
はじめに

近年，直腸カルチノイドの肝転移の報告例が数多く

認められるようになったが，切除例の報告は少ない．

星野ら1）によると切除例は25例中 6例であった．今回，

われわれは直腸カルチノイド肝転移に対し 2度の肝切

除を行い，その後無再発の 1例を経験したので，文献

的考察を加え報告する．

症 例

症例：61歳，男性

主訴：なし．

家族歴：母，子宮癌にて死亡

既往歴：51歳，高血圧症．58歳，A型肝炎

現病歴：昭和61年 5月26日，直腸カルチノイドにて

近医にてポリペクトミー施行．その後，同部位に再発

し，同医にて平成 4年10月 6 日，平成 5年 1月18日，

ポリペクトミーおよび平成 5年 4月12日，経肛門的切

除を受けた．経過観察していたところ平成 7年12月，

腹部USにて肝右葉に8cm大の腫瘤を指摘されたた

め，カルチノイド肝転移が疑われ，平成 8年 3月 5日，

当科紹介入院となった．

入院時現症：右季肋部に肝 2横指触知，血圧138�70，

脈拍数60回�min，体温36.4℃．
入院時検査結果：TP，Alb 軽度低下，尿中セロトニ

ン正常であるも，血中セロトニン9.6ng�ml と高値を認
めた．腫瘍マーカー（CEA，CA19-9）は正常範囲内で

あった．

腹部超音波，腹部CTおよび血管造影：S5中心に

USでは直径10.5×9.3cmの low echo lesion を認めた．

辺縁は5～7mm程度の壁を有し，内部に隔壁構造を認

め，内部に突出する隆起を伴う嚢胞性腫瘤の所見で

あった．CTでは隔壁および辺縁が淡く造影された

（Fig. 1a）．

S7に直径5cm大の high，low echo の混在した充実性

の腫瘤を認めた．CTでは不均一に濃染された（Fig.

1b）．

血管造影では腹腔動脈，上腸間膜動脈造影ともに腫

瘍濃染，encasement などを認めず，門脈像においても

途絶などの異常所見は認めなかった．

大腸内視鏡検査：直腸切除部に scar を認めたが，明

らかな再発は認めなかった．

以上より，直腸カルチノイド肝転移または肝嚢胞腺

癌と考え，鑑別のために sonopsy を施行した．sonopsy

の組織像は，円形から卵円形の小型で均一な核，N�C
比の比較的低い細胞の索状，リボン状，腺管様配列を

認め，カルチノイドを疑わせる所見だったが，Grimer-

日消外会誌 ３２（９）：2287～2291，１９９９年

再々切除を施行した異時性直腸カルチノイド

肝転移の 1例

千葉大学第 2外科

夏目 俊之 岡住 慎一 高山 亘 竹田 明彦

岩崎好太郎 笹川 真一 趙 明浩 小林 進

浅野 武秀 落合 武徳

61歳の男性．近医にて直腸カルチノイドに対しポリペクトミーおよび経肛門的切除施行 9年後の

USにて肝右葉に腫瘤を指摘され当科を紹介された．USおよびCTにて肝 S5に約10cm，S7に約5cm

の腫瘤を認め，直腸カルチノイド肝転移または肝嚢胞腺癌の診断で肝右葉切除を施行した．摘出標本

はいずれもカルチノイドの診断であった．術後 6か月目のUSおよびCTで肝 S2に約2cm，S4に約5cm

の腫瘤を認めた．血中5HIAAは上昇し，カルチノイド肝転移再発と診断し，核出術を施行した．切除

標本では S2の腫瘍はカルチノイド，S4は biloma であった．直腸カルチノイド肝転移に対し 2度の肝切

除を施行し，現在術後 2年 3か月，無再発生存中である．本邦報告202例の検討を加え報告する．

Key words：

＜1999年 3 月31日受理＞別刷請求先：夏目 俊之

〒260―8670 千葉市中央区亥鼻1―8―1 千葉大学第

2外科

rectal carcinoid, liver metastasis, hepatectomy

症例報告



aa

bb

aaa

bbb

ius，Chromogranin 染色は陰性で，腺癌も否定できな

かった．

以上より S5および S7のカルチノイド肝転移または

肝嚢胞腺癌との診断にて，平成 8年 3月15日，肝右葉

切除施行した．

病理組織切除標本（Fig. 2a, b）：肝前区域の嚢胞性

腫瘍，および後区域の充実性腫瘍の摘出標本はいずれ

もリボン状の腫瘍細胞の配列，および卵円形均一小型

の核，および細胞質の好酸性，顕粒状を呈しており，

カルチノイド腫瘍の診断であった．

免疫組織染色：Guimerius，クロモグラニンA染色

およびケラチンは陽性であった．Fontana-Masson，イ

ンスリン，グルカゴン，ソマトスタチン，カルシトニ

ン，セロトニンなどはいずれも陰性であった．

術後経過：切除後退院し，外来で follow していた

が，術後 6か月目にUSおよびDynamic-CTにて肝 S

2に直径2cm大および，S4に直径5cm大の cystic lesion

を認めた（Fig. 3a, b）．

血管造影：血管造影では腹腔動脈，上腸間膜動脈造

影にて腫瘍濃染を認めず，門脈像でも異常所見を認め

なかった．

S2および S4腫瘍の穿刺吸引細胞診ではmalig-

namcy は認めなかったが，血液検査結果にて血中5

HIAAが8.2ng�ml と上昇しており，再像診断上もカル
チノイド肝転移再発が疑われたため，平成 8年 9月18

日，S4，S2の腫瘤に対し核出術を施行した．

切除標本病理組織学的検査：S2の腫瘍は，線維組織

に囲まれ内部に腺管，索状，リボン状の組織が認めら

れ，カルチノイド腫瘍であったが S4は biloma であっ

た．

術後経過良好にて退院し，現在術後 2年 3か月，無

再発生存中である．

考 察

カルチノイド腫瘍はOberndorfer2）により，組織学的

に癌類似であるが異型性が低く緩徐に発育する腫瘍と

して報告された．曽我3）によると直腸カルチノイドは

1,271例報告されており，肝転移は直腸カルチノイドの

22.6％，カルチノイド全体の31％にみられる．

今回，我々はカルチノイド肝転移本邦報告202例につ

いて検討した．原発巣の内訳は直腸99例，胃46例，小

Fig. 1 Dynamic CT revealed hepatic tumor of S5

segment（a）and S7 segment（b）．

Fig. 2 Resected specimen of liver posterior metasta-

sis（a）and its immunohistochemical staining（b）．
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腸・十二指腸などその他消化管27例，肺，気管支など

消化管以外33例である．性別では男女比1.6：1で男性

に多かった．転移時期は記載155例中，同時性73％，異

時性27％で，特に肺・気管支では89％が異時性転移と

して認められていた．肝転移診断時転移個数について

みると記載145例中，1個が17％，2個が4％，多発が69％

と多発が多かった．症状は腹痛の24％が最も多かった

が，直腸だけでみると下血の25％が最も多かった（Fig.

4）．顔面紅潮，喘息発作といったカルチノイド症候群

についてみると，一般に直腸カルチノイドでは0.7％と

低い傾向にあるが3），肝転移をきたした場合にはカル

チノイド症候群が出現しやすいとされている4）．これ

はカルチノイド肝転移では産生されたセロトニンなど

の活性物質が肝で代謝されずに，直接全身にまわるた

めと言われている5）．今回の検討では全体で44％であ

り，直腸では34％に認められた．また，セロトニン，

Fig. 3 CT revealed hepatic tumor of S2 segment

（a）and S4 segment（b）．

Fig. 4 Symptom of the patients with liver metastasis

of rectal and others carcinoid tumors of the re-

ported 153 cases in Japan

Fig. 5 Labo data of the patients with liver metastasis

of rectal and others carcinoid tumors of the re-

ported 103 cases in Japan

Fig. 6 Radiographic diagnosis of liver metastasis
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Table 1　The case reports in twice hepatectomy to liver metastasis of the rectal carcinoid

PrognosisSecond ope methodTime to 
reccurenceOpe methodLiver metaPrimaryCasesAuthor

3Y aliveright hepatectomy1Yenucliationsynchronousrectum64 MSumida15)
（1992）

8Y8M aliveenucliation3Yright hepatectomysynchronousileum49 MNakamura16)
（1980）

2Y4M aliveenucliation6Mright hepatectomyheterochronousrectum61 M（Our case）

5HIAAの上昇はそれぞれ記載103例中24例，30％に認

められた（Fig. 5）．肝転移の診断に関しては一般に画

像にのみ頼ることが多く，今回の検討では記載165例中

41例，25％であった．しかし，カルチノイド肝転移の

画像所見はさまざまで6）（Fig. 6），我々の症例のように

肝嚢胞腺癌との鑑別が困難な例や，肝細胞癌との鑑別

が困難な例では，確定診断をつけるためには穿刺吸引

組織診断は有用な方法と思われた．

曽我3）によると，直腸カルチノイドの予後は 5年生存

率81.5％，転移を伴うものでは50.5％である．また，

Dawes ら7）によると肝転移を伴うものでは19～38％と

予後不良であるとされている．一般的に肝転移に対す

る治療方針としては可能であれば外科的切除が行われ

るが8）9），多発がおおく，記載180例中切除は21例にす

ぎない．特に再切除が行われたものは自験例を含め 3

例のみ10）11）であり，自験例は根治的再切除が可能で

あった（Table 1）．その他TAE，肝動注療法などが行

われており，その複合治療によって，有効または長期

生存が得られている例もある12）～14）．星野ら1）の直腸カ

ルチノイド51例の検討によると，TAE施行例の平均生

存期間は22.7か月，非施行例は13.2か月とTAEによる

生存期間の延長が認められた．しかし，一般にカルチ

ノイド肝転移は hypervascular であり，自験例のよう

な hypovascular な例はその効果は低いと考えられる．

また近年，インターフェロン，ソマトスタチン誘導

体15），エタノール注入16）などの治療も行われている．

カルチノイドに対するインターフェロン投与に関して

は，1983年 Oberg ら17）により，また本邦では1991年星

野ら14）により有効性が報告されており，特に症状軽減

に関してその効果が期待されている．以上，直腸カル

チノイド肝転移は根治的切除により治癒が期待でき，

切除不能であってもTAE，肝動注により予後の改善が

認められるため，積極的治療をおこなうべきであると

考えられた．また画像上は本症例のような cystic な症

例が文献上約30％を占めており，一般には多彩な像を

示していた．

本論文の要旨は第52回日本消化器外科学会総会（1998年

7 月，東京都）で発表した．

文 献

1）星野 洋，市川正章，鬼塚俊夫ほか：広範な肝転移

を伴った直腸カルチノイドの 1例と本邦報告例の

検討．日本大腸肛門病会誌 44：73―80, 1991
2）Oberndorfer S：Uber die Kleinen Dunndarmcar-

cinome. Verh Dtsch Ges Pathol 11：113―116,
1907

3）Soga J：Carcinoids of the rectum：An evaluation

of 1271 reported cases. Surg Today 27：112―119,
1997

4）木村聖路，小山内秀二，工藤育男ほか：多発性肝転

移により死亡した直腸カルチノイドの 1剖検例．

青森中病医誌 40：33―38, 1995
5）小長英二，難波康男，守安文明ほか：肝ならびにリ

ンパ節転移を伴った直腸カルチノイドの 1例．外

科診療 20：106―110, 1978
6）Sako M, Lunderquist A, Owman T et al：Angiog-

raphic and computed tomographic appearance of

secondary carcinoid of the liver. Cardiovasc Inter-

vent Radiol 5：90―96, 1982
7）Dawes L, Schulte WJ, Condon RE et al：Carci-

noid tumors. Arch Surg 119：375―378, 1984
8）岩田 亨，兼松隆之：カルチノイド腫瘍肝転移例

に対する治療．内分泌外科 11：245―250, 1994
9）佐野圭二，小菅智男，幕内雅敏：カルチノイド腫瘍

の肝転移．外科 58：1356―1361, 1996
10）住田敏之，志賀 元，黒岩厚二郎ほか：転移を繰り

返し数回にわたり転移巣を切除し得た S状結腸癌

及び直腸カルチノイド重複例．日消病会誌 89：
938, 1992

11）中村秀三，大内八束，内藤寿則ほか：巨大肝転移を

来たした回腸カルチノイドの 1例．日消病会誌

77：469, 1980
12）Ruszniewski H, Ivancev K, Muller CR et al：He-

patic arterial chemoembolization in patients with

liver metastasis of endocrine tumors. Cancer 71：
2624―2630, 1993

94（2290） 日消外会誌 ３２巻 ９号再々切除を施行した異時性直腸カルチノイド肝転移



13）浅井昌子，安藤道夫，櫛田俊明ほか：肝動脈結紮術

と動注化学療法が効果的であった直腸カルチノイ

ドの肝転移症例．日臨外医会誌 54：1862―1866,
1993

14）古川祐介，大谷剛正，西山保比古ほか：直腸カルチ

ノイド肝転移に対する長期生存例の 1例．日臨外

医会誌 58：1079―1083, 1997
15）Kvols LK, Moertel CG, O'Connell MJ et al：Treat-

ment of the malignant carcinoid syndrome . N

Engl J Med 315：663―666, 1986
16）Giovannini M, Seitu JF：Ultasound-guided percu-

taneous alcphol injection of small liver metasta-

ses. Cancer 73：294―297, 1994
17）Oberg K, Funa K, Alm G et al：Effects of leuko-

cyte interferon on clinical symptoms and hor-

mone levels in patients with mid-gut carcinoid tu-

mors and carcinoid syndrome . N Engl J Med

309：129―133, 1983

An Operated Case of the Heterochronous Liver
Metastasis of the Rectal Carcinoid

Toshiyuki Natsume, Shinichi Okazumi, Wataru Takayama, Akihiko Takeda,
Koutaro Iwasaki, Shinichi Sasagawa, Akihiro Cho, Susumu Kobayashi,

Takehide Asano and Takenori Ochiai
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The patient was a 61-year old man. Polypectomies and transanal resection were perfomed for rectal car-
cinoid. After 9 years, US and CT revealed a SOL of 10cm in the S5 segment and a SOL of 5cm in the S7 seg-
ment of the right lobe of the liver. Right hepatectomy was performed under the diagnosis of liver metastasis
of rectal carcinoid or cystadenocarcinoma of the liver. The resected specimens showed liver metastasis of rec-
tal carcinoid. However US and CT performed 6 months after operation revealed a SOL of 2cm in the S2 seg-
ment of the liver and another SOL of 5cm in the S4 segment. The serum 5HIAA level was increased and the
diagnosis of recurrent liver metastasis was made. Enucleations were performed. The tumor in the S2 segment
was determined as liver metastasis of rectal carcinoid, but the S4 tumor was biloma. After undergoing two he-
patectomies, the patient is alive and disease free 2 years and 3 months after operation.
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