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切除後に短期間で肝転移をきたした膵腺房細胞癌の 1例

栃木県立がんセンター外科,同  病 理'
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巨大な膵腺房細胞癌の切除後に短期間で肝転移をきたした症例を経験 したので報告する.症 例は54

歳の女性.主訴は腹部腫瘤で,右上腹部には超手挙大,弾性硬な腫瘤を認めた。腫瘍マーカーはelastase

Iな どが高値を示した。膵頭部腫瘍 と診断し膵頭十二指腸切除術を施行 した。被膜を有する11×8×6cm

の腫瘍は組織学的に膵外分泌部に類似 しており,電顕像で zymOgen顆 粒を認め,膵腺房細胞癌 と確定

診断しえた。術後 5か 月の CTで は再発の兆候はなかったが,術 後 8か 月の CTで 肝右葉に巨大な転

移巣を認めた。肝転移に対 して TAEを 施行 したが,術 後 9か 月目に肝不全で死亡 した。音」検では,直

径15cm大 の巨大な肝転移に加え,残膵のほとんどが腫瘍で置換される残膵再発が認められた。被膜化

された膵腺房細胞癌の予後は良好であるとされているが,自 験例のごとく急速な肝転移を示す症例 も

あることを考慮 して治療を行 う必要がある。
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はじめに

膵腺房細胞癌は膵癌の約 1%を 占める比較的まれな

腫瘍
1)りである.今 回われわれは膵頭部に原発した膵腺

房細胞癌の切除後,短 期間のうちに急速な肝転移をき

たした症例を経験 したので報告する。

症  例

患者 :54歳,女 性

主訴 :腹部腫瘤

既往歴 :39歳,子 宮筋腫にて手術

家族歴 :特記すべきことなし.

現病歴 :1991年12月頃より上腹部 に腫瘤 を自覚 し

た.1992年 2月 腹満感が出現 したため近医を受診 し,

腹部 CT検 査にて膵腫瘍を疑われ当センターを紹介さ

れた。

入院時現症 :身長154cm,体 重48kg,栄 養状態良.

眼球 ・眼験結膜に貧血,黄 疸なく,表 在 リンパ節の腫

脹なし.腹 部には心喬部から右季肋部にかけ超手挙大

の弾性硬,表 面整な可動性を有する腫瘤を触知 した。

入院時検査所見 :血液学的および生化学的検査では

amylase,LDHの 高値以外には異常を認めなかった.

腫瘍マーカーでは,elastase Iが5,000ng/dl以上の高
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値を示 し,CA19‐ 9(86U/ml),SPAN-1(42U/ml)が

軽度高値を示した.

上部消化管 X線 造影所見 :胃 幽門部大彎から十二

指腸第 3部 にかけて,壁外性の圧排所見を認めた(Fig.

1),

腹部 エ コー所見 :膵 頭部 に直径7cm大 の充実性 で
一

部 に嚢胞性部分 を有する腫瘍 を認めた。

腹部 CT所 見 :膵 頭部の腫瘍 は被膜 を有 し,内 部構

Fig. l  Upper CI series demonstrating the greater

curvature of the antrum and duodenum com・

pressed by the tumOr
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Fig, 2 CT scan demOnstrating a 、 vell,deIIned

iarge mass 10cated in the head of the pancreas

Fig. 3 On cut section, the resected tumor measur-

ing 11x8x6cm is circumscribed by a thin cap-

sule. Hemorrhage and necrosis are present in the

central area of the tumor.

造はほ吸収域 として描出され,不 規貝」に造影される部

分を認めた (Fig。2).

ERCP所 見 :膵管の断裂,狭 窄,閉 塞などの異常所

見はなかった.

血管造影所見 :動 脈造影では分枝 レベルで もen_

casementは なく圧排所見のみであった。また,上腸間

膜静脈,門 脈は腫瘍により圧排されていたが,狭 窄,

閉塞所見はなく腫瘍濃染像 も認めなかった。

以上の所見か ら非機能性 ラ島腫瘍,sohd cysdc

tumorお よび膵腺房細胞癌が鑑別診断にあげられた

が確定診断はつかぬまま,1992年 3月 11日手術を施行

した.

手術所見 :上腹部正中切開にて開腹.肝 転移,腹 膜
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Fig. 4 Microscopic appearance (a), Electron

microscopic appearance (b).

a) The acinar pattern consists of well-formed

acinar structures (heamatoxylin-eosin stain, x

50). b) Abundant electron dense 400-1,500mp

zymogen granules are shown.

( b )

播種は認めなかった。膵には膵硬変の所見がみられ,

膵頭部 を中心 とする超手挙大の弾性硬な腫瘍 を認め

た。腫瘍 と横行結腸間膜,胃 前庭部,門 脈 との間は強

国に癒着 していた.横 行結腸および門脈の合併切除を

伴 う膵頭十二指腸切除を施行 し,今 永法で消化管再建

した。

摘出標本 :腫場は類球状,11× 8×6cm大 でほぼ全

体が被膜に覆われており,膵 実質 との境界は大部分で

明瞭であった。内部構造は淡赤色,弾 性軟な充実性部

分を主体 とし,中 心部には融解壊死 と出血巣を伴って

いた (Fig。3).

病理組織学的所見 :腫瘍は間質に乏しく髄様に発育
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し,大 小の胞巣を形成 していた.膵 外分泌部に類似 し

た腺房ないし索状配列を示す胞巣が多かったが,一 部

には管状構造 も認められた.腺 房状に配列する腫瘍細

胞では,細 胞質は頼粒状で,核 上部は好酸性,核 下部

は好塩基性であり,総 じて腺房細胞への分化傾向が認

められた (Fig.4a).免 疫組織学的検索では,膵 酵素

(amylase)は 陰 性,prOteinase inhibitor(21‐

antitrypsin,21‐antichymotrypsin)は 強陽性であっ

た。また,膵 由来の peptide hormoneお よび CEA,

CA19‐9はいずれも陰性であった。以上の所見からは障

腺房細胞癌が強 く疑われ,電顕による検索を施行 した。

なお,病 理組織学的検索では被膜外への腫瘍浸潤はな

く門脈,横行結腸間膜,胃前庭部にも浸潤は認めなかっ

た。

電顕所見 :腫瘍細胞には腺腔に向かって比較的電子

密度の高い,400～ 1,500mμ大の zymogen granuleと

考えられる頼粒を認め,細 胞質には粗面小胞体が豊富

に認められた (Fig.4b).

以上の所見より膵腺房細胞癌 と診断した。膵癌取扱

い規約めによる,進 行度 はtlb,nO,Po,HO,MOの

conclusive stage IIであり,根 治度はAと 判定 され

た。

術後経過 :術後合併症はなく,同年 4月 26日退院し,

外来にて経過観察 していた。術後 5か 月日の諸検査で

は再発の兆候はなかったが,術 後 8か 月日に右季肋部

に腫瘤を認め,CT検 査で肝右葉に直径15cm大 の転移

性腫瘍を認めた (Fig.5).術 後正常域に復 していた

e l a s t a s e  I が5 , 0 0 0 n g / m l 以上, C A 1 9 ‐9 が1 3 9 U / m l ,

Fig. 5  CT scan obtained 8 months after operation

sho、ving a large metastatic lesiOn in the right

iobe of the liver.
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SPAN‐ 1が78U/mlと 再上昇 した。肝転移 に対 して

TAEを 施行するも効果なく進行性に増大 し,同 年12

月29日肝不全をきたし死亡 した。

音J検所見 :再発は肝臓 と残膵のみに認められた.肝

右葉の転移巣およびほぼ全体が腫瘍で置換された残存

膵では,大 部分の腫瘍は腺房様構造を皇 していたが,

導管構造を模倣する部分 も認められた。

考  察

膵腺房細胞癌は比較的まれな腫瘍である。膵腺房細

胞癌の発生頻度 は本邦 での全国膵癌登録調査報告

(1992年度)1)によれば,全 膵癌切除例456例のうち 5例

(1.1%),欧 米ではCubillaと Fitzgeraldのの膵外分泌

系悪性腫場の1.2%な どの報告がある。

本腫瘍の症状では,腫 場の lipase活性が高いことに

由来する躯幹 ・四肢の広範な皮下脂肪壊死が特徴的臨

床症状 とされていた41し かし,実 際には脂肪壊死の発

症例の報告は少な くD,血 清 リパーゼが高値 を示す例

も多 くはなく。,自 験例でも正常だった。膵管由来の膵

癌 とは対照的に,膵 頭部が好発部位であるにもかかわ

らず。,黄 疸発症例が少ないことは本腫瘍の特徴のよ

うである。

本症は発見時に腫瘍が巨大なものが多いために,存

在診断は比較的容易であるが,術 前に確定診断を得る

ことは困難な場合が多い.腫瘍の大きさにかかわらず,

ERCPや 腹部血管造影などの検査で得 られる所見が

乏 しいことがありの11ちこの点は膵管由来の膵癌 とは

相異し,一 方,ラ 島腫瘍,solid cystic tumorなどとの

鑑別は困難であるものが多い。

膵腺房細胞癌の病理組織学的特徴 としては1り
,癌 胞

巣の構築が膵腺房に類似 し腺房状ないし索状であるこ

と,明 瞭な核小体を有する腫瘍細胞の細胞質が好酸性

で頼粒状であることがあげられる。さらに免疫組織学

的に膵酵素,prOteinase inhibitorの陽性像,電 顕的に

豊富な粗面小胞体 と500m/以 上の頼粒の確認が確定

診断に重要な所見である。

膵癌は同一の腫瘍内に複数の組織型が併存するもの

がある。膵腺房細胞癌でも膵管癌 との併存例
1の1の

,ラ島

腫瘍 との併存例
1鋤
,さ らには膵管癌,ラ 島腫瘍,腺房細

胞癌の併存例
1いが報告されている。稲葉らは膵管癌 と

の併存例の予後が良好であることを報告しているが,

これら併存癌 と自験例のような単一な腺房細胞癌 とで

は生物学的悪性度に差があるか否かは不明であり,今

後検討すべき課題であろう。

本症の予後は一般の膵癌 と同様に,高 度進行癌で発
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見されるものが多いこともあ り不良である。Cubilla

とFttzgeraldりの 7例 はすべて切除不能であり,平 均

生存期間は 7か 月,Webbつ の11例では平均生存期間が

4_3か月と極めて不良であった。しかしながら,近 年比

較的大きな腺房細胞癌に対 しても,切 除例
8)～りが報告

されるようになり,長 期生存例
11)1りも散見されるよう

になった。これらのなかで高木ら1のは腺房細胞癌で被

膜を有するものの予後が良好であることを報告してい

る。確かに,自 験例のように比較的大きな腫瘍でも被

膜を有する例では切除可能であった例が報告されてい

る。～1の。しかし,自 験例のように根治度 Aの 切除後で

あっても急速な肝転移を示す症例 もあることは記憶に

とどめておくべきであろう。ちなみに高木らの症例
1幼

は電顕などによる裏付けが十分になされていないとい

う指摘 もあり13),被
膜を有するものの予後が良好であ

るとするには,いまだ検討の余地がある。Klimstraらゆ

は28例を集計 し被膜を有する例の予後は必ずしも良好

とはいえず,む しろ予後規定因子 として重要なのは患

者の年齢,腫 瘍径,血 清 リパーゼ値であるとしている。

治療に関しては,切 除例に良好な予後が期待しうる

ので0,可 能な限 り外科切除を行 うことが望まれる。化

学療法,放 射線治療の効果に関しては十分なデータは

集積されていないが,化 学療法あるいは化学放射線療

法の有効例 も報告。1的されている。今後,症例を集積 し

外科治療を中心 とした集学的治療を確立することが必

要である.
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A Case Report of Acinar Cell Carcinoma of the Pancreas Showing Rapid

Growth of Liver Metastasis after Curative Pancreatectomy

Jiro Nasu, Shoichi Hishinuma, Jiro Ando, Iwao Ozawa, Junich Matsui, Takao Inada,

Hideaki Shimizu, Kenjiro Kotake, Yoshiro Ogata and Joji Imura*
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A 54-year-old woman was admitted to our center with a mass in the right upper abdomen. Computed

tomography (CT) revealed a huge tumor located in the head of the pancreas. The patient underwent
pancreaticoduodenectomy with combined resection of the portal vein. The tumor, measuring 11 x 8 x

6 cm, was well-encapsulated and was histologically diagnosed as acinar cell carcinoma of the pancreas.

Immunochemical staining of the cancer cells was positive for proteinase inhibitors. Electron microscopy

showed zymogen granules, which confirmed the diagnosis of acinar cell carcinoma. All surgical margins

were free of tumor, and no lymph node metastases were identified by histological examination. The
patient had been well until eight months after the operation, when a large liver metastasis, which was not

shown on CT scans three months earlier, was manifested. The liver metastasis was treated by transcath-

eter arterial embolization, but it continued to grow. The patient died of hepatic failure nine months after

the operation. Autopsy revealed the solitary liver metastasis, 15 cm in diameter, and the residual pancreas

was totally replaced by tumor. Encapsulated acinar cell carcinomas of the pancreas are generally

considered to carry a good prognosis, but this case suggests that even such tumors have a high risk of

recurrence following resection. It should be kept in mind that untreatable recurrence can soon follow

removal of the tumor.
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