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はじめに

リンパ節以外に発生する悪性 リンパ腫は節外性悪性

リンパ腫,extra nodal lymphoma,あ るいは site

specinc lymphomaと呼ばれ,ま れではない。正常の

リンパ網内系は全身に存在し,ま た炎症反応に伴い 2

次的に リンパ濾胞形成が惹起されるので, リンパ系腫

瘍の発生母地は全身に存在する。 し たがって。いずれ

の臓器;器 官からでも節外性悪性 リンパ腫は発生しう

る.し かしながら実際には,部 位別発生頻度には差が

あ り,消 化管,皮 膚,扇 桃に多 くみられる。膵臓に発

生する悪性 リンパ腫の報告はきわめて少ない。われわ

れは58歳男性で解頭部原発 と考えられる悪性 リンパ腫

の 1例 を経験 したので報告する。

I . 症 例

患者 :58歳,男 性,建 築業.

主訴 :心寓部痛,体 重減少.

既往歴 :特記すべき事なし.

家族歴 !特記すべき事なし.

現病歴 :昭和56年 3月 (息者58歳時),食 餌に関係し

ない心寓部痛を自覚した。嘔気,嘔 吐はなかった。同

年 4月 ,某 医を受診し,上 部消化管造影の結果,十 二

指腸潰瘍 と診断され,昭 和56年6月 8日 入院した。約

1カ 月間の内科的治療を受けるも軽快 しなかった。 7

月 2国 内視鏡検査を施行したところ,十 二指腸球部に

浅い潰瘍 と不整な数壁集中像が観察され,十 二指腸癌
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が疑われた。精査および手術目的で当科へ紹介された.

経過中黄痘,下 痢, タール便は認められなかったが,

約 4カ 月で9kgの 体重減少が認められた。

入院時現症 :身長160cm,体 重41kg.貧 血,黄 疸は

認められなかった.腹 部は平担,軟 .肝 牌は触知せず,

心寓部に軽度の圧痛を認めた,右 季肋部に可動性に乏

しい,直 径4cmの 腫瘤を触知した。腫瘍は表面平滑,

弾性硬で周囲との境界は比較的朔瞭であった.腹 水は

認められず,直 腸指診にても異常所見はなく,全 身の

リンパ節は触知しなかった。

検査所見 i末浦血液像 1赤血球458×104/mm3,Hb

13.lg/dl,Ht 36%,自血球7.300/mm3,血 小板26.7×

1 0 4 / m m 3 , 新鮮尿所見 : 異常を認めず。検便 ! o ‐

t o l u d i n ( 十) , G u a i a c ( 十) . 血 清 電 解 質 : N a

137mEq/L,K4.OmEq/L,Cl 101mEq/Lと 正常域に

あった。肝機能検査 :T.P,6.9g/dl,Alb 4.3g/dl,A/

Gl.5,GOT 131U/L,GPT 81U/L,r‐ GTP 161U/L,Al‐

ph 6.91U/L,LDH 3951U/L,T`Bil.0.6ng/dl,Hpt

92%と 正常値を示 した。血清 CEA 2.5ng/dl,AFP<

2.5ng/di.血清アミラーゼ値は4441U/Lと軽度上昇し

ていた.50g OGTTで は,前値90mg/dl,30分値134mg/

dl,60分値141mg/dl,120分値93mg/dlであった。

画像診断 :上部消化管造影では自幽門小弯側に外部

よりの圧排像および十二指腸球部に浅い漬瘍形成と級

壁集中像を認めた。内視鏡検査では胃幽門の変形が強

く,十二指腸球部全周にBorrmann II型様の腫瘤を認

めた.生 検病理所見では,核 の大きい,異 型性の強い

細胞が散存し,anaplastic carchomaと診断された
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図 la(図 左) 内 視鏡生横組織像.×40,HE

十二指腸粘膜固有層から粘膜下層にかけて多数の

腫瘍細胞が見られた。腫瘍周辺には中等度のリンパ

球侵潤を認めた。

図 lb(図 右) 内 視鏡生検組織像.X200,HE.

大小不同の核を有する異型性の強い腫瘍細胞が無

構造に配列し,未 分化癌と診断された。

a                     b

(図 la,b)。 腹部超音波検査およびコンピューター断

層写真では麻頭部に充実性で均一な,直 径約4cmの 腫

瘍陰影を認め,肝 左案への浸潤を認めた。腹腔動脈幹

周囲にもmass lensionを認めた。腹腔動脈造影では膵

頭部にtumor stainを認め,腹 腔動脈幹,な らびに総

肝動脈の狭小化がみられ,同 部への腫瘍浸潤が疑われ

た。上腸間膜動脈造影では上腸間膜動脈根部,上 腸間

膜静脈本幹,お よび門脈本幹の圧排像を認めた。

以上より十二指腸ないしは陣頭部原発の進行した未

分化癌 と診断した。教室では進行肝癌に対しても血管

合併切除,膵 全摘を含めた積極的手術を原則 としてお

り,昭 和56年7月 22日開腹手術を施行した。

手術所見 :開腹時,腹水,腹膜転移は認められなかっ

た。腫瘍は膵頭部に位置し,大 きさは手挙大で硬 く,

十二指腸,肝 左葉へ浸潤 し,総 肝動脈を巻き込んでい

た。膵尾部,陣 臓に示指頭大の転移巣を数個認めた.

総肝動脈周囲,門脈後面に リンパ節の腫大を認めたが,

大動脈周囲 リンパ節の腫大は認められなかった。術中

凍結組織診断は術前の内視鏡生検 と同様 anaplastic

carcinomaで あった。腫瘍の主占居部位より,膵 原発

未分化癌 と診断し,可 及的に切除するため,手 術は総

肝動脈を含め膵全摘術 と決定した。まず, 自家大伏在

静脈 (長さ10cm)を 用い,腎 動脈下腹部大動脈 と固有

肝動脈の間にバイパス術を施行した。胆嚢摘除後,左

胃動脈を根部にて切離し,胃は噴門側約1/5を残して切

日消外会誌 17巻  8号

断した。陣を一塊 として切除することは困難であった

ため, まず陣を体部で離断した上で,陣 尾側および陣

臓を摘出した。その後, 胃,十 二指腸,上 部空腸,陣

頭部を一塊として切除した。門脈後面ならびに肝左葉

に腫瘍の一部が残存 した。消化管の再建は Billroth II

法に準じ,後 結腸性に胆管空腸吻合, 胃空腸吻合を施

行 し,Braun吻 合を追加施行した.腹 腔内にマイ トマ

イシンC10mgを 散布 した。残存腫瘍内に OK 432(ピ

シバニール)10単 位を注入し,手 術を終了した。

切除標本 !腫瘍は黄白色,充 実性で陣頭部より発生

図 2 切 除標本割面.肉 眼的所見と摸式図.

解頭部に腫瘍は位置し,充 実性,均 一で一部十二

指腸へ浸潤している。

図 3a(図 左) 切 除標本組織像.×200,H.E.

大型の核と豊富な細胞質を有する卵円型ないし円

型の腫瘍細胞が密に増殖し,所 々でくびれ(cieaved

cell)の所見がみられた。

図 3b(図 右) 切 除標本組織像×100.銭銀染色

間質の細網線維が腫瘍細胞を包囲するように増生

し,い わゆる区画形成 (Compartmentalization)を

示していた。

a                    h
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し,解 被膜を破 り,十 二指腸へ浸潤 していた (図 2).

病理組織所見 :異型性の強い大型の核を有する細胞

が無構造に,び まん性に増殖し,mttosisも活発で,銭

銀染色では豊富な細網線維により腫瘍細胞が取 り囲ま

れている所見が認められた(図3a,b)。 以上の所見よ

り解原発の悪性 リンパ腫,Rappaportの 分類による

non‐Hodgkin,histiocytic,dituse typeと 診断された。

術後経過 i術後胃空吻合部の縫合不全 と胆管空腸吻

合部の縫合不全を併発 した.積 極的に,絶 食,排 液 ド

レナージ,高 カロリー輸液,抗 生剤投与などを行った

が,敗 血症,肝 不全 となり術後93日 目に死亡した。な

お,術 後長期間にわた リー般状態が不安定なため充分

な化学療法は行いえなかった。

剖検所見 t大動脈一固有肝動脈に間置された自家静

脈 Gra■ は開存していた。肝門部に手挙大の腫瘍が占

居 しており,残 存腫瘍の増大したものと考えられた。

胸部,腹 部,体 表 リンパ節には病変は認められず,本

例が リンパ節性悪性 リンパ腫の腹腔内病変ではないこ

とが確認された。なお,残 胃の壊死は認められず,胃

空腸吻合部の縫合不全部は治癒閉鎖 していた。

II.考   察

消化管原発の悪性 リンパ腫の多 くは胃,小 腸由来で

あ り1),膵原発の悪性 リンパ腫はきわめてまれなもの

であ る.著 者 らの調査 しえた範 囲で は,1904年 ,

L'Huillier2)の報告以来現在まで詳細の明らかな報告

は本邦報告例 2例 いのを含め 9例 にすぎない (表 1).

1925年 Marxer的 は膵肉腫20例中陣原発悪性 リンパ腫

は 2例 ,Sloanら いは164例の膵悪性腫瘍中悪性 リンパ

腫は 1例 ,Boylorら
1のは5,075例の膵悪性腫瘍中悪性

リンパ腫は 8例 であったと報告 し,ま た Freemanら 1)

は1972年,自 験例1,467例の節外性悪性 リンパ腫中,9

表 1 肝 悪性リンパ腫報告例

忠 者 冶 家 菊理修断
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例 (0ち9%)の 解悪性 リンパ腫を認めたと報告している

が,い ずれも詳細についての記述がなく,原 発性か続

発性かは明らかではない.

解腫瘍は一般にその解剖学的位置関係上,発 見が遅

れやす く,周 囲臓器へ浸潤 した状態で発見されること

が多い。それゆえ,進 行した解領域腫瘍では原発臓器

の同定が困難な症例がある。悪性 リンパ腫の場合, 胃

腸管原発,あ るいは所属 リンパ節原発であっても進行

した状態では膵に直接浸潤もしくは転移することはま

れではない。それゆえ,解 原発悪性 リンパ腫が進行し

た状態で発見された場合には,他 の腹腔内臓器原発の

悪性 リンパ腫が 2次 的に膵へ波及した状態と半J別する

ことは困難である。 こ のことが解悪性 リンパ腫の頻度

が集計上低い要因のひとつになっていると考 えられ

る。本例においても,十 二指腸,腹 腔内 リンパ節が原

発臓器である可能性を否定できないが,主 として腫瘍

が陣頭部に位置していること,お よび膵を中心に周囲

に浸潤 していることより,解 原発 と推定した。

さて,詳 細の明らかな 9例 の報告911を自験例 とあわ

せて検討する。発症年齢は 2例 の小児例を含め各年齢

層に分布する。性差はない。主症状は腹痛,嘔 吐,体

重減少,腫 瘤触知などがみられるが,本 症に特異的な

ものはみられない.腫 瘍占居部位は10例中 8例 が解頭

部にみられた。しかし,解 頭部に多 くみられたにもか

かわらず黄痘の発現はこの 8例 中 2例 (25%)に すぎ

ない。腫瘍切除例は自験例を含め 3例 にすぎず,他 は

姑息的吻合術がなされているもの 4例 ,剖 検により発

見されたもの 3例 である。切除例 3例 中 2例 に膵全摘

がなされ, 1例 は術後 1年以上生存 した.姑 息的吻合

術がなされた 4例 中,補 助療法のなされなかった 2例

は 3カ 月, 6カ 月で死亡 したが,放 射線治療,化 学療

法を併用した 2例 は 1年以上生存し, 1例 は腫瘍の消

失をみた。
一般に節外性悪性 リンパ腫は,原 発臓器および所属

リンパ節に限局することが多いこと11)121,ぁるいは放

射線治療,化 学療法によく反応することより,同 じ部

位の癌腫に比べ予後は良いとされている1)11).解原発

悪性 リンパ腫については前述のごとく報告例 も少な

く,予 後 について言及す ることは困難であ るが,

Featherらめの陣全摘後 1年 以上生存 した例,ま た

Ackermanら 'の放射線治療により腫瘍が縮小 し延命

効果の認められた例よりみて,必 ずしも予後は不良と

は考えられない。一方,陣 癌の手術成積はいまだ満足

すべきものではなく,切 除率はおよそ30%,切 除例の
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5年生存率は10%前後1めにすぎない。しかしながら,解

癌は化学療法ならびに放射線治療に抵抗性であり,現     1)

在,手 術療法のみが根治的療法である。 したがって,

督唇橿曾渥昂堺替を沓憲畳塁各暑塚|よ
'悪性リンパ腫    2)

悪性 リンパ腫 と解癌の鑑別上問題 となるのは anaヽ

plastic carcinomaで ある5). anaplastic carcinonlaヤよ        3)

全陣癌中 1～ 7%を 占めると報告 されてお り,spindle

ぽ歩骸鷲替態渡督督ず
H'ご
肝督済督話驚括

Ce」
舞   っ

cinomaは 形態学的には悪性 リンパ腫 と類以している

ものがあ り,通 常の Hematoxllin Eosin染色では鑑別

は必ず しも容易でないことがある。両者の鑑別には銭    5)

銀染色が有効なことが多 く,細 網線維を染色し,腫 瘍

細胞 との配列状態を観察することが鑑別する上で参考

になる。しかし術中凍結組織診断では染色のための時    6)
間的制約などのため正診が得 られないことがある。そ

のため術前あるいは術中に悪性 リンパ腫 とanaplastic    7)

carcinomaと を十分鑑別できていない可能性がある。

したがって陣頭部に位置する浸潤性の腫瘍であるにも    8)

かかわ らず,黄 疸の発症をみないよ うな anaplastic    9)

carcinomaに 対 しては膵悪性 リンパ腫の可能性 も考

え,放 射線または化学療法を試みるべきであると考え   10)

る51.

ま と め

58歳,男 性の腺頭部原発と考えられる悪性 リンパ腫    11)

の 1手術例を,若 子の文献的考察を加え報告した。     12)
(本論文の主旨は第21回日本消化器外科学会総会におい

て発表した)                        13)
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