
琉球大学学術リポジトリ

[症例報告]Wilson病の兄妹例 : 画像診断を中心にして

言語: 

出版者: 琉球医学会

公開日: 2010-07-02

キーワード (Ja): 

キーワード (En): Wilson's disease, Liver cirrhosis,

diagnostic imaging

作成者: 山城, 章裕, 佐久川, 廣, 平山, 良克, 大湾, 朝尚,

仲吉, 朝邦, 池間, 稔, 親川, 富憲, 嘉手納, 啓三, 金城, 福則,

斎藤, 厚, Yamashiro, Akihiro, Sakugawa, Hiroshi,

Hirayama, Yoshikatsu, Ohwan, Tomohisa, Nakayoshi,

Tomokuni, lkema, Minoru, Oyakawa, Tominori, Kadena,

Keizo, Kinjo, Fukunori, Saito, Atsushi

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/20.500.12000/0002015844URL



RyukyuMed.J., 13 (1) 55-61,1993

Wilson病の兄妹例-画像診断を中心にして-

山城　章裕、佐久川　廉、平山　良克、大湾　朝尚、仲吉　朝邦

他聞　　稔、親川　富憲、嘉手納啓三、金城　福則、斎藤　　厚

琉球大学医学部第一内科

(1991年8月23日受付、 1992年2月25日受理)

緒　　　言

先天性代謝異常症のひとつであるwilson病

は1912年WilsonによってProgressive lenticular

degeneration : a familial nervous disease associ-

ated with cirrhosis of the liverとして初めて報

告され、錐体外路症状を主とする神経症状、特

異的輪状肝硬変像を呈する肝病変、さらに角膜

組織への銅の過剰沈着によって生じる

Kayser-Fleischer輪(K -F輪)を古典的triad

とする常染色体劣惟遺伝性の疾患である。

今回我々は肝硬変に至るまで無症状であった

兄妹例を経験し、主にその画像上の特徴につい

て検討したので、若干の文献的考察を加えここ

に報告する。

症　　　例

症　例1 :16歳、男性。

主　　訴:顔色不良、全身倦怠感。

既往歴: 9歳時に急性糸球体腎炎に雁息。輸

血歴はない。

家　族歴:両親は血族結婚ではない。血縁に肝

疾患、精神神経疾患を認めない。

現病歴:1988年より易疲労感、心寓部痛が出

現し、市販の胃薬を服用していた1989年隣人

より顔色不良を指摘され、当院受診、入院となっ

た。

入院時現症:身長180cm、体重76kg、体格栄養

良好。眼球結膜、眼喰結膜は貧血状、黄症は
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なかった。心肺に異常なく、腹部は平坦、軟。

肝は触知されず、左季肋下に牌を2横指触知し

た。腹水を認めず、全身の表在リンパ節も触知

しなかった。神経学的には、下肢深部倣反射の

克進のみを認めた。

入院時検査所見(Tablel) :生化学検査で

は総ビリルビン1.lmg/dlと異常なく、コリン

エステラーゼ、総蛋白・アルブミンはいずれも

低値を示した。凝固系検査では、ヘパプラスチ

ンテストが41%と低値を示し、 ICG15分停滞率

も37%と異常を示した。ウイルスマーカーでは

HBs抗原、 HBs抗体、およびHCV抗体共に陰性

であった。

鋼代謝に関する検査成績では、血清鋼は32

FLg/dlと低値を示し、血清セルロプラスミン

(CP)もl.0mg/dlと著しく低値であった。尿中

銅は2450ix a/dlと高値を示した.

腹部超音波検査:肝表面は凹凸著明で肝内部

エコーは全体に不整であった。索状物が比較的

直線状に見えた(Fig.トa)。また、著明な牌腫

を認めた。

腹部CT所見:肝は辺縁不整で無数のやや高

濃度の結節が認められ、明らかな肝硬変の像で

あった(Fig.2-a)。 CT値は56とほぼ正常で

ョmm.

細隙灯検査所見:両側角膜輪部に黄緑色のK

-F輪を認めた。

腹腫鏡検査所見(Fig.3-a) :肝は全体として

萎縮し、肝表面には広範な壊死後性癒痕と中一

大型の再生結節を認めた。



56 Wilson病の兄妹例一画像診断を中心にして-

Table 1. Laboratory data on admission (Case 1).

Peripheral blood

RBC

Hb

Ht

WBC

409×10/n

12.7 g/dl
38.7%

2100/n
3

Plat　　　　　　　　7.9XI04/n

ESR

Serological test

CRP

HBsAg

HBsAb

Coagu一ation

BT

PT

APTT

HPT

Ceruloplasmin

Urine Cu

ICG R15{%)

2.0mm/hr

O.2mg/d]
(-)

(-)

3.5min

14.6sec

42.2sec

41%

l.0mg/dl (25-40)

2450 〃g/dl

(31.6-65.6)

37%

Blood chemistry

T-Bil

D-Bil

TTT

ZTT

GOT

GPT

γ-GTP

LDH

ALP

LAP

CHE

Amy

1.1 mg/d1

0.4 mg/dl
4.2U

14.6U

36 IU/1

20 IU/1

42 IU/1

346 IU/1

472 IU/1

77 IU/1

39 IU/I

61 IU/1

T-CHO　　　　　144 mg/dl

8.1 mg/dl

0.8 mg/dl

82 mg/dl

5.3 g/dl

3.13g/d】

67 /∫ g/dl

32 /∠g/dl

Fig. 1 a主Ultrasonogram of the livercase 1. Subcostal oblique view shows several echogenic
linear shadows, which seems to reveal the wal】s of the peripheral portal branches or

periphral portal area.

b). Ultrasonogram of the liver-case 2. Echogenic linear shadows are noted, but these sha-

dows are less prominent than that of case 1 because of re一atively high parenchymal

echogenicity due to the obese of the patient.
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Fig.2　a). CT image of the liver in case 1

Multiple high density nodules are

seen in the atrophic 一iver, and an

enlarged spleen is a一so noted.

b). CT image of the liver in case 2

Multiple high density nodules are

shown in the liver but the low de-

nsity area around these nodules is

more wide than that in case 1.

Fig. 3　a). A peritoneoscopic picture of the right lobe of the liver-case 1. Various sizes of yellow-

ish or dark brown degeneration nodules are surrounded by thin fibrous stroma.

b主A peritoneoscopic picture of the liver surface of case 2. Hemispherical nodules are

seen on the surfase of the left lobe with color being similar to that in case 1.
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病理組織学的所見:肝細胞索の配列は乱れ、

再生肝細胞の増殖が見られた。門脈域はごく一

部に僅かに見られるのみで炎症性の細胞浸潤は

ほとんど認められなかった。また、繊維組織の

増生も見られず、偽小葉の形成も明確ではな

かった。しかし、腹腔鏡所見を勘案して大結節

性肝硬変と診断した。

臨床経過: k-f輪の存在、低C P血症、血

清鋼の著減などからWilson病と診断し、 D-ペ

ニシラミン600mg経口投与にて治療を開始し

た。現在約-年の経過観察中であるが、薬剤の

副作用もなく、易疲労感、顔色不良などの症状

は改善している。

症例2 :14歳、女性。

主訴:特別な訴えはない。

既往歴: 12歳の時、椎間板ヘルニアの手術。

輸血歴はない。

現病歴:症例1の家族内調査で血清生化学所

見の異常を指摘され、精査入院となった。自覚

症状はなかった。

入院時現症:身長161.5cm、体重86kg、高度

の肥満がある。手掌紅斑と前胸部にくも状血管

鹿を認めた。眼喰結膜、眼球結膜にて貧血、黄

症は認めなかった。胸、腹部は理学的に異常な

く、神経学的には下肢に軽いmuscle rigidity

を認めた。

入院時検査成績(Table 2) :生化学検査では、

総ビリルビンは正常域であったが、コリンエス

テラーゼは45IU/lと低値であった。また、血

清蛋白の軽度低下と著明な低アルブミン血症を

認めた。凝固検査では、ヘパプラスチンテスト

が42%と低値を示した。

銅代謝に関する検査では、血清鋼は41//g/dlと

低値を示し、血清C Pもl.0mg/dlと著しく低値で

あった。尿中銅は増加が認められた。

腹部超音波検査所見(Fig.l-b) :肝右葉は萎

縮し、表面は凹凸不整が著明で内部エコーは租

憶、脈管構造も不明瞭であった。

Table 2. Labolatory data on admission (Case 2).

Peripheral blood

RBC

Hb

Ht

WBC

Plat

ESR

Serological test

CRP

HBsAg

HBsAb

Coagulation

PT

APTT

HPT

Ceruloplasmin

Serum Cu

397×10 /u

13.3g/dl
41.3%

5100/mm
1

4.9×10/n

lO mm/hr

1.5 mg/dl

(-)

(-)

13.9 sec

42.1 sec

42.42 %

1.0 mg/dl(25-40)

41 ′上g/dl (103-159)

Blood chemistry

T-Bil

D-Bil

TTT

ZTT

GOT

GPT

γ-GTP

LDH

ALP

LAP

CHE

Amy

0.9 rag/dl

0.5 mg/dl

10.7U

24.6U

44 IU/1

33 IU/1

43 IU/1

564 IU/I

497 IU/1

98 IU/I

45 IU/1

59 IU/I

T-CHO　　　　　182 mg/dl

9.0 mg/dl

CrO.6 mg/d1

100 mg/dl

7.4 g/dl

2.5 g/dl
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腹部CT所見(Fig.2-b) :肝硬変像と碑臆を

認めた。しかし、肝のCT値はほぼ正常域であっ

た。

紺隙灯検査所見: k-f輪および水晶体前面

に見られる褐色のヒマワリ様の円板状混濁を認

mm.

腹腔鏡検査成績(Fig.3-b) :肝は両葉とも萎

縮し、表面は凹凸不整、結節の大きさは一様で

なく大小の結節が混在していた。結節は一部灰

色調に変化しているものもあり、表面に毛細血

管が目立った。

病理組織学的所見:門脈城の著明な拡大が見

られ、本来の小葉はその中に島状に残存するの

みである。肝細胞のbalooningや門脈域の炎症

細胞浸潤も著明であった。

臨床経過:兄(症例1)の家族調査にて来院。

低CP血症、低銅血症、尿中鋼増加、腹腔鏡検

査所見、 K-F輪より本症例もウイルソン病と

診断した。病理所見より活動性と思われたので、

D-ペニシラミンを600mgより開始した。下痢が

続いたため200mgまで減量したが、現在再び

600mgにて半年の経過を観察している。

家族調査:患者の両親の血中鋼およびセルロ

プラスミン値は患者と正常人の値の中間値を示

し、両親と　も異常遺伝子のキャリ　ヤー

(hetterozygout)と思われた。

考　　　察

近年、画像診断、特に超音波検査の進歩によ

り、肝の占拠性病変のみならず、びまん性病変

もある程度診断が可能となってきた2)。例えば

脂肪肝の診断はその特徴的なbright liverにより

比較的容易である3'。また、肝硬変の診断も肝

表面の凹凸不整像、実質の粗造なエコー像より

ある程度可能である1'。また、特殊型肝硬変は

種々の画像診断上の特徴を有することが多い。

ヘマクロマト-シスは鉄の沈着を反映してCT

上肝実質が全体にhigh densityな像として措出
5)

される。一方、鉄と異なり、同じ金属でも鋼

は各種の画像で描出できないといわれている。

そのためWilson病の画像診断の報告は比較的

少ない。今回、我々はWilson病により肝硬変
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に至った症例の画像上の特徴について検討し
T-

Wilson病は組織学的に一部の進行したウイ

ルス性肝硬変と同様大結節性、広間質性のもの

が多く、再生結節は明瞭であり、肝臓は萎縮し

ているとされている6'。それに対応する超音波

所見として、例えば坂口らト9'が述べているよ

うに、肝実質エコーは租で、一部は鱗様変化を

示す、あるいはhyperechoic,かつ不均一で不規

則なhyperechoic areaの混在したS 0 Lが散在

し、 hyperechoicな部分は一部は腫痛状を里す

るともいわれている。

今回我々も超音波像について、その特徴を検

討した。症例1 (Fig.l-a)では肝実質が全体に

低輝度であった。すなわち正常の症例では肝実

質は腎よりわずかに高輝度に描出されるが、症

例1では肝と腎とのエコー輝度はまったく等し

く見えた。また、実質内に無数の線状の高輝度

の像を認めたが、そのほとんどが末梢の門脈枝

の走行に一致していると思われた。恐らく鱗状

と表現されるのは門脈末梢枝の血管壁あるいは

門脈城が強く描出されていることと、その後方

でエコーが減衰し線状の高輝度の部位とその後

方の低輝度の部分が混在して、あたかも鱗状に

見えるものと思われた。この様な所見は他のウ

イルス肝炎から進展した肝硬変症例にも認めら

れる。症例2(Fig.l-b)においても、門脈末梢

枝と一致する線状の高輝度像を認めたが、症例

1ほど著明でなく、肝実質のエコー輝度も、症

例1のような低輝度ではなかった。その原因と

して症例2の場合腹壁が厚く、肥満の伴った症

例は一般にそうであるが、 `肝全体がやや高輝度

で、肝内の門脈系が不明瞭に描出されたことに

よると思われた。また、組織学的にも脂肪変性

は認めなかった。

次にCT所見では症例1 (Fig.2-a)において

は無数のやや高濃度の結節が肝内に敷石状に認

められた。症例2 (Fig.2-b)においてもやはり、

cT像はほとんど等しく均一な高濃度の結節が

肝全体に認められたが、症例1との違いは、結

節の周りの低濃度領域が比較的大きく見られた

ことであった。これらの所見は、肝の萎縮を伴っ

た完成された非代償期の肝硬変症例において
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時々認められる所見である。今回の症例は2例

とも臨床的には非代償期の症状(腹水、黄症等)

を認めず、また肝の萎縮も無かった。しかし、

いづれの症例も低アルブミン血症を認め、臨床

所見以上に肝病変が進行していることが予測さ

tlfzc

このように技々が検討した範囲内ではウイル

ソン病は画像上疾患に特異的と言える所見を兄

い出せなかったが、いづれの症例も肝病変は予

想以上に進展していると思われた。これは患者

自身の年齢(いずれも思春期)が、肝病変の進

展に伴う病状の発現をさまげているものとも考

えられた。

以上より、 wi】son病は若年者に発症する肝

疾患であるので、その予後の判定には十分に注

意する必要があると思われ、組織検査とともに

画像診断はその判定にとって多いに参考になる

と思われた。
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ABSTRACT

Two cases of Wilson's disease in sibrings were reported. On admission, their general conditions

were quite well and they had mild symptoms suggesting chronic liver disease. They underwent ultra-

sound (US主computed tomography (CT主Iaparoscopy and liverbiopsy. In these examinations, no

characteristic findings for the diagnosis of Wilson's disease was obtained. US showed relatively

hypoechoic liver parenchyma and several echogenic linear shadow, which might present the walls of

the peripheral portal branches or peripheral portal area, in the parenchyma of both cases. CT

showed several high density nodules in the parenchyma of both of the livers, which were surrounded

low density area. From these US and CT findings, they were suspected as having severe or advanced

liver cirrhosis unless they had mild symptoms and well condition. Subsequently, laparoscopy and

liver biopsy revealed advanced cirrhotic lesion in their liver.


