
I．はじめに

今回，我々は神経や平滑筋への分化を伴わずKIT

receptor，CD-34 が陽性で，明確にCajal 介在細胞（in-

terstitial cell of Cajal；以下，ICC）や ICCへの分化能

を持った細胞由来と考えられる狭義の gastrointesti-

nal stromal tumor（以下，GIST）が小腸に多発し，サ

イズが長径 2cm以上のものでのみmitotic activity が

高く，それ以下のサイズではmitosis をほとんど認め

なかったという点で注目に値する von Recklinghau-

sen 病（以下，R病）の 1例を経験したので報告する．

II．症 例

症例：46 歳，男性

既往歴：16 歳から R病と診断されている．

家族歴：特記すべきことなし．

現病歴：下血と腹痛を主訴に近医入院となるも，

shock 状態に陥ったため当院転院となる．来院時に下

部消化管内視鏡検査を行ったところ，回腸終末部まで

血餅の付着を認めたものの出血点は確認できなかっ

た．

入院時検査所見：貧血が著明（RBC 213×104�
mm3，Hb 6.8g�dl，Ht 19.0％）で，白血球（WBC 21,000�

mm3）と BUN（22mg�dl）の上昇が認められた．
腹部血管造影，CT-A所見：入院後に行った上腸間

膜動脈造影では，空腸動脈および回腸動脈末梢に数個

の hypervascular tumor stein が確認された（Fig. 1a）．

また，同時に行ったCT-Angiography（以下，CT-A）で

も数個の hyper-vascular tumor の存在が確認された

（Fig. 1b）．

その後，再度下血を認め preshock 状態となったた

め直ちに開腹手術を施行した．

開腹所見：空腸と回腸にそれぞれ 1か所ずつ亜鈴状

の腫瘍の多発を認めたため同部位を切除した．この他

にも空腸，回腸の小豆大～米粒大の壁内腫瘍を 8個触

知したため，これらを可及的に局所切除した（Fig. 2）．

切除標本：空腸と回腸にそれぞれ最大径 3cmまで

の SMTが多発する形で存在し，うち空腸腫瘍部粘膜

面には潰瘍が認められ，同部位が出血源であったと思

われた（Fig. 3a）．

切除標本割面：同腫瘍は亜鈴状の充実性の粘膜下腫

瘍（submucosal tumor；以下，SMT）で，明らかな被

膜を有さないものの境界明瞭で灰白色を呈していた

（Fig. 3b）．

病理組織像：紡錘形細胞が束状に錯綜して配列・増

殖する部分と，類上皮様細胞が小結節を呈して増殖す

る部分とが混在していた．また，腫瘍径が 2cm以上の

SMTでのみ 1～5�10high power fields（以下，HPF）の
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mitosis が認められ，low grade malignancy と判定され

たが，その他の小さな腫瘍はすべて良性と診断された

（Fig. 4a）．

免疫組織化学的検討：大小を問わず切除されたすべ

ての腫瘍はKIT receptor，Vimentin，CD34 が陽性で，

平滑筋（actin，desmin）と神経（S-100，NSE）のmarker

が陰性であったことより，狭義のGISTの多発と診断

した．KIT receptor と Vimentin はすべての腫瘍でび

まん性に染色されるも，CD34 の染色性は弱く不均一

で部分的に染色されるのみであった（Fig. 4b）．

本患者は術後経過良好にて約 3週間で退院となり，

術後約 1年を経た現在も再発の徴候なく健在である．

III．考 察

R病は GISTを含めた消化管間葉系腫瘍の合併率が

高く，その頻度は 7～25％と報告されている1）2）．発生

部位としては胃や空腸に多く，大腸には比較的まれで

ある．R病の小腸GIST合併例3）4）は本例を含めて 18

例に過ぎず，その内，狭義のGISTと診断された症例は

5例に過ぎない．また，50％が多発例であり，悪性例

は 6例（約 33％）であった．Hirota ら5）は，家族性多発

性GIST患者では，小腸全長に及ぶ筋間神経叢の紡錘

状細胞増殖が見られるとともに同部位からGISTが発

生してくることや，その起源が ICCである可能性を明

らかにしたが，本症例では非腫瘍部での筋間神経叢の

紡錘状細胞増殖の所見は確認できなかった．残念なが

らGIST合併 R病の過去の報告例でも，そのことに言

及した報告はない．

GISTは純粋な平滑筋原性腫瘍や神経原性腫瘍を除

いた間葉系腫瘍の総称として用いられることが多い

が，平滑筋や神経への分化を伴わない狭義のGISTに

限定した呼称とする考え方もある6）．Hirota ら7）が明

らかにしたように，GISTの大部分はKIT receptor

と CD34 の両者が陽性であるとともに，両者が陽性な

細胞は消化管内には ICCしか存在しないということ

で，その起源を ICCもしくは ICCへの分化能を持った

幹細胞に求めるというのがコンセンサスとなってい

Fig. 1 a：Superior mesenteric arteriography sho-

wed hypervascular tumor stains in the jejunal and

ileal branch（arrow）. b：CT arteriography showed

hypervascular tumors in the jejunum and ileum（ar-

row）.

b

a

Fig. 2 Laparotomy showed conglomerates of dumb-

bel submucosal tumors in the jejunum and ileum.
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る．しかし，一方では人間の小腸の ICCではKIT re-

ceptor の発現を認めるもののCD34 の発現は認めら

れず，また ICC近傍にKIT receptor 陰性，CD34 陽性

細胞（fibroblast）が存在するという報告8）も見受けられ

る．本症例でも，KIT receptor や Vimentin は腫瘍細胞

にびまん性に染色されたものの，CD34 はその染色性

が限局性でむしろ腫瘍の間質に染色されていたことは

興味深い．KIT receptor を発現しその起源を ICCと同

様の細胞に求められるものと，CD34 を発現する ICC

以外の細胞にその起源を求められるものとに分別でき

る可能性も考えられる．GISTの起源をあくまで ICC

や ICC前駆細胞に求めるとする考え方9）や，幼弱な細

胞からなる筋原性腫瘍10）とする考え方などさまざまな

意見が交錯している．しかし，Sanders11）が明らかにし

たように，ICCは将来平滑筋細胞へと分化しうる間葉

系細胞に由来することや，またマウスにおいて ICC

の KIT receptor へのシグナルをブロックしてしまえ

ば ICCは平滑筋類似細胞へと変化する12）ことなどを鑑

みるに，GISTが平滑筋マーカーを発現していてもな

んら矛盾するものではない．一方，GISTでのKITや

CD34 の発現消失を悪性化の徴候と捕らえる報告9）も

あり，単に免疫組織学的な検討の限界と，電顕的な検

討の必要性を痛感する．電顕的な検索をもとにWal-

ker ら13）は gastrointestinal autonomic nerve tumor（以

下，GANT）という概念を提唱した．これは腸管神経

叢の自律神経系細胞と同様の形態を有する腫瘍と定義

され，その約 50％が悪性と考えられている．しかし，

GANTの一部ではKIT receptor も陽性であり，また

Erlandson ら14）は腸管間葉系腫瘍の約 30％は自律神

経系細胞の形態を有し，さらに筋性と自律神経系細胞

Fig. 3 Resected specimen. a：There was a haemor-

rhagic ulceration in jejunal mucosal surface at the

submucosal tumor（arrow）. b：Cut surface of

dumbbellic submucosal tumor in the jejunum , it

was a clear border cineritious noncapsulated tumor.

b

a

Fig. 4 Microscopic findings of GIST. a：Staining for

hematoxylin-eosin, Organoid structure of epithelioid

cells with pleomorphic nuclei（×200）. b：Immuno-

histochemical staining for KIT receptor of the tu-

mor（×100）.

a

b
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とが混在しているものも存在していると述べているこ

とより，おそらくGANTと GISTとは overlap する疾

患と捉えるのが妥当なようである．

小腸GISTが切除標本の病理組織診断にて low gra-

de malignancy と診断された場合，再手術にてリンパ

節郭清を伴う小腸広範切除を行ったという報告15）もあ

るが，本症例では腫瘍が空腸から回腸まで広い範囲に

わたって多発していたため，小腸広範切除による短腸

症候群の危険性を考慮し再手術は行わなかった．GIST

は肝などへの血行性転移や腹膜播種がその主たる再発

形式であると認識されており，そのような症例の原発

巣は病理組織学的悪性像に加えて，一般的に 5cm以上

の腫瘍径を有する場合が多く，決して微細な腫瘍では

ない．GISTが hypervascular tumor であることより，

血管造影やCT-Angiography の詳細な検討で 2cm程

度の小さなものまで診断可能と思われ，これらの検査

を的確に行っていくことで小腸広範切除を行わずとも

病態のコントロールは十分に可能と考える．

文 献

1）Zoller ME, Rembeck B, Oden A et al：Malignant

and benign tumors in patients with neurofibroma-

tosis type 1 in a defined Swedish population. Can-

cer 79：2125―2131, 1997
2）Fuller CE, Williams GT：Gastrointestinal mani-

festations of type1 neurofibromatosis（von Reck-

linghausen’s disease）. Histopathology 19：1―11,
1991

3）中村英明，佐藤幸彦，池田 健ほか：von Reckling-

hausen 病に合併した gastrointestinal stromal tu-

mor（GIST）の 1例．日消病会誌 97：1385―1390,
2000

4）上原圭介，長谷川洋，小木曽清二ほか：von Reck-

linghausen 病に合併した gastrointestinal stromal

tumor の 2 例．日臨外会誌 61：3227―3231, 2000
5）Hirota S, Okazaki T, Kitamura Y et al：Cause of

familial and multiple gastrointestinal autonomic

nerve tumors with hyperplasia of intestinal cells

of Cajal is germline mutation of the c-kit gene .

Am J Surg Pathol 24：326―327, 2000
6）Miettinen M, Sarlomo-Rikala M, Lasota J：Gastro-
intestinal stromal tumors：recent advances in un-

derstanding of their biology . Hum Pathol 30：
1213―1220, 1999

7）Hirota S, Isozaki K, Moriyama Y et al：Gain-of-

function mutations of c-kit in human gastrointesti-

nal stromal tumors. Science 279：577―580, 1998
8）Vanderwinden JM, Rumessen JJ, De Laet MH et

al：CD34＋cells in human intestine are fibro-

blasts adjacent to , but distinct from, interstitial

cells of Cajal. Lab Invest 79：59―65, 1999
9）Sircar K, Hewlett BR, Huizinga JD et al：Intersti-

tial cells of Cajal as precursors of gastrointestinal

stromal tumors. Am J Surg Pathol 23：377―389,
1999

10）Saul SH, Rast ML, Brooks JJ：The immunohisto-

chemistry of gastrointestinal stromal tumors. Evi-

dence supporting an origin from smooth muscle.

Am J Surg Pathol 11：464―473, 1987
11）Sanders KM：A case for interstitial cells of Cajal

as pacemakers and mediators of neurotransmis-

sion in the gastrointestinal tract . Gastroenterol-

ogy 111：492―515, 1996
12）Torihashi S, Nishi K, Tokutomi Y et al：Blockade

of kit signaling induces transdifferentiation of in-

terstitial cells of Cajal to a smooth muscle pheno-

type. Gastroenterology 117：140―148, 1999
13）Walker P , Dvorak AM：Gastrointestinal auto-

nomic nerve（GAN）tumor：Ultrastructural evi-

dence for newly recognized entity. Arch Pathol

Lab Med 110：309―316, 1986
14）Erlandson RA, Klimstra DS, Woodruff JM：Sub-

classification of gastrointestinal stromal tumors

based on evaluation by electron microscopy and

immunohistochemistry . Ultrastruct Pathol 20：
373―393, 1996

15）木花鋭一，栗栖 茂，八田 健ほか：腹腔内出血で

発症した小腸 gastrointestinal stromal tumor を併

発した von Recklinghausen 病の 1例．日消外会誌

31：100―104, 1998

２００２年６月 97（671）



A Case of von-Recklinghausen’s Disease with Multiple Gastrointestinal
Stromal Tumors（in the narrow sense）in The Small Intestine

Hiroyuki Takamura, Noboru Nagai, Ken Hasebe, Masaaki Urade, Miwa Imai＊and Masao Yagi
Department of Surgery, Public Central Hospital of Mattoh Ishikawa

Department of Health Science, Ishikawa Prefectural Nursing University＊

We report a case of von-Recklinghausen’s disease with multiple gastrointestinal stromal tumors
（GIST）causing massive intestinal bleeding. A 46-year-old man admitted for massive melena with severe ab-
dominal pain underwent surgery after angiography and CT-angiography（CT-A）showed hemorrhagic mul-
tiple hypervascular tumors in the jejunum and ileum. Laparotomy showed conglomerates of dumbbel submu-
cosal tumors（SMT）in the jejunum and ileum and confirmed melena was caused by hemorrhage from one of
the SMTs. We resected these tumors, finding some small SMTs in the small intestine that we also resected.
All were found to be GIST in the narrow sense, being immunohistochemically positive for the KIT receptor,
vimentin, and CD34, and negative for muscle and neural markers. The comparatively larger tumors showed
low-grade malignancy with mitotic 1～5�10 HPF. This case is remarkable for being complicated by von-
Recklinghausen’s disease and for the multiple small intestinal GIST, with comparatively larger tumors show-
ing low-grade malignancy.
Key words：von-Recklinghausen’s disease, gastrointestinal stromal tumor
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