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非治癒切除胃癌における切除断端陽性4/1Jの臨床 ・病理学的検討

山村 義 孝

安井 健 三
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はじめに

現行の胃癌取扱い規約めによれば,切 除断端から肉

眼的に10mm,組 織学的に5mm以 内に癌があれば,こ

れを癌遺残有 り (以下,断 端 (十))と して非治癒切除

とされている。胃癌にとって唯一確実な治療手段であ

る手術に際して,判 断 ミスともいうべき断端 (十)と

なることは外科医として厳重に慎まなければならない

が,時 として断端 (十)を 覚悟のうえで切除をしなけ

ればならないこともある。

そこで, この断端 (十)が 患者の予後にどのような

影響を与えるかを自験例で検討し,そ の意義について

考察した。

対象および方法

1965～1984年に当科で切除した胃癌は3185例あ り,

この うち683例 (切除胃癌の21.4%)が 非治癒切除 と

なった (Table l)。この683例を今回の検討対象とし,

これを非治癒 となった因子別に断端 (十)合 併例 と非

合併例に分け, 5年 までの粗生存率を比較した。生存

率の差の検定には generalized Wilcoxon testを用い,

背景要因 (年齢,性 ,肉 眼型,組 織型,深 達度, リン
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1965～1984年の非治癒切除 (以下,非 治切)683例 を対象とし,切 除断端癌遺残 (以下,断 端陽性)

が胃癌症例の予後に与える影響を検討した.断 端陽性単因子は112例あ り, 3年 生存率 (以下同じ)は

aw(十 )3271140.6%,ow(十 )75例 36.0%であった。N>R相 対非治切単因子119例の32.8%に対し

て断端陽性30例は10.0%と有意に (p=0.0001)予後不良であった。N>R絶 対非治切は単因子50例

12.8%,断 端陽性21例4.8%と 生存率に差はなく,S3は単因子 7例 28.6%,断 端陽性 5例 0%,Plは 単

因子54例278%,断 端陽性14例21.4%,P23は 単因子32例6.3%,断 端陽性11例0%と いずれも生存率

に差を認めなかった。肝転移単因子には断端陽性の合併がなかった。断端以外の非治癒因子が 2因子

以上の症例141例は5.7%,断 端陽性59例は3.4%で あった。以上より,N>R相 対非治切以外の非治切

例では,予 後からみて,切 除断端癌遺残の影響は大きくないものと思われた。

Key words: cancer infiltration at the resection margin, survival rate of gastric cancer, non-curative

gastric resection, non-curative factors of gastric cancer

Table 1 Frequency of cancer infiltration at the

resection margin of the stomach (1965.1-

1984. 12)

Total Number of Gastrectomy 3.185 Cases

CurativeResection 2.502Case(78.6%)

Non-curative Resection 683 Cases (21.4%)

Cancer Infiltration (*) 253 Cases

Q53/683=s7.0%)

パ節転移)の検定には ぇ
2_teStを用いた.な お1989年末

現在の消息判明率は100%で あり,用語は胃癌取扱い規

約
1)に

従った。

結  果

1.非 治癒因子別の症例の内訳

非治癒切除683例の うち253例 (37.0%)に 断端 (十)

が関与しており,その うち112例(非治癒切除の16.4%)

は断端 (十)の みで非治癒切除となった (Table 2).

非治癒因子が N>R相 対非治癒のみの症例は120例あ

り, これに断端(十)が合併した症例は30例,N>R絶

対非治癒のみの症例は52例, これに断端 (十)が 合併

した症例は22例であった.こ のほか S3,Pl,P23単 因

子によるものが 7例 ,54例,32例あ り,これに断端(十)

を合併した症例がそれぞれ 5例 ,14例 ,11例 あった。
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Table 2 Factors for non-curative resection and
relationship with cancer infiltration at the
resection margin of the stomach

Factors Cancer
Infiltration (+)

9:::: I$ll::lr:r!*l
N)R Relative NCR*

N)R Absolute NCR'

S:
p r

P z z

Hr_ r

Others

More than two factors

( ):operative mortality

NCR':non― curative resection

肝転移単独が21例,遠隔臓器転移などが 2例 あったが,

これらに断端 (十)が 合併した症例はなかった,以 上

はすべて,断 端 (十)以 外のほかの非治癒因子が 1つ

の症allであるが, このほかに 2因 子以上を持った症例

が142例あ り, これに断端 (十)を 合併 した症例が59例

あった。

以下,各 非治癒因子ごとに,断 端 (十)合 併例 と非

合併例の術後生存率を耐術例で比較 した。ただし肝転

移例には断端 (十)合 併例がないので検討から除外 し

た。

2.非 治癒因子別術後生存率

A)断 端 (十)単 因子

110例の耐術例の うち aw(十 )が 32例,ow(十 )が

75例,awと Owと もに (+)が 3例 あ り,そ の 5年 ま

での生存率を Fig.1に 示 した。

aw(十 )32例の 1年生存率(以下, 1生 率)は78.1%,

3年 生存率 (以下, 3生 率)は40.6%, 5年 生存率 (以

下, 5生 率)は 31.3%で あった。ow(十 )75例 の 1生

率は69。3%,3生 率は36.0%,5生 率は21.3%で あ り,

5年 以上生存例が aw(十 )に 10例とow(十 )に 16例

あった。 2群 間の生存率に差がなく,男 女比(aw(十 )

12120,ow(十 )47128;p<0.05)以 外は背景要因に

も差がないため,以 下の検討では awと owを 区別せ

ずに一括して断端 (十)と して扱った.

B)N>R相 対非治癒切除

N>R相 対非治癒単因子119例の 1生 率は70.6%,3

生率は32.8%, 5生 率は20.2%で あ り,24例 が 5年 以

非治癒切除胃癌における切除断端陽性例の臨床 ・病理学的検討  日 消外会議 26巻  7号

Fig. 1 Survival rate of patients who had non-
curative resection simply due to cancer
infltration at the resection margin of the stom-
ach. Survival rate of patients with cancer
infiltration at the anal resection margin (aw
(+)) is higher than that of patients with cancer
infrltration at the oral resection margin (ow
(+)). However, there are no significant
differences between two groups.
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Vears arter surgery

上生存 した。これに対 して断端 (十)を 合併した30例

の 1年 ,3年 ,5年 生存率はそれぞれ46.7%,10.0%,

6.7%で あ り,2例 が 5年 以上生存 したに過ぎなかった

(Fig.2).

両群の生存率には有意差 (p=0.0001)が あ り,N>

R相 対非治癒切除例においては断端 (十)合 併例の予

後は有意に悪かった。

背景要因では男女比に有意差が認められたが (単因

子82:37,断 端 (十)11:19:p<0.01),ほ かの要因

には差が認められなかった。

C)N>R絶 対非治癒切除

50例の N>R絶 対 非 治癒 単 因子 例 の 1生 率 は

38.0%, 3生率は12.0%, 5生率は10.0%であ り,断

端(十)合併21例のそれは42.9%,4.8%,4.8%で あっ

た (Fig。 3).

両群の生存率および背景要因に差を認めなかった。
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Fig. 2 Survival rate of patients who had N>R
relatively non-curative resection with or without
cancer infiltration at the resection margin of the
stomach. Survival rate of patients without cancer
infiltration at the resection margin is significantly
higher than that of patients with cancer
infiltration at the resection margin.

D)S3遺 残

近接臓器への直接浸潤を取 りきれなかったことによ

る非治癒は 7例 あ り,そ の 1年 , 3年 , 5年 生存率は

それぞれ42.9%,28.6%,14.3%で あった.一 方,S3

に断端 (十)を 合併 した例は 5例 で, 1生 率は40.0%

であるが 2年 以上の生存例はなかった (Fig.4).

生存率に大きな開きがみられたが,症 例数の不足か

ら有意差 とはならず(p=0.2),ま た背景要因にも差は

みられなかった。

E)Pl

Pl単因子例は54例あり,そ の 1, 3, 5年 生存率は

それぞれ55.6%,27.8%,11.1%で あ り,断 端 (十)

合併例はそれぞれ78.6%,21.4%,7.1%で 2群 間に差

はなく,背 景要因にも差を認めなかった (F七.5).

F)P2-3

単因子32例の 1生率は46.9%,3生 率は6.3%,5生

率は3.1%で あった.断 端 (十)合 併11例の 1生 率は

36.4%であ り,全 例 2年 までに死亡したが,両 群の生

存率および背景要因に有意差を認めなかった (F七.
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Fig. 3 Survival rate of patients who had N)R
absolutely non-curative resection with or without
cancer infiltration at the resection margin of the
stomach. Two survival curves are very similar,
and there are no significant differences between
two groups.
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G)2因 子以上

断端 (十)以 外の 2つ 以上の非治癒因子を持つ症例

141例の術後 1,3,5年 生存率は28.4%,5.7%,4.3%

であ り,断 端 (十)合 併59例のそれは28.8%,3.4%,

3.4%で あった (Fを.7)。

2群 の生存率および背景要因に差を認めなかった。

考  察

胃癌を切除してもそれが治癒切除と認められない条

件は幾つかあり,断 端 (十)も その 1つ である。ほか

の非治癒因子の うち Pl_3,H13,S3は すべて Stage IV

にランクされているが, この断端 (十)は N>Rと と

もに Stageに無関係な因子となっている。

現在,胃 痛取扱い規約が改訂されようとしてお り,

それに伴って断端 (十)の 規定も変わろうとしている。

すなわち現行の規約。では肉眼的に10mm以 内,組 織

学的に5mm以 内に癌があれば断端 (十)と して非治癒

とされているが,新 しい規約では断端まで少しでも距

離があれば癌の遺残なしと認め,根 治すなわち治癒 と

認めようとしている。このことは規約の中から少しで

もあいまいさを除去しようとしているのであって,癌
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Fig. 4 Survival rate of Sg patients with or with-
out cancer infiltration at the resection margin of
the stomach. Survival rate of patients without
cancer infiltration at the resection margin is
higher than that of patients with cancer
infiltration at the resection margin.

1001

に接するように切除してもよいということではない.

癌の肉眼型や組織型,進 行状況,患 者の年齢や一般状

態などを考慮 した合理的な手術をするよう心掛けねば

ならないことは自明の理である。本稿は現行の規約に

基づいたが,断 端についての根本的な理念は現規約で

も新規約でも同じであると考えている。

手術に際して,外 科医は常に断端 (十)を 念頭にお

いて切除を行っているが,断 端 (十)が 患者の予後に

及ぼす影響はあまり大きくないと思われる。非治癒切

除例を対象とした今回の検討では,断 端 (十)の 影響

がみられたのは N>R相 対非治癒切除例のみであっ

た。単因子119例の 5生 率20.2%に対して,断 端 (十)

を合併した30例は6.7%で あった。しかし,同 じN>R

でも絶対非治癒切除例では断端 (十)の 影響がみられ

ず,S3症 例で似たような傾向がみられたものの有意差

はなく,腹 膜転移例や 2因子以上合併4/1ではまった く

差が認められなかった。背景要因に多少の偏 りがみら

れたが,有 意差が認められたのは断端陽性単因子例 と

非治癒切除冒癌における切除断端陽性例の臨床 ・病理学的検討  日 消外会誌 26巻  7号
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Fig. 5 Survival rate of P, patients with or with.
out cancer infiltration at the resection margin of
the stomach. No significant differences are obser-
ved between the survival rate of P, alone and
that of Pr plus cancer infiltration at the resection
margin.
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Years after surqery

N>R相 対非治癒切除421の男女比だけであって,生 存

率になとんど影響を与えないと思われる。 し たがって

断端 (十)の 影響が認められない原因は遺残腫瘍量の

多さの違いにあると考えられ,今 回の検討対象から除

外 した肝転移例に対しても同じことがいえるのであろ

うと推定している。

このように断端 (十)が 予後に与える影響があまり

大きくないと考えられるため,ほ かの非治癒要因がな

い断端 (十)例 に対して再手術するかどうか難 しい問

題である。第58回胃癌研究会分でも主題にとりあげ ら

れて活発に議論された,早 期癌に対する当院の検討ゆ

では,1,012例 中11例が断端 (十)と なり,全 例経過観

察をしたところ,1例 が 6か 月後に吻合部再発をした。

この 1例 は再手術し6年 以上生存 しており,ほ かの10

例には再発を認めていない。早期癌の断端 (十)は 慎

重に経過観察をし,再 発を確認してから再手術をして

も遅 くないと考えている。

癌細胞を遺残する断端 (十)は できるだけ避けなけ

ればならないが,肝 転移や腹膜転移の高度な患者に対
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Fig. 6 Survival rate of P2-3 patients with or
without cancer infiltration at the resection mar-
gin of the stomach. There are no significant
differences between two groups.
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Fig. 7 Survival rate of patients who had two or
more non-curative factors with or without cancer
infiltration at the resection margin of the stom-
ach. There are no significant differences between
two groups.
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しては胃全摘せずに断端 (十)承 知で胃切除をするこ

とがよく行われている。西山らつは80歳以上の高齢者

では胃全摘後に日常生活動作の低下が認められたが幽

門側亜全摘例では良好な経過が期待できると述べてい

る。また,胃 全摘に比べて通常の胃切除の方が術後の

トラブルが少なくquality of life(QOL)も良いこと

はよく経験することである.

今回の検討結果は,高 度進行例に対して,QOLを 重

視して多少の断端 (十)に こだわらない手術が間違い

ではなかったことを証明する結果となったが, ここで

強調しておかなければならないことは,本 稿の要旨は

決してすべての断端 (十)を 容認しているものではな

いとい うことである。診断技術や治療手技の向上に

よって治癒切除例の生存率が向上してきたとはいえ,

非治癒切除例の生存率の向上はみられていない。。し

たがって,予 後に及ぼす断端 (十)の影響は少ないが,

それはほかに大きな非治癒因子がある場合に限られ,

治癒切除や相対非治癒切除が期待できる症例では断端

に癌を遺残 しないよう努力しなければならない。その

ために精度の高い手術が求められてお り,胃 癌に対す

る唯一確実な治療法を外科医自らが放葉するような愚

は避けるべきであろう。
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A Study on Cancer rdtradon at the Resection Margin in Patents Hrith Cas血

Cancer who Underwent Non‐ cwatve Castt Resecton

Yoshitaka Yamamura,Tsuyoshi ttto,Junichi Sakamoto,Takashi Hirai,Kenzo Yasui,

Takeshi Morimoto,Tomoyuki Kato,Mitsunori Yasue,

Seiichi Miyaishi and Hiroaki Nakttato

Department of Gastroenterologlcal Surgery,Achi Cancer Center Hospital

The influence of cancer infiltration at the resection margln(infilt(+》On prOgnOsis for 683 patients who

underwent nontcurativegasthc resection from 1965 to 1984 was studied.The threetyearsurvivalrates 13YSRlwere

evaluated statistically.3YSR ofaw(十)and oW(十)were 40.69t and 36.096.3YSR were 32.896in patients with a single

factor of N>R relatively non,curative resection and 10.096 in patients with two factors of NDR relatively non‐

curative resection plus infilt(十)(p=0.0001).In N>R absolutely nonモurat市e resection,3YSR of N>R alone was

12.8%and that of NDR plus infilt(十)was 4.8%い ot sttmificant,NS).In S3,3YSR of S3 a10ne and S3 pluS innit(十)
were 28.696 and 096(NS)。3YSR were 27.896 and 6.3%in patients having the single factor of Pl and P2■a10ne,and

21.496 and 096in patients with the factors of Pl and P2増pluS infilt(十)βWS).3YSR were 5.796 in patients with more

than two nonturative factors alone and 3.496 in patients with more than two factors plus infilt(十).From these
results,it was concluded that the prognosis for the patients having positive in■ltration at the resected margin was

not wong in those with a large tumor burden.
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