
はじめに

膵膿瘍は，膵実質に近接して膿が貯留した状態

で，壊死組織がないか，あってもごくわずかで，

急性膵炎や膵外傷の結果生じる1）とされている．最

近，我々は膵炎や膵外傷の臨床経過がなく，画像

所見から総合的に膵頭部のmucinous cystic tu-

mor（以下，MCTと略記）と診断して切除したが，

病理組織学的には膵膿瘍であった 1例を経験した

ので若干の考察を加え報告する．

症 例

患者：39 歳，女性

主訴：心窩部不快感

既往歴・家族歴：特記すべきことなし．

現病歴：2001 年 7 月，心窩部不快感を主訴に近

医を受診した．USで膵頭部に直径 4cmの腫瘤影

を指摘された．他院で施行された上部消化管内視

鏡では十二指腸に異常所見を指摘されなかった．

精査，加療目的で当院を紹介受診となった．

入院時現症：身長162cm，体重53kg，体温37.0℃．

腹部は，平坦，軟で圧痛はなく腫瘤を触知しなかっ

た．背部に叩打痛もなかった．

初診時検査所見：CRP 1.0mg�dl，WBC 10,500�
mm3 と軽度の炎症所見を認めた．HbA1c は

5.1％，空腹時血糖は 90mg�dl であった．腫瘍マー
カー（CA19―9，CEA，Elastase）はいずれも正常

値であった．

腹部超音波検査所見：膵頭部に類円形，境界明

瞭な直径 4cmの多房性�胞を認め，�胞内の隔壁
の一部には acoustic shadowを伴う strong ech-

oes があり，石灰化を疑った（Fig．1）．

腹部CT所見：境界明瞭な多房性�胞性病変と
して描出された．造影CTでは隔壁形成を来して

いる充実性と考えた部分に濃染像を認めた（Fig．

2）．石灰化を認めなかった．

Magnetic resonance cholangiopancreatogra-

phy（以下，MRCPと略記）：主膵管および総胆管

の拡張はなく，病変は多房性�胞の像を呈してい
た．また病変部と主膵管との交通は明らかではな

かった（Fig．3）．
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症例は 39 歳の女性で，心窩部不快感を主訴としUSで膵頭部の腫瘤を指摘され当院を紹介

受診となった．膵炎や腹部外傷の既往はなく，血液生化学検査では軽度の炎症所見を認めるの

みであった．CTで膵頭部に辺縁が濃染し内部に隔壁を有する多房性�胞を認めた．各種画像
診断を総合してmucinous cystic tumor（MCT）を疑い幽門輪温存膵頭十二指腸切除術を施行

した．摘出標本の割面では膿を貯留する膿瘍腔と粘液を貯留する�胞が集簇していた．また十
二指腸球部にて十二指腸内腔と病変は交通していた．十二指腸壁に線維化などの潰瘍に伴う

変化を認めなかったことから十二指腸潰瘍の穿通というより膵膿瘍の十二指腸穿破と最終診

断した．本例では病理診断から結果的には経過観察が選択の 1つとなる症例であったが，悪性

化所見を疑うMCTと診断したこと，全身状態良好な 39 歳という若年で本手術も過大侵襲と

はならないと判断して手術に踏み切った．



以上より膵�胞性腫瘍で特にMCTを疑い，平
成 13 年 9 月，幽門輪温存膵頭十二指腸切除，Child

変法による消化管再建術を施行した．手術所見は

膵頭部周囲に若干の癒着を認めたが，その他に明

らかな炎症所見はなかった．腹水，リンパ節腫大

を認めなかった．

摘出標本の肉眼所見：膵頭部に腫瘤を触知し

た．十二指腸球部において，十二指腸内腔には潰

瘍瘢痕を伴わない膵病変の中心部へ引き込まれて

いるような粘膜のひきつれと表現される深い陥凹

を認めた（Fig. 4a）．腫瘍の割面では境界明瞭な白

色調の線維化した領域の内部に，黄白色の内容液

を貯留する膿瘍腔と内腔平滑で無色透明の粘液を

貯留する�胞の集簇が存在した（Fig. 4b）．膿瘍腔

Fig. 1 Ultrasonography revealed a regular-shaped multi-locular cystic hypoechoic

lesion（white arrow）. There are strong echoes with acoustic shadow in the lesion

（black arrow）.

Fig. 2 Contrast-enhanced CT showed well-defined macrocystic mass with a thick

dense-enhanced capsule（arrow）.
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と主膵管や分枝膵管との間に交通を認めなかっ

た．

膿の細菌学検査では，Aerococcus viridans と

Streptococcus mitis が検出された．副乳頭，Vater

乳頭には異常所見はなく，主膵管の拡張を認めな

かった．

病理組織検査：明らかな腫瘍性病変はなく，肉

眼所見に一致して厚い線維性結合織に囲まれた領

域の内部に膿瘍腔と，丈の低い一層の上皮細胞で

被覆された�胞状に拡張した分枝膵管を多数認め
た（Fig. 5a）．拡張分枝膵管が破綻し，膿瘍腔と交

通する像を多く認めた．十二指腸球部の壁全層が

線維化巣の中心部に引き込まれており，腫瘍内腔

と十二指腸内腔とが交通していたものと考えられ

た．病変の中心部は膿瘍，肉芽が形成されており，

ここに十二指腸壁が陥入して内腔と交通していた

Fig. 3 MRCP revealed a multi-locular cystic lesion of

the pancreas without evidence of connection be-

tween the lesion and main pancreatic duct（arrow）.

Fig. 4 a：Resected specimen showed an indentation

at the duodenal cap（arrow）. b：The cut surface of

the lesion revealed a white color rim and cavities of

abscess.

Fig. 5 a：Inside of the peripheral of the lesion is

covered with single layer of columnar epithelium.

（H.E. ×100）b：In the portion of the communica-

tion between the cystic lesion and duodenal lumen,

there was no inflammatory changes suggesting a

duodenal ulcer in the past.（H.E. ×2）
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（Fig. 5b）．十二指腸粘膜から粘膜下層の線維化が

みられず，十二指腸壁自体の変化が軽度なことや，

分枝膵管に異常があることから，十二指腸潰瘍が

穿孔して生じた病変というより膵頭部に何らかの

原因で感染が生じて形成された膵膿瘍が，十二指

腸に穿破したと最終的に診断した．

患者は 40 病日退院し，2年 2か月の現在，特に

腹部症状を認めず元気に家庭生活を送っている．

体重は術前値まで回復している．

考 察

膵膿瘍は重症急性膵炎の合併症として多くは挙

げられており，通常急性膵炎や膵外傷の後，4週間

以降に生じ，膵に近接して膿が貯留した状態であ

る．組織所見では，線維性または線維化を伴う炎

症性隔壁に囲まれており，壊死組織がないか，あっ

てもごくわずかの状態であると定義されてい

る1）．本症例は，病理組織学的にはこの定義と一致

するが，明らかな膵炎症状，膵外傷の既往がない

ことから臨床経過が異なる．

また，膵膿瘍の上部消化管への瘻孔形成の報告

は 1975 年にMason ら2）の報告が最初でその後，散

見される．本邦では，医学中央雑誌において 1983

年から現在まで 6例が報告されているが，いずれ

も急性膵炎後に生じたもので本症例とは臨床経過

が異なる3）～8）．

本症例は，各種画像診断において厚い被膜に覆

われた境界明瞭な多房性の�胞性病変で，造影
CTで濃染される隔壁は充実性の成分として描出

されること，MRCPにて主膵管と交通が明らかで

ないことなどMCTの所見と一致し，患者が女性

であったこともMCTを疑わせる要因であった．

しかしMCTが膵頭部に発生する頻度は 3.8―7.1％

と報告されており9）～11），まれである．

Zamboni ら9）は 56 人のMCTの報告例で 14 人

に stromal calcification を認めたと報告している．

本症例においてUSで認めた strong echo は，石灰

化の検出能力の高いCTでは認められず，air で

あった可能性が高い．このように本症例は，画像

上MCTと診断するのに矛盾する点もあった．

さらに，Thompson ら11）によって報告された

MCT 130 例の臨床病理学的検討では，mucinous

cystic neoplasms without atypia の 60 症例の切除

例で平均 8.5 年（2―22 年）の経過観察で 52 人の生

存例，3例の再発生存例と 1例の転移死亡例を報

告し，low grade malignant potential を有すると結

論付けている．たとえMCTであったとしても，早

期の手術は必ずしも要さず，期限を限定した経過

観察が可能であったと思われる．術前に当院で上

部内視鏡を施行せず十二指腸の陥凹所見を捉える

ことができなかったことは反省すべき点である．

術中診断において，悪性を疑う膵�胞性腫瘍の
組織生検は腫瘍細胞を撒布する危険性が高いと考

え，本症例は施行しなかった．

今後は膵�胞性腫瘍の術前診断において，画像
診断に非典型的な点がある場合には，明らかな膵

炎の既往がなくても膵膿瘍が鑑別診断の 1つにな

りうると思われた．

文 献

1）Bradley EL 3rd.：Clinically based classification

system for acute pancreatitis. Summary of the in-

ternational symposium on acute pancreatitis, At-

lanta, Ga, September 11 through 13, 1992. Arch

Surg 128：586―590, 1993
2）Mason HD, Forgash A, Balch HH：Intestinal fis-

tula complicating pancreatic abscess. Surg Gyne-

col Obstet 40：39―43, 1975
3）猪飼伊和夫，松谷泰男，鎌田壽夫：胃，十二指腸，

および空腸瘻を合併した難治性膵膿瘍の 1例．日

消外会誌 29：751―755, 1996
4）大谷彰一郎，向井晃太，徳田直彦ほか：重症急性

膵炎後に膵膿瘍を介して発症したと考えられた

胃・横行結腸瘻の 1例．外 科 64：241―244,
2002

5）小林正直，冨士原彰，秋元 寛：十二指腸通過障

害と十二指腸瘻胆管狭窄を合併した膵膿瘍の 1

例 Interventional radiology（IVR）による治療経

験．日腹部救急医会誌 19：391―396, 1999
6）柴田 滋，西川晋右，大沼裕行ほか：膵膿瘍及び

膿瘍消化管瘻を形成し，救命し得た重症急性膵炎

の 1例．日臨外会誌 59：604, 1998
7）田中誠二，鳥居 明，宮川佳也ほか：膵膿瘍と交

通し特異な内視鏡像を呈した胃瘻孔の 1例．消内

視鏡の進歩 50：348, 1997
8）川地慎一，小川 徹，河瀬晴彦ほか：十二指腸球

部に穿通した膵膿瘍の 1例．高山赤十字病紀

20：93―98, 1996
9）Zamboni G, Scarpa A, Bogina G et al：Mucinous

cystic tumors of the pancreas. Am J Surg Pathol

2004年 8 月 69（1431）



23：410―422, 1999
10）Compagno J , Oertel JE：Mucinous cystic neo-

plasms of the pancreas with overt and latent ma-

lignancy（ cystadenocarcinoma and cystadeno-

ma）. A clinicopathologic study of 41cases. Am J

Clin Pathol 69：573―580, 1978

11）Thompson LDR, Becker RC, Przygodzki RM et

al：Mucinous cystic neoplasm（mucinous cysto-

adenocarcinoma of low-grade malignant poten-

tial）of the pancreas：A clinicopathologic study

of 130cases. Am J Surg Pathol 23：1―16, 1999

A Case of Pancreatic Abscess Mimicking Mucinous Cystic Tumor of the Pancreas

Satoshi Yajima, Susumu Yamasaki＊, Kazuaki Shimada, Tsuyoshi Sano,
Minoru Esaki, Norimasa Koide and Tomoo Kosuge

Hepatobiliary and Pancreatic Surgery Division, National Cancer Center Central Hospital
＊Tochigi National Hospital

A 39-year-old-woman with epigastric discomfort was found in abdominal ultrasonography（US）to have a 4 cm
multilocular cystic lesion in the pancreas head. Laboratory data showed mildly elevated in serum CRP and
WBC count. Contrast-enhanced CT showed a well-defined macrocystic mass with a thick hyperdense capsule.
Image diagnosis suggested mucinous cystic tumor of the pancreas. She underwent pylorus preserving pan-
creatoduodenectomy. The resected specimen showed a cystic mass containing pus on mucinous fluid, which
had a communication into the duodenal lumen. Microscopically, there was neither fibrosis nor inflammatory
changes in the duodenal wall suggestive of previous duodenal ulcer. No neoplastic change in the cystic lesions
in the pancreas was seen. Consequently, the lesion was diagnosed as a pancreatic abscess penetrating to the
duodenum. Short-term observation for this lesion was a therapeutic option considering the low malignant po-
tential of MCT.
Key words：pancreatic abscess, mucinous cystic tumor, penetration to duodenum
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