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Choledochocele は先天性胆道拡張症のなかでもまれな疾患である．症例は 81 歳の男性で，心
窩部痛を主訴に当院紹介となった．腹部CT，MRCPで下部胆管に囊胞状拡張を認め，上部消化
管内視鏡検査で乳頭口側に 20mm大の半球状隆起と乳頭に顆粒状変化を認めた．乳頭の生検で
は tubular adenoma が検出され，十二指腸乳頭腺腫を合併した choledochocele の診断にて，経
十二指腸的乳頭切除術，総胆管囊腫切除術を施行した．Choledochocele の治療においては囊腫
内の胆汁うっ滞の解除を目的に内視鏡的乳頭切開などの非手術的治療がまず考慮される場合が
多いが，本例では十二指腸乳頭部腺腫を合併しており乳頭部腺腫の切除と囊腫の開放を確実に
行う目的で開腹手術を選択した．Choledochocele においても少数ながら癌合併例も報告されて
おり，手術的または非手術的な治療後も定期的な経過観察が必要と考えられた．

はじめに
Choledochocele は 1940 年Wheeler１）に よ っ て

はじめて報告された疾患である．十二指腸壁内で
の総胆管末端部の囊状拡張のことを称し，Alonso-
Lej ら２）による先天性胆道拡張症の III 型，Todani
ら３）の分類の III 型に位置づけられている．その頻
度は先天性胆道拡張症の 1.4％４），ERCP施行例の
0.1％前後５）と報告され，比較的まれな疾患と考え
られている．今回，我々は胆管炎を契機に発見さ
れた十二指腸乳頭部腺腫を合併した choledocho-
cele の 1 例を経験したので若干の文献的考察を含
めて報告する．

症 例
患者：81 歳，男性
主訴：心窩部痛，食欲低下
既往歴：高血圧，心房細動，糖尿病．
家族歴：母親が糖尿病．
現病歴：数日前からの心窩部痛，食欲低下を主

訴に平成 19 年 6 月近医を受診．血液検査で炎症反
応と肝機能障害を認め，腹部USで胆囊腫大を認
めたため精査加療目的に当院紹介受診となった．
入院時現症：身長 155cm，体重 59kg．体温

36.3℃，血圧 135�62mmHg，脈拍 80 回�分．黄疸，
貧血は認められず．腹部理学的検査所見では心窩
部痛を認めるが，腫瘤および肝，胆囊などの臓器
は触知しなかった．
入院時血液検査所見：炎症反応の上昇はなく，

生化学検査ではAST 41IU�l，ALT 65IU�l，γ-
GTP 150IU�lと肝胆道系酵素の軽度上昇を認め
た．腫瘍マーカーはCEA 2.3ng�ml，CA19―9 2.0
U�ml と正常範囲内であった．
腹部超音波検査：胆囊腫大を認めるものの，肝

内胆管・総胆管拡張は認められなかった．また，
胆囊内に結石は認められなかった．
腹部造影CT：下部胆管末端部に十二指腸管腔

内へ突出する径 30mm大の low density area を
認めた（Fig. 1）．上部胆管，膵管の拡張は認めら
れなかった．
MRCP：下部胆管末端部に径 30mm大の囊胞

日消外会誌 ４２（12）：1795～1801，2009年

＜２００９年 5月 27 日受理＞別刷請求先：中川 直哉
〒728―8502 三次市東酒屋町 531 市立三次中央病院
外科



42（1796） 日消外会誌 42巻 12号十二指腸乳頭部腺腫を合併した choledochocele

Fig. 1 Abdominal enhanced computed tomography 
showed a high-density lesion in the duodenum：the 
wall of the lesion was regular（arrow）．

Fig. 2 MRCP showed a cystic lower end of the dis
tal common bile duct（arrow）．

Fig. 3 Upper gastrointestinal endoscopic findings 
demonstrated a soft spherical mass（large arrow）
proximal to the ampullary orifice．The mass was 
covered by granular-appearing duodenal mucosa
（thin arrow）．

Fig. 4 Histological examination of granular-appear-
ing duodenal mucosa revealed a tubular adenoma．

性病変を認めた（Fig. 2）．明らかな膵・胆管合流
異常は認められなかった．
ERCP：内視鏡検査所見で十二指腸乳頭の口側

に半球状の隆起を認め，また乳頭には顆粒状変化
を認めた（Fig. 3）．胆管へのカニュレーションは
困難であり胆道造影検査は施行できなかった．膵
管造影検査では特に異常所見を認めなかった．乳
頭の生検では軽度から中等度異型を示す腺管腺腫
の所見で，乳頭部腺腫と診断した（Fig. 4）．
以上より，十二指腸乳頭腺腫を合併した chole-

dochocele と診断し平成 19 年 8 月手術を施行し
た．
手術所見：胆囊摘出後胆囊管より術中胆道造影

検査を施行．術前の画像検査所見に一致して胆管
末端に径 2cm大の囊腫を認め，明らかな膵・胆管
合流異常は認められないが囊腫を介して膵管が一
部造影された（Fig. 5）．造影上は下部胆管が囊胞

状に拡張し，膵管は囊腫外に開口して短い共通管
を形成する choledochocele（Ohtsuka ら６）の 2 型，
Kagiyama ら７）の D型）と考えられた（Fig. 6a）．
囊腫内には壁在結節などの癌化を疑わせる所見を
認めず，十二指腸第 II 部に切開を加え，経十二指
腸的乳頭切除術，総胆管囊腫切除術を施行した
（Fig. 6b）．
切除標本肉眼検査所見：胆管末端部は囊胞状

で，乳頭部胆管粘膜に隆起性病変を認めた．膵管
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Fig. 5 Operative cholangiograms from the cystic 
duct showed a cystic lower end of the distal com
mon bile duct（arrow）．

Fig. 6 a：Schema of the choledochocele with an ade-
noma of the duodenal papilla．b：Schema of a 
transduodenal sphincterotomy and sphincter-
oplasty．C，choledochocele；CBD，common bile 
duct；PD，pancreatic duct；O，ampullary orifice；
D，duodenum；A，adenoma．＊，line of resection；
＊＊，sphincteroplasty．

a

b

は拡張した胆管の末梢で十二指腸に開口しており
膵・胆管合流異常は認めなかった（Fig. 7）．
病理組織学的検査所見：切除標本では乳頭の開

口部付近に腺管腺腫の像が認められた（Fig. 8a）．
囊腫上皮は基本的に異型を伴わない胆管上皮が多
くを占め，一部 Paneth 細胞・杯細胞を伴う腸上
皮化生が認められた．腸上皮化生粘膜には核の腫
大や偽重層化，腺腔の不規則な分岐などの異型を
示す箇所が認められるが，悪性所見は認められな
かった（Fig. 8b）．
術後 10 か月経過しているが，現在のところ胆管

炎の再燃，悪性病変の発生を認めず経過観察中で
ある．

考 察
Choledochocele は 1940 年Wheeler１）に よ っ て

はじめて報告された疾患であり，十二指腸壁内で
の総胆管末端部の囊状拡張のことを称する．
Alonso-Lej ら２）による先天性胆道拡張症の III 型，
Todani ら３）の分類の III 型に位置づけられ，その頻
度は先天性胆道拡張症の 1.4％４），ERCP施行例の
0.1％前後５）と報告されている．比較的まれな疾患

であり，その成因は解明されていないが先天性の
囊腫または憩室が下部胆管に形成されたとする
説８）や一部の症例では胆管内圧が上昇しているこ
とからOddi 括約筋機能不全のために胆管末端部
の壁の脆弱な部分が囊状に拡張したとする説９）１０）

が有力とされている．
Choledochocele の診断の criteria として Ladas

ら１１）は，1）球状に腫大した乳頭に連続して十二
指腸内腔に突出した十二指腸壁内の胆管，2）粘
膜はなだらかに隆起，3）造影剤注入時に乳頭が
膨隆，4）X線で球状，囊状の造影剤の溜まりが総
胆管末端部と交通して認められる，5）乳頭に結
石が嵌頓していない，の 5項目のうち，2），4），
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Fig. 7 A：The gross specimen obtained at surgery 
showing the choledochocele．B：Macroscopic find
ings of the resected specimen showed granular ap
pearance at the inner side of the cyst（arrow）．

Fig. 8 a：Histopathological examination revealed a 
moderate atypia in the tubular adenoma of the am
pulla（H.E. ×100）．b：Histological examination of 
the choledochocele（H.E. ×100）：the inner side of 
the cyst is lined by bile duct epithelium（large ar
row）and intestinal metaplasia（thin arrow）．

a

b

5）と 1）か 3）を満たす場合とし，神澤ら１２）は明ら
かな結石の乳頭部嵌頓や胆道の治療後の変化を除
き胆管下部の十二指腸壁内での囊状拡張を chole-
dochocele と称し囊腫の最大径を 10mm以上と定
義している．本症例では術前画像診断で囊腫径は
30mmであり内視鏡検査所見においても特徴的な
乳頭の口側隆起を認めており choledochocele と
診断した．
Scholz ら８）は囊腫と総胆管，膵管の位置関係か

ら choledochocele を形態学的に二つに分類（A，
B）に分類したが，近年の画像診断の進歩によりこ
れらに分類されない choledochocele の報告も散
見されるようになり，Kagiyama ら７）は 5 型（A～
E）に分類した．また，Ohtsuka ら６）は膵管が囊腫
内に開口し共通管部分も拡張しているものを 1
型，膵管が囊腫外に開口して短い共通管を形成し
ているものを 2型に分類した．さらに，神澤ら１２）は
胆汁と膵液の流出動態の観点から共通管の有無で
臨床像が異なることに注目し choledochocele を
共通管拡張型，胆管末端部拡張・共通管形成型，
胆管末端部拡張・共通管非形成型の 3型に分類
し，共通管形成型では急性膵炎の合併が多く，ま
た胆汁中アミラーゼ高値例や胆道癌の発生が認め
られたことを報告している．
Choledochocele は一般に，膵・胆管合流異常は

伴わないとされている．これは，囊腫上流の胆管

および膵管周囲にはOddi 括約筋が存在すること
から膵・胆管合流異常のような胆汁および膵液の
逆流現象は起こりえないとの考えからである．し
かし，神澤ら１３）は共通管が囊状に拡張した共通管
拡張型は，その拡張によりOddi 括約筋が圧排，脆
弱化し，括約筋作用が低下し，膵・胆管合流異常
に類似した胆汁および膵液の相互逆流が起こりう
ることを報告した．
先天性胆道拡張症では胆道癌の発生頻度が高い

ことが知られている１４）１５）．一方，膵・胆管合流異常
を有しない choledochocele と発癌との関連はい
まだ確立されていないが，囊腫内癌，胆囊癌，乳
頭部癌などの合併例が報告されている１６）．本症の
形態上の特徴から，囊腫内に胆汁と膵液がうっ滞
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Table 1 Reported cases of choledochocele assosiated with carcinoma

LocationSexAgeYearAuthorCase

celeF611980Ozawa19） 1
gallbladderM781988Saito20） 2
celeM581989Nakajima21） 3

gallbladderF531989Shiomi22） 4
celeF861989Kimura23） 5
ampullaM591989Donald24） 6
gallbladderM561990Kasahara25） 7
celeF871991Pisano26） 8

pancreasF751994Silas27） 9
pancreasF591995Imaeda28）10
ampullaF541995Ladas11）11
ampullaM852001Ohtsuka6）12
ampullaF782001Ohtsuka6）13
celeF662001Ohtsuka6）14
ampullaM962003Oda18）15

cele，bile ductM662005Maeda29）16
ampullaF622006Sasaki16）17
bile ductF572006Jan30）18
bile ductF742007Horaguchi31）19
celeF412008Price32）20

bile ductM262008Ono33）21

し細胞傷害性のある lysolecithin などが産生さ
れ１７），ついには囊腫内癌や乳頭部癌の発生に至る
のではないかと考えられ，また逆に本症での癌発
生の報告が少ないのはうっ滞による刺激期間が比
較的短いことを示唆し，後天性発生説を支持して
いるとの報告もある１８）．Choledochocele の癌合併
例については佐々木ら１６）が 17 例を集計，報告して
いるが，その後さらに報告例は増加し，1966 年か
ら 2008 年 12 月までの期間に PubMed で「chole-
dochocele」，「carcinoma」を Keyword に，1983
年から 2008 年 12 月までの期間に医中誌Webで
「choledochocele」，「carcinoma」をキーワードに検
索したところ，Ozawa ら１９）が 1980 年に第 1例を
報告して以来，合計 21 例の報告が認められた．癌
の発生部位は乳頭部癌および囊腫内癌が 21 例中
13 例と多数を占めていたが，胆囊や総胆管に発癌
した症例も報告されている６）１１）１６）１８）～３３）（Table 1）．
Choledochocele に対する治療としては，以前は

開腹下での経十二指腸的囊腫切除術を施行される
ことが多かったが，近年は囊腫内の胆汁と膵液の
混和・うっ滞を除去することによる症状の緩和や

発癌の予防を計って，内視鏡的乳頭括約筋切開術
（endoscopic sphincterotomy；以下，EST）や内視
鏡的囊腫開窓術が第 1選択とされるようになり，
長期経過も良好であることが報告されてい
る５）１１）１８）．ESTは開腹手術より低侵襲で，EST後に
内視鏡で囊腫内腔面の直接的な観察や生検も可能
であることからも，悪性病変を合併していない症
例では有用であると思われる．
しかし，choledochocele において囊腫切除不十

分の症例では術後胆道癌へ進展する３４）との報告も
あり，また Ladas ら１１）は内視鏡的乳頭切開後 15
例中 1例で，Ohtsuka ら６）は 11 例中 2例で癌が顕
在化したとの報告があり，内視鏡治療時には明ら
かな悪性所見を認めなかったにもかかわらず，内
視鏡的乳頭切開術後に癌が顕在化したという報告
もある．
Choledochocele と adenoma との関連性につい

て言及している報告は検索しえたかぎりでは見あ
たらず，本例における choledochocele と乳頭部腺
腫の合併は偶発的なものと考えている．乳頭部腺
腫は乳頭部癌の前癌病変として注目されてお
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り３５），本症例において乳頭部癌の合併を術前に完
全に否定することはできなかった．
Choledochocele の癌合併例の報告，十二指腸乳

頭部腺腫が乳頭部癌の前癌病変と考えられている
ことより，本例では内視鏡的囊腫開窓術のみでは
治療不十分と判断し外科的切除を施行した．
Choledochocele に対する治療の第 1選択とし

ては，内視鏡的治療がその低侵襲性からは望まし
いと考えられるが，発見までの胆汁と膵液のうっ
滞による慢性刺激がすでに癌化を誘導している可
能性もあり，初回治療時また治療後も囊腫内粘膜
の内視鏡下の経過観察，生検が必須と思われる．
Choledochocele には少数ながら癌合併例も報告
されており，悪性腫瘍合併の可能性を念頭におい
た術前検索，治療方針，術後経過観察が必要と考
えられた．
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A Case of Choledochocele Associated with an Adenoma of the Duodenal Papilla

Naoya Nakagawa, Masaru Sasaki, Takeshi Kobayashi, Hiroyuki Naito,
Junji Hashizume, Makoto Ochi, Naokuni Tatsumoto, Hiroki Kuniyasu１）,

Yoshiaki Murakami２）and Taijiro Sueda２）

Department of Surgery and Department of Pathology１）, Miyoshi Central Hospital
Department of Surgery, Division of Clinical Medical Science, Graduate School of Biomedical Sciences,

Hiroshima University２）

We report a rare case of choledochocele associated with an adenoma of the duodenal papilla. A 81-year-old
man admitted for epigastralgia was found in abdominal computed tomography（CT）and magnetic resonance
cholangiopancreaticography（MRCP）to have a cystic lower end of the distal common bile duct. Upper gastro-
intestinal endoscopy showed a soft spherical mass proximal to the ampullary orifice. The papilla was covered
by granular duodenal mucosa and histopathological examination showed a tubular adenoma. We conducted a
transduodenal sphincterotomy and sphincteroplasty under a diagnosis of suspected choledochocele associated
with adenoma of the duodenal papilla. In many cases, a choledochocele should be readily treated endoscopi-
cally. Our choledochocele associated with ampullary adenoma, however, was difficult to distinguish preopera-
tively from choledochocele associated with carcinoma. Physicians should thus be aware that carcinoma may
develop in a choledochocele. Due to the possibility of malignant changes already induced, the ampullary mu-
cosa should be observed for several years even after endoscopic treatment or surgery.
Key words：choledochocele, ampullary adenoma, choledochal cyst
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