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胃原発 gastrointestinal stromal tumor（以下，GIST と略記）の同時性広範囲肝転移に対し，
イマチニブにより腫瘍縮小を得た後，手術を施行しえた症例を経験した．症例は 47 歳の男性で，
全身倦怠感，嘔気を主訴に受診し，CT にて胃噴門部と肝内に多発する腫瘍が認められた．生検
にて KIT，vimentin 陽性の胃原発 GIST 多発肝転移の診断を得たが，腫瘍局在のため 1 期的切
除は不可能であった．イマチニブによって全病変の縮小が得られたが，経過観察中に肝転移病
変の一部に再増殖が認められた．腫瘍が縮小したため肝転移病変の切除が可能と判断し，胃全
摘，肝部分切除術，肝腫瘍ラジオ波焼灼術を施行した．切除した腫瘍の大部分は硝子様に変性
していたが，一部 viable な組織を認め，薬剤耐性の獲得と判断した．再増殖腫瘍の遺伝子解析
にて KIT 遺伝子 exon9，11，platelet-derived growth factor receptor-α（PDGFRA）遺伝子 exon
12 に変異を認めた．

はじめに
根治切除不能である進行 gastrointestinal stro-

mal tumor（以下，GIST と略記）症例に対して，
近年イマチニブが高い奏効率をあげている．一方
で，一定期間後に薬剤耐性を獲得することが大き
な問題となってきている．可能であれば手術が考
慮されるべきであるが，化学療法が奏効中の症例
では手術のタイミングの判断は難しく，また報告
も少ない．多発肝転移を伴う胃原発 GIST に対し，
イマチニブにより腫瘍縮小を得た後，手術を施行
し摘出可能であった症例を経験したので遺伝子解
析の結果も含め報告する．

症 例
患者：47 歳，男性
主訴：全身倦怠感，嘔気
家族歴：父，膵癌．
既往歴：特記すべきことなし．
現病歴：2003 年 10 月，全身倦怠感，嘔気を主訴

に前医を受診し肝腫瘍を指摘され当科紹介となっ
た．

入院時現症：上腹部正中の軽度圧痛を伴うの
み．

入院時一般検査：胆道系酵素が軽度上昇．腫瘍
マーカーは正常範囲内であった．

腹部造影 CT：肝内に早期相で不均一ながら
hypervascular な腫瘍を多数認めた．また，胃噴門
部から小彎側に接する径 9cm の巨大腫瘍を認め
た．腫瘍は胃内腔と交通し air bubble を内部に含
んでいた．左胃動脈周囲リンパ節の腫脹を伴って
いた（Fig. 1）．

上部消化管内視鏡検査：胃噴門部に中心陥凹を
有する巨大な粘膜下腫瘍を認めた（Fig. 2）．

生検組織検査所見（内視鏡下腫瘍生検および肝
生検）：細胞は，類円形でやや淡明な胞体を有し，
蜂巣状一部乳頭状に増殖していた．免疫染色によ
り KIT，vimentin 陽性，CD34 陰性の GIST の診
断を得た．

臨床経過：胃原発 GIST 多発肝転移の確定診断
を得たが，転移巣の局在から肝実質温存が困難で
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Fig. 1 Abdominal CT on admission showed irregu-
larly enhanced multiple liver tumors（white trian-
gles）and a huge gas-containing tumor adjacent to 
the stomach（black triangles）. A lymph node un-
derneath the tumor was swollen（arrow）.

Fig. 2 Gastrointestinal endoscopy showed huge 
submucosal tumor at cardia.

あり 1 期的切除は不可能と判断，11 月よりイマチ
ニブ 400 mg�日を開始した．その後は定期的に
CT にて経過観察を行った．胃噴門部小彎側の巨
大腫瘍およびリンパ節腫脹は著しく縮小した．肝
転移巣も縮小が得られ造影効果が消失し，低吸収
領域として描出されるようになった．初診時は不

可能と考えられた切除に関しても腫瘍の縮小によ
り肝実質の温存が可能と考えられ，切除時期につ
き検討していたところ，投与開始 8 か月後の 04
年 7 月の CT で，肝 S8 の低吸収領域内部に造影効
果を持つ結節状病変が出現した（Fig. 3）．イマチ
ニブに耐性のクローンの増殖を示唆する所見と考
え手術適応と判断した．

手術所見：2004 年 8 月に開腹手術を施行した．
胃病変は食道胃接合部から 5mm，小彎側やや前壁
よりに径 1.5cm 大の隆起性病変として認められ，
周辺漿膜は瘢痕化が強く肝外側区に癒着してい
た．イマチニブ開始前の腫瘍の範囲および不明瞭
な境界を考慮し胃全摘とした．肝転移は，S8 に径
6cm 1 か 所，S5 に 径 4cm と 1cm の 2 か 所，S7
に径 2cm と 1cm の 2 か所， S4 に径 2cm 3 か所，
径 1cm2 か所，S3 に径 1cm 1 か所，および外側区
域左縁に露出する径 3cm 結節の合計 12 病変を認
めた．S8-S5 病変と S4 病変をそれぞれ一括の部分
切除，外側区域の左縁を胃病変とともに部分切除，
S3 の小病変を核出とし，可及的に摘出したが，S
7 病変はそれぞれ肝表面より 2cm の深部に約 2
cm の距離をおいて存在し，切除範囲が広くなる
ことから実質温存のためラジオ波にて焼灼した．

切除標本肉眼検査所見：切除した肝転移巣の大
部分は硝子様に変性していたが，S8 の 6cm 大の
腫瘍の内部には径 1cm 大の viable な充実性腫瘍
を認めた（Fig. 4）．
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Fig. 3 A：Abdominal CT 7 months after starting 
imatinib. Liver tumors became small and cystic. B：
Abdominal CT 8 months after the treatment. A 
small enhanced nodule appeared inside the cystic 
liver lesion（white triangle）. The main tumor was 
shrunken considerably（black triangle）and no 
lymph node was detected.

Fig. 4 Resected specimen showed a white viable 
mass inside the hyalinized tumor.

Fig. 5 Viable tumor cells were found in the 
specimen. Hyalinized area lay between the viable 
tumor and the normal tissue.

Fig. 6 Abdominal CT 18 months after the operation 
showed no new tumors. RFA site became small 
low-density mass（white triangle）.

病理組織学的検査所見：胃粘膜下には短紡錐形
細胞ないし一部類円形を呈する細胞が島状に散在
し，その背景には広く硝子様の線維化を認め，腫

瘍が消退した後の像と判断された．肝臓の腫瘍組
織は大部分が硝子様に変性していたが，再増殖部
位に一致する viable な腫瘍細胞を認めた（Fig.
5）．変性腫瘍の辺縁にもわずかではあるが viable
な腫瘍細胞の残存が認められた．また，リンパ節
周囲脂肪織に腫瘍細胞の遺残を認めた．原発巣の
免 疫 染 色 で は CD34，KIT，vimentin 陽 性，
desmin，α-SMA，S-100 蛋白陰性であった．

遺伝子解析結果：腫瘍組織より genomic DNA
を抽出し，KIT 遺伝子の exon 9，11，13，および



74（430） 日消外会誌 40巻 4 号イマチニブ投与後に切除しえた胃原発 GIST

Table 1 Reported GIST cases resected after neoadjuvant imatinib therapy

CR on pathology（%）CR on imaging（%）Duration of Ima（mo）Timing of surgeryn Setting

1（8.3）0（0）12.2（6.1 ― 25）12maximal response12Bauer, 200511）
3（12.5）6（25）14（4 ― 32）24maximal response32Rutkowski, 200612）
0（0）0（0）20（10 ― 31） 8progressive lesion
2（11.8）1（5.9）10（2 ― 16）17Scaife, 200313）

Ima, Imatinib；CR, complete response

platelet-derived growth factor receptor-α（以下，
PDGFRA と略記）遺伝子の exon 12，18 について
塩基配列を確認した１）．KIT 遺伝子において，Q460
R，Q475R（exon9），W557_558Kdel（exon11），
また，PDGFRA 遺伝子において F588S（exon12）の
変異を確認した．一方，遺伝子変異のない配列も
同時に確認した．

術後経過：術後はイマチニブ 200 mg�日を術後
1 年間内服し，以後内服を中止した．CT 画像上ラ
ジオ波焼灼術施行部位は低吸収域となり次第に縮
小した．3 か月に 1 度の CT にて経過観察中であ
るがイマチニブ中止後 6 か月の現在まで明らかな
再発を認めていない（Fig. 6）．

考 察
GIST は，消化管筋層の間葉系幹細胞である Ca-

jal 細胞由来で，KIT ないし PDGFRA 遺伝子に機
能獲得型体細胞突然変異（gain-of-function muta-
tion）が生じて発生する１）～４）．

GIST に対し根治が期待できる唯一の治療法は
手術による完全切除である５）．GIST は他治療法に
対し高度に耐性であるが，発見時に遠隔転移など
のため手術が適応とならない症例も多い．このよ
うな症例に対し，近年，イマチニブが 50～80％ と
高い奏効率をあげている２）６）～９）．その一方で薬剤耐
性の獲得が問題とされ，耐性獲得までの期間は
1.5～2 年２）７）１０）と報告されている．

本症例では多発肝転移のため，当初手術不能と
判断され，イマチニブにて治療を開始，腫瘍の縮
小が得られ切除可能と判断されるに至った．切除
時期の判断に苦慮したが，治療開始 8 か月後に薬
剤耐性クローンの増殖が疑われ，新規病変の出現
が認められないことから手術に踏み切るきっかけ
となった．

イマチニブを neoadjuvant therapy として使用
した報告が散見されるが７）８）１１）～１３），まだ一定の見解
は得られていない．イマチニブの増量により反応
頻度に大きな差が出ないこと，最大効果を発揮す
るまでに約 4 か月かかることから，400mg�日を
4 か月間使用するのが妥当との報告がある３）６）１０）．そ
のほかにも，腫瘍が切除可能となった時点ですぐ，
またはイマチニブによるさらなる効果が 2 回の連
続した CT で認められなくなる 6～12 か月後，も
しくは耐性獲得が確認された時点で手術を考慮す
べきという考えがある６）．Genotype の違いによる
反応性の違いが明らかになってきており８），患者に
よっては neoadjuvant therapy が非常に有効とな
る可能性もある．

今回，切除標本で広く硝子様の線維化を認め，
病理組織学的にもイマチニブの効果を確認でき
た．しかし，CT で確認された再増殖結節病変の他
にも，腫瘍細胞の遺残が認められた．Pub Med
にて，「GIST」「neoadjuvant therapy」「surgery」で
2000 年から 2006 年 3 月までの期間で検索したと
ころ，neoadjuvant therapy 後の手術切除標本に
つき複数症例で病理学的に検討している報告は 3
件あった１１）～１３）．その中には，病理組織学的な com-
plete response が認められたのは 12％ にとどま
り，65％ は partial response１３），またイマチニブ使
用により手術可能と判断した残存腫瘍切除 12 例
中 11 例で viable な腫瘍を認めたという報告が
あった１１）（Table 1）．このことから，イマチニブ奏
効例の中で完全切除が期待できる症例においては
手術適応を積極的に考慮してもよいと思われた．

完全切除しえても 40～90％ といわれる高率な
再発も問題となる８）．術後再発に対する再切除に関
しては，肝切除，腹膜切除にてその生存期間が延
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長したという報告がある一方１４）１５），肝切除後はほぼ
全例に再発を認めたという報告もある１０）．

今回の症例では，術後イマチニブ 200 mg�日を
1 年間投与した．診断時，多発肝転移を来す悪性度
の高い GIST であると考えられる点，surgical
margin が不十分である点を考慮し adjuvant
therapy を勧めたが，術前の浮腫，胸水貯留などの
副作用，また経済的な理由から，半量投与となっ
た．術前，術中所見から悪性度が高いとされた症
例 に 対 し adjuvant therapy を 推 奨 す る 報 告
や７）８）１１），neoadjuvant therapy 後の切除後において
も adjuvant therapy を行ったほうが再発率が低
いとする報告もあり１１），adjuvant therapy は積極
的に検討すべきではないかと思われる．

手術検体より採取した DNA の遺伝子解析に
て，四つの遺伝子変異を認めた．GIST は発生時に
は単一の遺伝子変異を持つモノクローナルな腫瘍
であると考えられている１６）．イマチニブ耐性の獲
得のメカニズムについては，新たな遺伝子変異に
よるものや KIT，PDGFRA の発現量の増加など
が報告されている１７）．イマチニブ治療前の生検標
本の遺伝子回収が困難であったため，腫瘍発生と
イマチニブ耐性獲得に関わった遺伝子変異を区別
するまでにはいたらなかったが，KIT および
PDGFRA の遺伝子変異が深く関わっていること
が示唆された．また，突然変異のないクローンも
確認されたことは，耐性獲得とともにポリクロー
ナルな腫瘍へと変化したものと考えられた．

進行 GIST 症例の今後の治療戦略として，イマ
チニブと手術の効果的な組み合わせが重要となっ
てくると思われる．イマチニブ投与中の GIST 症
例においては，頻回に CT を中心とする画像的評
価と積極的な手術適応の再評価を行うことが，治
療成績の向上に結びつく可能性があると思われ
る．
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Surgical Resection for Gastric GIST with Multiple Liver Metastases after Imatinib Therapy
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Advanced gastrointestinal stromal tumor（GIST）with multiple liver metastases was successfully resected af-
ter pharmacological debulking with imatinib. A 47-year-old man with a huge gastric GIST with multiple liver
metastases considered irresectable was administrated 400 mg�day of imatinib. The tumor responded dramati-
cally but a resistant clone appeared 8 months later. A small mass was detected inside one of the liver lesions
that had changed to a shrunken cystic mass. In subsequent surgery, we successfully treated all tumors with
total gastrectomy, partial hepatic resection, and hepatic radiofrequency abrasion（RFA）. The resected speci-
men showed viable cells of a new liver lesion. Genetic analysis of the tumor revealed 2 mutations in KIT gene
and 1 mutation in platelet-derived growth factor receptor-α（PDGFRA）gene. Since only surgery can poten-
tially cure the disease, advanced GIST patients on imatinib therapy should be closely monitored for resistant
lesions and surgery should be considered repeatedly to improve outcome.
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