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術後の組織学的検査により偶然に発見される顕微鏡的網膜内癌巣 (以下,肉 眼的腹膜転移 (large P)

に対して small pと仮称)を伴った胃癌34例を臨床病理学的に検討した。その結果,small pは第 1群

所属 リンパ節近傍に高率に認められ,そ の発生機転 としては大小網への播種性転移 と, リンパ管また

は血管系を介する2大経路が推察された。small p症例の遠隔成績は再発死亡22例中14211(63.3%)が

腹膜再発であ り,そ の 5年 生存率は33.4%と 同 stageの smali pを伴わない胃癌の53.7%よ り有意に

低 く(p<0.05),む しろ,Pl因 子のみによる非治癒切除例の 5生 率に近かった。以上より,small pは

肉限的腹膜播種の初期像 と考えても良いと思われ,そ の術後成績から,small p症例は Pl症例 と同等

に扱われるのが望ましく,術 後の fo1low upに際 しては治癒切除といえども腹膜再発の可能性を十分

考慮する必要がある。
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`まじめに

胃癌の予後を規定する因子として腹膜転移は最も重

要な因子と考えられるが, 胃癌の腹膜転移に関して,

現行の胃癌取扱い規約1)では肉眼的にしか規定されて

いない。しかし,時 には肉眼的に腹膜転移を認めない

にもかかわらず,胃 切除後の リンパ節郭清の際に摘出

した網膜の中に, リンパ行性か播種性転移かは不明で

あるが,術後の組織学的検査で リンパ節転移とは別に,

あたかも腹膜播種巣のごとき癌細胞巣を顕微鏡的に発

見することがある。われわれはこのような病巣を顕徴

鏡的網膜内痛巣と規定し,臨 床病理学的に検討した結

果,若 干の知見を得たので報告し, このような顕微鏡

的網膜内癌巣を伴った胃癌に対する考え方を述べてみ
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対象と方法

1978年1月 ～1987年12月の間に,教 室では進行胃癌

切除例を537例経験 している。この うち,手術時肉眼的

に腹膜転移を認めなかったにもかかわらず,術 後の組

織学的検査で大小網内に リンパ節転移 とは房Uに,あ た

かも腹膜播種巣のごとき癌細胞巣(ng.1)が みられた

症例が34例 (6.3%)存 在した。そこで, このような顕

徴鏡的網膜内癌巣を胃癌取扱い規約1)の肉眼的腹膜転

移巣 (large P)に対して small pと仮称して臨床病理

学的に検討した。検討方法は通常の リンパ節郭清の時

に リンパ節 と一緒に採取された脂肪組織,あ るいは摘

出した大小網からリンパ節をはずした時に付着 してき

た脂防組織を組織標本に作成し,光 顕的に詳細に検討

した。 し かし,明 らかに転移した リンパ節の被膜が破

壊されて,癌 細胞が外へ逸脱し,播 種巣のごとくみえ

るものは対象から除外された。
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small p症 例34例の術式 としては21例に胃全摘術,

13例に胃部分切除術が行われていた。34例中17例に組

織学的治癒手術がなされ,残 り17例の うち 7例 が相対

的非治癒手術,10例 が絶対的非治癒手術例であった。

非治癒手術 となった要因としては,断 端陽性 9例 ,N

因子 6例 ,S因 子 2例 であった。なお,文 中の胃癌に関

する記載はすべて胃癌取扱い規約1)に従った.

結  果

1.主 癌巣の背景因子

small p症 71134例の肉眼型 としては Borrmann 2型

7711, 3型 10例, 4型 15例, 5型 2例 であった。

癌の壁深達度では seが 30例 (88.2%)と 最も多 く,

その他 sei 2例,pm,ss各 14/11であった。

リンパ節転移率では n(一 )は 5例 (147%)と 少な

く,nl(十 )6例 (17ゃ6%),n2(十 )15711(441%),

n3(十 )64211(17.6%),n4(十 )2例 (5.9%)と 比較

的高度 リンパ節転移例が多 く認められた (Table l).

脈管侵襲の程度を検討すると (Table 2), リ ンパ管

侵襲では陽性例が26例 (765%)と 高率であ り,静 脈

侵襲陽性例も204/1,58.8%と 比較的多 く認められた。

術中の Douglas筒 腹腔洗浄細胞診は25例に行われ

ていたが,腹 腔内遊離癌細胞陽性例は 8例 (32.0%)

であ り,陰 性例は17例 (680%)で あった (Table 3),

これを肉眼的衆膜漫潤の広さで検討すると,浸 潤面積

が5cm2以 下の 6 Tpllでは腹腔内遊離癌細胞は検出され

ていなかったが,5cm2以 上の症例 では全体 として

420%の 症例に腹腔内遊離癌細胞の出現が認め られ

ブti.

2.顕 微鏡的網膜内癌巣の検討

顕微鏡的網膜内癌巣 (卸αall p)の多 くは Fig.1の
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Table I Depth of cancer invasion into the gastric

ual l  and lvmoh nodes metastasis

No. of cases(%)

Fig. 1 (a) Poorly differentiated adenocarcinoma was seen in the omentum
(HE, x25). (b) High power view of the same specimen (HE, x100)

Depth of invasiOn

pm

町mph nOdes metastasis

n(― )

n l ( 十 )

n 2 ( 十 )

n 3 ( 十 )

n 4 ( 十 )

1 1 2 9 )

1 ( 2 9 )

30 (88 2)

2 1 5 9 サ

5 ( 1 4 7 )

6 ( 1 7 6 )

15 (44 1)

6 ( 1 7 6 )

2 ( 5 9 )

ごとく大小網内に癌細胞が集族的に認められたが,な

かには明らかに網膜内 リンパ管または血管の中に腫瘍

塞栓の形で入っていた ものも認め られた (Fig.2a,

b ) .

そこで,small pを病理組織学的に以下の 4型 ,す な

わち播種型, リンパ行性型,血 行性型, これらが混在

してみられる混合型に形態分類し,そ の存在部位 とリ

ンパ節転移 との関連を検討した(Table 4)。その結果,

播種型が全体の64.7%を 占め,次 いで混合型, リンパ

行性型がそれぞれ20.6%,11.8%で あり,血 行性型は

1例 (2.9%)の みであった。small pの存在部位をそ

れが存在 した近傍の リンパ節 No.で もって表す と,

No,3,4d,6に 多 く認められたが,No.9,11,14vな

ど後腹膜領域にも少数ながら認められた。また,sman

pが 存在 した近傍の リンパ節の転移率は55,9%で あっ

た。



Table 2 Cancer invasion into veins and lymphatics of the gastric wall

Invasion into veins No. of cases(%) Invasion into lymphatics No. of cases(fd)

ＶＯ

Ｖｌ

つ

Ｖ３

4 1 2 )

26 5)

20 6)

11 8)

8 (23 5)

4 ( 1 1 8 )

3 ( 8 8 )

19 (55 9)
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Table 3 Area of macroscopic serosal invasion and

free cancer cells in the peritoneal cavity
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small p症4/1134例の術後遠隔成績をみると,胃 癌再

発死亡224711,他病死 2例 ,術 後合併症死 2例 であ り,

8例 は現在生存中であった.胃 癌再発死亡22例の再発

形式をみると (Table 6),腹膜再発が14例 (63.6%)

と最も多 く,次 いで肝再発 4例 (18.2%),局 所再発,

骨再発,癌 性胸膜炎,各 1例 ,不 明 1例 であった。な

お, これらの再発死亡例の中には非治癒切除例が11例

含まれていたが,それらの非治癒因子は断端陽性 6例 ,

N因 子 3例 ,S因 子 2 Trlであるにもかかわらず,再 発

形式は腹膜再発 8例 ,肝 再発,骨 再発,癌 性胸膜炎,

各 1例 と,い ずれも非治癒因子 とは直接関係のない再

発形式であった。

考  察

胃癌の再発形式の うち腹膜再発はその約半数を占

めり,最 も治療に難渋するものの 1つ である。目癌の腹

膜転移を規定する要因として,従 来より胃癌の発育様

式,組 織型,深 達度,S因 子,衆 膜浸潤面積など各方面

から検討され,腹 膜再発を来 しやすい癌腫の特徴はお

よそ解明されてきため～".し かし,胃癌の腹膜転移に関

して現行の胃癌取扱い規約1)では,術 中の肉眼的判断

に委ねられてお り,組 織学的な規定は加あっていない

Fig. 2 Cancer nests in the vessels in the omentum
(a) Cancer nest in the lymphaticus (HE, x40). (b) Cancer nest in the vein
(HE, x 16)

Area of serosal
invasion (cmz) Ｍ

∞
Positive cases o{
free cancer cells %

0 - 5

5--10

10--20

20-

0

50 0

28 6

50 0

Total

small pとしてみられた癌細胞巣の組織型をみると

(Table 5),低分化腺癌が26例(76.5%)と多 く,な か

でもscirrhous typeが61.5%を 占めていた。次いで多

くみられた組織型は管状腺癌であった。 し かし,主 癌

巣の主組織型でみられた乳頭状腺癌,印 環細胞癌,膠

様癌などの組織像は small pの組織には 1例 も認めら

れず, これらの症例ではいずれも漿膜近傍の壁深部に

存在した従組織型が small pの組織型 として認められ

た。また,主 癌巣の主組織型 とsmall pの組織型の一

致率は73.5%(25/34)で あった。

3.術 後遠隔成績



Type of small p
No of catts

(%)
Neighboring lymph nodes
number of small p

No. of cases

No. of cases
with lymph
nodes metas
tasis

Disseminated type

Lymphogenous type

Hematogenous type

Mixed type

22 (64 7)

4 ( 1 1 8 )

1 ( 2 9 )

7 (20 6)

脱亀胤腎総)

艦争

脱亀(wD
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Table 5 Comparison of predominant histologic types
of main tumor and microscopic omental cancer nests

Table 6 Recurrence pattern of gastric cancer patients

with microscopic omental metastasis

Recurrence pattern No. of cases(fu)
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る詳細な臨床病理学的研究がなされている。,そ れに

よると, 胃癌1,035例中網膜への播種陽性例は843例,

81.4%と 高率であったと述べられている.

しかし, このうち半数以上が主癌巣より網膜への連

続的な蔓廷であったとし,主 癌巣より離れた部位への

孤立性癌巣は全体の33,7%で あったと報告され,また,

この中には転移 リンパ節から癌細胞が被膜を破って癒

着細膜内に浸潤 したものも多 く含まれていることか

ら,今 回われわれが対象としたような主癌巣から明ら

かに離れた部位に播種様病変を伴った症例はそれ程多

くはないのではないかと考えられる.わ れわれは, こ

のような症frllをsmall p症例 として検討を行ったが,

自験例では進行癌症例の63%に すぎなかった。しか

し,切 除された網膜を詳細に検索すれば, このような

症例はさらに増えることが容易に推祭される。

Small pの発生機序については明らかではないが,

small pのみられた場所は癌腫の主占居部位の第 1群

所属 リンパ節近傍に最も多 く認められた。このことは

癌細胞 (塊)が リンパ管行性あるいは血行性に大小網

内へ移動し,あ る所で リンパ管または血管を逸脱 し,

癌細胞巣へと発育したのではないかとも推察される。

この仮説を裏づけるものとして, これらsmall p症例

の主癌巣の脈管侵襲陽性率は ly陽性率76.5%,v陽 性

率58.8%と 高 く,な かでもly3といつた高度 リンパ管

侵襲陽性例が過半数を占めていた。そして,明 らかに

網膜内 リンパ管や血管に腫瘍塞栓様に存在する癌細胞

も少数ながら観察された。

しかし, これらが進行 して最も高率にみられた播種

型へ移行して行 くのか否かは不明である。しかし,肉

眼的な腹膜転移巣の組織学的検討を行った岡本りの報

Table 4 Histologic forms, locations and neighboring lymphnodes metastasis of microscopic

omental metastasis

Peritoneal metastasis

Liver metastasis

Local recurrence

Bone metastasis

Pleural metastasis

Unknown

(63 6)

( 1 8 2 )

( 4 5 )

( 4 5 )

( 4 5 )

( 4 5 )

のが現状である。したがって,ま れには術中 P(十)と

判定 したにもかかわ らず術後長期生存 し,術 中の P

(十)の判定を疑間視することも起こりうる。このよう

な意味から,教 室では術中腹膜播種巣 と思われる結節

は必ず試切し,組織学的に確認をとるようにしている。

しかし,時 には術中肉眼的に腹膜転移を認めなかった

にもかかわらず,術 後の組織学的検索の際に リンパ節

と思って採取 した,あ るいは リンパ節 とともに採取 し

た大小網を含む脂肪組織の中にあたかも腹膜播種巣の

ごとき癌細胞巣をみつけることがある.こ のような網

膜内の癌細胞巣については,古 くは欧米では Kitainい

(1922),Finstererらの(1930)の報告があるようであ

るが,本 邦では1963年,武 藤により網膜癌播種に関す

pap
por

scirrh intermed. lled

maln trxnor

small p 0
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告によると,117例 の腹膜転移巣の うち10例(8%)に

転移巣内またはそれに近接した漿膜下組織に リンパ管

侵襲像をみたとしていることからも,少 なくともリン

パ管を介した腹膜転移もあることが推察される。 しか

し一方では,腹 膜播種の成立機序を論ずる時,多 くの

症例では胃装膜に浸潤 した癌細胞が腹腔内に脱落し,

これが腹膜に着床,増 殖して腹膜転移が形成されると

考えられている1い11), このような面から自験例につい

て検討すると,se,seiの ような高度深達癌が全体の

94.1%を 占めてお り, しかも肉眼的漿膜浸潤面積の広

いものが多 く,腹 腔内遊離癌細胞の出現が32.0%に 認

められた.さ らに small pの組織型 として主癌巣のよ

り深部の組織型が多 く認められたことや,n(一 )例 が

14.7%に 認められたことなどから推察すれば,small p

の発生機序 として,前 記の腹膜転移の発生機序 と同様

に癌の衆膜露出部から直接腹腔内に癌細胞が脱落し,

播種性転移の形で大小網内に癌細胞 (巣)を 生ぜ しめ

る機序 も十分に考えられる。

次に, このような顕微鏡的網膜内癌巣を有 した症例

をいかに取扱 うかは臨床的に極めて重要な問題であ

る。現行の胃癌取扱い規約1)では P因 子は肉眼的判定

であるため, このようなsmall p症例は他因子さえ満

足 されていれば治癒切除の範ちゅうに入るものであ

る。一方,肉 眼的な腹膜転移を合併 した胃癌は,非 合

併例に比べてそれがたとえPlであっても,その予後は

極めて不良である。ちなみに教室の腹膜転移合併胃癌

の うち原発巣切除例104例の術後生存期間をみると,そ

の多 くは 1年以内に死亡し, 2年 以上生存したのはわ

ずか11例 (106%)で あ り,P3症 例では皆無であっ

た1り.腹膜転移例の予後は腹膜転移の部位,程度によっ

ても多少異なるが,飯塚 らの報告1りにみられるように,

腹膜転移例の術中腹腔洗浄細胞診ではその78%に 腹腔

内遊離癌細胞が検出されることから推察すれば,た と

え Plであっても,また腹膜転移が外科的に切除可能な

大小網に限局していても,予 後不良であることは想像

に難 しくない。

このような観点からsmall pをみると,small pが腹

膜転移の初期像 と仮定すれば,これはすでに Plと扱 う

のが妥当と思われる。そこでわれわれは, このような

症4/1はすべて stage III,IVであることから,同 期間の

stage III,IVの治癒切除例を対象に,smali pを有 し

た stage III,IVの治癒切除例 とPlのみの因子により

非治癒切除となった症例の 5年 累積生存率を比較する

ことを試みた (Fig.3)。その結果,small pを伴わな

3r(2797)

Fig. 3 Postoperative 5 year survival rate in 17
patients with gastric cancer with small p compar-
ing with 246 patients without small p.

中 Stage m,lv,cur A,B(n=必 0)

― sma lp(→ , Cur A,B(n‐ ■7)

●‐● Pl, 的 ncur A(n=■ 5)

53_7%

33.4%

0     1     2     3    4     5

来 pく0,05          "Sttterative years

い stage III,IVの治癒切除例の 5年 生存率は53.7%で

あったのに対して,small pを 伴った症例では33.4%

と有意(p<0,05)こ低 く,む しろ Plのみの因子により

相対的非治癒切除となった症例の 5年 生存率23.0%に

近い結果であった。そ して,再 発形式の検討からは

small p症例では腹膜再発が63.6%と 多 く,こ れは,当

科の再発死亡死因の腹膜再発例の頻度(50.6%)10に比

べて高い傾向が認められた.ま た,わ れわれはすでに

胃癌治癒切除後 1年 以内の早期に再発死亡する症例に

ついての組織学的検討を行っているが10,早 期腹膜再

発死亡 した 8例 の うち 6例 に今回検討 したのと同様な

顕微鏡的網膜内痛巣が認められていた。

以上のことから,今 回呈示したような顕微鏡的網膜

内癌巣は腹膜播種の初期像 とみなしても良い と思わ

れ, このような small pは胃癌の予後を推定する上で

重要な因子の 1つ と考えられる.し たがって, このよ

うなsmall pを伴った胃癌症falでは腹膜再発の可能性

を十分考慮して follow upする必要がある。

ま と め

顕微鏡的網膜内癌巣 (small p)を伴った胃癌34例を

臨床病理学的に検討した結果,以 下の結果を得た。

1)small pの 存在部位は癌腫の第 1群 所属 リンパ

節の近傍に高率に認められた。

2)small pの 発生機転を臨床病理学的に検討 した

結果,大 小網内の リンパ管あるいは血管を介するもの

と,癌 の乗膜露出面からの播種性転移の 2大経路のあ

ることが推察された。

3)遠 隔成績をみると,再発死亡22例中14例(63.6%)

が腹膜再発であ り,治 癒切除例の 5生 率は small pが

み られない症例の53.7%に 比べて33.4%と 有意に低

く,む しろ Pl症例の生存率に近かった。
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以上 より,顕 微鏡的網膜内癌巣 (small p)を 伴 った

胃癌は,治 癒切除 といえども腹膜再発の可能性が極め

て高 く,術 後の follow upに 際 して十分注意する必要

がある。
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