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要 旨

症例は45歳男性.健診の腹部エコ-で左上腹部腫癌を指摘され,近医を受診し,輝尾部腫癌

の診断で当村紹介入院となった.CT,MRI検査で聯 solid-pseudopapinaryttlmOr(以下,SFr)

の診断で,牌合併牌体尾部切除術を施行した,腫癌創面は自色調の充実性部分と嚢胞性部分を

認め,車脂性部分には出血壊死を認めた.組織学的には充実性部分と血管を軸とした偽乳頭構

造で構成されており,SPTに合致する所見であった.周囲脂肪組織への浸潤を認め,組織学的に

はmalignantpotentialを有する腺癌と考えられた.免疫組織化学検査ではCDIO,CD56,NSE,

Vimentin,aま-antitrypsin,ChromograninAが陽性であり,多方向に分化を示す腺癌と考えら

れた.

輝 SPTは若年女性に好発することが知られているが,近年男性例の報告も散見される.腸嚢

胞性腫癌の鑑別診断の際には本疾患は男性にも発症しうることを念頭に置くべきである.本疾

患は術後再発や原病死がまれなことから低悪性度腫癌の位置づげであり,治療の原則は外科切

除である.
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図星 腹部CT検査

(A)単純 CT検査で聯尾部に長径 78mm太の低濃度腫癌 (朱印)を認めた 内部に高

濃度城を認め,出血や石灰化が疑われた,

摘)造影 CT早期相で充実性部分 (矢印)は早期から良好に造影された

くC)造影 CT晩期相で充実性部分 (矢印)は晩期相まで造影効果が持続 していた.

は じ め に

騨 solid-pseudopapillarytumor(以下乎SFT)

は若年女性に好発する低悪性度の腺癌として知ら

れている.以前は男性例はまれとされていたが,

近年男性例の報告 も散見 され SFr全体の 100/a

程度 を占めるとす る報告 もみ られ る 1).今回,

我々は膵SFrの成人男性例を経験 したので報告

する.

症 例

患者 :45歳,男性

主訴 :特になし

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 :2007年 6月,健診の腹部エコー検査

で左上腹部腫癌を指摘 され 近医を受診 した.腹

部 CT検査で輝尾部に7cm太の腺癌を指摘 され,

精査加療目的に当科紹介入院となった.

Å院時現疲 :身長 ま79cm,体重 70kg,血圧

124/80mmHg,脈拍 66回/分,壁,体温36.8℃.

腹部は平坦,軟で腫癌は触知せず,圧痛 も認めな

かった 体表のリンパ節は触如 しなかった.

入院時血液検査所見 :血算 ･生化学検査で異常

は認めなかった.腺癌マーカーは血清 CEA値

2.1mg/ml,血清 CA19-9億 18U/mlといずれも正

常範囲内であった.

腹部 CT検査所見 :単純 CTで輝尾部に長径

78mm大の低濃度腫癖を認めた く図1A).催癌内

部に高濃度域を認め,出血または石灰化の存在が

疑われた.造影 CTでは腺癌内に嚢胞性部分と充

実性部分を認め,充実性部分は早期から良好に造

影され (図1B),晩期相まで造影効果が持続 して

いた く図IC).

腹部 MRI検査所見 :単純 CTでみ られた高濃
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図2 腹部MRI検査

単純 CTでみられた高濃度域は (A)Tl強調画像で高信号 (矢印)杏,

(B)T2強調画像で低信号を星し,出血と考えられた.

度域はTl強調画像 (図2A)で高信号,T2強調

画像 (図 2B)で低信号を呈 し,出血 と考えられ

た.CT,MRI検査で腫癌内に石灰化は認めなかっ

た.

以上 より,贋 SPTの診断で開腹手術 を施行 し

た.

手術所見 :肝転移,輝所属 リンパ節転移,腹膜

播種は認めなかった.腫癌は輝尾部に限局 してお

り,牌合併解体尾部切除術を施行 した.

切除標本 :9.5cm〉く8.0cm〉く6.5cm大の弾性

硬の腫癌であった.劉面では自色調の充実性部分

と嚢胞性部分を認めた.嚢胞性部分には出血壊死

を認めた.

病理組織学的検査所見 :比較的′j､-中型,円形

-卵円形の腺癌細胞からなる充実性部分 (図 3A)

と血管を軸にした偽乳頭構造 (図3B)で構成 され

ておりサ輝SPTに合致す る所見であった.周囲

脂肪組織への浸潤橡 (図 3C)を認めたことか

45Lr:1

ら,組織学的にはmal短nantpotentialを有す る腫

癌であると考 えられた,免疫組織化学検査では

CDIO,CD56,NSE,Vimentim, α1-antitrypsin,

ChromograninAが陽性であり多方向に分化 を示

す腫癌と考えられた.Ki-67は散在性にみられる

のみで,細胞増殖能は低 いと考 えられた.また,

細胞接着因子であるβ-cateninは大多数の細胞に

おいて横内異常集積を認めた.上皮系のマ-カ-

(CK7,CK19)は陰性であった.リンパ節転移は

陰性であった.

術後経過 :術後経過は良好で 18病 日に退院 と

なった.現在,術後 6か月経過 し再発は認めてい

ない.

考 察

牌 SFrは若年女性に多くみ られる比較的まれ

な腺癌である.1959年に Frantz2)によって初め
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図3 病理組織学的検査所見

(A)腺癌細胞が充実性に増殖し,細胞異型が高度な雅癌細胞も認めた (HE染色×300).

(B)間質は毛細血管性であり,出血部の腺癌細胞は血管を軸とした偽乳頭構造を望していた (HE染色×

300).

(C)周囲脂肪組織への浸潤像を認めた (HE染色×100).

て報告 され,氾軸pelら3)により疾患概念がまと

められた.古 くはFrantztumorと呼ばれ 肉眼的

な形 態 か ら solidcysもictumor,papillarycystic

tumorなどと呼ばれてきたが,現行の肺癌取扱い

規約 (第 5版)4)では組織学的な形態を反映 して

SFrと統一 されている.近年,嚢胞性部分を伴わ

ない報告例が増えてきており5ト 8),それ らも含

めた適切な呼称と考えられる.

輝SPTの特徴的な画像所見は境界明瞭で月琴実

質から突出するように発育 し,充実性部分を伴 う

嚢胞性腫癌 として描出される9)10).充実性部分は

vascularityが乏 しいこともあるが,CTで造影 さ

れ晩期相 まで造影効栄を認めることもある6)7)10)

嚢胞成分は腺癌内の出血,壊死による退行性変化

によるものとされる9)輔.輝仮性嚢晩 牌内分泌

魔境,他の肺嚢胞性腺癌との鑑別が困難なことも

あり9)腑 ,嚢胞性部分の質的診断にはMRJが有

問である7)10)

牌SPTは厚い線維性被膜 を有する境界明瞭な

腺癌で,充実性部分と嚢胞使部分が共存する.組

織学的には小型から中型の好酸性細胞からなる充

実傍聴壕で間質は毛細血管性であり,出血部には

血管を軸とした偽乳頭構造が目立つ 9)10).免痩絶

織化学検査ではα1-antitrypsinとNSEが陽性と

なる頻度が高 く1)6),自験例でも両者とも陽性で

あった.内分泌や外分泌細胞の双方へ分化 しうる

premordialcell由来 とする説が有力とされている

が 11),直接的な証明はされてなく肺癌取扱い規

約では分化方向の不明な上皮性腺癌として分類 さ

れている4).

輝SFrの大部分は良性腫癌であるが,悪性例の

報告 もある.悪性例の頻度は報告によって 8.5-

33.3%とばらつきがある 7㌧ 初回手術時における

肝転移,リンパ節転移の頻度は各々2.3%,1.7%

と比較的 まれである l).肝転移などの遠隔転移,

リンパ節転移は明らかな悪性を示唆する所見であ

るが,それらに加え組織学的に神経周囲浸潤,派

管授襲,周囲組織への浸潤を認めるものを悪性と

高 く,ばらつきがある-=--因と考えられる.自験例
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でも周囲脂肪組織へ浸潤 を認め,組織学的には

malignantpotentialを有する腺癌 と考 えられ,術

後の憤重な経過観察が必要と考えられる.

一般的に輝 SfyTに対する化学療法や放射線療

法は確立されておらず,治療の原則は外科切除で

ある 1)3).輝 SfYrは低悪性度腫癌の位置づげであ

り,術後再発は少なく予後は良好である.吉岡ら1)

の輝 SPTの本邦報告例 302例の集計では,術後再

発例は 16例 (5.3%)であり,術後無再発期間の

中央値 は 63.5か用 (24- 600か月)であった.

また,再発部位は肝 10例 (3.3%),原発部 3例

(1.0%),腹腔内 2例 (0.7%)であり,リンパ節

再発は 1例 (0,3%)のみであった 1).初回手術

時におけるリンパ節転移の頻度は低 く,術後の リ

ンパ節再発もまれであることを考慮すると,予防

的な系統的 リンパ節郭酒を行う意義はなく,魔境

の完全摘出により症例の 95%は根治を期待でき

ると考えられる12)

結 語

成人男性に発生 した輝 spTの 1例を経験 した.

輝嚢胞性腺癌の鑑別診断の際には本疾患は男性に

も発症 しうることを念頭に置くべきである.本疾

患は術後再発や原病死がまれなことから低悪性度

腺癌の位置づけであり,治療の原則は外科切除で

ある.

参 考 文 献

1)吉岡正智,江上 格,前田昭太郎,片山博徳,松

田健,内田英二,秋丸楓膚,田尻 準,田中宣威,

恩田昌彦 :輝solid-pseudopapillarytumorの臨

床病理学的特徴と外科的治療-本邦報告302例

と自験例 6例について-.胆と碑 22:42-52,

2001.

2)FrantEVK:TtlmOrSOfthepancreas.Atlasof

tumorpathology,27133,AFIP,Washington

DC,pp27-33,1959.

3)氾appelG,MorohoshiT,JohnHD,Oehmichen

W,OpitzA,AngelkortA,LietzHandRuckertK二

Solidandcysticacinarcelltumorofthepancreas.

舶7

AtumorinyoungwomenwitllfこIVOtll･ablepT･ogn0-

5豆S.VirchowArchPathoIAnat392:且7巨 ま83,

198ま.

4)日本膵臓学会編 :牌臓癌取扱い規約.第 5版,

金原拍版,東京,2002.

5)宮田英樹,桑原健--A,杉山昏一部,飯星知博,芹

川正浩,小林腎惣,野間文次軌 岩佐雅英 斎

宏,佐々木民人,村上義昭,茶山…-彰 :高年男性

に発症 した嚢胞成 分 を認 め ない solid-

pseudopap豆11aryttlmOr(SPT)の ま例.日消外会

誌 103:ま288-1295,2006.

6)田辺大朗,中野正啓,近藤圭一軌 野田健治 :極

めて緩徐に発育した充実性輝Solid-pseudopap-

illarytumorの 1例.胆と酵 28:673-677,2007.

7)梶原正俊,木下 平,小西 太,中郡聡夫,高橋

進一邸,後藤田直入,小嶋基寛,長谷部革袴 :悪

性輝 soiid-pseudopapillarytumoTの 1男性例.

輝臓 22:74-80,2007.

8)Uchimi K,FujitaN,NodaY,KobayashiG,

K孟muTaK,MatsunagaA,YukiT,NomuraM,Sato

T,王shidaK,SenoS,ItoK,Okubo紘,SuzukiT,

HirosawaD,Sugawar,aT,HoraguchiI,Tadarr

andTakazawa0:solidcystictumorofthepan-

ereas:reportofsixcasesandareviewofthe

Japaneseliterature.JGastroentero137:972-980,

2002.

9)伴 憧-,漕水道生 :慢性仮性嚢胞と重拍性輝

腺癌の鑑別一病理診断から-.胆と輝 27:927-

934,2006.

10)小林 剛,藤田庭草,野田 裕,伊藤 啓,洞口

淳,高揮 磨,尾花貴志,遠藤琢朗,中原-育 :

慢性屠琴仮性嚢胞と酵嚢胞煙塵壕の鑑別診断一画

像診断から-.胆と輝 27:917-926,2006.

ll)MatsunouH,KonishiF:PapiliaTy -CySticneO-

がasmofthepancreas:aclinicopathologlCStudy

coneerningthettmoragingandmalignancyof

ninecases.Cancer65:283-291,1990.

12)渡辺一輝,窪田 徹,久保田香,上田倫夫,三滴

靖彦,遠藤 格,渡骨伸治,嶋田 総,佐々木

毅 :成人男性にみられた聯臓のsolidpseudopap-

illarytumorの 1例.日消外会誌 39:347-351,

2006.

(平成20年 1月28日受付)


