
はじめに

過誤腫は，非腫瘍性の先天性奇形あるいは生後

の組織発達の誤りで組織構成成分様式に異常をき

たし，限局性に腫瘤を形成するものとされている．

このうち，十二指腸に発生した過誤腫は非常にま

れであり，特に十二指腸乳頭部に発生した過誤腫

は本邦ではこれまでに 1例が報告1）されているに

過ぎない．

今回我々は，本邦 2例目の報告となる十二指腸

乳頭部過誤腫を経験し，経十二指腸的乳頭全切除

にて切除しえたので，これまでの十二指腸過誤腫

切除例の報告とともに若干の文献的考察を加え報

告する．

症 例

患者：69 歳，男性

主訴：なし．

既往歴：30 歳 急性虫垂炎，59 歳 糖尿病，68

歳 早期胃癌

家族歴：特記すべきことなし．

現病歴：平成 13 年 5 月 10 日，胃検診での上部

消化管内視鏡検査で，胃角部の隆起性病変と十二

指腸乳頭部の腫大を指摘された．胃病変は生検に

て高分化型腺癌と診断されEMRを施行された．

乳頭部病変は生検では悪性所見を認めず，外来に

て経過観察されていた．平成 14 年 6 月 3 日，再検

での乳頭部生検で腺腫と診断されるも高分化型腺

癌も疑われるため手術目的にて入院となった．

入院時現症：身長 165cm，体重 62.7kg，体温

36.8℃，脈拍数 62 回�分，血圧 122�86mmHg．腹
部所見には，特に異常は認められなかった．

入院時血液検査所見：血液生化学検査では，糖

尿病による血糖値の異常を認めるのみで，貧血・

肝機能異常・膵酵素異常はなく，腫瘍マーカーも

CEA 3.7ng�ml，CA19-9 8U�ml，DUPAN-2 55U�
ml，SPan-1 3U�ml とすべて正常値であった（Ta-
ble 1）．

上部消化管内視鏡検査：十二指腸乳頭部は腫大

を認め表面平滑で発赤を伴っていた（Fig. 1）．生

検では異型性の乏しい高分化型腺癌が疑われ，腺

腫との鑑別が困難であると診断された（Fig. 2）．

また，EUSでは病変の筋層への浸潤はみられな

かった．

低緊張性十二指腸造影検査：十二指腸乳頭部

は，立ち上がりが滑らかで表面平滑な陰影欠損像

として描出された（Fig. 3）．

症例は 69 歳の男性．1年前の上部消化管内視鏡検査で，十二指腸乳頭部の腫大を指摘され経

過観察されていた．今回の内視鏡検査では十二指腸乳頭部の腫大と発赤を認め，生検で高分化

型腺癌の可能性ありと診断され手術となった．EUSでは病変部の筋層への浸潤はみられず，

ERCPでも膵管・胆管への浸潤は認められなかった．以上より，経十二指腸的乳頭全切除術を

施行し，腫瘍を完全に切除しえた．病理組織診断はmyoepithelial hamartoma であった．十二

指腸乳頭部の過誤腫は，我々が検索しえた限りでは，本邦報告は 1例のみであり，自験例は 2

例目で非常にまれな疾患であった．乳頭部腫瘍の中には，過誤腫も考慮に入れておく必要があ

ると考えられた．
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Table 1　Laboratory data on admission

 ZTT 6.7 K.UBlood chemistryBlood cell counts

 TTT 2.0 K.U TP 6.3 g/dl WBC 4,550 /ul

 BUN 18.1 mg/dl Alb 4.0 g/dl RBC 455 × 104 /ul

 Crea 0.71 mg/dl T. Bil 0.6 mg/dl Hb 13.1 g/dl

 Na 141 mEq/l GOT 31 IU/l Hct 40.9 %

 K 3.7 mEq/l GPT 28 IU/l Plt 18 × 104 /ul

 Cl 104 mEq/l LDH 277 IU/lTumor Markers

 FBS 148 mg/dl ALP 315 IU/l CEA 3.7 ng/ml

 HbA1 10.0 % LAP 58 IU/l CA19-9 8 U/ml

 HbA1C 7.4 %  γGTP 26 IU/l DUPAN-2 55 U/ml

 ChE 284 IU/l Span-1 3.0 U/ml

 Amy 120 IU/l

ERCP：膵管がやや拡張しているものの，膵

管・胆管共に不整狭窄像などはなく，乳頭部腫瘍

の膵管・胆管への浸潤はなかった（Fig. 4）．

以上の所見より，仮に乳頭部癌であっても粘膜

内癌と考えられ，まず局所切除を行い術中迅速病

理診断の結果により追加術式を検討する予定で，

平成 14 年 9 月 5 日，手術を施行した．

手術所見：右肋弓下切開にて開腹し，Kocher

授動後，まず胆�摘出を行った．次に総胆管を切
開し，チューブを十二指腸まで誘導，十二指腸を

長軸方向に約 3cm切開した．続いて十二指腸乳頭

部より 4 Fr Fogarty� Arterial Embolectomy Cat-

heter（Edward Lifescience，USA）（以下，Fogarty�

Catheter）を挿入し，拡張させたバルーンで乳頭部

を牽引し，腫瘍を含めた乳頭全切除を行った（Fig.

5）．術中迅速病理診断では，異型の強い病変では

あるが，切除断端はすべて陰性との診断が得られ

た．よって乳頭形成術を行い，最後に主膵管に 5

Fr 膵管チューブ，総胆管には 6号 T-tube を留置

して手術を終了した．

切除標本所見：腫瘍は，10×11mm大で，表面

平滑であった（Fig. 6）．

病理組織学的所見：腫瘍は，拡張あるいは小型

の腺管と肥厚した平滑筋が絡まるように増生して

おり，表層を被う上皮には異型性を示す部分もあ

るが悪性とはいえず，病理組織学的には，myoepi-

thelial hamartoma と診断された（Fig. 7）．

Fig. 1 Upper gastrointestinal endoscopy showed the

swelling and redness of duodenal papilla.

Fig. 2 Histopathological findings of biopsy showed

that it was difficult to diagnose whether adenoma

or well differentiated adenocarcinoma．（H.E. stain×

40）
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術後経過：術後の合併症はなく順調に経過し，

26 日目に膵管チューブ，28 日目にT-tube を抜去

し，上部消化管内視鏡検査にて乳頭形成部を確認

の後 33 日目に退院した（Fig. 8）．

考 察

十二指腸の良性腫瘍は比較的まれな疾患であ

り，その中ではブルンネル腺腺腫の占める割合が

最も多いと報告されている2）．しかし，近年，ブル

ンネル腺腺腫は真の腺腫ではなく，厳密には過形

成と過誤腫の 2つから成るとの報告が散見されて

きている．このうち十二指腸過誤腫は，先のブル

ンネル腺腫の過誤腫以外にも，筋上皮性過誤腫が

報告されており，また Peutz-Jeghers 症候群，若年

性ポリポーシス，若年性大腸ポリポーシス，Cow-

den，Cronkhite-Canada 症候群に合併した腺腫の

中にも過誤腫が存在するとされている．今回，我々

が医中誌で検索しえた限りでは，十二指腸過誤腫

の本邦報告例（会議録を除く）は自験例を含め 21

例であった（Table 2）．しかし，21 例中 16 例と多

くはブルンネル腺過誤腫であり，自験例と同様の

Fig. 3 Hypotonic duodenography showed that duo-

denal papilla of was recognized as filling defect with

smooth surface（arrow）.

Fig . 4 Endoscopic retrograde cholangiopancrea-

tography showed that pancreatic duct and bile duct

was not involved by the tumor.

Fig. 5 Scheme of the operation

Fig. 6 Resected specimen showed that the tumor

had red smooth surface and was 10×11mm in di-

ameter.
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筋上皮性過誤腫は 2例のみであった．また，部位

別にみても十二指腸乳頭部に発生した過誤腫の報

告は，窪田ら1）の 1 例のみであり，自験例は本邦 2

例目の報告であった．

十二指腸過誤腫の本邦報告 21 例の特徴は，男女

比 9：12，平均年齢 55 歳（3～78）であり，発生部

位は球部 16 例（76％），下行脚 3例（14％），乳頭

部 2例（10％）であった．症状は腹部症状が 9例，

下血が 5例，症状なく検診にて発見されたのもが

4例，血液検査異常が 2例で，乳頭部の 1例は閉塞

性黄疸で発見されていた．21 例中出血を伴う所見

（貧血・吐下血など）を認めた症例が 8例あった．

また，13 例が手術的切除を受け，8例には内視鏡

的切除が行われていた．術式は，経十二指腸的腫

瘤切除術 7例，幽門側胃切除術 2例，膵頭十二指

腸切除術 2例，十二指腸部分切除 1例，経十二指

腸的乳頭全切除術 1例であった．本疾患は本来良

性疾患であるが，術前良性と考えられた症例は 16

例であり，3例は癌あるいは肉腫が疑われた．前述

した窪田らの乳頭部過誤腫に対しては腫瘍が総胆

管内にまで占居していたため幽門輪温存膵頭十二

指腸切除術が行われていたが，自験例は経十二指

腸的乳頭全切除術を行い完全に切除しえた．窪田

らの症例は 2年，自験例は 11 か月，それぞれ再発

なく経過している．

一般に，十二指腸乳頭部に発生する腫瘍の多く

は癌腫であるが，良性であれば乳頭全切除も適応

になるとされている．この際，たとえ良性腫瘍で

あっても完全切除がなされなければならないが，

切除後の乳頭形成を考慮すると必ずしも切除断端

がすべて陰性にならないこともある．この点につ

いては，高橋ら3）は胆管および膵管の切除は腫瘍か

ら十分距離をおいた切除を奨励しているが，田中

ら4）は 1cm以上の胆管膵管の切除は狭窄をきたす

可能性があると述べている．自験例は，若干の工

夫として十二指腸乳頭部よりFogarty� Catheter

を挿入し，バルーンを拡張させ乳頭部を挙上する

ことで，直接腫瘍に接触することなく腫瘍基底部

の切離線が明確となり，必要最小限の切除が可能

であった．

一方，乳頭部癌であっても粘膜内癌であればリ

ンパ節転移がみられないため，経十二指腸的乳頭

全切除の適応になると報告されている．しかし，

内視鏡下生検では組織量が少なく良悪性の診断が

困難なことも多く，また進達度診断ができないた

め乳頭部切除の適応を決めるのは難しい．これに

対し，須山ら5）や伊藤ら6）は超音波内視鏡検査（以

下，EUS）が乳頭部癌の進達度診断に有用であり，

また管腔内超音波検査が胆膵管内進展や oddi 筋

層を明瞭に描出でき，乳頭部局所切除の適応を決

める上に欠かすことのできない検査法であること

を指摘している．自験例も，術前内視鏡下生検で

Fig . 8 Postoperative upper gastrointestinal endo-

scopy showed good bile discharge at papilloplasty.

Fig . 7 Histological diagnosis of the specimen was

myoepithelial hamartoma．（A：H.E. stain×40, B：Im-

munohistochemistry used antibody against smooth

muscle actin×100）
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Table 2　Summary of 21 cases of hamartoma of duodenum

ReferencesHistologyTherapySize（mm）SiteSymptomSexAgeAuthorYear

Jpn J Gastroenterol, 
73：28―31

Burnner’ s gland hamartomadistal partial gastrectomy30 × 20first portionasymptomM59SAKAGUCHI1976

J Jpn Soc Clin Surg, 
43：1101―1108

Burnner’ s gland hamartomacut in the duodenum and 
resection

45 × 25 × 25first portiontarry stool and epigastralgiaF43NISHI1981

Pathol Clin, 2：1506―1511Burnner’ s gland hamartomapartial duodenal resection55 × 53 × 352nd portiontarry stoolM32KOBAYASHI1984

Stomach and Intestine, 
21：1027―1030

Peutz-Jeghers syndromeendoscopic resection15 × 20 × 202nd portioneructationM46USHIJIMA1986

Hiroshima J Med Sci, 
36：267―270

Burnner’ s gland hamartomacut in the duodenum and 
resection

40 × 25first portionhematemesis and melenaF61MATSUYAMA1987

Hokkaido J Surg, 33：243―
246

Burnner’ s gland hamartomapancreaticoduodenectomy45 × 26 × 26first portionabdominal distentionF65KAWASHIMA1988

Endoscopy, 21：37―38Burnner’ s gland hamartomaendoscopic resection25 × 15first portionupper abdomial discomfortF51MATSUI1989

Surg Ther, 34：1089―1093Burnner’ s gland hamartomadistal partial gastrectomy8 × 8first portionupper abdomial discomfortM78YAMAGUCHI1992

J Iwamizawa Municipal 
General Hosp, 18：135―139

Burnner’ s gland hamartomaendoscopic resection30 × 30 × 30first portionanemia and general fatigueF43IDE1992

Stomach and Intestine 1993, 
28：671―676

Burnner’ s gland hamartomacut in the duodenum and 
resection

65 × 30 × 25first portionvertigo and general fatigueF76SHIMURA1993

J Tokyo Women’s Med Uni, 
64：1032―1036

Burnner’ s gland hamartomacut in the duodenum and 
resection

55 × 34 × 20first portiontarry stool and palpitationF59ISHIKAWA1994

Med J Osaka Prefectural 
Hosp, 17：71―74

Burnner’ s gland hamartomaendoscopic resection30 × 20first portionabnormality of labodataF75MIYAMOTO1994

Jpn J Gastroenterol Surg, 
30：2287―2291

Burnner’ s gland hamartomacut in the duodenum and 
resection

55 × 50 × 35first portionemesis and anemiaM25KOJIMA1997

J Tokyo Women’s Med 
Uni, 67：93―97

myoepithelial hamartomapylorus preserving pan-
creaticoduodenectomy

23 × 20 × 18duodenal papillaabnormality of labodataF56KUBOTA1997

Gastroenterol Endosc, 
39：1219―1224

Burnner’ s gland hamartomaendoscopic resection10 × 11 × 16first portionasymptomM65SAKAKIBARA1997

J Jpn Soc Clin Cytol, 
38：441―444

Burnner’ s gland hamartomaendoscopic resection42 × 15 × 11first portionasymptomM70HABA1999

Jpn J Gastroenterol, 
97：449―454

Burnner’ s gland hamartomacut in the duodenum and 
resection

70 × 30 × 30first portionnauseaF66ITO2000

Gastroenterol Endosc, 
42：61―67

Burnner’ s gland hamartomaendoscopic resection43 × 20 × 20first portiontarry stoolM66YONEDA2000

J Jpn Soc Clin Surg, 62：
1654―1660

hamartomacut in the duodenum and 
resection

20 × 20first portionnot shownF 3KISHIKAWA2001

Gastroenterol Endosc, 44：
768―773

hamarutomaendoscopic resection25 × 192nd portionupper quadrant painF56SAITOH2002

our casemyoepithelial hamartomapapillectomy10 × 11duodenal papillaasymptomＭ69our case2003
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は腺腫と癌腫の鑑別がつかなかったが，EUSでは

仮に癌腫であっても筋層まで浸潤していないと診

断されたため，まず乳頭全切除を選択した．

また，近年乳頭部癌に対しても，内視鏡的乳頭

部切除が行われている．しかし，伊藤ら7）や安藤ら8）

は，内視鏡的乳頭部切除は長期予後の検討が不十

分であることや腫瘍遺残の問題も指摘している．

自験例は確実な方法として経十二指腸的乳頭全切

除術を選択した．自験例のように術前に診断がつ

かない症例に対しては，全生検としての内視鏡的

乳頭部切除も考えられると思われた．
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A Rare Case of Hamartoma of Duodenal Papilla

Kunihiro Yamasawa , Seiji Yano , Makoto Koike , Tomoko Itagaki , Yoshinori Kitamura , Koji Hashimoto ,
Masayuki Itakura, Yoshinori Nio, Tetsuya Higami and Riruke Maruyama＊

First Department of Surgery and Pathology＊, Shimane Medical University

A 69 year-old man underwent a gastrointestinal endoscopic examination（GIEE）one year ago from which
the only abnormal finding was swelling of the duodenal papilla. However, a current GIEE showed swelling and
redness of the duodenal papilla. A biopsy was performed, and the histological examination indicated a sus-
pected well differentiated adenocarcinoma. Endoscopic ultrasonography showed that the tumor occupied only
the mucosal layer. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography revealed that the tumor had invaded
neither the pancreatic duct nor the bile duct. Therefore, an operative papillectomy was undertaken and the
tumor at the duodenal papilla was completely resected. The final histopathological diagnosis was myoepithe-
lial hamartoma.

Hamartoma of duodenal papilla is a very rare case, which has been reported in 2 cases including ours in
the Japanese literature. It is considered that tumors of the duodenal papilla will rarely include hamartoma.
Key words：hamartoma, duodenal papilla, papillectomy
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