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「第26回北里腫瘍フォーラム」

左肺門リンパ節と膵尾部に病変を認め，

原発巣を特定できなかった一例
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　症例は74歳の男性で，嚥下困難，嗄声が出現したため北里大学病院を受診した。CT検査で左縦

隔リンパ節腫大と膵尾部に腫瘤影を認めた。病理学的に肺小細胞癌と膵癌の鑑別が困難であったた

めキャンサーボードで検討を行った。原発巣は特定できなかったが一元的に膵臓原発神経内分泌癌

と考え，CBDCA + VP-16による化学療法が推奨され，これを行うことにより奏功が得られた。原

発巣が特定できず，キャンサーボードでの検討が有用であった症例を経験した。
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はじめに

　肺や膵臓の病変は，内視鏡を用いての生検では微量

の検体しか採取できず，診断に苦慮することが多い。

特に複数の臓器に類似した大きさの腫瘍病変を同時期

に認めた時に，原発巣の特定が困難となる。北里大学

病院ではキャンサーボードを設置し，主に原発巣を特

定することが困難な症例に対して，複数の専門家が討

論を行い，原発巣の特定，適切な治療方針を提示して

いる。今回，左肺門リンパ節と膵尾部に病変を認め，

原発巣の特定に苦慮した症例を経験した。症例の報告

を通して，キャンサーボードを紹介する。

症　　例

症　例: 74歳の男性

現病歴

　嚥下困難，嗄声が出現したため，当院の耳鼻咽喉科

を受診した。受診時，左反回神経麻痺を認め，頸部CT

検査で左縦隔リンパ節腫大が見られたため呼吸器内科

に診療依頼となった。

既往歴

　20歳台にアルコール性膵炎，2年前に右鼻翼基底細

胞癌，II型糖尿病

喫煙歴: なし

飲酒歴: アルコール性膵炎後禁酒

身体所見

　身長169 cm。体重72 kg。血圧104/66 mmHg。脈拍84/

分，整。経皮的酸素飽和度 (SpO2) 99% (室内気)。頸

部・鎖骨上窩リンパ節触知せず。呼吸音清。心音純。

腹部平坦，軟，圧痛なし。肝・腎・脾臓触知せず。下

肢浮腫なし。ばち指なし。神経学的異常所見なし。

検査所見

　血液検査所見 (表1) では，DUPAN-2 > 1,600 U/ml，

ProGRP 143 pg/mlと高値を示していた。胸部CT検査で

左縦隔#6のリンパ節腫大 (図1) に加えて，膵尾部にも

腫瘤影を認めた (図2)。気管支鏡検査では，気管支内腔

に病変は見られず，左B 3より経気管支吸引細胞診

(TBAC) を行い，class V，small cell carcinomaの疑いの

所見 (図3) であった。膵尾部の腫瘤影に対しは超音波

内視鏡下吸引細胞診  ( E U S - F N A )  を施行し，

adenocarcinomaであるがsmall cell carcinomaの成分を一

部に認めるとの病理所見であった (図4)。FDG-PET検査

では左縦隔#6の腫大したリンパ節，膵尾部の腫瘤，左
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図4.  膵尾部の腫瘤影からの超音波内視鏡下吸引細胞診 (EUS-FNA) 検体
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血算

WBC 4,800/μl
  Neut 63.7%
  Eosino 3.8%
  Lymph 25.2%
  Mono 5.8%
  Baso 1.5%
RBC 4.00 × 106/μl
Hb 13.0 g/dl
Ht 38.2%
Plt 27.0 × 104/μl

生化学

TP 7.0 g/dl
Alb 4.1 g/dl
T. bil 0.6 mg/dl
GOT 16 IU/l
GPT 13 IU/l
ALP 246 IU/l
γ-GTP 48 IU/l
LDH 229 IU/l
Amy 48 IU/l
Glu 219 mg/dl
BUN 20.7 mg/dl
Cr 1.36 mg/dl

免疫

CRP 0.3 mg/dl

腫瘍マーカー

CEA 10.4 ng/ml
ProGRP 92.5 ng/ml
NSE 10.0 ng/ml
DUPAN-2 12,000 U/ml
Elastase-1 190 ng/dl

表1.  血液検査所見

図1.  CT画像　左縦隔#6のリンパ節腫大を認める。

図2.  CT画像　膵尾部に腫瘤影を認める。

図3.  左B3からの経気管支吸引細胞診検体

Adenocarcinoma様の細胞 Small cell carcinoma様の細胞
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第1肋骨前部にFDGの異常集積を認めた。

キャンサーボードでの議論

　原発巣を左肺門リンパ節近辺の肺から生じた肺癌と

考えるのか，膵尾部から生じた膵癌と考えるのか，あ

るいは，肺癌と膵癌の同時性重複癌と考えるのか。そ

して，治療方針は化学療法としてよいのか。化学療法

とした時に選択するレジメンは何が良いのかについて

呼吸器内科内だけで判断することが難しかったため，

キャンサーボードに依頼を行った。キャンサーボード

には呼吸器内科医，呼吸器外科医，消化器内科医，消

化器外科医，放射線科医 (診断医，治療医)，病理医の

本症例の診断，治療に直接関与すると思われる専門医

に加え，血液内科医，乳腺外科医，泌尿器科医，婦人

科医，看護師，薬剤師なども参加して議論が行われ

た。病理検体がいずれも少量の細胞診検体で，画像所

見を踏まえても原発巣を特定することはやはり困難で

あったが，治療方針については病変を一元的に膵臓原

発神経内分泌癌と考えて，カルボプラチン (CBDCA) +

エトポシド (VP-16) による化学療法が推奨された。

治療経過

　CBDCA + VP-16を4コース施行し，左肺門部の腫瘤

影は著明に縮小した。膵尾部の腫瘤影は軽度縮小した

のみではあったが，内部に石灰化を認めた。ProGRPは

正常化したが，DUPAN-2は1,600 U/ml以上のままで

あった。化学療法終了後2か月目に膵尾部の腫瘤影の増

大，多発肝転移の出現が認められたため再発と判定し

た。その後，左肺門部リンパ節の増大もみられ，2次治

療の化学療法を検討したが，全身状態の悪化ならびに

認知障害の出現のためにbest supportive careのみの治療

方針となった。最終的に誤嚥性肺炎による呼吸不全で

亡くなった。

考　　察

　神経内分泌腫瘍は，諸臓器で発症が報告されている

が，比較的まれな腫瘍である。その中で，肺は神経内

分泌腫瘍の好発臓器である。肺における神経内分泌腫

瘍は，小細胞癌，大細胞神経内分泌癌および定型，非

定型カルチノイドの4疾患が相当する。一方，膵臓にお

ける神経内分泌腫瘍はインスリノーマやガストリノー

マなどのホルモン過剰産生による臨床症状を伴う機能

性腫瘍と非機能性腫瘍に分類され，また，2010年の

WHO分類より病理学的に腫瘍の分化度を増殖能により

分類する方法が提示されている1。本例では採取された

検体より肺小細胞癌と膵神経内分泌腫瘍の中で腺癌の

成分が混在するmixed adenoneuroendocrine carcinomaの

鑑別が問題となった。しかし，いずれの病変も検体の

採取が困難な部位にあり，採取された検体は少量の細

胞診検体のみであったために診断，治療方針の決定に

苦慮し，キャンサーボードでの検討を依頼した。

　本症例からキャンサーボードの意義は，①放射線診

断医，病理診断医と直接話し合いをすることにより，

依頼用紙や検査報告書では伝えきれない情報を交換す

ることができること，②複数の専門家が同時に検討を

することにより偏りの少ない，公平な判断ができるこ

と，③客観的な視点から具体的な治療方針が提示され

るため，治療を行っていく上で迷いがなくなること，

④その後の診療上関連する診療科との連携が取りやす

くなること，であると考えられた。

結　　語

　左肺門リンパ節と膵尾部に病変を認め，肺小細胞癌

と膵癌の鑑別が困難であったためにキャンサーボード

に検討を依頼し，有用な助言を得た症例を経験した。

　本稿の主旨は，第26回北里腫瘍フォーラム (平成26年

1月24日開催) で発表された。
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