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第65回: 若年性膵腫瘍の一例
(H23.1.28)

石井　健一郎 (司会・主治医，外科)，仲田　典広 (病理学)

臨床経過及び検査所見

症　例: 35歳男性

主　訴: 膵腫瘤

現病歴

　○○年の会社の健康診断にてエコー上膵に腫瘤を認

め近医受診.精査にて膵頭体部の!胞性 (一部充実性) 腫

瘤や膵管造影上MPDの途絶も認められたため手術目的

にて当科受診となった。

既往歴: なし

生活歴: 喫煙; 20本/日 (16年間)，飲酒; 有 (量は不明)

血液検査所見

(末梢血) WBC 4,600/μl，RBC 4.92 × 106/μl，HGB 15.6

g/dl，HCT 46.5%，PLT 26.5 × 104/μl

(生化学) T.P. 7.6 g/dl，ALB 4.9 g/dl，T.Bil 0.5 mg/dl，

GOT 18 IU/l，GPT 14 IU/l，ALP 255 IU/l，LDH 161

IU/l，γ-GTP 22 IU/l，CPK 87 IU/l，Amylase 65 U/l，

Glu 92 mg/dl，HbA1c 5.1%，BUN 17 mg/dl，Cr 0.76

mg/dl，Na 144 meq/l，K 4.3 meq/l，Cl 104 meq/l，Ca

9.1 mg/dl，CRP <0.1 mg/dl

(腫瘍マーカー) CEA 2.6 ng/ml，CA19-9 1.0 U/ml

手術時検査所見

　以上より術前診断では膵癌は否定できないものの

IPMN由来浸潤癌・腺房細胞癌・悪性内分泌腫瘍・

solid-pseudpapillary tumorなどが疑われた。膵癌であれ

ばT4N0M0 Stage IVa。

　SSPPD施行したが切離断端は主膵管に癌陽性であっ

たため残膵切除・脾摘を追加し膵全摘となった。結腸

後再建。術中腹水洗浄細胞診: Class 2，T4N0M0 Stage

IVa。

臨床診断および治療

#1. 多発肝転移

#2. リンパ節転移

手術時画像検査 (CT-②)

手術時画像検査 (CT-①)
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手術時ERP・MRCP (膵液細胞診: Class 2)

EUS

手術 (○○年○月○日)

膵全摘・脾摘 + 胆管空腸吻合 + 胃
空腸吻合 (with Braun) + D2リンパ節
郭清 (SSPPD + DP)

手術検体: Adenocarcinoma，Ph，3.5 × 1.5 × 2.5 cm，INFβ，ly2，du1，ch0，rpe，
MPD (+)，LN (-, 0/11)
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経過-①

　術後，Gemcitabin + TS-1によるadjuvant chemotherapyを施行した (嘔気強く10クー
ルにて終了)。
　肝動脈周囲浸潤・傍大動脈リンパ節転移を認める (○○年○月)。

経過-② (○○年○月)

経過-③ (○○年○月)

多発肝転移の増悪・水腎症・尿管拡張を認める。

北里大学東病院CPC (第65回)
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経過-④ (○○年○月)

図1
図2

図3 図4

北里大学東病院CPC (第65回)
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#3. 小腸閉塞 (通過障害)

　　栄養路をどうするか？　腸瘻・在宅中心静脈栄養

　消化器症状 (嘔気・嘔吐) をどうするか？　経鼻胃

管・PEG・PTEG

#4. 消化管穿孔: 周囲の浸潤・癒着により局所の腹膜炎

のみ (抗生剤にて治療)

#5. 腹水貯留

　Denver shunt・利尿剤投与・腹水穿刺

#6. 水腎症

　尿管ステント挿入

#7. 癌性疼痛

　神経ブロック・オピオイド麻薬やNSAIDsの投与

術後臨床経過の要約

　術後化学療法 (GEM + TS-1) を行なっていたが，嘔

気，食欲低下を認め，本人の内服拒否により中止。以

後，外来経過観察されていた。○○年○月より貧血，

低血糖が出現したため○月○日再入院。疼痛コント

ロール，血糖，栄養管理を行なうも下血，胸腹水の増

悪を認め，全身状態悪化し○○年○月○日永眠され

た。

病理解剖所見

A. 主病変
1.膵癌 (術後 + 化学療法後，全経過2年)

既往検体: 膵全摘 (XXXXX-YYYY，○○病院○○/○/

○)

　Adenocarcinoma，Ph，3.5 × 1.5 × 2.5 cm，INFβ，

ly2，du1，ch0，rpe，MPD (+)，LN (-, 0/11) (図1)

　組織学的には，papillary growth〜管状構造を主体と

するadenocarcinomaで，micropapillary patternも散見され

る (図2)。剥離面 (図3) や腹腔内神経叢 (図4) にも腫瘍

成分を認めた。

分子病理学的検索: RAS，p53，DPC-4はいずれもwild

type。

2. 剖検所見

1) 肉眼所見: 腹腔内に約8 × 6 cm大の腫瘍を認めた。

腫瘍は腸管を巻き込むように進展しており，周囲の

後腹膜に播種巣を多数伴っていた (図5)。腫瘍に巻き

込まれた腸管は割面上，腸管粘膜まで腫瘍成分が露

出していた。

2) 組織所見: 手術検体で見られた腫瘍と同様の組織像

で，papillary growthを主体とするadenocarcinomaで，

著明な線維性間質を伴っていた (図6)。脈管浸襲も目

立ち，下記臓器への転移も認めた。

3) 転移

肝臓 (3,200 g): 最大4.5 cmまでの転移結節が多発 (図7)

両肺 (390/380 g): 最大1 cmまでの転移が散在性に胸膜

直下や肺実質内に認めた (図8)。

腰椎L3 (図9)

右腎被膜

精巣: 0.8 × 0.4 cmの転移巣を認めた。

リンパ節: 両側頸部・鎖骨上窩・腋窩，肺内，傍大動

図10
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脈，腸間膜リンパ節 (図10)

播種: 後腹膜・横隔膜

3. 治療: ○○年〜化学療法(GEM + TS-1)，中止

4. 腫瘍マーカー

CEA: 13.8 ng/ml (○○/○/○)，31.9 ng/ml (○○/○/○)

CA19-9: 1.0 U/ml (○○/○/○)

SPan-1: 1.6 U/ml (○○/○/○)

DUPAN-2: 37 U/ml (○○/○/○)

NSE: 5.9 ng/ml (○○/○/○)

ProGRP: 25.4 pg/ml (○○/○/○)

エラスターゼ1: 190 U/ml (○○/○/○P)

B. 随伴病変およびその他の所見
1. 菌血症 [経過中の血液培養陰性]

1) 腎臓: 右腎の一部に最大0.6 × 0.2 cm好中球の集簇が

みられ，一部にGram陽性球菌を伴っていた

2) 心臓: 心室中隔および後壁の心内膜下に好中球浸潤

を伴う小さな血栓様の付着物があり，部分的にGram

陽性球菌を伴っていた。また心筋内の小血管周囲に

小さな膿瘍を複数確認した。

3) 肝臓: 転移巣内および周囲を主体に好中球の集簇が

あり，一部にGram陽性球菌の菌塊を認めた。(図11)

2. 腔水症: 胸水(50/800 ml)，腹水7,800 +αml，心　液

(80 ml)

3. [黄疸T.Bil 7.7 mg/dl]: 全身の黄疸と，肝内に胆汁栓

を散見し，胆汁うっ滞の所見。

4. 腎尿細管混濁腫脹

5. Hypercellular bone marrow C : F = 3-4- 1

6. 身長169 cm，体重66.4 kg

コメント

　剖検では，腹腔内に腸管を巻き込んだ腫瘍を認め，

全身諸臓器への転移も確認された。また腔水症が著明

であり，横隔膜も高位で両肺のvolumeも減少してい

た。腫瘍の進展による全身状態の悪化に加え，消化管

出血と菌血症，大量の胸腹水貯留による呼吸障害が複

合して死因に繋がったと考えられる。

司会者のコメント

　今回の症例は膵癌の好発年齢から考えて30歳代と若

年であり，稀な症例である。さらに，術前画像では主

病変にcysticな部分を含んでいるため通常型の膵管癌と

いうよりはIPMN由来浸潤癌やSPT，腺房細胞癌などを

考えたい所見であった。病理解剖では通常型の膵管癌

であった，とのことであり，画像所見と病理組織診断

の間に解離がみられた。今回のCPCでは画像で見られ

た!胞性病変が解剖時認められなかったことに対する

考え方が議論された。

図11
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