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播種性骨髄癌症により急激な経過をたどった

上行結腸癌の 1例

清水孝王　千田匡

三条総合病院外科

A case of Carcinoma of the Ascending Colon with Rapid Progression Suggesting 

Disseminated Carecinomatosis of the Bone Marrow

Takao SHIMIZU and Tadasu CHIDA

SanjoGeneralHospl'tBISuTgeV

要 旨

消化器癌の転移様式のなかで骨髄癌症は稀であり,なかでも大腸癌を原発とした播種性骨髄

癌症の報告例は少ない.今回われわれは肝転移 ･肺転移を伴わない上行結腸癌で,診断時には

すでにDICを伴っていた 骨シンチにて多発骨転移を認め,また骨髄穿刺にて骨髄病症と診断

されたが,急激な転婦で死亡した1例を経験したので,文献的考察を加えて報告する.

症例は65歳の男性,2ケ月程前から腰痛があり,整形外科にて治療を受けていた.5剛 二入り

39度の熱発が続くため,精査目的に当院消化器内科に入院した.入院時検査にて,軽度の貧血

を認めたが,血小板減少は認めていなかった.

入院後の大腸内視鏡検査にて,上行結腸に金閣性の2型進行癌を認めた.CT上,肝転移 ･肺

転移は認めなった.腰痛が続いていたため,骨シンチ ･MRIを施行したところ,多党骨転移を

認めた.6月に入り,手術目的に外科に転科となったが,連日熟発がつづき,血液検査上,DI仁

の所見を認めたため,胸骨より骨髄穿刺 を施行したところ,骨髄癌症の診断となった.DIC治療

の効果もなく,DICは改着せず,6月末日に死亡した.今回の症例経験より,消化管原発の播種

性骨髄癌症は,DIC発症以前に発見し,治療することが重要であると考えられた.

キ-ワ-ド:播種性骨髄癌症 (Disseminatedcarcinomatosisofthebonemarrow),進行大腸

癌,Disseminatedintravascularcoagulationsyndrome(DI仁),Mkroangiopathic

hemolyticanemia(MHA)

緒 呂

消化管癌の骨髄転移は稀であるが,その中に播

種性血管内凝固症候群 (disseminatedintravascu-
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lapCoagulationsyndrome;以下,DIC)を発症 し

て,急激な転帰をたどる播種性骨髄病症という稀

な病態がある.今回,われわれは大腸癌からの播

種性骨髄癌症の 1例を経験 したので,文献的考察
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図 1 腹部 C1'

上行結腸壁に限局性の肥厚を認めた.近傍に

リンパ節腫太あり.肝転移 .肺転移なし.

を加えて登告する.

症 例

患者 :65歳,男性.

主訴 :腰痛 ･熱発 ･食欲低下.

既往歴 :特記すべきことなし

家族歴 :特記すべきことなし.

現病歴 :2008年4月ころから,腰痛があり,近

くの整形外科を受診して,治療を受けていたが改

尊しなかった.2008年 5月に入り,食欲低下あり

と39℃の熱発を来たしたため,当院消化器内科

に入院.腹部 CT上,上行結腸に腺癌を認めたた

め,太腸内視鏡検査を施行したところ,上行結腸

に金周性の 2型進行癌<中分化腺癌 ･低分化腺

癌>を認めた.また,以前から腰痛を訴えていた

ため,骨シンチ ･MRlを施行したところ,多発骨

転移も認められた.

入院時現症 :眼険結膜は軽度の貧血様,黄痕は

なし.腹部は平坦 ･軟で腺癌を触如 しなかった.

血液 ･生化学検査,白血球 9550/ul,赤 血球

284冗 104/ul,Hb9,0g/dl血小板 25.9× 104/ul.

またALP574IU/1,LDH942IU/1と異常高値だっ

た.

腰痛 マーカー :〔EA16.9ng/ml,CA19-916.0

tJ/I.

図2 内視鏡検査

上行結腸に狭窄像と粘膜不正像を認めた.同

部の組織検査から,車分化 ･低分化型腺癌が認

められた.

各種培養検査 :動脈血培養 ;陰性,尿培養 ;陰性.

骨髄液培養 ;陰性.

腹部 CT ∴上行結腸壁に限局性の肥厚を認め

た.近傍にリンパ節腫大あり,肝転移 ･肺転移な

し (図 1上

内視鏡検査 ∴L行結腸に狭窄像と粘膜不正像を

認めた.同部の組織検査から,中分化 ･低分化型

腺癌が認められた (図2).

骨シンチグラム :99TcIMDP10mC主を静注 し

て掘影.躯幹骨を中心に強い集積を認める-方で,

四肢.軌 腎臓への集積が低 下したsuperbonescan

と呼ばれる像を望 した.胸椎 ･腰椎 ･仙骨 ･胸

骨 ･肋骨に異常集積が多発している (図3).

MRI:Tl強調画像にてlowintensity,T2強調

画像にてhighintensityの腰椎を中心としたびま

ん性の転移性腺癌が認められる,Tll莞強調画像

ともにびまん性の低輝度変化を多椎体にわたり認

めた.Th12椎体の後方への膨隆,および左椎弓根

から椎弓左側に広がる腫癌あり.転移性骨腫癌と

診断された (図4).6月に入り,上行結腸癌の切

除目的に外科転科となったが,連日39oCの熱発

が続いていた.そこで,各種培養検査など施行し
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図3 骨シンチグラム

上 :全身 下 :抱月棄権

99Tc-MopIOmCiを静注 して撮影.躯幹骨を中心に強い集積を認める-方で,四肢

骨,腎臓への集積が低下 した superbonescanと呼ばれる像を里 した,胸椎 ･腰椎 ･仙

骨 ･胸骨 ･肋骨に異常集積が多発 している.
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図4 MRI

A :Tl画像 B:T2画像 C :tm F-SAT画像

Tl強調画像にてlowintensity,T2強調画像にてhighintensityの腰椎を中心としたびまん性の転移

性腺癌が認められる.TIT2強調画像ともにびまん性の低輝度変化を多椎体にわたり認めた.Th12椎

体の後方への膨隆,および左椎弓根から椎弓左側に広がる膿疲あり.転移性骨腫癌と診断された.

たがいずれも陰性だった.血液検査上,DICの所 6月末日に死亡した.

鬼を認めたため,胸骨から骨髄穿刺を施行したと

ころ,adenocarcinomaを認め,播種性骨髄癌症と 考 察

診断された (図 5).その後も,熱発改善せず,血
小板減少からDICを併発.発症後,約3ケ月後の 1936年Jarchoま)は国の硬癌を主とするびまん
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図 5 骨髄組織所見

A :骨髄組織所見 (弱拡大) B :骨髄組織所見 (強拡大) C:抹消血内の腫癌細胞 (HEXIOO)

骨髄穿刺にて粘液に浮遊 した准癌細胞 (adenocarcinoma)を認める (HE冗IOO上 播種性骨髄癌症

と診断された.

性浸潤型の癌に,しばしば広範なびまん性骨髄転

移,貧血,血小板減少および出血傾向を合併しや

すいことを指摘 し,これらの癌をdifhselyin五1-

trativeearcinomaと命名した.この概念に対応す

るものとして本邦では,1970年に西岡ら2),1979

年に林ら3),1982年に辻ら4)によって提唱され,

定義としては,<原発巣の如何を問わず骨髄を中

心とする広範か )ンパ性,血行性転移によるび漫

性臓器浸潤 とMHAまたはDICを合併する病

態>とされている.特徴としては,比較的若年層

(30- 50歳台)に多く了性差は明らかではない.

また臨床症状では,<1>貧血<2>腰背部痛

<3>出血傾向 (DICand/orMHA)が3主徴と

言われており,林らによれば出現率はそれぞれ

85%,67.50/0,65%であった.臨床所見では

1eukoerythroblastosis,ALPおよびLDH活性の著

明な上昇を伴 うとされているが,はじめから

1eukoerythroblastosisを認める症例は少なく,質

血や血小板減少などの異常のほうがより高率に認

められるとの報告もある5).また80%以上の症

例では,ALP,LDHの異常高値が認められていた.

本症例もその報告と一致していた

骨髄癌症の原発巣としては,90%以上が胃癌で

あり,組織型は印環細胞癌が最も多く,次いで低

分化腺癌,ムチン産生性となっている.大腸癌の

報告例は焼く25例程で少ない 6ト 20).骨髄病症
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において DICや MHAはほぼ必発するとされて

おり,死因はDICによる出血死が多く,平均生存

率は2-3ケ月と非常に予後は悪い.その原因に

ついては,癌細胞で産生されるムチンがprocoag-

ulantとして,組織 トロンボプラスチン様作用を

もち,小血管内で凝固を来たして DICを発症 し,

さらにそれに基づいて腫癌細胞周囲,その他の血

管壁に付着 したフィブリン網により,微小循環が

部分的に閉塞 され ここを赤血球が通過する際に

障害 を受け fragmentationを惹起 し,M壬iAを発

症,両者が相まって重篤な出血を起こすと考えら

れている8).骨髄への転移経路については,血行

性経絡が主体であり,この疾患概念は胃び漫性癌

の胃壁外進展様式であると考えられている3机 )

播種性骨髄癌症に合併 したDICは合成蛋白分解

酵素阻害剤やヘパリンなどの抗凝固療法を行って

も治療成績は不良であり8),固形癌の原発巣に対

する化学療法を施行することが DICの改善なら

びに播種性骨髄窺 症 の 予後においても重要である

と報告 されている9)10)が,ほとんどの報告例で

は,DIC症状を里してからの診断治療であり,抗

癌剤治療を試みても,一時的なDIC症状の軽減に

とどまり,延命効果は 1-2ケ月程 しかなく,予

後は非常に悪かった.そこで,DIC発症以前であ

れば,強力な抗癌剤治療も選択でき,延命効果も

期待できることから,早期診断の重要性は常に問

われていた.が,実際に一般診療において,比較

的若年者の腰痛に対するアプロ-チでは,転移性

骨腺癌を鑑別診断に挙げることは少なく,対症療

法のみにとどまることが多いのが現状である. そ

こで少なくとも,血液検査を施行して,貧血 ･血

小板減少などの所見があれば,転移の可能性も念

頭において,さらに検査を進めていく必要がある

と考える.

本症例は対症療法のみであったが,今後の課題

として,早期に骨髄癌症の診断を導き,化学療法

を施行できるように考えていきたい.

結 語

播種性骨髄癌症と診断 し得た症例を経験 した.

貧血 ･血小板減少 ･leukoerymroblastosisが診断

の手がかりとなるが,はじめから望さない場合も

あり,原因不明の DICや MHAを認めた場合に

は,癌の骨髄浸潤を念頭におき,原発化学療法の

施行が必要であると思われた.
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