
はじめに

早期大腸癌のうち，陥凹型の中には径5mm以下の小

さな病変でも約45％が sm浸潤しているという報告が

みられ1），一般に垂直方向への進展が速いタイプの癌

として認識されている．一方，5mm以下であっても隆

起を主体とする腫瘍性病変においては組織学的に癌で

ある頻度そのものが低く，sm癌であることはさらに

まれである2）．最近，我々は径5mmの山田 2型ポリー

プを内視鏡的に切除したところ，sm，massive の中分

化腺癌と診断され，追加腸切除を行った結果第 1群リ

ンパ節転移陽性であった 1症例を経験した．その内視

鏡所見を retrospective に検討したところ，sm癌であ

ることを術前に推測することが可能であったと考えら

れた．本症例は微小 Is 型 sm癌を診断する上で貴重な

症例であると考え報告する．

症 例

主訴：心窩部痛，下痢

患者：49歳，男性

家族歴：特記事項なし．

既往歴：1994年 8 月 3日，胆�摘出術
現病歴：1996年 1 月頃，心窩部痛が出現したが自然

に軽快した．その頃より下痢気味となり，症状が持続

するため 4月17日精査目的で当院を受診した．

初診時身体所見：腹部に胆�摘出術の手術創痕を認
める他，異常所見はなかった．

血液検査成績：血清総ビリルビンの軽度上昇（1.2

mg�ml）とALTの軽度上昇（49IU�l）を除き，血液・
生化学的所見は正常であった．

腹部X線：大腸内にはびまん性にガスが多くみら

れ，鏡面形成像はないものの空腸にも少量のガス像を

認めた．

腹部エコー：消化管内にガスが目立つものの，腸管

拡張・壁肥厚などはなく，蠕動は緩やかで内容の移動

も認められた．左腎�胞と胆�摘出術後であることを
除いて実質臓器にも異常所見はみられなかった．

以上より，急性胃腸炎の診断で整腸剤を処方し経過

観察としたが，その後も軟便が持続したため，6月 5日

大腸内視鏡検査を行った．

大腸内視鏡検査：肛門縁より10cmの直腸左壁に径

5mm程度で赤色調の山田 2型ポリープを認め，その周

囲には新鮮血がみられた．ポリープは易出血性で，ret-

rospective にみると二段隆起2）が認められた（Fig. 1）．

検査時には腺腫と診断し，出血性でもあることから直

ちに内視鏡的ポリペクトミーを施行した．なお，S状結

腸と下行結腸には径2mm程度で褪色調の山田 1型ポ
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リープを 1個ずつ認めたが hyperplastic polyp と考え

られたため経過観察することとした．

病理組織学的所見：直腸ポリープは大小さまざまな

異型腺管の増殖からなる中分化腺癌であり，病変のほ

ぼ中央部で隆起が階段状に強くなっている所見がみら

れた（Fig. 2）．水平方向については断端陰性であった

が，垂直方向へは粘膜筋板を超えて浸潤しており，摘

除断端陽性と診断された（Fig. 3）．腺腫成分はなく，

脈管侵襲は ly，vとも陰性であった．

中分化腺癌，sm浸潤，断端陽性よりリンパ節転移の

リスクがあると考えられたため，十分な informed con-

sent の上，6月26日，追加腸切除の目的で入院となっ

た．

入院時検査成績：肝機能は正常化しており，血清

CEA値を含め，異常値はみられなかった．

胸部X線：肺野に転移を疑わせる陰影はみられな

かった．

注腸造影：直腸Ra左壁に fold 集中がみられたが，

その中心部には明らかなバリウムの貯まりはなかっ

た．口側腸管に明らかな併存病変はみられなかった．

腹部エコー，腹部CT：腹水，肝転移はみられず，直

腸周囲・下腸間膜動脈周囲に明らかなリンパ節腫大は

みられなかった．

手術所見：7月 3日，開腹術を行ったところ，肝転移，

腹膜播種はみられず，下腸間膜動脈根部～上直腸動脈

リンパ節に転移を疑わせる所見は認められなかった．

第 2群リンパ節郭清を伴う低位前方切除術を行い，

double stapling technique によって再建した．

肉眼所見：直腸Ra左壁に短軸方向に細長い線状潰

Fig. 1 A colonoscopy showing a protruded lesion

with a double elevation（arrowhead）.

Fig. 2 Low-powered view showing a moderately dif-

ferentiated adenocarcinoma invasion to the submu-

cosa. Arrowhead shows the double elevation（H.E.

staining，×4）

Fig. 3 A sm massive invasion（H.E. staining，×8）

Fig. 4 No residual carcinoma（H.E. staining，×8）
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瘍がみられ，襞集中を伴っていたが，腫瘍性病変の遺

残は認められなかった．

病理組織学的所見：ポリペクトミーの瘢痕部に癌遺

残はみられなかった（Fig. 4）．郭清された計16個のリ

ンパ節のうち 3個（＃251）に直腸腫瘍と同様の中分化

腺癌が認められ，転移陽性と診断された（Fig. 5）．

術後経過：術後経過は良好で 7月27日退院した．現

在再発の徴候なく健在である．

考 察

鶴田ら2）は合計9,760例に及ぶ大腸微小病変について

検討し，径5mm以下の表面陥凹型腫瘍では155病変中

45例（29％）が癌で，そのうち 4例（2.6％）が sm癌

であったのに対し，同じく径5mm以下の隆起型腫瘍で

は4,881病変中22例（0.5％）のみが癌で sm癌はわずか

1例（0.02％）に過ぎなかったことを報告している．一

方，田村ら3）は1,019例の早期大腸癌について検討して

いるが，sm癌248例のうち5mm以下の Is 型癌は 1例

も含まれていない．長崎大学第 1外科においても過去

20年間に経験した82例の大腸 sm癌のうち，径5mm

以下の隆起型癌は 1例も認められず，今回呈示した症

例は非常にまれな病変であると思われた．このような

臨床的に遭遇する機会の少ない微小 Is 型 sm癌につ

いて，内視鏡的に正しく質的診断を行うためにどのよ

うな所見に注目すべきであろうか．

Is 型腫瘍における悪性指標として，尾田ら4）は χ2検
定によって組織異型度を反映していることが示唆され

た内視鏡所見をさらに数値化して多変量解析を行い，

陥凹，緊満感，びらん，大きさが異型度と相関するこ

とを報告している．自験例では，肉眼的に発赤の強い

易出血性の隆起性病変で，少なくとも腫瘍性病変との

診断は容易であったが，径5mm程度の Is 様病変で，表

面に明らかな白斑や陥凹がみられないことから腺腫と

診断した．なお，内視鏡的緊満感についてはその有無

に関して言及することはできなかった．

次に，Is 型癌において sm浸潤を示唆する所見とし

ては，鶴田ら2）5）は二段隆起，綿谷ら6）は癌性びらん，工

藤ら1）7）や田村ら3）はダルマ様変形，癌性潰瘍，腫瘍の硬

化像，白斑，緊満感などを強調している．自験例では

直ちにポリペクトミーを施行したため詳細な観察は行

わなかったが，ルーペ像において二段隆起が認められ，

内視鏡写真を retrospective に検討するとその存在を

指摘することが可能であった．すなわち，術前に二段

隆起に着目していれば，sm癌であることを予測でき

たものと考えられた．二段隆起とは，隆起型・表面隆

起型早期大腸癌において，その上にさらに結節状の隆

起が存在するものであり2），表面陥凹型における陥凹

底の凹凸不整と同様に sm浸潤による盛り上がりを示

す所見と考えられる．自験例では，その他の sm癌を示

唆する所見として癌性びらんや潰瘍，白斑は認められ

なかった．なお，今回は検討してないが，腫瘍表面の

微細構造が無構造または無構造に近い pit pattern を

示す病変は sm癌である可能性が高いとされ8），また，

粘膜下注入によって non-lifting sign9）陽性であれば sm

massive 以深と診断される．

大腸 sm癌に対して不適切な内視鏡的切除を行って

結果的に癌が遺残した場合には，残存する癌組織は脈

管の豊富な粘膜下層の断面に直接接触するとともに，

切離面では固有筋層が露出しているため，脈管への侵

入や腸壁深層への浸潤が容易になると考えられる．さ

らに，局所における創傷治癒機転から細胞増殖シグナ

ルは亢進し，このことは大腸上皮のみならず癌の増殖

をも促進させる可能性がある．今回報告した症例はま

れな病変ではあるが，径5mmの小さい Is 型癌の中に

も sm癌が存在することを念頭に置くことが必要であ

ることと，隆起型病変では特に二段隆起などの所見に

注目した詳細な観察を行うことで sm癌を診断するこ

とが可能であることを示した点で貴重な症例と考えら

れた．
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A Case of Node-positive, Is-type Rectal Cancer
Measuring 5mm in Diameter
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A 49-year-old man who had undergone cholecystectomy for cholecystolithiasis visited our hospital for
lower abdominal pain and diarrhea.. A colonoscopy revealed a protruded lesion with a double elevation, meas-
uring 5 mm in diameter in the upper rectum, 10 cm from the anal verge. Under the diagnosis of tubular ade-
noma, the lesion was removed by endoscopic polypectomy. Histological findings showed moderately differen-
tiated adenocarcinoma invasion to the submucosa（sm）, and was markedly suggestive of submucosal vertical
margin involvement. Four weeks after the polypectomy, low anterior resection with dissection of group 1 and
group 2 lymph nodes were performed. Although there was no residual carcinoma, metastases were found in
three of the 16 dissected nodes. The present case illustrates that minute protruded colorectal carcinomas can
have SM invasion, and that the double elevation is useful in diagnosing the massive SM invasion of these le-
sions.
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