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自然破裂による腹腔内出血を呈した退形成性膵管癌の 1例を経験した．症例は 59 歳の男性
で，腹痛を主訴に当院を受診した．腹部US，CTにて膵体部腫瘍と多発肝転移を認めた．腹痛
の増強を認めたため緊急入院し，CTにて腫瘍の著明な増大と大量の腹水が認められた．試験的
腹腔穿刺では血性腹水が吸引され腹腔内出血の診断で緊急開腹術を施行した．腫瘍の破裂によ
る出血と判明し，膵体尾部切除術を施行した．病理組織診断にて退形成性膵管癌と診断した．
術後，化学療法を施行するも効果なく癌性悪液質が進行し，術後 18 日目に死亡した．このよう
に退形成性膵管癌は急速に増大する間に自然破裂を生じる可能性がある．

はじめに
退形成性膵管癌は浸潤性膵管癌全体の 0.18％１）

と非常にまれな腫瘍である．今回，我々は短期間
に急速に増大し自然破裂による腹腔内出血を来し
た退形成性膵管癌（巨細胞型）の 1例を経験した
ので報告する．

症 例
患者：59 歳，男性
主訴：心窩部痛
家族歴：特記すべきことなし．
既往歴：特記すべきことなし．
現病歴：平成 17 年 5 月下旬，心窩部痛を主訴に

当院を受診した．腹部CTにて肝臓に多発する
low density area と膵体部腫瘍を認めた．
初診時血液検査：Hb 13.5g�dl と貧血は認めら

れず，CRP 5.3mg�dl と炎症反応を認めた．腫瘍
マーカーではCEAは 1.3ng�dl と正常範囲内で
あったがCA19―9 は 1,721U�ml と上昇していた
（Table 1）．
初診時腹部超音波検査：膵体部に 64×52mm

大，内部低エコーの腫瘤影を認めた．肝両葉に 10

mm大の低エコー領域を多数認めた．
初診時腹部CT：膵体部から腹側に突出する 5

cm大の腫瘤を認めた．内部は不均一な low den-
sity で造影により辺縁は淡い造影効果を伴ってい
た．また，肝両葉に多発する low density area を認
めた（Fig. 1）．
以上より，膵体部腫瘍，多発肝転移の診断にて

入院予定とした．
入院後経過：初診から 11 日目に腹痛の増強を

認め，緊急入院となった．腹部は膨満しており腹
部全体に圧痛を認めた．血液検査ではHb 7.3g�dl
と貧血が認められた．CTで大量の腹水，腫瘍の著
明な増大を認め，肝臓，胃は腹側に圧排されてい
た（Fig. 2）．試験的腹腔穿刺にて血性腹水であっ
たため，緊急腹部血管造影検査を施行したが出血
部位は不明であった．脾動脈壁に不整像を認めた
が，腫瘍濃染像は認めなかった．非観血的止血は
困難と判断し緊急開腹術を施行した．
手術所見：多量の血性腹水を認め約 5,000cc を

吸引した．腫瘍は膵体部から膵外へ突出するよう
に増大し，肝左葉，胃小彎に達しており小彎を背
側から包むように存在していた．腫瘍の被膜が随
所で破れて静脈性の出血を来しており腹腔内出血
の原因部位と判断した．腹膜には多数の播種を認

日消外会誌 ４０（4）：456～461，2007年

＜２００６年 10 月 25 日受理＞別刷請求先：松村 祥幸
〒060―8638 札幌市北区北 15 条西 7丁目 北海道大
学大学院医学研究科腫瘍外科



2007年 4 月 101（457）

Fig. 1 Abdominal CT showed a low density mass 
in the pancreatic body with enhanced rim and mul
tiple low density areas in the liver.

Fig. 2 The pancreatic tumor remarkably enlarged. 
There were lot of ascites.

Fig. 3 The resected specimen showed the rup
tured tumor of the pancreatic body and tail about 
10.5cm in diameter.

Table 1 Patient’ s laboratory data

mg/dl13BUN/μl9,400WBC
mg/dl0.84Cr/μl457×104RBC

g/dl13.5Hb
mEq/l139Na%39.3Hct
mEq/l4.6K/μl25.5×104Plt
mEq/l102Cl

mg/dl5.3CRP

ng/dl1.3CEAg/dl7.2TP
U/ml1,721CA19 ― 9mg/dl0.9T-Bil

IU/l15AST
IU/l15ALT
IU/l169LDH
IU/l236ALP
IU/l38γ GTP
IU/l378ChE
IU/l75AMY

めた．止血剤やガーゼタンポンなどでの止血は困
難と判断し膵体尾部切除術を施行した．
摘出標本：膵体尾部に充実性で弾性硬の腫瘍を

認めた．そこから膨張性に軟らかい腫瘍が膵外に
突出しており，内部は広範囲に出血，壊死を来し
ていた（Fig. 3）．
病理組織学的検査所見：低分化な腫瘍細胞が主

体であり異型核が偏在する多核巨細胞（bizarre
giant cell）がびまん性に認められ，部分的に腺癌

や扁平上皮癌の成分も認められた．破骨細胞型巨
細胞や紡錘形細胞は認めなかった．免疫組織化学
染色では，サイトケラチン（AE1�3，CAM 5.2），
EMAに陽性で，上皮性の腫瘍であることが示唆
された．以上の所見より，退形成性膵管癌（巨細
胞型）と診断した（Fig. 4）．
術後経過：術後，出血はコントロールされたた

め 5日目に Gemcitabine 1,600mg を投与した．腹
部膨満が増強してきたため，再出血を疑いCTを
行ったが出血はなく，残存腫瘍，肝転移巣の著明
な増大が認められた．術後 12 日目，2回目の Gem-
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Fig. 4 Histological findings of the tumor showed 
multinuclear giant cells（bizarre giant cells）dif
fusely proliferated.（HE stain,×200）

citabine を投与するも症状の改善は認められず，
術後 18 日目に肝不全にて永眠された．

考 察
退形成性膵管癌（anaplastic carcinoma）は核異

型の著しい単核腫瘍細胞とともに，巨大な多核細
胞が互いに接着性を持たずに肉腫様増生を示すま
れな癌で，以前本邦では通常の膵管癌とは別項の
未分化癌として取り扱ってきたが，ほぼ全例で腫
瘍の一部に膵管癌成分がみられることから２），膵癌
取扱い規約第 4版から浸潤性膵管癌の 1型として
の退形成性膵管癌に分類された．膵癌取扱い規約
第 5版では細胞形態により巨細胞型（giant cell
type），多形細胞型（pleomorphic type），紡錘細胞
型（spindle cell type）に亜分類され，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（giant cell carcinoma
of osteoclastoid type）として区別している．破骨
細胞型では，核異型性は極めて少なく，臨床的に
も比較的予後良好とされ，退形成性膵管癌とは異
なる疾患概念とされている３）．本邦における退形成
性膵管癌の浸潤性膵管癌全体に占める割合は日本
膵臓学会膵癌登録 20 年間の総括１）によれば，
10,336 例中 19 例（0.18％）であった．
医学中央雑誌で「退形成性膵管癌」をキーワー

ドとして膵癌取扱い規約第 4版以降（1993 年～

2006 年 3 月まで）の本邦報告例（ただし破骨細胞
型，会議録は除く）を検索し，詳細な症例の記述
のある 27 文献 30 例４）～３０）に自験例を加えた 31 例
について検討した（Table 2）．巨細胞型が 17 例，
多形細胞型が 10 例，紡錘細胞型が 4例であった．
男性 19 例，女性 12 例で，発症年齢は 42～88 歳
（平均 67.3 歳），主訴は腹痛など痛みを伴うものが
半数以上で，他に黄疸，発熱，体重減少などがみ
られた．炎症所見を伴うことが多いとされており，
WBC増多が 13 例（45％）に，CRP上昇が 19 例
（68％）にみられた．これは腫瘍内部の出血，壊死
などによる炎症性変化が原因と考えられている．
自験例でも初診時CRPの高値を示し，肉眼検査所
見，病理組織学的検査所見ともに出血，壊死が認
められた．また，腫瘍マーカーではCEA上昇は 6
例（24％）と低く，CA19―9 上昇は 17 例（59％）に
認めた．占居部位は頭部 13 例，体部 4例，尾部 7
例，体尾部 7例であった．最大腫瘍径は平均 7.3cm
と大きく，最も大きなもので 16cmであった．画像
的特徴としてそのほとんどが腫瘍の中心部の出
血・壊死を反映し低吸収領域や囊胞成分を示すこ
とが多いが，壊死に陥りにくい腫瘍辺縁部では
hypervascular lesion として描出される．通常の膵
管癌が乏血管性であるのに対し退形成性膵管癌で
はCTでの腫瘍造影効果は 22 例（76％）に，また
血管造影検査による腫瘍濃染像は 10 例（43％）に
みられており，通常の膵管癌との鑑別に有用であ
ると思われる．自験例では血管造影で腫瘍濃染像
は認めなかったが，初診時の造影CTで腫瘍辺縁
部での造影効果が認められた．
腹腔内出血を呈した例は，これまで田中ら２４）の

報告した 1例を認めるが，脾静脈への腫瘍の浸潤，
腫瘍塞栓の形成により側副血行路として発達した
胃大網静脈の拡張，破綻によるものが原因であっ
た．腫瘍が自然破裂したことによる腹腔内出血の
報告は他に認められず，腫瘍が血流に富んでいた
こと，短期間で急速に増大したこと，という二つ
の条件が重なり腫瘍壁が破綻したことによる出血
が原因と考えられた．元来，hypervascular な腫瘍
であり，急速に腫瘍が増大すること１６）２３）がしばしば
認められる本疾患においては，自然破裂は十分に
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Table 2 Reported cases of anaplastic carcinoma of the pancreas in Japan

Outcome 
＊8

Site of 
Reccu
rence 
＊7

Metastasi
s and/or 
Dissemi
nation ＊7

Type ＊6Ope
＊5

Loca
tion ＊4

AG
（TS） ＊3

CT
（E） ＊2

Tumor 
Diame
ter

（cm）

CA
19 ― 9CEACRPWBCChief 

complaints
Sex 
＊1AgeYearAuthorCase

a （36M） ――GPDH＋＋7＋＋＋＋General 
malaiseF671995Maruyama

 et al4） 1

d （47D）  Liver, 
PLNPDPT――8――＋―Abdomin

al painM621995Kainuma 
et al5） 2

a （410D） ――GPDH――2.3＋＋――Loss of 
weightM681995Takamori 

et al6） 3

d （50D）  LiverLNSTPBT――9＋＋――Abdomin
al painF541995Shirobe et 

al7） 4

d （2M）  LiverLNSDPBT＋＋11――＋―Abdomin
al painM491996Saito et 

al8） 5

d （2M）  ?―PDPB―＋8＋―＋―Loss of 
weightM711997Okazaki 

et al9） 6

a （52M） ―LNGDPT――4――＋＋Abdomin
al painM421997Takahara 

et al10） 7

d （46D）  LiverPGPDH―＋4.2＋―――IcterusF751997Fujiie et 
al11） 8

d （7M）  Bronc
hus―PDPBT――8＋???Black 

stoolsM681997Mizukami 
et al12） 9

d （7M）  ?LNGPDH＋＋5＋―＋＋Abdomin
al painM631998Yagita et 

al13）10

d （101D） Local―GDPT?＋16??＋＋Fervesc
enceM641999Kohno et 

al14）11

d （3M）  LiverLiver, 
LN, PPDPB?＋3.5＋?――Back 

painF551999Ashisawa 
et al15）12

d （3M）  LiverLiver, LNPPDH＋＋10＋?＋＋Abdomin
al painM702000Arakawa 

et al16）13

d （11D）  ―LNGPDH―＋5＋―＋―AnorexiaM842000Ueda et 
al17）14

d （6M）  Liver, 
LN, PLNPPDH??4＋―――Abdomin

al painM7215

d （20D）  Liver, 
LN, PSPLBT―＋11――――Abdomin

al painF652000Ueda et 
al18）16

d （6M）  Adren
al, LNLNGDPT＋＋5＋?＋―Loss of 

weightM732001Hatanaka 
et al19）17

d （4M）  Local, 
Liver―GPDH＋?3.5――＋＋Abdomin

al painM582002Ishida et 
al20）18

d （5M）  P―GTRB＋＋8――＋＋Abdomin
al painF692002Hoshino 

et al21）19

d （10D）  
Liner, 
Uterus, 
LN, P

PNoneBT?―5＋＋＋＋AnorexiaF882002Otani et 
al22）20

d （56D）  Liver, 
BoneGNoneH―＋3.4＋＋――Loss of 

weightM712002Nakai et 
al23）21

d （15M） Liver, 
LungGPLT＋＋4.5――??Abdomin

al painF842003Tanaka et 
al24）22

a （26M） ――GPDH―＋8―?＋―Abdomin
al painF652003Adachi et 

al25）23

d （17D）  Liver, 
Lung, LNGNoneH?＋11＋―＋＋Fervesc

enceF862004Kubota et 
al26）24

d （26D）  Liver, 
Lung, LNGNoneBT?＋7――＋＋Back 

painM7625

d （12M） Local, 
Liver―SDPBT?＋11?＋――Back 

painF652004Higuchi et 
al27）26

a （60M） ――PPDH＋＋10――＋＋Abdomin
al tumorM742005Yamada 

et al28）27

d （121M）――PDPT＋＋10――＋＋Fervesc
enceM652005Saegusa 

et al29）28

a （1 33M）――PPpPDH――6＋―――Abdomin
al painM6529

d （38D）  ?SpleenGDPT?＋?＋―?＋Fervesc
enceF622005Ando et 

al30）30

d （18D）  Liver, PGDPB―＋11.5＋―＋―Abdomin
al painM59Present 

case31

＊1M；male F；female, ＊2E；enhancement, ＊3TS；tumor stain, ＊4H；head B；body T；tail BT；body and tail, ＊5Ope；operation, DP；distal pancreatecto
my, PpPD：pylorus preserving pancreaticoduodenectomy, PD：pancreaticoduodenectomy, PL：probe laparotpmy, TR：tumor resection, ＊6G：
giant cell type, P：pleomorphic type, S：spindle cell type, ?：not described, ＊7LN；lymph node, P；peritomeum, Adrenal；adrenal gland, ＊8a；
alive d；dead D；days M；months
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生じうる事象であり常に念頭において診療にあた
るべきと考えられた．
予後についてみると 1年以内の死亡率は 22 例

（71％），5年以上生存例は 3例（9.6％）のみであり
極めて不良であった．発症時または経過観察中に
10 例（32％）で肝臓，肺，骨などに遠隔転移を伴っ
ており術前遠隔転移の認められなかった症例にお
いても数か月以内に肝転移などの血行性転移がみ
られている８）２０）．Tschang ら２）も血行性転移が極め
て高く認められることを指摘し 15 例中肝 13 例，
肺 11 例，副腎 9例などの成績を報告しており予後
不良の原因と考えられる．高森ら６）の集計では平均
生存期間は切除例 202.7 日，非切除例 190.7 日，非
手術例 144.8 日と膵管癌の中でも特に予後不良で
あると報告している．
退形成性膵管癌は術前に診断がついた場合は悲

観的な予後のため切除の適応を疑問視する意見す
らある３０）．しかし，一方で遠隔転移がなくR0の手
術を施行しえた症例の中には，長期生存の報告も
あり２９）今後の症例の蓄積と集学的治療の成果報告
を期待する．
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A Case of Spontaneously Ruptured Anaplastic Carcinoma（Giant Cell Type）of the Pancreas
with Intraabdominal Hemorrhage

Yoshiyuki Matsumura, Kazuhiro Iwai, Ryosuke Kawasaki, Aya Matsui,
Seiji Mega, Masaomi Ichinokawa, Toru Takahashi, Masaki Miyamoto＊,

Satoshi Hirano＊ and Satoshi Kondo＊

Department of Surgery, Oji General Hospital
Department of Surgical Oncology, Division of Cancer Medicine, Hokkaido University

Graduate School of Medicine＊

We report a case of spontaneously ruptured anaplastic carcinoma of the pancreas. A 59-year-old man seen for
abdominal pain was found in abdominal ultrasonography and computed tomography（CT）to have a tumor of
the pancreatic body and multiple metastatic liver tumors. He was admitted due to exacerbated symptoms.
Abdominal CT showed a rapidly expanding tumor and marked ascites. Exploratory needle aspiration showed
hemorrhagic ascites, necessitating emergency surgery under a diagnosis of intraabdominal hemorrhage. Dur-
ing surgery, we found bleeding from a ruptured tumor and conducted distal pancreatectomy. The pathologi-
cal diagnosis was anaplastic carcinoma of the pancreas. Despite postoperative chemotherapy, the man died of
cancerous cachexia on postoperative day 18. Anaplastic carcinoma thus may cause spontaneous rupture dur-
ing rapid tumor enlargement.
Key words：anaplastic carcinoma, intraabdominal hemorrhage
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