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原発不明の印環細胞癌を含む粘液産生性腺癌の１例
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A 46‑year‑old woman was admitted to our hospital with abdominal discomfort.Chest computed tomography (CT)showed multiple nodules in both lung ﬁelds.Bronchoﬁberscopy was performed and adenocarcinoma
was conﬁrmed cytologically.Biopsy of a cervical lymph node revealed mucinous adenocarcinoma with signet
‑ring cells.No evidence of a primarytumor could be found elsewhere,despite examinations including CT scan,
ﬂuorodeoxyglucose‑positron emission tomography, gastroscopy, colonoscopy and capsule endoscopy. The
patient was therefore diagnosed with mucinous adenocarcinoma with signet‑ring cells of unknown primary
origin. First‑line chemotherapy with TS‑1/cisplatin was eﬀective, but the patient died of respiratory failure
22 months after her ﬁrst visit. Although the clinical presentation and radiographic ﬁndings were dominant in
the lung, the primary tumor site remained unknown. Shinshu Med J 61 : 283 ―287, 2013
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緒

印環細胞型の肺腺癌に比し，若年者で非喫煙者に多く

言

予後不良であることが示されている 。今回我々は，

印環細胞癌は主に胃に発生する予後不良の癌である

臨床経過および画像上，肺原発の可能性も考慮された

が，ほかに稀に大腸，肺，胆管，乳腺，膀胱などにも

が，原発不明と考えられた印環細胞癌を混じた粘液産

発生する。また縦隔リンパ節に単発で発生し，原発不

生性腺癌の１例を経験したので，若干の文献的考察を

明癌とされた報告例も認められる 。肺原発の印環細

加えて報告する。

胞癌は原発性肺癌の0.14〜1.9％に認められ
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図１ 胸部 CT 写真
両肺野に多発する結節影を認める（矢印）。

なし。
来院時現症：意識清明，身長149cm，体重32.7kg，

病理所見から，原発巣検索のため消化管の精査を行っ
た。上部・下部内視鏡検査は時期を変えて，それぞれ

体温36.9度，血圧126/74mmHg，脈拍76回/分，室内

２回施行したが，いずれも異常所見を認めなかった。

気 SpO 95％。

また，カプセル内視鏡検査を行ったが小腸にも異常所

現病歴：受診１カ月前から食後の腹部違和感を主訴

見を認めなかった。Positron Emission Tomography

に受診した。診察上，頸部・腋窩に母指頭大のリンパ

（PET）検査では，肺と頸部・鎖骨上窩，腹部リンパ

節腫大を認めた。胸部Ｘ線写真では両肺に多発結節影

節に集積を認めたが，他に明らかな異常集積を認めな

を認め，胸腹部 CT 検査では両肺野に多発する結節影

かった（図３）
。以上の検査結果から原発不明癌と診

と多数の腹部リンパ節腫大を認めた（図１）
。腫瘍マー

断した。

カーではCEA 63.3ng/ml，CA19‑9 154.7U/mlと上

全 身 化 学 療 法 の 適 応 と 考 え，cisplatin＋TS ‑1に

昇が認められたが，一般採血の血算，生化学検査で異

よる化学療 法 を ４ コ ー ス 行 い，治 療 効 果 は partial

常を認めなかった。診断目的に当科入院とした。

response（PR）が得られた。治療後約５カ月で腫瘍

入院後気管支鏡検査を施行した。右 S6の結節陰影

の増大傾向を認めたため，2nd line Docetaxel 単剤，

からの擦過細胞診・洗浄細胞診で腺癌と診断されたが，

3rd line TS‑1単剤，4th line Paclitaxel 単剤，5th

病理組織検体は得られなかった。病理組織学的検索が

line CPT‑11単剤などで化学療法を行うものの，1st

必要と考え，頸部リンパ節生検を施行した。その結果，

line の cisplatin ＋S‑1治療以外はいずれも腫瘍縮小効

印環細胞癌の混在する粘液産生性腺癌が認められた

果は得られなかった。画像を含めた臨床経過では，脳

（図２）。生検したリンパ節で行った EGFR 遺伝子変

転移をきたした以外は全身リンパ節以外の臓器に新た

異，EML4‑ALK 融合遺伝子検査はいずれも陰性で，

な病変の出現を認めず，肺病変の進行が顕著で（図

免疫染色では，CK7陽性・ CK20陰性・ Napsin A 陰

４），最終的に呼吸不全にて死亡された。全経過は受

性 ・ Thyroid Transcription factor（TTF）‑1陰 性

診から約22カ月であった。剖検の同意は得られず，未

であった。

施行であった。

胸部画像所見および免疫染色結果から，転移性肺腫
瘍を考慮すべきと考えられ，また印環細胞癌を混じた
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図２ 頸部リンパ節生検標本
腺癌細胞の集簇と散在性の印環細胞癌を認める（Ａ，HE×20倍）
。
印環細胞癌部分（□）の拡大図をＢに示し，矢頭は典型的な印環細胞癌を示す。

図３ PET 画像
所見と一致して，肺と頸部・鎖骨上窩，腹部リンパ節に異常集積を認める。
CT

No. 5, 2013

285

鈴木・林田・山田ら

頻度は肺癌全体の0.9％と報告している。病変内にど
の程度の印環細胞癌が含まれれば本症と診断するかは，
一定の基準がない。本例では生検されたリンパ節病変
中，印環細胞成分は約10％以下と考えられ，印環細
胞を含む粘液産生性腺癌と診断した。
本症例の原発巣の同定は困難であった。肺の結節陰
影は，画像的には転移性を考慮するのが妥当と思われ
るが，初診時リンパ節以外の臓器で肺の他に病変を認
めなかったこと，肺病変のみが進行・増大傾向が顕著
であったこと，さらに脳転移以外の他臓器の病変を認
めなかったことからは，肺を原発巣として鑑別すべき
かと思われた。免疫組織化学的には，TTF‑1は肺原
発の腫瘍を強く示唆できるマーカーとされ，肺原発印
環細胞癌では高率に陽性になると報告されている

。

また比 的新しい肺腺癌のマーカーである Napsin A

ａ

は，原発性肺腺癌と肺以外の腺癌の区別に有用と報告
されている 。本例では，TTF‑1，Napsin A ともに
陰性であり，免疫組織化学的には肺原発を示唆する所
見は認めず，原発臓器は不明とした。
肺原発の印環細胞癌に対する化学療法の報告では，
cisplatin＋TS‑1

，TS‑1単独 ，5‑Fu＋leucovor-

in などが，腫瘍縮小効果を認めたとされ，いずれの
レジメンも葉酸拮抗薬が用いられている。本例も cisplatin＋TS‑1のみが有効であり，葉酸拮抗薬が有効
である可能性が示唆された。また，最近肺腺癌の発癌
性遺伝子として注目されている EML4‑ALK 融合遺
伝子は，印環細胞型の腺癌に高率に陽性になると報
告されている 。本例では陰性であったが，EML4‑
ALK 融合遺伝子が陽性であった場合，その分子標的
治療薬であるクリゾチニブが有効とされ，原発不明癌
であってもその検索は治療法選択の上で重要であると
思われる。
原発巣検索の手段として，PET 検査を含めた画像
検査や免疫組織化学，遺伝学的検索などの進歩がある

ｂ
図４ 初診時 a と初診から約１年８カ月後 ｂ

一方で，現在でも原発不明癌は一定数存在する 。原
発不明癌は，一般に予後不良とされる一方で，予後良
好群も存在することが指摘されている

考

察

ことから，

原発不明というだけで治療開始が遅延すること，また
は治療に踏み切らないことは避けるべきとされている。

印環細胞癌は主に消化管の腺癌の組織型として知ら

初発部位，その組織型および遺伝子変異の検索を含め

れ，一般的に浸潤増殖が速く予後不良とされている。

た腫瘍の phenotyping により，治療選択肢を模索す

肺原発の印環細胞癌は，WHO 分類で腺癌の一亜型と

ることも臨床上重要と思われる。

されとされ，児玉ら は印環細胞癌の成分が50％以上
を占めるものを肺原発の印環細胞癌と定義するとその
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結

臨床経過が貴重と思われ報告した。本論文の要旨は第

語

101回日本肺癌学会中部支部会（2012年９月松本）に

原発性肺癌と鑑別を要した原発不明の印環細胞癌混

て発表した。

在の粘液産生性腺癌の１例を経験した。治療を含めた
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