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局所切除にて治癒し得た直腸早期癌の一例
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要

旨

既往歴:昭和59年3月19日胃癌のため胃亜全
摘術施行(so, no, PO, HO, stage

60歳,男仕で,大腸の検診目的で行った注腸
Ⅹ線造影検査で盲腸とS状結腸に憩室を認めた
ため,大腸内視鏡検査を施行した.その際旺門

家族歴:特記すべきことなし.
現病歴:胃癌の術後管理のため外来にて経過

から約8cmの直腸に径5mmの隆起性病変を認め
た.広基性であり,粘膜面には異常を認めなかっ
た.生検にて直腸癌の診断を得た.内祝鏡下ポ
リペクトミーでは完全な切除は不可能と判断し

観察していた.昭和62年6月26日大腸の検診目
的で注腸Ⅹ線検査を行ったところ,盲腸とS状
結腸に憩室を認めたため7月24日大腸ファイバー
スコープによる検索を施行した.その結果,直

て経旺門的局所切除を施行した.術後3日目に
経口摂取を開始したが,何の愁訴もなく軽快退
院した.病理検査では粘膜内に限局している高

腸に径5mmの隆起性病変を認め生検したところ
Group Vであった.この隆起性病変から約2
cmfll門側に径3mmのポリープを認めたが,生検

分化線癌であった.切除断端近傍には癌細胞は
認められず治癒切除と考えた.

の結果は線管線塵であった. 9月10日手術目的
にて入院した.
現 症:身長159.5cm,体重46.5k甘,栄養良

はじめに
近年,大腸癌症例が著しく増加しているが,
そのなかでも大腸内視鏡検査の普及により早期

秤.血圧110/60mmHg.脈拍56/分,整で緊
張良好.心音,呼吸音異常なし.腹部には手術
癖痕を認めたが,平坦で圧痛なく腫癌,肝,牌,
腎は触知されない.血液一般検査では,軽度の

大腸癌の占める割合が増えている.早期大腸癌
の治療法は諸家により多くの検討が加えられた
結果,進行癌とは異なり内視鏡的ポリペクトミー

貧血が認められた.血液生化学検査では異常を
認めなかった. CEA, α‑feto, CA19‑9等の
腫癌マーカーは正常範園であった.便潜血は陽

や局所切除が根治手術になり得ると考えられて
きている.今回われわれは径5mmの直腸癌に対
して経肛門的局所切除にて治癒せしめた症例を
経験したので若干の文献的考察を加えて報告す
る.

性であった(表1) .胸部レソトゲソ写真では
肺野,心陰影ともに異常を認めなかった.また
CT及び超音波検査では肝に転移巣らしきもの

症 例
患 者:60歳,男性.
主 訴:特になし.

I).

を認めず,大動脈周囲のリーソパ節腫脹,も認めな
かった.
注腸Ⅹ線検査:大腸内視鏡検査の結果をもと
に注腸造影写真を見直してみると直腸に隆起生
病変を疑わせる像が認められた(Fig.1).

大嶺 靖はか
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大腸内視鏡検査:旺門縁から約8cmの直腸(R
b)左前壁に径5mmの広畢性隆起病変を認めた.

粘膜面にはびらんや色調変化は認められなかっ
た(Fig.2,3).病変は広基性で高さも低くポリ
ペクトミーによる完全な摘除は困難であると判

表1入院時検査成績
血液一般
WBC

5.5 XlOVmm3

RBC

329 ×10"/mm

HGB
HCT

12.5a/dゼ
37.9

PLT

24.1 XIO'/m

血液生化学
T.P.
ALB

6.8 9/d月
4.4 g/dJ

GLU

75 mg/dβ

BU

13 mg/d月

腫痛マーカI
CEA(2抗体法) 1.9 no/mB
α‑feto

CA19‑9

3.9 ng/mjZ

37.3 U/mB

便潜血
オルトトリジン法(+)
グアヤック法
(+)

CRE 1.02咽/dβ
N8

141 mEq/盟

Cl

104 mEq/月

4.5 rnEq/盟

T.B.

0.7咽/dA

D.B.

0.3咽/dβ

GOT

25 IU/盟

GPT

15 IU/jg

AL
LDH

4.6 KA.U
400 1∪/β

TTT 0.8 KU
zT

2.2 KU

Fig.2 Endoscopic finding of the rectum. A
small and sessile polypoid lesion is
found on the leftanterior wall of the
rectum at 8cm oral to the anal verge
(arrow).

Fig.l Barium radiograph of the rectosigmoid Fig.3 Large view of the polypoid lesion in
colon. A small polypoid lesion is seen endoscopic examination. A small and
in the rectum (arrow).

sessile lesion is found on the left‑
anterior wall of the rectum (arrow).

局所切除にて治癒し得た直腸早期癌の一例

手術所見:昭和62年9月21日,腰椎麻酔下に
砕石位にて手術を行った.初めに大腸ファイバー
スコープで病変部を確認した.ついで内祝鏡下
生検針子にて病変部を把持し,できるだけ肛門
縁近くに引き寄せた.虻門鏡を用いて肛門を充
分に広げ,病変部外縁から約2cm離れた正常粘
膜にSATINSKY血管銀子をかけ,正常粘膜を
含めて病変部を局所的に切除した.粘膜切除縁
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病理結果:高分化線癌で粘膜内に限局してお
り(m癌)粘膜筋板は保たれていた(Fig.5).
切除断端には癌細胞は認められなかった.
術後経過:術後3日目より経口摂取を開始し
た.排便時の違和感やその他の愁訴もなく順調
に経過し,術後16日目に退院した.術後6ヵ月
の現在全く愁訴なく,局所再発や遠隔転移も認
めず健在である.

は4 ‑ 0デキソソ糸を用い縫合閉鎖した(Fig.4).

Fig.4 Photograph of the operation taken after transanal resection of the lesion applying
SATINSKY vascular clamp on the healthy tissue of the rectum. The resected wound
is closed with 4‑0 Dexon interrupted simple sutures.
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Fig.5 Microscopic finding of the resected specimen.Well differentiated adenocarcinoma located
in the mucosal layer without any infiltration into the outer layer(HE, × 132).

大嶺 靖ほか
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考

察

近年,本邦における大腸癌症例の増加は著し
く,食生活の欧米化に伴う動物性脂肪摂取の増
大と植物繊維の少ない加工食品の普及が原因の
ひとつと推定されている:)それに加えて診断技
術の進歩が発見率の増加に関与していると考え
られ 特に大腸内視鏡検査の進歩は小さな大腸
癌の発見に大いに貢献している.小さな大腸癌
の大部分は早期癌であり,現在最も注目を浴び
ているところである.大腸の早期癌は胃癌と同
様にリソパ節転移の有無には関係なく,壁深遠
度が粘膜下層にとどまるものと定義され, 0型
表在型でそれを表している.亜分頬は早期胃癌
肉眼分煩に準じ, I隆起型IIa表面隆起型,
IIb表面平坦型Iie表面陥凹型としている.
I隆起型ではさらにI p (有茎型), I s (広
基型)にわけているヲ)早期癌に対する治療は進
行癌とは異なりポリペクトミーや局所切除など
縮小化の傾向にあるが,早期癌と言っても悪性
腰湯であることには変わりがなく取り残すこと
は許されない.また,不必要に過大な手術をす
ることも避けなければならない.特に直腸癌の
場合手術により術後排尿障害や性機能障害を来
すことがあり,また永久的人口肛門を造設せざ
るをえないこともあり術式の選択には慎重でな
ければならない.早期癌の治療方針については
諸家によって検討が加えられている. m癌(粘
膜内癌)については,これまでにリソパ節転移
や血行性転移の報告はなく;)ポリペクトミーま
たは局所切除で充分であるとされている. sm
癌(粘膜下層浸潤癌)に関してはリソパ節転移
が少なからず認められ, 5 ‑10%の転移陽性率
が報告されている?)大木ら5)によればsm癌リ
ソパ節転移陽性例の50%以上はII a十II cの形
態を示しており,これらは最初から定型的敬治
手術の適応であるとしている.古津ら6)は42施
設のアンケートをまとめ,ポリペクトミーのみ
で経過観察しているsm癌94例とポリペクトミー
後に腸切除術を施行した126例とを比較検討し
ているが,その結果, 2cm以上の大きさのもの,
癌巣内に脈管侵薬がみられるもの,ポリベクト

ミー断端近傍に癌のmassive invasionが認め
られるものは腸切除を行うべきであるとしてい
る.大腸癌取扱い規約2)によると,粘膜下層に
癌浸潤が及んでいる場合には追加腸切除を検討
する必要があるとし,特に次の所見がある場合
は追加腸切除を行う必要があるとしている. ①
明らかな脈管内癌浸潤, ②低分化線癌あるいは
未分化癌, (診断端近傍までmassiveな癌浸潤.
Morsonら7)は119例に局所切除を行い良好な
結果を得たと報告しているが,低分化型に関し
てはその適応ではないとしている.以上のこと
を総合してみると,早期癌と思われる病変を発
見した場合は, 1)ポリペクトミ‑が可能であれ
ばまずそれを行い(直腸病変に関しては経肥門
的局所切除も行い得る)標本の病理検査を待つ,
2)病理検査の結果, m癌で完全に切除されてい
れば治癒切除とする 3)sm癌の場合,低分化
あるいは未分化癌であるもの,脈管内侵輿を伴
うもの,断端近傍までmassiveな癌浸潤が認め
られるものでは追加腸切除を行う,とする方針
が妥当であると思われる.本症例は径5mmの直
腸癌であったがポリペクトミーでは完全な切除
は不可能と考え経肛門的局所切除を施行した.
病理検査結果ではm癌で切除断端にも癌浸潤は
なく治癒切除と判断した.
まとめ
1)肛門から約8cmロ側の直腸に径5mmの早期直
腸癌を認め,経旺門的局所切除術にて治癒さ
せることができた.
2)病理診断は, m癌,高分化型線癌であった.
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Early Rectal Cancer Successfully Treated with Local Resection:a Case Report

Yasushi Ohmine, Morio Kina, Manabu Kudaka, Munetaka Kayo,
Kazuya Sunagawa, Tutomu Shimoji, Masato Tamaki, Yoshihiko Kamata,
Mituru Akasaki, Hiroshi Shiroma, Fujio Ikemura, Yukio Kuniyoshi,
Tomomi Tibana, Kageharu Koja, Akira Kusaba

Second Department of Surgery, Faculty of Medicine
University of the Ryukyus

Abstract
A 60‑year‑old man who has been in postoperative course 3 years after the surgery for gastric
cancer (stage I ) , was unexpectedly found to have a small and sessile polypoid lesion with smooth
surface on the left‑anterior wall of the rectum, 8cm oral to the anal verge, in Barium radiography
and endoscopic examination. The histologic type of the lesion in endoscopic biopsy was in Group
V. The lesion was successfully resected through a transanal approach , applying a SATINSKY vascula
clamp on the healthy tissue of the rectum. The resected wound of the rectum was closed with
4‑0 Dexon interrupted simple sutures. The microscopic finding of the resected specimen was a well
differentiated adenocarcinoma located in the mucosa】 layer without any infiltration into the outer
layer. The patient has been well without any evidences of recu汀ence and metastasis of the lesion,
6 months after the surgery.
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