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This paper describes a rare case of pancreatic endocrine tumor considered as

somatostatinoma. A 56-year-old male, had uncontrolled diabetes mellitus that was treated

with humuiin-N. An abdominal CT scan that was done to detect the origin of the diabetes

mellitus showed a low density tumor, 4x5 cm in size, with strongly enhanced margins,

at the pancreas tail. An ERCP study showed a defect in the pancreas field, and celiac

arterial angiography revealed a hypervascular tumor. The serum somatostatin level was

elevated (74.3 pg/ml). The somatostatin level of the splenic vein, which was taken
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intraoperativly,hadalligh 一iter(276.9pg.･･.′ml上 Followingadiagnosisofpancreaticendocrine

tumor,andpancreatictailresectionandsplenectomy,thepathologicalspecimenshowed

nomalignanttumorchanges;immunohistol()gicalstainingdemonstratedsomatostatinpositive

ceusin thetum ormargin. Thepostoperativecourse w as exceuent.andthediabetesmellitus

impr()ヽJed.

Keywords:somatostatill,SOmatOStatinoma,pancreas,diatだteSmellitus,hormone-producing

tunl()r

･ノて トス')ナン.リマ 卜liJj+ノーて,糖尿病.内分泌腫壕

1. は じ め に

陣内分泌陸揚は,免疫組織化学的染色法の発達により

数多く報告されるようになってきた3､.その中でも.揮

は.未治療の糖尿病患者に発見されたソて トス')チ′l

マと考えられる鰐内分泌鹿癖を経験 したので報告する.

2.症 例

患者 :56歳,男性.

主訴 :咲,口渇感.

既往歴 :入院の8年前に糖尿病を指摘されていたが放

置していた.8カ月前に近医にて腸閉塞症t')診断で保存

的治療を受けた,また,白内障にて治療中であった.

現病歴 :1989年9月10日頃よi)咳とL二]渇感が出現 し

RBC 402×10̀

Hb 12.4 9.ノdl
Ht 38.9 %
WBC 10800 .･/jJl
plt 50.5×10°

TP 6.5 9･･,dl
GOT 10 lUI

GPT 10 1U/I
ALP 212 1U:l
LDH 209 lU/r

BUN 5m9/dl
Cre O･9m9/dl
AMY 46 lU/I

TB O･2m9/dl
Na 134mEq/F
K 3.0mEq/i

CI 90mEq:/I

た.同月27[=こ当院内科を受診 し.胸部レントゲン検査

にて肺炎を指摘され入院となった.

入院時現症 :身長 163.4cm.体重 45.5kg.舌が乾

燥 していたが貧血,黄垣.皮診および腹部腫噂は認めな

かった.

入院時検査 :(Table1)白血球の増加 (10800),CRP

の上昇 (6+)および血沈の先進を認め強い炎症所見の

存在が疑われた. また. 血糖.HbAlおよび HbAIC

が上昇し糖尿病を認めた.腫壕て-jJ｣ ま,CEA が 8.6

ng./mlおよび SLXが 45U/mlと上昇 していた.莱

梢血の血中ホ′レモンは, ソて トス夕子ソが 74.3pg,:'ml

と上昇 しC-ペプチドが低値を示した.糖尿病は,-日

i･こヒューてりンN24単位以上使用するも炎症所見がおさ

まった手術直前までコントロール不良の状態であった.

上腹部 C1'検査 :糖尿病の基礎疾患精査のため施行

Tablel 入院時検査所見

I,lborく1tOry i.P.d;ngs

F'e 36 /L9:dl
Ca 8･6 m9了■dl
CRP 6+

ESF7 128/132

B.S. 359 m9,I:dI
HbA, 19.1 %

HbA,⊂ 13.4 %

TUMOR MARKER

CEA 8.6 n

(2.5)

CA19-9 13 U.ml

SLX 45 ∪_ml

HORMONS

totalglucago= 367 p9.f/ml
(320-430)

panc･glucagn 95 p9ml
(40-140)

inSurin 5.6FLUmF
(3-15)

somatostatln 74･3 p9.､ml
(8-18.6)

VIP 5･O p9/mt
( 一oo)

sec｢etrn 95 p9..･:ml
(60-120)

gast｢爪 127･3 p9.::mI
(30-150)

ト P e P tlde 0･ア n9/ml
札5-3.5)
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5.0×4.0cm の内部に低吸収領域 をともなう境 界鮮Fi.T3

な球形の腫癌を認めた.また.enhanced(Trにて LFlg.

1下段)腫噂の辺縁が強 く造早まされた.腫癒し叫二心 は造

影されず中心壊死が考えられた.肝や りンべ節へL7)転移

は認めなかった.

ERCI-)検査 :肺尾部で主搾管が下方に偏位 し失鞘に

示す部位に肺野欠損を認九㌔た けigr.21.

腹陛動脈造影 :動脈相にて (Fig.3-A)尾騨動脈 よ

陸幕を認めた.静脈相では (Fig.:トt11同部位に造頃Z

剤の貯留を認めた.

CT および血管造替狛 結果より押内分泌瞳壕 と診断し

た.5cm 以上と大きく.CT iこて･.巨L､壊死が考え～㌦れ

悪性が疑われた卜.

手術 :平成 1年11F]7日,肝尾部切除.肺臓摘出およ

び肝癌取扱規約J2､にもとす き lく1し')りンべ節脈清術を

施行 した.同規約によ拙 f.術中所見は Il.'r3､S(･),lくpl.

Ⅰ〕O,Ho,N(-上 StaLlem であ-つた.

切除標本 :(fig.41.輝尾部に捌 菜に揮わ,1豆二5.()XLl.5

cm の球形の腫癌を認めた.

病理組織学的所見 :H-E染色にて (..Fig.5-A)陣場

は,楕円形L7)核と弱好酸性の広い細胞智を持-/'二)瞳鳴細胞

かL.1構成 さかていた.瞳壕細胞は充実性ない し策状に配

列 し中等度の細胞異型を認めた.間押組織-dr)浸潤.派

管侵襲及び リンパ節転移は認められず明らかな悪性所見

はなかった.

Fit, .1 上脂部 C'r

L僅:I)tこIi11(､T では肝軍部に低濃度L/Tl膝

感を認める.

卜僅:IllJIlh;mc(､d(11で.は腫海辺練は強

く造影 され,内部は低濃度で不均-であ

り中心壊死が疑われる,

Fig.2ERCP
主挿管は下方に圧排偏位 しており肝尾部に矢印で示した坪野

欠損を認める.



免疫組織学的染色 :本睦場内では､′--,･卜くトf-ン陽性

細胞が巌も多く.特Cこ睦東通綾部で瀞慢性に認め-IFこげig.

5-Bl.)とLT)はか. ゲJLカゴン陽性細胞およこド(ソーくり

Fig.3 脂腔動脈造息';

L段:動脈相で hyt)L､r＼･こtSeLllこIl-左睡鳩を

示す.

f:段:門脈相では瞳噛郡に遣軒別が poolillg

する.
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ン陽性細胞が巣状iこ小数認めLA)わた.

lfILr車ホJLモン濃度 :免疫組織学的に染色されたホ′Lモ

ジうちソマ トスタチソのみが術前菜摘静脈血及び術中聯

切除前碑静陳血中にて高値を示した (Table2).

術後経過 :手術後,糖尿病は軽快し経rl糖尿病薬 (I/

十二-IL2.5mg)1T にてこlントロ--′しさ1-1た.経過

良好にて術後18日臼に退院 した.退院後の検査にても Hl⊃Al

及び HbAIcはほほ_i.E常値とな()糖尿病は軽快 した.

しかし,血中 ソマ トスタチソ濃度は手術後減少をみてい

ない (Table2上 現在､生存中であり術後約 1午臼

考 察

､ノて トー(乍+ /-ては,1977年 I_tvssonによi)最初

の報告がなされ･lL.本粗では 1979年 KanekoH.Lt)31

例が報告 されている隼

原発臓器は十二指腸が最 も多 く鰐蟻原発のものは32例

と務であり,その中でも多 くが鰐頭部原発であり尾部原

発は少ないとされている隼

凍症例は,免疫組織学的に腫癌辺縁部の多 くの細胞の

細胞質がソマ トスタチソに染色された.そのほか, 揮 グ

ルカゴソとイソスリソも少数染色されたがこの率で末嫡

血の濃度が上昇 していたのはソマ トスタチンのみである.

さらをこ,静切除前の弾静脈血のソマ トスタチソが莱楠血

Fig.4 切除標本

肺尾部し71矢印にて囲まれた部位iこカー7L七′Lを持つ 5.Ox4･4cm
の楕円形の腰癖を認める.
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Fig.5 組織学的所見

上段:H-FJ染色 (×50)

臆壌細胞は楕円形の核と好酸性の細胞質を持つ.

下段:ソー-{トスケ.千ン1こよる免疫組織学的染色 (×40)

､Jて 卜1,LL-;T-ンにより細胞質が染色された細胞が涌慢性に見
l､).ttる.

に比べ高値を示 したことから陣場局在部での産性能が先

進 していたと思われる.以上より本症例は,いわゆる､′

マ トスタチノーマと考えられた. しかし,本症例は術後

もソマ トスタチンが高値を示 しており切除陸揚以外での

産 性 先 進 す な わ ち ,阜発 もしくは産性先進を起こす他疾

患CT)存在が疑われる.肺臓以外に高いソマ トスタチン血

症となる疾患としては,十二指腸,フ丁- クー乳頭およ

び線胆管等からの腫癌 も報告 されている5). しかし,寒

症例ではそれらの部位に別の腰癌は認められず,転移の

多い肝臓. 上腹部 リンパ節51にも術前,術後 ともに転



Table2 ホ′しモンと HbAl.HbAIcJl)術前術後C7)推移

St18tOStatin PancllLJCaEOn Ⅰnsulin HbAl HbAlc

正常鵡 8-18.6 40-140 3-15 5.1-7.I 3.9-5.4
(単位) (托/-1) (pt/Jl) (〟U′■1) (%) (%)

術前 74.3t==三三コ コ==三 95 5.9 19.1覇E3 ≡買冠を 13.4芸≡≡≡≡ヨ≡

術中仲 鰍血 276.9屑嬰買環岩男;;g;ミ買琴ヨ≡琴:== 129 13.2

輯捷3ヵ月目 167.1a 96 5.4 冒.旦ココ 8.9重態毘⊆;;:;｡;;≡;;

術後5ヵ月目 95.i 70 8.0 9.2費か讃罪乙 6.9声 望公望三五

(アンダーラインは高値を示す)

移および再発を認めていない. ソマ トスタチン過剰分泌

は甲状腺髄様癌,神経芽細胞腫,褐色細胞腫,肺癌など

に見られるとの報告 もあるが今回それらの存在は確認で

きなかった6). これらをふまえ今後,経過観察や,高 ソ

マ トスタチン血症の原因検索が必要と思われる.

ソマ トスタチソは,各種ホルモソを押倒 し多彩な症状

を示すとされる7).高値である時をこ現われる病態はソマ

ト-く乍チ ノーて症候群7､として報告 され そCT)症状 と

しては,糖尿病,脂肪便性 ~F軌 消化不全症,胆石症及

び低 胃酸疫 があるが8)奉症例では糖尿病と下痢を認め

た.糖尿病は.術後 HbAlおよび HbAIcがはば正常

化 しており鷹癌切除をこより改善 したと考えられる.下痢

は,水様性で術前より存在 し術後 も改善 しなかったこと

より本渡癌 との関係は考えに くい.

鰐内分泌腫鼻は,免疫組織学的をこ同一腫癌で複数のホ

ルモンが染色されることが多いことから1つのホルモン

名による症候群的名称は良 くないとJ)意見もある9㌧ 本

症例 も,免疫染色で ソマ トスタチソ, グルカゴソティソ

スリソ陽性細胞が腫癌内に認められたことから多ホルモ

ソ産性腫癌 と考えられる. しか し,1)末櫓血および牌

静脈血で ソマ トスタチンのみが高値であったこと,2)

ソマ トスタチン陽性細胞が灘慢性に見 られたことより,

最も高濃度のホルモン名を冠 したソマ トスタチノ-マと

考えられた.

15i

治療は,睦壕が 10mm 以上大 きくなると悪性し')もn

が 71,4%をこみ られ,悪性のもので も半数が被膜を持 っ

ていた等の報告があ り1)径の大 きな腰癌は悪性化を考え

て外科的切除の必要があると思われる.

本症例では,手術後 もソマ トスタチソが高値を示すこ

とより他疾患による上昇以外に原田として多発,過程.

再発の可能性 も考えられ今後 も憐墓に経過観察 してい く

ことが必要である.
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