
はじめに

膵島細胞腫は1902年，Nicholls が，本邦では1930年，

角尾らが第 1例を報告して以来1），現在までに多数の

例が報告されている．とくに近年では，診断技術の進

歩により急速に膵島細胞腫の報告例が増加する傾向に

ある．

今回，われわれは免疫組織学的にグルカゴンの産生

を証明しえた無症候性のグルカゴン産生腫瘍の 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

患者：59歳，女性

主訴：特になし．

家族歴：特記すべきことなし．

既往歴：20代に虫垂炎．35歳で子宮筋腫手術．35歳

より高血圧．59歳より耐糖能異常．

現病歴：1992年 4 月，高血圧で近医に通院中のとこ

ろ，腹部超音波検査（ultrasonography；以下，US）に

て膵体部に直径約1cmの腫瘍を指摘された．膵体部腫

瘍の診断にて，同年 7月千葉大学第 2外科紹介入院と

なる．

入院時現症：身長153cm，体重54kg．腹部は平滑，

軟．自発痛，圧痛を認めず．貧血，皮膚炎，口角炎お

よび口内炎を認めず．

入院時検査成績：血算，血液生化学検査には異常を

認めず．膵ホルモンは，insulin 8, 97µU�ml, glucagon
100pg�ml, gastrin 58pg�ml, vasoactive intestinal pep-
tide（以下，VIP）25pg�ml, secretin 50pg�ml といずれ
も正常範囲内であった．腫瘍マーカーも carcinoem-

bryonic antigen 0.63ng�ml, carbohydrate antigen 19-9
34.20U�ml と正常範囲内であった．
75g 経口糖負荷試験：前―111mg�ml, 30分―163mg
�ml, 60分―116mg�ml, 90分―162mg�ml, 120分―179
mg�ml と境界型糖尿病を示した．
腹部US所見：膵体部に辺縁整で，径12×8mmの内

部均一な low echo の腫瘍が膵表面に認められる（Fig.

1A）．肝内に転移を疑わせる所見はない．

Computed tomography（以下，CT）所見：Plain CT

にて内部 iso density，辺縁やや high density な腫瘍が

みられ，Dynamic CTにて early phase で膵体部にほ

ぼ均一に enhance される円型の腫瘍が認められる

（Fig. 1B）．明らかなリンパ節，肝への転移はみられな

い．

Endoscopic retrograde cholangiopancreatico-

graphy（ERCP）所見：膵管の拡張，途絶，圧迫などは

認められなかった．

腹部血管造影：明らかな腫瘍濃染像は認められな

かった．
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以上の検査結果より，膵島細胞腫と診断し，1992年

7 月24日開腹手術を施行した．

手術所見：肝転移，腹膜播種はなく，膵体部に直径

約1cmの腫瘍が認められた．腫瘍は境界明瞭で周囲へ

の浸潤，転移は認められなかった（Fig. 2A）．周囲への

リンパ節転移も認められなかった．手術は腫瘍摘出術

を行った．

摘出標本：腫瘍は大きさ1×1×1cmで被膜を有し

ていた．割面は白色充実性で弾性硬であった（Fig. 2

B）．

病理組織学的所見：Hematoxylin-Eosin 染色では腫

瘍細胞が硝子様の結合組織の中に増生しており，索状

・リボン状の配列が認められた．核分裂像や核の大小

不同，周囲への浸潤は認められなかった（Fig. 3A）．

Grimelius 染色では胞体内に好銀性の顆粒が認められ

た．酵素抗体法（ABC法）を用いた免疫組織化学染色

では，大部分の細胞が抗グルカゴン抗体で染色された

（Fig. 3B）．しかし，抗インスリン抗体，抗ソマトスタ

チン抗体ではごく一部の細胞が淡く染色されるのみで

あった．したがって，本症例は免疫組織学的にグルカ

ゴンを産生する膵島細胞腫と診断された．

術後経過：術後の経過は順調で，第18病日に退院し

た．6 年経過した現在，再発の兆候もなく健在である．

考 察

グルカゴンを産生する膵島細胞腫を従来よりグルカ

ゴノーマと称し主に Stacpoole2）の案を診断基準として

用いてきた．すなわち，（1）腫瘍の存在を直接またはX

線学的に証明できること，（2）その腫瘍が主にグルカゴ

ン含有細胞からなるかまたは腫瘍中のグルカゴン含有

量が高いこと，（3）血中グルカゴン濃度の高いこと，の

3大項目に加えさらに少なくとも，（a）皮疹，（b）耐糖能

低下，（c）低アミノ酸血症，のいずれかの小項目を満た

すこととしている．われわれの症例では血中グルカゴ

ン濃度は正常で 3大項目のうちの『血中グルカゴン濃

度が高値であること』を満たしていなかった．また75

g 経口糖負荷試験も境界型であり，耐糖能低下は腫瘍

以外の原因も考えられた．

近年の画像診断の向上で症状の出現する以前に腫瘍

が指摘されるようになり，血中グルカゴン濃度が低値

Fig. 1 US showed the low echoic lesion at the body

of pancreas（A）．Dynamic CT showed high density

lesion at the body of pancreas（B）．

Fig. 2 Operative findings（A）and macroscopic find-

ing of the tumor（B）．
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Table  1 　Th e  Com p ari son  of  the  clinic al  patholog y  b et w -
　ee n  a sy mpt o m a tic  glucagon-producicng  tumors  (g ro u  p

　A) and symptomatic tumors (group S).

group Sgroup A

51.7 ± 13.8 ＊
(n ＝ 81)

age54.8 ± 17.5 ＊
(n ＝ 24)

1 : 1.3
sex

(male : female)1 : 2.8

57.8 ± 42.1 ※
(n ＝ 74)

size (cm)24.5 ± 25.2 ※
(n ＝ 20)

2,076.3 ± 2,796.2 ★
(n ＝ 34)

conccentration of
glucagon (pg/ml)

448.7 ± 635.1 ★
(n ＝ 11)

31%rate of metastasis17%

15%rate of benign33%

＊ p ＝ N.S.　※ P ＜ 0.01　★ P＜ 0.01

である症例でも免疫組織化学染色や電子顕微鏡的検索

により腫瘍中のグルカゴン産生細胞が証明されるよう

になった．このような症状を伴わないホルモン産生腫

瘍がグルカゴンに限らず多く報告されるようになり，

無症候性ホルモン産生腫瘍と称されるようになってき

た3）4）．

従来，グルカゴノーマは症状出現が遅く，診断時に

はすでに肝転移やリンパ節転移が認められる症例が多

いとされていた5）が，近年健診6）や他疾患の follow up

中に発見される例が増加し，グルカゴノーマ症候群が

認められないグルカゴン産生腫瘍が報告されるように

なった7）．これらの腫瘍に対し新しい概念に基づいた

分類が必要になり，本邦ではグルカゴノーマの診断基

準として田中ら8）の案が頻用されている．すなわち症候

と検査の項目にわけ，I症候は，1）体重減少，2）皮疹

または口内炎�舌炎，3）悪心�嘔気�嘔吐，4）腹痛，5）
全身倦怠感，6）口渇，7）食欲不振，8）腹部腫瘤，の

うちいくつかがみられるとし，II 検査所見は，1）グル

カゴン過剰分泌（高グルカゴン血漿）とそれに伴う次

のいずれかの所見がみられる，�低アミノ酸血漿，�
正色素性（正球性）貧血，�糖尿病�耐糖能低下，2）画
像診断で膵に腫瘍性病変が見られる．3）腫瘍によるグ

ルカゴンの産生を次のいずれかで証明できる．�免疫
染色，�腫瘍中のグルカゴン含量の測定，�腫瘍にお
けるグルカゴンmRNAの発現とし，Iおよび II の，1）

2）3）を満たすものをグルカゴノーマの確診例，Iおよ

び II の，1）2）を満たすものをグルカゴノーマの疑診

例とし症候を伴わないグルカゴン産生腫瘍の診断は II

の3）のみでよいとしている．本例は症状がみられない

が免疫組織化学染色で腫瘍のグルカゴン産生を証明で

きたので，田中の診断基準によると症状を伴わない（無

症候性）グルカゴン産生腫瘍であるといえ，潜在的に

グルカゴノーマ症候群を呈する可能性をもった腫瘍と

考えられた．

またRuttman ら9）もグルカゴノーマを症状の有無に

基づいて分類している．1997年までに本邦でグルカゴ

ノーマとして報告された105例中，24例（23％）は症状

がみられず無症候性グルカゴン産生腫瘍（以下，A

群）と考えられる．これらと症状を示す症候性グルカ

ゴン産生腫瘍（以下，S群）とで臨床病理学的に比較検

討した．年齢はA群54.8±17.5歳，S群51.7±13.8歳で，

有意差はみられなかったが，性別は男女比がA群 1：

2.8，S群 1：1.3で A群の方は女性が多い傾向にあっ

た．腫瘍径では記載のあったA群20例で24.5±25.2

cm，S群74例で57.8±42.1cmで S群のほうが有意差を

もって大きく（p<0.01），グルカゴン血中濃度でもA

群11例 で448.7±635.1pg�ml，S 群34例 で2,076.3±

2,796.2pg�ml と S群のほうが有意差をもって高かった
（p<0.01）．また，診断時の肝転移，リンパ節転移の有無

Fig . 3 Microscopic findings showed tumor cells

forming trabecular pattern（A：H-E stain）．Im-

munocytochemical staining demonstrated positive

staining with specific antibodies to glucagon（B）．
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はA群 4例（17％），S群25例（31％）で，A群では 8

例（33％）が組織学的に良性と診断されていた．S群で

は12例（15％）のみが良性と診断されていた（Table

1）．

診断時の転移率が約50％以上で，80％が悪性といわ

れていた5）グルカゴノーマにあって，A群は予後良好

と示唆される．症状の出現しない無症候性の時期は腫

瘍の生物学的悪性度は低いと考えられ，この時期に診

断，治療することがグルカゴン産生腫瘍の予後向上に

つながると考えられた．
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A Case of Asymptomatic Microtumor Producing Glucagon

Tsuguaki Kono, Toshio Nakagouri, Michihiro Maruyama,
Takehide Asana and Kaichi Isono

Second Department of Surgery, Chiba University School of Medicine

The patient was a 59-year-old woman in whom an asymptomatic pancreatic tumor was detected by ultra-
sonography. Dynamic CT revealed a hypervascular tumor in the body of the pancreas. We suspected it to be
an islet cell tumor, but serum hormonal levels were within normal limits. The tumor was encapsulated and
measured 1×1×1cm. It was extirpated in July, 1992, and histological examination revealed as islet cell tumor
with evident trabecular and ribbon-like structures. No malignant cells were seen. Immunohistochemical stud-
ies showed that the tumor cells were positive for glucagon. Thus, it was diagnosed as an asymptomatic
glucagon-producing tumor. No recurrence has been detected in the 6 years since the operation. We compared
the clinical pathology of asymptomatic glucagon-producing tumors（group A）with symptomatic tumors
（group S）．The group A tumors were smaller and the patients had lower serum glucagon levels when com-
pared with the group S. The group A also contained a higher proportion of benign tumors than the group S.
We consider the prognosis of the former would be better than that of the latter.
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