
はじめに

原発性硬化性胆管炎は潰瘍性大腸炎（以下，UC

と略記）や胆管癌を合併することが知られている

が，胆�癌はまれである．今回，われわれは胆�
結石と胆�癌を合併した原発性硬化性胆管炎の 1

例を経験し，約 3 年間の自然経過の中で肝外胆管

の拡張から高度狭窄に至る著しい変化を観察しえ

たので，文献的考察を加え報告する．

症 例

症例：78 歳，女性

主訴：腹痛，嘔吐

既往歴：73 歳時に狭心症のため冠動脈バイパ

ス術．その他糖尿病，高血圧，高脂血症で薬物治

療中．

家族歴：特記事項なし．

現病歴：以前より胆�結石を指摘されていた．

1999 年 10 月に胆�炎のため当院入院．ERCP で

肝外胆管径 18mm，胆�管径も合流部で 14mm

と拡張し，肝内胆管に異常は認めなかったが，こ

の時手術は行わず外来経過観察とした（Fig. 1A）．

その後 2000 年 12 月，不安定狭心症および胆管炎

で勤医協中央病院入院．ERCP で胆管結石は認め

ず，内視鏡的経鼻胆管ドレナージ（以下，ENBD

と略記）チューブ造影上，肝外胆管径は以前と比

べて径 6mm に狭窄しており，肝内胆管 B3，B8

にも不整狭窄像を認めた（Fig. 1B）．しかし，心疾

患などの全身状態を考慮してそれ以上の精査・治

療は行わなかった．

2002 年 5 月夜間より腹痛， 嘔吐あり当院受診．

胆石発作と診断し精査加療目的で同院入院となっ

た．

入院時現症：身長 143cm，体重 48kg．黄疸，貧

血なし．腹部は平坦で軟，圧痛なし．前胸部正中

に手術瘢痕を認めた．

入院時血液検査 ： WBC 4,700�mm3 ， RBC

287×104�mm3，Hb 10.1g�dl，Ht 29.1％，Plt

14.7×104�mm3，CRP 0.7mg�dl，AST 20IU�l ，
ALT 36IU�l ，LDH 467IU�l ，ALP 393IU�l ，

γ-GTP 218IU�l，T-Bil 0.5 と軽度の貧血，胆道系酵

素の軽度上昇を認めるも黄疸や炎症反応は認めな

かった．腫瘍マーカー CEA，CA19―9 は正常，抗
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核抗体や抗好中球抗体（以下，p-ANCA と略記）な

どの自己抗体は陰性であった．HLA の検索は行わ

なかった．

腹部超音波検査：胆�内に径 10mm 大の結石

が 2 個認められ，肝内胆管に拡張なく総肝管は肝

門部で不鮮明となっていた．

腹部造影 CT：肝内胆管拡張なく，総肝管が著

明に狭窄し胆�管の�状拡張を認めた．

上部消化管内視鏡検査，大腸内視鏡検査：いず

れも異常は認めなかった．

ERCP：肝外胆管は径 1～2mm と広範囲で糸状

に狭窄し，一部に憩室様変化を認めた．肝内胆管

Fig. 1 ERCP showed dilatation of extrahepatic bile duct 18 mm in diameter in Au-

gust 1999（A）. Cholangiogram of endoscopic nasal bile duct drainage tube showed

extensive stricture of extrahepatic bile duct and segmental stricture of intrahepatic

bile duct（arrow head）but dilated cystic duct has no change in December 2000（B）.

Fig. 2 ERCP showed extensive stricture of extrahepatic bile duct similar to thread

in May 2002. There were diverticulum-like outpouchings（arrow head）（A）and seg-

mental stricture of intrahepatic bile duct（B3）（arrow head）. The dilated cystic duct

has no change（B）.
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（B）
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は以前と同様 B3，B8 で不整狭窄を呈していた

（Fig. 2）．

胆管内超音波（IDUS）検査：肝外胆管狭窄部は

均一に壁肥厚しており，同部の擦過細胞診 Class

II，胆汁細胞診 Class I であった．

以上より胆管癌の可能性は低いと考え，胆道造

影所見より原発性硬化性胆管炎（以下，PSC と略

記）と診断した．手術は胆�摘出術にとどめるこ

ととし同年 6 月，腹腔鏡下胆�摘出術および肝生

検を施行した．胆�内に径 10mm 大の混合石 2 個

を認めた．

切除標本所見：胆�体部にわずかに隆起する

2.8×1.5cm 大の上皮性病変を認めた（Fig. 3）．

胆�の病理組織所見：高分化型管状腺癌，深達

度 m，ly0，v0，hinf0，binf0，pv0，a0 bm0，hm0，

em0 と診断した（Fig. 4）．

肝生検の病理組織所見：門脈域の線維化は認め

たが，PSC 特有な胆管周囲性同心円状線維化は認

めなかった．

術後経過は良好でウルソデオキシコール酸 300

mg�日投与，定期検査を行い経過観察中であるが，

術後 20 か月経過した現在まで癌の再発や黄疸は

認めず，画像所見で肝内外胆管にも変化は認めて

いない．

考 察

硬化性胆管炎は種々の原因により胆管周囲に慢

性炎症性線維化が起こり，肝外・肝内胆管の限局

性あるいはびまん性の胆管狭窄や閉塞をきたす疾

患である．原因不明の PSC と続発性硬化性胆管炎

（以下，SSC と略記）に分類される1）．PSC の発生

病因には諸説があるが，免疫学的な異常を背景と

し何らかの外的因子が加わり発症するという考え

方が現時点では有力である2）．また，続発性の原因

としては総胆管結石症，肝内結石症，胆管癌，胆

道手術後，肝外傷後，先天性胆道異常などがあり，

最近では肝動注化学療法後や肝動脈塞栓術後，肝

移植後，後天性免疫不全症候群（AIDS）に関連し

た報告も散見される3）．

Lazaridis らが発表した最新の PSC 診断基準4）

では，病理組織学的所見は除かれ典型的な胆道造

影上の異常が重要とされ，炎症性腸疾患の罹患な

どの臨床所見や 6 か月以上持続する正常上限値の

3 倍以上の ALP 上昇などの血液生化学的所見も

参考とし，前述した SSC を除外することが重要と

された．自験例では以前より胆�結石は指摘され

ていたが，過去の腹部超音波検査で肝内外胆管の

異常は指摘されておらず先天性胆道異常は否定的

であり，総胆管結石症のエピソードや胆道系手術

などの治療，外傷の既往もなかった．一方で胆�
結石の総胆管への落石が慢性的に起こっていたた

め，2 次的線維性胆管狭窄を生じた SSC と考える

こともできる．しかし，Pokorny ら5）は PSC に胆道

結石を合併することがあり，胆道結石のため SSC

の原因とする必要はなく PSC の一部分症とみな

すことを指摘している．SSC は一般に胆管の局所

的狭窄像が特徴であるが，自験例は広範囲の肝外

Fig. 3 The resected specimen showed a slight torous

epithelial lesion on the gallbladder macroscopically

（arrow head）.

Fig. 4 Microscopic findings showed well-differen-

tiated tubular adenocarcinoma of the gallbladder .

（H. E. stain×200）
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胆管狭窄に加え肝内胆管の多発狭窄を認めるこ

と，総胆管結石の存在が証明されないこと，狭窄

部より末梢の胆管の拡張も見られず胆管癌の可能

性も低いこと，胆石術後も胆管狭窄に変化もない

ことから PSC と診断した．

PSC の本邦での疫学的特徴6）は，年齢分布が 20

歳代と 50～60 歳代にピークがある二峰性で，罹患

胆管は肝内外両方 69％，肝内のみ 17％，肝外のみ

14％ であった．臨床症状は黄疸 44％，掻痒感

27％，腹痛 18％，発熱 10％ などで，血液検査所見

では ALT，ALP，γ-GTP 上昇が 80％ 以上に認め

られ，自己抗体では抗核抗体（30％），抗平滑筋抗

体（14％）などが陽性となることがある．PSC

の血清マーカーとして知られている p-ANCA の

陽性率は欧米では約 80％2）と高いが，その抗体価

は PSC の臨床的活動性や肝組織所見との間に相

関はなく病因的意義はないとされている1）．

PSC の合併症では潰瘍性大腸炎や胆管癌が知

られている．Takikawa ら6）の本邦 192 例の報告で

は UC 38 例（20％），慢性膵炎 29 例（15％），胆石

23 例（12％），胆道癌 7 例（4％）であった．胆道

癌の中ではほとんどが胆管癌であり胆�癌の報告

はまれで，Rosen ら7）は胆道癌 30 例中胆�癌 4 例

と報告している．胆�癌の本邦報告例は，われわ

れが検索しえた限りでは論文となっているものは

2 例8）9）のみで，いずれも UC を合併しており PSC

単独で胆�癌を合併することはきわめてまれであ

る．

また，発症年齢に二峰性ピークを示す本邦では

年齢により臨床的相違が見られる．自験例のよう

な 70 歳以上の PSC は Takikawa ら6）の報告では

192 例中 24 例（12.5％）と少ないが，40 歳未満と

40 歳以上で比較すると，前者では欧米の症例のよ

うに抗核抗体陽性率が低く，炎症性腸疾患の合併

率が高く（39％），膵炎の合併率が低い特徴がある．

一方，後者では抗核抗体陽性率と膵炎の合併率が

高く（22％），炎症性腸疾患の合併率は低く（9％），

罹患胆管では半数近くが肝外胆管もしくは肝内胆

管に限局している特徴がある．

PSC に対する治療は，薬物治療，内視鏡的治療

（拡張術やステント挿入），外科的治療（肝移植を

含む）とさまざまである．自験例で行った薬物治

療ではウルソデオキシコール酸を使用したが，諸

家の報告で生化学的検査値の改善は認めているが

胆管狭窄の進行を抑制する効果は乏しいとさ

れ10），今後起こりうる胆管狭窄に対しては内視鏡

的あるいは外科的処置が必要と考えられる．

また，自験例では約 3 年間の比較的短期間に肝

外胆管の拡張から著明な狭窄に至る経時的変化を

偶然にも観察しえたが，文献的にも例がない．

Porayko ら11）は診断時無症状の PSC 45 例を 75.2

か月経過観察し，うち 34 例（76％）が臨床症状，

胆管像，肝組織像に進行を認め，14 例（31％）が

肝不全となり死亡または肝移植を要したと報告し

ている．自験例は現在，術後 20 か月経過している

が胆管狭窄に進行はなく，黄疸などの臨床症状も

現れていない．今後も慎重に経過観察していく必

要がある．

PSC の予後について生存期間中間値は診断後

11.9～12 年12）13）とされているが，胆道癌を合併する

と Rosen ら7）は診断後生存期間中央値 5 か月で

あったと報告しておりきわめて予後不良である．

外来経過観察するうえで胆道癌発生の可能性を常

に念頭に置き，定期検査を行っていくことが重要

である．
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A Case of Primary Sclerosing Cholangitis with Gallbladder Carcinoma Showed
Remarkable Stricture of the Bile Duct

Makoto Yoshida1）2）, Takashi Hara2）, Setsuji Takanashi2）, Masahiro Ishigo-oka1）,
Motoya Kashiyama1）and Hideaki Kawashima1）

1）Department of Surgery, Kin-ikyo Sapporo-Nishiku Hospital
2）Department of Surgery, Kin-ikyo Chuo Hospital

A 78-year-old woman admitted for cholecystitis with gallstones in August 1999 was found in endoscopic
retrograde cholangiopancreatography（ERCP）to have a dilated extrahepatic bile duct 18 mm in diameter. She
had been admitted elsewhere for cholangitis in December 2000. ERCP showed extensive stricture of extrahe-
patic bile duct without bile duct calculus and segmental stricture of intrahepatic bile duct. Given her general
condition, no further examination was done. She was seen for abdominal pain and vomiting and was admitted
for a thorough examination in May 2002. ERCP showed severe and extensive stricture of extrahepatic bile
duct similar to a thread and diverticulum-like outpouchings and segmental stricture of intrahepatic bile duct

（B3 and B8）. Under a diagnosis of primary sclerosing cholangitis, we conducted laparoscopic cholecystectomy
with liver biopsy. We found 2 gallstones and a slight torous epithelial lesion 2.8×1.5 cm on the gallbladder.
Histopathological diagnosis was well-differentiated tubular adenocarcinoma of the gallbladder confined to the
mucosa. The postoperative course was uneventful, involving oral administration ursodeoxycolic acid at 300
mg per day. Regular checkups have shown no recurrence of carcinoma or jaundice during follow-up, and no
change has been seen in the bile duct.
Key words：sclerosing cholangitis, gallbladder carcinoma, bile duct dilation
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