
症例は６７歳の女性。４ヵ月前から食前にふらつきや一
過性の右眼の見えにくさなどの一過性脳虚血発作（TIA）
を疑う症状が出現した。２週間前に昼食前に意識障害を
認め，３１mg／dL の低血糖を指摘され，その後も低血糖
を繰り返すため当科に紹介された。随時血糖値４９mg／dL
に対し，IRI１４．０µU／mL，CPR１．８３ng／mL とインスリ
ン分泌は抑制されていなかった。造影 CT で膵鉤部に１７
mm 大の早期濃染を示す腫瘤を認め，膵神経内分泌腫瘍
が疑われた。選択的動脈カルシウム注入試験でも膵頭部
にインスリノーマの局在を示す結果が得られ，膵頭十二
指腸切除術を施行した。術後は高血糖となり，インスリ
ノーマは切除できたと考えられた。本症例は自律神経症
状を認めず TIA 様症状を呈したため，診断までに時間
を要した。インスリノーマでは低血糖の自律神経症状を
欠き中枢神経症状が前面に立つことがある。また中枢神
経症状は多彩であることから，原因不明の中枢神経症状
ではインスリノーマを鑑別に挙げる必要がある。

インスリノーマはインスリンの過剰分泌によって低血
糖症状をきたす膵神経内分泌腫瘍である。年間新規発症
者数は１～３人／人口１００万人とまれな疾患だが，膵の機
能性内分泌腫瘍のうちでは最も頻度が高い１）。好発年齢

は５０歳代でやや女性に多く，５～１０％が多発性内分泌腫
瘍症１型（MEN１）に合併するとされる１，２）。インスリ
ノーマの古典的な診断基準として Whipple の３徴候が
あり，空腹時の中枢神経症状を伴う低血糖発作，発作時
に５０mg／dL 以下の低血糖，ブドウ糖投与による症状の
改善，が知られている３）。代表的な症状は，中枢神経症
状（傾眠傾向，視力障害，異常行動，意識障害，痙攣），
自律神経症状（発汗，心悸亢進），慢性的低血糖による
症状（体重増加，記憶障害，知能低下）と多彩である４）。

今回，ふらつきや片側の視野異常など一過性脳虚血発
作（TIA）を疑う症状を初発症状とするインスリノーマ
の症例を経験したので報告する。

症 例

【症例】６７歳女性。
【主訴】ふらつき，右眼の見えにくさ。
【既往歴】５７歳から高血圧と脂質異常症，逆流性食道炎
に対し近医で治療中。糖尿病の指摘はなし。消化管の手
術歴はなし。
【現病歴】半年前から原因不明の嚥下困難感により摂取
量が減少し，半年間で体重が４kg 減少した。４ヵ月前
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から食事前にふらつきや一過性の右眼の見えにくさを自
覚した。頭部 CT や MRI で脳に明らかな異常は指摘さ
れなかったが，症状を繰り返すためアスピリンの内服を
開始した。２週間前の昼食前に意識障害を認め前医に救
急搬送され，随時血糖値３１mg／dL であり前医に入院し
た。入院中も食前や夜間に簡易血糖測定器で４０mg／dL
台の低血糖を頻回に認め，随時血糖値１２５mg／dL に対
して血中インスリン濃度（IRI）１６．８µU／mL，血中 C ペ
プチド（CPR）２．３５ng／mL であり，当院に紹介された。
【嗜好歴】飲酒なし，喫煙なし。
【家族歴】父が高血圧と肝臓癌。膵疾患はなし。MEN１
を示唆する疾患の既往はなし。
【内服薬】アジルサルタン２０mg／日，インダパミド１
mg／日，ピタバスタチン１mg／日，ボノプラザン１０mg／
日，アスピリン１００mg／日。その他健康食品などの摂取
はなし。
【身体所見】意識清明。身長１５２．２cm，体重６０．０kg，
BMI２５．９kg/m２。体 温３６．９℃，脈 拍９２回／分・整，血
圧１５０／８１mmHg。頭頸部：眼瞼結膜貧血なし，眼球結
膜黄染なし，頸部リンパ節腫脹なし，甲状腺腫大なし。
胸部：呼吸音正常，心音整で雑音なし。腹部：平坦・軟，
圧痛なし，腸雑音正常，肝脾腫触知せず，腫瘤触知せず，
下腹部正中に帝王切開手術痕あり。下肢：下腿浮腫なし。
皮膚：正常湿潤，皮疹なし。神経学的所見：失語なし，
構音障害なし，眼瞼下垂なし，眼球運動障害なし，対座
法で視野障害なし，顔面神経麻痺なし，挺舌異常なし，
カーテン徴候なし，筋力低下なし，感覚障害なし，指鼻
試験陰性，膝踵試験陰性。

経 過

血液検査所見を表１に示す。随時血糖値（PG）が４９
mg／dL にもかかわらず，IRI１４．０µU／mL，CPR１．８３ng／
mL とインスリン分泌は抑制されていなかった。しかし，
インスリン自律分泌に関してこれまでに提唱されている
各種指標は，Fajans の指標：IRI／PG=０．２９（陽性判定基
準＞０．３），Grunt の指標：PG／IRI=３．５（陽性判定基準
＜２．５），Turner の指標：［（IRI×１００）／（PG－３０）］＝７３．７

（陽性判定基準＞２００）といずれも基準を満たさなかった。
トランスアミナーゼが軽度高値であったが，画像検査も
含め肝硬変ではなく，低血糖の原因になるものではない
と考えられた。内分泌学的検査では，ACTH とコルチ
ゾールは基準値内で，迅速 ACTH 負荷試験のコルチゾー
ルの頂値２６．５µg／dL であり副腎皮質機能低下症は否定
された。低血糖に反応して GH が上昇していた。インス
リン自己免疫症候群の原因となるインスリン抗体（IAA）
は検出されなかった。また，血清カルシウムと intact
PTH より原発性副甲状腺機能亢進症を認めず，家族歴
もなかったことから，MEN１は否定的であった。

前医では，図１に示すように，十分に経口摂取を行っ
ている状況下でもフラッシュグルコースモニタリングお
よび簡易血糖測定器により４０mg／dL 台の低血糖を頻回
に認めていた。当院入院後は２０００kcal／日の食事に加
え，１０％ブドウ糖液を６０mL／h で持続投与を行ったが，
夜間は７０mg／dL 台，毎食前や食後２時間には５０mg／dL
台の低血糖を頻回に認め，１日に何回もブドウ糖による
血糖補正を要した。アンギオテンシン受容体拮抗薬は薬
剤性低血糖をきたす可能性が報告されており，入院後す
べての内服薬を中止したが低血糖は改善しなかった。絶

表１ 血液検査結果
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食試験では，開始から３時間半後に４６mg／dL の低血糖
とふらつきの増悪を認め試験を終了した。血糖値４６mg
／dL 時点の IRI６．５µU／mL（＞６），CPR０．９８ng／mL と
インスリン分泌は抑制されておらず，グルカゴン１mg
負荷後に血糖値７３と２５mg/dL 以上の上昇を認め，絶食
試験は陽性であった。

腹部ダイナミック CT では膵鉤部に早期造影効果を示
す１７mm 大の腫瘍を認め，膵神経内分泌腫瘍が疑われた
（図２の白で囲んだ部分に腫瘍が存在）。他に膵頭部に
９mm 大の嚢胞性腫瘤を認め膵管内乳頭粘液性腫瘍
（IPMN）が疑われた。超音波内視鏡検査では，膵鉤部
腫瘤は血流が豊富で造影剤で早期濃染される１６×９mm
大のやや low echoic な mass として描出され，膵神経内

分泌腫瘍に矛盾しない所見であった（図３，A-C）。さら
に膵頭部～体部にかけて８mmまでのlow echoicなmass
数個を認めたが，造影所見より分枝型 IPMN が疑われ
た（図３，D）。インスリノーマの確定診断のために，
選択的動脈内カルシウム注入試験を施行した。図４に示
すように，グルコン酸カルシウム投与後に胃十二指腸動
脈と上腸間膜動脈で IRI が前値の２倍以上に上昇し，脾
動脈では上昇を認めず，膵頭部にインスリノーマの局在
が示唆される結果を得た。

治療は，腫瘍と膵管の距離が近いため，腫瘍核出術で
はなく膵頭十二指腸切除術を選択した。病理所見では，
synaptophysin，insulinoma-associated protein１（INSM１），
chromogranin A が陽性，核分裂像６．４／１０HPF，Ki‐６７陽

図１ フラッシュグルコースモニタリングおよび簡易測定血糖値結果
前医での代表的な２日間のフラッシュグルコースモニタリングによる血糖
変動と簡易測定血糖値の結果を示す。赤は７０未満のグルコース値を表す。

図２ 腹部 CT
Ａ 単純，Ｂ 動脈相，Ｃ 門脈相，Ｄ 静脈相。白丸で囲んだ部分に早期造影
効果を示す１７mm 大の膵鉤部腫瘍を認める。
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性率２．１％より neuroendocrine tumor G２と診断され，
リンパ節転移は認めなかった。膵頭十二指腸切除術後よ
り低血糖は消失し，インスリノーマは切除されたと判断
した。逆に相対的なインスリン分泌低下によると考えら
れる高血糖を認め，一時期インスリン治療を要したが，
術後１ヵ月後には離脱できた。

考 察

本症例は典型的な自律神経症状を認めず，ふらつきや
片側の視野異常など TIA 様の症状を呈したため，診断
までに時間を要した。インスリノーマでは，中枢神経症
状に前駆して自律神経症状が起こることが多いが，ない

場合もある。特に低血糖発作を繰り返す場合は自律神経
症状を欠くことがある５）。一般的に，低血糖症状は血糖
値が５５mg/dL 付近まで低下すると自律神経系の症状が
起こり，さらに５０mg/dL 以下になると中枢神経系の症
状が出現する。しかし低血糖を繰り返すと，インスリン
への拮抗応答が減弱し６），低血糖の閾値が低下し低血糖
関連自律神経不全をきたし７），特徴的な自律神経症状が
消失することがある。反復低血糖により低血糖に対する
閾値が低下する原因として，脳の毛細血管に発現してい
る glucose transporter１（GLUT１）の発現量が増加する
ために脳内への糖取り込みが維持されることが関与して
いるとの報告がある８）。本症例では低血糖を繰り返して
いたために自律神経症状を欠き，中枢神経症状が前面に

図３ 超音波内視鏡検査
A．B 膵鉤部の１６×９mmのややlow echoicな分葉状のmass。内部に血流を
認める。
C 膵鉤部の１６×９mmのmassはペルフルブタン造影で早期より濃染される。
D 膵頭部～体部にかけて，８mm 大までの low echoic な mass を数個認める。
主膵管の拡張は認めない。

図４ 選択的動脈内カルシウム注入試験
検査方法の概要と結果を示す。
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出ていた可能性が考えられた。インスリノーマの低血糖
による中枢神経症状では，意識障害，昏睡，健忘症，視
覚異常，性格変化，てんかんなど多様な症状が報告され
ており，本症例のような視覚異常はまれではない４，９）。
Mayo Clinic からの報告では，インスリノーマの症状出
現から診断までの期間は平均４年（５０ヵ月）以上と，診
断の遅れが指摘されている１０）。これはインスリノーマの
低血糖症状が自覚されにくく，非典型的で多彩な症状を
呈することに起因すると考えられる。従って，原因不明
の中枢神経症状を呈する場合には，インスリノーマの低
血糖を鑑別に挙げることが重要である。

また，本症例では体重減少を認めたのも非典型的で
あった。インスリノーマでは典型的には体重増加や肥満
を呈するとされている。これは低血糖を避けるために食
事摂取が頻回になることや，インスリンによる脂肪蓄積
作用によると考えられている１０，１１）。一方で，体重増加を
認めるのはインスリノーマ全体の２５～４２％の症例に過ぎ
ないと報告されている９，１２）。本症例では，嚥下困難感に
より摂取量が低下したことが体重減少の原因と考えられ
た。嚥下困難感は器質的な異常を認めず，インスリノー
マと関連した症状かどうかは不明のままであるが，入院
後嚥下困難感が消失した。体重減少はインスリン抵抗性
を低下させ，無症候性インスリノーマの症状出現までの
期間を早めるとの報告があり１３），体重減少後に TIA 様
症状の出現を認めた本症例の経過とも一致していた。

結 語

ふらつきや片側の視野異常など TIA を疑う症状を初
発症状とするインスリノーマの症例を経験した。インス
リノーマの低血糖による中枢神経症状は多彩であること
から，原因不明の中枢神経症状を呈する場合には，イン
スリノーマを鑑別に挙げる必要がある。
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Insulinoma with symptoms of suspected transient ischemic attack : A case report
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SUMMARY

We report the case of a６７-year-old woman who had symptoms suggestive of a transient ische-
mic attack（TIA）, such as lightheadedness and transient visual changes before meals for４months.
She experienced altered consciousness before lunch and was taken to the emergency room２weeks
ago. She had repeated hypoglycemia with a blood glucose level of ３１ mg/dL. Insulin secretion
was not suppressed, with an immunoreactive insulin level of１４．０µU/mL and connecting peptide
immunoreactivity of １．８３ ng/mL for occasional blood glucose levels of ４９ mg/dL. Dynamic CT
revealed a １７‐mm mass enhanced during the arterial phase in the pancreatic uncinate process,
suggestive of a pancreatic neuroendocrine tumor. A selective arterial secretagogue（calcium）
injection test revealed the localization of insulinoma in the head of the pancreas. Therefore,
pancreatoduodenectomy was performed. Hyperglycemia occurred after the surgery, and it was
judged that the insulinoma was resected. This case showed TIA-like symptoms without signs of
sympathetic overdrive associated with hypoglycemia. Thus, the diagnosis was delayed. Insulinoma
may present with symptoms of neuroglycopenia but not autonomic activity due to hypoglycemia.
Insulinoma should be distinguished in patients with unknown neurological symptoms since
neuroglycopenia caused by insulinoma is diverse.
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