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症例は 57 歳の女性で，背部痛，左上腹部痛を主訴に近医受診し，腹部超音波検査で膵尾部か
ら脾門部にかけて径 10cm大の腫瘍を認め，当院消化器科紹介となった．腹部CT所見では，膵
尾部の腫瘍が脾臓，胃体部後壁に浸潤し，膵癌が疑われた．脾臓周囲に膿瘍を合併していた．
膵体尾部切除，脾臓摘出術，胃部分切除術を施行した．病理組織学的検査では中分化型扁平上
皮癌であった．剥離断端は陰性と判断した．術後補助化学療法施行されたが経過中に副作用症
状増悪し，化学療法中止となった．術後 37 か月後の現在まで無再発生存中である．自験例は扁
平上皮癌に特徴的な病理組織学的検査所見ならびに画像的検査所見を有していた．他臓器浸潤
を認める進行した膵癌であったが，術後長期生存が得られた貴重な症例と思われたので報告す
る．

はじめに
浸潤性膵管癌の中では，管状腺癌が 80％以上の

割合で最も多い．腺扁平上皮癌は 2～4％の割合で
存在するとされているが，純粋な扁平上皮癌の報
告例は極めて少数であり，予後も不良とされる１）２）．
今回，我々は術後 37 か月の無病期間を観察しえた
膵原発の扁平上皮癌の 1例を経験したので，文献
的考察を加えて報告する．

症 例
患者：57 歳，女性
主訴：背部痛，左上腹部痛
既往歴：56 歳，脳梗塞
家族歴：特記すべきことなし．
現病歴：背部痛，左上腹部痛を主訴に近医受診

した．腹部超音波検査で膵尾部から脾門部にかけ
て径 10cm大の腫瘍を認め，精査目的に当院消化
器内科紹介となった．
入院後の腹部CTでは，膵尾部の腫瘍が脾臓，胃

体後壁に浸潤し，膵癌が疑われた．さらに脾臓周
囲に膿瘍も形成していた．

また，上部消化管内視鏡検査では，胃体上部後
壁小彎側に壁外からの圧排の所見を認めた．胃粘
膜に異常所見は認めなかった．
以上より，術前診断は膵癌取扱い規約第 5版に

従うと，Pt，TS4（10cm），浸潤型，T4，Nx，OO
（＋）（胃，脾），PL（－），StageIVa または StageIVb
と診断した．
膿瘍を形成し炎症反応高値であり，抗菌薬投与

を施行したが軽快せず，手術目的で入院後第 16
病日に当科転科となった．
入院時現症：身長 154cm，体重 63kg．体温 37.4

度，血圧 128�88mmHg，脈拍 64bpm．左上腹部か
ら側腹部にかけて圧痛，自発痛あり．背部自発痛
あり．
入院時検査所見：血液生化学検査所見では，白

血球 12,800�µl，CRP9.02mg�dl と著明な炎症反応
の上昇を認めた．また，空腹時血糖 136mg�dl，
HbA1c6.50％と耐糖能異常を認めた．腫瘍マー
カーはCA19―9 761.8U�ml，CEA 10.1ng�ml と上
昇を認めた．
入院時腹部超音波検査所見：膵尾部に径 65mm

以上の腫瘍を認めた．脾臓は内部に低エコー領域
を複数認め，血流に乏しい所見であった．
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Fig. 1 Esophagogastroscopic findings．A submuco-
sal tumor-like mass was found in the middle cor-
pus of the stomach with formation of an ulcer on 
its surface.

Fig. 2 Abdominal enhanced CT showing periph
eral enhancement of the tumor measuring 10cm in 
diameter.

上部内視鏡検査所見：胃体上部後壁小彎側に壁
外からの圧排の所見を認めた．胃粘膜に異常所見
は認めなかった（Fig. 1）．
腹部造影CT所見：最大径 10cm大の膵尾部腫

瘍が脾臓，胃壁へ浸潤しさらに膿瘍を形成してい
た．腫瘍の辺縁は造影効果を認めるも腫瘍内部は
造影効果を認めなかった（Fig. 2）．腹腔動脈領域
のリンパ節腫大が疑われた．
入院後経過：入院後第 16 病日に当科転科とな

り，膵体尾部切除，脾臓摘出術，胃部分切除術施
行となった．
手術所見：腹部正中切開にて開腹した．腫瘍は

左横隔膜下に認め，横隔膜ならびに後腹膜へ浸潤
していた．膵体尾部，脾動静脈を自動縫合器で切
離した．さらに浸潤を認めた胃大彎側後壁を自動
縫合器で切離し，浸潤が疑われた横隔膜と後腹膜
への浸潤部も合併切除して，膿瘍腔とともに胃，
脾臓と腫瘍を一塊として摘出した．術前に指摘さ
れた腫大したリンパ節は術中所見上，明らかでは
なかった．なお，当初姑息的な手術となることが
ある程度予想されたものの，術中所見と下記の病
理組織学的検査所見を総合しR0であったと判断
した．
病理組織学的検査所見：肉眼検査所見では，膵

尾部に 10×9cmの灰白色の腫瘍を認めた．脾臓に
広範囲に浸潤し（Fig. 3A），合併切除の胃壁にも浸
潤を認めた．合計 20 ブロックで観察し，腫瘍部位
はすべて共通して中分化型扁平上皮癌の像であっ
た（Fig. 3B，C）．腫瘍の中央部は腫瘍細胞が崩壊，
空洞化し，角化物を入れていた．強拡大では腫瘍
細胞は異型性のある扁平上皮系細胞からなり，明
瞭な角化を認めた．明らかな腺癌成分はどのブ
ロックにも認めなかった．免疫染色検査で腫瘍細
胞の大部分は cytokeratin 5�6 陽性であった（Fig.
3D）．組織学的にも脾臓浸潤（広範囲）および胃の
漿膜下層への直接浸潤を認めた．後腹膜剥離断端
部位および神経叢浸潤部については手術所見にお
いて陰性と判断し，組織学的にも陰性と判断した．
術前に指摘されたリンパ節転移は術中所見上不明
であり，標本を詳細に検索したが，組織学的にも
不明と判断した．最終病理組織学的診断は（pure）
squamous cell carcinoma，moderately differenti-
ated．pT4，INFβ，ly0，v1（EVG），ne1，mpd
（－）であった．
術後経過：術後，肺，卵巣，子宮領域を考慮し

て原発巣を検索するも，明らかな所見認めず，そ
の後も上記部位に腫瘍を認めず，よって本腫瘍は
膵原発であると確定した．術後経過良好であり，
後療法として，術後第 20 病日より化学療法
（CDDP：80mg�m2 day1, 5-FU：800mg�m2 day1―
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Fig. 3 A：Macroscopic findings．The tumor，10×9cm in size，is located in the tail of the 
pancreas and directly invaded the spleen．B-D：Microscopic findings of the tumor．B：At 
a low magnification，the tumor is composed of proliferation of atypical cells with a marked 
central cavity（HE，with a 4× objective lens）．C：The tumor is classified as moderately 
differentiated squamous cell carcinoma．An arrow indicates an area of keratinization（HE，
with a 40× objective lens）．D：Immunohistochemistry reveals a ubiquitous positivity for 
cytokeratin 5/6（with a 20× objective lens）．

5）を開始した．1クール終了後，術後第 40 病日で
退院となった．外来では患者の全身状態を考慮し，
経口剤にて化学療法（5-FU：300mg�body）を継続
していたが，治療開始第 19 日目頃より，嘔気，1
日 10 回以上の水様性下痢症状を認めるなど，
Grade3 の副作用症状が出現したため，化学療法中
止とした．術後 37 か月後の現在まで明らかな局所
再発および遠隔転移を認めず，無病状態（disease-
free）であると判断している．なお，外来にて経過
観察中である．

考 察
膵癌取扱い規約３）において，扁平上皮癌は腺扁平

上皮癌の一亜型として扱われており，腺扁平上皮
癌は腺癌成分と扁平上皮癌成分が相接してあるい
は混在しているものと定義されている．膵臓原発

の腺扁平上皮癌の頻度は約 4％と言われ２），腺癌成
分を伴わない扁平上皮癌の頻度は，全国膵癌登録
調査報告１）によると 0.4％と極めてまれである．
膵腺扁平上皮癌の発生機序としては，さまざま

な報告例があるが，依然として扁平上皮癌化の機
序は不明である４）．自験例も，検索しえたかぎりで
は腺癌成分を認めず，腫瘍細胞と膵組織は相接し
ている部位は認められるものの，移行している所
見は認めなかった．そのため自験例での腺扁平上
皮癌の発生機序は不明であるが，当初は腺扁平上
皮癌として発生し，腫瘍の増大とともに，扁平上
皮癌成分が多くなり（扁平上皮癌の増殖能が高い
などの理由が想定可能５）），現状に至ったのではな
いか，と推測している．
画像検査所見については，一般に通常の膵管癌

A
B

C D
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Table 1 List of squamous cell carcinoma of the pancreas hitherto reported

OutcomeTreatmentSize
（cm）LocationSymptomsRaceSexAgeYearReference

Alive at 
9months

Laparotomy
（no resection）

13headAbdominal mass,
Pain, Weight loss

NDF331992Beyer11）

Alive at
7months

Laparotomy
（no resection），
Radiation

5bodyPainNDF691994Koduri12）

Alive at 
8months

Distal pancreatomy,
cholecystectomy

4bodyPain, weight loss,
DM

NDF681999Bralet13）

Alive at 
16months

Distal pancreatomy,
total gastrectomy,
partial colectomy

8body,
 tail

Tarry stool,
Fever,
Fatigue, DM

JM622001Minami10）

Alive at 
35months

Distal pancreatomy,
partial gastrectomy

8tailAbdominal painJF502004Koshiishi4）

Alive at
6months

Distal pancreatomy,
splenectomy,
adrenalectomy,
partial gastrectomy

13tailBack pain,
Weight loss

WM562005Hilary14）

Alive at 
37months

Distal pancreatomy,
splenectomy,
partial gastrectomy

10tailBack pain,
Abdominal pain

JF57The present 
case

ND，not described；DM，diabetes mellitus；B，black；W，white；H，hispanic；J，japanese

と比較して血管造生が豊富なことと，腫瘍内の中
心壊死に伴う囊胞状変化が特徴とされている．
Charbit らは扁平上皮癌の doubling time が約 80
日であり，腺癌の 1�2 であると報告しており５），こ
のため扁平上皮優位の腫瘍では，血管新生が追い
つかずに中心部が壊死に陥る，あるいは角化傾向
を有するため組織間隙が広くなることが囊胞形成
の成因となるとされている６）．自験例でも，明瞭な
角化を伴う扁平上皮癌が認められ，病変中央近傍
では囊胞状の空洞を形成していた．
また，中辻らはこれまで本邦報告例を検討し，

造影CT，血管造影検査にて腫瘍の造影効果が認
められる頻度はそれぞれ 54％，39％であったと報
告している７）．血管造生が豊富な点に関しては，池
井らは扁平上皮癌成分が造影効果を示すものと推
察している８）．自験例でも造影CT所見で，腫瘍の
辺縁が造影効果を認めていた．
膵腺扁平上皮癌では糖尿病合併の頻度が高いと

報告されており９），これはランゲルハンス島への浸
潤傾向が強いことが原因とされている．自験例で
も受診時，すでに耐糖能異常を認めていた．
膵扁平上皮癌の治療方針は基本的には外科的切

除が第 1選択とされているが，予後は通常型膵管
癌よりもさらに不良である．平均生存期間は試験

開腹や姑息手術で 1.6 か月，切除手術症例でも 1
年生存率 22.2％とされている９）．しかし，切除率は
84％と膵癌全体の 39.4％に比較してはるかに高
値である．中辻らはこの理由として，通常型膵管
癌が門脈や動脈など主要血管への高度浸潤が多
く，他臓器浸潤も広範囲に及ぶなど非切除因子が
多いのに対し，膵腺扁平上皮癌では腫瘍径が大き
くとも門脈や脾静脈などの血管への浸潤が少なく
膨張性発育形態を呈するためと解析している．ま
た，切除率が高率であるのに予後が悪いことは扁
平上皮癌の doubling time が腺癌の 1�2 であり扁
平上皮癌成分の増殖が早いためと推測されてい
る７）．自験例でも胃，脾臓の他臓器浸潤を認めたが，
ともに合併切除が可能であった．
今回，医学中央雑誌，PubMed およびMED-

LINE で，1934 年から 2008 年まで「pure squa-
mous cell carcinoma」，「pancreatic cancer」を key
word に膵原発で腺癌成分を含まない扁平上皮癌
の文献的報告例を検索したところ，33 例の報告を
認めた．さらにこの報告例の中で 6か月以上の生
存が得られている報告例は 6例であった（Table
1）４）１０）～１４）．これら報告例に自験例を含めた 7例で，
男性が 2例，女性が 5例であった．平均年齢は 56.4
歳で，初発症状は腹痛，背部痛，食欲不振，体重
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減少，黄疸などで通常型膵癌と同様であった．発
生部位は頭部が 1例で，体尾部が 6例であった．
予後に関しては，自験例を含めて根治手術が施行
された 5例は全例生存中であった．また，先ほど
の 33 例で切除不能であった 20 例の平均生存期間
は 3.08 か月であった．以上から，膵原発の扁平上
皮癌は予後が極めて不良であるが，根治手術が可
能であれは予後の改善が期待できるといえる．自
験例は術後 37 か月無再発生存中であり，他の報告
例と比較して最も予後が得られている．理由とし
ては，腫瘍の主要脈管の浸潤が軽度であり，脾臓，
胃壁と他臓器浸潤を認めた臓器を，一塊として，
剥離断端陰性状態で切除しえたためと推測され
る．
後療法に関してはさまざまな報告例が散見され

るが，腺扁平上皮癌の中には切除後 2年 10 か月で
再発を認め，化学療法（CDDP：30mg�body，5-
FU：500mg�body）と後腹膜リンパ節に 44Gy の
放射線療法，肝転移巣に肝動注リザーバーより 5-
FU：500mg�body の投与を行い，6年 6か月の長
期生存を得た報告もある１５）．
膵原発の扁平上皮癌の報告例は非常に少ない

が，特徴的な画像検査所見をふまえ少しでも早期
に発見することが増殖速度の速い膵扁平上皮癌に
はより重要と考えられる．また，後療法の選択に
関しても症例の蓄積が必要と考えられた．
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Squamous Cell Carcinoma of the Pancreas with a Long-Term Disease-Free Postoperative Follow-Up：
A Case Report and a Review of Literatures

Ryoichi Miyamoto, Masanori Koizumi, Toru Terashima, Koichi Kozaki,
Kenji Yuzawa, Takashi Yamaguchi１）, Haruo Ohtani２）and Hamaichi Ueki

Department of Surgery, Department of Gastroenterology１）and Department of Pathology２）,
Mito Medical Center, National Hospital Organization

A 57-year-old Japanese woman complained back- and upper left abdominal pain. Computed tomography（CT）
analysis revealed an pancreatic tail cancer, 10cm in diameter, with direct invasion into the spleen and gastric
wall. A peri-splenic abscess was formed. The patient underwent distal pancreatectomy, splenectomy, and par-
tial gastrectomy. Pathological analysis with multiple samplings revealed that the tumor was pure squamous
cell carcinoma with a marked central degeneration�necrosis. Postoperative whole-body examination showed
no other primary tumors, indicating that the tumor was not a metastatic focus from other organs. After un-
dergoing one course of postoperative chemotherapy, this was ceased due to adverse side effects. The patient
remains alive without recurrence or distant metastasis 3 years and 1 month after the surgery. Pancreatic
squamous cell carcinoma is an extremely rare subtype of pancreatic cancer of ductal origin, with a usually dis-
mal prognosis. Our case is typical in its radiological and pathological findings. Despite its advanced stage, the
patient showed a long-term disease-free follow-up. In this sense, the present case is important for clarifying
the biological significance of pancreatic squamous cell carcinoma.
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