cells, which had

some atypism, was not disturbed（b）. The cytoplasm of the tumor cells was stained

by PAS. Mucinous fluid in the gland or the intrahepatic bile duct was not detected

（c）.

a

c

b
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Table 1　Reported cases of intrahepatic bile duct adenoma in Japan

Type of 
tumor

Dilation of 
bile ductSiteSize（mm）PatientYearAuthers

papillary＋intraductal？53, F1986Jinno11）

nodular－subcapsular827, M1987Yamamoto1）

nodular－subcapsular337, F1988Kaneko2）

nodular－subcapsular543, M1988Kaneko2）

nodular－subcapsular7 × 241, M1990Horibe3）

nodular－subcapsular549, F1990Hachiya4）

nodular－？1062, F1991Kobayashi5）

nodular－subcapsular437, F1991Kiyomatu6）

papillary＋intraductal？63, F1991Murakami12）

nodular－subcapsular443, M1993Yajima7）

nodular－subcapsular1 ～ 5, multiple44, M1994Kashihara8）

nodular－subcapsular22 × 20 × 1059, F1995Hasebe10）

nodular－subcapsular1867, F1999Masuda9）

papillary＋intraductal27 × 1372, M2002Our case

F : female, M : male

腔内および肝内胆管内に粘液の貯留は認めなかった

（Fig. 5c）．

考 察

肝内胆管腺腫の本邦報告例は，検索しえた範囲（医

学中央雑誌 1980～2000）で 1986 年の最初の報告以来，

本例を含め 14 例1）～12）とまれな疾患である．これらの報

告によると，年齢は 27～72 歳，男性 6例，女性 8例と

好発年齢および性差は認めず，大きさは 3～27mm，平

均 8.75mm，単発例が 13 例，多発例 1例であった．11

例が腫瘤形成型，3例が胆管内発育型であり，腫瘤形成

型の 10 例が肝被膜直下に存在していた（Table 1）．画

像診断上の特徴として，MRI，CTでは腫瘍は緩徐な造

影効果を認めるが，血管造影では明らかな tumor stain

は認めない9）とされている．また，Hasebe ら10）は胆管腺

腫からの胆管細胞癌発生例を報告している．本症例で

は腺腫細胞に軽度の核異型がみられたが，明らかな腺

癌病変は認めなかった．

本疾患以外に充実性病変を伴う肝�胞性病変の鑑別
診断としては，肝膿瘍，肝�胞腺腫，肝�胞腺癌，中
心部壊死を伴う転移性肝癌が考えられる．これらの術

前鑑別の手段としては，�胞性病変が描出可能で，胆
道系の粘液貯留の影響を受けないMRCPが有用と思

われる．さらに，胆道系との交通を判断可能な drip

infusion cholangiography by computed tomography

（DIC-CT）を組み合わせることにより，正確な診断が

可能と考えられる．また，これらの鑑別診断法として

術中超音波診断も有用と考えられる．本症例では，術

中超音波検査により�胞が肝内胆管の拡張に由来する
こと，�胞内の腫瘍の伸展が胆管内にとどまっている
ことを正確に診断できた．したがって，肝�胞性疾患
の手術の際，術中超音波検査は，質的診断，進展度診

断を行う上で不可欠といえる．ただし，肝�胞腺腫，
肝�胞腺癌は一般的に胆管との肉眼的交通を認めない
とされてはいるが，実際には肝�胞腺腫で，1980 年以
降の報告を集計すると 46 例中 12 例（26％），肝�胞腺
癌では，1970 年以降 121 例中 17 例（14％）に�胞性腫
瘍の胆管交通の本邦報告例があり，これらの鑑別は容

易ではない．

病理所見上，本症例における�胞壁は胆管上皮で構
成されており，軽度の炎症性変化を認めたものの，病

変部以外に腫瘍細胞を認めなかった．このことから�
胞部は，限局性に拡張した肝内胆管であると考えられ，

�胞壁が腫瘍細胞で形成される�胞性腫瘍，あるいは
単純性�胞の壁の一部が腫瘍化した場合とは異なる所
見であり，本症例が肝内胆管限局性拡張から発生した

肝内胆管腺腫と診断する根拠となった．

一方，肝内胆管の拡張を伴う肝内胆管腺腫の報告は

現在までに 2例あるが，これらの症例での胆管拡張は

限局性でなく，病変部より肝内末梢側の胆管拡張であ

り，本症例は肝内胆管の限局性�胞状拡張を呈した点
で特徴的と言える．先天性肝内胆管拡張症は臨床的に

考えにくく，また，拡張胆管の粘膜下の炎症所見は軽
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度で，間質の線維化は見られず，慢性炎症所見はない

ため，このような形態を生じた病因に関しては特定で

きなかった．
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A Case of Tubulopapillary Adenoma Arising from the Cystic-Dilated Intrahepatic Bile Duct
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A 72-year-old man was found by computed tomogram（CT）to have a cystic liver lesion 3 cm in diameter.
Magnetic resonance imaging（MRI）showed a tumor in the cystic liver lesion, not connected with the intrahe-
patic bile duct. Intraoperative ultrasonography（US）showed a papillary tumor arising from the intrahepatic
bile duct wall with topically cystic dilation. We conducted partial hepatectomy. Histological findings showed
tubulopapillary adenoma of the topically and cystically dilated liver bile duct. We should consider such disease
in diagnosis of the cystic liver disease.
Key words：intrahepatic bile duct adenoma, cystic tumor in the liver
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