
はじめに

消化管の悪性黒色腫は非常にまれで，かつ予後不良

であるため，その病態や治療方針などについていまだ

定説はないのが現状である．今回，我々は直腸悪性黒

色腫に対する腹会陰式直腸切断術施行後，病理学的検

討により興味ある知見が得られたので報告する．

症 例

患者：67歳，男性

主訴：排便時出血，腫瘤脱出

既往歴：65歳時よりC型慢性肝炎により内科通院

中．

家族歴：特記すべきことなし．

現病歴：平成 9年 6月頃より主訴出現し，他医にて

日消外会誌 ３２（９）：2296～2300，１９９９年
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直腸肛門部の悪性黒色腫の 1切除例を経験したので報告する．症例は67歳の男性で，排便後の出血

と腫瘤脱出を主訴として来院．内視鏡検査にて歯状線直上に青黒い色調の隆起性病変を認め，生検で

悪性黒色腫と診断された．腹会陰式直腸切断術・D3郭清を施行．鼠径部リンパ設郭清は施行しなかっ

た．腫瘤は27×35×15mmで黒色調を呈し，周囲粘膜に色素のしみだしと色素斑を認めた．大腸癌取

扱い規約に準じれば，P0H0M（－）N（－），mp, ly0, v0, ow（－），aw（－），stage 1であった．術後

化学療法は施行しなかった．術後約 1年 2か月経過した現在，再発の徴候は認めない．本疾患はその

予後が極端に不良のために治療方針に関して議論が分れているが，本症例では積極的な手術的治療が

有効であったと思われる．また，主病変から離れて存在した色素斑部にも腫瘍細胞の進展を認めたた

め，腫瘍周囲の色素変化の注意深い観察と，十分な距離をとった積極的な手術の重要性が示唆された．
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Fig. 1 Colonoscopic examination showed a protruding lesion with bleeding tendency

just on the dentate line. The tumor was nodular and blackish with the colonoscope

retroflexed.
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内痔核との診断で保存的治療を受けていたが改善しな

かった．9月 9日肛門指診にて腫瘤を触知したため当院

外科紹介となった．

入院時現症：身長154cm，体重54kg．栄養状態良好

で可視粘膜に貧血，黄疸はなく，顔面，四肢，頸部お

よび胸腹部身体所見に異常なし．直腸指診にて，直腸

肛門縁前壁に表面結節状で弾性軟の亜有茎性腫瘤を触

知した．表在リンパ節は触知しなかった．

入院時検査成績：HCV抗体陽性の他は異常なし．腫

瘍マーカーもCEA 1.0ng�ml, CA19-9 10U�ml 以下と
正常範囲であった．

大腸内視鏡検査所見：歯状線直上の易出血性隆起性

病変で，内視鏡反転観察による全体像では表面結節状

の黒色調腫瘤であった（Fig. 1）．

生検所見：色素顆粒を含んだ，核小体の目立つ細胞

の充実性増殖を認め，悪性黒色腫と診断された．

注腸造影検査所見：直腸肛門部に最大径約35mmの

分葉傾向のある隆起性病変を認めた（Fig. 2）．

腹部MRI 検査所見：T2強調像にて，直腸肛門部前

壁から内腔に突出する腫瘤像を認めた．周囲への浸潤

・リンパ節腫脹は認めなかった（Fig. 3）．

手術所見：平成 9年10月13日，腹会陰式直腸切断術

（D3）を施行した．大腸癌取扱い規約に従うと，H0P

0N（－）であり，鼠径部リンパ郭清は施行しなかった．

切除標本肉眼所見：歯状線の直上に27×35×15mm

の黒色調隆起性病変があり，連続して周囲粘膜に色素

のしみだし様所見を認めた．さらに肛門側に色素斑が

1か所存在した（Fig. 4）．

病理組織学的所見：腫瘍は歯状線上に発生してお

り，隆起性病変の基部では腫瘍細胞が固有筋層に浸潤

し，粘膜を圧排していた（Fig. 5―a）．腫瘍細胞は胞体

内に豊富なメラニン顆粒を含み，大型の異型核と肥大

した核小体をもっていた（Fig. 5―b）．腫瘍に連続した

しみだし様病変部では，腫瘍細胞が多数の炎症細胞と

メラノファージを伴って粘膜固有層にび漫性に浸潤し

ていた（Fig. 5―c）．腫瘤より肛門側の色素斑部では同

様の腫瘍細胞が重層扁平上皮の基底層に沿って表層拡

大様の増生をしているのが認められ，一部に基底層を

越えて上皮内へ浸潤する像がみられた（Fig. 5―d, 5―

e）．大腸癌取扱い規約に準ずると，mp, ly0, v0, ow（－），

Fig. 2 Barium enema examination showed a lobular

tumor, 35mm in size, in the anorectal area.

Fig . 3 T2-weighed magnetic resonance imaging

showed a protruding tumor on the anterior wall of

the anorectal area. No signs of direct infiltration and

lymph node involvement could be detected.

Fig. 4 Resected specimen showed a 27×35×15mm

blackish protruding tumor（A）with dark pigmen-

tation in the surrounding mucosa（B）and a blackish

gray spot in the anal side（C）．
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aw（－），n0, stage 1であった．

切除標本シェーマ：腫瘍の進展範囲を図に示した．

色素沈着のみられる部分にほぼ一致して，隆起性主病

変部より広範囲に腫瘍細胞の広がりを認めた．肉眼的

に主病変部と離れて存在した色素斑の部分で表層拡大

様の進展を認めた（Fig. 6）．

術後経過：術後化学療法は施行しなかった．経過良

好で，術後約 1年 2か月経過した現在，再発の徴候を

認めない．

考 察

直腸肛門部の悪性黒色腫は，本邦報告においては全

直腸肛門部悪性腫瘍中0.2～1.7％ときわめてまれであ

Fig. 5 a）Histopathological findings showed the tumor cells infiltrated into the mus-

cularis propria layer（H. E. stain×10）．

b）The tumor cells had typical appearence filled with melanin granule and contain-

ing large atypical nuclei and swelled nucleoli（H. E. stain×400）．

c）In the dark pigmented lesion（B in Fig. 4）, the tumor cells diffusingly infiltrated

into the proper muscle layer accompanied with inflammatory cells and melano-

phages（H. E. stain×200）．

d）On the anal side of the protruding lesion（C in Fig. 4）, the similar tumor cells

spreaded superficially along the basal layer of stratified squamous epitherium（H.

E. stain×200）．

e）The tumor cells partially developed vertical growth（H. E. stain×400）．
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り，5年生存率は 6～18.8％，平均生存期間は 8～25か月

と不良である1）～3）．予後不良の原因として，部位的に

内痔核などと誤診される場合がかなりあり，特殊染色

や電顕を用いなければ診断の困難な無色素性のものも

6.6～30％に認められるため診断が遅れがちである4）～6）

のに加え，腫瘍の性質として血行性・リンパ行性の転

移を早期にきたしやすいことが挙げられる．このため

治療方針に関しても諸家の意見が分かれており，発症

・診断時にはすでに全身疾患と考えるべきで積極的な

手術的治療の適応ではないとする報告もみられる7）．

一方，原ら2）は本邦報告175例の検討から，長期生存の

条件として，腫瘍最大径 5cm未満・壁深達度mp以内

・広範なリンパ節郭清を伴う腹会陰式直腸切断術の 3

点をあげ，局所切除では 3年 6か月生存例が最長と報

告しているが，本症例のように肉眼的には離れて存在

する色素沈着部位にも腫瘍が進展している可能性があ

るため，局所切除後は慎重なフォローアップが望まれ

る．遠隔転移のある症例は明らかに予後不良であるが，

腹会陰式直腸切断術を行う場合の生検・試験切除やリ

ンパ節転移の有無は予後に影響しない因子とされてい

る1）3）．また，補助療法についてはDTIC, ACNU, VCR

などによるDAV療法をはじめ，インターフェロンや

各種免疫療法が試みられているが5）8），まだ十分に予後

を改善するとはいいがたい．したがって，本症例につ

いては良好な予後を期待して積極的な手術的治療を選

択した．

直腸肛門部悪性黒色腫の組織発生については，一般

に肛門部扁平上皮中ノメラノサイトが起源とする説が

有力で9），腫瘍が直腸粘膜部にみられた症例でも壁内

転移や迷入で説明される場合が多いが10），正常消化管

粘膜にも稀ながらメラノサイトの存在が確認されてき

ており11），なかには腫瘍が独立して直腸腸粘膜陰窩内

のメラノサイトから発生したという報告も見られ

る6）12）．本症例においては隆起性病変周囲では粘膜全

層にわたって腫瘍細胞のび漫性の浸潤がみられたのに

対し，肛門側の色素斑部ではおもに重層扁平上皮基底

層に沿うかたちで腫瘍細胞が in situ に増生しており，

一部で基底膜を破壊して垂直方向に浸潤している像が

見られた（Fig. 5）．このような腫瘍細胞の側方伸展の

所見は，皮膚悪性黒色腫における radial growth，食道

悪性黒色腫における atypical junctional activity13）14）の

所見に一致すると思われ，病理学的に診断しうる最も

早期の形態であるため，本症例の病変の起源は肛門側

の扁平上皮内メラノサイトと判断してよいと思われ

た．なお，このような in situ の段階で早期発見された

直腸肛門部悪性黒色腫の報告はこれまで本邦で 1例の

みであった15）．

また，本症例で認めた隆起性病変の基部から周囲に

ひろがる黒色調のしみだし様変化と，やや離れた部位

の粘膜での色素斑は，肛門縁に近接していたため術前

に内視鏡観察で発見することが困難であったと思われ

たが，ともに腫瘍細胞の進展によるものであった．こ

うした所見は，食道粘膜であれば，腫瘍の進展のほか

に粘膜基底層のメラニン顆粒の増加（メラノーシス）に

よるものであり，腫瘍発生母地のひとつと考えられて

いる16）．大腸におけるメラノーシスについては，一般

健常人を対象に人間ドック大腸内視鏡検査を施行した

32,140名中491例（1.53％）に認められたと言う光島ら17）

の報告があるが，疾患との関連は明らかにはされてい

ない．一方，武川ら18）は直腸悪性黒色腫の局所切除後，

切除断端は腫瘍細胞陰性であったが，1年後骨盤内リ

ンパ説転移を伴い直腸内局所再発した 1例を報告して

いる．このような例からも，悪性黒色腫では肉眼的に

は主病変から離れている部位にも腫瘍が存在する可能

性が示唆されるため，術前および術中に周囲の色素変

化を注意深く観察した上で，十分な距離をとった積極

的な手術を行うことが重要と思われた．
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A Case Report of Anorectal Malignant Melanoma with Superficial Spreading

Akiko Murayama, Naokazu Hayakawa, Hideo Yamamoto, Atsuhiko Maki,
Yasuji Kawabata and Toshio Kokuryou
Department of Surgery, Tohkai Hospital

We present a case of primary malignant melanoma in the anorectal area in a 67-year-old man, who pre-
sented with a three-month history of anal bleeding and prolapsed tumor. Colonoscopic examination disclosed a
blackish blue tumor just on the dentate line, and the biopsy specimen revealed malignant melanoma. Ab-
dominoperineal resection of the rectum with regional lymph node dissection（D3）was carried out. The re-
sected specimen showed a 27×35×15mm blackish protruding tumor with dark pigmentation and a blackish
gray spot in the surrounding mucosa. Microscopical features were as follows：mp, ly0, v0, ow（－）, aw（－）,
n0, stage 1. Adjuvant chemotherapy was not performed. He has been well for 14 months after operation with-
out any evidence of tumor recurrence. Although the treatment of choice for malignant melanoma is contro-
versial because of the extremely poor prognosis, only radical excision was effective in this case. Histological
findings, which revealed that melanoma cells existed in a gray spot separate from the main protruding lesion,
suggest that careful observation of the surrounding mucosa and adequate surgical treatment with enough
margin are important.
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