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直腸カルチノイドは内視鏡検査の普及に伴い微小な病変として発見されることが多くなって
きているが，腫瘍径 20mm以下，壁深達度 smの症例でもリンパ節転移や肝転移の頻度は低く
はない．今回わずか 8mm大の直腸原発カルチノイドに巨大な骨盤内リンパ節転移を伴った 1
例を経験した．症例は 79 歳の女性で，発熱と左下肢浮腫を主訴とし，腹部CTでは約 13cm
大の内部壊死を伴った巨大腫瘤が骨盤腔を占居し左外腸骨静脈を圧排していた．経皮的針生検
にてカルチノイドと診断，下部消化管内視鏡検査で下部直腸に径約 8mm大の粘膜下腫瘍を認
め，骨盤内腫瘍は直腸カルチノイドからのリンパ節転移と判断した．原発巣は経肛門的に局所
切除を行い，骨盤内腫瘍は開腹にて切除した．病理組織学的に骨盤内腫瘍は直腸カルチノイド
の閉鎖リンパ節転移と診断された．骨盤腔内腫瘍の鑑別には消化管カルチノイドの関与も考慮
し，消化管の精査も必要であると考えられた．

はじめに
消化管カルチノイドは消化管腺窩基底部の内分

泌細胞原基から発生すると考えられ，早期より粘
膜下層以深へ浸潤し，しばしば粘膜下腫瘍様形態
を呈する．本邦では消化管の中では直腸が最も多
く，ついで胃・十二指腸の上部消化管である．一
般的に低悪性度であり発育も緩徐であると考えら
れているが，最近，微小カルチノイドがリンパ節
転移や肝転移を来した症例が報告されている．今
回，我々は直腸原発の腫瘍径 8mmのカルチノイ
ドに骨盤腔内巨大リンパ節転移を伴った症例を経
験したので，文献的考察を加えて報告する．

症 例
患者：79 歳，女性
主訴：発熱，左下肢浮腫
既往歴：20 歳，虫垂炎，67 歳，高血圧，狭心症．
家族歴：特記事項なし．
現病歴：平成 15 年 4 月頃より蛋白尿を指摘さ

れ，当院腎臓内科で経過観察されるも，平成 15

年 6 月より腎機能が増悪し，9月より左下肢浮腫，
左足背部痛を自覚した．平成 16 年 3 月初旬より
39 度におよぶ発熱があり，3月下旬に腎盂腎炎の
疑いで，腎臓内科に入院となった．
入院時現症：腹部は軽度膨満し，左下腹部に小

児頭大の腫瘤を触知した．腫瘤は表面平滑だが，
可動性は不良で軽度の圧痛を認めた．また，左下
肢の浮腫を認めたが，両足背動脈は良好に触知し
た．皮膚潮紅，下痢および喘息発作は認めなかっ
た．
入院時血液検査：WBC 16,800�µL，Hb 6.5g�

dl，Hct 20.3％，Plt 30.3 万�µL と白血球の上昇と
貧血を認めた．生化学検査ではAST 41 IU�L，
LDH 949 IU�L，Cre 1.2 mg�dL，BUN 25 mg�
dL，CRP 14.3mg�dl と ASTと LDHの上昇，軽度
の腎機能障害およびCRPの上昇を認めた．腫瘍
マーカーのうちCEA，CA19―9，CA125，NSE
はすべて正常範囲内で，CYFRA 2.4ng�mLのみ軽
度上昇を認めた．尿中 5-HIAAは 2.1mg�dl と正常
範囲内であった．
CTおよびMRI：左骨盤壁に接して骨盤腔内に

約 13cmの境界明瞭な腫瘍が存在し，内部の実質
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Fig. 1 Abdominal CT scans demonstrated a large 
tumor with intratumoral necrosis occupying the 
pelvic space, which compressed the left external il
iac artery and vein anteriorly, and almost ob
structed  the  left  ureter  leading  to  left 
hydronephrosis.

Fig. 2 T1-weighted MRI images of sagittal section 
showed a well-circumscribed tumor with a het-
erogenous intensity, indicative of intratumoral ne-
crosis and/or hemorrhage. There was no evidence 
of tumor invasion to the surrounding organs.

Fig. 3 CT angiography demonstrated compression 
of the left external iliac artery（arrows）by the tu
mor, but there was no evidence of vascular 
involvement.

Fig. 4 FDG-PET depicted a mosaic pattern of high 
signal intensity in the pelvic large tumor（arrow）. 
A loss of signal intensity in the center of the tumor 
indicated intratumoral necrosis.

像は不均一で出血や壊死が示唆された．また，膀
胱と子宮を右側に，左外腸骨動静脈を前方に，左
尿管を後方に圧排し，左腎臓は水腎症を来してい
たが，周辺臓器への直接浸潤を疑わせる所見はな
かった．左閉鎖リンパ節から増大した腫瘍である
と推測された（Fig. 1，2）．
CT angiography：左外腸骨動脈が前方へ圧排

偏位していたが，血管の encasement は認めず，腫
瘍の血管への直接浸潤は否定的であった（Fig. 3）．
Fluorodeoxyglucose-positron emission tomo-

graphy（FDG-PET）：骨盤腔内腫瘍に一致して集
積を認め，中心部は欠損し内部の壊死を示唆して

いた．この腫瘍以外には明らかな集積は認めな
かった（Fig. 4）．
これまでの諸検査では原発か転移かも含めて確

定診断が得られなかったため，骨盤内腫瘍の経皮
的針生検を行った．その結果，特徴的な組織形態
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Fig. 5 Immunohistochemical analysis for chromo
granin A of the specimens obtained by percutane
ous needle biopsy revealed positive immunostain
ing of the tumor cells, confirming the final diagno
sis of a carcinoid.

Fig. 6 A yellowish, submucosal tumor of about 
8mm in diameter without central depression was 
found at the lower rectum（Rb）by total 
colonoscopy.

Fig. 7 The cut surface of the extirpated obturator 
lymph node showed encapsulization by a fibrous 
membrane and partial necrosis of the tumor.

に加え，クロモグラニンAの免疫組織染色で腫瘍
細胞が陽性であったため神経内分泌腫瘍であるカ
ルチノイドと診断された（Fig. 5）．注腸透視検査
では大腸に異常所見を認めなかったが，再評価の
ために下部消化管内視鏡検査を行ったところ，肛
門縁から約 4cm口側，下部直腸Rbの 1時方向に
表面黄色調，中心陥凹のない 10mm未満の粘膜下
腫瘍を認めた（Fig. 6）．
以上の諸検査から，直腸カルチノイドから左閉

鎖リンパ節に転移を来し，この巨大な腫大リンパ

節のために下肢浮腫と水腎症，腎盂腎炎を来した
と判断し，4月中旬に手術を施行した．
手術所見：高度に進行したカルチノイドである

ため，根治手術よりも症状を軽減することを主目
的に術式を決定した．直腸カルチノイドに対して
は経肛門的直腸腫瘍切除術を，巨大骨盤内腫瘍に
対しては経腹的腫瘍切除を施行した．左外腸骨動
静脈および左尿管は術前の画像診断通り，腫瘍の
圧排のみであり直接浸潤はなく温存可能であっ
た．
摘出標本および病理組織学的検査：直腸腫瘍の

大きさはわずか 8×7mmであったが，骨盤内腫瘍
は大きさ 15×13×10cm，重量 777g と巨大であっ
た（Fig. 7）．組織学的には直腸腫瘍は固有筋層へ
浸潤していたが脈管侵襲は認めなかった．いずれ
の病変でも小型類円形核をもつ異型細胞が索状に
増生しており典型的なカルチノイドの組織像を呈
していた（Fig. 8）．さらに，異型細胞はクロモグ
ラニンA陽性であり，いずれの病変もカルチノイ
ドと診断された．核分裂像や核異型などの高悪性
度を示唆する所見は乏しかった．骨盤内腫瘍に関
しては組織学的には既存のリンパ節構造は消失し
腫瘍細胞に置換されていたが，子宮や女性付属器，
膀胱などの骨盤内臓器由来とは考えられず，また
血管を圧排する形で存在していることから，総合
的にリンパ節転移であると診断された．術後，左
下腿浮腫および水腎症は改善し順調に経過してい
たが，術後 28 日目に左下肢静脈血栓症を来した．
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Fig. 8 Histological examination of the resected 
specimen from the rectum showed the invasion of 
tumor cells into the muscular layer（a）（HE stain-
ing, ×100）. Uniform tumor cells were found to 
spread in a rosette-like pattern, forming the cellu-
lar nests characteristic of a carcinoid（b）（HE stain-
ing, ×400）. The pathological findings of the pelvic 
tumor（Fig. 7）were almost identical to those of the 
rectal lesion, confirming a metastatic lymph node 
from the rectal carcinoid.

幸い，保存的治療にて軽快退院し，現在，外来で
慎重に経過観察中である．

考 察
これまで，カルチノイドは低悪性度腫瘍と考え

られていたが，近年カルチノイド症例の蓄積に伴
い，リンパ節転移や肝転移症例の報告が散見され
るようになってきた．医学中央雑誌で「直腸カル
チノイド」をキーワードとして 1995 年から 2005
年まで検索したところ，47 例の報告があり，この

うちリンパ節および肝転移症例は 13 例報告あり，
その中で 2cm以下の病変で転移の認められた症
例報告は 2002 年に 1例，2003 年に 3例の計 4例
であった．総計 11,842 例のカルチノイド症例を検
討した曽我１）の報告では，径 10mm以下で粘膜下
層に限局した腫瘤を有する 1,045 症例において，
10.0％と予想外に高い転移率が示されている．ま
た，直腸カルチノイドの検討２）においても腫瘍サイ
ズが 6～10mmで sm浸潤の場合リンパ節・肝転
移率は 9.7％と報告されており，初期のカルチノ
イドは通常の癌よりもむしろ悪性度が高い可能性
が示唆される．腫瘍の肉眼形態に関しては中心陥
凹のある症例では転移率が高いとされているが，
10mm以下の腫瘍サイズでは中心陥凹のない場合
でも 40％前後でリンパ節や肝臓への転移を来し
ており３）～５），微小な腫瘍となると中心陥凹の有無は
腫瘍の浸潤度の判定には有用ではない可能性もあ
る．さらに，Heah ら６）は直腸カルチノイドの腫瘍
サイズと悪性度とは関連がないと報告している．
実際に本症例も，原発巣がわずか 8mmと微小で
あるにもかかわらず，深達度mpであり，しかも大
腸癌取扱い規約に従えば，N3に相当する閉鎖リン
パ節転移を来しており悪性度の高い症例と考えら
れる．このように従来より悪性度の指標として重
要視されてきた腫瘍径と肉眼形態からだけでは術
前に悪性度を評価することは難しいと思われる．
岩淵ら７）の切除標本における組織学的検討では，悪
性度・転移能の評価には，腫瘍径，深達度以外に，
核の異型性・多形性，核分裂像増加，脈管・神経
周囲浸潤像を組織学的 3指標として重要視してい
る．本症例では組織学的には深達度はmpではあ
るものの，脈管侵襲や核異型，核分裂像などの高
悪性度を疑わせる所見はほとんどなく，組織学的
形態を加味しても臨床的悪性度を十分に説明する
ことは難しい．最近では，分子生物学的な側面か
ら悪性度を評価しようとする試みもなされてい
る．Kawahara ら８）は消化管カルチノイド 41 例の
免疫組織化学染色によって，腫瘍サイズとは関係
なく，E-cadherin の発現低下と悪性度が相関した
と報告している．また，カルチノイドにおける染
色体異常に関する報告９）１０）では，18 番染色体欠失あ

aa

b

a

b
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るいは 17 番または 19 番染色体の増幅が早期に起
こる現象であり，4番染色体増幅あるいは 16 番染
色体欠失が転移と関連した染色体異常と述べてい
る．18 番染色体欠失は消化管カルチノイドの 43～
88％に認められ，特に 18q21 に位置するDCC
（deleted in colorectal carcinoma）がカルチノイド
の進展に関与している可能性を考察している．今
後このような分子生物学的解析を肉眼的ないし組
織学的形態に付加して，カルチノイドの悪性度・
転移能をより正確に評価できるようになることが
期待される．
本症例においては，術前の確定診断のために経

皮的針生検を行いカルチノイドの診断を得たが，
巨大な骨盤内腫瘍であるため悪性腫瘍の可能性も
十分にあり針生検は慎重に行うべきであると考え
られる．本症例を教訓に同様の症例に対しては下
部消化管の精査を怠らないようにすべきである
が，実際には微小な粘膜下腫瘍が巨大なリンパ節
転移を来すこともかなりめずらしいため，病態を
把握し治療方針を決定するうえでは針生検は施行
せざるをえないのではないかと思われる．ただし，
その場合には針生検後できるだけ速やかに手術を
計画するように配慮しなければならないと考えら
れる．
治療方針として腫瘍サイズが 20mm以上のカ

ルチノイドについては大腸癌に準じた系統的リン
パ節郭清を含めた根治手術が望ましいとされてい
るが，腫瘍サイズが 20mm未満の，特に下部直腸
のカルチノイドの場合には排便・排尿機能障害な
どの術後合併症や人工肛門造設に伴う quality of
life（QOL）の低下を考慮したうえで，慎重に手術
適応ならびに術式を決定しなければならない１１）１２）．
特に，腫瘍サイズが 10mm未満の場合の治療方針
に関しては一定の見解は現時点では得られていな
い．本症例では原発巣が肛門にかなり近いこと，
すでに閉鎖リンパ節転移を来していることを考慮
して，症状を改善することを主目的として上述の
手術を行うこととした．根治手術を目指す場合に
は微小カルチノイドであっても直腸癌の場合と同
様，少なくとも同側の内腸骨動静脈周囲リンパ節
から閉鎖リンパ節の郭清が必要であったと思われ

る．微小カルチノイドに対する術式の選択につい
ては今後の症例の蓄積を待って再検討を要する課
題であろう．
本症例は結果的に高度進行カルチノイドである

ため，術後はリンパ節転移や肝転移の検索を中心
に慎重なフォローアップが必要と思われる．さら
に，大腸カルチノイド症例では癌の発生率が高い
ことが知られているため１３），カルチノイドの再発
のみならず，癌の発生にも留意しなければならな
い．今後再発を来した場合，カルチノイドに対す
る化学療法の有効性はまだ確立されていないが，
再発・転移病巣に対しては oxaliplatin を用いた
治療法が期待される１４）．また，カルチノイドがソマ
トスタチン受容体を発現していることを利用し
て，RI ラベルしたソマトスタチンアナログを用い
た放射線治療も有用かも知れない１５）～１７）．
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A Case of a Minute Rectal Carcinoid with a Huge Metastatic Obturator Lymph Node

Eiji Yamada, Akira Mori, Satoshi Nagayama, Tamaki Okamoto,
Takashi Koyama１）, Ryoko Ito２）and Hisashi Onodera３）

Surgery and Surgical Basic Science, Graduate School of Medicine, Kyoto University
Department of Radiology, Kyoto University Hospital１）

Laboratory of Anatomic Pathology２）

Intestinal Surgery, St Luke’s International Hospital３）

Small rectal carcinoids have been detected more frequently with the widespread use of colonoscopy. Most re-
ported rectal carcinoids are less than 20mm in diameter, and the pathological depth of invasion was typically
confined to the submucosal layer. However, it is not unusual for these small rectal carcinoids to metastasize to
regional lymph nodes and�or to the liver. Here, we report the case of a minute rectal carcinoid, 8mm in diame-
ter, with a huge metastatic obturator lymph node. A 79-year-old woman was hospitalized because of persis-
tent fever and left pretibial edema. Abdominal CT scans demonstrated a large tumor of 13cm in diameter,
with intratumoral necrosis occupying the pelvic cavity and compressing the left external iliac vein. With no al-
ternative diagnostic measures available, a percutaneous biopsy was performed and a diagnosis of carcinoid
was made. A subsequent colonoscopy revealed a small rectal carcinoid 8mm in diameter and located in the
lower rectum to be the primary lesion. We performed a transanal local resection of the primary tumor and si-
multaneous transabdominal extirpation of the huge pelvic tumor. A pathological examination confirmed that
the pelvic tumor was a metastatic obturator lymph node from the rectal carcinoid. No evidence of local recur-
rence or liver metastasis was seen during the follow-up period. For pelvic tumors of unknown origin, the ali-
mentary tract must be examined to rule out the possibility of metastatic carcinoids.
Key words：rectal carcinoid, obturator lymph node metastasis, pretibial edema
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