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第68回: FOLFOX療法によりアナフィラキシーショックを来した

大腸癌の1例
(H24.7.27)

内藤　正規 (主治医・司会，外科学)，原　敦子 (病理学)

臨床経過及び検査所見

症例: 64歳，男性

既往歴: 糖尿病

現病歴

　○○年○月○日盲腸癌の診断で腹腔鏡下回盲部切除

術 + リンパ節郭清術D3施行。病理組織; C，Type

3，6.0 × 4.5 cm，pSE，tub1，INFb，ly2，v3，pN0。

術後補助化学療法は本人希望で施行せず。同年○月○

日CTにて肝S6/7に転移性肝癌出現。○月○日肝切除予

定も開腹所見として腹膜転移 (P3) あり試験開腹となっ

た。術中腹水細胞診C l a s s 5 ，術中迅速細胞診

Adenocarcinoma.　同年○月○日よりBevacizumab +

FOLFIRI療法導入。

　○○年○月○日よりP DにてB e v a c i z u m a b  +

mFOLFOX6療法にレジメン変更。○○年○月○日7

クール目施行時に急変し他界。

　急変時状況; Bevacizumab終了し，Oxaliplatin投与中に

廊下で転倒していたのを発見，脱力状態で呂律が回っ

ておらず，腹痛を訴えていた。その後ストレッチャー

に移乗後に意識レベル低下，呼吸停止，心停止を急激

に来した。気管内挿管し心肺蘇生 (DC，カテコラミ

ン，ステロイド等) を施行するも，蘇生せず約2時間後

に死亡確認。

図1

図2
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急変時血液検査所見

末梢血; WBC 5.3 × 1,000， RBC 3.69  × 106，Hb 11.5 g/

dl，Ht 33.5 %，PLT 18.3 × 104

腫瘍マーカー; CEA 5.3 ng/ml，CA19-9  339 U/ml，CEA

5.3  ng/ml，CA19-9 339 U/mL

血液生化学; GOT/GPT 76/83 U/l，LDH 329 U/l，Na/K/

Cl 156/4.7/108  mEq/l，CRP 3.98 mg/dl，CPK 41 U/l，

BUN/Cr 9.3/0.69  mg/dl

血液ガス; pH 7.455，pCO2 33.4 Torr，pO2 80.6 Torr  BE

-0.2  mmol/l

初診時画像所見: 図1

最終画像所見: 図2

病理所見: 死後約19時間の解剖

A. 主病変
上行結腸癌 (well-diff. adenocarcinoma，手術後・化学療

法後の状態，約2年の経過)

1. 既往組織診・細胞診材料

・大腸粘膜生検材料 (XXX-YYYYY-○○/○/○) :

Adenocarcinoma，Group 5

・上行結腸癌手術材料 (XXX-YYYYY-○○/○/○):

Well-diff. adenocarcinoma (tub1 > por2 > muc)，type

3，6 × 4.5 cm，pSE，ly2，v3，n (-)，pPM (-)，pDM

(-)，pRM (+)

・腹膜生検組織診材料 (XXX-YYYYY-○○/○/○):

Adenocarcinoma, metastasis

・腹水細胞診材料  ( X X X - Y Y Y Y Y -○○/○/○) :

Adenocarcinoma

2. 剖検所見

(1) 肉眼所見

・開腹にて腸管は線維性癒着が高度。上行結腸癌術後

の吻合部には白色小結節を散在性に認め，局所再発

が疑われた。大網・腸間膜・壁側腹膜，さらに前立

腺〜膀胱周囲の骨盤内には大小白色結節からなる腫

瘍播種が無数に見られ，癌性腹膜炎の所見。その

他，肝に転移結節を認めた。

・腹水: 200 ml，黄色混濁。

(2) 組織所見

・吻合部腫瘍結節は腫大核を持った円柱状腫瘍細胞の

図5.  肝転移 図6.  左肺: 500 g，右肺: 700 g，胸水: 少量

図3.  術後吻合部 図4.  腸間膜播種
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管状〜小胞巣状増生からなるadenocarcinomaで結腸

固有筋層内〜漿膜下層を主座としたfocalな浸潤増生

が見られた (図3)。既往手術材料と類似する組織像で

あり，上行結腸癌の局所再発として矛盾しない。再

発部周囲には線維化が目立ち，腫瘍細胞は変性を伴

うが殆どがviableであった (参考: 治療効果 Grade 1b

相当)。

3. 転移浸潤

・播種:  癌性腹膜炎 (大網，横隔膜，腸間膜[図4]，壁

側腹膜 (腹腔内，膀胱や前立腺周囲の骨盤腔内))

・転移: 肝 (1,850 g，S7/6，2 × 1.5 cm大，図5)

4. 治療

・手術療法: 腹腔鏡下結腸右半切除術 + D3 (XXX-

YYYYY-○○/○/○)

・化学療法:  ○○/○/○〜　Bv+FOLFIRI→Bv +

mFOLFOX6に変更。

B. 随伴病変及びその他の所見
1. 肺 (500 g/700 g): 両側ともに高度うっ血水腫を認め，

特に両側下肺野の血管内腔拡張とうっ血が顕著 (図

6，7)。左下葉でfocalな肺胞出血，また左肺門部リン

パ節内出血あり。右肺下葉にグラム陽性および陰性

球菌のsmall colony散在するも，周囲に肺炎像は認め

ない。胸水　両側少量 (黄色清明)。

2. 喉頭粘膜: 軽度浮腫 (図8，9)

3. 心 (500 g): 右室腔拡張，左室側壁に陳旧性線維化巣

散在するも新鮮心筋梗塞像は見られない。冠動脈硬

化あり (LAD 50%，LCX 20%，RCA 10%)。心!液

ごく少量，黄色清明。

4. 腎 (180 g/170 g): 腎硬化症，血管内腔拡張を伴う高

度うっ血，軽微な腎盂腎炎。

5. 肝 (1,850 g): 小葉中心性壊死，脂肪沈着が目立つ。

6. 脾 (200 g): 高度うっ血。

7. 諸臓器粘膜内出血: 鼻粘膜，喉頭周囲，食道粘膜下，

腹部大動脈 (外膜)，左肺門部および腹部大動脈周囲

リンパ節内。

8. 甲状腺左葉: adenomatous goiter

9. 大動脈粥状硬化 (ごく軽度)。

10. 低細胞性骨髄 (L2): C : F = 1 : 4，M : E = 3 : 1，MgK

= 3/mm2

11. 身長 180 cm，体重 84.4 kg

コメント

①結腸吻合部ではadenocarcinomaの局所再発，癌性腹

膜炎と肝転移を認めたが，拡がりは腹腔内に限局。

②諸臓器 (肺・腎・脾・軟部組織) の顕著な血管内腔拡

張と血流うっ滞。

③出血傾向 (鼻粘膜，喉頭周囲，食道粘膜下，腹部大動

図7.  肺内末梢血管拡張像 図8.  喉頭，気管肉眼像

図9.  喉頭粘膜の軽度浮腫
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脈 (外膜)，左肺門部/腹部大動脈周囲リンパ節内。

④陰性所見: 新鮮心筋梗塞，肺梗塞，重篤な感染症

　以上，上記①③はいずれも突然死を惹起する程の所

見は得られず，一方で②の血管拡張がきわめて顕著で

あったこと等を総合すると，何らかの原因 (例: 薬剤に

よるアナフィラキシー反応)で循環血液のうっ滞と静脈

灌流量減少→心拍出量・血圧低下→ショックに陥り死

亡に至ったという推定も否定できない。ただし，アナ

フィラキシーショックの病理所見は一般に非特異的

で，組織所見からの確定は困難であり，臨床情報を含

めた総合的判断が必要である。
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