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はじめに
膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）は膵管内に粘液

を産生する異型上皮が乳頭状に増殖し，腫瘍細胞
の乳頭状増殖や過剰な粘液の産生のために罹患膵
管は拡張する．IPMNはその局在より分枝型と主
膵管型に分けられるが，主膵管型は大橋ら1）が報告
した予後の良い膵癌に相当する．当初，IPMNと粘
液嚢胞性腫瘍（MCN）との鑑別が混乱していたが，
WHO2）や AFIP3）のMCNでの卵巣類似間質の存
在に注目した組織分類の発表後，我が国でもそう
した分類が定着するようになってきた4）．その間，
次第に IPMNとMCNの特徴が明らかとなり，そ
の臨床的取り扱いの違いも明らかになって来てい
る．最近は新たな問題として IPMNと PanIN と
の関係が問題になりつつある．IPMNの特徴，鑑別
を要する疾患，進展形式と術式，膵切離端，膵癌
や他臓器癌の併存，術後経過観察など IPMNの治
療上の問題点について概説する．

1．膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）とは

IPMNは膵管内に粘液を産生する腫瘍細胞が乳
頭状に増殖し，罹患膵管は腫瘍細胞の増殖や過剰
な粘液産生のために嚢胞状に拡張する（表1）．粘
液の多寡は症例により異なり，粘液が肉眼的に証
明されないこともある．粘液産生が過剰な場合は
十二指腸乳頭は腫大し，開大した開口部より粘液
が流出する．IPMNは組織学的に腺腫（過形成）よ
り粘膜内癌，微小浸潤癌，さらに IPMN由来の膵
癌へと連続する病変であると考えられている．病
変の局在より病型は主膵管型（混合型），分枝膵管
型に分類される．一般に，主膵管型・（混合型）は
悪性が多く，分枝膵管型は良性が多いとされてい
る．高齢者，男性の膵頭部に多く見られる．粘液

が膵管内に充満するため膵炎様症状で発症するこ
とが多い．膵管内に過剰に粘液が貯留するため膵
実質は萎縮し，膵内外分泌機能は低下し，糖尿病
を高率に合併する．IPMNの浸潤癌部では通常型
膵癌や粘液癌の組織型が見られ，約50％は粘液癌
である．膵癌において粘液癌は数％と少ないため，
膵の粘液癌は IPMN由来であるとの考えもある．
IPMNの周囲の膵管には様々の異型度の異型上皮
を認めるのも IPMNの特徴である．これらの異型
上皮が IPMHの周囲膵管への粘膜内進展，もしく
は PanIN の合併なのか，現在，結論は出ていない．
IPMNと鑑別の問題となる粘液嚢胞性腫瘍
（MCN）ではこうした特徴は認められない．予後は
良好で由来の浸潤癌であっても，5年生存率は
60～80％と言われている．

2．IPMNとMCN

IPMNは高齢，男性の膵頭部に多く，一方，MCN
は中年女性の膵体尾部にほぼ限られている．
IPMNは主膵管と交通し，膵管内に過剰な粘液が
充満することが多く，膵炎類似に腹痛や糖尿病な
どを合併することが多い．粘液産生が過剰な場合
には十二指腸乳頭は腫大し，開大した開口部より
粘液が流出する．一方，MCNは通常，膵管との交
通はなく，過剰の粘液が膵管内に充満することは
ない．MCNは中年女性の膵体尾部にほぼ限られ，
卵巣類似の間質が見られるが，IPMNでは卵巣類
似間質を欠く点が大きく異なる（表1）．IPMNの
割面は拡張した膵管の集合，cyst-by-cyst，ブドウ
の房状とされる．MCNのそれは共通する被膜で
覆われる多房性嚢胞で，macrocystic であり，cyst-
in-cyst，夏みかん様とされる．
IPMNは周辺の膵管内に粘液を有する異型上皮

胆
・
膵
２

17



表1 IPMNとMCN

MCNIPMN

中年高齢年齢
女性男性性
体尾部頭部部位
ありなし卵巣類似間質
なしあり膵炎類似腹痛
少ない多い糖尿病
末梢型主・分枝膵管型主座
なし通常あり膵管との交通
なし多い乳頭所見
少ない約30%他臓器癌合併
なし約10%膵癌合併

表2 IPMNとPanINの特徴

PanINIPMN

MicroscopicMacroscopic病変の大きさ
細径膵管主・分枝膵管罹患膵管
なしあり罹患膵管の拡張
膵癌の周辺主・分枝膵管局在
ありあり乳頭状増殖
なしあり粘液産生
多い少ない膵癌類似の遺伝子

異常

が膵管内に乳頭状に増殖することが多い．一方，
MCNの周囲の膵臓に膵管内の異型上皮をみるこ
とは少ない．こうした事実のため，IPMNでは切離
断端の術中迅速診断が必須であるが，MCNはそ
うではない．術後経過観察も IPMNでは必要であ
るが，MCNは切除マージンが十分に確保できて
いれば，悪性でない限り，経過観察の必要はない
とされている．他臓器癌や膵癌の併存が IPMN
では報告されているが，MCNでは報告されてい
ない．

3．PanIN と IPMN

IPMNと鑑別すべき病変には浸潤性膵管癌の周
辺にみられる PanIN がある．浸潤性膵管癌の周囲
には様々の異型を有する異型上皮が存在し，乳頭
状に増殖することが多い，従来，papillary hyper-
plasia や atypical papillary hyperplasia と言われ
ていた．異型上皮の異型度と対応して膵管癌に見
られる遺伝子異常が段階的に起こることが報告さ
れ，最近は PanIN として報告されている．PanIN，
IPMNともに膵管内に乳頭状に増殖するため
IPMNと PanIN との鑑別が問題となる．PanIN
は顕微鏡的病変であり，5 mm以下の小さな膵管
に見られるのに対し，IPMNは肉眼的病変で比較
的大きな（1 cm以上）膵管に見られる点が異なる
（表2）．こうした PanIN を IPMNと判断すると通
常型膵管癌の多くは IPMN由来との誤った判断
がなされる．IPMNの周辺膵管に高頻度に見られ

る乳頭状の異型上皮が IPMNの粘膜伸展なのか，
PanIN の併存なのか，まだ，はっきりしていない．

4．IPMNの進展

IPMNの特徴として，周辺の主膵管，小葉間膵
管，さらには小葉内膵管に種々の程度の異型を示
す異型上皮が存在することが多い．そうした病変
は連続性にあることもあるが，非連続性にあるこ
ともある．非連続性に存在することは IPMNの多
中心性発生の可能性を示している．主病変周囲の
膵管内の異型上皮の存在は臨床的には断端の膵管
上皮の異型度診断が必要であり，場合によっては
追加切除が必要となることを示している．
膵管内乳頭粘液性腺癌の診断は膵管内病変の異
型が腺癌相当であるか，リンパ管，静脈，神経周
囲などへの明らかな浸潤，間質浸潤，リンパ節転
移，多臓器浸潤，遠隔臓器転移などが存在するこ
となどでなされる．基底膜を穿破し，間質へ垂直
方向に浸潤すると，浸潤部は通常の膵癌同様，線
維性間質に富む管状腺癌や粘液の中に腺癌細胞が
浮遊する粘液癌などの組織形態を示すことがあ
る．垂直進展が進むと通常の膵癌同様に管状腺癌
の場合，間質は線維性間質で，リンパ管，静脈な
どの脈管浸潤や，膵癌に特徴的かつ高頻度に認め
る神経周囲浸潤を示す．さらにリンパ節転移，肝
転移，腹膜播種などの遠隔転移へと進展する．微
小浸潤癌ではリンパ節転移は極めて少なく，
IPMN由来の浸潤癌でもリンパ節転移の頻度は通
常型膵癌より頻度が少ない．遠隔転移の組織像は
通常型管状腺癌であったり，粘液癌であったり，
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図1 膵管内乳頭粘液性腫瘍の術後経過

また未分化癌，杯細胞癌であったり様々である．
膵管内乳頭粘液性癌では腹膜播種や pseudo-
myxoma peritoni となった例が報告されている．
膵管内乳頭粘液性腺腫，非浸潤癌や微小浸潤癌の
予後は良好であり，死因が腫瘍死である場合，
IPMNとは離れた別な膵管より発生した膵癌で
あったり，合併他臓器癌が死因であることが多い．
そのため，良性の IPMNでは併存膵癌や他臓器併
存癌が予後規定因子であるとの意見もある．膵管
内乳頭粘液癌由来の浸潤性膵管癌も予後は通常型
膵癌より良好で，5年生存率は約60％である（図
1）．
膵管内乳頭粘液性癌の特徴的進展として，膵実

質に浸潤した癌細胞が膵被膜を越え，さらに周辺
臓器である胃や十二指腸へ進展し粘液産生を認め
る場合は粘液瘻を形成することがある．これが癌
の浸潤なのか，多量に産生される粘液による単な
る組織の破綻による瘻孔形成であり，他臓器浸潤
ではないとする者もあり，議論が分かれる．

5．IPMNの悪性度診断

IPMNは過形成，腺腫，非浸潤癌，微小浸潤癌，
IPMN由来の浸潤癌へと連続した病変と考えられ
るが，微小浸潤癌の術前画像診断は困難である．
従来は，過形成と腺腫を区切って，腺腫以上を手
術適応とする考えが多かったが，IPMNの進行は

緩やかで，腺腫より微小浸潤癌へ，さらに IPMN
由来の浸潤癌へと進展するのにかなりの時間がか
かる．しかも微小浸潤癌で外科切除をしても予後
良好は比較的良好である．こうした事実のため，
中等度以下の腺腫は経過観察で良いとする考えが
多い．一方，高度異型の腺腫は病理学的にも粘膜
内癌との鑑別診断が困難であるため，病理によっ
ては高度異型の腺腫を粘膜内癌と診断することも
ある．このため，高度異型の腺腫以上からを手術
適応とする考えが多い．こうした歴史的背景より，
我が国では IPMNの手術切除例は最近，変わって
きている．後ろ向きの外科切除例の検討ではこう
したバイアスがかかっているので注意する必要が
ある．
IPMNは腫瘍細胞が膵管内に乳頭状に増殖する

ため，間質への浸潤性増殖を特徴とする通常型膵
管癌に比較して，膵液中に腫瘍細胞が落下するこ
とが多いと考えられ，膵液細胞診による術前悪性
度診断が期待される．しかし，IPMNの腫瘍細胞の
分化が非常に良いため，膵液細胞診の診断自体が
難しい．また，粘液が多く採取される腫瘍細胞数
も少ない．今後，細胞診に免染や分子生物学的手
法を組み合わせた診断法の開発が期待される．
IPMNの術前悪性度診断はおもに画像診断でな

される．病変の局在（膵管の拡張と乳頭状隆起の
局在）より主膵管（＋混合）型と分枝膵管型に分
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類される．主膵管（＋混合）型は切除例の検討よ
り，悪性が多いことが知られており，全例手術適
応とする考えが多い．一方，分枝型は拡張膵管の
大きさ，壁在結節の存在や大きさ，主膵管の拡張
などにより悪性度を評価し，手術適応を決定し，
分枝型では拡張膵管：3 cm以上，壁在結節：6
mm以上，主膵管：拡張ありの例で，悪性例が多
く，それらを手術適応とする傾向にある．

6．IPMNの術式と切除範囲

術前診断で高度異型の腺腫，最大でも非浸潤癌
に留まると考える場合，機能温存の膵切除の適応
となる．膵頭部病変に対しては膵頭十二指腸第二
部切除，膵体部病変には膵分節切除，膵尾部病変
には脾臓温存膵尾部切除などが適応となる．その
場合，膵切離断断端の術中迅速を含めた検索が重
要である．しかし，膵鉤部切除などの膵縮小手術
は良性 IPMNの周囲膵は正常膵であることが多
く，術後に膵液瘻などの合併症が問題となる．非
侵襲的な機能温存手術を目指したがために，か
えって，患者に不必要な負担や苦痛を与えないよ
うに十分，適応には注意する必要がある．
術前診断で微小浸潤以上が考えられる場合は，

通常型膵癌同様，2群リンパ節郭清を伴う拡大膵
切除が適応となる．微小浸潤癌の予後は良好で 5
年生存率は約80％である．由来の浸潤癌は多くの
施設で，約60％と予後良好である．しかし，由来
の浸潤癌の定義が不明なため，高度の進行癌まで
入れている施設もあり，そうした施設では30～
40％と予後は不良となっている．微小浸潤癌や由
来浸潤の定義の統一が必要である．
IPMNの局在部位では腫瘍細胞の産生する粘液
が細胞外に大量に放出されるため，罹患膵管は拡
張することが多い．しかし，罹患膵管でなくても
粘液の貯留のためだけで拡張することもあり，膵
管の嚢胞状拡張のみでは正確な病変局在の判断は
困難なことがある．特に，膵管内乳頭粘液癌の主
膵管型では主膵管が瀰漫性に拡張するため，膵頭
部を切除したらよいのか，膵体尾部を切除したら
よいのか，迷うことがある．IPMNでは腫瘍細胞が

管腔内に増殖し，顕微鏡的もしくは肉眼的な乳頭
状隆起を形成し，画像上，壁在結節や膵管鏡によ
る“いくら状粘膜”として捉えられたり，浸潤部
を充実部として捉えられる．そうした部に癌が存
在すると考えられるので，乳頭状隆起部や充実部
の存在する部は切除する必要がある．局在部位診
断には術中も含めた膵管鏡による“いくら状粘膜”
などの膵管粘膜の検討も重要である．
膵管内乳頭粘液性癌の主なる局在により，膵体
尾部切除もしくは膵頭十二指腸切除術を適応とす
ることが多い．水平方向進展として肉眼的腫瘤よ
り2cmをめどに切離線を決定すると良いと思わ
れる．ただ，後述する術中迅速を加えた断端の検
索も重要である．膵管内乳頭粘液性癌由来の浸潤
癌では通常型膵癌同様，従来の拡大郭清ではなく，
後腹膜を含めたサージカルマージンを肉眼的（で
きれば組織学的にも）陰性とするように膵切除を
行う必要がある．
胃や十二指腸と内瘻を形成した場合，膵癌など
の直接浸潤とはことなり，部分的に瘻孔部のみを
合併切除することで長期予後を得た経験がある．
内瘻形成例では内瘻があるといって，非切除とせ
ず，積極的に切除するスタンスも重要である．
リンパ節郭清に関しては術前診断が良性より非
浸潤癌さらに微小浸潤癌に留まるものは通常の膵
切で切除される範囲のリンパ節を切除する程度で
特にリンパ節郭清の必要はない．切除例の検討で
は膵管内乳頭粘液性癌由来の浸潤癌では通常型膵
癌ほどリンパ節転移の頻度は少ないし，局所リン
パ節転移に留まることが多く，通常，2群リンパ節
郭清を行うことが多い．

7．膵切離断端の検索

IPMNは腫瘍細胞が膵管内に乳頭状に増殖する
疾患で，膵管内進展を特徴とする．そのため，術
中，膵切離端の術中迅速診断をも含めた検索は重
要である．原則的には中等度までの異型上皮は追
加切除の必要はない．しかし，高度以上の異型上
皮は追加切除が必要である．特に浸潤癌は膵全摘
をしてでも陰性化する必要がある．膵切離面の術
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中迅速診断では膵管内病変と間質病変に分けて考
える必要がある．腫瘍細胞が明瞭な間質浸潤の形
で陽性の場合は追加切除が必要である．間質浸潤
も腫瘍細胞が管状構造をとり，基底膜が保たれて
浸潤している場合，膵管内進展（非浸潤）なのか，
管状腺癌の浸潤なのか，判断が困難なことがある．
膵管内病変では中等度異型までは経過観察で良
く，高度異型以上は追加切除を要する．ただ，膵
管内の異型度評価は術中迅速診断がクライオス
タットで作成されるやや質の劣る標本で判断しな
くてはならないので困難である．また，膵管内の
異型上皮の異型度診断はやや恣意的で病理医間で
異なり，診断は再現性に欠ける欠点がある．P53
や Ki67などの免染の術中迅速診断への応用が望
まれる．近い将来には PCRを用いた分子生物学的
手法の導入も望まれる．
術中に残存する予定の膵臓の主膵管内に膵管鏡

を挿入し，膵管粘膜にいくら状粘膜などがないか
観察し，また，直接生検するなどもなされること
がある．しかし，術中膵管鏡では膵管内に生理食
塩水を注入しながら，行うため術中の膵癌細胞が
腹腔内へ散布される危険がある．腹膜播種予防の
ため，ガーゼで局所を覆ったり，膵管鏡を施行後，
局所を十分に生食水で洗浄するなどの注意が必要
である．

8．IPMNの多発

IPMNは同時性に多発することがある．そうし
た場合，悪性度が最も高いと思われるものに対し，
悪性度に応じた手術を行う必要がある．悪性度の
低いものは経過観察で良く，予防的な意味も含め
て膵全摘術は必要ではない．しかし，十分な経過
観察が必要で，我々は IPMN術後 IPMNで再発し
た 2例に対し，膵全摘術を行った経験がある．

9．同時性もしくは異時性膵管癌の併存

我々は2002年に IPMNと浸潤性膵管癌の併存
例 7例を報告し，しかもそうした浸潤性膵管癌は
非併存例より予後良好であることを報告した5）．
さらに IPMNが早期膵癌の発見の契機となる可

能性についても言及した6）．その後，IPMNと膵癌
の異時性・同時性の併存については学会報告，症
例報告やまとまった原著論文などがある．IPMN
と膵癌との併存のまとまった報告としては IPMN
と併存した通常型膵癌 5例7），平均3.8年経過観察
した IPMN 80例中 4例に発生した通常型膵癌8），
79例の IPMN外科切除例で同時性に認めた 2例
と IPMNの診断後異時性に膵癌が発生した 1例9）

などがある．IPMN，特に50歳以上男性の分枝型
IPMNでは IPMNとは離れた膵管に通常型膵癌
が約10％に認められる．手術時や手術後の経過観
察では IPMNの周囲の膵の検索を行う必要があ
る．その際にはERCP下の膵液細胞診を含めた検
索が必要である．
胃がんや大腸がんなどの消化器癌の早期病変は
隆起性と陥凹型に分類され，陥凹型は早期より浸
潤傾向があるとされている．膵発ガンを考えると，
膵がんには膵管という消化管内に乳頭状に管内性
増殖を示す IPMN由来の slow growing なものと
PanIN 由来の早期に間質に浸潤する病変がある
のではないかと考えられる．こうした立場より
IPMNと通常型膵癌の合併を考えると膵臓の膵管
が何らかの共通する前癌状態にあり，一部で
IPMN，他方で PanIN 由来の浸潤癌となっている
かもしれない．膵臓が全体にこうした前がん病変
になっている可能性があり，膵癌が一箇所の膵管
より発生するのではなく，膵全体よりField 発癌
の可能性がある．
われわれは今まで13例の IPMN併存膵管癌を

経験した（表3，4，図2）．これら13例では IPMN
も膵管癌も外科的に切除され，両者ともに最終病
理診断が付いており，両者間に組織学的な連続性
を認めていない．これは切除された135例の IPMN
中13例で9.6％，159例の膵管癌中13例で8.2％に相
当する．年齢は54歳より75歳，平均64.2歳，男性11
例，女性 2例であった．4例は IPMNが膵管癌診断
の契機となった．8例に糖尿病を認めた．異時性
1例，異時性かつ同時性 1例，同時性11例である．
IPMNは全て軽度以下の腺腫で，4 cm以下の分枝
型 IPMNであった．膵管癌は通常の管状腺癌で
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表3 IPMNに合併した膵癌（自験例）

予後手術糖尿病主訴性年齢症例

 49mo, DeadPPPD, SRありなし男66 1
  7mo, DeadDP＋SPありなし＊男55 2
130mo, AliveDP＋TGxなし腹痛＊男59 3
108mo, AliveTPなしなし＊男63 4
 11mo, DeadDP＋SPなし腹痛＊男69 5
 25mo, DeadPPPDあり黄疸男63 6
 20mo, DeadPPPDなし腹痛男75 7
 17mo, AlivePPPDなし黄疸男70 8
  6mo, AlivePPPDあり体重減少女70 9
 24mo, AlivePPPDあり体重減少男7210
 12mo, AliveDP＋SPありなし女5411
  5mo, alivePPPDあり高血糖男6012
  4mo, aliveDP＋SPあり糖尿病悪化男6013

＊ ：IPMNを契機に膵癌が診断

表4 IPMNに併存した膵癌（自験例）

膵癌IPMA（腺腫）

stage大きさ浸潤度組織型部位大きさ局在部位異時性 / 同時性

I I I2.5cm浸潤tub2体部3cm分枝型頭部異時性（4年）
I1.0cm非浸潤tub1尾部3cm分枝型尾部同・異時性（7年）
I2.0cm非浸潤tub1体部1.5cm分枝型体部同時性
I1.5cm微小浸潤tub1体部2.5cm分枝型頭部同時性
I I I2.2cm浸潤tub2尾部3.0cm分枝型尾部同時性
I I I2.5cm浸潤tub2頭部4.0cm分枝型体部同時性
I V3.0cm浸潤tub2頭部4.0cm分枝型頭部同時性
I I I6.5cm浸潤tub1頭部3.0cm分枝型頭部同時性
I I I3.0cm浸潤tub2頭部4.0cm分枝型頭部同時性
I I I1.4cm浸潤tub1頭部2.0cm分枝型頭部同時性
I1.5cm浸潤tub1頭部3.0cm分枝型体部同時性
I1.1cm浸潤tub1頭部3.0cm分枝型体部同時性
I I2.5cm浸潤tub1尾部2.0cm分枝型体部同時性

あった．注目されるのは非浸潤癌 2例や微小浸潤
癌 1例など小膵管癌が多く，5例は Stage I であっ
た．5年累積生存率は IPMN併存膵管癌が49.7％，
IPMN非併存膵管癌は27.3％で有意差はなかった
ものの予後は良い傾向にあった（図3，P＝0.0715）．

10．IPMN併存膵管癌と鑑別を要する疾患

IPMN併存膵管癌と鑑別しなくてはならないの
は IPMN由来の浸潤癌である．IPMNは腺腫より
粘膜内癌，微小浸潤癌，さらに IPMN由来の浸潤
癌へと連続する病変と考えられている．IPMN由

来の浸潤癌は臨床・画像上 IPMNの所見を有し，
IPMCより浸潤性膵管癌への移行像が示されるも
のと考えられている．しかし，よく見ると両者は
本来，IPMNと膵管癌の併存例であるが，近接して
いるがために，IPMN由来浸潤癌としている例が
見られる．連続性がないが，IPMN由来の浸潤癌と
診断されている可能性がある．現在，日本膵臓学
会では膵嚢胞性腫瘍委員会が立ち上げられ，チー
ム 3として IPMN併存膵管癌と IPMN由来の浸
潤癌との検討が開始されている．その議論の中で
強調されているのは明らかな IPMNの存在と組
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図2 IPMN併存膵癌の13例

図3 IPMN併存の膵管癌とIPMN非併存の膵管
癌の生存曲線

織学的 IPMNより浸潤癌への移行像である．

11．他臓器癌の合併

IPMNでは20～30％に膵以外の臓器の悪性腫瘍
を同時性，異時性に発生することが報告されてい
る10）．特に，大腸癌，胃癌などの消化器癌の合併が
多い傾向にある．IPMN術前，さらには術後の経過
観察においては他臓器癌の発生も念頭に検査や結
果観察する必要がある．

12．術後の経過観察

膵管内乳頭粘液性癌の術後は定期的にCEAや
CA19-9の腫瘍マーカーの測定やCT，MRI，MRCP
による画像検査を行い，残膵の状態や遠隔臓器転
移の有無を注意深く見ていく必要がある．残膵に
関しては IPMNでは周辺膵臓での通常型膵管癌
の発生の可能性が報告されており，膵癌の発生に
注意する必要性がある．残膵についてもう 1点，
注意すべきは残存膵の主膵管が拡張して来る場合
は IPMNの多発もしくは IPMNの形での再発を
念頭に検索する必要がある．再手術の適応も主膵
管径，壁在結節，拡張分枝膵管径などを中心に外
科切除適応を考える．3例では，残存膵を切除し，
膵全摘とした経験がある．また，残膵の萎縮など
形態学的変化を含めて，残膵の状態を観察してい
く必要がある．再発に関しては膵管内乳頭腺癌が
膵管内乳頭腺癌の形で再発しているのか，通常型
膵癌の形で再発しているのかに十分注意する必要
がある．IPMN術後に残膵に IPMNが発生し，膵
全摘を行った例を 3例経験している．
転移としては通常の膵管癌同様，肝転移，腹膜
播種，リンパ節転移などを中心に術後経過観察を
行っていく必要がある．膵管内乳頭粘液性癌に特
徴的な転移形式としては癌細胞の腹膜散布による
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pseudomyxoma peritonei が挙げられる．
膵管内乳頭腺癌においては先述の残膵の別な膵

管での通常型膵癌の発生とともに他臓器癌の合併
に注意する必要がある．IPMNの他臓器癌の合併
をみると消化器癌，泌尿生殖器癌，血液癌など多
岐にわたっている．同時性・異時性に合併する癌
腫に偏りはあまりないが，胃癌，大腸癌などの消
化器癌の合併が多い傾向にある．定期的に胃カメ
ラや大腸ファイバーを行うことが勧められる．ま
た，肺癌の合併もあり，胸部のCTなども勧められ
る．
IPMNの背景膵は膵管内の粘液の充満により，
膵実質の萎縮が著明で糖尿病や膵外分泌機能低下
を伴うことが多い．そうした膵臓に膵切除を加え
ると，術後糖尿病の出現もしくは悪化を来すこと
が多い．また，脂肪便などの消化吸収障害を来す
ことが多い．こうした膵内外分泌障害にも十分注
意を払う必要がある．

13．術後補助化学療法

現在，膵癌に対しては切除後にジエムザールを
中心とする補助化学療法を行う施設が多くなって
いる．その場合，通常の投与法に準じて1000 mg�
m2を 3 投 1休で行うと切除後のため白血球減少
などの副作用がより多く，ジエムザールの量を
80％に減量したり，2投 1休や 1投 1休など投与
できるように減量，もしくは間隔を空けて行うこ
とが多い．しかし，量を下げるのがよいのか？間
隔を空けるのが良いのかの結論はまだ出ていな
い．最近，静注のジエムザールと異なり，経口投
与であるTS1，もしくはジエムザールとTS1の併
用を行う施設も出てきている．ジエムザールでは
3クール（9回投与，3カ月）より 6クール投与，
さらには副作用が出ない限り投与するなど，投与
期間に対しても考えは様々で明瞭な回答はでてい
ない．
膵管内乳頭粘液性腺癌の非浸潤癌では術後補助

化学療法は断端が陰性である限り，必要はないと
考えられる．微小浸潤癌，膵管内乳頭粘液前癌由
来の浸潤癌では通常型膵癌同様，術後補助化学療

法を行うことが勧められる．ただ，微小浸潤癌と
膵管内乳頭腺癌由来の浸潤癌が同じであってよい
のか？の問題は今後，解決されなくてはいけない．

おわりに
IPMNは粘液上皮の膵管内増殖と通常型膵癌と
比較して良好な予後で特徴付けられるユニークな
膵腫瘍である．特徴的な臨床病理学的特徴は高度
の膵管内進展，多中心性発生，IPMNと離れた部位
の通常型膵癌の併存や他臓器癌の併存である．
IPMNの治療では術中迅速診断を併用し，IPMN
の残存がないようにすることが重要である．その
ため，術中迅速診断で陽性（高度異型上皮以上）の
場合，追加切除，さらには膵全摘が時に考慮され
る．多発や膵管内進展を考えると，理論的には膵
全摘は理想的で最良である．しかし，IPMNは高齢
男性に多いことを考えると，より縮小した膵亜全
摘術などを考慮し，膵全摘は慎重に考慮すること
も賢明と考えられる．
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