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はじめに
神経鞘腫はSchwann細胞より発生する腫瘍で，
中枢神経系，内臓腹膜，四肢を好発部位とし，消
化管より発生するものは比較的少ない．また消化
管に発生する神経鞘腫の大部分は胃，小腸に好発
し，大腸特に直腸に発生するものは稀である1）．今
回われわれは稀な直腸神経鞘腫に対して，腹腔鏡
下にて切除した症例を経験したため若干の文献的
考察を加えて報告する．

症 例
患　者：79歳，女性．
主　訴：特になし．
既往歴：甲状腺癌術後，右乳癌術後，発作性心
房細動，高血圧．
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現病歴：心窩部不快感に対するスクリーニング
目的の大腸内視鏡検査にて直腸粘膜下腫瘍を認め，
経過観察中の３年後のFNA（fine-needle aspiration 
biopsy）にて神経鞘腫と診断された．それ以後も
経過観察されていたが，徐々に増大傾向を認め，
外科的切除方針となった．
入院時現症：腹部は平坦，軟であり，腫瘤は触
知しなかった．直腸診でも腫瘍は触知しなかった．
入院時血液検査所見：特記すべきことなし．
下部消化管内視鏡検査所見：肛門縁より15cmの
直腸Raに25mm大の粘膜下腫瘍を認めた（Fig. 1）．
超音波内視鏡所見：第４層由来で，腫瘍内部は
比較的均一な低エコー像を認めた．

2012年FNA生検所見：S-100蛋白（＋），c-kit
（－），CD34（－），SMA（－），MIB-I陽性率５
％前後であり，神経鞘腫と診断した．
腹部CT検査所見・PET-CT検査所見：直腸Ra
に腫瘍を認め，脂肪含有や石灰化の所見なし
（Fig. 2）．腫瘍への優位な集積を認めたが，悪性
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Fig. 1　Colonoscopy.
A colonoscopy showing an elevated lesion suggesting a submucosal tumor in the upper rectum.  Tumor growhs 
with time.

Fig. 2　Abdominal CT.
Abdominal  CT  showing  a  tumor  in  the 
upper rectum tumor.

を疑う程の集積は認めなかった（SUVmax：早期
相7.00，後期相8.72）（Fig. 3）．
手術所見：カメラポートは臍より挿入し，合計
５ポートで通常通り施行した．腹腔鏡下低位前方
切除術，D2リンパ節郭清，DST（Double stapling 
technique）吻合を施行した．手術時間３時間20
分，出血量５mlで手術終了した．
切除標本所見：直腸Raに１/３周を占める粘膜
下腫瘍を認め，漿膜面には明らかな露出は認めな
かった（Fig. 4）．
病理組織学的検査所見：直腸粘膜下層から固有

筋層間に最大径18mmの結節を認め（Fig. 5），比
較的大型の楕円形核を有する紡錘形細胞が束状に
配列し，錯綜増殖する像を認め，Antoni A型で
あった（Fig.6）．免疫染色では，S-100蛋白（＋），
c-kit（－），CD34（－），SMA（－），MIB-I陽性
率 10％であり，直腸神経鞘腫と最終診断した．郭
清リンパ節には悪性所見は認めなかった．
経過概要：術後経過は良好であり，術後第９病
日に退院となった．術後９カ月経過し無再発生存
中である．

考 察
神経鞘腫はSchwann細胞より発生する腫瘍で固
有筋層のAuerbach神経叢もしくはMeisner神経叢

Fig. 3　FDG-PET.
FDG-PET  CT  showing  accumulation  of 
FDG in the tumor.
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Fig. 4　Resected specimen showing an elevat-
ed lesion suggesting a submucosal tumor. Fig. 6　Pathological examination revealed spin-

dle cells arrayed in fascicular fasion (HEstain-
ing×400).  Immunohistochemical staining was 
postive for S-100 protein, and negative for c-
kit, CD-34 and SMA.

Fig. 5　Resected  specimen  showing  a  tu-
mor  arises  from  submucosal  layer.   Great-
est dimension of  tumor  is 18mm (HEstain-
ing×40).

由来と考えられている．中枢神経系，内臓腹膜，
四肢を好発部位とし，消化管に発生する神経鞘腫
は少なく，とりわけ大腸に発生するものは稀であ
る．Guptaらは303例の良性神経鞘腫について検討
し，消化管に発生した神経鞘腫は10％未満であっ
たと報告している2）．またStoutらは消化管神経鞘
腫42例のうち胃が37例（88.1％），小腸３例（7.1
％）で大腸は２例（4.8％）であったと報告してお
り3），大腸神経鞘腫は比較的稀である．またMiet-
tinenらは大腸の間葉系腫瘍600例のうち，神経鞘
腫は20例（３％）であったと報告している4）．本邦
において，1983年から2014年までの医学中央雑誌
（会議録を除く）で検索しえた直腸神経鞘腫は，自
験例を含め13例であった（Table 1）．男性５例，

女性８例であり，平均年齢は69歳（56～80歳）で
あった．全体の平均腫瘍径は59.7mmで，良性の平
均腫瘍径は37.8mm（18mm～85mm），悪性の平均
腫瘍径は115mm（80mm～150mm）であり，悪性
では腫瘍径が大きい傾向にあった．腫瘍径が30mm
未満では，特徴的な症状はないが，それ以上に増
大すると疼痛，便秘，腫瘤触知などの症状を認め
る傾向にある5）．原田らの報告によると，形態は粘
膜下腫瘍像を呈するものが61％，隆起性病変を呈
するものが22％である6）．粘膜下腫瘍の形態を呈す
るものには，超音波内視鏡下穿刺吸引法（EUS-
FNA）が有用だが7），今井らの報告では術前正診
率は23％と低くなっており8），今回のわれわれの検
討でも同様に術前正診率は30.7％（４例/13例）と
正確な術前診断を得るのは困難な傾向にあっ
た5）9）～18）．生検のみでの悪性度判定はさらに困難で
ある．FDG-PETを含めた画像診断のみでの良悪
性の術前診断も困難である19）．一般的に神経鞘腫
の病理組織学的特徴は，紡錘形細胞の腫瘍細胞が
密に並ぶ渦巻状，柵状配列が挙げられる．また紡
錘形細胞が柵状配列するAntoniA型，間質が粘液
浮腫状で腫瘍細胞の部分が疎であるAntoniB型に
分類されるが，B型はA型の腫瘍増大による２次的
変化といわれており，予後には差がないとされて
いる20）．悪性神経鞘腫の病理組織像の特徴として，
核異型の強い紡錘形細胞，高い細胞密度での増殖，
核分裂像により診断される．術前診断が困難であ
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るため，診断的治療目的で切除が行われることが
多い．近年は腹腔鏡手術が普及しており，医学中
央雑誌（会議録を除く）で検索しえた腹腔鏡下切
除された大腸神経鞘腫は，1997年に須田らが横行
結腸の大腸神経鞘腫に対して施行して以来，自験
例で15例目であり直腸に限定すると３例目であっ
た21）．病変部位は上行結腸３例，横行結腸６例，下
行結腸１例，S状結腸４例，上部直腸２例であり，
部位的な特徴は認めなかった．全例が良性であり，
平均腫瘍径は27.7mmと小さな腫瘍であったことか
らも，腹腔鏡手術の良い適応と考えられる．自験
例でも，内視鏡・EUS所見上内視鏡的切除の適応
外と判断し，腫瘍径が小さく，上部直腸に存在し
たことより，術式は腹腔鏡下低位前方切除術を選
択した．大腸神経鞘腫の特徴の一つとして，腫瘍
径が経年的に増大することが報告されており22），治
療では腫瘍径に応じて十分なsurgical marginを確
保した切除が第一である．大腸神経鞘腫では，リ
ンパ節転移の報告がないため23），内視鏡的粘膜下
層剝離術（ESD：endoscopic submucosal dissec-
tion）などの内視鏡的切除や系統的リンパ節郭清
を伴わない腸管部分切除などの局所切除が妥当と
考えられる．50mm以下の粘膜下腫瘍に対して，腹
腔鏡手術は安全に行えるとの報告もあり24），50mm

以下の小さな腫瘍は腹腔鏡手術の良い適応となり
うる．腹腔鏡による拡大視効果は，神経温存によ
る排尿・排便機能，性機能など術後QOL維持が可
能となり，骨盤内操作を主とする直腸手術には極
めて有用であり，さらに低浸襲で整容性に優れる
が25），腫瘍学的要因と技術的要因の両方を考慮し
て慎重に適応を広げることも重要である．特に悪
性例では，局所再発・周囲組織浸潤・遠隔転移
（肺，肝，皮下，骨）の報告もあるため16），十分な
surgical marginを確保すべく開腹手術も念頭に置
いた術式選択が必要である．また肛門縁に近いRb
症例では，特にoversurgeryとならない様，状況
に応じた術式選択が必要となってくる．いずれの
治療後でも再発病巣出現の可能性があるため，厳
重な経過観察が必要とされる．
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A Case of Laparoscopic Low Anterior Resection for Schwannoma of the Rectum
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Yoshiyuki Sasaki, Yoshihiro Tanaka, Naoki Okumura, Kazuya Yamaguchi,  

Shinji Osada and Kazuhiro Yoshida
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The patient was a 79-year-old woman.  Submucosal tumor in the upper rectum was decected by colo-
noscopy as a screening examination for epigastric discomfort.  
After 3-year  follow-up,  the  lesion was diagnosed as schwannoma by fine-needle aspiration biopsy.  

Since the tumor grew with time during the follow-up, she was refered to our department for surgery.  
Preoperativec colonoscopy showed 25mm submucosal toumor in the upper rectum.  Endoscopic ultra-
sound showed hypoechoic  lesion which arose from the 4th  layer.   FDG-PET CT showed significant 
accumulation of FDG in the tumor.  Laparoscopic low anterior resection with D2 lymph node dissec-
tion was performed based on the diagnosis of schwannoma of the rectum.
Histopathological examination revealed that  the tumor arose  from submucosal  to muscular  layer 
which was composed spindle cells arrayed in fascicular fasion.  Immunohistopathological staining was 
positive for S-100 protein and negative for c-kit, CD34 and SMA.  The MIB-I positive rate was 10%.  
The final diagnosis of the tumor was schwannoma of the rectum just as preoperative diagnosis.  We 
here report this case of schwannoma of the rectum which was resected laparoscopically.
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