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　黄色肉芽腫性胆 炎 (XGC) は壁肥厚を呈する胆 炎の亜型の一つとして分類され，画像所見な

どは胆 癌と類示しており鑑別に苦慮することが多い。今回XGCとの鑑別に苦慮した胆 癌の一例

を経験したので報告する。症例は62歳男性。人間ドックで血清CA19-9高値を指摘され，他院で胆

腫瘍を疑われたため当院を受診した。腹部CT・MRI検査からXGCと診断したがUS・EUSなどの

所見からは胆 癌を否定できなかった。そのため術中迅速病理診断を併用し，癌に準じた手術 (胆
床切除術 + リンパ節郭清) を施行した。最終病理結果は胆 癌でリンパ節転移は認められなかっ

た。病理結果から追加切除は行わず，術後補助化学療法を施行し術後1年無再発で生存している。
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序　　文

　黄色肉芽腫性胆 炎 (xanthogranulomatous cholecystitis:

以下，XGC) は壁肥厚を呈する胆 炎の1亜型として分

類される。XGCの発症には胆 結石の存在，胆 内圧

の上昇，慢性細菌感染が関与しているとされている。

XGCの画像上の特徴として，CTでは漿膜下層を中心と

した壁肥厚像があり，粘膜層の連続性が保持されてい

ること，Rokitansky-Aschoff sinus (RAS) あるいは壁内

膿瘍を反映した肥厚した壁内の低吸収域があること，

MRIで肥厚した壁内にT1低信号，T2高信号の 胞状所

見などが報告されている1。その画像所見は，様々な点

で胆 癌と類似しており，進行胆 癌との鑑別に苦慮

することが知られている。悪性か否かにより，その術

式は大きく変わるため，これまで，様々な検討がなさ

れてきたが，未だ術前に確定診断を得る方法は確立し

ていない。また，XGCは胆 癌を合併しやすいことが

報告されており，その診断には注意を要する。今回，

われわれは各種検査所見において黄色肉芽腫性胆 炎

との鑑別に苦慮した胆 癌の一例を経験したので報告

する。

症　　例

症例: 62歳，男性

既往歴: 胃潰瘍，十二指腸潰瘍

家族歴: 父　胃癌

現病歴

　平成27年12月，人間ドック受診時に本人希望で偶然

に施行された採血検査で血清CA19-9高値 (57.2 U/ml) を

指摘されたため，近医を受診した。腹部造影CT検査で

胆 底部に造影効果を伴う軟部影を指摘された。胆

腫瘍を疑われ精査加療目的で当院紹介受診となった。

現症

　腹部腫瘤触知無し。明らかなリンパ節腫脹など無

し。これまでに胆石発作などの腹痛などもなし。

血液検査所見

　ALPの上昇があり，腫瘍マーカーではCA19-9とSpan-

1の上昇を認めた (Table 1)。

画像検査所見

腹部超音波検査 (US): 音響陰影を伴う1 cm大の結石と

胆 体部から底部にかけて胆 壁肥厚を認めた

(Figure 1A)。超音波ドブラによる壁在胆 動脈の最

大血流速度 (以下Vmax) は44.7 cm/secと亢進してい

た (Figure 1B)。

内視鏡的逆行性胆道造影 (ERC): 明らかな膵胆管合流異

常や胆管壁異常は無く，胆 内に陰影欠損を認めた

(Figure 2A)。この時に採取された胆汁細胞診は陰性

であった。

超音波内視鏡検査 (EUS): 胆 底部に一部血流シグナル
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Figure 1.  腹部超音波検査

河又　寛，他

Table 1.  当院受診時血液検査所見

WBC 5,400 /μl TP     6.5 g/dl Na 141 mEq/l
RBC 4.5 × 106 /μl ALB     4.1 g/dl K     4.5 mEq/l
Hb 14.6 g/dl T.Bil     0.5 g/dl Cl 105 mEq/l
Ht 42.9 % GOT   23 IU/l CRP     0.12 mg/dl
PLT 24.4 × 104 /μl GPT   15 IU/l

ALP 360 IU/l CEA     3.6 ng/ml
PT-T 10.6 sec γGTP   33 IU/l CA19-9 219 U/ml
PT-% >130 % LDH 226 IU/l DUPAN-2   71.0 U/ml
APTT 25.3 sec CPK 164 IU/l Span-1   40.0 U/ml

Glu 121 mg/dl
Tcho 132 mg/dl
BUN   16.1 mg/dl
Cr     0.71 mg/dl
eGFR   86.0 ml/min

A. 音響陰影を伴う1 cm大の結石と胆 体部か

ら底部にかけて胆 壁肥厚を認めた。

B .  超音波ドブラによる壁在胆 動脈の最大血流速度

(Vmax) は44.7 cm/secと亢進していた。

Figure 2.  内視鏡的逆行性胆道造影 (ERC) と超音波内視鏡検査 (EUS)

↑B. 胆 底部に一部血流シグナル (赤矢頭) を伴う

広基性病変 (赤矢印) が指摘された。

←A.  明らかな膵胆管合流異常や胆管壁異常は無

く，胆 内に陰影欠損を認めた (赤矢印)。
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黄色肉芽腫性胆 炎との鑑別に難渋した胆 癌の一例

を伴う広基性病変が指摘された (Figure 2B)。

腹部造影CT検査: 胆 壁は早期濃染されず，一部に

胞を含んだ漸次性の均一な造影効果を伴った壁肥厚

を胆 体部から底部に認めた (Figure 3)。明らかなリ

ンパ節腫大は認められなかった。

腹部MRI検査: T2強調画像では胆 底部に 胞状の壁肥

厚像を伴う高信号域を認めた。肝臓との境界は明瞭

であった (Figure 4)。

　以上より，黄色肉芽腫性胆 炎と診断したが，腫瘍

マーカーの上昇，Vmaxの亢進，EUSで血流シグナルを

伴う広基性病変が指摘されたことなどから胆 癌を完

全に否定することができなかった。そのため十分に説

明を行い癌に準じた術式を提案し同意が得られたため

開腹手術を施行した

手　　術

術式: 胆 床切除術 + リンパ節郭清

手術時間: 6時間45分

出血量: 550 ml

手術所見

　上腹部正中切開で開腹。明らかな腹膜播種や腹水貯

留なし。上腹部洗浄細胞診は癌陰性であった。胆 は

体部から底部にかけやや弾性硬に触知したが，明らか

な漿膜外露出などは認められなかった。術中超音波

(IOUS) では胆 底部から体部にかけての壁肥厚があっ

Figure 4.  腹部MRI検査

T2強調画像では胆 底部に 胞状の壁肥厚像を伴う高信号域を認めた。肝臓との境界は明瞭であった。

Figure 3.  腹部造影CT検査

胆嚢 は早期濃染されず，一部に 胞を含んだ漸次性の均一な造影効果を伴った壁肥厚を胆 体部から底部に認

めた。明らかなリンパ節腫大は認められなかった。
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たが肝への直接浸潤の所見は認められなかった。傍大

動脈周囲リンパ節 (#16b1) をサンプリングし癌陰性を

確認，また胆 管断端にも癌陰性を確認できたため胆

床切除術 + リンパ節郭清を施行した (Figure 5)。

切除標本

　胆 壁は全周性に肥厚し，胆 壁内には 胞成分が

認められた。胆 内腔は狭小化し，そこに白色結石が

充満している状況であった (Figure 6)。

病理所見

　胆 は正常粘膜がほとんど見られないほど腫瘍で置

換されていた。腫瘍はN/C比が高く核小体の目立つ細

胞からなる異型腺管の浸潤性増殖を認める高分化型腺

癌であった。肝臓との境界は漿膜が保たれており肝浸

潤は認められなかった。肥厚した胆 壁内にRASが見

られたが，炎症細胞や泡沫細胞は認められずXGC合併

の所見は見られなかった。このRAS内にも癌細胞は認

められており，癌の進展にRASが関与した可能性は考

えられるが，胆 粘膜由来癌か，RAS由来癌かの鑑別

は困難であった (Figure 7)。以上から胆 癌 (Gb，

Figure 6.  切除標本

胆 壁は全周性に肥厚し，胆 壁内には 胞成分が認められた。胆 内腔は狭小化し，そこに白色結石が

充満していた。

Figure 5.  手術所見

胆 床切除術 + リンパ節郭清を施行した。

河又　寛，他
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Nodular-expanding type，24 × 22 × 38 mm，tub1，pT2

[SS]，int，INFβ，ly0，v1，ne1，pN0，pCM0 [2 cm]，

pEM0 [4 mm]，pPV0，pA0，R0，St [+]-chol，pT2N0M0

Stage II) と診断した。術後，患者本人・家族と相談の

上，補助化学療法を6か月間施行し，術後1年無再発生

存中である。

考　　察

　XGCは胆 内に黄色組織球を主体とした肉芽腫を形

成する比較的稀な疾患で胆 炎の1亜型とされており，

1948年にWeismannらにより初めて報告された2。XGC

における胆 癌の合併は6.8〜14.3%と報告されてお

り，胆石症例における胆 癌合併率の0.7〜1.8%に比べ

高率とされる3。また，XGCと胆 癌は，臨床経過や画

像を含めた検査所見が類似することから術前鑑別診断

が困難であり，術前診断・術式選択に苦慮することが

多い。これまで，XGCや胆 腺筋腫症などの胆 壁肥

厚性疾患の良悪性鑑別診断においてUSによる超音波ド

プラ4-5，EUSによる壁肥厚の評価6，MDCTにおける特

徴7-9，MRIによるdiffusion-weighted magnetic resonance

imaging (DWI)10，positron emission tomography (PET)11-12

などの有用性が報告されている。しかし，いずれの方

法も限界があり万能とは言えない。血清学的検査とし

て良悪性の鑑別に有用とされる腫瘍マーカーも，XGC

の場合正常値〜異常高値まで多岐にわたるため決定打

とはならない13-15。以上のことから，XGCの鑑別診断

を行うためには，多角的に種々の検査を行い，その所

見を総合的に検討すること，また，時間経過による画

像所見の変化，データの変化にも注目することが，現

段階で確定診断に近づける唯一の方法であると考える。

　本症例の術前精査においても，腹部造影CTやMRIで

Figure 7.  病理検査所見

Aa. 肥厚した胆 壁内にRokitanski-Aschoff Sinus (RAS) (白矢印) が見られたが，炎症細胞や泡沫細胞は認

められずXGC合併の所見は見られなかった。RAS内にも癌細胞は認められており胆 は正常粘膜がほとん

ど見られないほど腫瘍で置換されていた (H&E染色，×40)。
Bb. 肝臓実質 (白矢頭) と胆 癌 (白矢印) の境界には漿膜が保たれており肝浸潤は認められなかった (H&E
染色，×40)。
Bc. 腫瘍はN/C比が高く核小体の目立つ細胞からなる異型腺管の浸潤性増殖を認める高分化型腺癌であっ

た (H&E染色，×100)。

黄色肉芽腫性胆 炎との鑑別に難渋した胆 癌の一例
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は明らかな粘膜面病変は描出されず，壁造影効果も均

一であり肝浸潤も否定的でありXGCを疑う所見であっ

たが，腫瘍マーカーの上昇や超音波ドプラ検査による

Vmaxの亢進，EUSでも血流シグナルを伴う広基性病変

が描出され胆 癌を最後まで否定できなかった。検査

期間中に明らかな病変の進行もなく，悪性を積極的に

は疑ってはいなかったが，患者の全身状態が良好に保

たれており，癌を想定した手術であっても安全に施行

できること，縮小手術をして癌が術中飛散した場合の

リスクを考慮し，拡大手術を行う決断をした。このよ

うに，様々な検査を組み合わせて，患者の状態を含め

た総合的な判断により治療戦略を練ることが重要で

ある。

　術中の診断や術式選択のためには，術中迅速病理診

断が有効であるという報告も多い。益田らの報告16で

は，悪性が完全に否定できない非浸潤型の胆 腫瘍

の場合は，まずは胆 全層切除を行い，摘出標本を術

中迅速病理診断に提出，悪性所見が認められた場合に

Table 2.  当院におけるXGCと胆 癌の鑑別に苦慮した5症例

No. 1 2

年 2009 2011

年齢 60 42

性別 F M

首座 Gf Gnbf

胆 癌
CT 胆 癌

十二指腸・横行結腸浸潤

底部を中心とした壁肥厚 不均一な造影効果
(所見)

リンパ節腫大あり 全体に腫瘤形成

胆 癌 胆 癌
MRI

肝浸潤 十二指腸・横行結腸浸潤

十二指腸・横行結腸との
(所見) 底部で肝との境界不明瞭

境界不明瞭

PET 集積あり なし

EUS 胆 腺筋腫症 なし

(所見) 全周性壁肥厚

細胞診 癌陰性 (胆管内胆汁) なし

US 胆 腺筋腫症 胆 癌との鑑別困難

(所見) RAS, comet-like echo 内腔閉塞肝浸潤疑い

胆石 あり なし

Vmax 44.5 25
正常 < 35 cm/s 亢進 正常

CEA 0.8 1.0
正常 < 5.0 ng/ml 正常 正常

CA19-9 162 114
正常 < 37 U/ml 亢進 亢進

術前診断 胆 癌確診 胆 癌確診

胆 床切除 胆 床切除

胆 床切除 横行結腸部分切除
術式

リンパ節郭清 幽門側胃切除

リンパ節郭清 リンパ節郭清

最終病理 XGC XGC

河又　寛，他
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は，追加で胆 床切除とリンパ節郭清を行う戦略を提

案している。また，周囲臓器浸潤が強く，胆 と周囲

臓器との剥離が容易でない場合には，どの段階でどの

部位を提出するかは，XGCの癌合併も低率でないこと

を考え合わせて，様々なケースを想定して手術に臨む

ことが大切になる。

　当院では，当院の片桐らの報告17から右グリソン鞘

や右肝動脈，門脈右枝への浸潤の無い漿膜下層 (SS) 胆

癌に対しては肝床2 cmをマージンとした胆 床切除

3 4 5

2011 2014 自験例

60 70 62

F M M

Gnbf Gbf Gf

胆 癌
XGC XGC

肝・横行結腸・胃浸潤

頸部全周性の壁肥厚 びまん性壁肥厚 底部〜体部の壁肥厚

壁内に膿瘍もしくは肉芽腫形成 リンパ節腫大あり リンパ節腫大なし

胆 癌
胆 炎 XGC

肝・十二指腸・横行結腸浸潤

頸部全周性の壁肥厚 壁内に 胞状変化， 壁内 胞状変化

肥厚壁内に膿瘍形成 十二指腸・横行結腸浸潤疑い 肝との境界明瞭

なし 集積あり なし

なし なし 胆 癌

底部に血流シグナルを伴う

広基性腫瘤

なし なし 癌陰性 (胆 内胆汁)

胆 癌 胆 癌 胆 癌疑い

全体に腫大

体部に充実性成分
底部から体部の壁肥厚

腹腔側壁肥厚著明

胆泥 あり あり

41.9 166.4 44.7
亢進 亢進 亢進

5.6 1.1 3.6
亢進 正常 正常

222 4.7 219
亢進 正常 亢進

胆 癌疑診 胆 癌確診 胆 癌疑診

肝S4下S5切除

横行結腸部分切除 横行結腸部分切除 胆 床切除

十二指腸部分切除 幽門側胃切除 リンパ節郭清

リンパ節郭清

胆 癌 XGC 胆 癌

術 + リンパ節郭清を標準術式とし，病変が胆 体部

(Gb)・底部 (Gf) であり，永久標本で神経周囲浸潤高度

であった場合 (ne3) には胆管切除を追加するという手

術戦略を行っている。本症例でも術中に胆 管断端を

迅速病理に提出し癌陽性であれば胆管切除を行い，永

久標本でne高度浸潤が診断されれば追加切除を行う方

針として手術に臨んだ。こうした術中迅速病理診断は

拡大手術の回避という点で有用である1,16,18が，迅速病

理提出部位を誤ると併存する癌を見逃す可能性と術中

黄色肉芽腫性胆 炎との鑑別に難渋した胆 癌の一例



64

の癌散布の可能性を常に考慮する必要があると思われ

る。本症例では最終病理診断は悪性であり，腫瘍を露

出させずen-blockに摘出する根治術を行うことができ

た。また最終病理診断で神経周囲浸潤は軽微 (ne1) で

あったため追加切除は行わなかった。

　2008年以降，当院で経験した胆 癌とXGCの鑑別診

断に苦慮した本症例を含む5例における，術前診断・術

式・最終診断の結果一覧をTable 2にまとめた。当院で

はCT検査・MRI検査など画像検査に加えて超音波ドプ

ラにおけるVmaxも良悪性の判断の補助として用いてい

る。こうした術前検査から悪性を完全に否定できずに

癌疑診として手術を行ったのは2例，胆 癌と確診して

手術したのは3例であった。手術は本症例を含む5例全

例で当院における治療戦略に基づいた悪性に準じた術

式を選択し，術中迅速病理診断を併用して手術を施行

した。最終的に胆 癌と確診し手術に臨んだ3例はいず

れも最終病理はXGCであり，胆 癌疑診で手術に臨ん

だ2例は最終病理が胆 癌であった。胆 癌であった2

例は癌遺残の無い完全切除を施行することができた。

本症例以外の胆 癌であった症例はリンパ節転移陽

性・組織学的肝内直接浸潤 (pHinf 1a，胆道癌取扱い規

約第5版) 陽性であった。神経周囲浸潤は無かった (ne0)

ため，追加胆管切除は行わなかった。術後，患者・家

族に十分に説明を行ったうえで補助化学療法を6か月施

行し術後5年無再発で生存中である。またXGCであっ

た3例も経過良好のため当院での経過観察は終了してい

る。これら5例の術前評価と最終病理結果の不一致から

も画像評価・採血結果などによる術前評価には限界が

あることが考えられる。

　以上をまとめると，XGCの鑑別診断において，現段

階では術前診断で100%確定診断を得ることは困難であ

ると考える。従って，術前に悪性を完全に否定できな

ければ，悪性を想定し根治性の落ちない術式を選択す

ることが大切と考える。常に手術侵襲と，患者の全身

状態，合併症のリスクを鑑み，最小のリスクで最大の

治療効果が出るように，術中判断を駆使し，柔軟な術

式変更を行う姿勢が大切である。また，最終病理診断

がでるまで気を許すことなく，患者・家族に対する配

慮も大切であると考える。
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A case of gallbladder cancer difficult to diagnose with
xanthogranulomatous cholecystitis
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Department of Surgery, Kitasato University School of Medicine

Xanthogranulomatous cholecystitis (XGC) is classified as one of the subtypes of cholecystitis with wall
thickening.  Image analysis shows similar findings with XGC and gallbladder cancer at various points and
often makes it difficult to get an accurate preoperative diagnose.  We report a case of gallbladder cancer that
was diffcut to diagnose with XGC.  A 62-year-old man was found to have a high level of serum CA19-9 during
a medical examination.  He was suspected of having a gallbladder tumor in another hospital and consulted our
hospital for further examination.  We diagnosed him as having XGC based on the findings in abdominal CT
and MRI but were not able to rule out gallbladder cancer from the findings such as with US and EUS.
Therefore, we decided to perform the resection of gallbladder bed with lymph node dissection as cancer, using
an intraoperative rapid pathological examination.  The final pathological diagnosis was gallbladder cancer
with no lymph node metastases.  He received postoperative adjuvant chemotherapy and survives with no
recurrence 1 year after the surgery.

Key words: gallbladder cancer, xanthogranulomatous cholecystitis,  preoperative diagnosis

黄色肉芽腫性胆 炎との鑑別に難渋した胆 癌の一例




