
はじめに

ソマトスタチンが過剰分泌され，脂肪性下痢，体重

減少，胆�症，軽度糖尿病，低酸症などを起こした場
合は，ソマトスタチノーマ症候1）として知られている．

今回，我々は胆�摘出術の既往を有し，著明な下痢と
体重減少を主訴に受診したソマトスタチン産生膵管・

島細胞癌の 1例を経験したので報告する．

症 例

患者：62歳，女性

主訴：嘔気，背部痛，下痢，体重減少

既往歴：平成 5年 6月，胆石症にて胆�摘出術を受
けた．

家族歴：特記すべきことなし．

現病歴：平成 9年10月頃より嘔気，背部痛，脂肪性

下痢，1か月間に9kg体重減少あり．近医でCT検査を

受け，腹部腫瘤を指摘されて当院に紹介となった．

入院時現症：身長151.2cm，体重76.7kg，体温35.7

℃，血圧135�66mmHg，脈拍62�分，整．貧血黄疸なし．
腹部は平坦軟で腹水は認めないが，左季肋部に弾性硬

の半球状腫瘤を触知し，同部の軽度圧痛を認めた．

入院時検査：血液一般，検尿，生化学検査電解質に

異常を認めなかった．便潜血反応も陰性であった．腫

瘍マーカーはCEA：3.7ng�ml，CA 125：28.0U�ml，
SLX：58.2U�ml と正常であったが，CA19-9：52.5U�
ml，SPan-1：62.8U�ml，SCC：5.7ng�ml と軽度高値を
示した．ホルモン検査ではインスリン8.5µU�ml，5'-
HIAA：21mg�日，ソマトスタチン：46pg�ml，vasoac-
tive intestinal peptide（VIP）：5pg�ml，膵ポリペプチ
ド pancreatic polypeptide（PPP）：136pg�ml とソマト
スタチンの上昇を認めた以外は正常であった（Table

1）．

超音波検査：肝外側葉，胃小彎，膵臓に囲まれた約

7cm大の腫瘤像を認めた．腫瘤周辺部はやや hypere-

choic だが辺縁不整で内部不均一な hypoechoic な像

を呈した（Fig. 1）．

腹部CT検査：肝外側葉，胃小彎，膵臓，腹部大動脈

に接し内部不均一な low density area を認めた．腫瘍

に接した胃壁は肥厚し浸潤を疑った（Fig. 2）．

腹部血管造影検査：脾動脈の encasement を認めた

（Fig. 3）．

Gaシンチ：心窩部にアイソトープの集積像を認め

た（Fig. 4）．

ERCP所見：膵胆管に異常所見は認めなかった

（Fig. 5）．

超音波下針生検では group III，神経内分泌由来の腫

瘍が疑われた．

以上より，膵ソマトスタチノーマを疑い平成10年 1
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Table 1　Laboratory findings

Viral infectionPeripheral blood

 （－）HB Ag / μl6,370WBC

 （－）HB Ab / μl398 × 104RBC

 （－）HC Ab g/dl12.3Hb

Tumor marker %37.0Ht

 ng/ml3.7CEABlood chemistry

 U/ml28.0CA 125 g/dl6.7T.P.

 U/ml58.2SLX mg/dl0.6T-Bil

 U/ml52.5CA19 � 9 KU5.1ZTT

 U/ml62.8SPan-1 IU/l315ChE

 ng/ml5.7SCC IU/l27GOT

Hormonal exam. IU/l38GPT

 μU/ml8.5Insulin IU/l202ALP

 mg/DAY5’-HIAA　　 21 U/l43LAP

 pg/mlsomatostatin　46 U/l13γ-GTP

 pg/ml5VIP IU/l454LDH

 pg/ml136PPP IU/l93AMY

Urinalysis mEq/l141Na

 （－）Sugar mEq/l4.1K

 （－）Protein mEq/l106Cl

 W. N. L.Sediment

Stool exam.

 （－）occult

月 5 日，手術を施行した．

手術所見：腫瘤は膵体部から肝外側葉，胃小彎後壁

さらには左副腎，横隔膜脚まで浸潤を認め，固有肝動

脈を取り囲んでいた．経口摂取困難なため総肝動脈，

固有肝動脈を温存して膵尾側亜全摘および浸潤を認め

た胃上部，肝外側葉および脾臓の合併切除を施行した

が，肝動脈浸潤が疑われたため根治度Cとなった．割

面では黄白色，充実性腫瘍であった．

病理検査：腫瘍細胞は好酸性胞体を有し，大小不同

でくびれた核を示し，1ないし 2個の核小体を認めた．

大部分は大小不正な腺管形成をした膵管癌部で，膵管

癌部の中に大小の胞巣状，索状配列をした島細胞癌部

Fig. 1 Abdominal US showed a heterogenous hy-

poechoic mass with hperechoic ring surrounded by

the lateral segment of the liver, lesser curvature of

the stomach and the pancreas.

Fig. 2 CT showed a heterogenous mass surrounded

by the liver, the stomach, the pancreas and the ab-

dominal aorta. The tumor invasion to the stomach

was suspected, because thickening of the wall was

admitted close to the tumor.

Fig. 3 Celiac angiography showed irregular wall of

the splenic artery.
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が散在性に存在し，線維化や壊死を伴って胃，肝臓な

どの周辺組織に浸潤性増殖を示した．また，島細胞癌

部は抗ソマトスタチン抗体染色陽性であった（Fig. 6）

が，インスリン，グルカゴン，PPP，クロモグラニン

Aは陰性であった．

血漿ソマトスタチン値は術前46pg�ml より術後21
pg�ml に低下し，下痢症状は軽快した．以上より，混
在癌の膵管・島細胞癌により産生されたソマトスタチ

ンによるソマトスタチノーマ症候群と判断した．

術後化学療法は行わず外来にてフォローしていた

が，術後 6か月目に嚥下困難を主訴として再入院した．

血漿ソマトスタチン値は13pg�ml と基準値の1.0～12
pg�ml よりわずかに高値を示したのみであったが，CT
にて下部縦隔から上腹部後腹膜腔にかけて局所再発を

認めた．下部食道狭窄のためステントを挿入し一時的

な改善を得られたが，再度悪化し術後 9か月目に癌死

した．

考 察

日本膵臓学会の統計2）によれば膵癌の組織学的分類

による頻度は膵管癌83.8％，腺房細胞癌0.8％，島細胞癌

1.8％，未分化癌0.9％，混合癌0.1％となっており，混合

癌はまれな疾患である．島細胞には，グルカゴンを分

泌するA細胞，インスリンを分泌するB細胞，ソマト

スタチンを分泌するD細胞，および膵ポリペプチドを

分泌する PPP細胞の存在などが認められ，島細胞癌は

こうしたホルモンを分泌しさまざまな症状を呈する．

D細胞から分泌されるソマトスタチンは1973年，

Brazeau ら3）によって羊の視床下部より成長ホルモン

分泌抑制因子として単離・生成された．その後，視床

下部のみならず脳，膵，腸管，甲状腺，副腎髄質など

にも局在することが判明した．また，ソマトスタチン

産生腫瘍としては膵内分泌腫瘍，カルチノイド，神経

芽腫，甲状腺髄様癌，肺小細胞癌，褐色細胞腫などが

報告されている4）5）．しかし，一般的には膵および消化

管のソマトスタチン産生腫瘍のみをソマトスタチノー

マと呼んでいる．本例も膵管癌と島細胞癌の混合腫瘍

であるが，島細胞よりソマトスタチンが分泌されてお

りソマトスタチノーマの範疇に入り，西山ら6）も膵管癌

と島細胞癌の混合腫瘍によるソマトスタチン産生腫瘍

をソマトスタチノーマとして報告している．

ソマトスタチノーマは，1977年 Larsson ら5）Ganda7）

によってはじめて報告されて以来，1995年にMao ら8）

は膵ソマトスタチノーマ32例，十二指腸ソマトスタチ

ノーマ56例の報告例を集計し検討をしているが，まれ

な疾患である．

ソマトスタチンは各種内外分泌を抑制するため，過

剰に分泌されると多彩な症状を生ずる．ソマトスタチ

ン過剰分泌により生ずる軽度糖尿病，体重減少，脂肪

性下痢，胆�症，低酸症，貧血，腹痛などをソマトス
タチノーマ症候群1）と呼んでいる．本例は 5年前に胆石

症にて他院で胆�摘出術を受けており，今回の症状は
1か月で9kgの体重減少，下痢，強度の食欲不振を認め

たことよりソマトスタチノーマ症候群と考えられる．

ソマトスタチン産生腫瘍においても必ずしもソマトス

タチノーマ症候群を呈するとは限らず，原発巣が膵あ

Fig. 4 Scintigraphy showed 67Ga accumulation of the

tumor in the epigasrium.

Fig . 5 Endoscopic retrograde cholangiopancrea-

tography showed no abnormality in the pancreatic

duct and the bile duct.
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るいは十二指腸以外では極めてまれで，斉藤ら4）の高度

に肝転移を有する甲状腺髄様癌による慢性下痢を示し

た 1例報告のみである．また，膵あるいは十二指腸に

原発するソマトスタチノーマにおいても症状を有する

例は膵原発例に多く，Vinik ら10）の集計によると膵原発

例あるいは十二指腸原発例における頻度はそれぞれ糖

尿病が95％，21％，胆�症が94％，43％，下痢が92
％，38％，低酸症が86％，17％，体重減少が90％，44

％となっている．

診断は上記症状があれば画像診断で膵腫瘤の発見に

努める必要があるが，糖尿病はグルカゴノーマでも合

併するためアルギニン負荷試験9）などで鑑別を要す．ま

た，特記すべき症状がなくて偶然発見された膵腫瘍が

免疫組織化学検査などで診断されることもある．血漿

ソマトスタチン濃度は広範な肝転移を伴わないと異常

高値を示さないことも少なくない4）とされ，本例でも肝

転移を認めず，明らかな症状があるにも関わらず血漿

ソマトスタチン値は軽度の上昇を示したのみであっ

た．

一般にソマトスタチノーマを含め島細胞癌では豊富

な腫瘍血管を認める11）が，本症例においては neovascu-

larity に乏しく encasement が主体であった．これは島

細胞癌部の占める割合が少なく，一般に vascularity

に乏しい膵管癌部が大部分を占めていたためと考えら

れた．島細胞癌と膵管癌の混合腫瘍においては島細胞

癌部と膵管癌部が衝突して形成される併存癌と，両者

がび慢性散在性に入れ乱れて存在する混在癌が考えら

れる．本例では散在性に島細胞癌部が認められる混在

型を示しており，膵管末梢介在部粘膜上皮のもつ多方

向性への分化潜在能力を示すものと注目される．

治療は腫瘍の完全切除が最も有効と考えられる1）が，

島細胞癌では発育が一般に緩徐であり，可及的切除で

も延命効果は期待できると思われる．その他，化学療

法として Pipeleers ら12）は切除不能例に対するストレ

プトゾトシンによる腫瘍縮小効果と症状の改善を認め

てい る．ま た，Arnold ら13）は Somatosatin analogue

が胃腸管膵内分泌腫瘍の発育阻止作用があることを報

告しており，今後膵内分泌腫瘍の治療法として検討す

る必要がある．しかし，本例では膵管癌部が主体を占

めており，たとえ使用していても有効性は乏しかった

と考えられる．

本症例の病理学的検討において当院研究検査科長，村上

一郎先生に感謝いたします．
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A Case of Duct-islet Cell Carcinoma of the Pancreas Showing Somatostatinoma Syndrome

Hitoshi Takeuchi, Ryuji Tamura, Ken Tuchiya, Yasuhiro Yunoki,
Koji Tanakaya, Yoshimasa Yasui and Eiji Konaga

Iwakuni National Hospital

Somatostatinoma is still extremely rare, though reports of this tumor have increased in number owing to
development of RIA of plasma somatostatin, immunohistochemistry, and so on. We experienced a case of com-
bined pancreas tumor of duct cell carcinoma and somatostatin-producing islet cell carcinoma. The patient was
62-year-old female who was referred to our hospital for nausea, back pain, diarrhea, and weight loss. She also
had a history of cholecytectomy for the gallbladder stone. Ultrasonography and CT scanning of the abdomen
showed a tumor 7cm in size, surrounded by lateral segment of the liver, the stomach, and the pancreas. The
tumor was resected, because no distant metastases were found. The pathological specimen showed the com-
bined tumor of duct cell carcinoma and islet cell carcinoma. Immunohistochemical study revealed somatosta-
tin positive cells in islet cell carcinoma. The level of plasma somatostatin decreased from 46pg�ml to 21pg�ml
and diarrhea ceased after the resection. From these results, we concluded that the symptom was caused by
hypersecretion of somatostatin produced by the tumor.
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