
はじめに

近年直腸カルチノイドの報告例は増加しつつあり，

壁深達度，腫瘍径などにより，その悪性度の評価も確

立しつつある1）2）．今回，われわれは腫瘍径12mmかつ

壁深達度 smで腫瘍摘出後約 3年で肝転移を生じたき

わめてまれな 1例を経験したので報告する．

症 例

患者：52歳，男性

主訴：便潜血陽性

既往歴，家族歴：特記すべきことなし．

現病歴：1995年 8 月，検診で便潜血陽性を指摘され，

近医で注腸検査を施行し，Rsの部位に粘膜下腫瘍を指

摘され，精査目的で当院へ紹介となった．

血液生化学検査所見：血中セロトニン90ng�ml（正
常：57～230ng�ml），尿中5-hydroxyindole acetic acid
（以下，5-HIAA）3.9mg�day（正常：1.0～6.0mg�day）
と正常範囲内であり，他の血液生化学検査所見も正常

範囲内であった．

大腸内視鏡検査：肛門縁から約10cm口側の後壁

に，表面平滑で軽度陥凹を伴い，やや黄色調の隆起性

病変を認めた（Fig. 1）．同時に施行した生検でカルチ

ノイドと診断された．

超音波内視鏡検査：腫瘍は粘膜下に存在し，筋層へ

の浸潤，周囲リンパ節の腫大は認められなかった．

以上から腫瘍摘出術で十分と判断し，1995年10月26

日，経仙骨的腫瘍摘出術を施行した．術後経過は良好

であった．しかし，約 3年後の1998年 9 月の腹部CT

検査で肝腫瘍が指摘された．
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症例は52歳の男性で，便潜血陽性を契機に精査でRsに発生した直腸カルチノイドと診断し経仙骨

的腫瘍摘出術を施行した．摘出した標本は腫瘍径12×10mm，壁深達度 smの直腸カルチノイドであっ

た．術後経過は良好であったが，約 3年後に肝外側区域に腫瘍を認め，精査で肝転移と診断し肝外側

区域切除術を施行した．摘出標本は腫瘍径35×30mmのカルチノイドで前回の組織学的所見と同様の

腫瘍であった．

本邦における腫瘍径20mm未満かつ筋層非浸潤の直腸カルチノイドの肝転移例は，自験例を含めて

6例ときわめてまれで，異時性の肝転移は自験例のみであり，若干の文献的考察を含めて報告する．
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Fig. 1 Endoscopic study showed the rectal tumor

with smooth surface and the central ulceration.
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血液生化学検査所見：血中セロトニン117ng�ml，尿
中5-HIAA 3.1mg�day と正常範囲内であり，他の血液
生化学検査所見も正常範囲内であった．

腹部造影CT検査：肝外側区域の S2に辺縁不整の

造影効果の乏しい径約3cmの腫瘍を認めた（Fig. 2）．

血管造影X線検査：左肝動脈からの造影で，A2か

ら軽度腫瘍濃染像を認めた（Fig. 3）．早期濃染像，血

管新生は認められず，転移性肝腫瘍と診断した．

以上の所見と既往から直腸カルチノイドの肝転移と

診断し，1998年11月24日，肝外側区域切除術を施行し

た．術後経過は良好であった．

直腸カルチノイドの病理組織学的検査所見：肉眼的

所見では，12×10mmで中心に陥凹を伴った黄色調の

腫瘍であった（Fig. 4A）．組織学的所見では，異型性の

少ない円形核を有する比較的均一な細胞が，主として

索状配列を呈していた（Fig. 5A）．腫瘍細胞はクロモグ

ラニンに陽性で，sm，ly1，v0で，断端に腫瘍細胞は認

めなかった．

肝転移巣の病理組織学的検査所見：肉眼的所見で

は，35×30mmで充実性の腫瘍で肝被膜は保たれてい

た（Fig. 4B）．組織学的所見では，第 1回手術時と同様

の異型性の少ない円形核を有する比較的均一な細胞

が，充実性に増殖していた（Fig. 5B）．肝被膜への浸潤

は認めず，腫瘍細胞はクロモングラニンに陽性で，直

腸カルチノイドの肝転移と診断した．

考 察

カルチノイドは1907年 Oberndofer が異型性の低い

癌に類似した回腸腫瘍として報告されたのが初めてで

ある3）．本邦での消化器系カルチノイドの好発部位は，

直腸が36.1％と最多で，胃，十二指腸がこれに次いでい

る4）．

Fig. 2 Abdominal CT showed a slightly enhanced tu-

mor in the lateral segment of the liver.

Fig. 3 Left hepatic angiography showed the tumor

stain sligtly.

Fig. 4 A：The rectal tumor was 12×10mm in size.

B：The cut surface of the liver with the metastatic

tumor.
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Table 1　Reported cases of resected liver metastasis from rectal carcinoid in 
Japan

ResectabilityInterval
（month）vlyUlcerationSize

（mm）SexAgeYearReporterCase

－0//＋10M561991Soga1

－0//＋10F461991Soga2

＋021＋7 × 6M701992Iwasaki3

＋000＋9 × 8F581993Maeda4

－000＋7 × 6F551994Sorimachi5

＋3701＋12 × 10M521998Author6

直腸カルチノイドは無症状のことが多く，偶然発見

されることが多いが，黄白色調の表面平滑な粘膜下腫

瘍の形態をとり，特徴的な組織学的所見から診断は比

較的容易である．しかし，細胞や核異型の変化に乏し

いため，組織学的所見から良悪性の判断は困難である．

そこで，壁深達度・腫瘍径と転移率の関係から治療方

針が検討されている．

壁深達度と転移率の関係は，筋層非浸潤例（壁深達

度 smまで）では5.3％，筋層浸潤例（壁深達度mp以上）

では53％と報告されており，筋層浸潤例では進行大腸

癌に準じた手術が推奨されている1）2）．

腫瘍径と転移率の関係は，20mm未満では11.7～13.1

％，20mm以上では82.0～87.5％と報告されており，腫

瘍径20mm以上では進行大腸癌に準じた手術が推奨さ

れている5）6）．腫瘍径20mm未満では，内視鏡的切除例

の検討から，原則として11～19mmでは局所切除を，

10mm以下では内視鏡的切除を先行し，術後の病理組

織学的検索の結果により再手術の適応を検討するのが

一般的である7）8）．

肉眼形態と悪性度の関係も報告されるようになり，

中心陥凹症例では，脈管侵襲や転移率が高くなり注意

を要するとされている9）10）．

以上をふまえて自験例の第 1回目手術を検討する

と，術前に超音波内視鏡で筋層非浸潤，リンパ節腫大

なしと診断し，腫瘍径12mmであったため，経仙骨的

腫瘍摘出術を選択した．術後の検討では，筋層非浸潤，

断端陰性で，脈管侵襲は軽度であり，治癒切除である

と判断し追加切除は施行せず，厳重な経過観察とした．

局所への再発は現在も認めていない．

また，腫瘍径20mm未満かつ筋層非浸潤症例におけ

る肝転移症例は自験例も含め本邦報告例は 6例のみで

あった（Table 1）11）～14）．このうち，異時性肝転移は自験

例のみであった．6例全例中心陥凹を伴っており，脈管

侵襲は50％（4例中 2例）に陽性であった．切除可能例

は自験例を含め，3例のみであった．肝転移発見時に原

発巣と比較して，巨大かつ広範で切除不可能な症例が

多いため，肝転移例の直腸カルチノイドの予後が不良

である原因であると考えられた．しかし，カルチノイ

ドは一般的に発育が緩徐で，可能であれば積極的な肝

切除により予後の向上が期待できると報告されてい

る12）13）15）．自験例では厳重な経過観察により，異時性の

肝転移を早期に発見し得たため，外科的切除が可能で

あった．

腫瘍径20mm未満かつ筋層非浸潤の直腸カルチノイ

Fig. 5 A：The histological findings of the resected

rectal carcinoid．（H. E. stain×400）

B：The histological findings of the resected metas-

tatic liver tumor．（H. E. stain×400）
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ドで，中心陥凹症例，脈管侵襲陽性症例では，選択し

た術式，リンパ節転移の有無にかかわらず，異時性の

肝転移も念頭に置いて厳重な経過観察が必要であると

考えられた．
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Asycronous Liver Metastasis from Rectal Carcinoid
Tumor 12mm in Diameter

Tsuyoshi Igami, Hiroshi Hasegawa, Seiji Ogiso, Masaya Shiomi,
Masato Momiyama, Shusaku Ohira, Yu Takahashi, Takeshi Amemiya,

Keisuke Uehara and Susumu Miyazaki
Department of Surgery, Nagoya Daini Red Cross Hospital

Asynchronous Liver Metastasis from Rectal Carcinoid Tumor 12mm in Diameter：A case report A 53-
year-old man was diagnosed with a rectal carcinoid tumor at Rs because of fecal occult blood.

We performed transsacral resection of the rectal tumor. The rectal carcinoid measured 12×10mm and
tumor invasion was limited to the submucosal layer. About 3 years later, we diagnosed liver metastasis from
the rectal carcinoid tumor, and performed lateral segment rescection of the liver. The liver tumor measured
35×30mm, the histological finding of the tumor was rectal carcinoid-like tumor. In the Japanese literature,
only 6 cases of liver metastasis from rectal carcinoid tumor, smaller than 20mm and limited to the submucosal
layer have been reported. To our Knowledge, this is the first case to be reported in Japan of liver metastasis
after resection of rectal carcinoid tumor.
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