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はじめに

膵原発の癌のうち，今日 giant cell carcinoma（巨細

胞癌：以下，本症）と呼ばれるものは，1954年 Som-

mers ら1）により pleomorphic carcinoma として初めて

報告された．これまでに本症と思われる症例の報告は

欧米，本邦を合わせて数十例あるが，破骨型巨細胞の

反応が著しい癌としばしば混同されている．最近，膵

体部に発生した本症の 1例を経験し，文献的に明らか

な本症35例と合わせ，その臨床的特徴を検討したので

報告する．

症 例

患者：55歳，女性

主訴：背部痛

既往歴，家族歴：特記すべきことなし．

現病歴：平成 9年 5月頃より背部痛出現し近医にて

膵体部腫瘍を指摘され，精査加療目的にて 6月20日当

科入院となった．

入院時現症：身長155cm，体重50kg で体格，栄養中

等度．体温36.5℃，血圧138�82mmHg，脈拍68�min，呼
吸数18�min．眼瞼眼球結膜に貧血，黄疸などは認めら
れなかった．また腹部は平坦で柔らかく腫瘍は触知さ
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症例は55歳，女性．主訴は背部痛．US，CTにて膵体部に腫瘤を，ERPでは体部主膵管の狭窄像，

血管造影では脾動脈の広狭不整像を認め，膵体部癌の診断のもと膵体尾部脾合併切除術を施行した．

腫瘍は3×3.5cmの灰白色楕円形で膨張性発育を示し，病理組織学的に膵原発の巨細胞癌（多形細胞癌）

と診断された．自験例を含む本疾患36例の臨床所見は平均年齢63.8歳（33～84歳），男女比26：10，初発

症状は腹背部痛が15例と最も多かった．占居部位は頭部15例，体尾部17例と膵管癌と比較して体尾部

に好発する傾向があった．画像所見は，USでは22例中15例が低エコー像，CTでは25例中19例が低吸

収像，ERP上 9例に狭窄像，5例に途絶像を認めたが通常膵管癌との差異は認められなかった．開腹

術は20例に施行され治癒切除は 8例であった．予後は33例中25例が 1年以内と極めて不良であり，自

験例も術後 3か月で癌性悪液質により死亡した．
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Fig. 1 Ultrasonography shows a hypoechoic mass of

2.5 cm in diameter（right）and the dilatation of the

MPD（left） in the body of the pancreas（a）.

Enhanced-CT scan shows a low density mass（ar-

row）of 2.5 cm in diameter with an enhanced rim

（b）.
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れなかった．

入院時血液検査成績：末梢血一般，生化学検査には

異常を認めないものの，CA19-9，Sialyl Lewis X，

SPAN-1，Elastase-1等の腫瘍マーカーは軽度高値を示

した．

腹部超音波検査：膵体部に一致し，比較的辺縁明瞭

な径2.5cmの hypo echoic mass と，体部主膵管の拡張

を認めた（Fig. 1a）．

腹部CT検査：膵体部に辺縁不整な径約2.5cmの

low density mass を認め，腫瘍辺縁は不均一に濃染さ

れた（Fig. 1b）．

内視鏡的逆行性胆管膵管造影（ERCP）検査：体部主

膵管に約3cm長の狭窄像を認め，その尾側は数珠状に

拡張していた．

腹部血管造影検査：脾動脈は根部より約2cmの en-

casement 像を示し（Fig. 2a），静脈相において肝両葉

（S 4，5，8）に淡い濃染像を認めた（Fig. 2b）．

手術所見：膵体部癌および肝転移の術前診断にて手

術を施行した．腫瘍は膵体部に存在し周囲リンパ節と

一塊になっており，一部は胃体部に直接浸潤していた．

また，肝4，5，8領域に転移巣が確認された．腫瘍量の軽

Fig. 2 Angiography shows a smooth encasement of

splenic artery（arrow）（a）and tumor stains in the

both lobes of the liver（arrow）（b）.

Fig. 3 Cut surface of the resected specimen；The

body to tail of the pancreas is filled with an oval

whitish solid tumor measuring 3×3.5 cm.

Fig. 4 Microscopic findings（H. E stain）；Papillo tu-

bular pattern of the pancreas carcinoma can be

seen in the periphery of the tumor（×200）（a）.Multi-

nuclear giant cells diffusely proliferate in the cen-

tral area of the tumor（×400）（b）.
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減およびQOLの改善を目的として，膵体尾部脾合併

切除，肝部分切除およびリンパ節郭清術を施行した．

手術進行度分類TS2S3RP3CH0DU0PV0P1H2N3M0

（Stage 4b）であった2）．

摘出物所見：膵体部から尾部にかけて3×3.5cmの

灰白色楕円形の充実性腫瘍が形成されている（Fig. 3）．

病理組織所見：腫瘍の周辺部では高円柱状細胞が不

規則な腺管状ないし乳頭状に増殖し，中等度の分化を

示す腺癌が分布する（Fig. 4a）．一方，中心部では異型

核を有する多核巨細胞と大型の単核細胞が相互の結合

性を失いびまん性に増殖している（Fig. 4b）．これら二

者間には組織学的移行が明らかであり，また中心部の

びまん性増殖部の細胞の多くは cytokeratin，vimentin

に陽性である．以上の所見より巨細胞癌（多形細胞癌）

と診断した（ts2s3rp2n2 stage 4b）2）．なお，腫瘍内に

は核異型のない破骨細胞型の多核巨細胞も少数散見さ

れるが，これらは組織球由来の反応性のものと理解さ

れる．

術後第 5病日より経口摂取を開始し，糖尿病所見も

認められず第21病日に軽快退院となった．しかし，術

後 1か月目には肝両葉の転移巣は数，大きさともに増

大し，3か月目に癌性悪液質により死亡した．

考 察

本症は組織学的に核異型の著しい単核腫瘍細胞とと

もに，巨大な多核腫瘍が互いに接着性をもたずに肉腫

様増殖を示す極めてまれな癌である．一部に膵管癌組

織が存在することから膵管由来のものと考えられ，膵

癌取扱い規約2）では退形成性膵管癌の中の巨細胞型（多

形細胞型）としている．一方，破骨細胞型巨細胞の出

現が著しい癌は1968年 Rosai3）により初めて報告され

Table 1 The profiles of the 36 cases of giant cell carcinoma of the pancreas in Japan
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た．核異型性は無いかあるいは極めて少なく，また臨

床的に遠隔転移をみることも少なく予後が比較的良好

であり，本症とは異なる疾患概念と考えられてい

る3）4）．膵癌取扱い規約2）でも巨大貧食細胞あるいは破

骨細胞類似の巨細胞が目立つものは，破骨細胞型とし

て巨細胞型（多形細胞型）から区別されている．また，

最新のAFIP（1997）5）では giant cell carcinoma を un-

differentiated（anaplastic）carcinoma に含め，破骨細

胞型の osteoclast-like giant cell tumor を他項に区別し

ている．自験例の病理組織所見は，肉腫様の腫瘍中心

部と周囲腺癌組織との間の移行性が明らかであり，ま

た核異型を有する cytokeratin 陽性の多核巨細胞がび

まん性に増殖し，巨細胞癌（多形細胞癌）と診断して

矛盾はない．

本腫瘍の発生頻度は欧米では，膵癌の1.3～12.8

％4）～7），本邦では岸8）の膵癌62例中 5例（8.1％），神沢

ら9）の膵癌185例中 4例（2.2％）の報告がある．今回検

索しえた破骨細胞型を除く本邦の巨細胞癌の文献報告

（抄録発表を除く）は，自験例を含め36例であった（Ta-

ble 1, 2）．これら36例は年齢33～84歳（平均63.4歳），男

女比は26：10と男性に多かった．初発症状は腹背部痛

15例，腹満感 4例，黄疸 3例，体重減少 3例，発熱 1

例，出血傾向 1例，下血 1例，8例は不明であった．自

験例も背部痛を主訴とし術後も症状が常に持続してい

たが，転移リンパ節腫大に随伴する症状と考えられた．

CA19-9，Elastase-1など腫瘍マーカーの上昇する症例

が15例中11例に認められるものの，その程度はさまざ

まであった．占居部位は頭部15例，体尾部 9例，体部

4例，尾部 4例，頭体部 2例，頭体尾部 2例と膵管癌と

比較して体尾部に好発する傾向があり早期に症状発現

を認める可能性が低く，記載のある26例中22例の大き

さはすでに3～25cmとなり予後不良の一因と考えら

れる．また腫瘍発見時34例中21例（62％）が遠隔転移

を伴い，自験例を含む12例に肝転移が認められた．

Tschang ら4）も血行性転移が極めて高いことを指摘し

15例中肝13例，肺11例，副腎 9例などの成績を報告し

ている．

画像上の所見は，超音波検査の施行された22例中15

Table 2 The data and the findings of imaging diagnosis on the 36 cases
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例が低エコー像を示し，CTでは25例中23例が診断可

能であり，19例は low density であった．ERPでは主膵

管に狭窄像（ 9例）あるいは途絶像（ 5例）を14例に

認めた．血管造影は自験例を含む体尾および尾部癌の

6例に脾動脈の encasement を認めるものの，いずれ

も体尾部切除術が可能であった．一方，頭部癌の 9例

中 7例の頭部 arcade および膵内枝に encasement を

認め，うち 1例は切除不能であった（Table 2）．これら

画像所見は通常膵管癌と比較して特別な差異はみられ

なかった．しかし自験例では形態的に腫瘍の膨張性発

育が著明であり，神沢ら9）も 4 例の剖検所見より，局所

の膨張性発育が本症の特徴であったとしている．開腹

術は20例に施行され切除不能 4例，非治癒切除 8例（体

尾部切除 6例，膵頭十二指腸切除 1例，膵全摘 1例），

治癒切除はわずかに 8例（膵頭十二指腸切除 6例，体

尾部切除 1例，膵全摘 1例）のみであった．これら 8

例の予後は報告時 8から33か月を経過していたが，他

の検索可能な21例中16例の予後は，自験例も含め10日

から 6か月と極めて不良であった．術前膵体部に膵外

性発育する腫瘤を認めた場合本症をも考慮し，その手

術適応については遠隔転移の検索を含め，慎重に検討

されるべきものと考える．
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A Resected Case of Giant Cell Carcinoma of the Pancreas

Tatsuto Ashizawa, Keiichi Kitamura, Akihiko Murano, Tetsuo Sumi,
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A 55-year old woman presented complaining of back pain. A tumor was detected in the body of the pan-
creas by ultrasonography and CT scan. Preoperative ERP and angiographic findings were suggestive of pan-
creatic cancer. Distal pancreatectomy was performed and the body of the pancreas was found to be filled with
an oval expanding whitish tumor. The histological feature was a giant cell carcinoma（pleomorphic type）at the
pancreas. The characteristic clinical features of 36 cases（including this case）in Japanese literatures were
similar to that of common pancreatic duct carcinoma. The mean age was 63.4 years. Abdominal and back pain
were the most common chief symptoms, and the tumors occupied the head（15 cases）or the body to tail（17
cases）of the pancreas respectively. Of the 36 cases, 23 could be diagnosed by imaging diagnosis, while 15 out
of 22 cases showed hypo echoic findings on ultrasonography, and 19 out of 25 cases showed low density find-
ings on CT scan. Stenosis（9 cases）and occlusion（5 cases）of the main pancreatic duct could be seen by ERP.
However, no difference in findings by imaging modalities between giant cell carcinoma and common duct car-
cinoma of the pancreas were found. Twenty five（including this case）out of 33 cases died within 12 months
after establishing a diagnosis.
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