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花崎和弘1） 黒田孝井1） 梶川昌二1）
飯田太1） 中村喜行2） 勝山努2）
1）

信州大学医学部第2外科学教室

2）

信州大学医学部附属病院中央検査部

Two Cases of Duodenal Carcinoid Tumor
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十二摺腸カルチノイド，粘膜下腫瘍，カルチノイド症候群，鍍銀染色法，胃切除術

でcarcinomaに似ているが，その浸潤傾向が，

1はじめに
カルチノイドの組織所見を最初に記載したのは，

1808年Merlingによると雷われている。大内と渡辺
1）によれば1907年Oberndorferが小腸の上皮性腫瘍
No・・5・1987

car・

，i。。m。に比し，少ない。とより鰭の小鵬と区別
すぺきものとして

karzinoide，Tumoren

．なる名称

を与えたとされている。以後．carcinoidの名称が一般
に用いられるよ．うになり消化管における．本症の報告例
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は増加してきた。しかしSandersとAxte112），阿部

た。また術中超音波検査で肝転移は認められなかった。

3）の集計でも明らかなごとく，十二指腸のカルチノイ

切除標本所見：十二指腸球部後壁に約5mmの半球

ドは少ない。われわれは最近十二指腸カルチノイドの

状隆起性病変を認め，頂点にはびらんが認められた。

2例を経験したので報告する。

病理組織学的所見：腫瘍は粘膜下層を主体にしてお
り円形の小型核を有する細胞が索状あるいは吻合状配

ll症
症例1

例

列を示しながら増殖していた．

57歳，男性，工場長。

G，im，1i。、

vets陽性の

好銀性細胞からなり，十二指腸カルチノイドと診断さ

察族歴；特記すべきことなし。

れた。リソパ節転移は認められなかった。

既往歴：13年前より高血圧症で，また，7年前より

症例2

痛風で現在薬物治療中である。

53歳，男性，レストラソ経営者。

家族歴：特記すべきことなし。

現病歴：昭和59年胃の集団検診で十二指腸に異常を

既往歴：昭和60年11月より糖尿病で，現在食事療法

指摘された。近医で精査を受け，十二指腸球部後壁に

施行中。

粘膜下腫瘍を指摘され，当科に紹介され，昭和60年1

現病歴；昭和61年1月25日自覚症状はなかったが，

月11日当科に入院した。自覚症状は認められず，また

本人の希望による内視鏡検査で十二指腸ポリープを発

皮膚潮紅発作，気管支喘息様発作，浮腫等のカルチノ

見され，生検で十二指腸カルチノイドと診断されたた

イド症候群症状も認められなかった。
入院時現症；身長172cm，体aj

め，手術を目的に同年4月16日当科に入院した。自覚

73kg，血圧126／94

mmHg，脈拍78／min，栄養良好で眼瞼結膜に貧血，

症状は認められず，また皮麿潮紅発作，気管支喘息様

発作，浮腫等のカルチノイド症候群症状も認められな

眼球結膜に黄疸を認めなかった。胸部に異常所見なく，

かった。

腹部も平坦で腫瘤等を触れなかった。

入院時現症：身長165cm，体重70kg，血圧130／80

入院時一般検査：検血，電解質，腎機能，呼吸機能，

mmHg，脈拍72／min，栄養良好でやや肥満気味，眼

心電図，検尿はすべて正常範囲であったが，肝機能で

瞼結膜に貧血，眼球結膜に黄疸を認めなかった。胸部

γ・GTPの軽度上昇が認められた。

に異常所見なく，腹部はやや肥満気味であったが平坦

内分泌学的検査：術前，術後に血中セロトニン，ヒ
スタミソ，5・HIAA（5・hydroxyindole

acetic

であった。

acid），

ブラディキニソ，プロスタグランディンE，プロスタ

入院時一般検査：検血，肝機能，電解質，腎機能，呼

吸機能，心電図，検尿ともにすべて正常範囲であった。

グランディンFva，尿中5−HIAAを測定したが，すべ

内分泌学的検査二術前，術後に」血ri・1セロトニン，イン

て正常範囲内であった。

スリソ，5−HT（J「

上部消化管X線所見：食道，胃に異常を認めなかっ
た。十二指腸球部後壁に辺縁整の類円形の隆起性病変
を認め，可動性はまったく認められなかった。
内視鏡検査所見二十二指腸球部後壁に衷面平滑で中

央に発赤びらんを認め，hridging

foldを伴う山田1

型のポリープ様病変を認め，十二指腸粘膜下腫瘍と診

断された。Delleは認めなかった。発赤びらん部より

−hydroxytryptophan），ガストリ

ソ，グルカゴン，ACTH，カルシトニソ，尿中17・KS，
17・OHCS，5・HIAAを測定したがすべて正常範囲内
であつた。
上部消化管X線所見：食道，胃に異常なく，十二指

腸球部前壁に辺縁整の大きさ約1cmの隆起性病変を認
めた。

内視鏡検査所見：十ご指腸球部前壁に直径約1cmの

生検を施行。均一な円形の小型核を有する細胞の索状・

山田皿型のポリープを認め，十二指腸ポリープと診断

吻合状配列が認められカルチノイドと考えられた。

された。Delleおよびbridging

以上の臨床成績から十二指腸カルチノイドの診断の
もとセこ昭和60年1月17日手術を施行した。
手術所見：十二指腸球部後壁の腫瘤は壁外からは触

知しないため，幽門前庭部前壁の幽門輪近くで胃切開
して十二指腸球部の腫瘤を確認した上で，十二指腸球
部を十分遊離して，腫瘤を含めて2／3胃切除術を行っ
た。再建はBillroth

660

II法で行い，

Braun吻含を加え

foldは認められず，

内視鏡下生検にて，小型円形核を有する均一な細胞が
充実性に，索状胞巣を形成しつつ増殖しておりカルチ
ノイドと考えられた。

以上の臨床成績から，十二指腸カルチノイドの診断
のもとに昭和61年4月24日手術を施行した。
手術所見：十二指腸球部前壁小轡寄りに直径約1cm，
弾性硬，境界明瞭，表面平滑な腫瘤を触知した。十二
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十二指腸カルチノイドの2例

図1

症例1の十二指腸造影

球部矢印の部は類円形の隆起性病変を認める。

図2

症例1の十二指腸内視鏡像

、

球部後壁に表面平滑で中央にびらんを伴う隆起性病変を認める。
No．5，1987
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矢印の部に隆起性病変を認める。

』

縫

層

図4

症例1の病理組織像
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十二指腸カルチノイドの2例

図6

症例2の十二指腸造影

矢印の部に隆起性病変を認める。

ノ／g（

M

図7

症例2の十二指腸内視鏡像

球部前壁に山田皿型の隆起性病変を認める。
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図9

症例2の病理組織像

H−E染色，円形ないし立方形
の腫瘍細胞が充実性に増殖して
いる。

図10

症例2の電顕｛象

腫瘍細胞質内に電子密度の高い
穎粒を多数認める。
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指腸球部を膵頭部からできるだけ剥離し，腫瘤を含め

が最も多いが，これはカルチノイド腫瘍による直接の

て約2／3の胃切除術を行った。再建は，Billroth∬法

症状ではなく，消化性潰瘍やその他の合併症，十二指

で，Braun吻合を加えた。また術中超音波エコーで
肝のS4，

腸閉塞，総胆管閉塞などによるものと考えられている。

Sfiに小石灰化巣を認めたが，肝転移は，認

められなかった。

以上より本症の術前診断は困難であることが多く，丸
田ら4）によれば，術前診断にて十二指腸カルチノイド

切除標本：十二指腸球部前壁に大きさ1．2×1，2cm

と確診されたのは58例中9例（16％）であり，他は十

の辺縁整，表面平滑な隆起性病変を認めた。Bridging
foldは認められなかった。

二指腸粘膜下腫瘍，十二指腸ポリープの診断で切除さ
れたか，合併病変切除後に診断されたものである。我々

病理組織学的所見，粘膜下層に小型，均一の円形核

の症例は2例とも無症状にもかかわらず術前診断にて

を有する円形ないし立方状の腫瘍細胞が充実性の胞巣

十二指腸カルチノイドと確認されたものであった。一

を形成しつつ増殖しており，中心には索状配列も認め

方カルチノイドに特有の症状として皮膚潮紅発作，気

られた。Grimelius反応，

管支喘息様発作，浮腫等，の所謂カルチノイド症候群

Fontana反慈は陰性であ

った。電子顕微鏡では図10のごとく腫瘍細胞の細胞質
内に径120−230nmの，電子密度の高い円形あるいは

が知られているが，Sanders5）によれば消化管カルチ
ノイドの1．6％に認め，丸田ら4）によれば，十二指腸

類円形の分泌願粒が多数認められ，カルチノイド腫瘍

カルチノイドの10％に不完全な症状であるが，認めら

に特徴的な所見を示した。

れたと報沓されている。今回の我kの症例ではいずれ
も腹部症状やカルチノイド症候群は認、められなかった。

皿

考

察

またカルチノイド症候群の発現因子と考えられている

カルチノイドはしばしば消化管に発生するが，部位
別発生頻度について欧米においては，SandersとAx・

血申de・Pトニソ，ブラディキニン等の上昇は認められ
なかった。

te112）は，虫垂，小腸，薗腸，胃，十二指腸の順に多く
十二指腸発生頻度は，2．5％と報告しており，本邦に
おいては阿部3）が，虫垂，胃，直腸，小腸，十二指腸
の順に多く十二指腸発生頻度は，9％と述べている。

鏡検査は重要であるが，十二指腸ポリープ，十二指腸
粘膜下腫瘍との鑑別診断は必ずしも容易ではない。確
定診断は内視鏡下での生検によらねばならない。消化

いずれも消化管の中では十二指腸にカルチノイドが発

管カルチノイドは表面にびらんを形成していることが

生する頻度が最も低いことを主張している。我々が当

多く，ここからの生検で組織診断が可能な場合が多い

教室で経験した消化管カルチノイドは1967年から1986

とされている6）。丸田ら4）は，本症は粘膜固有層（m）

年7月までの最近20年閥で胃カルチノイド2例，十二

の深部から発育して粘膜下層（sm）で腫瘤を形成する

指腸カルチノイド2例であり，消化管の中では十二指

ため，表面は正常粘膜で覆われていることが多く，生検

腸にカルチノイドが発生する頻度が最も低いことを考

での診断も困難なことが多いため，消化性潰瘍や胃癌

えると霧カルチノイドに対する十二指腸カルチノイド

などの症働こは十分な十二指腸造影を行ない，隆起性

の数が多い傾向がみられた。十二指陽内での発生部位

病変が認められればboring

では，丸田ら4）によれば，第1部が58例中42例，第H

部が王3例，第1，∬移行部，第H工部，第W部がおのお

1

十二指腸カルチノイドの診断のためにはX線，内視

biopsy，

poiypectomy

などを施行することにより，術前確診例が増加するだ

ろうとしている。本症例の2例は，上部内視鏡検査で

の1例と第1部に多くみられ，我々の症例も2例とも

の十二指腸検査の日常化と検診等によるX線検査の普

第1部であった。性別では，阿部3）によれば消化管力

及により偶然に発見されたものであり，今後こうした

ルチノイド全体では工47例中，男性83例，女性64例と

発見の機会が増加することが予想されるため，内視鏡

男性にやや多いが，十二指腸カルチノイドは男性の占

下での生検を確実に行い，術前より組織診断がなされ

める割合が最も商く，約90％を占めていたと報告して

ることが大切である。

いる。年齢では，癌と異なり若年者に発生するものが

多く，本症の約50％が50歳までに発生しているという

仁

カルチノイドの組織学的特微は1ヘマトキシリソ・
エォジン染色では，腫瘍細胞は索状，リボン状，充実

報告3）があるが，我々の症例は2例とも50歳代の男性

結節状，ロゼット様構造を示すことが多いが，時とし

であつた。

て腺房状様構造を示すこともある。腫瘍細胞は，小型

十二指腸カルチノイドの臨床症状としては心窩部痛
No．5，1987

で均一であり核も通常の癌臆にくらべて均一で小型で
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円形ないし卵円形を示し，微細なクロマチンを有して

本症に対する最善の治療法は，外科的切除術である。

いる。核の多形性や分裂像は通常認められない。曽我
7）は，組織形態を細かくA，B，

C，

佐々木ら11）は，直径2．Ocm未満でリソパ節転移のな

D及び混合型に

い症例に対しては局所切除術で充分であるとしている。

分類した。すなわちA型は充実結節状構造を有し虫垂

花上ら12）は，2，0cm未満の群と2．

に多い。B型は索状または吻合状リボン様構造を有し，
十二指腸に多い。C型は管腔状，腺房状またはロゼッ

Ocm以上の群との

間に於いて，浸潤性増殖，リソパ節および遠隔臓器転
移の頻度に有意差はないとして，大きさにかかわらず

ト様構造を有し，D型は低分化型構造を有するもので

同じ部位に発生した癌腫に準じたリソパ節郭清術を含

ある。我々の症例1は十二指腸に多いといわれる曽我

む根治的切除術を行うことを提唱している。また丸田

のB型に属し，症例2はA型およびB型の混合型に属

ら4）は発生部位で第H部では膵頭十二指腸切除術，他

するものであった。一方銀反応による分類では，銀還

の部位では十ご指腸部分切除術，大きさ2．Ocm以上

元性反応と銀好性反応を用い，銀還元性細胞型，銀好

は根治的切除術，深達度で，明らかな漿膜浸潤例，リ

性細胞型，反応陰性細胞型の3種に分類することがで

ンパ節転移例にはリンパ節郭清を伴う膵頭十二指腸切

きる。曽我8）によると十二指腸カルチノイドは，銀反

除術または十二指腸部分切除術を施行すべきとしてい

応は陰性のものが多いことが記載されている。我々の

る。本症例は，症例1は大きさ約5mm，症例2は大

症例1は銀好性細胞型であり，症例2は銀反応陰性細
胞型であった。電子顕微鏡観察ではhigh

densityの

きさ約12mmであり，ともに2，0cm未満のもので十
二指腸部分切除術，局所籾除術で充分と思われるが，

微細穎粒が認められ，内分泌腫瘍としての性格を裏づ

比較的若い50歳代の男性であり，大きさから悪性度を

けている。十二指腸カルチノイドの電顕的特徴は，大

判断できないとの報告12）もあるため，本症例に対して

部分の細胞に小門形顯粒が一部の細胞には大穎粒が認

はリソパ節郭清を伴う十二指陽球部のカルチノイドを

められ，またごく少数の細胞には両顎粒がみられるこ

含めた胃切除術を施行した。

とである。Weichertら9）は，この小願粒は膵島D細

胞輔。ルチ，イドの馳とpm．．．であるが，回腸。ル
チノイドのそれとは異なると述べている。Sogaらlo）は

光顕像が癌腫の所見でもその構成細胞の大部分が好銀
性，銀還元性を有する場合，これをカルチノイド腫瘍
の亜型と考え，さらに銀染色陰性でも，電顕所見で特
殊分泌顯粒がみられた場合にもカルチノイド腫瘍の亜
型として考えこれらを非定型的カルチノイドとして扱

「v

tShYに

消化管のカルチノイドとしては比較的まれな十二指

腸カルチノイド2例を報告した。いずれも臨床上，無
症状で上部消化管のX線検査および内視鏡検査で十二
指腸球部に偶然，腫瘤が発見され，生検でカルチノイ
ドと術前に確定診断がなされた。カルチノイドを含め
た胃切除術により治癒せしめることが出来た。

うことを提P昌しており，従来の悪性カルチノイドの中

（本論文の要旨は1986年7月19日，第190回日本消

セこはこの非定型的カルチノイドが含まれていた可能性

も否定できない。

化器病学会関東甲信越地方会で発表した。）
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