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症例は 55 歳の女性で，近医にて腹部エコー検査，CTを施行され，肝外側区域の囊胞性腫瘤
病変と診断された．精査加療目的に当科紹介受診した．CT，MRI にて膵体部より頭側腹側に突
出する 2房性囊胞性腫瘤を認めた．膵粘液性囊胞腫瘍の術前診断にて開腹した．術中所見，術
中超音波検査にて悪性所見を認めず，膵腫瘍摘出術・周囲のリンパ節 pick up を施行した．病理
組織学的検査所見にて繊維化を伴った膵実質より連続する囊胞を認めた．囊胞上皮下に乾酪壊
死を伴った類上皮細胞からなる肉芽腫およびラングハンス巨細胞を認め，孤立性膵結核と診断
した．摘出したリンパ節も同様の所見であった．術後に抗結核剤の 4剤併用療法を 2か月間施
行後，2剤併用療法を 1年間施行し，現在再発は認めていない．今回，孤立性膵結核の 1切除例
を経験したので，文献的考察を加え報告する．

はじめに
結核の散布しえる臓器にはリンパ節，胸膜，尿

生殖器，骨と関節，髄膜，腹膜などがある１）が，膵
結核はまれとされている２）．今回，我々は膵粘液性
囊胞腫瘍との鑑別が困難であった孤立性膵結核の
1切除例を経験したので，文献的考察を加え報告
する．

症 例
症例：55 歳，女性
主訴：軽度の上腹部痛，体重減少
家族歴：特記すべきことなし．
既往歴：37 歳時より高血圧で近医通院中．45

歳時に甲状腺機能亢進症にて手術．
現病歴：平成 16 年より軽度の上腹部痛，体重減

少を認めていた．検診にて血尿を認め，近医にて
腹部エコー検査，CTを施行された．肝 S2 の囊胞
性腫瘤病変と診断され，精査加療目的に当科紹介
受診となった．
現症：体格・栄養は中等度で，上腹部に軽度の

圧痛を認めた．肝臓，脾臓，腎臓，腫瘤，表在リ

ンパ節は触知しなかった．
入院時検査所見：血液一般，血液生化学におい

て異常を認めなかった．腫瘍マーカーのCA19―9
が 37.7U�ml，SPAN-1 が 44.8U�ml と軽度の上昇
を認めた（Table 1）．
胸部X線検査所見：活動性結核を疑う浸潤影

は認めなかった（Fig. 1）．
腹部超音波検査所見：膵体部に 78×68mm大

と 28×20mm大の隣接した囊胞性病変を認め，
78×68mm大の囊胞性病変内に結節様成分を認め
た．ドップラーUSにて血流表示は認めなかった
（Fig. 2）．
上腹部ダイナミックCT所見：膵体部から頭側

腹側に突出する 77×68×69mm大と 34×21×35
mm大の隣接した 2房性囊胞性病変を認め，造影
後に濃染する被膜を認めた．約 8cm大の囊胞性病
変の被膜には石灰化が散在し，内部に造影効果の
ない充実性成分を認めた．有意なリンパ節腫大は
認めなかった（Fig. 3a，b）．
腹部MRI 所見：膵体部から頭側腹側に突出す

る 78×72×68mm大と 30×20×32mm大の隣接
した 2房性囊胞性病変を認めた．約 8cm大の囊胞
性 病 変 はT1強 調 画 像 に て low intencity
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Table 1 Laboratory date on admission

mg/dl3.0UA/μl6,600WBC
mg/dl11BUN/μl463×104RBC
mg/dl0.5CREg/dl13.5Hgb
mEq/l141Na%39.6Ht
mEq/l3.7K/μl22.5×104Plt
mEq/l105Clmg/dl0.5CRP
mEq/l9.4Cag/dl7.8TP
ng/ml2.1AFPmg/dl0.58T-bil
ng/ml2.7CEAmg/dl214TCHO
U/ml37.7CA19―9mg/dl94Glu
U/ml44.8SPAN-1IU/l17AST
mAU/ml18PIVKA2IU/l180ALT
ng/dl172elastaseIU/l392LDH

IU/l180ALP
IU/l18γGTP
IU/l179CHE
IU/l54CPK
IU/l68AMY

Fig. 1　A chest X-ray film showed no active shad-
ows of the lungs.

Fig. 2　An abdominal ultrasonography showed a 
binocular cystic lesion of the pancreatic body. 
There was no doppler signals of the blood flow into 
the nodules of the cystic lesion in the US study.

Fig. 3　CT showed a contrasted capsule and no con
trasted nodulations of the cystic lesion. There was 
no lymphadenia.

（Fig. 4a），T2強調画像にて high intencity（Fig.
4b）であり，内部に充実性成分を認めた．約 3cm
大の囊胞性病変はT1強調画像にて high inten-
city（Fig. 4a），T2強調画像にて low intencity（Fig.
4b）であり，内部に粘調な液体が存在していると
考えられた．主膵管の狭窄・拡張像は認めず，腫
瘍との交通性は認めなかった（Fig. 4c）．
以上の所見より，膵粘液性囊胞腫瘍の術前診断

にて開腹した．

術中所見：肝下面小網内に約 10cm大の膵体部
実質から発生し，膵前面被膜に覆われた囊胞を認
めた．視触診，術中超音波検査にて悪性所見は認
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Fig. 4　MRI study showed that the bigger cystic le
sion was low intencity in T1 and high intencity in 
T2, the smaller cystic lesion was high intencity in 
T1 and low intencity in T2. There was no dilata
tion of the main pancreatic duct.

Fig. 5　Macroscopic findings showed that the re
sected pancreatic cyst contained of the yellow mu
cinous fluid.

めなかった．膵前面被膜を切開し，膵囊胞と周囲
膵実質との間を丁寧に剥離，結紮切離し，膵腫瘍
摘出術を施行した．剥離し終えたときに囊胞内よ
り黄色粘調な内容物の流出（Fig. 5）を認め，細菌
培養検査に提出した．近傍のリンパ節の pick up
を施行した．腹腔内に胃腸，腹膜などに結核を示
唆する所見は認めなかった．

病理組織学的検査所見：繊維化を伴った膵実質
より連続する囊胞を認め（Fig. 6a），囊胞は重層扁
平上皮で被われていた．囊胞上皮下に乾酪壊死を
伴った類上皮細胞からなる肉芽腫を認めた（Fig.
6b）．リンパ節にも同様に乾酪壊死を伴った類上
皮細胞からなる肉芽腫を認め，ラングハンス巨細
胞を伴っていた（Fig. 6c）．
以上より，膵結核と診断し，他臓器の結核性病

変を認めないことより，孤立性膵結核と診断した．
術後胸部CT所見：肺野縦隔に異常を認めな

かった．
術後喀痰培養検査所見：結核菌は同定されな

かった．
術後ドレーン排液培養検査所見：結核菌は同定

されなかった．
術後ツベルクリン反応検査：強陽性であった．
術中囊胞内容物培養（Mycobacteria Growth In-

dicator Tube）検査：結核菌が検出された．
術後経過：術後経過は良好で，合併症もなく術

後 18 日目に退院した．術後CA19―9 は正常化し
た．また，術後 11 日目より抗結核剤の 4剤（イソ
ニアジト 400mg�日，リファンピシン 450mg�日，
ピラジナミド 1.5g�日，エタンブトール 1,000mg�
日）併用療法を開始し，2か月施行した．術後 70
日目より 2剤（イソニアジト 400mg�日，リファン
ピシン 450mg�日）併用療法を開始し，1年間内服
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Fig. 6　Microscopic findings of the cystic lesion and 
lymph nodes showed epitheloid granuloma with 
caseous necrosis and giant Langerhans cells.（Mag
nification ×10）.

Fig. 7　Postoperative CT at 1 year after the sur
gery showed no recurrence of pancreatic or sys
temic tuberculosis.

した．術後 1年後の CTにて膵結核の再発・活動
性結核を疑う所見は認めなかった（Fig. 7）．現在，
術後 2年を経過しており，腹痛・体重減少を認め
ず，外来通院中である．

考 察
結核は近年増加傾向にある．また，HIV感染者

にみられる重要な日和見感染症であるが，膵結核
はまれとされている．膵結核は原発性と結核の既
往歴や他臓器の活動性結核に合併する続発性とに
分類される．膵臓のみに限局した膵結核はさらに

まれといわれる２）．本症例は結核の既往歴や他臓器
の活動性結核に合併しない，原発性孤立性膵結核
と考えた．田口ら２）によると本邦では 1995 年まで
に 25 例の報告のみである．また，我々が医学中央
雑誌にて「膵結核」をキーワードとして 1983 年か
ら 2006 年まで検索したところ，本邦における膵結
核臨床報告例は本症を含め 31 症例であった．さら
に，孤立性膵結核は極めてまれな疾患であり，1940
年の有田の報告からはじまり本症を含め 12 例で
あった２）～１４）（Table 2）．
膵臓への結核の感染様式について Stock ら１５）は

全身性結核に基因するアレルギー反応（toxic-
allergic）による場合と，血行性播種もしくは隣接
リンパ節からの波及による場合を想定している．
本症例は結核の既往歴や他臓器の活動性結核は認
めず，また膵実質から発生した囊胞に結核菌を認
めたため，結核菌が血行性に膵臓に波及し，その
後周囲リンパ節にも波及したと考えた．
膵結核の症状は発熱，腹痛，食欲不振，体重減

少，黄疸などがある１６）．本邦 12 例中では心窩部痛
と季肋部痛が 5例ずつと多かった（Table 2）．本症
例も軽度の上腹部痛と体重減少を主訴としてい
た．また，多くは超音波検査にて低エコー像，CT
にて低吸収域を示すといわれる３）４）．膵結核の随伴
所見として，Pombo ら１７）は造影 CTにて周囲リン
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Table 2 Twelve reported cases of solitary pancreatic tuberculosis in Japan

Cystic lesionPreoperative diagnosisChief ComplaintSexAgeYearAuthor

noPancreatic tumorHypochodrial painM621940Arita5） 1
nounkownEpigastoric painF461950Kurosawa6） 2
noPancreatic head cancerEpigastoric painF541957Harada7） 3
noGastoric ulcerEpigastoric painF281972Uchida8） 4
noPancreatic cancerAbdominal tumorF711977Sato9） 5
noPancreatic endocine tumorAppetite lossM761980Shimaguchi10） 6
noPancreatic head cancerHypochodrial painM431988Sounaka11） 7
noPancreatic head cancerHypochodrial painM421988Nakagawa12） 8
noPancreatic head cancerHypochodrial painM431990Matsumura13） 9
yesPancreatitisHypochodrial painM241992Togou14）10
noPancreatic head cancerEpigastoric painM661998Kadokura4）11
yesPancreatic muciuos tumorEpigastoric painF54Our case12

グ状濃染するリンパ節を特徴的な所見として報告
している．しかし，膵結核症例のほとんどは特徴
的所見に乏しく，膵癌，腫瘤形成性膵炎，囊胞な
どの鑑別が困難なことが多い３）．本邦 12 例中の術
前診断では膵癌が 6例と多かった（Table 2）．本症
例では腹部超音波検査・上腹部ダイナミック
CT・腹部MRI（前記）より膵粘液性囊胞腫瘍と術
前診断した．本症例と同様に囊胞性病変を呈した
のは自験例を含め 12 例中 2例のみであった．ま
た，ツベルクリン反応がよく行われているが，陰
性例も報告されており４），ツ反陽性は必須の所見で
はないと考える．本症例では術前は施行せず，術
後施行し強陽性であった．
膵結核の治療は肺結核と同様の抗結核剤の 4剤

（イソニアジト，リファンピシン，ピラジナミド，
エタンブトール）の数か月から 1年間の併用療法
であり，予後は良好とされる２）．そのため，膵結核
を強く疑うことができれば，超音波やCTガイド
下の針生検や開腹生検による組織診断も考慮すべ
きと考える．しかしながら，悪性膵病変であった
場合，腹腔内への腫瘍の播種も考えられ，実施は
困難と考えられた．
孤立性膵結核はその診断の困難さゆえ，ほとん

どの症例にて外科的切除がなされている２）．我々が
調べるかぎりでは本邦における臨床報告例 31 例
中の手術症例は 29 例であり，残りの 2例は部検に
て診断されている．確定診断は結核菌の証明と病
理組織学的検査にて乾酪壊死を伴った結核結節の

証明で行われる２）．本症例も摘出病理診断にて初め
て膵結核と診断できた．
一方，膵結核は感染性疾患であることより，医

療スタッフへの感染に注意が必要である．本症例
は術後喀痰・ドレーン排液よりの培養検査にて結
核菌は検出されなかった．手術にかかわった医療
スタッフの理学所見および定期健診での胸部Xp
にて異常はなく，現在感染者は認めていない．
今回，膵粘液性囊胞腫瘍との鑑別が困難であり，

摘出病理診断にて初めて孤立性膵結核と診断した
1切除例を経験した．今後，高齢化がすすみ，HIV
感染者の増加が予想される社会において，膵結核
は念頭におくべき疾患と考える．
本論文の要旨は第 61 回日本消化器外科学会総会（2006
年 7 月，横浜）にて発表した．
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A Case of Resected Solitary Pancreatic Tuberculosis

Takashi Inoue, Yukio Aomatsu, Tsunehiro Kobayashi,
Tetsuya Tanaka, Hirofumi Kuwata and Yoshiyuki Nakajima＊
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We report a case of resected solitary pancreatic tuberculosis. A 55-year-old woman admitted for a cystic lesion
in the lateral segment of the liver was found in computed tomography（CT）and magnetic resonance imaging
（MRI）to have a binocular cystic lesion of the pancreatic body. Based on a diagnosis of a mucinous cystic tu-
mor of the pancreas, we excised the pancreatic cyst and sampled neighboring lymph nodes. Microscopic find-
ings of the cystic lesion and lymph nodes showed epitheloid granuloma with caseous necrosis and giant
Langerhans cells, which we definitively diagnosed as solitary pancreatic tuberculosis. She took four tubercu-
lostatics for two months and two tuberculostatics for one year, and has shown no recurrence of pancreatic or
systemic tuberculosis.
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