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Hemosuccus pancreaticus（以下，HP）は膵管を通りVater 乳頭から出血を来すまれな疾患で
ある．今回，我々は異なる原因により発症した hemosuccus pancreaticus の 2 例を経験した．症
例 1は 77 歳の男性で，繰り返す吐血より，腹部CTにて脾動脈瘤を認めたことより手術を施行
したところ，主膵管との交通をもつ動脈硬化性の脾動脈瘤を認めた．症例 2は 58 歳の男性で，
腹痛を主訴に施行した上部消化管内視鏡検査にて，Vater 乳頭からの出血を認め，また腹部
MRI にて膵尾部に腫瘤を認め，囊胞内出血と診断し手術を施行した．囊胞壁は異型を認める円
柱上皮に覆われており，膵管との交通を認め，また卵巣様間質を認めないことより intraductal
papillary mucinous neoplasmと診断した．原因不明の上部消化管出血には，HPを鑑別疾患に入
れた診療が必要である．

はじめに
Hemosuccus pancreaticus（以下，HP）は膵管を

通りVater 乳頭から出血を来すまれな疾患であ
る．HPは上部消化管出血や下血を症状として発
症し，1931 年に初めての報告がなされ１），hemosuc-
cus pancreaticus の表現が初めて使われたのは
1970 年である２）．その診断は困難であり，Vater
乳頭からの出血を肉眼的に確認できる例は少な
く，診断のほとんどが血管撮影検査によりなされ
る．今回，我々は異なる原因によりHPを発症した
2例を経験したので若干の文献的考察を加えて報
告する．

症 例
症例 1：77 歳，男性
主訴：腹痛，吐血
既往歴：40 歳，胃潰瘍（胃切除術，Billroth-II

法再建術施行）
生活歴：日本酒 3合�日の飲酒歴あり．
現病歴：2006 年 5 月より腹痛，吐血を主訴に近

医にて上部消化管内視鏡検査を複数回施行するも

原因不明であった．よって精査加療のため 6月当
院消化器科に入院となった．
入院時現症：腹部では膨隆や圧痛などの異常所

見を認めず．直腸診でも異常を認めず．
入院時検査所見：血算にてHb 9.2g�dl と貧血

を認め，またAMY 325U�lと膵酵素の上昇を認め
るほか異常所見を認めなかった．
入院後経過：上部消化管内視鏡検査を施行した

ところ，食道胃接合部に裂創を認めたことより
Mallory-Weiss 症候群と診断し保存的に治療し
た．しかし，その後も吐血症状持続することより
腹部CTを施行したところ，脾動脈近位に径 60
mm大の動脈瘤を認めたことより，脾動脈瘤と膵
管が交通しており，これにより出血が起こってい
ると考えられた（Fig. 1）．よって，HPの診断より
当科にて手術を施行した．
手術所見：開腹すると残胃の小彎側に 6cm大

の脾動脈瘤を認め，脾動脈を根部で結紮処理．膵
臓から脾臓にかけて後腹膜より授動していった
が，動脈瘤は残胃と著明に癒着しており残胃合併
切除し，膵体尾部切除術，脾臓摘出術を施行し手
術を終了した．
切除標本肉眼所見：脾動脈根部に 50mm大の
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Fig.　1　Computed tomography showed splenic ar-
tery aneurysm with thrombus.

Fig.　2　Resected specimen. a：The true aneurysm 
with thrombus. b：the aneurysm communicated 
with main pancreatic duct（arrow）.
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b

Fig. 1，2：臨床外科（医学書院）から
転載依頼があり，本学会誌が許可した．

動脈瘤を認めた．背景の膵実質は硬く，飲酒歴と
あわせ，アルコール性慢性膵炎の所見であった
（Fig. 2）．
病理組織学的検査所見：動脈瘤壁は動脈硬化性

の変化を示し，膵組織は高度繊維化を認め慢性膵
炎であった．膵管内には赤血球を認めるが，囊胞
は認めなかった．
切除標本造影X線検査所見：脾動脈からの造

影にて脾動脈瘤が造影された．また，膵管から造
影剤を注入すると動脈瘤が造影され動脈瘤と膵管
との交通が証明された．以上より，本症例はHP
と診断された．
術後経過：術後経過は良好にて第 18 病日に退

院となった．退院後現在まで再発を認めていない．
症例 2：58 歳，男性
主訴：腹痛
既往歴：特記事項なし．
生活歴：ビール 1,000ml�日の飲酒歴あり．
現病歴：2006 年 10 月頃から，吐血を繰り返す

ようになり，複数回の消化管内視鏡検査を施行し
たが明らかな原因は不明であった． 2008 年 4 月，
吐血，腹痛を主訴に当院消化器科を受診した．腹
部CTにて膵腫大および周囲への fluid collection
を認め急性膵炎の診断より，入院となった．
入院時現症：上腹部に圧痛を認めるが，腹膜刺

激症状は認めなかった．腸蠕動音は減弱していた．
直腸診では異常を認めなかった．

入院時検査所見：血算にてHb 10.6g�dl と軽度
の貧血を認め，またAMY 623U�lと膵酵素の上昇
を認めた．
入院後経過：入院後絶食，補液および膵酵素阻

害剤投与にて保存的に治療した．腹部症状は軽快
し経口摂取を再開した．入院後 14 日目の血液検査
にてHb 8.3g�dl と貧血を認めたことより上部消
化管内視鏡検査を施行した．
上部消化管内視鏡検査所見：胃内に凝血塊は認

めなかった．しかし，十二指腸内に凝血塊を認め，
またVater 乳頭からの出血も認めた（Fig. 3）．
腹 部MRI：T2 に て 膵 尾 部 に 3.6×2.8cmの

high intensity を示す腫瘤を認めた（Fig. 4）．
血管撮影検査所見：脾動脈造影では動脈瘤を認
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Fig.　3　Endoscopic fi nding showed fresh blood ooz-
ing from the papilla（arrow）.

Fig.　4　Magnetic resonance showed the cystic lesion 
of high intensity in T2-weighted image.

Fig.　5　Microscopic fi nding showed mucin-secreting 
columnar epithelial cells with varying degrees of 
atypia, without ovarian-type stroma（HE × 100）.

めず，また tumor stain なども認めなかった．
以上より，膵仮性囊胞からの膵管への出血と診

断し手術を施行した．
手術所見：開腹すると，膵尾部に約 3cm大の軟

な腫瘤を触知した．よって腫瘤を含めた膵体尾部
切除術，脾臓摘出術を施行し手術を終了した．
切除標本肉眼所見：膵尾部に 30mm大の囊胞

を認め，内部には凝血塊が貯留しており，膵管と
の交通も認めた．また背景の膵実質は硬く，飲酒
歴とあわせ，アルコール性慢性膵炎の所見であっ
た．

病理組織学的検査所見：囊胞壁は円柱上皮に覆
われており，軽度の核腫大，重層化，乳頭状増生
を認めた．卵巣様間質を認めず，膵管との交通を
認めることより膵管内乳頭粘液性腫瘍（intraduc-
tal papillary mucinous neoplasm；以下，IPMN）と
診断した（Fig. 5）．また，囊胞内には血球成分を
認め，出血の原因は IPMNによるHPと診断し
た．
術後経過：術後経過は良好にて第 25 病日に退

院となった．退院後外来経過観察中だが，明らか
な再発を認めていない．

考 察
HPの原因としては膵炎に伴う脾動脈瘤の破裂

があげられる．肝動脈や胃十二指腸動脈などの動
脈瘤もHPの原因になりうるとされている３）～５）．他
の原因として膵仮性囊胞からの出血などがあげら
れる６）７）．自験例 2例はそれぞれ異なった病因によ
るHPである．症例 1は膵管と交通した脾動脈の
真性動脈瘤からの出血であったが，症例 2では基
礎に慢性膵炎があり，IPMNからHPを呈したと
考えられるまれな原因であった．
1983 年から 2008 年の医学中央雑誌にて「hemo-

succus pancreaticus」のキーワードで検索し，さら
にそれぞれの引用文献から検索しえたHPの報告
例は，会議例を除いて 63 例であった．これに自験
例 2例を加えると男性は 56 例，女性は 9例と男性
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Table　1　Summary of reported cases of hemosuccus 
pancreaticus from 1983 to 2008 in Japan

Characteristics Data（n ＝ 65）

Age（years） 25 ～ 83
Mean   55.3

Gender
Male 56
Female  9

Cause
Aneurysm ＋ Pseudocyst 27
Pseudocyst 18
Aneurysm 11
Carcinoma  5
unknown  2
atherosclerosis  1
IPMN  1

Chornic pancreatitis
Yes 55
No 10

Hemorrhage from the papilla of Vater
Yes 35
No 30

Initial treatment
DP 28
TAE 17
PD  8
Others  6
Conservation  4
TP  1
PP  1

IPMN；intraductal papillary mucinous neoplasm，DP；
distal pancreatectomy，TAE；transcatheter arterial em-
bolization，PD；pancreatoduodenectomy，TP；total pan-
createctomy，PP；partial pancreatectomy

に多く，年齢は 25～83 歳で平均 55.3 歳であった
（Table 1）．原因として動脈瘤と仮性囊胞が混在し
ていたものが最多で 27 例，仮性囊胞からの出血が
18 例，動脈瘤のみのものが 11 例であった．まれな
原因として膵癌からの出血が 5例あったが，自験
例の症例 2のように IPMNからの出血例は現在
まで報告例はない．また背景の膵臓に膵炎の所見
を認めたものは 55 例（約 85％）あった．症状とし
ては腹痛を 65 例中 40 例に認め（約 61.5％），その
他，吐血や黒色便，新鮮血を含めた下血症状が主
であった．HPの診断のため上部消化管内視鏡検
査が施行されるが，Vater 乳頭からの出血を肉眼
的に確認するのは比較的困難であるとされてい

る．自験例を含め 65 例中，Vater 乳頭からの出血
が確認できたのは 35 例（約 53.8％）であり，よっ
てHPの確定診断がつかないまま手術治療が施行
される症例がある８）．それゆえ上部消化管出血を繰
り返すが出血源が特定されない患者では，HPを
鑑別診断として考える必要がある．
血管撮影検査は膵管と交通した動脈瘤をはじめ

とした血管の評価には有用である．しかしながら，
血管撮影検査によって膵管からの造影剤漏出を描
出するには，実際に腹痛などの症状が出ていると
きに施行すべきである９）．脾動脈の拡張や瘤を描出
するのみでは，HPの疑診とはなっても確定診断
とはならないからである．瘤の描出のみであれば
超音波検査，CT，MRI なども有用である．特に
MRI は動脈瘤の径や他の膵疾患の評価に優れて
いるとされる１０）．また，MR angiography を用いる
ことによって血管撮影検査と同様の画像が得ら
れ，動脈瘤と膵管の交通が描出された症例の報告
もある１１）．
HPの治療は，そのほとんどの症例で血管撮影

検査を施行していることから，同検査にて出血源
が同定されるならば interventional radiology（以
下，IVR）を考慮すべきである１２）．コイルを用いた
塞栓術やステント治療などがなされるが，成功率
は約 80％であり，6か月での再発率も 30％と高
率であることから，その適応判断には慎重になら
ざるをえない１３）．よって，血管撮影検査にて異常を
描出できない症例や IVR失敗例では手術治療が
選択される．術式としては動脈の結紮や囊胞性病
変を含めた膵体尾部切除術，脾臓摘出術などが施
行される．動脈の結紮のみではその再発率は高い
とされている．また，膵切除を行う際に出血源が
どこであるのかを同定しないと切離線を決定でき
ないという問題点もある．これについては術中超
音波検査や膵管鏡が出血源検索に有用との報告１４）

がある．本症例では，症例 1では血管撮影検査は
施行しなかったがCTにて動脈瘤を描出できてお
り，また動脈瘤が脾動脈根部付近に存在したこと，
動脈瘤が周囲組織へ強く癒着していたこともあり
動脈瘤切除術，残胃合併切除術，膵体尾部切除術，
脾臓摘出術を施行した．症例 2では血管撮影検査
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で膵管との交通は認めなかったが，囊胞を含めた
膵体尾部切除術，脾臓摘出術をそれぞれ施行した．
本症の死亡率は約 25～40％と報告されてお

り１５）～１７），原因としては出血性ショック１８）が最多で
あり，その他敗血症や腹腔内膿瘍３）が死亡原因とさ
れている．よって再発率の高い IVRは一時的な止
血目的に施行し，根治のためには手術治療が必要
と考える．
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Two Cases of Hemosuccus Pancreaticus
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Although hemosuccus pancreaticus is a rare complication of chronic pancreatitis, it should be considered in
cases of unexplained gastrointestinal bleeding. We report two cases of hemosuccus pancreaticus. Case 1：A
77-year-old man seen for repeated hematemesis was found in computed tomography（CT）to have a splenic
artery aneurysm. Hematemesis was considered due to aneurysm rupture into the main pancreatic duct, ne-
cessitating surgery. Pathological examination showed the resected specimen to be a true aneurysm without a
pseudocyst. Case 2：A 58-year-old man with upper abdominal pain was found in upper gastrointestinal（GI）
endoscopy to have bleeding from the papilla of Vater. Abdominal magnetic resonance imaging（MRI）showed
a cystic pancreatic tail lesion. We operated based on a diagnosis of hemosuccus pancreaticus due to the pan-
creatic cyst. Pathological findings of the resected specimen showed mucin-secreting columnar epithelial cells
with varying degrees of atypia but without ovarian-type stroma. The definitive diagnosis was hemosuccus
pancreaticus due to intraductal mucinouspapillary neoplasm.
Key words：hemosuccus pancreaticus, aneurysm, intraductal papillary mucinous neoplasm
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