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症例は68歳女性.2006年 12月貧血の精査目的に施行された大腸内視鏡にて,上行結腸に2

型進行癌を認めた.腹部CTでは両側卵巣に腫癖を認め,卵巣腫癌の合併が疑われた,上行結腸

癌および両側卵巣腫癌の術前診断に対し,腹腔鏡下手術を施行.術中所見は両側卵巣に異常を

認めなかったが,小骨盤腔に落ち込んだ空腸に壁外性に発育する腫癌を認めた.また回腸に

Meckel憩室を認め,術前はそれらを卵巣腫癌と誤認したものと考えた.腹腔鏡補助下右結腸切

除,D3リンパ節郭渦輪および空腸,回腸部分切除術を施行した.病理組織学的に上行結腸癌は

深遠度 ssの高分化腺癌で,傍結腸リンパ節転移陽性であった.空腸魔境は径7cmのGIST (C一

氾t陽性)で,壊死は認めないが核分裂数が多いため (>5/HPF),境界悪性と判断された.術

後経過は良好で,患者は現在も無再発生存中である.結腸癌,GIST併存例を腹腔鏡補助下に切

除した例は稀であり,文献的考察を含め報告する.

キーワード:腹腔鏡下手術,上行結腸感,小腸 GIST

緒 雷

近年鏡視下手術の潜及とともにその適応も拡が

ってきており,消化管重複病変に対する腹腔鏡下

手術報告例が散見されるようになってきた.今回

我々は貧血で発症した上行結腸進行癌に対する腹腔

鏡補助下切除時に,小腸 GIST (Gastrointestinal
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stromaltumor)を発見し,同時に切除し得た症例

を経験 した 文献的考察を加え報告する.

症 例

患者 :68歳,女性.

主訴 :貧血.
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図 1 注腸造影 (aト 下部消化管内視鏡 (ら)

Bauhin弁直上の上行結腸に2型腺癌を認めた (Bp:tubl).

既往歴 :30歳,胃ポリ-プにで幽門側胃切除.

家族歴 :特記すべきなし.

現病歴 :2005年 8月の検診にて便潜血陽性と

なり,近医で大腸内視鏡を受けたが異常を認めな

かった.2006年 12月血便あり同医院受診.12月

26日大腸内視鏡にて上行結腸に2型進行癌認め

(生検tubl),12月27日手術目的に当科紹介とな

る.

現症 :身長 138.0cm,体重 33.3kg,体温 37.2℃.

眼結膜に貧血,黄燈を認めず.表在 リンパ節を触

知せず,胸部打聴診上異常を認めず.腹部は平坦

軟で腺癌を触細せず,

入院時検査成績 :血算ではHb7.3g/dlと貧血

を認めるのみで,生化学検査では異常なし.CEA

5.1mg/mlと軽度上昇していた.

バリウム注腸検査 :上行結腸に径 2cmの陰影

欠損像を認める.中心には陥凹を認め,2型腫癌

の所見であった.終末回腸には異常を認めなかっ

た (図 l壬l).

下部消化管内視鏡検査 :Bauhin弁直上の上行

結腸に1/4周を占める2型腰痛あり.魔境生検で

高分化腺癌を認めた く図Ib).

腹部骨盤CT検査 :上行結腸に壁肥厚を認め,

上行結腸癌に該当する所見であった.所属リンパ

節の有意な膿太は認めず,また,骨盤内両側卵巣

にあたる部位に高吸収性腫癌を認め,卵巣腫癌が

疑われた.

MRI検査 :小骨盤腔に,Tl強調像で高信号

(図 2a),T2強調像で低信号 (図2b)を示す腫癌

を認めた.南側卵巣腫癌と診断した.

手術所見 ニ2007年 1月24日腹腔鏡補助下に手

術を施行した.腹腔鏡による腹腔内所見では腹水

や肝転移,腹膜播腫性転移巣は認めなかった,上

行結腸前壁側に奨膜のひきつれを認め,上行結腸

癌によるものと考えた.術前に両側卵巣腫癌と考

えられたものは,一方は空腸 (Bauhin弁から約

300cm口側)に存在する小腸腺癌であり (図3),

一方は回腸 (Bauhin弁から約 70cm口側)に存

在するMeckel憩室であった.上行結腸癌に対し

ては右結腸切除,D3リンパ節郭滴術を施行.空腸

腫癌に対 して空腸部分切除術,Meckeま憩室には

回腸樫状切除術を併施した.手術時間は190分で,
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図2 MRI検査

Ti強調傑 (a)で高信号,T2強調像

(b)で低信号を示す腫癌 を認めた.両

側卵巣腫癌の診断であった.

出血量は15gであった.

切除榎本肉眼所見 :回盲弁直上の上行結腸前壁

に1/5周を占める2型の腫癌を認めた (病変 1).

切除空腸の腸間膜対側に空腸壁内外に突出する径

7cmの粘膜下腫癌を認めた (病変 2).腺癌の劉

面はhomogeniousな灰白色詞を里 し,充実性で

内部に一部出血を認めた く図4).

病理組織学的所見 :病変 1:癒合傾向を示す管

状異型腺管が間質の線維化を伴い浸潤性に増殖し

ており,先進部は梁膜下層に達していた くpss).

核異型は中等度で重層化が著明であった.以上よ

り高分化腺癌と診断された.腸管傍リンパ節に1

個転移を認めた (pNl:1/21).脈管侵襲はlyO,vl

であった.病変2;表層は大部分が変性している

が,わずかに既存腸管粘膜が保たれており,さら

に固有筋層との間に存在する粘膜下魔境であっ

た.非常に細胞密度の高い腫癌で,卵円形-紡錘

形核を有する鵜錘形細胞が索状に配列し,胞体は
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図3 術中所見

Batlhin弁から約 300cmに]側空腸に壁内外に

突出する粘腰下腰痛を認めた.

淡い好酸性を示していた.壊死は認めないが,1

強視野に5個以上と非常に多くの核分裂像を認め

た (図5).

免疫組織学的所見 :病変 2;C-kit(+),

CD34(+),αSMA ト ),S-100(-),Ki-67

index<5%.

以上から病理組織学的に病変2はGISTであり,

腰痛径および核分裂数より境界悪性と判断され

た.

術後経過 :術後2招目より経口摂取を開始.以

後は良好に経過し9病日で退院した.術後約 1年

6ケ月現在,結腸癌およびGISTの再発徴候なく

外来通院中である.

考 察

近年は腹腔鏡下手術が普及し,腹腔鏡補助下大

腸切除術や腹腔鏡補助下幽門側胃切除術などを行

う施設が増加してきている1).それに伴い,重複

病変に対する手術の報告も散見されるようになっ

てきた.検索し得る限り,本邦における大腸癌と

胃癌の同時性重複例に対する腹腔鏡下手術に関し

ては,現在まで4例の報告があり2ト 5),会議録
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囲4 り)除標本肉眼所見

T3at)hlr)弁直上の上行耕暇前蟹に2型の鵬癌を認め,切除中脳の脂l出川更対側に重

職望FJl外に実出する経 7cmの粘眼下月副題を認めた 垂脂雌痛の洲耐ま妖白色調か

つ 允'尖性で 内部に一部川血を認めた

では 12例報告 されている また,大脳秘 と小腸

癌の重複例についてはこれまで 1例のみ報告があ

り6),腹腔鏡補助 トS状結腸切除時に偶然小腸病

変を発見 し.開腹術に移行 した 卜で切除 されてい

る

本邦における大槻舷と小脳GISTのrijJl時性垂裡

例は,開腹例は5例程度 と柿であり7),El験例の

ような腹腔鍵下手術例に皇っては,我々が検索 し

得る限 り報告がない (口本医学巾火雑誌において

1983-2008を ｢腹腔鏡｣ と ｢大腸｣, ｢GIST｣

で検索) これは,小腸腫壕,特に小腸GISTが瞳

学的に稲であるということや術前 ･術中診断率が

低いという,小腸の臓器特男性が少なからず起囚

しているものと考えられる 自験例においては,

図 5 柄理組織学的所見 (I-lE)

卯円形一紡錘形桜を有する鮎錘形細胞が索状

に配列している
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術前 CTにて骨盤内に 落 ち込んだ空腸 GISTと

Meckel憩室 を両側卵 巣 腫壕 と誤認 した.今後

FOG-PETや小腸内視 鏡 などの普及による診断

技術の向上が期待 され る.

GISTは広義には消化 管 に発生する間葉系腺癌

の総称であり,全消化 管 原発魔境の 0,2- 0.50/0

を占め,若年者には比 較 的 少なく,40歳以上の高

齢者に多い.その うち 胃 が 60- 70%を占め,小

腸には20-30%,大腸 には 5%とされている8)9)

組織像は紡錘型細胞からなる場合が最 も多いが,

類上皮様細胞からなる場合,両者が混在する場合

もある.免疫染色で特異的にKIT陽性と判断され

れば GISTと診断 される 10).転移 を示 した GIST

は悪性 と断定 されるが,転移のみ られない GIST

の場合には腺癌径と細胞増殖能の指標を組み合わ

せたリスク分顎が行われる.細胞増殖能の指標と

しては,核分裂数や MIB-1(m67日 ndex,腫癌

壊死像の有無が有用とされる 11)12).自験例では,

紡錘形細胞の増殖からなる粘膜下腫壕で,免疫組

織化学的にC-kit(+),CD34(+)であった.

壊死は認めないが,1強視野に5個以上と非常に

多くの核分裂像を認め,腺癌径を考慮すると高リ

スクGISTと判断 される.今後の厳重なフォロ-

アップが重要と考えられる.

当施設では,切除可能な大腸癌に対 して D3部

活 を伴 う腹腔鏡補助下大腸切除 を行ってお り,

2008年 7月現在 まで結腸切除 (直腸 Rs含む)を

216例,直腸切除 (低位,超低位前方切除含む)

を 51例施行 している.しか し,臨床的 N3症例,

非減圧腸閉塞症例や穿孔例あるいは粗大腫壕例に

対 しては鏡視下手術非適応としてきた.本例では,

上行結腸嬢の術前 CTにて両側卵巣腫癌の併存が

疑われたが,いずれの病変に対 しても腹腔鏡補助

下に切除可能と判断 した 結果 として,空腸 GIST

および Meckel憩室の併発が確認 されたが,鋭視

下において も確実 に腹腔内 を観察す ることによ

り,fj､腸病変に対 レ十分診断可能 と思われる.令

後当施設においても開腹手術同等の根治性 を確保

しつつ,鏡視下手術の適応を慎重に拡充 してい く

方針である.しか し,高度な癒着があり血管同定が

困難な症例や肥満で視野の確保ができない症例な
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ど,根治橡及び安全性に問題があると判断 した場

合には,鋭視下手術に固執せず速やかに開腹手術

へ移行する万針としている.

本例では,異なる2系統の腺癌が存在 していた

那,発生に関 して偶然併存 した可能性が高い.さ

らに Meekel憩室 も併存 していた.我々が検索す

る限 り,これ らを一期的に腹腔鏡補助下に切除 し

得た報告例はなく,貴重な症例 と考えられた.

結 語

非常に稀な,上行結腸癌に小腸 GISTが併存 し

た腹腔鏡下手術症例 を経験 したので,若干の文献

的考察を加えて報告 した.
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