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G-CSF 産生退形成膵管癌の 1例
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症例は 62 歳の女性で，発熱と全身倦怠感を訴え入院中であったが，CTおよびUSにて膵腫
瘍性病変を指摘され当科へ紹介された．術前の白血球数は増加（15,700�mm3 ）し発熱を伴い，
CA19―9 は上昇（1,342U�ml ）していた．CTで膵尾部から脾門部にかけて部分的に造影効果の
ある腫瘍様陰影を認めた．USでは膵尾部に内部不均一な低エコー性の腫瘍像が描出された．膵
体尾部切除が施行され，病理組織診断にて退形成性膵管癌と診断された．また，免疫組織化学
染色にてG-CSF 産生が証明され，G-CSF 産生腫瘍と確認された．手術後も白血球数は増加し続
け，癌性悪液質とDICを来し，術後 38 日目に死亡した．G-CSF 産生膵癌は極めてまれで，自験
例を含めてこれまでに 8例の報告を認めるのみである．

はじめに
退 形 成 性 膵 管 癌（anaplastic ductal carci-

noma）はまれな腫瘍で，通常型膵管癌と比較し臨
床的，組織学的に性質が異なるとされる１）．一方，
悪性腫瘍患者において，明らかな感染源がないに
もかかわらず白血球が異常高値をもたらす
granurocyte-colony stimulating factor（以 下，G-
CSF と略記）産生腫瘍の概念が確立され，そのほ
とんどが肺癌で，消化器癌での報告は少ない．今
回，我々は極めてまれなG-CSF 産生退形成性膵管
癌の 1例を経験したので文献的考察を加え報告す
る．

症 例
患者：62 歳，女性
主訴：発熱
家族歴：母親が糖尿病
既往歴：糖尿病
現病歴：糖尿病にて当院内科へ数年来通院中

で，インスリン治療を行っていた．2001 年 2 月下
旬頃より発熱，食欲不振および全身倦怠感を自覚
するとともに血糖コントロールが不良となったた
め，症状発現後 7日目に精査加療目的にて入院し
た．入院後も連日の発熱が続き，白血球数の増加

を認めた．感染源の検索が施行され，腹部CTおよ
びUSの結果，腹腔内膿瘍の疑いにて外科紹介と
なった．
現症：体温 39.2℃．体格中程度，軽度の貧血があ

り，黄疸を認めなかった．体表リンパ節の腫脹は
なく，腹部は平坦で，圧痛を認めず，腫瘤も触知
しなかった．
血液検査所見：白血球数は入院時10,800�mm3 ，

外科転科時 15,700�mm3 と高値を示した．腫瘍
マーカーは，CEAは 3.4ng�ml と正常範囲内で
あったが，CA19―9 は 1,342U�ml と上昇していた．
腹部CT所見：単純CTでは膵尾部から脾門部

にかけて辺縁不整な low density area を認めた．
造影CTでは動脈相から内部は不均一に造影され
始め，実質相から静脈相にかけて淡い造影効果を
示した（Fig. 1）．
腹部US所見：脾門部に接した膵尾部に低エ

コー領域を認めた．内部エコーは不均一であった
（Fig. 2）．
腹部MRI 所見：膵尾部に，T1強調像にて低信

号域，T2強調像にて高～低信号域の腫瘍陰影を認
めた（Fig. 3）．
以上の臨床経過と画像所見より，壊死および感

染を伴った膵尾部あるいは脾門部腫瘍と診断し，
開腹手術を施行した．
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Fig. 1　Abdominal CT showed an unevenly enhanced mass in the tail of the 

pancreas. （a：plane，b：early phase，c：middle phase，d：late phase）

Fig. 2　Abdominal US revealed a heterogenous hy-

poechoic mass in the pancreatic tail.

手術所見：膵尾部は硬く不整に腫大しており，
脾門部，結腸脾曲部と一塊となり強固に癒着して
いた．炎症性癒着，あるいは癌浸潤の鑑別は困難
であった．肝転移および腹膜播種を思わせる所見
はなかった．以上より，膵体尾部，脾および結腸
脾曲部を合併切除した．
切除標本肉眼所見：膵尾部に充実性で弾性硬の

腫瘍を認めた．びまん性浸潤を示し，脾門部，結
腸脾曲部と一塊となっていた（Fig. 4a）．

病理組織学的所見：多核巨細胞を伴う未分化な
腫瘍細胞の増生を認め，腫瘍細胞の周囲に高度な
好中球浸潤を伴っていた（Fig. 4b）．免疫組織化学
染色にて cytokeratin 陽性およびG-CSF 染色陽性
を示し（Fig. 4c），G-CSF 産生退形成性膵管癌
（巨細胞型）と診断した．脾門部，結腸への直接浸
潤を示し，脾実質部分での転移巣も確認された．
術後経過：術後も 38℃を越える発熱，白血球増

多状態は続き，セフェム系抗生物質，抗真菌剤な
どを投与したが効果はなかった．頻回に腹腔内膿
瘍や他部位の感染源の有無を検索したが明らかな
病巣を特定できなかった．術後 13 日目に最終病理
組織診断が確定し，あらためて腫瘍の残存や転移
を念頭に腹部CTを再検したが明らかな所見は指
摘しえなかった．術後 15 日目に，術直後より漸増
してきた左胸水に対して胸腔ドレナージを施行し
たところ，約 700cc の血性胸水を認めた．臨床経過
から癌性胸膜炎を強く疑ったが，細胞診は陰性で
あった．以後，主にステロイドおよびジクロフェ
ナク座薬投与による対症療法を施行したが，徐々
に貧血，低栄養，衰弱などの悪液質を来し，DIC
を併発して，術後 38 日目に死亡した．剖検は得ら
れず，腫瘍残存の確定診には至らなかった．なお，
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Fig. 3　T1 study of MRI showed a low intensity 

mass in the pancreatic tail. T2 study of MRI sho-

wed a heterogenous intensity mass in the pancre-

atic tail. 

Fig. 4　a：The resected specimen showed the tumor 

at the tail of the pancreas adhering to surrounding 

organs. b：Histological findings of the tumor 

showed multinuclear giant cells with marked infil-

tration of neutrophils. （H-E strain）　c：Immunohis-

tochemical stain for G-CSF were positive in the 

cytoplasm of the tumors cells.

a

b

c

白血球数は漸増し，術後 35 日目には 56,900�mm3

まで上昇した．白血球分類では好中球が 90％を占
め，幼若細胞の出現はなかった．また，術後 16
日目に enzyme immunoassay（EIA）法にて測定し
た血中G-CSF は 151pg�ml（基準値 27.5pg�ml 以
下）と上昇していた（Fig. 5）．

考 察
退形成性膵管癌は肉腫様の増殖部と多核巨細胞

の混在する癌で，1954 年 Sommers ら２）により
pleomorphic carcinoma として初めて報告され
た．以前，本邦では通常の膵管癌とは別に未分化
癌として取扱ってきたが，多くの場合，一部に膵
管癌成分がみられることから，第 5版膵癌取扱い
規約では浸潤性膵管癌の一種として分類されてい
る．また，細胞形態により巨細胞型，多形細胞型，
紡錘形細胞型に分類され，さらに巨細胞型のうち

巨大貪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区別されている３）．免
疫組織化学的には上皮性マーカーが腫瘍細胞に陽
性を示すことが特徴とされ４），自験例でも cy-
tokeratin が陽性を示した．1999 年膵癌全国登録
調査報告によれば通常型膵管癌 8,617 例中 14 例
（0.16％）とまれな疾患である５）．
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Fig. 5　Clinical course

Table 1　Reported cases of G-CSF producing pancreatic cancer

PrognosisHistological typeMethod for diagnosisAge/SexYearAuthorCase

30DNDSerum G-CSF71/M1989Ohwada8）1.

131DPoorly differentiated duct cell carcinomaClinical course68/F1991Nagami9）2.

NDNDSerumG-CSF72/F1991Nakamura10）3.

56DCystadenocarcinoma with anaplastic car-
cinoma

SerumG-CSF64/M1996Uematsu11）4.

120DPoorly differentiated adenosquamous 
carcinoma

Immunohistochemistry83/M1998Ohtsubo12）5.

20DPoorly differentiated adenocarcinomaImmunohistochemistry50/M2001Fukushima13）6.

10DPlemorphic-type undifferentiated carci-
noma

Immunohistochemistry88/F2002Ohtani14）7.

38DAnaplastic ductal carcinomaImmunohistochemistry62/F2005Present case8.

ND：not described

一方，悪性腫瘍患者において時として原因不明
の白血球（顆粒球）増多を認め，その原因として
腫瘍がG-CSF を産生している可能性が指摘され
ている．本邦では 1977 年 Asano ら６）が，肺癌患者
の腫瘍組織がG-CSF を産生していることを証明
して以来，200 例近い報告があるが，その多くは肺
癌症例で消化器癌の報告例は少ない７）．特に，膵癌
に限ると，MEDLINEおよび医学中央雑誌を通じ
て検索した結果，これまでに自験例を含めて 8例
の報告を認めるのみである８）～１４）．このうち腫瘍細
胞の免疫組織化学染色にて確定診断のなされたも
のは自験例を含め 4例，さらに第 5版膵癌取扱い
規約による組織型分類に基づいて，退形成性膵管
癌と明確に診断されたのは自験例のみである（Ta-
ble 1）．ただし，元来，退形成性膵管癌は白血球増

多や発熱を合併することが多いとされており，そ
の理由は腫瘍内部の出血，壊死などによる炎症性
変化と捉えられてきた．病理組織学的にも局所の
著明な炎症細胞浸潤を伴うのが特徴の 1つとされ
ている４）．既報の集計例においても，高森ら１５）は，
退形成性膵管癌 60 例中 4例で，河野ら１６）は同様に
30 例中 4例で白血球が 20,000�mm3 以上の異常高
値を示したと報告している．G-CSF 産生腫瘍に対
する直接的な診断法とされる，免疫組織化学染色
の成功の報告は 1990 年 Shimamura ら１７）によると
されており，上記の白血球異常増多例には，それ
以前のG-CSF 産生腫瘍に対する認識が不十分な
時期の症例や，G-CSF 産生について言及のない報
告例も含まれている．以上を考慮すると，これら
の中にG-CSF 産生腫瘍が潜在していた可能性が
あり，退形成性膵管癌を含むG-CSF 産生膵癌の頻
度は，実際にはもう少し高いのではないかと推測
されえる．事実，基礎的研究において，Wuら１８），
あるいはHayashi ら１９）はヒト膵癌細胞株を用いて
G-CSF の産生を証明している．
G-CSF 産生腫瘍の治療と予後は原疾患の病態

で決定されるとされているが，低分化あるいは未
分化癌が多く一般的に予後不良である１４）．退形成
性膵管癌についても，周囲の臓器への直接浸潤や
血行性転移をきたしやすく，一般の膵癌と比較し
ても極めて予後不良とされている４）．一方，G-CSF
は autocrine growth factor として腫瘍の急速な
増殖や転移に関与するとされ２０），さらにG-CSF 産
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生腫瘍は IL-1 や IL-6 など他のサイトカインの産
生を伴う例があり２１）２２），これらが発熱などの炎症反
応や悪液質の誘発を促している可能性が指摘され
ている２３）２４）．自験例では残念ながら剖検が得られ
ず，またG-CSF 以外のサイトカインの測定は行っ
ていないが，主腫瘍部を切除したにもかかわらず
白血球数は増加し続け，悪液質を来して急激な状
態悪化をたどった経過からも，潜在した遺残腫瘍
がこれらのさまざまなサイトカイン産生を伴っ
て，急速に増殖した可能性がある．
退形成性膵管癌の平均生存期間についてCu-

billa ら２５）は 2 か月，佐野ら２６）は 134 日としており，
術前に診断がついた場合は切除の適応を疑問視す
る意見すらある２７）．一方，外科的切除が施行された
中には長期生存の報告があり２８），放射線療法が有
効であった症例も報告されている２９）．最近，他の膵
癌と同様 gemcitabine 投与が有効であったとする
報告もあり３０），今後の集学的治療の成果報告を期
待したい．
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A Case of Granulocyte-Colony Stimulating Factor Producing Anaplastic Ductal Carcinoma of Pancreas

Nobuhisa Ando, Seisaku Fukuhara, Yutaka Mizuno and Hideyuki Ando
Department of Surgery, Tohnou Kosei Hospital

A 62-year-old woman hospitalized for fever and systemic malaise and referred for a pancreatic tumorous le-
sion detected by computed tomography（CT）and abdominal ultrasonography（US)was found in preoperative
laboratory data to have leukocytosis（15,700�mm3 ）and high serum CA19―9（1,342U�ml ）. CT showed an un-
evenly enhanced mass in the pancreatic tail that invaded to the spleen. US showed a heterogenous hypoechoic
mass in the pancreatic tail. Following distal pancreatectomy, pathological examination showed anaplastic duc-
tal carcinoma, and immunohistochemical study showed positive staining for G-CSF in the tumor cell, leading
to a diagnosis of G-CSF-producing tumor. After the surgery, the leukocyte count continued to increase and the
patient died on postoperative day 38 due to cancer cachexia and disseminated intravascular coagulation. G-
CSF-producing pancreatic cancer is very rare, with 8 cases, including ours, having been reported.
Key words：granulocyte-colony stimulating factor, anaplastic ductal carcinoma of pancreas
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