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症例は 78 歳の女性で，右季肋部痛を主訴に近医を受診し，超音波検査で胆囊内に 5cm大の腫
瘤を認めたため，当科紹介受診となった．各種画像検査より，約 5cm，有茎性の血流豊富な胆
囊隆起病変を認め，胆囊癌を疑い平成 13 年 1 月に肝 S4a，5 切除＋肝外胆管切除＋D2リンパ節
郭清を行った．病理組織検査の結果，グリコーゲンに富み，核小体明瞭で淡好酸性の胞体を有
する腫瘍細胞が，胞巣状充実性に浸潤増殖し結節性病変を形成していた．画像診断学的に他臓
器に腫瘍像を認めず，免疫組織化学的にはEMA陽性，CEA一部陽性であり，胆囊原発明細胞
腺癌と診断した．深達度mp，no，stage I であった．術後 4年経過しているが，無再発生存中
である．胆囊の明細胞腺癌はまれであり，予後との関連について文献的考察を加え報告した．

はじめに
Clear cell carcinoma は組織学的に clear cell の

特徴を示す腫瘍細胞が優勢像として認められる癌
で，解剖学的にさまざまな場所に発生する１）２）が，
胆囊で発生するものはまれである．
今回，我々は胆囊原発明細胞腺癌の 1例を経験

したので，文献的考察を加えて報告する．
症 例

患者：78 歳，女性
主訴：右季肋部痛
既往歴：35 歳時に帝王切開．55 歳時に糖尿病．

57 歳時に右眼白内障手術．
家族歴：母 胃癌．
現病歴：平成 12 年 11 月右季肋部痛のため近医

受診．超音波検査で胆囊内に 5cm大の腫瘤を認
め，胆囊癌疑いにて当科紹介受診，平成 12 年 12
月精査加療目的で入院となった．
入院時現症：腹部平坦軟，腫瘤は触知しなかっ

た．腹部正中に帝王切開術後創を認めた．
入院後検査成績：血糖値 151mg�dl ，HbA1c

6.8％と高値を認めるほか血液生化学的に異常所

見はなかった．腫瘍マーカーも，CEA 2.1ng�ml ，
CA19―9 9U�ml ，DUPAN2 2.5U�ml と正常範囲で
あった（Table 1）．
腹部超音波検査：胆囊体部を中心に 4.7×2.8cm

大の，亜有茎性の隆起性病変を認めた（Fig. 1）．
腹部CT所見：胆囊内に約 5cmの腫瘤を認め，

その腫瘤は強い造影効果を示した（Fig. 2）．
血管造影検査：著明な腫瘍濃染を認めた（Fig.

3）．
以上より，胆囊癌と判断し，平成 13 年 1 月手術

を実施した．
手術：肝 S4a，5 切除＋肝外胆管切除＋D2リン

パ節郭清を行った（第 5版胆道癌取扱い規約３））．
切除標本肉眼検査所見：切除標本肉眼所見：胆

囊体部腹腔側に，暗褐色調を呈する有茎性腫瘤が
認められた．胆囊内に結石は認められなかった
（Fig. 4A）．割面上，褐色調変化を表面に伴った，
白色調充実性腫瘍であり，茎を越えて胆囊壁内へ
浸潤する像はみられなかった（Fig. 4B）．
病理組織学的検査所見：部位 pat Gb ant，腫瘍

の肉眼的形態分類：その他（ポリープ型），大き
さ：4.8×4.0×2.8cm大，深達度：mp，hinf0，binf0，
pv0，a0，n0，bm0，hm0，em0，Stage I．
腫瘍は上皮性結合を示す癌細胞のシート状・胞
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Fig. 1 Abdominal ultrasonography showed a mass 

with a diameter 4.7×2.8cm in the gallbladder.

Table 1 laboratory date on admission

g/dl5.7TP＜Hematology＞

g/dl3.8Alb/μl6,500WBC

mg/dl14BUN%72.9Seg

mg/dl0.66Cr%20.3Ly

mEq/dl141Na%6.8Other

mEq/dl4.3K/μl424×104RBC

mEq/dl106Clg/dl13.2Hb

mg/dl183T.chol%40.3Ht

mg/dl99TG/μl26.9×104Plt

mg/dl151Glu＜Serology＞

％6.8HbA1cmg/dl0.3CRP

＜Urine＞＜Tumor marker＞

6pHng/ml2.1CEA

1.008GravityU/ml9CA19―9

（－）ProteinU/ml2.5DUPAN2

（－）Glucose＜Blood chemistry＞

/HPF0―1RBCmg/dl0.6T.bil

/HPF1―5WBCIU/l21AST

＜Infection＞IU/l22ALT

（－）HBs AgIU/l182LDH

（－）HCV AbIU/l217ALP

（－）STSIU/l13γ-GTP

（－）HIVU/l183ChE

巣状増殖からなっており，細胞質の淡明化を示す
癌細胞が主体に認められた．腺系分化は明らかで
なかった（Fig. 5A,B）．この淡明細胞は主としてグ
リコーゲンの蓄積によるものと考えられた（Fig.
5C）．癌の増殖は有茎性腫瘤に限局しており，固有
筋層の挙上を示す茎部分までの浸潤を示していた
（Fig. 5D）．癌を被覆する胆囊表層上皮には，異形
成が認められた（Fig. 5E）．免疫組織化学的に癌細
胞は，EMA陽性，CEA一部陽性であり（Fig. 5
F），cytokeratin や AFP，HMB-45 は陰性であっ
た．他臓器腫瘍もみられず，胆囊原発の明細胞腺
癌と考えられた．
術後経過は良好で術後 28 日目に退院し，術後 4

年経過した現在，明らかな再発の徴候は認めてい
ない．

考 察
Clear cell carcinoma は，上皮由来で，グリコ―

ゲンに富む淡明な細胞質を有した悪性腫瘍であ
る．Clear cell carcinoma が発生する臓器として
は，腎臓が代表的であり，そのほかにも鑑別診断
上考慮すべき原発巣として，卵巣，肺，皮膚，唾

液腺などがあげられる１）２）．また，副腎や膵臓の
clear cell carcinoma の報告もある４）．
我々が検索しえたかぎり（1983 年から 2005 年

まで，医学中央雑誌における「胆囊」および「明
細胞癌」もしくは「clear cell carcinoma」，Pub-
Medにて「gallbladder」，「clear cell carcinoma」を
キーワードとして検索），本邦においては自験例を
除き，胆囊原発 1例，腎臓からの転移 5例，海外
においては原発 13 例であった（Table 2）２）５）～１３）．
胆囊原発の clear cell adenocarcinoma は，WHO

の分類１４）において腺癌とは別項目として定義され
ているが，本邦の胆道癌取扱い規約３）の組織型分類
では明確に定義されておらず，腺癌の細胞形質に
よる分類を組織型分類に反映させる意義があるの
かどうか，組織型分類の課題として挙げられてい
る．通常の腺癌にも，部分的に淡明な癌細胞成分
を混じることがあり，胆囊癌においては独立した
疾患概念とすべきかどうか疑問である．しかし，
本症例のように，ほとんど淡明な細胞で占め明瞭
な腺系分化がみられない場合は，他臓器からの転
移病巣との鑑別が必要な，腺癌の一亜型としての
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Fig. 2 （a）plain CT（b）enhanced CT Abdominal 

enhanced CT scan demonstrated a highly en-

hanced tumor in the gallbladder.
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Fig. 3 Angiography reveals hypervascular tumor 

in the arterial phase.

Fig. 4 Gross appearance of the resected gallbla-

dder. A：A large tumor（shown as T and surrou-

nded by arrows） protruded into the lumen of the 

gallbladder（GB）. B：The narrow neck（N）of the 

polypoid tumor（T）was seen on cut surface. The tu-

mor did not involve the deep layers of the gallblad-

der（GB）.
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意義があるように思われる．この場合，特に腎原
発 clear cell carcinoma の胆囊転移と区別するこ

とが非常に重要である．そのためには画像診断学
的に除外することはもちろんのこと，組織学的に
両者を区別する必要がある．
まず画像であるが，他の組織型の胆囊癌と比較

して，胆囊原発の clear cell adenocarcinoma に特
徴的な画像所見はなく，腎臓を含めた他臓器に病
変がないことをまず確かめることが肝要である．
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Fig. 5 Histological findings of the tumor

A：The polypoid tumor showed sheet-like growth pattern without glandular components.（HE，

×20）

B：The predominant cancer cells had clear cytoplasm.（HE，×20）

C：The cytoplasms of cancer cells were stained with periodic acid-Schiff stain （PAS，left，×200） 

but this stain disappeared with diastase pretreatment（D-PAS，right，×200）.

D：The cancer cells（C and surrounded by arrows）invaded the neck （N） of polypoid tumor 

which involved the proper muscle layer （MP） of the cholecystic wall. However, the cancer cells 

did not invaded more deeply.（HE，×20）

E：The surface of cancer（C）was covered focally by the dysplastic epithelium （D）.（HE，×200）

F：Immunohistochemically, the cancer cells were positive diffusely with epithelial membrane anti-

gen（EMA，left，×200）and focally with carcinoembryonic antigen（CEA，right，×200）.

A
B
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組織学的には胆囊の主病巣に連続して隣接粘膜
に高度の dysplasia や carcinoma in situ などが存
在すれば，胆囊原発の有力な根拠となる．逆に，

転移性腫瘍では筋層や周囲の結合織を中心に増殖
し，粘膜病変が少ないことも重要な鑑別点とな
る１）２）．Bittinger ら６）は cytokeratin 7 と carcinoem-
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Table 2 Reported cases of cancer of gallbladder with clear cell carcinoma or adenocarcinoma

PrognosisPrimary or MetastasisSexAgeYearAuthor

Dead of diseasePrimaryF561995Vardaman C2）

Dead of diseasePrimaryF68

Dead of diseasePrimaryF57

Dead of diseasePrimaryF60

Dead of diseasePrimaryF63

Dead of diseasePrimaryF65

Dead of diseasePrimaryF68

Not knownPrimaryF531995Bittinger A5）

Not knownPrimaryF77

Not knownPrimaryFunknown

Not knownPrimaryM691996Nomura S6）

Alive after 6 yearsMetastasis of renal cell carcinomaM632002Aoki T7）

Alive after 2 yearsMetastasis of renal cell carcinomaM80

Dead after 3 yearsPrimaryF662002Piana S8）

Alive after 2 yearsMetastasis of renal cell carcinomaF722003Shirai K9）

Not knownMetastasis of renal cell carcinomaM532003Miyagi T10）

Dead after 2 years 6 monthMetastasis of renal cell carcinomaM672004Tokuyama T11）

Not knownPrimaryF712004Sartelet H12）

Not knownPrimaryF722004Vaillo A13）

bryonic antigen（以下，CEA）は免疫染色におい
て胆囊原発の clear cell adenocarcinoma では陽性
であり，転移性の腎細胞癌では陰性であるので非
常に有用なマーカーであると報告している．
本症例では画像診断で腎臓や卵巣に腫瘍を認め

ず，約 5cm，有茎性の血流豊富な胆囊隆起病変を
認めた．組織学的に胆囊に淡明成分を主体とする
腫瘍細胞の充実性増殖が認められ，かつ一部では
異型上皮の被覆もあり，免疫染色においてCEA
陽性であったことから胆囊原発の clear cell ade-
nocarcinoma と診断した．
Vardaman ら２）の報告によれば胆囊癌 550 例中

7例に clear cell carcinoma を認め，全例女性で平
均年齢は 62 歳，臨床症状は慢性胆囊炎に類似し，
全例に結石を認めていた．7例中，5例が腫瘍死，
2例が転移陽性で生存中であるが，5年生存例がみ
られていないことから clear cell carcinoma は組
織学的に予後不良とも考えられる．
Vardaman ら２）の clear cell carcinoma 症 例 は

stage III 2 例，stage IVA 4 例，stage IVB 1 例と全
例進行癌で予後が不良であった．本症例は術後 4
年を経て無再発生存中であるが，手術時 stageI
で脈管侵襲もなかった．Clear cell adenocarci-

noma においても，通常の腺癌と同様に，その進行
期に沿った予後が期待され，早期診断・早期治療
を行うことができれば必ずしも予後不良ではない
ものと推定された．
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A Case of Clear Cell Adenocarcinoma of the Gallbladder

Takahiro Einama, Kazuo Hatsuse, Sho Ogata＊, Shinsuke Aida＊,
Nobuaki Kawarabayashi, Kiyoshi Nishiyama, Kazuhiko Fukatsu and Hidetaka Mochizuki

First Department of Surgery I and Department of Laboratory Medicine＊,
National Defense Medical College Hospital

We report a case of clear-cell adenocarcinoma of the gallbladder. A 78-year-old woman admitted for evaluation
of a gallbladder tumor about 5cm in diameter found in ultrasonography. Enhanced computed tomography
（CT）, and magnetic resornance imaging（MRI）showed a hypervascular gallbladder tumor. Cholecystectomy
with liver resection of segments 4a and 5 was performed on suspicion of gallbladder carcinoma. Histologically,
the neoplasm consisted mainly of a clear-cell component and the presence of dysplasia adjacent to carcinoma.
The definitive diagnosis was clear-cell adenocarcinoma of the gallbladder, an exceedingly rare malignant neo-
plasm.
Key words：clear-cell adenocarcinoma, gallbladder
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