
緒 言

家族性大腸腺腫症（familial adenomatous poly-

posis；以下，FAPと略記）は主として大腸粘膜に

多数の腺腫性ポリープを発生する常染色体優性の

遺伝性腫瘍性疾患である．ポリープを放置すると

癌が必発するために，予防的な大腸切除が必要と

される．最近では大腸病変の発現形態や家系など

の他に，遺伝子の変異部位などをもとに大腸の

サーベイランスが行われ，手術の時期や術式につ

いての検討がなされている1）～3）．

FAPに対する予防的手術の術式として，�結腸
全摘・回腸直腸吻合術（ileorectal anastomosis；

以下，IRAと略記），�大腸全摘・回腸肛門管吻合
術（ileo-anal canal anastomosis；以下，IACAと略

記），�大腸全摘，直腸粘膜切除・回腸肛門吻合術
（ileo-anal anastomosis；以下，IAAと略記）が選択

される．欧米では古くから術式の検討がなさ

れ4）～7），近年では IRA術後の数十年に及ぶ follow-

up の結果が報告されているが8）～10），本疾患に対

する IRA適応に関しての結論は得られていな

い11）12）．同様に，本邦でも IRAを施行した本疾患

の長期的な術後経過の報告はみられず，予防的な

標準術式をいかに選択するかについては，術後の

排便機能と残存腸管の発癌リスクとの兼ね合いの

面から行われてきた13）14）．

教室では，1970 年から 1990 年の期間に，直腸病

変が非密生型の症例に対して，残存直腸が 6～8

目的：家族性大腸腺腫症（FAP）に対する予防的手術の術式として，結腸全摘回腸直腸吻合

術（IRA），回腸肛門吻合術（IAA），回腸肛門管吻合術（IACA）が選択される．今回，IRA

の長期的な術後経過から，手術術式と治療方針について検討を加えた．対象：1970 年から

2002 年までの FAP初回手術例は 72 例で，1990 年までの予防的あるいは治癒手術例は 42 例

であった．このうち直腸病変が非密生型であること，下部直腸に癌の合併がないこと，術後定

期的追跡調査ができることを前提に IRAを 29 例に施行した．結果：IRA初回手術 29 例の性

別は男性 16 例，女性 13 例で，平均年齢は 28.9 歳であった．平均 19.7 年の術後観察期間におい

て，残存直腸からの発癌が 8例（27.6％）で認められた．その内訳は，男性 3例，女性 5例で

あり，初回手術時の平均年齢は 30.3 歳であった．初回手術時の癌合併は 4例で認められ，密生

型が 4例，非密生型が 4例であった．APC遺伝子変異は検索した 7例全例（codon 348-785：

1 例，codon 658-1283：3 例，codon 1099-1700：3 例）で認めた．初回手術から残存直腸発癌ま

での平均期間は 15.0 年（1.3～30 年）であり，再手術は，IACA 2 例，腹会陰式直腸切断術 2例，

局所切除 1例，IAA 3 例を施行した．1年に 1～2回の定期的検査を継続していたが，5例がmp

以深の進行癌であり，2例は残存直腸の発癌のため死の転帰をとった．結語：手術時には直腸

病変が非密生型であっても，その時点で病態が完成しているわけではなく，予防的手術の術式

としては，原則として IAAもしくは IACAを選択すべきことが確認できた．
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Table 1　Surgical options for familial adenomatous polyposis

No. of patients

（1960-1990）

42 cases1  Prophylactic or curative operation

29 casesileo-rectal anastomosis （IRA）

6 casesileal J-pouch anal anastomosis （IAA）

5 casestotal proctocolectomy with ileostomy 

2 casesothers

6 cases2  Non-curative operation 

（1991-2002）

24 cases1  Prophylactic or curative operation

23 casesileal J-pouch anal canal anastomosis（IACA）

  1 casesileal J-pouch anal anastomosis（IAA）

72 casesTotal

cm となる大腸亜全摘・回腸下部直腸吻合術

（IRA）を行ってきた1）13）14）．今回，IRAを施行した

本疾患の術後平均 20 年にわたる長期的な術後経

過を明らかにして，FAPに対する予防的手術術式

をいかにして選択すべきかについて検討を加え

た．

対象と方法

教室では発端者の家系内調査から積極的に呼び

出し（call up）を行い，15 歳～20 歳までの早期に

予防的手術を施行してきた14）．1970 年から 2002

年までの教室におけるFAP初回手術例は男性 41

例，女性 31 例の合計 72 例で，このうち 1990 年ま

での予防的あるいは治癒手術例は 42 例であった．

これら症例のうち，�直腸病変が非密生型である
こと，�下部直腸に癌の合併がないこと，�術後
定期的追跡調査ができること，を前提として 29

例（69.0％）に IRAを施行した．下部直腸病変が

密生型であるものや早期癌の合併例には IAAを

行い，肛門浸潤を認める進行癌の合併症例には全

大腸切除・回腸ストーマ造設術を施行した．1991

年以降は予防的手術の術式として IACAもしく

は IAAを選択しており，2002 年までに IACAを

23 例，IAAを 1例に施行した（Table 1）．

今回，IRA術式の適応と問題点を明らかにする

目的から，本術式を施行した症例の長期術後経過

と残存直腸の発癌例の臨床病理学的因子を検討し

た．特に，残存直腸からの発癌のリスクを明らか

にするため，発癌症例と非発癌症例の 2群に分け

て臨床病理学的な背景因子と遺伝子変異部位につ

いて比較検討した．

IRAの術式は腹膜翻転部以下で直腸を切離，す

なわち全結腸・上部直腸を切除後，逆 ρ型回腸
ループを作製し腹膜外（Rb領域）で回腸直腸吻合

を行った．残存直腸は平均 6～8cmであり，残存直

腸のポリープに対しては，術中に焼灼切除を併施

した．術後経過観察は，半年～1年に一度の定期的

検査として直腸指診，肛門鏡あるいは大腸内視鏡

検査を行い，残存直腸のポリープが増加したり，

大きくなった場合には切除または焼灼を行った．

APC遺伝子変異部位の検索には，遺伝子診断の

同意を得たうえで，protein truncation test（以下，

PTTと略記）法15）を用い，system A～F（system

A：codon 2-479，system B：codon 348-785，sys-

tem C：codon 658-1283，system D：codon 1099-

1700，system E：codon 1547-2246，system F：

codon 2123-2843）まで，それぞれの codon につい

て検索した．

合併した大腸癌の記載は，大腸癌取扱い規約に

従って記載した16）．統計学的有意差検定には

Mann-Whitney U検定，χ2 乗検定と Fisher の直
接検定を用い，p値が 0.05 未満を有意差ありとし

た．

結 果

（1）臨床的背景因子

IRA初回手術 29 例の性別は男性が 16 例，女性

が 13 例で，平均年齢は 28.9 歳（14～54 歳）であっ
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Table 2　Characteristics of 29 patients with 
ileorectal anastomosis

No. of patients

16 / 13Male-female ratio

28.9（14-54）Mean age at operation（range）

APC gene mutation

 4system B（codon 348-785）

 13system C（codon 658-1283）

 7system D（codon 1099-1700）

 5unknown

Colon polyps in resected bowel

 19100-500

 10500 ＜

Colon cancer at or before colectomy

 11present

 18absent

19.7（1.3-30）Mean follow-up period, year（range）

8（27.6%）Remnant rectal cancer

Table 3　Extracolonic lesions of 29 patients

No. of patients

8 casesGastric polyps

1 caseDuodenal polyps

1 caseGastric cancer

1 caseAmpllary carcinoma

1 caseGallbladder carcinoma

2 casesDesmoid （Abdominal wall）

3 cases （Mesentery）

11 casesOsteoma

2 casesOvarian tumor

1 caseMyoma uteri

た．初回手術時のポリープ数は密生型（500 以上）

が 10 例，非密生型（500 未満）が 19 例であり，直

腸病変はいずれも非密生型であった．初回手術時

の 癌 合 併 は 11 例 で，密 生 型 の 10 例 中 5例

（50.0％），非密生型の 19 例中 6例（31.6％）で癌の

合併がみられたが，下部直腸に癌の合併は認めな

かった．初回手術時，12 例で残存直腸のポリープ

に対して焼灼切除を併施した．APC遺伝子変異部

位の検索を 24 例に行い，system Bが 4例，sys-

tem Cが 13 例，system Dが 7例であった（Table

2）．

また，大腸外病変は 29 例中 16 例にみられ，そ

の内訳は胃ポリープが 8例，十二指腸ポリープが

1例，デスモイドが 5例（腹壁 2例，腸間膜 3例）

であり，胃癌と乳頭部癌と胆�癌の異時性 3重複
癌が 1例で認められた（Table 3）．

（2）長期術後経過

IRA施行 29 例の術後平均観察期間は 19.7 年

（1.3～30 年）であり，残存直腸からの発癌は 8例

（27.6％）で認められた．また，追跡期間中に増加

あるいは増大した残存直腸のポリープに対して，

11 例で電気焼灼やポリペクトミーを行った．

残存直腸からの発癌群（8例）と非発癌群（21

例）の比較では，性別，初回手術時年齢，APC

遺伝子変異部位，初回手術時ポリープ数などいず

れの項目についても統計学的な有意差は認めな

かった．しかし，発癌例は女性に多く，大腸全体

のポリープ数が密生型の例が多い傾向であった

（Table 4）．

（3）残存直腸発癌例の検討

残存直腸発癌 8例の性別は男性 3例，女性 5例

であり，初回手術時の平均年齢は 30.3 歳（22～39

歳）であった．APC遺伝子変異部位は system B

が 1例，system Cが 3例，system Dが 3例であ

り，同胞内症例が 2家系 4例でみられた．初回手

術時に大腸全体のポリープが密生型であった例は

4例，非密生型は 4例であり，癌合併は 4例で認め

られた．残存直腸の長さは平均 7.3cmであり，8

例中 5例で残存直腸のポリープに対して術中術後

に電気焼灼・ポリペクトミーを必要とした．初回

手術から残存直腸発癌までの期間は，最短 1.3 年

から最長 30 年と大きなひらきがあり，平均 15.0

年であった（Table 5）．全例に対して半年～1年に

一度の follow up として，直腸指診の他に肛門鏡

や大腸内視鏡検査を行っていたが，5例がmp以

深の進行癌であり，症例 1と症例 6は壁深達 a2，

症例 4と症例 7は壁深達 a1 で発見された（Table

6）．進行癌で発見された 5例のうち，術後 25 年以

上経過していた症例 1と症例 4は，他院にて半年

ごとに follow up されていたが，問診と採血検査

だけで直腸の検査は行われていなかった．当教室

外来で follow up されていた 3例は，発見される 6

か月以内に診察を受けて直腸指診でポリープおよ

び腺腫病変が指摘され，肛門鏡検査および生検を
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Table 4　Clinical features of two groups among patients with ileorectal anastomosis

SignificantNon remnant rectal cancer
（ n=21 ）

Remnant rectal cancer
（ n=8 ）

p=0.405813 / 83 / 5Male-female ratio

p=0.221828.3（14-54） 30.3（22-39） Mean age at operation（range）

p=0.4385APC gene mutation

 31system B（codon 348-785）

 103system C（codon 658-1283）

 43system D（codon 1099-1700）

 41unknown

p=0.2863Colon polyps in resected bowel

 154100-500

 64500 ＜

p=0.4327Colon cancer at or before IRA

 74present

 144absent

21.5（13-27）15.0（1.3-30）Mean follow-up period, year（range）

Table 5　8 cases of the remnant rectal cancer after ileorectal anastomosis

Follow-up
term 
（year）

Level of
anastomosis

Colon cancer at or
before colectomy

Colon polyps in
resected bowel

APC gene 
mutation

Age at
operetionGenderCase

 306cmabsent300codon1099-170039male1

 1.38cmD, type2, mp, no, stageII 100unknown39male2

 78cmRa, type0-Ip, m, no, stage0 300codon 348-78538male3

 268cmabsent300codon 658-128322female4

 138cmabsent1000codon1099-170024female5

 108cmabsent2000codon1099-170026female6

 174cmRa, type0-Is, sm, n1, 

stageIIIa 

1000codon 658-128329female7

 166cmRa, type0-Ip, sm, n0, stageI 1000codon 658-128325female8

施行したが，悪性所見は認めなかった．症例 7の

ように周堤が不明瞭な 3型の腫瘍が吻合部付近に

発生した病変では，その早期発見が困難であった

（Fig. 1）．残存直腸癌に対する治療として，IACA

を 2例，腹会陰式直腸切断術を 2例，経肛門的局

所切除を 1例，IAAを 3例に施行した．症例 8で

は，術後 16 年目に残存直腸の粘膜内癌に対して経

肛門的局所切除を行い，その 2年後に sm癌が発

症したため IAAを施行した．再切除例の術後経過

をみると 8例中 5例は無再発生存中であり，症例

1は IAA施行から 3年後に局所再発がみられ

APRを行い生存中である．しかし，症例 2と症例

6の 2症例は局所再発のために死の転帰をとった

（Table 6）．この他に，残存直腸のポリープ増加に

対して，焼灼切除でのコントロールが不可能で

あった 1例で，初回手術から 18 年経過後に IACA

を施行した．

考 察

本疾患に対する予防的手術の術式は，癌発生部

位が全大腸に及ぶことから，根治性を望むならば

大腸の全摘出が理想である．しかし，本疾患手術

例は若年者が多いため，術後の排便機能の面など

から，直腸を温存する術式（IRA）も選択されてき

た．残存直腸の癌発生は follow up 期間に関係し

ており，年を経るに従って発生率も増加し，術後

23 年目では 59％に及ぶとの報告もみられる7）．

IRAの長期的な術後成績に関して，医中誌および

MEDLINEで検索しえた限りでは本邦の報告例
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Table 6　The remnant rectal cancer after ileorectal anastomosis

Prognosis （month）TreatmentRemnant rectal cancer 
histological finings

Remnant rectal cancer 
macroscopic findingsCase

alive（36）IAA mod, a2, n1, stage�aRb, type3, 20×20mm1

local recurrence, death（204）  APRmod, mp, n0, stage�Rb, type2, 20×18mm2

alive（240）transanal local excisionwell, m, stage0Rb, type0-Ip, 15×15mm3

alive（24）IAA mod, a1, n0, stage�Rb, type2, 47×37mm4

alive（115） IACAmod, sm, n0, stage�Rb, type0-Is, 9×8mm5

local recurrence, death（24） IACAmod, a2, n0, stage�Rb, type3, 18×15mm6

alive（38）APRmuc, a1, n2, stage�bRb, type3, 25×35mm7

① transanal local excision① well, m, stage0① Rb, type0-Isp, 5×4mm8

alive（27）② IAA② well, sm, n0, stage�② Rb, type0-Is, 10×10mm

IAA：ileal J-pouch anal anastomosis, IACA：ileal J-pouch anal canal anastomosis, APR：abdomino-perineal resection

はない．一方，Mayo Clinic8），St Mark’s Hospital9）

や Cleveland Clinic10）からの報告では，平均 5-20

年の術後経過期間の癌発生率は 7.5％から 32％

であり，残存直腸からの発癌率の差が大きい（Ta-

ble 7）8）～12）．さらに，これらの報告例をみると残存

直腸が平均 15～20cmと長いこと，術後の follow

up 方法にも問題点があり，本術式の適応の是非を

結論づけるには至っていない．教室では 1970 年以

降，Anschuetz17），Flotte ら18）の挙げた条件を改変

し13），定期的追跡調査を行うことを絶対条件とし

て，�下部直腸に癌のないこと，�残存直腸のポ
リープ分布が少なく，術前あるいは術後に完全に

焼灼切除出来ること，�吻合部と残存直腸は肛門
鏡検査の到達範囲内であること，�術後定期的に
直腸鏡検査を行い，また患者の協力も得られるこ

と，を IRAの適応条件とした．また，本術式を施

行する場合には，排便機能の問題が少なく，かつ

術後の定期検査も容易とすることを目的に腹膜翻

転部以下での吻合を原則とした14）．今回，このよ

うな一定の適応条件の下に施行した IRAの長期

術後成績を検討したところ，平均 20 年の長期的経

過中に残存直腸からの発癌例は 29 例中 8例

（27％）と高率であった．さらに，発癌した 8例中

5症例が進行癌で，2症例は局所再発のために死の

転帰をとった．

これまで，IRAの適応症例を検討する際には，

直腸病変のポリープの密度を中心として，さらに

年齢や家系的背景をも考慮して術式を決定してき

た．しかし，初回手術時に直腸病変が非密生型で

あっても，その時点で病態が完成しているわけで

はない．自験例の follow up の対象となった残存

腸管は下部直腸のみであったが，電気焼灼やポリ

ペクトミーを必要とした例は，術中 12 例，術後 11

例の合計 17 例であり，ポリープの増加がコント

ロールできずに再手術にいたった例もあった．さ

らに，初回手術時のポリープ密度・年齢などの臨

床的背景因子と残存直腸の発癌リスクを明らかに

する目的から，発癌例と非発癌例の 2群間で比較

検討を行ったが，明らかな有意差を示した項目は

認められなかった．

最近では遺伝子の変異部位に関して，大腸病変

の発現形態（ポリープ密度），発癌時期，大腸外病

Fig. 1 Microscopic findings of the resected speci-

men（case7）showed a type 3 tumor in the ρ-
inverted-ileorectal anastomosis at the initial surgery

（arrowhead）.
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Table 7　The remnant rectal cancer after colectomy for colorectal polyposis

No.（%）of patients with 
remnant rectal cancer

 Follow-up term,year
（range）No. of patientsReporter/year

 46 （32%） 19.1（1-47） 143Bess et al（1980） 8）
（Mayo Clinic）

 22 （9.8%） 13.6（1-43） 224Nugent et al（1992）9）
（St Mark’s Hospital）

 10 （7.5%） 5.4（0-37） 133Sarre et al（1987） 10）
（Cleveland Clinic）

 5 （8.3%） 7.7 60Soravia et al（1999） 11）

 8 （27.6%） 19.7（1.3-30） 29Present study

変との関連が報告されている19）～22）．APC遺伝子

の変異部位によっては，ポリープ数が少なく，大

腸発癌も高齢で発症するタイプが報告され19）20），

PTT法では system A，B，Eがこの領域に該当

する22）．しかし，自験例では system Bに変異の

あった 4例中 1例に残存直腸からの発癌がみら

れ，発癌例と非発癌例の両群間の比較でも，遺伝

子変異部位に関して有意差は認めなかった．その

他に，最近教室で経験した system A，B領域に変

異のみられた症例のなかには，初回手術の時点で

直腸密生型や進行直腸癌を合併した例もみられて

いる．以上の結果から，大腸病変の表現形態，年

齢，遺伝子変異発現型，家系的背景などを考慮し

ても，初回手術術式を検討する場合，残存直腸か

ら発癌しない症例を予測して IRAを選択するこ

とは困難であると考えられた．

IRA術後は残存した直腸病変についての長期

的なサーベイランスが必要不可欠となるが，直腸

病変の follow up 法にも問題点が挙げられる．

FAPの病態や経過観察の必要性についての理解

が得られたとしても，患者が一生涯にわたり 1年

に 1～2回の定期的追跡調査を継続していくのは

困難である．さらに，長期間経過すると，残存直

腸が 6-8cmと短くても，電気焼灼やポリペクト

ミーなどによる大腸粘膜の線維化などが強くな

り，症例 7のように，残存腸管の詳細な病変を観

察することが次第に困難となる．自験例では定期

的追跡調査を半年～1年に 1回は施行していたに

もかかわらず，5症例では早期癌の段階で発見で

きなかった．IRA術後の follow up は，直腸指診や

肛門鏡では不十分であり，1年に 1～2回の大腸内

視鏡検査を一生涯継続して行う必要があると考え

られた．

FAPでは，大腸病変だけでなく大腸外病変の長

期的なサーベイランスが必要であり，予防的手術

後の死亡原因の多くは，デスモイド腫瘍，十二指

腸腫瘍や脳腫瘍などの大腸外病変が占めてい

る23）．そのような理由のために，St Mark’s Hospi-

tal の Nugent ら24）は標準術式として IRAを支持

している．しかし，Nugent ら24）の報告では，IRA

術後の死亡例 53 例のうち 5例は残存直腸からの

発癌である．さらにVasen ら12）は，予防的 IRA

術後の死亡例 30 例のうち，残存直腸発癌によるも

のが 12 例にのぼると報告している．自験例の大腸

外病変は，デスモイドが 5例，胃癌が 1例，乳頭

部癌が 1例，胆�癌が 1例でみられたが，大腸外
病変が死因となった症例はなく，IRA術後の死亡

例の 2例はいずれも残存直腸からの発癌が死因で

あった．自験例では，残存直腸発癌の 8例全例に

再切除術を施行したが，3例で局所再発をきたし，

2例が死の転帰をとった．局所再発が多い理由と

しては，�早期発見が困難で進行癌症例が多いこ
と，� IRAを施行した際に上方向（直腸間膜中枢
側）の血管とリンパ管の流れが遮断されたために，

側方向に癌細胞が転移しやすいこと，などが考え

られた．

最近は sulindac や cox2 阻害剤などがポリープ

の数や大きさの減少に有効であるとする報告もあ

るが25），癌など異型性の強い病変に対しては無効

との報告もみられている26）．したがって，予防的

手術の時期を待機させる手段にはなりえても，現

段階では IRA術後に sulindac や cox2 阻害剤を
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一生涯内服するという選択肢はないと思われる．

このような背景から，現段階で IRAの適応とな

る症例は，高齢者の attenuated FAP20）などのきわ

めて限られた症例のみであり，原則としてFAP

の予防的手術の術式としては IAAもしくは 1cm

程度の直腸粘膜のみが残存する IACAを選択す

べきであることが確認できた．
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Long-term Outcome after Total Colectomy with Ileorectal
Anastomosis for Familial Adenomatous Polyposis

Motoi Koyama, Takayuki Morita, Akihiko Murata and Mutsuo Sasaki
Second Department of Surgery, Hirosaki University School of Medicine

Purpose：We evaluated postoperative surveillance and long-term outcome for patients with familial adeno-
matous polyposis（FAP）who underwent total colectomy with ileorectal anastomosis（IRA）. Materials and
Methods：During the 30 years from 1970 to 2002, 72 patients with FAP underwent surgery, of whom 29
were treated by total colectomy with IRA for patients with rectal sparse polyposis without cancer. Results：
The mean age of the 29 cases was 28.9 years, involving 16 men and 13 women. Mean follow-up after IRA was
19.7 years（range；1.3-30 years）. Eight of the 29（27.6％）treated by IRA developed cancer in the residual rec-
tum, i.e., 3 men and 5 women. All cases were diagnosed as rectal sparse polyposis, but 4 were profuse colon
polyposis. Seven had an APC gene mutation（codon 348-785：1 case, codon 658-1283：3 cases, codon 1099-
1700：3 cases）. Mean follow-up between initial and second surgery was 15.0 years（range；1.3-30）. Five of 7
developed advanced cancer, and 2 died of cancer of the residual rectum, but all received regular follow-up at
least once a year. Conclusions：These cases suggest that we conduct the restorative proctocolectomy with
ileal J-pouch anal canal anastomosis（IACA）or ileal J-pouch anal anastomosis（IAA）for FAP patients, and
should be careful to undertake lifelong surveillance.
Key words：familial adenomatous polyposis（FAP）, restorative proctocolectomy , ileo-rectal anastomosis

（IRA）, remnant rectal cancer
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