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症例は 55 歳の男性で，6か月前より腹部違和感，1か月前より嘔吐出現し，当院紹介受診し
た．造影CT，MRI では十二指腸下行脚～水平脚右側に 10×5cm大の囊胞性病変を認め，膵頭
部に 1cmの不整形腫瘤を認めた．胃造影X線検査，gastrointestinal fiber（GIF）では十二指腸
狭窄を認めた．血液腫瘍マーカーではDUPAN-2 747U�ml と上昇を認めた．膵頭部癌疑いと，
囊胞性病変による十二指腸狭窄の診断にて膵頭十二指腸切除術を施行した．切除標本にて膵頭
部に 1cmの白色結節，十二指腸下行脚に 7×5cmの囊胞性病変を認めた．病理組織学的検査に
て，膵頭部の結節は慢性膵炎に伴う膵頭部の局所性線維化，囊胞性病変は十二指腸壁内に進展
した膵仮性囊胞が考えられた．最終的に groove pancreatitis による変化と考えられた．Groove
pancreatitis は膵頭部癌との鑑別が困難である疾患であり，groove pancreatitis に十二指腸壁内
膵仮性囊胞を伴った，極めてまれな症例を経験したので報告する．

はじめに
総胆管と十二指腸に囲まれた膵頭部に発生した

限局性慢性膵炎である groove pancreatitis は十
二指腸狭窄を伴いやすく，また膵頭部癌との鑑別
が困難な疾患である１）２）．我々は膵頭部癌との鑑別
が困難であった十二指腸壁内筋層間に膵仮性囊胞
を伴った，極めてまれな groove pancreatitis の 1
例を経験したので報告する．

症 例
患者：55 歳，男性
主訴：腹部違和感，嘔吐
現病歴：6か月前より腹部違和感出現し，近医

受診．Gastrointestinal fiber（以下，GIF），US，CT
にて異常認めず．1か月前より嘔吐出現し，当院紹
介受診した．
既往歴，家族歴：特記事項なし．
飲酒歴：ビール 350ml×2 本＋焼酎水割り 2

杯�日，約 30 年間．
喫煙歴：なし．
入院時現症：胸部異常なし．上腹部に圧痛あり．

身長 145cm，体重 49kg，血圧 130�80mmHg，脈拍
60�分，体温 36.2℃．
初診時血液検査所見：血液一般検査，生化学検

査にて炎症反応上昇，肝胆道系酵素，膵酵素の上
昇，腎障害を認めた．血液腫瘍マーカーでは
DUPAN-2 の上昇を認めた（Table 1）．
造影CT所見：十二指腸下行脚右側～水平脚に

至る低吸収性病変を認め，十二指腸の通過障害を
認めた（Fig. 1A）．膵頭部に 1cmの緩徐に造影さ
れる不整形腫瘤を認めた（Fig. 1B）．
MRI 所見：十二指腸下行脚右側～水平脚に至

る壁内に 10.0×4.5cmの粘液が充満した囊胞性病
変を認め（Fig. 2A），膵頭部に 1cmの造影不良な
腫瘤を認めた（Fig. 2B）．
US所見：膵頭部に 6cmの囊胞性病変を認め，

内腔に 4cmの乏血性の構造物を認めた．
胃造影X線検査所見：十二指腸球部～下行脚
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Table　1　Laboratory data on admission

WBC 10,550 /μl Amy 193 U/l
RBC 500 × 104 /μl BUN 57.5 mg/dl
Hb 14.4 g/dl Cr 3.03 mg/dl
Plt 40.8 × 104 /μl CRP 9.14 mg/dl
TP 9.0 g/dl
Alb 4.9 g/dl CEA 1.6 ng/ml
T-Bil 1.1 mg/dl CA19―9 2.0 U/ml
D.Bil 0.2 mg/dl DUPAN-2 747 U/ml
AST 84 U/l SPAN-1 16.6 U/ml
ALT 32 U/l HBsAg （－）
ALP 278 U/l HCVAb （－）
γ-GTP 155 U/l

Fig.　1　Abdominal enhanced CT on early phase 
showed a low enhanced lesion along the right side 
wall of the 2nd to 3rd portion of the duodenum（A，
white arrows）with narrowing the duodenum（A，
black arrows），and a low enhanced nodule of 1cm 
in size at the head of the pancreas（B，arrows）．

Fig.　2　MRI showed a cystic lesion with mucus pool 
of 10.0 × 4.5cm is size along right side the wall of 
the 2nd to 3rd portion of the duodenum（A，
white large arrows）with narrowing the duode-
num（A，wh ite small arrows），and a poor 
contrast nodule of 1cm in size at the head of the 
pancreas（B，arrows）．

が壁外性に圧排され，十二指腸下行脚への造影剤
流出を認めなかった（Fig. 3）．
GIF 所見：十二指腸球部右後壁側に粘膜下腫瘤

様隆起を認め，球部～下行脚にかけて狭窄を認め
たが，内視鏡の通過は可能であった（Fig. 4）．隆
起部に粘膜発赤を認めるが，腫瘍露出は認めな
かった．隆起部からの生検でも悪性所見は認めな

かった．
PET-CT所見：十二指腸下行脚右外側に沿って

長径 11cmの管状の囊胞性病変を認めた．膵頭部
には fluorodeoxyglucose（FDG）の集積亢進を認め
なかった．
以上より，十二指腸囊胞性病変に関しては，十

二指腸重複腸管，十二指腸腫瘍，膵仮性囊胞，異
所性膵に伴う囊胞形成が疑われた．膵頭部腫瘤に
関しては，膵頭部癌，groove pancreatitis が疑われ
た．DUPAN-2 の上昇より膵頭部癌が否定できな
いこと，十二指腸狭窄を伴っていることよりGIF，
胃造影X線検査より 3週間後に手術を施行した．
手術所見：肝転移や腹膜播種性病変はなく，十

二指腸下行脚に明らかな囊胞性病変は認められ
ず，同部位に炎症性の壁肥厚を認めた．膵頭部は
硬く腫大していたが，腫瘍の漿膜面への露出や浸
潤は認めなかった．胆囊摘出後，膵頭十二指腸切
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Fig.　3　Upper GI studies showed obstruction of the 
1st to 2nd portion of the duodenum（arrows）．

Fig.　4　GIF showed a submucosal tumor at the 1st 
portion of the duodenum with stenosis of the 
duodenum（arrows）．

Fig.　5　The resected specimens showed a whitish 
nodule of 1cm in size at the head of the pancreas
（solid circle），and cystic lesion in the duodenal 
wall（dot circles）．

除術を施行した．摘出標本にて膵頭部に 1.0×0.6
cmの白色腫瘍を認めたが（Fig. 5），迅速病理診断
にて悪性所見は認めなかった．膵頭部非腫瘍部に
は慢性膵炎によると思われる膵頭部の硬化性変化
を認めた．また，十二指腸下行脚前壁～右側漿膜
下層に 7.0×5.0cmの虚脱した囊胞性病変を認め
た（Fig. 5）．囊胞が虚脱していたため，内容液の
アミラーゼ測定は施行できなかった．囊胞内腔は
表面平滑で悪性所見は認めなかった．USで認め
られた囊胞内乏欠性の壁在結節は腫瘍ではなく，
仮性囊胞内の壊死物質と思われた．そのため，2
群のリンパ節郭清は施行せず，膵胃吻合，胆管空
腸吻合，胃空腸吻合にて再建し手術を終了した．
手術時間 393 分，出血量 1,089g，術中輸血MAP

2U.
術後病理組織学的検査所見：造影CT，MRI で

認められた膵頭部の 1cm大の腫瘤は，摘出標本に
て白色調線維化病巣として認められ，慢性炎症細
胞浸潤，膵実質の萎縮，軽度の膵管拡張と拡張膵
管の破壊を伴っていた（Fig. 6A）．非腫瘍部の膵に
は特異的な炎症所見はなく，慢性膵炎の所見で
あった．十二指腸下行脚前壁～右側では内輪筋と
外縦筋の間に囊胞形成を認めた（Fig. 6B）．Groove
領域の膵実質と十二指腸壁内囊胞が腹側にて線維
化組織を介して連続性があることを確認した．異
所性膵や輪状膵は認めなかった．囊胞内面は大部
分が炎症性結合組織で被覆されており，慢性膵炎
に伴う膵仮性囊胞と思われた．ごく一部に一層の
円柱状被覆上皮の残存を認めたが，腫瘍性変化は
認めなかった（Fig. 6C）．
以上より，膵頭部の白色調結節は groove pan-

creatitis による局所性線維化，十二指腸の囊胞性
病変は膵仮性囊胞が十二指腸壁内に進展したもの
と判断した．
術後経過：術後 14 日目に腹腔内膿瘍を来した

が，経皮的ドレナージにて軽快し，術後 41 日目に
自宅退院した．

考 察
Groove pancreatitis は，総胆管と十二指腸に囲

まれた溝（groove）に発生した限局性慢性膵炎で，
1973 年，Becker３）により最初に報告された．1982
年，Stolte ら４）が膵癌の術前診断で膵頭十二指腸切
除術を施行した 123 例を検討し，30 例（24.4％）に
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Fig.　6　Histological findings：HE staining（A，B
× 40，C × 200）．A）Histological examination 
confirmed a focal fibrosis with chronic inflammation，
atrophic change of the pancreas，mild dilation and 
distortion of the pancreatic duct．B）A cystic lesion be-
tween the muscular layers of the duodenal wall（small 
arrows）．Thin arrow shows internal and thick arrow 
shows external layer of the muscle，and dot arrow 
shows cystic lesion．C）A fragment of the columnar 
epithelium attached to the cystic lumen（arrows）．

本症を認めている．その報告によると臨床的には
本症は全例男性で，80％以上が大酒家である．ま
た，病歴に胆道系疾患，消化性潰瘍，胃切除の既
往を有する症例が多い．発生原因として，胆道疾
患や胃十二指腸潰瘍，手術による総胆管や十二指
腸周囲，膵頭部の外傷性変化，膵囊胞，十二指腸
囊胞，十二指腸壁内の異所性膵，副乳頭不全によ
る Santorini 管からの膵液流出不全，アルコール
長期多飲による膵刺激などがあげられる４）．さら
に，高頻度に十二指腸狭窄を伴い膵癌との鑑別が
困難である．病理組織学的には膵内や十二指腸壁
内に囊胞を伴いやすく，十二指腸壁の線維化や
Brunner 腺の過形成を認めることが多いといわ
れている．しかし，本邦での groove pancreatitis
の報告例は少なく，病理組織学的検査所見は切除
標本では検討可能であるが，術前評価は不可能で
あるため，術前診断は困難である４）．Vallath ら５）は
groove pancreatitis の画像所見として，USでは低
エコー性腫瘤として描出，造影CTでは膵頭部と
十二指腸壁との間に造影不良性腫瘤として描出，
MRI では T1 強調像で低信号，T2強調像で等～軽
度高信号性腫瘤として描出されると報告してい
る．Endoscopic ultrasonography（EUS）や ERCP
では，滑らかな胆管狭窄を伴うが，主膵管異常を
来すことはまれで，あっても軽度であると述べて
いる５）．本邦では groove pancreatitis の報告はい
まだ少なく，1983 年から 2009 年の間に医学中央
雑誌で「groove pancreatitis」で検索した結果，会
議録を含めた報告例は，8件であった．Groove
pancreatitis と膵癌の鑑別診断に関しては，前者で
は，1）腫瘤内に囊胞性病変が存在する頻度が高い，
2）groove 領域を走行する血管閉塞や不整の程度
が膵癌程高度でない，3）造影 CTにて早期濃染不
良で遅延性に濃染する腫瘤として描出されること
などがあげられる６）７）．本症例では，造影CTにて膵
頭部に緩徐に造影される不整形腫瘤を認め
groove pancreatitis として矛盾しない所見，また，
十二指腸壁内囊胞を伴い十二指腸狭窄を来した点
では groove pancreatitis の特徴を有していたも
のと思われた．PET-CTでは膵頭部にFDGの異
常集積は認めなかった．しかし，MRI で造影不良
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性腫瘤として描出され，DUPAN-2 の上昇も認め
たため，膵頭部癌が否定できなかった．
膵仮性囊胞は急性，慢性膵炎の 5～12％に併発

するといわれている．仮性囊胞の成因としては，
膵炎，膵外傷，膵癌などがあるが，その中でもア
ルコール性慢性膵炎の急性再燃期に生じる例が多
く，報告では 50％以上を占める．仮性囊胞の大き
さは，鶏卵大より小児頭大にわたり，大部分は単
発性である．発生部位は膵頭部より膵尾部にわ
たっているが，膵体尾部例が比較的多いとされる．
膵仮性囊胞は自然消失することも少なくないた
め，6週間は保存的治療が原則とされる．改善しな
いものに対して，エコーあるいはCT下の経皮的
ドレナージ，内視鏡的内瘻術，膵管ステントなど
非観血的治療法が選択されるが，困難な場合は，
内外瘻術，膵体尾部切除術，膵頭十二指腸切除術
など手術的治療法の対象となる．保存的治療によ
る自然消失例は 6～20％である８）～１１）．膵仮性囊胞
に伴う合併症は 30～50％に認められ，主なものは
胆管狭窄，局所性門脈圧亢進，膵性胸腹水，十二
指腸狭窄である．本症例では，飲酒歴があり，術
前検査では軽度の肝機能障害，アミラーゼ上昇を
認めた．十二指腸壁壁内筋層間の膵仮性囊胞によ
り十二指腸が圧排狭窄されていた．術前画像検査
で囊胞が十二指腸の右側に位置していたため，積
極的に膵仮性囊胞の診断がなされなかった．急性
膵炎，慢性膵炎に併発した仮性囊胞の報告では，
囊胞の発生部位は膵頭部から膵尾部にわたるが，
十二指腸壁内での囊胞形成報告例はなかった９）１０）．
Groove pancreatitis では，膵頭部と十二指腸の間
に囊胞形成を来した報告例はあるが５）６），1983 年か
ら 2009 年の間に医学中央雑誌で「groove pan-
creatitis」「十二指腸壁内囊胞」，1979 年から 2009
年の間に Pub Med で「groove pancreatitis」「duo-
denal wall cyst」で検索した結果，前者で 0件，後
者で 14 件であった．しかし，groove pancreatitis
で十二指腸壁右側での囊胞形成報告例は我々の検
索しえた範囲ではなかった．
飲酒歴があり，groove pancreatitis を合併，十二

指腸の壁内囊胞であることより，頻度的にも膵仮
性囊胞の可能性が高いと考えられた．囊胞内に一

部認められた円柱状被覆上皮は，仮性囊胞形成時
に再生性の膵管上皮が囊胞部へ進展したものと思
われた．
本症例では groove pancreatitis，十二指腸壁内

の膵仮性囊胞または異所性膵に伴う十二指腸壁内
囊胞が疑われ，囊胞の圧排に伴う十二指腸狭窄の
可能性が考えられたが，膵頭部癌が否定できな
かったため，手術の適応と判断した．膵頭部に腫
瘤を認めたが，術中迅速病理診断にて悪性所見を
認めず，慢性膵炎に伴う変化であったため，リン
パ節郭清は必要ないと判断した．開腹時の所見で
は，十二指腸下行脚右側の囊胞は虚脱しており，
囊胞として認識できなかった．切除標本にて初め
て，十二指腸下行脚に虚脱した壁内囊胞を認めた．
病理組織学的に groove 領域の膵実質と十二指腸
壁内囊胞が腹側にて線維化組織を介して連続性が
あることを確認した．十二指腸壁内の囊胞形成に
関しては，異所性膵に伴う囊胞形成として報告が
ある１２）．しかし，本症例では病理組織学的検査にて
異所性膵は認めなかった．したがって，膵仮性囊
胞が十二指腸下行脚左腹側に形成され，腹側，右
側へと進展したものと判断した．肉眼的にも病理
組織学的にも明らかな十二指腸との交通は確認で
きなかったが，画像診断から手術までの間に，経
膵的あるいは経十二指腸的に囊胞内容がドレナー
ジされ，消失したものと思われた．
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Groove Pancreatitis Associated with a Large Pseudocyst in the Muscular Layer of the Duodenal Wall：
A Case Report

Takahiro Terashi, Hideki Ijichi, Seiji Maruyama, Rinshun Shimabukuro,
Yoshitada Ono１）, Koji Joko１）, Shinji Yoshioka２）, Shigetoshi Murata２）,

Yumi Oshiro３）and Takashi Nishizaki
Department of Surgery, Department of Hepato-Biliary-Pancreatic Medicine１）, Department of Radiology２）and

Department of Pathology３）, Matsuyama Red Cross Hospital

We report a case of groove pancreatitis（GP）with a pseudocyst in the muscular layer on the right side of the
duodenum―the first such case reported to our knowledge. A 55-year-old man reporting abdominal discomfort
for 6 months and vomiting for 1 month was found in abdominal enhanced computed tomography（CT）and
magnetic resonance imaging（MRI）to have a 10×5cm cystic lesion along the right side wall of the duodenal
second to third portions and a 1cm low-enhanced nodule of the pancreatic head. Upper gastrointestinal tract
（GI）series and GI Endoscopy showed duodenal stenosis. Serum DUPAN-2 was elevated at 747U�ml. Under a
tentative diagnosis of pancreatic head cancer and duodenal stenosis, we conducted pancreaticoduodenectomy.
The resected specimen showed a white 1cm nodule of the pancreatic head, and a 7×5cm cystic lesion of the
duodenum. Histologically, the pancreatic nodule was focal fibrosis with chronic pancreatitis and the cystic le-
sion was in the muscular layer of the duodenal wall. The final diagnosis was GP with focal fibrosis and an intra-
mural pancreatic duodenal wall pseudocyst. GP is difficult to diagnose preoperatively because imaging of a
GP-associated nodule resembles that of pancreatic head cancer.
Key words：groove pancreatitis, pancreatic pseudocyst, pancreatic cancer
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