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は じ め に

　小骨盤腔内を占拠する巨大な腫瘍を切除する場合，しば
しば術野の確保に難渋する．今回われわれは，直腸後方に
浸潤が疑われ小骨盤腔内を占拠する巨大直腸GISTに対し
て，会陰アプローチの際に膣後壁を合併切除することによ
り広い術野を確保でき安全に腹会陰式直腸切断術を行うこ
とができた症例を経験したので報告する．

症　　　例

患　者：79歳，女性．
主　訴：下血．
家族歴：特記すべきことなし．
既往歴：1974年，高血圧，レックリングハウゼン病（以下

Ｒ病）．1975年，右副腎褐色細胞腫にて右腎，副腎摘出術，
橋本病．1989年，急性心筋梗塞．2001年，脾動脈瘤手術．
2008年，脳梗塞．2009年，完全房室ブロックにてペースメ
ーカー留置．
現病歴：2006年に直腸後壁側に２㎝大の粘膜下腫瘤を指摘
された．2008年，緩徐な増大傾向あり，手術を検討された
が高齢でリスク高いため経過観察となった．2010年６月６
日，下血を主訴に受診し，骨盤CT検査にて腫瘍が径９㎝
まで増大し，精査加療目的に外科紹介された．
入院時現症：身長130㎝，体重41.9㎏．直腸指診にて肛門管
上縁より口側に巨大腫瘤を触知した．腫瘤表面は平滑であ
るが一部不整な部分を触知した．体表にはＲ病による皮下
結節とカフェ・オ・レ斑を多数認めた．
入院時検査所見：血液生化学検査にて異常を認めず，腫瘍
マーカーCEA及び CA19-9も正常範囲内であった．
骨盤造影CT検査：直腸後壁側に径９㎝大の内部不均一で
hypervascular な腫瘍を認め，直腸は腫瘍により圧排され
菲薄化していた（図１ａ）．また後方の仙骨前面への腫瘍浸
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潤が疑われた（図１ｂ）．
大腸内視鏡検査：直腸内腔を占める粘膜下腫瘍を認め，一
部腫瘍が粘膜面に露出し壊死に陥り，易出血性であった（図
２）．同部からの生検にてGISTと診断された．ガストログ
ラフィンによる注腸造影では直腸は狭小化し壁外からの圧
排が疑われた（図３）．
　以上の所見より直腸GISTと診断した．腫瘍が巨大で切
除に難渋することが予想されたことから imatinib mesylate
投与による neoadjuvant 療法を検討したが，局所からの出
血に対するコントロールが困難であり腹痛も持続したため
準緊急で外科的切除の方針となった．
手術所見：2010年６月下旬，腹会陰式直腸切断術を行った．
中枢側のリンパ節郭清は省略した．腫瘍は小骨盤腔内を占
拠しており直腸後方は仙骨前面をＳ２レベルまでの剥離に
とどめた．前方はかろうじて翻転部が確認できたが剥離は
行わなかった．この時点で会陰操作に移行し，膣後壁を合
併切除し膣前壁のみ残すべく通常より前方に大きく回る皮
膚切開をおいた（図４ａ）．型のごとく後方にて肛門挙筋を
切離し，骨盤底に到達したが仙骨前面への浸潤が疑われ腹

腔側とは連続できなかった．前方は，膣の最上部付近で膣
後方を切開し腹腔内と連続させ，膣切開を側方に延長しつ
つ括約筋および前方の肛門挙筋を切離し（図４ｂ），直腸側
方はほぼ腸管に接して切離した．腫瘍の一部を含めて約10
㎝の直腸を引き出せるようになり，最後に直腸後方の仙骨
前面を超音波切開凝固装置にて切離し，腹腔側に直腸を切
断し取り出した（図４ｃ）．自律神経は温存し，側方リンパ
節郭清は行わなかった．開放した膣は可及的に修復した．
また，小腸漿膜面に10㎜前後の白色結節を複数認め，その
うちの２個をサンプリング目的に局所切除した．
切除標本：直腸Rbに主座があり，肛門側は肛門歯状線に
達する９×８㎝大の分葉傾向のある粘膜下腫瘍を認め，弾
性軟であった．粘膜面の大部分は正常粘膜で覆われ平滑で
あったが，一部崩れびらん面を形成していた（図５）．
病理組織所見：HE染色では紡錘型の腫瘍細胞が束状に配
列しており，免疫染色にて腫瘍細胞は c-kit 陽性，CD34陽
性，Ｓ-100陰性，αSMA陰性であった（図６）．核分裂像
は14個／50HPF，MIB1陽性率20%であり，高リスクの
GISTと分類された．リンパ節転移は認めず，剥離断端も
陰性であった．小腸壁からサンプリングした腫瘍も組織学
的にGISTと診断されたが，直腸の病変と異なり，核分裂
像を認めず低リスクGISTと分類された．
遺伝子解析：c-kit 遺伝子の exon11に変異を認めた．exon
９，12，17，18には変異を認めなかった．
術後経過：術後は呼吸不全を併発し気管切開を要したが，
徐々に安定し転院となった．

考　　　察

　GISTは食道から直腸まで幅広く存在する間葉系腫瘍で
あり，胃が最も多く（60～70％），次いで小腸（20～25％）
で，大腸は全体の５～10％であり，その多くは直腸に発生
するとされている1,2)．これらの散在性のGISTは約90％が
c-kit 遺伝子の，約５％が血小板由来増殖因子（platelet-
derived growth factor receptor α：PDGFRA）遺伝子の
変異によりKITや PDGFRA蛋白による増殖シグナルが
活性化され，GIST が発生するとされている3)．一方，Ｒ病
合併GISTは，責任遺伝子であるNF1遺伝子の異常が
Cajal 介在細胞の過形成を介してGISTの発生につながる
と推測され，その発生機序や臨床像は異なると考えられて
いる 4)．自験例の直腸病変は単発で c-kit 陽性であり，
exon11に遺伝子変異を認めたことから通常の散在性の
GISTと思われた．小腸壁のGISTは，遺伝子変異を検索し
ていないもののHE染色にて核分裂像が少なく低リスクで
あり，多発していることからＲ病合併GISTが疑われた．
　直腸GISTは自覚症状に乏しく，発見時すでに巨大な腫

ａ

ｂ

図１　骨盤造影CT検査
ａ：直腸後壁側に小骨盤内を占める巨大腫瘍を認め（白矢印），
直腸は菲薄化している（矢印）．ｂ：腫瘍は仙骨前面への浸潤が
疑われる（矢印）．
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瘤となっていることが多く，手術となると視野確保に難渋
することが多い．その対策の一つとして imatinib mesylate
投与による術前化学療法を行い腫瘤を縮小させ切除する試
みが報告されており5,6)，自験例でも検討中であったが病変
からの出血が持続したため手術を先行させた．
　Kusumoto らは40例の直腸GIST切除例を集計し，30例
（75％）は直腸切断術以上の広範囲切除が行われており，

そのうち３例に骨盤内臓全摘術，２例に子宮および膣合併
切除が行われていると報告しており7)，自験例のように膣
後壁のみ合併切除した腹会陰式直腸切断術の報告例はな

　 膣後壁合併切除による直腸巨大GIST切除：岩川和秀，他４名 　

図３　注腸造影検査所見
直腸は狭小化し外方からの圧排が疑われた（矢印）．

図２　下部消化管内視鏡検査所見
直腸内腔を占めるように粘膜下腫瘍を認める．腫瘍の一部は白
苔付着し易出血性であった．

膣後壁

直腸前壁
b

a

c

腫瘍

膣壁切開部

図４　手術手技
ａ：膣後壁を合併切除するように皮膚切開，膣壁切開したとこ
ろ（矢印）．かなり広い視野が確保されている．ｂ：中指にて膣
を切除する直腸側に圧排し直腸側方の剥離を行う．ｃ：会陰側
に直腸が腫瘍と共に引き出されている．最後に残る仙骨前面の
浸潤部を超音波切開凝固装置で切離している．
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い．自験例では腹腔側からのアプローチでは巨大腫瘍のた
め視野確保が困難で，とりわけ直腸背側で仙骨への浸潤が
疑われたため直腸前方（腹側）からアプローチするしか選
択の余地がなかった．実際，直腸前方の腹膜翻転部は確認
がやっとの状態であり，剥離までは困難であった．自験例
は女性であり，膣後壁への直接浸潤は認めなかったが，膣
後壁を切除側に含めて前方を切開することにより会陰側と
腹腔側を交通させることができ，通常の腹会陰式直腸切断
術の会陰操作に比べて縦方向の長さで約1.5倍の広い視野
を確保することが可能であった．また，直視下に見降ろす
視野となり，開腹からの骨盤底操作より浅く，しかも腹側
から背側への剥離操作となり，後方の浸潤部を残して病変
の大半を左手で牽引することができた．直腸前壁に発生し
たGISTに対して経膣的にアプローチする方法は病変を直
視下にとらえることができる点で有用といわれており7,8)，
膣後壁を合併切除する本法は同様の視野をさらに応用した
アプローチ法といえる．直腸切断後に会陰創からみる骨盤
底は意外と近いこと，女性の直腸癌で膣後壁合併切除を伴
う直腸切断術後は通常の直腸切断術に比べて格段に視野が
広いことは日常の手術の中で経験している．直腸切断術の
会陰操作において膣後壁合併切除する方法は巨大GISTだ
けでなく，大きな直腸癌や後方への浸潤例に対しても有用
なアプローチ法と思われるので報告した．
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図６　病理組織所見
ａ：紡錘形の細胞が束状に配列増殖している．高倍50視野で14
個の核分裂像を認めた（HE，×100）．ｂ：c-kit 染色にて腫瘍細
胞は陽性（茶色）に染色された．ｃ：CD34染色にて腫瘍細胞は
陽性（茶色）に染色された．

図５　切除標本肉眼所見
直腸に９×８㎝の分葉状発育を示す粘膜下腫瘍を認める．
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