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症例は71歳ｿ)性．主訴は特になし．検診で便潜1i1陽性を指摘され粘査を施行，肝両葉にI汁7

1lllの多発肝転移を伴う進行S状結ll附癌と診'新された．原発巣切除(IT3N1M1 (H2) pStageW)
を施行した後,Capecitabine+Oxaliplatin+Bevacizumabによる全身化学撫法をi11･6コース施
行した．有害事象は特に認めず,ResponseEvaluationCriteriainSolidTumorsv1.1判定では縮
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小半は38.7％でありPartialResponseであった. ll:l:ii履移に対して切除可能と判断し，肝外側区
域切除十6か所の肝部分切除を行い，治癒切除となった．切除標本の病理組織結果では5病変
に腺癌が認められ,S状結腸癌肝転移と診断された．残りの2病変には残存腫瘍を認めなかっ
た．組織学的効果判定はGrade2であった．術後にUFT/UZELによる化学療法を6か月間行っ
た．肝切除から1年6か月後，肝S5に孤立性の肝jl'賦脇を認めたため，肝S5の部分切除術を施

行した．その後はUFIYUZELを継続し，外来通院I:￨:!である．現在，初回手術から5年6か月，
無再発生存中である．切除不能・困雌な肝転移を有する大鵬猫に対して,Capecitabme+

Oxaliplatin+Bevacizumabを用いた全身化学療法は有用である．
キーワード: j<l1協職同時性ll刊賦移,Capecitabine,Oxaliplalin,Bevacizumab
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今回われわれは，切除困雌な￨司時性多発性肝転
移を有するS状結腸癌に対して,Capecitabine+

大腸癌研究会の全国登録結果によると，同時性肝

Oxalipla廿n(CapeOX)+Bevacizumab(BV)療

転移を有する大腸癖の頻度は10.9％とされる')．

法後に2回の肝切除を行い長期無再発生存を得た

その場合,肝切除が可能であれば切除が推奨され

l例を経験したので報告する

るが．切除困難な場合も少なくない．
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図l下部消化管内視鏡検査

S状結ﾙﾙに半周性の2型11癌を認めた．生検で中分化11協描と診断された

■’
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に貧血なし，蛍染なし．腹部は平坦，軟であり表

例

在リンパ節は触知しなかった．
腫瘍マーカー: CEA11.6119/mL, CA19‑940

症例：71歳,男性．

U/mL.

主訴：特記すべきことなし．

下部消化管内視鏡検査: S状結腸に半周性の2

既往歴：特記すべきことなし．

現病歴：平成21年11月，検診で便潜血￨場性を
指摘された．翌月に下部消化笹内視鏡検査を行い，

型腫瘍を認めた．ファイバーの通過は可能で狭窄

S状結腸に半周性の2型腫傷が認められた生検

(図1)．

所見は認めなかったが，腫瘍は易出血性であった

では中分化管状腺癌と診断された．胸腹骨盤部

術前腹部骨盤部造影CT検査: S状結腸に腸

Cr検査で，肝両葉に計7個のjl'噴移巣を認めた

管壁の肥厚を認め,S状結腸猫原発巣に相当する

肝転移は最大径13mmであり，各々のサイズは
小さいが両葉に多発していた．同時性多発肝転移

と考えた.原発巣周囲に有意なリンパ節は認めず，
リンパ節転移陰性と判断したまた，肝S3に2

を有するS状結腸癌の診断で平成21年12月，当

個,S4に1 Im, S5に2個, S6に1個,S7に1個，

科入院となった．

計7個の低淡度l匝瘤を認め，多発肝転移と診断し

初診時現症？身長163.0cm,体重59kg,結IIK

た（図2A).その他,遠隔転移の所見はなかった．
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図2画像検査所見

A:腹部骨盤部造影Cr検査（化学療法前).肝両葉に計7個の転移巣（矢印）を認
めた．股火径は13mmであり,H2と診断した．

B腹部骨盤部造影CT検査（化学療法後). 7個の肝転秘（矢印）は全て縮小し，
縮小率は38.7％であった

．＝
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S状結11l陽切除標本の病理組織学的所見

原発巣手術摘出標本.S状結ll脇に28×22mmの2｣MII1I"(矢印）を認めた
病理組織裸本． ！''分化管状腺撫が認められた
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図4l肝切除標本の病理組織学的所見
切除標本のうち5病変に腺癌を認め,S状結llﾙ癌肝砿移と診断した．残りの2病変には残存1K甥を
認めなかった．苫Iﾘlな変性,壊死を伴っており，化学療法の治振効果判定はGrade2であった．
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以上より, S状絲腸描C'I3NOM1 (H2),CStage

可能な肝'l斌移にはIII切除が推奨され， りj除不能で

Ⅳ（大腸郷取扱い規約第8版） と診断した．原発

あれば全身化学旅法を浄脳するとされるl)．大腸

巣は易出血性であることから切除の方針とした

癌肝転秘におけるlll:Uj除後の5年生存率は35‑

が，肝転移巣は1両1時性のlilj難多発瓶変であること

58％2)3)であり，良好な成絨が示されている． し

から,CapeOX+BVによる全身化学療法後に切

かし，残lll:II}発が80‑87%')&1)であったとの報

除を行う方＃￨･とした．平成22年2月, IIM腔鏡袖肋

告もあるため, lll:!&稚の切除時期については, Iﾘ1

下S状結II勝切除,D3リンパ節郭7i'i術を施行した．
S状結腸病理組織検査: S状結￨腸原発巣は，

type2,

p'I3,

pN1,

tub2,

int,

INFb,

lyO, vO,

KRAS遺伝子変災型, pT3N1Ml (H2), pStagelV

碓な結論はｲ!+られていない．本症例は原発巣の切
除を先行させ, lll:111j雌に多発する同llf性肝転移に
対しては全身化学療法後に切除を行う方針とし
た．

切除不能, III発火llｻﾙ断における全身化学療法の

であった（図3A,B).

術後臨床経過：術後経過は良好であり， 9病ll

進歩はめざましく，雌近の大規模臨床試験の結果

に退院となった．術後301］'三￨からCapeOx+BV

によると生存期￨ﾊl!￨!央ll'fは2年を超えている5)6).

(daylにOxaliplatinl30mg/m2, BV7.5mg/kg,

これらの全身化学旅法と手術療法を糺lみ合わせる

Capecitabine (3000mg/bo(ly)をdayl〜14まで
内服，その後7H間休藥）による全身化学療法を

ことによって更なる生存＊向上が期待されてい
る．

開始した．化学療法による有りIifli象は特に認めな

切除ｲ《能の大￨脇1筋lll:II砿移症例において,FOL

かった．計6コース施行後, lll:II唾秘佃数は711Nと

FOX/FOLFIRI+Cetllximabによる全身化学療法

変わらなかったが，縮小率は38．7%,Response

を行ったCELIMstu(lyでは, 34．0%(36/106)で
肝転秘巣が切除可能になったと報告されている7)．

EvaluationCnlenaiIISoli(1'IIImol･s (RECISr) vl.1

による判定ではPartialResI)olIsc (PR) となった

また，大II附撫肝転秘に対するCapeOx+BVを用

(図2B).新規病変を認めず治癒切除が可能と判

いた第II相試験であるBOXERstudyによると，

断し，平成22年2)1にlll:II砿膨に対する切除を施

26.7％（8/30）で切除ｲく能肝枢秘が切除に至った

行した．肝外側区域切除十6か所の肝部分切除を

とされる8)．切除ｲ〈能III:il砿稚が切除可能になる，

行うことで治癒切除となった．切除標本の病理組

いわゆるconversion治旅の報告が散兇されるよ

織結果ではS3,S4,S5,S6,S7の計5病変にII鼎撫

うになり，艮期の沿旅成紋が待たれる．

が認められ,S状結腸癌肝砿移と診断された．残

化学療法後の肝切除については，術'￨!術後の合

りの2病変には残存脈甥を認めなかった．組織学

併症発生が懸念される．特にOxaliplatinはblue

的効果判定はGrade2であった（図4)．術後に

liverと呼ばれる顛那il拡張のリスクを商めること

UFr/UzELによる化学旅法を6か月間行った．

が知られている9).FOLFOX療法が6コース以上

肝切除から1年6か月後，肝S5に孤立性のlll:転

に長期化することで肝切除後の合併症が増加する

移を認めたため，肝S5の部分Uj除術を施行した．

'0)， 12コース以l話ではi'i手術率，在院ll数の延長

その後はUFI､/UZELを継統し，外来通院I￨!であ

を認めたという報告があり''),Oxalil)latin長期投

る．現在，初￨画l手術から5イド6かI1,無『I}発生存

与後の切除には注迩が必要である． しかし， 4か

中である．

月縄度のOxalil)latin投lj･では術後合併症や死亡
率はjWMIしないという結果9)が本州から報告さ
考

察

れている． また,BVイミ使川群の27.9%で顛洞拡
張がみられたのに対して,BV併川僻では類洞拡

大腸癌研究会の全￨玉l蔽鍬の結果によると,MIM
癌の同時性lll:転移は10.9%の額度と報告されて

張が8．1％しかみられなかった(I)=0.006)との
報告12)があり,BVのlll疵誕作川が示唆されてい

いる )．大II附癌治療ガイドラインでは，根治1乳術

る．

新潟医学会雑誌第129巻鋪12号平成27年(2015) 1211

766

本症例では，ポート留置が不要で外来通院での
化学旅法継続が行えるCapeOx+BV療法を6コ
ース （18週間）施行した．化学療法中の有害事象
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