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はじめに

Bloomら 1)によ り vasoactive intestinal  polype‐

pdde(以 下,VIP)が 原因物質であると指摘されてい

る、vatery diarrhea hypokalernia achlorhydria (以

下,WDHA)症 候群はまれな疾患で,我 々の調べた範

囲では膵島腫瘍における本邦での報告例は30例に過ぎ

ない.さ らに,膵 島腫瘍はしばしば他の内分泌腫瘍 と

合併し,multiple endocrine neoplasm(以下,MEN)

type lとして知 られている。今回,我 々はVIPが 高値

を示し,組織学的にもVIP染 色陽性の膵島腫瘍に十二

指腸カルチノイ ドと上皮小体過形成 (原発性上皮小体

機能元進症)を も合併 した MEN l型 の 1例 を経験 し

たので若干の文献的考察を加えて報告する。

症  例

症例 :71歳,男 性

主訴 :水様性下痢

家族歴 :長女 ;上皮小体機能克進症,腎結石,次男 ;

尿管結石

既往歴 :特記すべきことはない。

<1995年5月17日受理>別 刷請求先 :松本 英 男

〒700 岡山市鹿田町 2-5-1 岡 山大学医学部第

2外科

現病歴 :平成 4年 10月頃より水様性下痢が続いてい

た。下痢症状はその後増悪し6,7回 /日と頻回となり,

平成 5年 7月 6日近医にて胃透視を受けたところ,嘔

吐も力口わつたため, 7月 9日 入院となった,入 院後も

下痢が続き,脱 水と一時的な糖尿病昏睡状態となるが

輸液とインスリン療法により改善した。腹部 USで 胆

嚢の腫大と膵頭部の腫瘤を,ま た内視鏡による生検で

十二指腸カルチノイドを指摘され当科紹介となった。

入院時現症 :体格中等度,栄 養やや不良,皮 膚は乾

燥 しているが顔面の紅潮はなかった.血 圧114/82

mmHg,脈 拍86/分整,身長164.4cm,体重60kg,貧血・

黄疸は認めず,腹 部は平坦で軟,腫 瘤は触知せず圧痛

も認めなかった.肝 臓,牌 臓とも触知しなかった。浮

腫も認めなかった。

血液生化学検査 :末梢血液では汎血球増加を認め,

血清 Kが 2.7mEq/′と低値で,血 清Caは 14.8mg/′

と著明に上昇していた。

空腹時血糖は189mg/dlと高値であつた。

腹部 US:胆 襲の腫大 と膵頭部に直径4cmの low

echoic areaを認めた。

腹部 CT:膵 頭部の腫大を認めるのみで,腫 瘤とし

ては描出されず,dynamic CTで も濃染像は認めな

膵島腫場によるwatery diarrhea hypokalemia achlorhydria(WDHA)syndromeと 上皮ガヽ体過

形成による上皮小体機能元進症を併せて呈した 1例 を報告する。

症例は71歳の男性で,水 様性下痢を主訴とし高血糖,低 カリウム血症,お よび高カルシウム血症を

呈し,腹部 USと MRIで 膵頭部に腫瘤を認めた。さらに上皮小体の腫大も認めたが下垂体には異常を

認めなかった.

血中のVIPは 1,450ng/ml,上皮小体ホルモンは8,300pg/mlとともに異常高値を示した。膵頭十二

指腸切除と2期的に上皮小体切除を行い,諸症状は消失し,VIP値 と血清カルシウム値は正常化した。

本症例は膵臓のVIPOmaと 上皮小体の過形成を伴うmultiple endocrine neoplasia(MEN)type l

と考えられた。
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Fig. 1 Upper; SE TIWI (TR 500/TE1b) ; Low.
intense mass was found at the pancreas head.
Lower; SE TZWI (TR 2,000/TE 80); High-
intense mass surrounded with low-intense rim
was found at the pancreas head.

WDHA症 候群を呈した多発性内分泌腺腫症の 1例     日 消外会誌 28巻  9号

Fig. 2 Pancreaticoduodenal arteriography. Ante-
rior superior pancreaticoduodenal artery was
elongated and deviated around the mass. Tumor
stain was not found.

かった.

腹 部 M R I : T l 強調 で l o w ‐i n t e n s i t y , T 2 強調 で

high‐intensityの腫瘤を膵頭部に認めた (Fig.1).

血管造影 :胃十二指腸動脈造影にて上前膵十二指腸

動脈 とその分枝の伸展 ・圧排を認めたが腫瘍濃染像は

認めなかった (Fig.2).

Table 1 Hormon level in serum

Hormone Before=PD After・ PD
After

parathyroid
ectomy

Normal range

VIP

Glucagon

lnsulin

Castrin

HS‐PTH

Intact・PTH

C‐PTH

Calcitonin

ACTH

Somatostatin

Aldosterone

Serotonin

Bradykinin

Adrenaline

Noradrenaline

1,440

200

57

24

8,300

220

4 . 1

66

37

22

100

0_11

43 8

0 03

0 10

57

104

5 6

24

18,000

250

9 9

17

86 7

6 7

13

0.01

21 3

460

16

0 3

45

<100ng/ml

70-160pg/ml

<17″U

42 200pg/ml

160 520pg/ml

15 50pg/ml

<0 5ng/ml

<37.6pg/ml

<60pg/ml

10-12pg/ml

35 7 240pg/ml

O_04-0 64ng/ml

9_6<21 0pg/ml

<0 1ng/ml

0 05 0 40ng/ml

* PD ; Pancreatoduodenectomy
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内視鏡 :十二指腸下行脚に山田III型のポリープを認

めた.乳 頭部に異常は認めなかつた。

血中ホルモン濃度 :VIP,HS‐PTH,C‐PTH,Intact‐

PTHの 高値を認めるもののその他のホルモンに異常

値は認めなかった (Table l).インスリン値も高値で

はあったが血糖コントロールのため投与されたインス

リンによるものと判断した。

頚部 US・CTで 上皮小体の左上下,右 上の3腺 に腫

大を認めた.ま た下垂体についてはCT,MRIな どで

検索したが腫大は認めず,microadenomaも 認めな

かった。

診断。手術 :膵 VIPoma,十 二指腸カルチノイドと

上皮小体腫瘍の合併 したMEN l型 と診断し,ま ず膵

腫瘍に対して8月 16日手術を行った。開腹すると腹水,

腹膜播種は認めず,十 二指陽の授動をおこなうと膵頭

部の背側面によく被膜された八つ頭状の腫瘤を認め

た。迅速凍結病理診断で内分泌腫瘍の診断を得たので,

膵頭十二指腸切除術, リンパ節郭清とChild変法によ

る再建を行った.

摘出標本所見 :腫瘤は膵頭部の背側に位置し,割 面

では厚い被膜に覆われた黄褐色の分葉状の結節が認め

られた (Fig。3).

病理所見 :腫瘍は線維性被膜によく被包され,円 柱

状,紡 錘形ところにより多角形の腫瘍細胞が充実して

45 (1945)

Fig. 3 The cut surface of resected specimen'

There was a mass back of the pancreas head. The

surface of the mass was nodular, and the mass

was capsulated by thic wall.

敷石状 ・索状に増殖していた。好酸性の胞体を持ち,

核はクロマチン量が中等量で小さな核小体がみられ,

膵島細胞由来の腫瘍 と考えられた.脈 管への侵襲像や

リンパ節転移 も認めなかった.酵 素抗体法による検索

で VIP陽 性でありVIPOmaと 診断した (Fig.4).切

除された牌臓に他の腫瘍は認めなかった。十二指腸下

行脚のポ リープ様腫瘤 は境界明瞭な粘膜下腫瘍で,

Grimelius銀染色で陽性であリカルチノイ ドと診断し

Flndings of the tumor

Righti VIP stain(×200)
Fig. 4 Microscopic

L e f t : H - E s t a i n  ( x 1 0 0 ) ,
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た。

膵頭十二指腸切除後は,嘔 気 ・下痢 といった症状は

消失,投 与インスリン量 も漸減でき順調な経過を示し

たが,PTH値 は異常高値のままであった。Ca値 はや

や低下 したものの11.Omg/dlを 越える高 Ca血 症は続

き, 9月 17日上皮小体を4腺 とも摘出し1腺 の部分自

家移植を施行 した.この後血清 Ca値 は正常化した。組

織学的には摘出腺の 3腺 に好酸性あるいは淡明な胞体

を有する腺細胞の増生を認め,過形成の所見であった。

術後経過 :術後 1年 6か 月を経過 した現在,特 に再

発の徴候は認めず血清 VIP,PTHも 正常値を示 して

いる。

考  察

VIPは Saidら のが豚の小腸から抽出 して発見 した

活性ペプチ ドで,消 化器をはじめ循環器 ・呼吸器 ・内

分 泌 ・代 謝 系 に作 用 を及 ぼす とされ て い る。つ.

VIPomaで は特に胃液分泌抑制,腸 液分泌促進,腸 管

での水 ・電解質吸収抑制,血 糖上昇などの作用のため

に,水 溶性下痢,低 カリウム血症,無 (低)胃 酸性,

脱水,耐 糖能低下,代 謝性アシドーシスといった病態

を形成する。

我々の調べた膵島腫瘍によるWDHA症 候群の本邦

報告例は30例にすぎなかった。平均年齢は495歳 ,男

女比は13:16と やや女性に多 く,腫 瘍の占居部位につ

いては谷村 らDは80%が 膵体尾部に存在すると報告 し

ているが,20例 で膵体尾部に腫瘍を認めている。

VIP値 は山本 ら。の417pg/dlか ら近間りの7,900pg/

dlと報告例では高値でありMekttianら 助,山 口らりの

報告どお り,正 常値を0～170pg/dlとすれば血清値が

200pg/dlを越 える場合には本症 を疑 う必要があると

考えられる。

VIPomaは 血行性に富み,血 管造影では,著 明な腫

瘍濃染像を示す1の11)ことが多い。本症例の血管造影で

は濃染像は認めず腫瘍による周囲血管の圧排像だけで

あった。超音波診断に加えMRIに よってはじめて客

観性を持った腫瘍の局在診断が得られた。

高カルシウム血症については,報 告例の多 くに認め

られ,そ の機序はいまだ明らかではない.本 症例では,

術前より上皮小体機能元進症の合併を認めているが,

VIPoma切 除後に血清 Ca値 は術前より低下 し,上 皮

小体切除後に正常化 している。 このことよりPTHだ

けでなく,VIPあ るいは腫瘍内のほかの物質がカルシ

ウム代謝に関与 していた可能性が考えられる1の1〕
.

Yoshiokaら 14ちDohmenら 19の
肝転移の報告や谷

WDHA症 候群を呈した多発性内分泌腺腫症の1例     日 消外会誌 28巻  9号

村 ら。,坂 口らつのリンパ節転移の報告,網 島ら10の
報

告のように細胞浸潤があり悪性 と診断されたものもお

お く16例が悪性の所見を呈 していた.し かも,診 断時

の腫瘍は比較的大きく,症 状発現時より診断までに時

間を要した例 も多 く,本 症の診断の難 しさを示すとと

もに早期発見の重要性を認識させられる。

他の内分泌腺腫 との合併に関しては,上 皮小体腫瘍

や下垂体腺腫 との合併が報告されている。本症例では,

上皮小体の過形成 と十二指腸カルチノイ ド腫瘍の合併

を認めた。

吉本 ら1つによるMEN lの 本邦実態調査でも,上 皮

小体機能元進症が最 も発現頻度が高 く大部分が多発性

の過形成であり,本 症例 もこれに一致 している.さ ら

に本症例の妹 と長女,次 男に原発性上皮小体機能元進

症を認め,妹 と長女は3～ 4腺 の過形成を確認 してお

り,現 在,他 の内分泌腺腫の合併は認めていないが今

後の厳重な観察が必要と考えている。カルチノイ ドの

合併 も10%ほ どにみられ,MEN lで は特に十二指腸

での発生が多 く認められている1つ
。本症例でも十二指

腸に非機能的カルチノイ ドを認めた.

MENに おいては,膵 腫瘍が予後を規定 していると

もいわれる12jlの
.vIPomaを 含めて膵内分泌腫瘍の予

後は必ずしも良好ではなく,早期の診断が望まれるが,

そのためには特異な症状に注目し,膵 内分泌腫瘍を念

頭にお くことが重要であると考えられた。

稿を終えるにあたり,病理学的見地から御教授・御校間を

賜つた国立岡山病院の村上元正先生に深謝致します。

本論文の要旨は第43回日本消化器外科学会総会にて報告

した。
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A Case of WDHA Syndrome Associated with Muttiple Endocrine Neoplasia

Hideo Matsumoto, Shuichi Nomura, Shinichirou Tanaka, Isamu Nagahiro",
Ryuuji Hirai*, Hideki Itano and Sumiji Sasaki

Department of Surgery, Okayama National Hospital
'Second Department of Surgery, Okayama University School of Medicine

A case of watery diarrhea, hypokalemia and achlorhydria (WDHA) syndrome, associated with
primary hyperparathyroidism, is reported. A 7l-year-old man was introduced to our department of
surgery because of watery diarrhea. A mass in the head of the pancreas was detected with ultrasonogra-
phy and magnetic resonance imaging (MRI). Moreover, swelling of the parathyroids was observed,
although abnormal findings of pituitary gland were not remarkable. From laboratory data, hyperg-
lycemia and hypokalemia were diagnosed and also the levels of vasoactive intestinal polipeptide (VIP)
and parathyroid hormone (PTH) were very high in the serum, 1450 nglml and 8300 pl/ml, respectively.
First, pancreaticoduodenectomy and later total parathyroidectomy in combination with auto-
transplantation of the parathyroid were performed. The procedure ameliorated the watery diarrhea and
normalized the serum levels of VIPA and PTH. This is a case of multiple endocrine neoplasms (MEN)
Type 1, consisting of the pancreatic VIP oma and hyperplasia of the parathyroid.
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