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非機能性膵島細胞腫瘍の 7例

東北大学医学部第 1外科

木村 良 直  小 針 雅 男  武 田 和 憲  中 村 隆 司

古川  徹   岩 崎 岡J一  遊 佐  透   松 野 正 紀

教室で経験 した非機能性際島細胞腫瘍 7例 について臨床病理学的検討を行った。

症例は全例女性で,病 理組織学的に 4例 が悪性,3例 が良性であった。腫瘍径が10cm以 上では悪性

例が多い傾向を認めた,

臨床症状や血清生化学検査に特徴的な所見はなかったが,画 像診断では腹部血管造影の有用性が評

価された。

腫瘍占居部位は尾側が多 く,全 例で肉眼的治癒切除が施行された。内訳は膵頭切除術 2例 ,解 尾側

切除術 3例 ,腫 瘍摘出術 2例 である。術後13年以上生存中の悪性例があ り,予 後は比較的良好 と考え

られるが,腫 瘍摘出術後に肝転移 と癌性腹膜炎で再発死亡 した例 もあるため,早 期診断,適 切な術式

選択,切 除標本の十分な検索を行った うえで,長 期間経過観察する姿勢が必要と考えられた。
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はじをめに

非機能性膵島細胞腫瘍 (nOnfunctioning isiet cell

turnor)は,比較的まれな疾患で特異的な症状に欠ける

ために術前に質的診断を下す ことが困難な場合が多

い。また,臨 床病理学的には92%が 悪性であるという

報告いもあ り本疾患の臨床像をめ ぐって種々の議論が

なされている。

われわれは,教 室で経験した非機能性膵島細胞腫瘍

7例 について臨床および病理学的特徴を検討 し,文 献

的考察を加えて報告する。

症  例

1962年から1989年6月 までに当教室で経験 した非機

能性際島細胞腫瘍 7例 の概要を Table lに示す。性別

は 7例全例が女性で,発 症年齢は19歳から62歳までと

幅広 く,平 均年齢は44.0歳であった。

臨床症状 !腹部腫瘤を主訴 とした ものが 5例 と多

く,腹 痛は 2例 に認められたが黄疸,吐 血,下 血など

はなかった.体重減少は症例 4の 再発時にのみ認めた。

病悩期間は 1か 月から最長 5年 と長期におよぶものま

でさまざまであった (Table 2).

術前検査成績 :多発性内分泌腺腫症 1型 を伴った症

例 5に おいて成長ホルモンおよび副甲状腺ホルモンの
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高値を認めたが,全 例において空腹時血糖値,膵 内分

泌機能検査は正常であった。また血清生化学検査上も

異常を認めず,際 外分泌機能検査でも正常または軽度

の低下を示すにとどまり,carcinoennbryonic antigen

(CEA)や carbohydrate antigen 19,9(CA19‐9)な ど

の腫瘍マーカーも正常範囲内であった。

画像診断所見 :Table 3に 各種画像診断の所見を示

す.

腹部血管造影は 7例 に施行し, 6例 に腫瘍濃染色な

いし血管の偏位 ・圧排所見を認めた い堵.lA)。 し か

し腫瘤径lcmの 症例 7で は異常所見を得 られなかっ

た。また症例 1お よび 2の 巨大腫瘍では膵頭細胞腫瘍

に典型的とされる腫瘍濃染像や血管増生像はなく,血

管の圧排像のみが認められた。

腹部 comput●d tomography(CT)は 3例 に行い,

症例 7の 小腫瘤の描出は不明瞭であったが,ほ かの 2

例では一部に襲胞形成や中心性壊死を伴った境界明瞭

な充実性腫瘍 として描出された (Fig.lB).な お症例

7は 膵体部の際襲胞に対する手術中に偶然発見された

ものである。

内視鏡的逆行性膵管造影 (ERP)は 6例 中 3例 に主

膵管の圧排所見を認めたが,ほ かの 3例 には異常を認

めなかった (Fig。2).

外科的治療 i全例に腫瘍摘除術が施行され肉眼的に

は腫瘍の残存を認めず,ま た遠隔転移も認めなかった
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Table I Clinical features of seven patients with nonfunctioning islet cell tumors

of the pancreas

Case Pathological

No. Sex Age Size (m) L@ation diagnosis OPqation Long-tern result

ＢＴ

ＨＢ

　

Ｈ

Ｂ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

‐９

４ ３

　

５２

３８

４３

５ ‐

６２

16X13× 13

15X13X10

13×9Xア

12X12

1 3 X l l  X 8

6×5

1  2 X l X l

Malignant OP
Malignant PD and

rt. hemicolectomy
Malignant PD
Malignant Extirpation
Benign DP
Benign DP
Benign Extirpation

al ive { l3Y l  M)

dead, M. l.*
'l5th postoperative days

al ive {  3 Y9M)

dead, recurrence (4 Y5M)

al ive { l  lYSM)

a l i v e ( 3 Y l M )

al ive (  5 Y8M)

Table 2 Clinical signs and symptoms

( ): survival p€riod

Fig. 1 (A): Arterial phase of celiac arteriogram

of case 3 shows marked deviation of gas-

troduodenal artery. (B) : Computed tomogram of

the same patient illustrates a huge and solid mass

at the head of the pancreas.

界が比較的明瞭なことが特徴的であった (Fig。3A),

組織学的には,類 円形の腫瘍細胞が巣状,時 に リボン

状配列や髄様増殖を示しており細胞の異形性は軽度で

あった。悪性例でも軽度の脈管浸潤や腫瘍被膜への浸

潤を認める程度で,全体的には low grade malignancy

の組織像 と半J断された (Fig.8B),

病理学的に悪性 と診断された 4例 は全て腫瘍径が10

cm以 上あり,平均年齢が38.0歳であったのに対し,良

Case Duration of

symptoms Clinical signs/symptoms

1     3Y

2    1 Y 7 M

3       7M

4     1 M

1 3 Y 7 M  r e c u r r e n c e

5    5Y

6       3M

7    -

Lumbago, abdominal pain

Abdominal mass, Appetite loss

Abdominal mass

Abdominal mass, epigastralgia

Epigastralgia, loss of body weight)

Abdominal masg diarrhea, nausea

Abdominal mass

None

Table 3 Results of diagnostic imaging methods

c i rresu ar PathdⅢCal vestts O:dspacement of the ma市

ため,す べて治癒切除と判定した。腫瘍占居部位は頭

部 1例 ,頭 体部 1例 ,体 部 1例 ,体 尾部 1例 ,尾 部 3

例 とやや尾狽1に多 く発生していた。体部ないし尾部に

腫瘍が局在した 5例 中 2例 に腫瘍摘出術が,ほ かの 3

例には膵尾部側切除術が行われた。頭部および頭体部

の 2例 には膵頭十二指腸切除術が行われたが,症 例 2

は腫瘍が横行結腸へ直接浸潤 していたため,右 半結腸

切除術も併施された くTable l).

病理組織学的所見 :摘出標本の肉眼所見は淡黄白色

の充実性腫瘍で時に襲胞形成や中心性壊死を伴ってい

ることが多 く,線 維性の被膜を有し正常膵組織 との境
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Fig. 2 Endoscopic retrograde pancreatogram of
case 3 demonstrates compressed main pancreatic
duct

Fis. 3 (A) : Gross apearance ofthe resected speci-
men of case 3 shows solid tumor (+) with cystic
portion (+) at the head of the pancreas. (B):
Histological apearance shows that fibrous cap-
sule (*) separates tumor (left) from normal
pancreatic tissue (right). Capsular invasion can-
not be seen. (HE stain, x 100)

性 と診断された 3例 は腫瘍径が10cm以 下の症例が 2

例あり,平 均年齢52.0歳と悪性群よりも高齢であった

(Table l),

日消外会議 24巻  3号

免疫組織学的検索は症例 1, 3, 4, 6, 7の 5症

例″こ,insulin,gastrin,glucagOn,alpha‐1‐antitrypsin,

pancreatic polypeptide, somatostatinの 61重のホル

モンに対する抗体を用いて酵素抗体法により染色を試

みたが,い ずれも腫易細胞は染色陰性であ り非機能性

陣島細胞腫瘍 と診断した。症例 2, 5は Grimelius染

色陽性で光顕像より膵島細胞腫瘍 と診断され,非 症候

性であ り,術前の血中ホルモン定量で glucagon,insu‐

lin,gastrinは正常範囲であったため非機能性 と診断

された.

術後遠隔成績 :良性の 3例 は腫瘍摘出術の 1例 を含

め再発の兆候 もなく生存中である。一方悪性例では,

腫瘍摘出術が行われた 2例 の うち症例 4は術後 3年 7

か月で再発を認め再手術を試みたが,癌 性腹膜炎,多

発肝転移のため切除不能であった。立reptozotocinと

5‐Fuの 併用化学療法を行ったが初回手術 より4年 5

か月,再 発後10か月で癌死した。膵切除を施行された

悪性 3711では,症 例 2は術後に心筋梗塞により死亡し

たが,症 例 1, 3は 特別な愁訴 もな く生存中である

(Table l).

考  察

膵島細胞腫瘍 (isiet cell tumor)のうち臨床的にホ

ルモンの過剰分泌が証明されない
“
非機能性腫瘍

"は

15%D～ 46%のを占めるといわれ,本 邦では1930年以降

1988年12月までに119例の報告がある.今回は自験4/117

f/11を対象に臨床病理学的検討を行った。

本疾患の発症年齢は幅広 く20歳代から60歳代までは

平均 して分布 している.白 石 らDの統計による男女比

は 1:1.9と 女性に多いが,Kentら 1)の報告では5.6:

4.4と男性に多 く,有 意な性差はないようである.

本疾患では臨床症状に乏しいことが診断を困難にし

ている。本邦例の特徴は自験例のように腹部腫瘤,腹

痛を訴える者が多 く,黄 痘を呈する例が少ないことで

ある。 し かし, これらの症状は本疾患に特異的なもの

ではなく腫瘍の発生部位,大 きさ,周 囲への漫潤の有

無などに左右されると考えられる。

本疾患では一般に,血 清生化学検査をはじめとする

検査値に特異的な異常を認めず,腫 瘍マーカーにおい

ても消化器癌に有用な CEAや CA19,9な どの陽性率

は低い。Prinzらりによれば,神 経内分泌細胞や神経細

胞軸索突起に特異的に存在する解糖系酵素 en01aseの

isoenzyme‐で″ぅるneuron specinc enolase(NSE)が

50%の 陽性率を示すとともに臨床経過に一致した推移

をみたという.
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Bagheryら 'は本疾患における腹部血管造影の所見

として, 1)hypervascularity, 2)vascular displace‐

ment,3)pathological vesselsの3点 に注 目した。自

験例でも症例 7の ほかは血管増生 4例 ,血 管偏位所見

4例 といずれかを認めてお り,血 管造影は診断手段 と

して最も有用 と考えられる。

CT,USは ,腫 場が境界明瞭な被膜を有することが

多いため,腫場の描出は比較的容易である。また CTで

はhypervascularな性格上,著明な enhance効果を示

す ことがあ りEelkemaら いは際癌 との鑑別診断にも

有用であるとしている。しかしEpsteinらのが指摘す

るように,非 機能性腫瘍は機能性腫場に比べれば血管

増生に乏しいため必ず しも腫瘍濃染像を示すものでは

なく,血管造影および CTで は注意を要する点である。

ERPで は施行 6例 中 3例 に主膵管の圧迫所見を認

めたが,尾 部に発生した腫瘍径10cm以 上の症例 5を

含め半数では主膵管に所見を得 られなかった。すなわ

ち本疾患におけるERP所 見は膵癌 とは異なり,か な

らず しも腫瘍の局在部位を示していないので注意が必

要である。

腫瘍占居部位については,自 石 らの81例の検討ゆで

はやや頭部に多い傾向を認めているが,富 岡らゆは偏

在性はなく膵全体に平均 して発生するとしている。腫

瘍の大きさに関しては,自 験例で腫瘍径が10cm以 上

の症例では 5例 中 44/1が悪性と診断されている。この

ように腫瘍径が悪性例 としての 1つ の指標になること

から,腫 瘍径が10cmを 越える症4/1では転移の有無に

ついて術前,術中の十分な検索が特に必要 と思われる。

本疾患の良性,悪 性の区別は病理組織学的検索により

決定される場合が多 く,Frantzりは臨床病理学的に非

機能性腫瘍を良性,疑 悪性,悪 性の 3つ に分類 した。

疑悪性とは組織学的に悪性所見があっても転移が認め

られないので,臨 床的にも良性の経過をとるものをい

い,悪 性は転移を伴っているものでこれを癌 と称 して

いる。すなわち自験4211の場合,悪 性 とされた 4例 のう

ち 3例 は疑悪性といえる。しかしそれらの区別は臨床

像 とかならずしも一致するものではなく,Porterら
1い

は陣島細胞腫瘍の唯一の悪性診断は転移巣の証明であ

るとしている。

また最近では免疫組織学的検索を行 うことにより,

非機能性 と思われた症例の中に単一あるいは複数のホ

ルモンが証明される機会が増えている。ここで問題 と

なるのは血中濃度が正常なホルモンが染色により腫瘍

内にわずかに散見されるような症例を
“
機能性

"と
し
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て本疾患より除外すべきか, ということであろう。今

後は電顕所見や腫瘍内ホルモン濃度測定も含めた診断

基準が必要 と思われる。

治療は手術的に腫瘍を摘除することが原貝Jである。

際切除術 としては腫瘍の存在部位,浸潤の有無により,

膵頭十二指腸切除術,膵 尾側切除術が行われるが,腫

瘍が大きい場合でも浸潤傾向に乏しい性格から切除不

能のことが多 く,本 邦での切除率は90%を 越 えてい

るゆ.腫 瘍核出術は腫瘍 と健常組織 との境界が比較的

明瞭なことから施行可能 と思われる場合が少な くな

い。 し かし腫瘍が大きい場合には容易に行えるもので

はな く症plj 4のよ うに再発す る可能性を残すので

poor riskな場合以外は,潜在悪性度も考慮して リンパ

節郭清および膵切除を伴った腫瘍摘除を積極的に行 う

ことが望ましいと考える。化学療法については,欧 米

では streptozotocinと5‐Fuの 有効性が評価 されてい

るが,本 邦での報告はまだ少なく検討の余地が残され

ている.

本症の子後は一般に良好で, 5年 生存率が44%と 報

告した Kentの 症例の中にも,手 術時にすでに多発性

肝転移を認め内胆汁痩造設のみ行われたにもかかわら

ず,術 後13年生存中のものがみられる。自験例でも症

例 1は悪性と診断されながらも化学療法の併用なしに

長期間生存しているが,症 例 4は 再発後は化学療法も

無効で,急 速な経過を示した。したがって,早 期発見,

早期切除が重要であることはいうまでもないが,術 後

の経過観察も長期にわた り注意深 く行われる必要のあ

る疾患であることを強調したい。

文  献

1)Kent RB,van Heerden JA,Weiland LH et al:

Nonfunctioning isiet cell tumors. Ann Surg

193: 185--190, 1981

2)Thompson GB,van Hcerden JA,Grant CS et

al:  Islet cell carcinoma of the pancreas一A

t、venty‐year experience一t Surg 104:

1011--1017, 1988

3)自石昌之,志村秀彦,栄本忠昭ほか t所謂非機能性

際島細胞癌の1例一最近10年間の本邦報告例の臨

床病理学的検討一.福岡大医紀 13:59-66,1986

4)Prinz RA, Marangos P」i Serum neuron

specinc enolase一A sertm marker for nonfun‐

ctioning pancreatic isiet cell carcinoma一. Am

J Surg 145:77-81, 1983

5)Baghely S,Alndi RJ,ZelCh MG: Angiography

Of nonfunctioning isiet cell tumors of the pan‐

creas.Radiology 120 i 57--59, 1976



184(924) 非機能性際島細胞腫瘍の7例 日消外会誌 24巻  3号

腫場 の 1例 一本邦報告例 の検討―,日 消外会誌

161 1389--1394, 1983

9)Frantz VK: Tumors Of isiet cells with hyper・

insulinism――Benign, malignant and question‐

able一 Ann Surg l12 1 161--176, 1940

10)Porter MR,Eranz VK: TunOrs associated

、vith hypoglycemia― ―Pancreatic なと extrapan‐

creatic一 Am J Med 21:944-961, 1956

Eelkema EA,Stephens DH,ヽ Vard EM et al:

CT features of ■onfunctiOning isiet cell car‐

cinoma.Am J ROen 143t943-948, 1984

Epstein HY,Abrams RM,Beranbauln ER et ali

Angiographic localization of insulinomas‐high

reported success rate & two additional cases

Ann Surg 163 1 349--354, 1969

富岡 勉 ,宮城直泰,佐伯壮六ほか i非機能性膵島

Clinical Evaluation of 7 Patients with Nonfunctioning Islet Cell Tumors of the Pancreas

Yoshinao Kimura, Masao Kobari, Kazunori Takeda, Ryuji Nakamura, Tohru Furukawa,
Tohru Yusa, Gohichi Iwasaki and Seiki Matsuno

The First Department of Surgery, Tohoku University School of Medicine

A clinicopahtological evaluation of seven patients with nonfunctioning islet cell tumors of the pancreas was
undertaken. All patients were women. Four of the tumors were diagnosed pathologically as malignant and the
others were benign. All four tumors diagnosed as malignant were over 10 cm in diameter. None of the patients had
any specific clinical symptoms or laboratory findings, but angiography was very useful for diagnosis. The tumors
were most frequently located in the body and tail of the pancreas. All patients were surgically treated and
macroscopically all tumors were curatively resected. The operative procedures were pancreaticoduodenectomy in
two patients, distal pancreatectomy in three patients and extirpation of the tumor in two patients. As one of the
patients has survived for more than 13 years after her tumor was diagnosed as malignant, prognosis of this disease
seems to be relatively good. But the other patient whose tumor was extirpated died of recurrent hepatic metastasis
and peritonitis carcinomatosa. After an adequate operative procedure, detailed examinations of the resected
specimens and careful follow up are significant.
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