
はじめに

消化管カルチノイドは，銀還元性，好銀性，杯

細胞性の 3亜型に分類される．そのうち杯細胞カ

ルチノイドは大半が虫垂に存在し，カルチノイド

類似像と腺癌類似像を共有する比較的まれな腫瘍

であり，予後不良と考えられている．今回われわ

れは回腸腫瘍による腸閉塞の診断で回盲部切除術

を施行し，病理組織学的に虫垂杯細胞カルチノイ

ドに低分化型腺癌を合併した 1例を経験したので

報告する．

症 例

症例：56 歳，男性

主訴：嘔吐，右下腹部痛

家族歴，既往歴：特記すべきことなし．

現病歴：2003 年 5 月糖尿病のコントロールの

ため入院治療中に突然，右下腹部痛，腹部膨満感

を訴え，数回嘔吐したため腸閉塞を疑い，精査を

行った．

入院時現症：身長 177cm，体重 68kg，体温 37.2

度，血圧 118�63 で，発汗著明．腹部は右下腹部を

中心に圧痛を認めた．血液検査上では白血球

13,500�mm3，CRP 4.0mg�dl と軽度上昇を認めた．
腫瘍マーカーはCEA 1.5ng�ml と正常範囲内で，
その他の血液，生化学検査は正常範囲内だった．

腹部単純写真上イレウスが疑われた．

経過：腹部CT上，小腸はほぼ全域が拡張し，腸

管内には著名な液体貯留が認められ，回腸末端か

ら数 cm口側の小腸壁に全周性の肥厚があり，そ

れより肛門側に腸管の拡張は認めなかった．また

積極的に炎症を疑わせるような周囲の脂肪織の濃

度上昇や液体貯留は認めず，画像上は小腸腫瘍に

よる閉塞性イレウスが疑われた．このため回腸末

端での腸閉塞を考えイレウス管を挿入した．イレ

ウス管からの小腸造影では，盲腸から約 10cmの

回腸末端に粘膜下腫瘍または腸管外からの圧迫に

よると考えられる原因不明の狭窄部位を認めた

（Fig. 1）．また，イレウス管留置後のCTでは小腸

の拡張は消失しており，回盲弁の約 7cm程度口側

にて回腸は壁が肥厚していた．このため小腸腫瘍

による回腸の狭窄を疑い，腸閉塞解除目的に手術

を施行した．

手術所見：開腹すると，腸閉塞の原因と考えら

れた回腸末端部には，炎症様に肥厚した虫垂が強
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固に付着し，回腸を巻き込んでいた．肉眼的には虫

垂癌が考えられた．さらに，後腹膜および腸間膜

に多数の白色結節を認め，迅速組織診断によると

腺癌の腹膜播種であった．腸間膜リンパ節は硬く

腫大しており転移が考えられた．術中所見から腹

膜播種，リンパ節転移を伴う虫垂癌の浸潤による

回腸の狭窄と考え，完全切除は不可能であったが，

腸閉塞解除目的に姑息的に回盲部切除を行った．

標本所見：虫垂は肉眼的に 1.5cm×6.0cmに腫

大し，硬い腫瘤として回腸に強固に癒着して回腸

内腔を閉鎖していた（Fig. 2）．組織学的に腫瘍細

胞は虫垂の粘膜下層から筋層を中心に広範囲に増

殖し，細胞境界明瞭で，HE染色において豊富な空

砲状の細胞質と偏側に圧排された核を有し，一見

杯細胞に類似し，小腺腔，小胞巣を形成して浸潤

性に漿膜下まで及んでいた（Fig. 3）．さらに回腸

末端，および盲腸壁へ直接浸潤し，回腸終末部の

壁全層と，盲腸壁の全層に浸潤していた．また，

PAS染色陽性で腫瘍細胞の粘液産生性が示され，

Grimelius 染色では散在性に好銀性細胞みとめ，

chromogranin A 免疫染色で陽性を示す細胞をみ

とめた．

以上より杯細胞カルチノイドの診断とした．さ

らに虫垂には低分化型腺癌が粘膜から筋層にかけ

て合併していることを確認した．

また，腸間膜の腫瘍，結腸壁在リンパ節にも杯

細胞カルチノイドの転移を認めた．

以上より，本症例は低分化型腺癌を合併した虫

垂杯細胞カルチノイドの回盲部浸潤，腹膜播種に

よる回腸イレウスと診断した．術後補助化学療法

が必要であると判断したが，本人，御家族が強く

抗癌剤治療を拒否されたために，これ以上の治療

は行わず，外来にて経過観察している．現時点で

術後 9か月，再発の兆候は無く経過している．

考 察

杯細胞カルチノイドは，1969 年に Gagne ら1）に

よりカルチノイド類似病変と腺癌類似の病理所見

を有する腫瘍として初めて報告され，1974 年 Sub-

Fig. 1 Barium enema from ileac tube revealed a

stenosis at the terminal ileum.

Fig. 2 Resected specimen showed the dilated appen-

dix being 1.5× 6.0 cm in size . The mass was

strongly sticked to terminal ileum and intestinal lu-

men was obstructed.

Fig. 3 Low power view of the appendicular tumor.

Tumor cells invade to the muscle layer（HE,×100）.
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Table 1 Reported cases of goblet cell carcinoid in the Japanese literature
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buswamyら2）により杯細胞カルチノイドと命名

された．

杯細胞カルチノイドは銀還元性カルチノイド，

好銀性カルチノイドと並んでカルチノイド腫瘍の

1亜型に分類されている3）．組織学的特徴は，a：

弱好酸性の細胞質を持つ細胞と杯細胞ないし印環

細胞類似の細胞が小充実胞巣状，腺房状，索状に

発育する，b：腫瘍は粘膜深層から粘膜下層に多

く存在し粘膜上皮に悪性所見がない，c：全層性に

進展し神経周囲浸潤の傾向が強くリンパ節や静脈

浸潤がみられる，d：粘液産生細胞，好銀性細胞，

銀還元性細胞，Paneth 細胞，粘液と銀顆粒を同時

に有する細胞などがみられ，異型性，核分裂像は

ほとんど見られない4），となっている．本症例も上
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記特徴を有しており杯細胞カルチノイドと診断し

た．

本邦での報告は 1967 年に大和ら5）によるものが

最初であり，以後，われわれが医学中央雑誌で検

索し，集計した範囲では 2003 年までに 70 例の報

告があり，比較的まれな疾患である．自検例を含

めた本邦での本腫瘍の報告 71 例を集計（Table

1）6）～21）したところ，平均年齢 55.3 歳（26～90 歳），

男女比 1.7：1.0，初発症状は右下腹部痛が 37 例

（52.1％）で最多，ついで腹痛 18 例（25.3％），腹部

膨満 8例（11.2％）となっていた．術前診断は急性

虫垂炎が 36 例（50.7％），腸閉塞 15 例（21.1％）で

あり，術前からの確定診断は一般に困難とされて

いる．また原発部位は直腸とした報告を 2例20）21）認

めたが，虫垂原発例が 69 例と，大半は虫垂に発生

すると考えられる．

杯細胞カルチノイドの予後は，当初は他のカル

チノイド腫瘍と同様，比較的良好であるとされて

いたが，Warkel ら22）は本腫瘍 30 例の検討の結果，

6例が腹腔内転移で死亡，5年生存率は 73.2％で

あると報告し，Edmonds ら23）は 86 例を検討し，そ

の 5年生存率は 60％であると報告している．また

Butler ら24）は本腫瘍 9例中 5例に転移を認めた．

われわれの検討したところでも 71 例中 26 例に虫

垂外への浸潤を認め，そのうち 10 例は卵巣，腹膜

への転移を認めていた．したがって，近年ではそ

の易再発性，予後不良な性格から他の 2亜型のカ

ルチノイドと同列に扱うよりもむしろ癌の一亜型

とみなす考えが支配的となっている5）25）．

そのため虫垂杯細胞カルチノイドの治療は，一

般的に虫垂切除のみにとどまらず，回盲部切除，

右半結腸切除などの広範囲切除が広く行われてい

る．術中肉眼的に虫垂外への進展またはリンパ節

転移があるもの，および腫瘍径が 2cmをこえるも

のは 1期的に回盲部切除，右半結腸などの広範囲

切除を行うことに異論は少ない．一方で，急性虫

垂炎との術前診断で虫垂切除を行い，術後組織学

的に本診断がついた場合は，細胞異型の度合い，

核分裂の程度，低い分化度，断端陽性，リンパ節

転移陽性などを判断基準として追加切除を行って

いる例が多い．

本邦報告 71 例においては，虫垂切除のみの施行

が 18 例（25.3％），虫垂切除後の追加切除を加えた

回盲部切除施行例が 32 例（45.0％），右半結腸切除

が 13 例（18.3％）であった．虫垂切除後に回盲部

切除以上の追加切除が施行されたものが 26 例

（36.6％）あった．本邦では近年治療法として広範

囲切除が広く行われる傾向にあるが，その成績の

詳細の集計，報告はされていない．

また，術後の化学療法については，遠隔転移を

有する症例に対して adriamycin，5-fluorouracil

などの単剤，併用療法で効果が認められるとする

報告も散見する26）が，記載は少なく裏付けは不十

分である．さらに，杯細胞カルチノイドと腺癌の

合併例の報告は他にも認め，本カルチノイドと腺

癌の関係を考える上で興味深い．一方で，杯細胞

カルチノイドは抗 p53 抗体の発現が上昇してい

るとする報告があり27），これらは杯細胞カルチノ

イドと腺癌との関連，さらに発生機序を考える上

で参考になる．腫瘍の性格，治療法について，今

後さらに症例を蓄積し，詳細な解析をしていく必

要があると考える．
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A Case of Goblet Cell Carcinoid of the Appendix

Teruhisa Takuwa, Tadateru Takahashi, Kazuro Okada, Tatsuya Okimoto,
Keiko Kajitani, Yoshiyuki Onitake and Hirofumi Nakayama＊

Department of Surgery, JR Hiroshima General Hospital
The First Department of Pathology, Hiroshima University School of Medicin＊

A 56-year-old male with right lower abdominal pain, nausea and abdominal flatulence was found to have occlu-
sive ileus due to an ileocecal tumor. The laparotomy showed a firm appendicular tumor invading the terminal
ileum and Cecum, yielding an intraoperative diagnosis of Appendical cancer necessitating ileocecal resection.
The histopathological diagnosis was goblet cell carcinoid of appendix accompanied by poorly differeintiated
adenocarcinoma. Adjuvant chemotherapy was not done. No sign of recurrence has been detected in the 9
months after the operation. Goblet cell carcinoid is a variation of the carcinoid tumor whose malignant poten-
tial appears to lie between the typical behavior of an ordinary carcinoid and that of adenocarcinoma of the ap-
pendix. Only 71 reports of goblet cell carcinoid have been made in Japan and no guidelines for appropriate
therapy have been established. Further more, cases accompanied by adenocarcinoma are rare.
Key words：goblet cell carcinoid, poorly differentiated adenocarcinoma, appendix
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