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　症例は70歳，男性。黒色便が出現し，精査したところ，十二指腸内腔へ突出する大きな腫瘍を認
めた。生検で十二指腸悪性腫瘍と診断されたが，詳細な組織亜型の確定は出来なかった。根治手術

を目的とし，膵頭・十二指腸切除術が施行された。術後病理所見では，十二指腸へ突出する領域は

多数の良性破骨様巨細胞が混在する肉腫様腫瘍成分で，膵鉤部領域は中分化相当の管状腺癌であっ

た。二つの腫瘍成分が十二指腸壁部で衝突・混在していたが，典型的な移行像は認められなかっ

た。免疫染色上，肉腫様成分も部分的に上皮性マーカー陽性像を示していた。また，両者から何れ

にも相同のK-RAS遺伝子変異が検出された。膵鉤部に発生したユニークな発育様式を呈する破骨様
巨細胞を含む未分化癌と診断した。
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序　　文

　膵臓の退行性癌anaplastic carcinomaは，本邦の第6版

膵癌取り扱い規約に取り上げられている稀な浸潤性膵

癌の一亜型であり，そのうち破骨様巨細胞を含む未分

化癌undifferentiated carcinoma with osteoclast-like giant

cellsは極めて少なく，今回，我々はユニークな発育様

式を示した症例を経験したので若干の文献的考察を加

えて報告する。

A. Well differentiated tubular adenocarcinoma
found in the gallbladder resected 19 years ago, and
the tumor invaded the subserosa of the gallbladder.

B. Four years after the cholecystectomy, the tumor
in the S5 of the liver showed the same histology as
that of the gallbladder cancer.



118

Figure 2
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A. Endoscopy revealed a polypoid tumor protruding
into the second to third portion of the duodenum.

B. Biopsied materials revealed diffuse proliferation
of mononuclear oval tumor cells and mitoses are
commonly encountered.

C. About 40% ~ 50% of the tumor cells were labeled
with Ki-67.

Table 1.  The main laboratory
date at admission

WBC 9.6 × 103/μl
HGB 11.1 g/dl
Plt 42.7 × 104/μl
T.P. 6.8 g/dl
Alb 3.6 g/dl
T.Bil 2.2 mg/dl
AST 22 U/l
ALT 11 U/l
CRP 8.54 mg/dl
CEA 2.5 ng/ml
CA19-9 91.4 U/ml
DUPAN-2 80 U/ml
Span-1 23 U/ml

Figure 3.  A blackish, polypoid tumor protruding into the
duodenum.  On the serosal side of the duodenum (right),
sclerotic change of the pancreatic uncus (arrow) could also
be observed.
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A. Similar to the biopsied materials, the surgically
resected sample also revealed a sarcomatoid
histology of the polypoid tumor protruding into the
duodenum and consisted of diffusely proliferated
mononuclear oval to short spindle malignant cells.

B. Multiple benign osteoclast-like giant cells were
observed.

C. The histology of the moderately differentiated
tubular adenocarcinoma mainly located at the
pancreatic uncus.

D. The sarcomatoid tumor element and the
adenocarcinoma collided and intermingled within
the duodenal wall, but no apparent transition could
be observed.

E. Both the sarcomatoid tumor element and the
adenocarcinoma were positive for CAM5.2, while
the osteoclast-like giant cells were negative.

F. Only the osteoclast-like giant cells were labeled
for CD68.

Figure 4
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症　　例

患者: 70歳，男性

出訴: 黒色便

既往歴

　平成5年2月，胆 癌と診断され，拡大胆 摘出術 +

肝外胆管切除術 + 胆管空腸吻合術が行われた。摘出検

体の胆 底部に2.5 × 2.0 cm大の腫瘍を認めた。組織

学的には高分化型の腺癌であり (Figure 1A)，胆 漿膜

下層まで浸潤していた。平成9年7月には肝S5転移性腫

瘍と診断されたため，肝S5・S4切除術 + 胆管空腸吻合

術が施行された。肝臓腫瘍は4.0 × 2.5 × 2.5 cm大で

あり，平成5年に切除された胆 腫瘍と同様の高分化型

腺癌であることから (Figure 1B)，胆 癌の肝転移と判

断された。その後は，無再発で経過していた。

家族歴: 特記事項なし

生活歴

　喫煙20本/日，20〜50歳。飲酒: 日本酒2合/日，20〜

50歳。

現病歴

　平成24年9月に黒色便の精査で貧血を指摘され，当

院紹介受診となった。

入院時現症と検査所見

　身長155.0 cm，体重 54.0 kg，体温37.0 ℃。血算と血

液生化学検査は，軽度の貧血と炎症反応の上昇および

ビリルビンの上昇を認めた。また腫瘍マーカーは

CA19-9のみ高値を示した (Table 1)。

　上部消化管内視鏡検査で十二指腸下行脚〜水平脚

に，腸管内腔へ突出する大きな隆起性病変 (Borrmann

1型腫瘍) を認め (Figure 2A)，同部より腫瘍生検を施行

した。生検材料では，異型の強い卵円形〜短紡錘形の

腫瘍細胞がびまん性に増殖し，核分裂像もしばしば観

察された (Figure 2B)。免疫染色では，Ki-67 labeling

indexが約40%〜50%と高値を示した (Figure 2C)。

Vimentinがびまん性陽性であったが，AE1/AE3と

CAM5.2をはじめとする上皮性マーカーやCD117，

DOG-1，CD34，α-SMAとS-100など全て陰性であっ

た。悪性腫瘍と診断されたが，詳細な組織亜型の確定

は出来なかった。

術中及び切除標本の病理学的所見

　平成24年10月に，十二指腸悪性腫瘍の診断下に，膵

頭・十二指腸切除術が施行された。術中，ポリープ状

腫瘍基部の十二指腸壁に接する膵鉤部の強い硬化性変

化を認め，切離にやや難渋した。切除された標本に

は，肉眼上，十二指腸腔内へ突出する8.0 × 4.0 × 1.0

cm大，出血・びらんを伴う黒色調のポリープ状腫瘍が

認められた (Figure 3)。膵頭部に明らかな腫瘍を認めな

かったが，ポリープ状腫瘍基部の十二指腸漿膜側には

膵鉤部の硬化を認めた (Figure 3)。組織学的には，全く

Table 2.  Summary of immunohistochemical staining results

Sarcomatoid malignant Osteoclast-like
Ademnocarcinoma

mononulcear cells giant cells

AE1/AE3 P+ + -
CAM5.2 P+ + -
EMA - + -
CK5/6 P+ + -
CK7 P+ + -
CK19 P+ - -
CK20 - - -
CA19-9 - + -
Vimentin + - +
CD68 - - +
α-SMA - - -
CD34 - - -
S-100 - - -
34βE12 - - -
p53 - - -
Ki-67 LI 40−50% 20% <1%

+ positive; P+ partially positive; − negative

蒋　世旭，他
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異なる組織像を示す二種類の腫瘍成分を認めた。十二

指腸内腔へ突出する腫瘍は，生検材料とほぼ同様の組

織像を示し，核異型の目立つ単核な卵円形・短紡錘形

細胞がびまん性増殖からなる肉腫様成分であった

(Figure 4A)。また，多数の良性破骨細胞様の多核巨細

胞も混在していた (Figure 4B)。一方，膵鉤部には，丈

の低い円柱状〜立方状の腫瘍細胞が不整形な管状構造

を形成しながら浸潤性増殖しており，中分化相当の管

状腺癌の組織像であった (Figure 4C)。両者が概ね十二

指腸固有筋層を境界に衝突・混在していたが，典型的

な移行像は認められなかった (Figure 4D)。各腫瘍成分

に於ける免疫染色の結果はTable 2に纏めており，肉腫

様成分にも上皮性マーカーに対する部分的な陽性像が

確認された (Figure 4E)。破骨様巨細胞はCD68と

vimentin陽性であったが (Figure 4F)，Ki-67陽性細胞は

殆ど認められなかった。PCR (polymerase chain reaction)/

direct sequencing遺伝子解析では，十二指腸腔内へ突出

する肉腫様成分と，膵鉤部を主座とする腺癌成分か

ら，何れにも相同のK-RAS遺伝子変異 (exon 1，codon

12，GGT→GAT (G12D)) が検出された。最終病理診断

は，膵の破骨様巨細胞を含む未分化癌undifferentiated

carcinoma with osteoclast-like giant cellsとした。また，

平成5年に切除された胆 癌と，平成9年に切除された

転移性肝腫瘍にはその遺伝子変異は検出されず，今回

の十二指腸・膵鉤部腫瘍は胆 癌の再発であることが

否定された。

　膵鉤部切除縁には腫瘍露出が認められた。また，リ

ンパ管侵襲と静脈侵襲も認められたが，何れも破骨様

巨細胞を含む単核未分化癌成分によるものであった。

術後経過

　合併症なく，術後第45日目に退院となった。しか

し，その後に膵鉤部腫瘍が再発・増大し，多発性肝転

移も来していた。平成25年2月の造影CTは，膵鉤部腫

瘍と肝転移巣による門脈本幹，右腎動脈と下大静脈へ

の圧迫が認められ，肺転移と右胸水及び腹水も出現し

た。患者本人の意思に基づいた緩和治療を行ったが，

術後約4ヶ月で全身状態悪化のため永眠された。

考　　察

　骨外の破骨細胞様巨細胞を含む悪性腫瘍は極めて稀

である。文献的に多数の臓器より発生することが報告

されているが1，そのうち，頻度の最も高い臓器は膵臓

と乳腺である2-4。

　近年まで本腫瘍の単核肉腫様成分の組織発生につい

ては定説がなく5，そのため，giant cell tumor of the

pancreas，giant cell carcinoma of the pancreas (epulis-

osteoid type)，osteoclastoma of the pancreas，osteoclast-

like giant cell tumor of the pancreasなどの類義語が使わ

れていた6-9。この数十年，百例に近い症例が世界中の

文献に続々と報告された1。蓄積されてきた症例の解析

では，単核肉腫様成分で常にvimentin陽性を示す一

方，上皮性マーカーであるAE1/AE3，CAM5.2，CK7，

CEAとEMAなども発現することが証明されてきた6-8,10,11。

そのため，単核肉腫様腫瘍成分は上皮性の悪性腫瘍成

分であることがconsensusとなった1。我々の症例も，部

分的ではあるが，単核肉腫様成分はAE1/AE3，CAM5.2，

CK5/6，CK7，CK19陽性であった。本邦では，破骨様

巨細胞を含む未分化癌が現行の第6版膵癌取り扱い規約

に，上皮性の浸潤性膵癌の一亜型として取り上げられ

ている12。

　一方，破骨様巨細胞はCD68，KP1，CD45とvimentin

など組織球のマーカーを発現し，腫瘍成分から分泌さ

れるサイトカインやホルモンによる生体の反応性変化

と考えられている1。

　膵の破骨様巨細胞を含む未分化癌は，約40%の症例

が管状構造を形成する通常型の腺癌を合併すると報告

されている8,13-15。通常，両者に滑らかな移行は認めら

れないが，共通の遺伝子異常や単核肉腫様成分が上皮

性マーカーを発現することから，組織発生は両者が何

れも導管上皮由来と考えられている8,13-15。本症例も，

上皮性腫瘍成分と単核肉腫様成分が概ね十二指腸固有

筋層を境に衝突・混在していたが，典型的な移行像は

認められなかった。また，腺癌成分が膵鉤部を主座と

し，単核肉腫様成分が十二指腸腔内へポリープ状に突

出していた。十二指腸未分化癌と膵鉤部中分化腺癌と

の衝突癌であることを完全には否定できないが，両成

分が共通のK-RAS遺伝子変異 (exon 1，codon 12，GGT

→GAT) を有していることから，本症例を破骨様巨細

胞を含む膵未分化癌と診断した。しかし，この様なユ

ニークな発育様式を呈する原因は未だに不明である。

十二指腸生検に肉腫様成分が見られる場合は，GISTや

平滑筋肉腫などの間葉系腫瘍以外にも，膵の破骨様巨

細胞を含む未分化癌も一つの鑑別診断として挙げられ

る必要があると考える。
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Pancreatic undifferentiated carcinoma with osteoclast-like giant cells
showing a unique growth pattern, a case report
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A 70-year-old male presented at Kitasato University Hospital due to melena.  Endoscopy revealed a polypoid
tumor protruding into the second to third portion of the duodenum.  Detailed histological subtype was not able
to be made, although a malignant tumor was diagnosed by biopsy.  The resected sample also revealed the
sclerosis of the pancreatic uncus beside the duodenal tumor.  Histologically, two distinct tumor elements were
observed.  One was the duodenal polypoid tumor, which consisted of diffuse proliferation of malignant oval
to short spindle mononuclear cells expressing partially epithelial markers, and contained multiple benign
osteoclast-like giant cells.  Another was moderately differentiated tubular adenocarcinoma mainly located at
the pancreatic uncus.  The two elements collided and intermingled within the duodenal wall, but no apparent
transition was observed.  In addition, the same K-RAS mutation was detected in both the tumor elements.
Therefore, a final pathological diagnosis of pancreatic undifferentiated carcinoma with osteoclast-like giant
cells was made.
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