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患者は 61 歳の男性で，平成 14 年 4 月，下血と肛門部痛のため近医を受診し，直腸診で腫瘤
を指摘され当院に紹介された．大腸内視鏡検査で，直腸に中心臍窩を伴う巨大な粘膜下腫瘍を
認めた．CTとMRI で，直腸前壁に径 12cm大の内部不均一な腫瘤影があり，前立腺との境界
も不明瞭であった．FDG-PETでは，腫瘤に一致して異常集積を認めた．画像および生検の所見
より，直腸GISTの前立腺浸潤と診断し，同年 5月に骨盤内臓全摘術を施行した．切除標本では，
中心壊死を伴う浸潤性の病変で，組織学的にも前立腺に浸潤していた．核分裂像を 50 視野中 13
個認め，免疫染色では c-kit，CD34 が陽性で，高リスクのGISTと診断された．巨大な直腸GIST
に骨盤内臓全摘術を行い，治癒切除後 4年，無再発の症例を経験した．再発のリスクは治癒切
除の可否で左右されるため，適切な切除による根治性の高い手術を行うことが重要である．

はじめに
Gastrointestinal stromal tumor（以下，GIST）と

は，消化管蠕動のペースメーカーとされるCajal
介在細胞（interstitial cells of Cajal；以下，ICCs）
由来の腫瘍で，筋原性腫瘍や神経原性腫瘍も含め
た消化管間葉系腫瘍のうちの 80～90％を占め
る１）２）．GISTの原発部位としては胃および小腸が
多く，直腸に発症することは比較的まれである．
今回，直腸に発生した巨大なGISTに対して，骨盤
内臓全摘術を施行し，治癒切除後 4年，無再発生
存中の症例を経験したので，若干の文献的考察を
加えて報告する．

症 例
患者：61 歳，男性
主訴：下血，肛門部痛
既往歴：40 歳時に脱肛のため経肛門的手術を

受けた．
現病歴：平成 13 年頃より，排便時の出血を時々

認めていた．平成 14 年になり，出血の頻度が増し，
肛門周囲の疼痛も出現したため，同年 4月に近医
を受診した．直腸診で下部直腸に腫瘤を触知し，
精査・加療目的に当科を紹介された．
入院時現症：全身状態は良好で，腹部は平坦，

軟であった．体表リンパ節も触知しなかった．直
腸診では，肛門縁より約 2cm口側の直腸前壁に弾
性硬の巨大な腫瘤を触知した．
血液・生化学検査所見：異常値を示すものはな

く，CEA，CA19―9，NSEなどの腫瘍マーカーも
正常範囲内であった．
大腸内視鏡検査所見：直腸前壁を中心に内腔を

圧排する巨大な腫瘤を認め，その大部分は正常な
直腸粘膜に覆われ，一部に中心臍窩を形成してい
た（Fig. 1）．臍窩の中央部から深部組織まで採取
するように深く生検した．
腹部CT所見：骨盤腔を占居する 12×10cm大

の腫瘤を認めた．造影では内部が不均一で，一部
に壊死像を伴っていた．また，膀胱および前立腺
は腫瘍により前方に圧排され，腫瘍と前立腺およ
び精囊の境界は不明瞭であった（Fig. 2）．
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Fig．1 Colonoscopy showed a giant submucosal tu
mor with central ulceration in the rectum, and the 
bowel lumen was occupied with the tumor.

Fig．2 a：Enhanced CT revealed a heterogeneous 
mass in the pelvic cavity measuring 12×10 cm
（black arrow）. The tumor adhered to the bladder
（white arrows）, and the border was clear（black ar
row heads）. b：The tumor closely adhered to the 
prostate（white arrow）, and the border was not 
clear（black arrow heads）.

腹部MRI 所見：T2強調像で，膀胱から精囊お
よび前立腺の高さにかけて，軟部組織と同濃度の
内部不均一な腫瘤を認めた．腫瘍は膨張性に増殖
して膀胱を圧排し，前立腺および精囊とは境界不
明瞭で浸潤が疑われた．また，直腸を背側に圧排
していた（Fig. 3）．
FDG-PET所見：骨盤内の腫瘍に一致して

FDGが強く集積していた．腫瘍と連なって前立腺
にも集積していた．集積部の standardized uptake
value は 3.9 であった（Fig. 4）．
以上の所見，および内視鏡時の生検組織診

（HE・免疫染色）より，前立腺浸潤を伴った直腸
GISTで，その大きさ，壊死所見，浸潤傾向より，
高悪性度のGISTと診断した．
手術所見：平成 14 年 5 月に手術を施行した．載

石位とし下腹部正中切開で開腹した．肝転移や腹
膜播種はなかった．腫瘍は骨盤底と強固に癒着し
ており，後方は仙骨や閉鎖筋から剥離挙上できた
が，前方では膀胱および前立腺からの剥離が困難
であった．骨盤内臓全摘術とし，回腸導管による
尿路再建を行った．また，側方リンパ節郭清は行
わなかった．
摘出標本検査所見：腫瘍は固有筋層より直腸前

壁で管内および管外に発育する成分を有してい

た．肛門縁から約 2cmの部位に，14×12×10cm
大の腫瘤を形成し，膀胱，精囊，および前立腺は
腫瘍と一塊になっていた．表面は平滑，割面は灰
白色分葉状で，充実性腫瘤の中心部に出血壊死を
伴っていた（Fig. 5）．
病理組織学的検査所見：直腸固有筋層より発達

し，漿膜下を中心に腫瘤を形成していた．紡錘形
の胞体と楕円形の核を有する腫瘍細胞が束状に錯
綜しながら配列・増殖していた．核分裂像は強拡
大 50 視野に 13 個認められた．組織学的には，腫
瘍は膀胱と圧排性に接し，前立腺と精囊の被膜に
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Fig. 3 a：T2-weighted MRI showed a heterogene-
ous mass in which the intensity had a mosaic pat-
tern （black arrow） that was densely fixing to the 
prostate anteriorly （white arrows）； the border 
was not clear （black arrow heads）, and it pushed 
behind the rectum posteriorly in the sagittal view 
（white arrow head）. b： The tumor（black arrow 
heads） pushed up on the bladder（white arrows） 
in the axial view. The intensity of the tumor was 
relatively high and had a heterogeneous pattern.

Fig．4 FDG-PET demonstrated an abnormal accu-
mulation of the tracer in the mass and prostate
（arrow）. The standardized uptake value of the 
mass was 3.9.

は浸潤していた．切除断端は陰性で，リンパ節転
移も陰性であった（Fig. 6）．免疫染色では c-kit

とCD34 が陽性で，Desmin，α-smooth muscle ac-
tin（SMA），S-100 蛋白，およびNSEは陰性で
あった（Fig. 7）．以上より，直腸GIST，リスク分
類では高リスクと診断した．また，遺伝子解析で

は c-kit遺伝子のエクソン 11 に変異を認めた．
術後経過：術後経過は順調で第 26 病日に退院

した．術後約 4年となる現在まで，特に治療を必
要とせず無再発のまま経過している．

考 察
消化管間葉系腫瘍はRosai１）によって筋原性

（smooth muscle type），神経原性（neural type），
混合型（combined type），あるいはいずれの分化
傾向も示さないもの（uncommitted type）と分類
された．近年，筋原性マーカーとしてDesmin と
α-SMAが，神経原性マーカーとして S-100 蛋白，
vimentin，およびNSEが，いずれにも属さないも
ののマーカーとして c-kitとCD34 が同定され，ほ
ぼすべての症例で，いずれの分化を示すか分類可
能となった．現在，消化管間葉系腫瘍の総称は，
gastrointestinal mesenchymal tumor（GIMT）と



144（500） 日消外会誌 40巻 4 号巨大直腸GISTの切除例

Fig．5 a：Macroscopically, the specimen showed tumor invading the prostate（black 
arrow）. b：Upward expansion of the rectal tumor was found on the mucosal side（black 
arrow heads）. Central hemorrhagic necrosis was found in the tumor（black arrows）.

呼ばれ，c-kitあるいはCD34 が陽性となるものだ
けがGISTと分類されている．
GISTは，消化管運動のペースメーカーである

ICCs が腫瘍性に増殖したもので，消化管固有筋層
に発生する．発生頻度は，胃が 60～70％と最も多
く，小腸が 20～30％，大腸が約 5～10％，食道が
約 3～5％で，その他に大網や腸間膜にも発症する
ことが知られている２）３）．GIST全体のうち，30～
40％が臨床的に悪性の経過をたどり，直腸GIST
は小腸の場合と同じく，悪性のことが多い２）～４）．
GISTを臨床的に悪性と診断する基準として

は，周囲臓器浸潤，他臓器転移，腹膜播種，再発，
壊死像，腫瘍径（5cm以上），腫瘍細胞分裂像（強
拡大 50 視野あたり 10 個以上）などが知られてい
る４）．特に，腫瘍径と核分裂像が予後に大きく影響
し，これら 2項目をその程度によって 4段階に分
け，高・中・低・最低リスクとしたリスク分類が
用いられている５）．自験例では，前立腺浸潤，腫瘍

径 14cm，核分裂像 50 視野中 13 個であり，悪性度
の高いGISTと考えられる．悪性の場合，生存期間
中央値は約 2年で，5年生存率は 20～30％と報告
され，予後は極めて不良である４）６）が，自験例では，
4年を経過して再発の兆候が見られていない．イ
マチニブの奏功率が 40～60％で，特にエクソン
11 変異症例では 83.5％と良好であることか
ら７）～９），仮に再発したとしても，今後も長期の生存
が期待される．
GISTの治療は，切除可能であれば外科的切除

が最も有効な治療法と考えられている．その際，
治癒切除の成否が予後因子としては重要で，肉眼
的に不完全切除になった場合はほぼ 100％再発す
る．一方で，腺癌のような浸潤性増殖を来すこと
はまれで，浸潤のため他臓器合併切除を伴う拡大
切除が必要となることは少ない．そのため，術前
診断で必要かつ十分な切除範囲の設定が重要であ
る．
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Fig．6 a：Histological examination showed a spin
dle cell tumor with oval shaped nuclei. Each cell 
was arranged in short fascicles（H.E. ×400）. b：
The tumor（white arrows）invaded the capsule of 
the prostate and testicular vesicle（white arrow 
heads, H.E. ×40）.

Fig．7 Immunohistochemical study showed clearly 
positive staining of the tumor cell cytoplasm with 
c-kit（a）and CD34（b）.

直腸病変の場合，肛門機能温存の観点から近年
では経肛門的局所切除や経仙骨的部分切除，ある
いは開腹前方切除などが施行されることが多い．
肛門にかかる病変の場合は腹会陰式直腸切断が行
われるが，骨盤内臓全摘を施行されることは少な
い．医学中央雑誌で「GIST」，「直腸」，「骨盤内臓全
摘」をキーワードとして 1983 年 1 月から 2006 年
3 月までを検索すると，報告はわずかに 8例のみ
である．さらに，その中で組織学的に癌の浸潤を
認めたものは 2例で１０）１１），他は圧排ないし癒着で
あった．一般に，術中所見で組織浸潤の診断をす
ることは困難なことが多く，絶対的非治癒切除は
もちろん，術中に被膜を損傷しただけでも，元々
播種がある場合と同様に再発のリスクを生じる．

そのため，正確な腫瘍の外縁が把握できない場合
は，隣接臓器を合併切除することはやむをえない
と考える．今回の症例では，MRI や CTで前立腺
浸潤が強く疑われたためその温存は不可能であ
り，骨盤内臓全摘を施行した．組織学的にも浸潤
があり，骨盤内臓全摘により治癒切除しえたこと
は予後の改善に大きく寄与したと思われる．
GISTはリンパ節転移率が 1～9％程度と非常

にまれで，再発は肝転移や腹膜播種が主体である．
また，リンパ節転移例の予後が極めて不良で，郭
清による予後の改善効果も少ないため，系統的リ
ンパ節郭清は推奨されていない４）１２）１３）．自験例も悪
性度は高かったが，側方郭清は省略した．4年間に
わたり再発を認めないことから，自験例のように
進行した症例であってもリンパ節郭清を省略しう
るものと考えられる．
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GISTでは，第 1に手術治療が推奨されてきた
が，イマチニブの高い奏功率が報告されて以来，
National comprehensive cancer network の ガ イ
ドラインでは，辛うじて切除可能（marginally re-
spectable）と考えられるような局所進展した症例
の初期治療としてイマチニブの投与を推奨してい
る．病巣を縮小させ周囲臓器の温存を図るととも
に，治癒切除の可能性を高めるために術前補助療
法としてイマチニブを投与し，縮小効果が得られ
たうえで手術を行おうという試みである．現在の
ところ，主に臨床研究のレベルに位置づけられて
おり，症例報告のほか，欧米を中心に行われてい
る臨床試験の結果が待たれる１４）．自験例でも，イマ
チニブを術前投与すれば尿路系を温存できた可能
性はある．しかし，自験例が診断された時点は，
本邦ではイマチニブが保険適応になっていなかっ
たため，外科的切除とした．侵襲を少なくし治癒
切除率を高めるために，術前補助療法としてイマ
チニブの投与を先行させることも，今後は考慮し
うるものと考えられる．
比較的まれな直腸GISTに骨盤内臓全摘を施行

し，高リスクでありながら 4年間無再発で経過し
た．再発のリスクは治癒切除の可否で大きく左右
されるため，適切な切除範囲を設定し，根治性の
高い手術を行うことが重要である．
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A Giant Gastrointestinal Stromal Tumor of the Rectum Resected
Successfully using Total Perineal Exenteration

Yutaka Sunose, Izumi Takeyoshi, Naoki Tomizawa, Susumu Kawate,
Kunihiro Hamada, Nozomi Tohgo, Hiroyuki Toya, Susumu Ohwada,

Shinji Sakurai＊ and Yasuo Morisita
Department of Thoracic and Visceral Organ Surgery and

Department of Pathology＊, Gunma University School of Medicine

A 61-year-old man see for complaining of anal bleeding and pain, and was found in Colonoscopy to have a giant
submucosal tumor with central ulceration in the rectum. Computed tomography and magic resonance imag-
ing showed a 12cm heterogeneous mass in the pelvic space invading the prostate. FDG-PET showed abnor-
mal tracer accumulation in the tumor, which was diagnosed as gastrointestinal stromal tumor（GIST）with
prostate invasion and resected radically using total perineal exenteration. The resected specimen showed
hemorrhagic necrosis of a massive tumor. The mitotic count was 13 per 50 in the high-power field. Immunohis-
tochemical staining detected c-kit and CD34 but was negative for desmin, α-SMA, S-100 protein, and NSE. The
tumor was defined as high-risk in risk assessment. We report a case of giant GIST of the rectum resected suc-
cessfully using total perineal exenteration, following which the patient has remained disease-free for 4 years.
Because the risk of the recurrence depends on the operation curability, adequate resection margin is needed
for surgical approach for GIST.
Key words：gastrointestinal stromal tumor, rectum, c-kit
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