
Fig. 1 Abdominal CT

Although abdominal CT showed the mild dilatation 

of the left hepatic duct and common bile duct, tumor 

and stenosis of the bile duct was not observed.

症例報告

粘液産生胆管腺腫の 1切除例

宮崎大学医学部第 1外科，同 第 2病理１），同 第 1内科２）

土屋 和代 千々岩一男 甲斐 真弘 大内田次郎
内山周一郎 伊藤 浩史１） 片岡 寛章１） 押川勝太郎２）

粘液産生胆管腫瘍は，臨床的に認識しうるほどの多量の粘液を産生する腫瘍で比較的まれな
疾患である．多彩な臨床症状を呈し診断困難例が多い．粘液産生胆管腫瘍の 90％以上が悪性と
の報告があるが，術前には確定診断や病変の進展度診断が困難なことが多い．今回，我々は約
2年の病悩期間の後切除した粘液産生胆管腺腫の 1例を経験したので報告する．症例は 63 歳の
女性で，2001 年 6 月頃から上腹部痛，嘔気，嘔吐の症状を繰り返し，2003 年 7 月，同様の症状
と黄疸で当院入院．ERCPで Vater 乳頭部開口部の開大と粘液の流出を認め，総胆管から左肝
管内に再現性のない粘液による陰影欠損を認めた．Intraductal ultrasonography で左肝管分岐
部からB2，B3 分岐部にかけて乳頭状の隆起性病変を認めた．術前診断で悪性所見は得られず，
粘液産生胆管腫瘍の診断で拡大肝左葉切除＋左尾状葉切除＋肝外胆管切除術を施行した．病理
組織学的診断は粘液産生胆管腺腫であった．

はじめに
粘液産生胆管腫瘍は比較的まれな疾患で，臨床

症状や画像所見から確定診断が困難なことが多く
病悩期間が長い症例が多い．病理学的には粘液産
生胆管腫瘍のほとんどが悪性であり良性の報告は
極めてまれである．今回，我々は比較的長い臨床
経過の後，腹痛と黄疸の発症で発見された粘液産
生胆管腺腫に対し，術前 intraductal ultrasonogra-
phy（以下，IDUSと略記）で腫瘍の進展範囲を診
断し拡大肝左葉切除を施行した症例を経験したの
で報告する．

症 例
患者：63 歳，女性
主訴：臍上部痛，嘔気，嘔吐
既往歴：41 歳時に大腸癌で右結腸切除術，46

歳時に胆石症で胆囊摘除術を施行．
家族歴：特記すべきことなし．
現病歴：2001 年 6 月下旬，臍上部痛，嘔気，嘔

吐のため近医に入院した．入院時に肝機能障害を

指摘されたが原因不明であった．肝機能は保存的
に軽快した．以後，同様の症状を繰り返すが原因
不明とされ，いずれも自然軽快していた．2003
年 7 月 27 日，症状再燃し当院を受診した．黄疸，
肝機能障害が認められ同日入院した．
入院時現症：身長 154cm，体重 52.5kg ，栄養状

態良好．眼球結膜に黄染を認めた．また，臍上部
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Fig. 2 ERCP and ENBD tube cholangiography（Arrow head shows the irregular-shaped filling defect）

（a）：Orifice of the duodenal papilla was dilated and excretion of the mucin was observed.

（b），（c）：In the common hepatic duct and left hepatic duct, irregular and movable filling defects were noted.

（d）：After the long lasting biliary drainage, neither the dilatation of the left hepatic duct, nor filling defects were de-

tected on the ENBD tube cholangiogram.

に圧痛を認めた．右結腸切除術の傍腹直筋切開の
手術痕と胆囊摘除術の右肋弓下切開の手術痕を認
めた．
入院時血液生化学検査：T-BIL 5.4mg�dl ，D-

BIL 3.6mg�dl ，AST 325IU�L ，ALT 755IU�L ，
γ-GTP 543IU�L ，ALP 1,186IU�L ，WBC 8,100
mm3 ，CRP 0.6mg�dl ，CEA 2.4ng�dl ，CA19―9
14.9U�ml ．黄疸と肝機能障害，胆道系酵素の上昇
を認めた．炎症所見は認めなかった．腫瘍マーカー
は正常範囲であった．
腹部CT：左肝管および左肝内胆管の拡張を認

めたが，明らかな腫瘤形成や結石像は認めなかっ
た（Fig. 1）．
ERCP：Vater 乳頭の開口部は開大し粘液の流

出を認めた（Fig. 2a）．造影で総胆管内と左肝管内
に不整形の透亮像を認めた（Fig. 2b）．左肝管内の
陰影欠損部からの擦過細胞診はClass III であっ
た．減黄のためそのまま左肝内胆管内にENBD
チューブを留置し，その後胆汁細胞診を繰り返し
たがいずれもClass I から II であった．ENBD
チューブ造影では左肝管内に比較的境界明瞭な陰
影欠損を認めたが，圧迫像などで可動性を認め形

態も変化した（Fig. 2c）．また，しばらくドレナー
ジした後の造影では左肝管内の陰影欠損は消失
し，肝内胆管の拡張も消失した（Fig. 2d）．
IDUS：IDUSはガイドワイヤー誘導式の細径

超音波プローブ（UM-G20―29R，オリンパス社）を
用いた．走査方式はメカニカルラジアル方式で周
波数は 20 MHz，挿入部外径は 2mm，適応ガイド
ワイヤー径は 0.035 inch でガイドワイヤー誘導下
に経乳頭的にアプローチして胆道系を観察した
（Fig. 3a）．左右肝管分岐部からB2，B3 分岐部に
かけて粘膜の不整な肥厚と丈の低い不整形の隆起
性病変を認めた（Fig. 3b，c）．左肝管内には粘液
の貯留と思われる超音波像を認めた（Fig. 3d）．総
胆管には異常所見を認めなかった．
血管造影：血管増生像や肝動脈や門脈の口径不

整などの所見は認めなかった．
以上より，左肝管内の粘液産生胆管腫瘍と診断

し，IDUSの所見から病変の進展範囲は左肝管起
始部からB2，B3 分岐部までと判断した．胆管内
の擦過細胞診，数回の胆汁細胞診では癌の確定診
断は得られなかったが，粘液産生胆管腫瘍の大多
数（93％）が悪性であるとの報告１）もあることから，
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Fig. 3 IDUS（Big arrow head indicates the position of the probe（a）, small 

arrow head shows the lesion）　（b）：A small polypoid lesion was detected 

at the bifurcation of the hepatic duct. （c）：In the left hepatic duct, a low 

echoic area was detected as a possible lesion. At the mucosa which was re-

garded as the lesion. （d）：A high echoic fluid was fullfilled in the left he-

patic duct near the B4b, suggesting the presence of mucin.

2003 年 9 月 10 日に拡大肝左葉切除＋左尾状葉切
除＋肝外胆管切除術を施行した．
術中の癌細胞散布の危険を考慮し術中胆道内視

鏡は施行しなかった．肝十二指腸間膜内に腫大し
たリンパ節を認めなかった．術中迅速凍結標本で
右肝管および総胆管の切離断端に悪性所見がない
ことを確認した．
切除標本：左肝管内にゼラチン様の粘液の貯留

を認めた（Fig. 4a）．これを除去するとB4起始部
の胆管粘膜に径 7mm大の不整形な乳頭状の隆起
性病変を認めた（Fig. 4b）．また，触診上総胆管壁
の硬化を認めたが，肉眼では腫瘤性の病変などは
指摘できなかった．肝臓実質や尾状葉胆管枝内に
病変を認めなかった．
病理組織学的所見：胆管上皮の大部分は剥離脱

落していたが，中等度の異型を示す粘液産生性を

もつ細胞が認められた（Fig. 4c，d）．極性の乱れ
は少なく浸潤傾向も認めず，また p53 染色にて染
色されなかった．最終病理診断は総胆管からB2，
B3 分岐部にかけての進展範囲を有する胆管腺腫
であった．
術後経過：術後経過は良好で，術後 12 か月の現

在健在である．
考 察

粘液産生胆管腫瘍は比較的まれな疾患で，その
ほとんどは悪性であり，乳頭腫症を含め良性例の
本邦報告は検索しえたかぎりでは自験例を含め 8
例のみであった１）～７）（Table 1）．宇田ら１）は本邦報告
例 104 例を集計して 91 例（93％）が病理学的に悪
性であったと報告している．坂本ら８）は臨床レベル
においても認識しうるほどの多量の粘液を産生
し，閉塞性黄疸や胆管炎などの臨床像を呈する胆
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Fig. 4 Resected specimen and pathological findings

（a）：Extended left lobectomy＋ left caudate lobectomy＋ resection of the extrahepatic bile duct was performed. 

Large amounts of jelly-like substance was noted in the bile duct.

（b）：A granulous change with wall stiffness was observed at the left hepatic duct communicated with B4（arrow 

head）.（A white-line borderd area indicates the adenoma histologically observed.）

（c）：Although columnar cells proliferation with moderate dysplasia was noted, disorderd polality and invasive 

growth were not observed histologically（corresponding to the sguare portion shown in b）.

（d）：The stratification of the nucleus, suggesting tumorous change, and mucin producing goblet cells（corresponding 

to the triangle lesion shown in b）were noted.

管癌を粘液産生胆管癌と定義している．自験例で
も腹痛，黄疸肝機能異常を認めたが，これは多量
の粘液による胆管閉塞が原因と考えられた．胆道
造影では胆管の狭窄を伴わない胆管拡張と胆管内
の不定形で不整な透亮像を認めることが多く，こ
れらが時間経過や胆汁ドレナージ，胆管洗浄でそ
の形態が変化するのが特徴である．また，胆管拡
張は粘液の充満によって不均一に左右のいずれか
の胆管のみが拡張していることが多いとされる９）．
これらの画像所見の特徴をもちつつもUS，
CT，ERCPのみでは確定診断は困難なことがあ
る．これは，腫瘍の成長過程の比較的早期に症状
が出現し，slow growing な小病変を画像上診断す
ることが困難であるためであろう．このような胆
管内の小隆起性病変に対し，IDUSによる描出が
有用との報告があり１０），自験例も他の画像診断で
は病巣部位の確定診断が困難で IDUSが有用で

あった．また，粘液産生胆管癌は表層拡大進展を
伴う頻度が高く，術前の進展度診断が術式決定の
上で極めて重要である．進展度診断には PTCS
が有用との報告１１）があるが，悪性例で PTBD瘻孔
部から再発した症例も報告１２）されており，施行に
あたっては注意を払う必要がある．また，PTCS
でも水平方向進展を正確に診断する事は必ずしも
容易ではなく，これを補うものとして IDUSによ
る長軸方向進展診断が試みられている１３）．自験例
では PTBDを行うには十分な胆管拡張を認めな
かったため，ENBDで減黄した後に経口胆道内視
鏡と IDUSを施行して病巣の進展範囲を予測し
た．経口胆道内視鏡では，病変確認のため十分な
粘液の除去が必要であるが，自験例では多量の粘
液を十分に除去しえず病変を特定することが困難
であった．IDUSでは左肝管起始部からB2，B3
分岐部にかけて不整形で丈の低い隆起性病変を認
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Table 1　Reported cases of mucin producing bile duct adenoma including papillomatosis

PrognosisHistologyOperationTumor siteAge/SexAuthor
Reference
number

15 months
no recurrence

papillary adenomaPosterior segmentectomyRHD（post.）48/FUda1

?villous tumor
（malignant papillomatosis）

?CBD-LHD79/FYamagiwa2

?bile duct adenomaLeft lobectomy
Hepaticojejunostomy

LHD63/FMurakami3

No recurrence
（about 24 months?）

papillary adenomaLeft lobectomyLHD82/MYokoi4

?adenomaLeft lobectomy
Resection of EHBD

B374/FChiba5

16 months
no recurrence

Intrahepatic bile duct
cystadenoma

Partial resection of the 
lateral segment

S379/MKenmochi6

? biliary papillomatosisRight lobectomyS870/FKageyama7

6 months
no recurrence

bile duct adenomaExtended left lobectomy
Caudate lobectomy
Resection of EHBD

CBD-CHD, B463/FOur case

CBD：common bile duct, LHD：left hepatic duct, RHD：right hepatic duct, EHBD：extrahepatic bile duct

め，これが術式の選択に寄与した．
IDUSは小病変の描出や胆管長軸方向への壁内

進展の判定のほか，病変に近接した位置からの深
達度診断が可能であるという利点がある．一方で，
IDUSでは炎症性壁肥厚と腫瘍性壁肥厚との鑑別
は困難なこともあり，進展度診断や切除範囲の決
定には十分な注意が必要である．最近，造影 IDUS
や 3D-IDUS など腫瘍の正確な質的診断に迫る検
査法が報告されている１４）．
粘液産生胆管腫瘍は生検や細胞診においても良

悪性の確定診断は困難であると報告されている１２）．
粘液産生胆管腫瘍のほとんどが悪性であることか
ら，癌の確定診断が得られない場合でも癌を念頭
においた治療が必要である．自験例も病変部の擦
過細胞診や数回の胆汁中細胞診を行ったが癌の確
定診断は得られなかった．しかし，癌の存在を完
全に否定しえないこと，長期間にわたり胆管炎を
反復していることから手術適応と判断し，肝門部
胆管癌に準じて拡大肝左葉切除＋左尾状葉切除＋
肝外胆管切除術を施行した．
本症例の最終診断は粘液産生胆管腺腫である

が，腺腫の悪性化を示唆する報告もあり１５），悪性で
あることを念頭においた治療が望まれる．術前に
IDUSを含めた画像診断で正確な腫瘍進展範囲を
決定し，腫瘍遺残のない切除術式を採用すること

が肝要と考えられた．
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A Case of Mucin-Producing Bile Duct Adenoma

Kazuyo Tsuchiya, Kazuo Chijiiwa, Masahiro Kai, Jiro Ohuchida,
Shuichiro Uchiyama, Hiroshi Itoh１）, Hiroaki Kataoka１）and Shotaro Oshikawa２）

Department of Surgery 1, Department of Pathology 2１）and Department of Internal Medicine 1２）,
Miyazaki University School of Medicine

Mucin-producing bile duct tumors are rare. More than 90％ of bile duct tumors are adenocarcinomas, and only
7 cases of mucin-producing bile duct adenoma have been reported in the Japanese literature. We report a case
of mucin-producing bile duct adenoma with a history of repeated abdominal pain and liver dysfunction. A 63-
year-old woman was admitted to the hospital with abdominal pain and jaundice. ERCP revealed an irregular
defect in the common bile duct and left hepatic duct. Although the lesion was not detected by per-oral cholan-
gioscopy（POCS）because of the large amount of mucin, intraductal ultrasonography（IDUS）demonstrated
a small polypoid lesion in the left hepatic duct. Extended left lobectomy of the liver was performed for a preop-
erative diagnosis of mucin-producing bile duct tumor , and the final pathological diagnosis was mucin-
producing bile duct adenoma.
Key words：mucin producing bile duct adenoma, intraductal ultrasonography
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