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大腸癌治癒切除例の うち手術時隣接臓器への浸潤が認め られ他臓器合併切除を施行 したものは

17.2%(10/58)で ,長 期生存は 3年 10カ月, 2年 6カ 月の 2症 例であるが,局 所再発や播種性腹膜炎

による死亡は 2例 のみで,合 併切除の有効性を示すものと思われた。

肉限的他臓器浸潤例の うち組織学的に癌浸潤は57.1%に みられ,他 の42.9%は 結合織や膿瘍形成に

よる炎症性癒着であった。とくに膿瘍形成例でその内腔に癌細胞が浮遊 し,相 手臓器まで膿瘍腔が連

続進展 していることから癌浸潤が考えられた。したがって炎症性癒着 といえども癌直接浸潤を考慮す

べきである。

田

崎

冨

岩

索引用語 t大腸癌他臓器浸潤,大 腸癌他臓器合併切除

I. はじめに

大腸癌は他の消化器癌にくらべ局所で膨脹性に発育

をする傾向が強 く,隣 接他臓器への浸潤頻度が高いと

いわれている。 し たがって外科的治療に際 し大腸 とと

もに他臓器合併切除を行 うことがしばしばである。一

方大腸癌は比較的末期まで血行性転移を生ずることは

少ないため,他 臓器合併切除により治癒切除が可能で

あれば予後良好の症例 も期待できる.

今回,私 共が経験 した大腸癌他臓器合併切除例につ

いて検討したので報告する。

H.対 象症例

昭和53年 1月 から58年 9月 までの間に厚生連中勢総

合病院外科で手術を施行した大腸癌は88例である。癌

発 生 部 は直 腸 癌3 5 例( 3 9 . 7 % ) , S 状結 腸 癌2 5 例

(28.4%),以 下横行結腸,盲 腸,上 行結腸,下 行結腸

のllkで,「大腸癌取扱い規約」Dに したが うstage別頻
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度は stage IIIが31例(35.2%)と最 も多 く次いで stage

II,IVの19例(21.6%)で ,比 較的進行例が多 くみられ

た (表 1).Dukes分 類でもDukes Aは 7例 (7.9%)

と少ないが Dukes Cが 54例(61.4%)を しめていた(表

2).非 切除例は表 l stage Vのうち○印の 4例 で,切

除率は88例中84例,94.5%で あった。切除84例中治癒

切除は58例であるが, これらの うち肉限的に隣接他臓

器へ浸潤があ り,他 臓器合併切除によって治癒切除 と

なしえたのは58例中10例 (17.2%)で あった (表3).

他臓器合併切除例の性別は男性49例中 5例 (10.2%),

女性35例中 5例 (12.8%)と 性差なく,年 齢は26-89

表 1 大 腸癌発生部位とStage別 症例数
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歳 (平均61.6歳)の うち他臓器合併切除例は39～81歳

(平均58.3歳)と 年齢による特異性 も認められなかっ

ブこ.

I I I . 結 果

1.大 腸癌発生部位 と浸潤臓器

大腸癌発生部位別にみた他臓器浸潤421の頻度は,盲

腸,上 行結腸はそれぞれ 7例 中 1例 (14.3%),横 行結

腸は9例中 2例 (22.2%),下 行結腸ではなく, S状 結

腸は10例中 2例 (20%),直 腸では26例中 4例 (16.6%)

で S状 結腸,横 行結腸が20%以 上と比較的高頻度にみ

られた (図 1,%は 治癒切除例に対する頻度).浸 潤臓

器は図 1の ごとくであるが,十 二指腸,回 腸がおのお

の 4例 と最も多 く,次 いで勝脱,子 宮の各 2例 で,空

腸,肝 ,腎 ,腹 壁が各 14/1ずつであった。

2.他 臓器浸潤例の腫瘍径

他臓器浸潤例 と癌腫長径 との関係をみると,長 径3

cm以 下ではな く, 3～ 5 cmで 15frll中1例 と少ない

が,癌 腫の長径が 5～ 7 cmで 29例中 7例 (241%),

7cm以 上で 9例 中 24211(22.2%)と5cm以 上の癌腫で

表 2 Dukes分 類

Dukes分 類 A B C

症4/11数88

%100 (307) (614)
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他臓器への浸潤が高頻度であった (表4).

3.組 織型

治癒切除例の うち組織型別にみた他臓器浸潤例の顔

度は,高 分化■tJ管状腺癌で38例中 6例 (15.8%),中 分

化型管状腺癌で18例中 2911(11.1%),低分化腺癌では

2例 中 2例 (100%)に みられ,症 例数は少ないが低分

化腺癌での他臓器浸潤が多い傾向であった (表5).

4.壁 深達度 とリンパ節転移

癌組織の壁深達度が手術時の肉眼的所見と一致して

組織学的に他臓器浸潤を示す siまたは aiは10例中 7

例で,一 方組織学的に他臓器への漫潤はなく結合織や

膿瘍形成による炎症性癒着 と判定され S(一 部は ssを

含む),または a2であつたものが 3例 にみられた。リン

パ節転移は癌浸潤 7例 中 4例 (57%),炎 症性癒着 3例

中 2例 (67%)と 同程度で, リンパ管侵襲は90%で 血

表 4 他 臓器浸潤例と腫瘍長径

長  径 - * 3 c m - 5 c m - 7  c m 7 cm-

症例教 7/29

(%) ( ― ) (67%) (241%) (222%)

(治癒切除例に対する頻度)

表 5 他 臓器浸潤例と組織型

表 6 壁 深達度とリンパ節転移

表 7 脈 管侵襲

t馳留盟 、計
科
〕

表 3 他 臓器合併治癒切除例

切除71 治癒切隣 ●

上行倍限

横行お閣

下行億限

S状 結隅

酎
吻 (謡)‐ |‖,

２
ｍ

図 1 大 腸癌部位別浸潤臓器

｀2息22幼

巻
ノゝ い横切榛倒に対する家ゆ

腺癌分化度 高分化 中分化 低分化

症 例  数 2/18 2/2

(頻 度 ) (158%) (111%) (100%)

(治癒切除例に対する頻度)

sl・ al 3 1 0 ″
％

1 2 0 0
2 / 3
(67%)

t !  2 -3 計

V。 l 5 0 6

W l 0 1 4(40%)

V2～3 0 0

計
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(10%)
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9(90%)
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写真 2 AiS状 結腸癌 (下方)で回腸 (上方)への炎

症性癒着。S状結腸筋層直下 (黒矢印)に 癌細胞が

みられ,周 囲膿瘍腔は回腸壁に違する(ルーペ像 H

E).B:写 真A黒 矢印の拡大で癌細胞と周囲膿瘍を

示す (×40H.E)

写真 3 A!直 腸痛で子官(上方)への炎症性癒着.子

宮外側膿瘍腔には多数の癌細胞が浮遊 している

(ルーペ像 H.E).B:中 央が浮遊癌細胞群(×200H.

E).

管侵襲の40%に くらべ高度であったが, リンパ節転移

はいずれ も2群 までの範囲で手術時十分郭清可能で

あった (表 6, 7).

5。他臓器合併切除例の予後

表 8は 他臓器合併切除例の概要である。症例 1,2は

S状 結腸癌で各々小腸や勝洸の部分切除がなされ,術

後 3年 10カ月, 2年 6カ 月の現在生存中である.症 例

3～ 6は 術後 MOFな どのため早期の死亡もみられる

がいずれも他病死で,症 例 3は 1年 2カ 月腎不全死,

症例 4は 1年 1カ 月老衰による死亡で両者 とも再発は

認められなかった。症例 7～ 10は 再発死亡例である

が,症 例 7は 1年 7カ 月肝,骨 への転移,症 例 8は 5

カ月全身血行性転移による死亡で,結 局他臓器合併切

除にもかかわらず腹腔内での再発死亡は症例 9,10の

2症 例のみで,症 例 9は 1年 2カ 月局所再発,症 alj10

表 8 大 腸癌他臓器浸潤例

写真 l At腎 への浸潤例,結 合織による癒着で癌浸

潤はみられない (ルーペ像 H.E)Bt写 真Aの 拡大

で結合織による癒着を示す (×40H.E.)

的抑輸

d

姫一韓
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は 2年 3カ 月播種性腹膜転移であった。

6.他 臓器浸潤例の組織学的検討

肉眼的他臓器浸潤 と判定し,組 織学的にも癌浸潤が

認められたものは10例14臓器中 8臓 器 (57.1%)で あ

るが,古 い炎症や膿瘍形成にともなう炎症性癒着は 6

臓器 (42.9%)に みられた。炎症性癒着の うち写真 1

のごとく結合織によるもので癌細胞の認められないも

のもあるが,主 に膿瘍形成による癒着でこの膿瘍陛内

に癌細胞が多数浮遊し,癌 浸潤を思わせる所見が 6臓

器中 4臓 器に認められた。写真 2は S状 結腸癌でS状

結腸筋層直下に癌細胞がみられ,周 囲膿瘍腔は回陽壁

にまで続いている。写真 3は 直腸痛で子宮壁外側の膿

瘍内には癌細胞群が多数浮遊していた。したがって以

上の所見から組織学的に隣接他臓器へ直接浸潤のない

場合も直接浸潤例 と同等に扱 うべき症711が少なからず

存在するものと思われた。

I V . 考 察

大腸癌の再発形式をみると肝,肺 など血行性転移に

よる再発例が多 く,局 所再発は比較的少ないとする報

告もみられるがり,Raoら ゆは根治術のなされた S状 結

腸,直 腸癌の再発78例中遠隔転移のみが17%で あった

のに対し,局 所再発のみのものが40%に もみられたと

述べ,HoiOら 。も直腸癌再発例の66%に 局所再発を認

めたと報告している。大腸癌は局所での浸潤傾向が強

いため'手 術に際 し十分な郭清を心掛ける必要があ

り, さらに隣接他臓器浸潤に対し,そ れらの合併切除

がしばしば行なわれる.他 臓器合併切除の頻度につい

て McGloneら のは大腸癌460例中24例 (5,2%)と 報告

し て い る が, W o o d ら7 ) は大 腸 癌4 0 4 例中4 6 例

(11.4%),Jensenら ゆは結腸癌406例中63例(15.5%),

Prohaskaら りは大腸癌225例中21例 (9.3%)と 10%前

後の報告が多い。また Habibら 。は大腸癌切除246例

中周囲の腸間膜,隣 接他臓器や腹壁へ固定されていた

ものが105例(4217%)に みられたと述べている。本邦

では高島らЮ)が結腸癌治癒切除108例中他臓器合併切

除によるものが19例 (17.6%)で あったことを報告し

ている。私どもの症例で,大 腸癌切除84例中では10例

(11.9%)であるが,治 癒切除58例の うち他臓器合併切

除によるものが17.2%を しめていた。

これ ら他臓器合併切除例の予後について,Jensen

らゆは結腸癌合併切除例で 5生 率28%,Prohaskaら り

は大腸癌で 5生 率28.6%な どの報告 もみ られるが,

McGloneら いは大腸癌全体で 5生 率41%に 対し,他臓

器合併切除24例中1971j(79%)が 5～ 10年生存中と報

77(1577)

告し,DOmeiriら ll)は盲腸癌で腹壁浸潤10例中 5生 率

は50%と 述べ,Changら り も結腸癌の十二指腸浸潤13

例中 6421(46%)が 2年 以上生存 したことを報告 して

いる。また高島ら1いは18例中13例が 7カ 月～11年 7カ

月生存中と述べ,他 臓器合併切除の予後は比較的良好

な成績の報告が多いようである。私どもの成績では最

長 3年 7カ 月, 2年 6カ 月の 2症 例のみ再発の徴候な

く生存中で,他 の症例は他病死や癌再発のため全例死

亡している。しかるに腹腔内再発は 2例 だけで, 1年

2カ 月, 2年 3カ 月生存 し,他 の再発例はいずれも血

行性転移によることから,他 臓器浸潤例に対する合併

切除がいささかでも有効であったと考えられる。

手術時肉眼的に隣接臓器へ浸潤あ りと判定された症

例の うち組織学的にも癌浸潤の認められた症例で合併

切除が治療上必要なことは論を待たないが,一 方結合

織や膿瘍形成に由来する炎症性癒着 も少なからず存在

する。

McGloneら のは他臓器合併切除24例中組織学的に

癌浸潤 は66%に み られたが残 り34%は 炎症性癒着で

あったと報告し,Jensenら ゆも同様50%に 炎症性癒着

を認め,Domeiriら 11)は10例中 2例 と報告している。

自験例ではこのような炎症性癒着が14臓器中 6臓 器

(42.9%)に 認められた。かかる症例では結果的に over

surgeryではないかとの意見もきかれる1のが,こ れは

合併切除により手術侵襲が過大 とな り手術死亡の増

加ゆや,特 に勝眺全摘の場合臓器欠損の患者への影響

を考えての場合であろう。 し かるに手術時癌浸潤か炎

症 性 癒 着 か を半」定 す る こ とは非 常 に困難 で あ

りゆlい1り,McGloneら のは合併切除の うち79%が 5年

以上生存中であるが,肉 眼的な癒着部を切離 した他の

12例で 5年 生存は 1例 もみられなかったことを報告 し

ている。私 どもの症例の炎症性癒着部の組織学的検索

では,主 に膿瘍形成例ではその膿瘍腔内に多数の癌細

胞群が浮遊 し, この膿瘍腔が癌発生大腸から隣接他臓

器まで連続性に広が り,癌 浸潤の一端を担 うことが想

定された。 し たがって,た とえ炎症性癒着 といえども

癌直接浸潤を考慮 した手術々式を選択すべきである。

V 。ま と め

当科で経験 した大腸癌のうち治癒切除は58例で, う

ち手術時隣接臓器への浸潤を認め他臓器合併切除を施

行したものは17.2%で ある。横行結腸,S状 結腸で20%

以上 と多 く,浸 潤臓器は十二指腸,子 宮,勝 脱などで,

癌腫の長径が5cm以 上になると20%以 上の浸潤頻度

を示した。長期生存は 3年 10カ月, 2年 6カ 月の 2症
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例であるが,再発死亡は 4例 で この うち腹腔内再発(局

所再発,播 種性腹膜転移)は 2症 例のみで,他 臓器合

併切除は有効であった と考 えられる.

肉眼的他臓器浸潤例の うち57.1%が 組織学的に癌浸

潤を認めたが,他 の42.9%は 結合織や膿瘍形成による

炎症性癒着であった。 とくに膿瘍内腔では癌細胞が浮

遊 し,相 手臓器まで膿瘍腔が連続進展 していることか

ら癌浸潤が考えられる。 したがって炎症性癒着 といえ

ども癌直接浸潤を考慮すべ きであろ うⅢ

なお,本 論文の要旨は第23回日本消化器外科学会総会に

おいて発表した.
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