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症例報告 
 

ミノサイクリン硬化療法が有効であった 

耳下腺嚢胞の 1 症例 
 

                                                                                                

舘田勝 1)、橋本省 1)、大越明 1)、大島英敏 1)、大石哲也 1) 
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<<抄録>>                                            

 手術を希望しない耳下腺嚢胞に対し、ミノサイクリン硬化療法にて嚢胞の縮小が持続した 1 例を経験し

たので報告する。43 歳男性で、1 年前からの右耳下腺の腫脹を主訴に来院。MRI の画像にて耳下腺嚢胞の

診断をうけた。2 回の穿刺吸引細胞診ではクラス II で悪性所見を認めなかった。手術の希望はなく、本人

の希望でミノサイクリン 100 ㎎を嚢胞内に 5 回局所注射した。50 ㎜の嚢胞は縮小し、11 か月後も増大は認

めていない。 
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１ はじめに 

 嚢胞性疾患に対し手術が困難な場合や希望のな

い場合には、保存的治療として薬物注入による硬化

療法が選択される。今回我々は耳下腺嚢胞に対し、

ミノサイクリン硬化療法にて嚢胞の縮小が持続し

た症例を経験したので報告する。 

 

２ 症例 

 患者：43 歳男性 

 主訴：右耳下腺部腫脹 

 既往歴：15 歳からアレルギー性鼻炎 

 現病歴：1 年前からの右耳下腺部腫脹を主訴に

2008 年 8 月当科初診した。 

 初診時所見：右耳下腺部に弾性硬の可動性良好な

40 ㎜大の腫瘤を認めた。疼痛・圧痛無、顔面神経

麻痺無し。 

 嚢胞内容液：黄色透明の液を 10ml 吸引し腫脹は

軽快した。穿刺吸引細胞診はクラス II であった。 

 経過：2008 年の初診時に穿刺吸引し耳下腺腫脹

軽快、2008 年 11 月以後受診しなかった。2014 年

3 月徐々に腫脹するため再来。再来時、右耳下腺腫

脹 50 ㎜大の腫瘤を認めた。MRI にて嚢胞状病変を

認めた（図 1）。穿刺にて黄色浸出液 10ml を吸引し

たが、穿刺後 1 週間で再度腫脹した。穿刺内容液の

細胞診はクラス II（組織球主体、上皮細胞無）、ア

ミラーゼは 342U/L（内容液は希釈されている。血

清参考値 40~120U/L）で高値であった。手術希望

はなく、保存的治療としてのミノサイクリンの嚢胞

内注入硬化療法を提示し同意された。嚢胞内容液吸

引後（図 2）、ミノサイクリン 100 ㎎を生食 5-10ｍl

に溶解し注入した。5 回の嚢胞内注入により、嚢胞

は縮小し外見上腫脹は消失し、エコー上も縮小した

（図 3、4）。ミノサイクリンの嚢胞内注入による明

らかな副作用は認めなかった。治療開始 11 ヶ月後

も増大は認めなかった。 
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図１ MRI 画像（2014 年 4 月）A：T2 強調像、均一な高

信号を示す病変を認める。B：T1 強調像では均一な筋肉よ

り高信号を示す。C：ガドリニウム造影 T1 強調像で辺縁部

に造影効果を認める。 

 

 
図２ 穿刺内容液、A：穿刺 2 回目内容液、約 30ml の褐色

の液体が吸引できた。B：ミノサイクリン硬化療法 5 回施行

1 か月後の穿刺液、不透明な黄色液体 2ml を穿刺吸引した 

 

３ 考察 

 ミノサイクリン硬化療法の報告は、術後の頸部リ

ンパ漏に対する局所投与なされている 1, 2)。他の部

位では副甲状腺嚢胞 3, 4)、肝嚢胞 5, 6)、腎嚢胞 7, 8)、

気胸 9)などへの報告があり、その有用性が報告され

ている。耳下腺では術後の唾液瘻、外傷性唾液瘻で

効果が報告されている 10, 12)。当科の術後のリンパ

瘻に対するミノサイクリンの使用経験上 2)、副作用

をほとんど認めず、効果も認めたため選択肢として

提示することにした。ミノサイクリンの局所投与に

よる作用機序としては強酸性（pH2.0-3.5）で、細 

 

図３ 局所写真、A：硬化療法 2 回目、B：硬化療法 5 回目、

C：治療後 5 か月後 

 

 

図４ エコー画像、A：治療後 5 か月後、嚢胞径 27 ㎜×20

㎜ B：治療後 8 か月後、嚢胞径 16 ㎜×11 ㎜ 

 

胞毒性があり細胞上皮が変性壊死し再貯留を抑制

することが考えられている 3, 5)。副作用としては、

一過性疼痛、微熱（19-25％）、全身倦怠感（3.9％）

と基本的には軽微だが 1)、皮膚色素沈着 12)、薬剤性

間質性肺炎 7）の報告も認める。硬化療法の薬剤とし

ては、無水エタノール、ポリドカノール、オルダミ

ン、ブレオマイシン、ピシバニール、ドキシサイク

リンがあげられるが、前 3 者は、それぞれアルコー

ル中毒、低血圧・除脈、血尿・急性腎不全など重篤

な副作用の可能性があり投与に注意を要する 13)。ブ

レオマイシンは抗腫瘍性抗生物質で頻度は低いが

容量依存性に肺合併症の可能性がある。ピシバニー

ルは発熱、局所腫脹、疼痛、紅斑を認めるが軽微で

ある 13)。ドキシサイクリンもテトラサイクリン系抗

生物質で一般に症状は軽微だが反回神経麻痺 14)の

報告がある。ミノサイクリン硬化療法の副作用は軽

微な部類といえるが、ドキシサイクリンの反回神経

麻痺の報告もあることから、神経が露出している場

合、漏出した際に神経が近傍にある場合には慎重な

対応が必要になる。 

 ミノサイクリンの嚢胞内注入による硬化療法が有

効であった症例を経験した。重篤な副作用はなく手
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術以外の選択肢の一つとしてあげられる治療と考

える。 
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