
70：188

〔症例報告〕

術前化学療法後に脾動脈合併膵頭十二指腸切除術を施行した
borderline resectable膵癌の 1例

田中 秀治 今井 寿 東 敏弥 村瀬 勝俊１）

酒々井夏子２） 田中 善宏 奥村 直樹 松橋 延壽
高橋 孝夫 吉田 和弘１）

要 旨：症例は 68歳，男性．水腎症の精査中に膵腫瘍を指摘された．腹部 CT検査では膵
頭体部移行部に腫瘤を認め，門脈・脾動脈浸潤を伴う cT3 cN0 cM0 cStage IIA切除可能境
界（borderline resectable：BR）膵癌（BR―PV）と診断し，術前化学療法ゲムシタビン＋
nab―パクリタキセル（GnP）療法を 2コース施行した．治療効果判定では，原発巣が 21%
縮小し，CA19―9は正常化したため，脾動脈・門脈合併膵頭十二指腸切除術を施行した．病
理組織学的診断は invasive ductal carcinoma，ypT3 ypN1b M0 ypStage IIB，化学療法の効
果判定は Grade 1bであった．術後補助化学療法 S―1を 6カ月施行するも，術後 2年に門脈
周囲局所再発を来し，GnP療法を再導入し，術後 2年 4カ月現在，生存中である．

索引用語：ゲムシタビン＋nab―パクリタキセル療法 borderline resectable膵癌
脾動脈合併膵頭十二指腸切除術

はじめに

NCCNガイドラインや『膵癌取扱い規約 第 7
版』では，膵ダイナミック CT画像に基づいて膵癌
の切除可能性分類がなされている1,2）．その分類の
うち切除可能境界（borderline resectable：BR）膵
癌は，手術先行による外科的切除を施行しても高
率に癌が遺残し，生存期間延長効果を得ることが
できない可能性がある膵癌と定義され3），術前治療
による R0切除率向上を目指し，様々な治療戦略
が試みられている4～6）．BR膵癌では，局所浸潤によ
り拡大手術が強いられる症例も多く，術後栄養状
態・QOL低下が大きな問題となる．今回，多発膵
管内乳頭粘液性腫瘍（intraductal papillary muci-
nous neoplasm：IPMN）を伴う BR膵癌に対し
て，脾動脈合併膵頭十二指腸切除術により残膵機

能を温存し根治切除し得た 1例を経験したので報
告する．

症 例

患者：68歳，男性．
主訴：全身倦怠感．
現病歴：1カ月前から全身倦怠感を自覚し，近
医を受診．水腎症を指摘され，精査目的に当院へ
紹介となった．精査の結果，水腎症は過去の手術
の影響と考えられ経過観察の方針となったが，造
影 CTで膵体部に乏血性腫瘍を認めた．超音波内
視鏡下穿刺吸引法（EUS―FNA）による組織診で膵
癌と診断され，手術目的に当科紹介となった．
既往歴：24歳時に腎盂腎炎で右腎部分切除術．
30歳代に虫垂炎で虫垂切除術．胆石胆嚢炎で開腹
胆嚢摘出術．50歳より高血圧症．68歳時に狭心症
で冠動脈ステント留置術．
初診時血液検査所見：Hb A1c（NGSP）7.1%

と耐糖能異常を認めた．腫瘍マーカーは CEA 2.8
ng/mlと正常範囲内であったが，CA19―9 268.3 U/
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Fig.　1　腹部骨盤造影CT
初診時，膵頭体部移行部に 23 mm大の乏血性腫瘤を認め，腫瘍（黄色矢頭）は門脈と脾
静脈に180度以上接触し，脾静脈の門脈合流部で高度狭小化を認めた（矢印）．脾動脈も腫
瘍浸潤による狭小化を認めた（矢頭）．GnP療法 2コース後に，腫瘍は 21%縮小した．

ml，DUPAN―2 190 U/ml，Span―1 54 U/mlと高値
であった．
初診時腹部造影 CT所見（Fig. 1）：膵頭体部移
行部に 23 mm大の乏血性腫瘤を認め，腫瘍は門脈
と脾静脈に 180度以上接触し，脾静脈の門脈合流
部で高度狭小化を認めた．脾動脈も腫瘍浸潤によ
る狭小化を認めた．明らかな遠隔転移や腹膜播種
の所見は同定し得なかった．
初診時超音波内視鏡検査（EUS）（Fig. 2）：膵体
部腫瘤は脾動脈・門脈に接触し，浸潤所見を認め，
生検で adenocarcinomaと診断された．また腫瘍
尾側に壁在結節を伴う分枝型 IPMNを認め，ソナ
ゾイド造影では造影効果を伴わず，worrisome
featureに合致する所見であった．
初診時MRI所見（Fig. 3）：膵全体に多発する分
枝型 IPMNを認め，膵頭体部に多く存在してい
た．膵頭部では，主膵管拡張と一部壁不整像を認
めた．
初診時 PET―CT所見：膵体部の原発巣に

SUVmax 3.32の FDG集積を認めた．その他，周囲
リンパ節や遠隔臓器への集積は認めなかった．

以上の結果，『膵癌取扱い規約 第 7版』cT3 cN
0 cM0 cStage IIA，BR膵癌（BR―PV）と診断し，
術前化学療法としてゲムシタビン＋nab―パクリ
タキセル（GnP）療法を 2コース施行した．2コー
ス後の腹部造影 CT検査では，原発巣は 18 mm
まで縮小した（縮小率 21%）（Fig. 1）．腫瘍マー
カーは 2コース途中より正常化し（CA19―9 28.2
U/ml，DUPAN―2 87 U/ml），以降手術まで正常範
囲内で推移した．EUSでは原発巣縮小により，脾
動脈・門脈との間に一層認められるようになり
（Fig. 2），FDG―PETでは原発巣への集積は認めら
れなくなった．この時点で根治切除可能と判断し
たが，本症例では膵頭体部に多く worrisome fea-
tureを伴う分枝型 IPMNが存在し，その中でも原
発巣の尾側に壁在結節を伴う IPMNが存在して
いたため，同腫瘍を切除範囲に含める膵頭十二指
腸切除術を行う方針とした．
手術所見：腫瘍は膵体部に長径 20 mm程の硬
結として触知した．術中超音波検査では腫瘍は脾
動脈・門脈と接して，比較的強固に癒着し剥離困
難と考えられたため，予定通り脾動脈・門脈合併
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Fig. 2 EUS 検査
初診時，膵体部腫瘤は脾動脈（SPA）・門脈（PV）に接触し，浸潤所見を認めた．腫瘍尾
側に，壁在結節を伴う分枝型 IPMN（矢頭）を認め，worrisome featureに合致する所見で
あった．
GnP療法 2コース後は，原発巣は縮小し，脾動脈・門脈との間に一層認められるように
なった．
T：tumor，SPA：splenic artery，PV：portal vein，SPV：splenic vein

Fig.　3　MRI 検査
腫瘍部（矢印）を除いて，膵全体に多発する分枝型 IPMN
を認め，膵頭体部に多く存在していた．

Fig.　4　術中所見
脾動脈（矢印）を根部近傍で切離し，脾静脈再建は行わ
ず，門脈再建を行った（矢頭）．残膵断端（黄色矢印）．

膵頭十二指腸切除術の方針とした．脾動脈根部は，
視触診と術中超音波検査で腫瘍から離れており，
全周性に剥離可能であったため，根部近傍で脾動
脈切離を行った．壁在結節を伴う分枝型 IPMN
の尾側の膵切離予定部で膵と脾動脈を剥離後，膵
切離，脾動脈切離の順で行った．膵切離断端の術
中迅速病理組織診断では，悪性所見を認めなかっ

た．門脈系は脾静脈合流部を中心に浸潤を認めた．
下腸間膜静脈は，脾静脈合流部抹消で結紮切離し，
sacrificeした．脾静脈・上腸間膜静脈・門脈を切
離して標本を一塊に摘出し，門脈を再建した（Fig.
4）．手術時間は 10時間 6分，出血量は 840 mlで
あった．
切除標本所見（Fig. 5）：頭体部移行部に 18 mm
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Fig.　5　切除標本写真
a）合併切除した脾動脈（矢印）・門脈（矢頭），A1―A3 で割面作成．
b）頭体部移行部の 18 mm大腫瘍（黄色点線）は脾動脈（赤線）・門脈（青線）に接し浸潤が疑われた．腫瘍尾側には，
内部に白色結節（矢頭）を伴う IPMN（緑線）を認めた．

Fig.　6　病理組織学的所見
脾静脈壁（矢頭）への腫瘍浸潤（矢印）を認めた．

大の腫瘍を認め，脾動脈・門脈への浸潤が疑われ
た．
病理組織学的検査所見：『膵癌取扱い規約 第 7

版』invasive ductal carcinoma，wel，Pb，TS1
（15 mm），sci，INFc，ly1，v1，ne1，mpd0，
pCH0，pDU0，pS1，pRP1，pPV1（PVsp），
pA0，pPL0，pPCM0，pBCM0，pDPM0 であ
り，腫瘍遺残度 R0，化学療法に対する組織学的効
果判定は Grade 1bと診断された．背景の IPMN
は intraductal papillary mucinous adenoma
（IPMA）であったが，膵頭部の主膵管では low
gradeの膵上皮内腫瘍性病変（pancreatic intraepi-
thelial neoplasia：PanIN）を認めた．組織学的に脾

静脈への浸潤を認めたが，門脈・脾動脈への浸潤
は認められなかった（Fig. 6）．
術後経過：抗凝固療法を行い，術後 24日より抗
血小板薬を再開した．術後直腸炎（Clavien―Dindo
分類 Grade II）を認めたが，保存的治療で軽快し，
術後 30日に糖尿病内科に転科し，糖尿病コント
ロール後の術後 47日で退院となった．術後 3カ月
より補助化学療法として S―1内服を 6カ月施行
し，以降経過観察していたが，術後 2年に門脈周
囲の局所再発を来した．局所再発に対して，放射
線照射後に GnP療法を再導入し，現在まで術後 2
年 4カ月生存中である．

考 察

『膵癌取扱い規約 第 7版』では，BR膵癌は BR―
PVと BR―Aに分類され，BR―PVは門脈と腫瘍の
接触が 180度以上あるいは狭窄・閉塞を認めるが
安全な切除再建が可能なもの，BR―Aは上腸間膜
動脈あるいは腹腔動脈幹との接触が 180度未満あ
るいは安全な切除再建が可能な総肝動脈浸潤を認
めるものと定義されている2）．自験例では，初診時
に脾動脈への浸潤と門脈に 180度以上の接触・狭
窄を認め，BR―PVと診断した．
BR膵癌は，技術的に切除可能と判断し手術先
行による外科的切除を施行しても，高率に癌が遺
残し，生存期間延長効果を得ることができない可
能性があるとされ3），R0切除率・予後向上を目指
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し，様々な治療戦略が試みられているが4～6），その
有効性と治療方法は未だ確立されていない．BR
膵癌のみに限定した試験は少ないが，最近の報告
では術前化学放射線療法あるいは術前化学療法に
よる R0切除率 72～100%7～11）と，手術先行群に対
する有用性も報告されている．BR膵癌 884例に
対して propensity score―matchingを用いた解析
結果では，手術先行群の生存期間中央値 19.0カ月
に対して，術前治療群の生存期間中央値 25.7カ月
と生存期間に関しても向上効果を報告している
（P=0.015）12）．術前レジメンに関しては各施設で統
一されていないが，近年は FOLFIRINOX療法ま
たは GnP療法が選択されることが多く3），2018
年日本膵切研究会調査では，BR―A 86%，BR―PV
58%に術前治療が行われ，GnP療法が全体の 30％
程と最も多く施行され13），GnP療法の局所制御率
81%と優れた成績も報告されている14）．化学放射
線療法に関しては，化学療法単独よりもリンパ節
転移率と局所再発率が有意に低く，局所制御の点
で有効性の報告もあるが，生存率に有意差は認め
ておらず12），化学療法と化学放射線療法に関する
現在進行中の多施設共同無作為比較試験の結果が
待たれる．当科の BR膵癌に対する治療方針は，
GnP療法 2コース後の画像再評価を経て，RE-
CIST基準による治療効果判定で SD以上が得ら
れ，腫瘍マーカーが上昇傾向になければ根治切除
を行う方針としており，自験例も GnP療法を選択
した．
進行膵癌に対する切除術式としては膵頭十二指
腸切除術，膵体尾部切除術，膵全摘術があり，自
験例では，膵癌は膵頭体部移行部に存在し，初診
時に脾動脈・門脈浸潤を認め，手術所見でも剥離
困難であった点，多発する分枝型 IPMNが膵頭部
に多く存在し，膵癌のすぐ尾側に壁在結節を伴う
IPMNを認めていた点，の 2点から最大の拡大術
式として膵全摘術も考慮された．しかし，膵全摘
術は術後の膵内外分泌機能の欠如を招き一生涯の
インスリン製剤による血糖コントロールと消化吸
収障害に対する膵消化酵素剤の大量投与を余儀な
くされ，腫瘍予後と術後 QOLの観点から膵全摘
術に対しては消極的な意見もみられる15,16）．また自
験例の膵頭部 IPMNは high―risk stigmataに該当

しないため手術適応ではなく，門脈合併切除の膵
体尾部切除術も考慮されたが，MRI所見で膵頭部
主膵管拡張と一部壁不整像を認めたことより，膵
頭部より膵尾部を温存することを選択した．以上
より自験例では，根治性と残膵機能温存を両立さ
せる術式として近年報告されている17）脾動脈合併
切除の膵頭十二指腸切除術（pancreaticoduo-
denectomy with splenic artery resection：PD―
SAR）を施行した．膵癌の予後改善には R0根治切
除3）と術後補助化学療法が必須であり18），補助化学
療法を円滑に導入し継続していくためにも術後の
良好な栄養状態と QOL確保が重要である3,19,20）．自
験例の栄養状態に関して，体重変化は術前 64.3
kg，術後 3カ月 58 kgまで減少したが，その後経
口摂取は上向き，術後 2年（再発診断時）には 62.0
kgまで回復していた．血液検査の各種栄養評価項
目も術前レベルまで回復し，糖尿病に関しては，
術後も HbA1c 7前後で推移し，現在まで血糖コン
トロール悪化を認めていない．奥村らは，CT画像
L3大腰筋断面積（cm2）を身長（m2）で除した大
腰筋指数（psoas muscle index：PMI）を用いて，
男性 5.896 cm2/m2，女性 4.067 cm2/m2をサルコペ
ニア基準のカットオフ値の 1つとして提唱してい
る21）．自験例の PMIは，術前 7.57 cm2/m2，術後 3
カ月 7.09 cm2/m2と低下を認めたが，術後 2年 7.53
cm2/m2まで改善しており，前述のサルコペニア基
準を満たさず，骨格筋量を維持していると考えら
れる．自験例では，PD―SARを選択し残膵機能を
温存できたことに加えて，膵外分泌機能管理とし
て膵酵素剤の投与などの栄養療法を早期から導入
したことが，術後栄養状態の維持に役だち，化学
療法の導入を円滑に行うことができた一因と考え
られる．
PD―SAR後の残膵および脾臓の臓器血流は，左

胃動脈から短胃動脈・後胃動脈を介して保たれる
と考えられ，脾動脈非再建 PD―SAR後の脾梗塞や
残膵血流不全の報告例は，1990年以降医中誌 web
で検索した限りにおいては認められなかったが，
過去に脾動脈断端からの backflowが弱く脾動脈
非再建では残膵血流不良が危惧され，脾動脈再建
を施行した症例が報告されている16）．近年，残膵の
血流評価に術中 indocyanine green（ICG）蛍光造
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影法の有用性に関する報告があり22），自験例では
脾動脈断端からの backflowが十分に確認できた
ため用いず，術後脾梗塞や残膵血流不全は認めて
いないが，脾動脈非再建時の ICG蛍光造影法での
血流評価は，リアルタイムに血流を評価でき，糖
尿病などによる動脈硬化症例では膵切離ライン決
定や脾摘が必要かの判断に有用な手段となり得る
と考えられる．また脾静脈門脈合流部を含めた門
脈合併膵頭十二指腸切除術時に脾静脈を再建しな
い場合，左側門脈圧亢進症を生じる可能性があ
り23），脾静脈切離後の再建の要否については未だ
一定の見解が得られていないが24），門脈合併膵頭
十二指腸切除術における左側門脈圧充進症の発生
を抑えることに関して，脾動脈同時結紮の有用性
が報告されており25），自験例も脾動脈を結紮切離
し，脾静脈は膵体部で切離し再建は行っていない
が，現在まで左側門脈圧亢進症は認められていな
い．PD―SARでは，門脈合併切除時でも脾静脈再
建が必ずしも必要とされない可能性もあるが，過
去の報告では脾動脈同時結紮症例でも頻度は低い
が静脈瘤発達や出血を認めており25），周術期の化
学療法・放射線療法および手術手技の進歩によ
り，門脈合併切除が必要とされる BR膵癌などの
進行症例が増加していくことが予想され，今後の
さらなる検討が望まれる．

結 語

自験例は，多発 IPMNを伴う BR膵癌に対し
て，PD―SARを施行し，残膵機能温存と R0切除を
達成できた．今後 BR膵癌手術症例を集積すると
ともに，根治性と機能温存を両立させた PD―SAR
の検討が望まれる．
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Borderline resectable pancreatic cancer treated by
pancreaticoduodenectomy with splenic artery resection (PD―SAR)

after neoadjuvant chemotherapy: a case report

Hideharu TANAKA, Hisashi IMAI, Toshiya HIGASHI, Katsutoshi MURASE１）,
Natsuko SUZUI２）, Yoshihiro TANAKA, Naoki OKUMURA, Nobuhisa MATSUHASHI,

Takao TAKAHASHI, and Kazuhiro YOSHIDA１）

Key words: Gemcitabine＋nab―paclitaxel, Borderline resectable pancreatic cancer, PD―SAR

A 68―year―old man presented with hydronephrosis. Computed tomography scan showed a tumor
with invasion of the portal vein and splenic artery from the pancreatic head to the body. Histological ex-
amination of EUS―FNA specimens confirmed adenocarcinoma. The diagnosis was cStage IIA borderline
resectable pancreatic carcinoma, cT3N0M0. He was treated with 2 courses of neoadjuvant chemother-
apy (Gemcitabine plus Nab―paclitaxel (GnP)). The primary tumor reduced in size by 21% after 2 courses
of GnP which was no longer invading the portal vein or splenic artery. He then underwent pancreati-
coduodenectomy with splenic artery resection (PD―SAR), because it was difficult to separate the tumor
from the splenic artery. The pathological diagnosis was pStage IIB invasive ductal carcinoma (pT3, N1b
(4/23), M0, TS1 (15 mm), sci, INFc, ly1, v1, ne1, mpdX, pCH0, pDU0, pS1, pRP1, pPV1 (PVsp), pA0, pPLX,
pPCMX, pBCM0, pDCM0 pDM0) and the therapeutic effect was grade1b. He received adjuvant chemo-
therapy using S1 but has a local recurrence 2 years after surgery, and was treated with GnP again after
radiation therapy. Even in patients with invasion of the splenic artery requiring total pancreatectomy,
PD―SAR may be a promising surgical strategy which maintains postoperative quality of life, residual
pancreatic function and a radical resection.
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