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【要旨】 

 術前化学放射線治療(neoadjuvant chemoradiation therapy; 以下、NACRTと略記)が奏功し、膵頭十二指腸切除

を施行した門脈系浸潤による切除可能境界(BR-PV)膵頭部癌の 1例を経験したので報告する。症例は 60代、女性。

糖尿病で近医に通院中、腹部US検査で膵頭部に低エコ－腫瘤を指摘され、精査目的に当院を紹介、入院となった。

精査の結果、PV、SMVに浸潤を伴う膵頭部癌(cT3 cN1 cM0, cStage IIB)の診断となり、BR-PVの判断でNACRTの方

針となった。術前補助療法としてゲムシタビン塩酸塩(GEM)+ナブパクリタキセル(nab-PTX)を 2コース、その後、

S-1+膵頭部腫瘍への外照射(50.4 Gy/28 fr)を施行した。治療により腫瘍マーカー(CA19-9、SPan-1)の正常化、腫

瘍の縮小効果が得られ、治癒切除可能と判断し、亜全胃温存膵頭十二指腸切除、SMV楔状切除を施行した。病理組

織学的検査では門脈浸潤は確認されず、ypT2 ypN0 yM0, ypStage IB であったが、膵断端に浸潤癌が認められ

(ypPCM1)でR1切除の結果となった。術前治療の組織学的効果判定はGrade 1bであった。術後はGEMによる全身化

学療法を 6コース施行し、再発所見を認めず、その後は経過観察としている。膵癌診断から29ヵ月が経過した現

在、無再発生存中である。 

 

【キーワード】：切除可能境界膵癌、術前補助療法、術前化学放射線療法 

 

【はじめに】 

 切除可能境界(Borderline resectable; BR)膵癌は

技術的に外科的切除が困難であることに加え、局所浸

潤により切除を施行しても R1 切除となる可能性が高

く、術前治療を含めた集学的治療がR0切除率の向上や

長期予後を改善させる可能性があると期待されている
1)。 

今回我々は術前化学放射線療法(NACRT)が奏功し、膵頭

十二指腸切除を施行した門脈系浸潤による切除可能境

界(BR-PV)膵頭部癌の1例を経験したので報告する。 

 

【症例】 

症例：65歳、女性。 

主訴：特になし 

既往歴：10代 虫垂炎手術、30代 子宮筋腫手術、60代 

糖尿病、高血圧症、左乳癌手術(乳房部分切除、術後残

存乳房照射、内分泌治療) 

家族歴：母 大腸癌、兄 悪性リンパ腫 

現病歴：糖尿病で近医に通院中、血糖値の上昇を認め、

腹部US検査を施行したところ、膵頭部に低エコ－腫瘤

を指摘された。精査治療目的に当院を紹介され入院と

なった。 

入院時現症：身長150 cm、体重45.7 kg、脈拍 98/分 

整、血圧123/83 mmHg、体温36.8℃、SpO2 97％、腹部

平坦軟で圧痛なし、腫瘤触知なし。 

入院時血液生化学検査所見：腫瘍マーカーは CEA、

DUPAN-2は正常範囲内であったが、CA19-9 458.5 U/ml、

SPan-1 160 U/mlと高値を示した。他、血糖158 mg/dl、

HbA1c 8.3％以外、特記すべき所見は認められず、ビリ

ルビン、肝胆道系酵素、血清アミラーゼ値は正常範囲

内であった。 

入院時腹部造影CT所見(図1)：膵頭部に一部嚢胞成分

を伴う、内部不均一、境界不明瞭な50×42 mm大の乏

血性腫瘍を認め、膵頭部癌が強く疑われた。膵周囲へ

の進展については膵前方組織、十二指腸、膵後方組織

への進展を認め、門脈系、動脈系への進展に関しては、

SMAへの浸潤は見られなかったが、SMV、PV、SPVに腫

瘍の接触、浸潤を認め、SMV浸潤は全周性であった。ま

た、膵頭部腹側のリンパ節が10 mm大と腫脹しており、

リンパ節転移が疑われた。 

超音波内視鏡検査(EUS)所見(図2)：膵頭部に47 mm大

の低エコー腫瘤が確認され、Fine Needle Aspiration 
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(FNA)を施行した。病理診断は高分化型腺癌で膵頭部癌

の診断が得られた。 

以上から、膵頭部癌 Ph, TS3(50 mm), infiltrative 

type, cT3, cCH1, cDU1, cS1, cRP1, cPV1(PVsm, PVp, 

PVsp), cA0, cPL0, cOO0, cN1a, cM0(P0, H0), cT3 

cN1a cM0 cStage IIB(膵癌取扱い規約第7版 2))と診

断。切除可能性分類については、SMVに全周性の浸潤を

伴っており，BR-PVと診断した。 

治療は手術先行ではなく術前補助療法の方針で、ゲ

ムシタビン塩酸塩(GEM)+ナブパクリタキセル(nab-

PTX)による化学療法(GEM:1000 mg/m2、nab-PTX:125 

mg/m2、day1、8、15投与、28日サイクル)を2コース施

行後、S-1内服(100 mg/day照射日のみ)+膵頭部腫瘍へ

の外照射(50.4 Gy/28 fr)によるNACRTを行った。治療

中はGrade 3以上の有害事象は認められず、治療を完

遂することができた。 

血液生化学検査所見(NACRT後):治療前高値を示した腫

瘍マーカーについてはCA19-9 8.0 U/ml、SPan-1 5.5 

U/mlと正常範囲内まで低下した(表1)。 

腹部造影CT(NACRT後)(図3)：膵頭部腫瘍は39×25 mm

大と縮小を認め、PV、SMVの狭窄像、膵頭部腹側のリン

パ節腫大はほぼ消失した。遠隔転移の出現も認められ

なかった。 

治療効果はpartial response（PR)と判定し、治癒切

除可能としてNACRT終了後より約 4週間後、膵癌診断

から約5ヵ月後、手術を施行した。 

手術所見：開腹時、明らかな非切除因子は認められず、

亜全胃温存膵頭十二指腸切除、Child 変法再建術

(SSPPD-II-A-2)を施行した。膵頭部周囲の組織は硬化

しており、NACRTの影響と考えられた。門脈系からは大

部分が剥離可能であったが、SMV の一部と強固な癒着

を認め、楔状に合併切除、再建を行った。 

摘出標本および病理組織学的所見（図4）：膵頭部に40 

mm大の浸潤型腫瘍を認めた。膵周囲への進展は認めら

れず、病理診断は膵癌取扱い規約第 7 版 2)に準じて

invasive ductal carcinoma, well, Ph, TS2(40 mm), 

infiltrative type, int, INFc, ly0, v0, ne0, mpd1 

ypT2, ypCH0, ypDU0, ypS0, ypRP0, ypPV0, ypA0, 

ypPL0, ypOO0, ypN0(0/10) M0となり、組織学的進行

度はypStage IBであった。しかし、膵断端に浸潤癌が

認められ(ypPCM1)でR1切除となった。術前治療の組織

学的効果判定はGrade 1bであった。 

術後経過：術後補助療法として GEMによる化学療法を

6コースを施行後、再発所見は認められず、経過観察と

した。膵癌診断より約29ヵ月が経過した現在も無再発

生存中である。 

 

 

【考察】 

 近年、切除可能境界(BR)膵癌に対する治療戦略とし

て、術前補助療法によるR0切除率の向上が外科的治療

後の予後向上につながる可能性があり、その効果が注

目されている。実際に第43回(2016年)日本膵切研究会

参加施設へのアンケート調査3)では、BR-PV膵癌に対し

ては58％、BR-A膵癌には86％の施設で術前治療が行わ

れていた。 

BR膵癌に限定した手術先行vs.術前補助療法の比較

試験は少ないが、術前補助療法によるR0切除率や生存

率の向上が報告されており4)-10)、2019膵癌診療ガイド

ライン11）ではBR膵癌に対して手術先行ではなく、術前

補助療法後に治療効果を再評価し、治癒切除可能か否

かの検討を行った後、外科的治療を行うことが提案さ

れた。ガイドライン上で術前補助療法が提案されたこ

とから、BR膵癌に対して今後はさらに術前補助療法を

行う施設が増加していくものと思われる。 

BR膵癌に限定した手術先行vs.術前補助療法の比較

試験の中で、ランダム化比較試験(RCT)の報告は1編の

み10)であり、術前補助療法のレジメンはGEM+放射線照

射(54 Gy)による術前化学放射線療法(NACRT)であった

。intention-to-treat解析による結果は、2年生存率、

生存期間中央値において手術先行群:26.1％(生存期間

中央値12ヵ月)に対してNACRT群:40.7％(生存期間中央

値21ヵ月)とBR膵癌に対する術前補助療法の有効性(P 

= 0.028)が報告されている。 

しかし、BR膵癌に対する術前補助療法において、化

学療法あるいはNACRTの選択、至適レジメンについては

、未だ確立されていないのが現状で、比較試験4)-10)や前

述のアンケート調査結果3)でも様々な治療が選択され

ている。アンケート調査結果3)では、術前補助療法を行

っている施設のうち、BR-PV膵癌に対しては43％、BR-

A膵癌に対しては48％がNACRTを選択していた。レジメ

ンとしては、化学療法ではGEM+nab-PTX、NACRTではS-

1またはGEM+S-1を採用している施設が多く見られた。 

本症例では術前補助療法として、GEM+nab-PTXによる

化学療法とS-1+外照射によるNACRTを選択し、奏功が得

られ手術を施行した。組織学的膵切除断端陽性でR1切

除とはなったが、膵癌診断から約29ヵ月、手術から24

ヵ月、明らかな再発徴候なく経過していることから、N

ACRTも含めた集学的治療により良好な結果が得られた

と考えている。 

今後、現在施行中の様々な前向き試験の結果により

、より有効なBR膵癌に対する治療法の確立が期待され

る。 

 

本論文内容に関連する著者の利益相反なし 
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表1 腫瘍マーカーの推移 
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図1 入院時腹部造影CT (A: 動脈相、B, C: 門脈相) 

膵頭部に一部嚢胞成分を伴う、内部不均一、境界不明瞭な 50×42 mm 大の乏血性腫瘍を認め、膵前方組織

(cS1)、十二指腸(cDU1)、膵後方組織(cRP1)への進展が見られた。 

SMAへの浸潤は見られなかったが、SMV、PV、SPVに腫瘍の接触、浸潤を認めた。SMVへの浸潤は全周性で、

BR-PVと診断した(矢印白)。また、膵頭部腹側のリンパ節が10 mm大と腫脹しており(n)、リンパ節転移が疑

われた。 

 

 

 

図2 超音波内視鏡検査(EUS)所見 

膵頭部に47 mm大の低エコー腫瘤を認めた(矢印内) 
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図3 腹部造影CT(NACRT後) (A: 動脈相、B, C: 門脈相) 

膵頭部の腫瘍は39×25 mm大と縮小し、PV、SMVの狭窄像(矢印黄)、膵頭部腹側のリンパ節腫大(矢印白)はほぼ消

失した。治療効果はpartial response（PR)と判定。 

 

 

 

図4 摘出標本(A)、病理組織学的所見(B) 

A: 膵頭部に40 mm大腫瘍を認めた。 

B: 腫瘍は高分化型腺癌、膵切除断端に浸潤癌を認め、ypPCM1の診断となった(矢印)。 

 


