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動脈の分岐走行とリンパ節転移状況からみた

結腸癌の部位別 D2郭清術

京都府立医科大学第 1外科,京 都第 2赤十字病院外科
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術前血管造影を行い,D2以上の根治術を行った結腸癌344例を対象に,主幹動脈の走行変異 とn2症例

(63例)の転移状況から,深 達度 sm_mpの 結腸癌に対 して D2郭清を行 う場合の切除範囲を,占 居部位

別に検討して以下の結論を得た。回盲部癌は,回結腸動脈の分岐変異は認めず,n2転移は No 202の み

であり,回 盲部切除で D2郭清可能である.上 行結腸癌は,主 幹動脈の分岐走行変異が豊富で,■2の転

移部位 も多様であり,D2郭 清 といえども右半結腸切除を要する。横行結腸癌は,横 行結腸切除にて D2

郭清可能なものが多いが,右 側では右 ・中結腸動脈が共通幹を有する場合,右 半結腸切除を行うべき

であり,左 側では副中結腸動脈に注意が必要である。左結腸動脈 とS状 結腸動脈第 1枝 が共通幹を形

成 している場合,下 行結腸癌では No 242 1を ,S状 結腸癌では No 232を 含めて郭清すべきである。

S状 結腸癌はn2症例の39%に No 252転 移を認めたことよりD2郭清では No 252の 郭清が必須であ

る。
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cancer, lymph node metastasis in colon cancer, laparoscopy assisted colectomy

はじめに

結腸癌に対する根治手術 としては,D3郭 清が標準術

式 として広 く行われてきたlj~。
。しかし,最近早期結腸

癌の占める割合の増加や腹腔鏡下手術の発達などに伴

い,縮 小手術 も積極的に行われつつある。い。つまり手

術方法 も画一的ではなく根治性を考慮 しつつ,そ の進

行程度に応 じた,よ り合理的な手術が必要となってき

た.す でに報告したように当教室では,結 腸癌に対す

るD2郭清の適応を,壁 深達度が粘膜下層 (sm)か ら回

有筋層 (mp)ま での症例 としているがつ～り,結 腸嘱に

おけるD2郭清で的確な切除範囲を決定するのは必ず

しも容易ではない。その最大の理由として,結 腸の主

幹動脈は走行変異が多 く,そ れに伴って輸出リンパ流

も変異が多いことがあげられる1の～10。
今回筆者らは,

血管造影所見から結腸主幹動脈の走行変異の分岐型 と

頻度を観察し,さ らに結腸癌 n2症例の転移状況を観察

することにより,動 脈の分岐走行変異およびリンパ節
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転移状況を考慮にいれて D2郭 清を行 う場合の切除範

囲を占居部位別に検討 したので報告する。

対象と方法

対象は1973年 4月 より1993年 3月 まで京都府立医科

大学第 1外 科学教室および京都第二赤十字病院外科に

おいて,術 前血管造影を行い,D2以 上の根治切除を施

行 した結腸癌344例 (回盲部癌 :34例 ,上 行結腸癌 :62

例,横 行結腸癌 :27例 ,下 行結腸癌 :30例 ,S状 結腸

癌 :191例 )で ある。血管造影は,腹 腔動脈造影を344

例の全例に施行 し,占 居部位に応 じて上腸間膜動脈造

影を273例,下 腸間膜動脈造影を260例 に行った.そ し

て,回 結腸動脈,右 結腸動脈,中 結腸動脈,左 結腸動

脈,S状 結腸動脈の分枝走行に関する変異の頻度を検

索した。結腸癌344例のリンパ節郭清は,D2郭 清45例,

D3郭 清299例であった。リンパ節転移はn。(161例),nl

(96例),■2(62例 ),n3(11例 ),n4(14例 )で あった。

このうち■2の62症例のリンパ節転移部位を,占 居部位

別に観察した。なお n2症例の癌占居部位別内分けは回

盲部癌 :9例 ,上 行結腸癌 :11例 ,横 行結腸癌 :7例 ,

下行結腸癌 i3例 ,S状 結腸癌 i32例 で,壁 深達度は
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Fig. 1 Branching patterns of right colic artery.
SMA: superior mesenteric artery, MCA : middle
colic artery, RCA: right colic artery, ICA: ileo
colic artery
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Fig. 2 Replaced origin of middle colic artery
(MCA). The MCA branched from the inferior
mesenteric artery.

結腸動脈が腹腔動脈の分岐である膵背動脈から分岐す

ると考えざるをえない症例が 1例 と下腸間膜動脈起始

部から分岐すると考えざるをえない症例が 2例 存在 し

た (Fig。2)。また本来の中結腸動脈 とは別に,横 行結

腸の左半部分を栄養する動脈を副中結腸動脈 と定義 し

たところ,副 中結腸動脈は113例(33%)に 認められた。

これら副中結腸動脈の起始部は,上腸間膜動脈が102例

(90%),下 腸間膜動脈が 5例 (5%),84‐背動脈が 5例

(4%),陣 動脈が 1例 (1%)で あった (Fig。3).

(2)下 腸間膜動脈系の分岐走行変異

中結腸動脈または副中結腸動脈以外の下腸間膜動脈

の第 1分枝を左結腸動脈 と定義した14Ⅲ10ところ,左結

腸動脈は,観察した260例全例で下腸間膜動脈より分岐

していた.さ らに左結腸動脈 とS状 結腸動脈の関係を

調べたところ,分 岐パターンは 3型 に分類された。す

なわち 1型 :左結腸動脈が単独で下腸問膜動脈より分

岐する症例 (151例,58%), 2型 :左結腸動脈 とS状

結腸動脈第 1枝 が共通幹を形成する症例 (70例,27%),

3型 :左結陽動脈 とS状 結腸動脈第 1枝 が下腸間膜

動脈より同時分岐する症例 (39例,15%)で あった(Fig.

4 ) 。

S状 結腸動脈を左結腸動脈または上直腸動脈から直

接分枝 して S状 結腸に向かう動脈であると定義 し,そ

Type l(n=112)

4 1 %

Type 2(■=52)

19銘

RCA brancttd from SMA   RCA branchcd froHI SMA

TJPe 3(障38)            Type 4(n=71)

14%               26%

RCA branched from SMA    RCA was absent

mp:1例 ,ss:33例 ,se:19例 ,韻 :9例 であった。

また占居部位, リンパ節番号などの用語は大腸癌取扱

い規約 (改訂第 5版 )ス)によった.

結  果

I.結 腸主幹動脈の分岐走行変異

(1)上 腸間膜動脈系の分岐走行変異

回結腸動脈は観察を行った273例全例で上腸間膜動

脈より分岐 しており,走 行変異は認めなかった。右結

陽動脈 とは主に上行結腸の肛問側半分を栄養し,そ の

中枢側に独自の中間 リンパ節領域を有するものとした

ところ,右 結腸動脈の分岐パターンは 4型 に分類され

た111すなわち,1型 :右結腸動脈が上腸間膜動脈から

分岐する症例 (112例,41%), 2型 :右結腸動脈が中

結腸動脈から分岐する症例 (521/11,19%), 3型 :右結

腸動脈が回結腸動脈から分岐する症例 (38例,14%),

4型 :右結腸動脈が認められない症例 (71例,26%)

であった (Fig。1).

中結腸動脈はWaldeyerlのが示 した 「上腸間膜動脈

より右方に分枝する 1番 目の動脈枝で,結 腸を栄養す

るものを中結腸動脈 とする」との定義を用いたが,中
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Fig. 3 Accessory middle colic artery (acc-NICA).

The acc-MCA branched from the suoerior
mesenteric artery.

Fig, 4 Branching patterns of left colic artery.
IMA: inferior mesenteric artery, LCA: left colic
artery, SA.. l  :  the frst sigmoidal artery

Type I (n=lsl) Type 2 (n=70) Type 3 (n=39)

s\qa 21Ea t'59o

LCAindependendy LCAmdSA-lhad LCAmdSA-l

brmched from IMA. common trunk. simultmeously

brmched from IMA.

の分岐本数を調べたところ1本 :18%(47例 ), 2本 :

40%(104例), 3本 :32%(83例 ), 4根 :7%(18例 ),
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Fig. 5 Branching pattern of sigmoidal artery
(SA) .
Fig. 5A Single branch type.
Fig. 5B Five branch type.

5本 :3%(8例 )で あった (Fig.5A,B).

H.結 腸癌 n2症例の占居部位別 リンパ節転移状況

(1)回 盲部癌 (9例 )

回盲部癌の第 2群 リンパ節転移は,回 結腸動脈 リン

パ節 (No 202)の みに認め,他 の第 2群 リンパ節の転

移は認められなかった (Fig.6).

(2)上 行結腸癌 (11例)

上行結腸癌では右結腸動脈 リンパ節 (No.212)に ,

55%の 転移が認められたほか,回 結腸動脈 リンパ節

(No.202)に 27%,中 結腸動脈 リンパ節 (No,222)に

18%の 転移が認められた (Fig.7).

(3)横 行結腸癌 (7例 )

横行結腸癌では,中 結腸動脈 リンパ節 (No.222)に

70%の 転移が認められ,右 結腸動脈 (No.212)に 30%

の転移が認められた。No.212転 移陽性症例は全て右

側の横行結腸癌で,右 結腸動脈が中結腸動脈から分岐

する症例であった (Fig.8).

(4)下 行結腸癌 (3例 )

下行結腸癌の第 2群 リンパ節転移陽性症例は 3例 の

みで,転 移部位は左結腸 リンパ節 (No 232),第 lS

状結腸 リンパ節 (No.2421)の いずれかであった

(Fig. 9).

結腸癌の部位別 D2郭 清術
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Fig.6 Distribution of

caecum colon cancer

No 202:100%

Iymph node metastasis in
with n, rn"1ur1usis. (n:9)

Fig. 7 Distribution of lymph node metastasis in

descending colon cancer with n2 metaStasis (n=

11)

No 202:27%,No 212:55%,N0 222:18%

(5)S状 結腸癌 (32例)

S状 結腸癌では,第 lS状 結腸 リンパ節 (No.2421)

に,45%の 転移が認められ,第 2S状 結腸 リンパ節(No

53(713)

Fig. 8 Distribution of lymph node metastasis in

transverse colon cancer with n2 metaStasis(n=

7)

No 212:30%,No 222:70%

Fig. I Distribution of lymph node metastasis in

descending colon cancer with n, metastasis. (n--

3 )

2422)に は,61%の 転移が認められた。さらに直腸傍

動脈 リンパ節 (No.251)に 12%の 転移を認め,下 腸間

膜幹 リンパ節 (No.252)に も39%の 転移を認めた.ま



Fig. 10 Distribution of lymph node metastasis in

transverse colon cancer with n2 metastasis (n=

32)

No 242 1:45%, No 242 2:61%, N0 2423:

25%,No 251:12%,N0 252:39%

た左結腸動脈 と第lS状 結腸動脈が共通幹 を形成する

症例 (2型 )で は,左 結腸動脈 リンパ節 (No 232)に

も転移を認めた症例が 1例 あった (Fig,10).

考  察

結腸癌の外科的治療成績を左右する因子 としてリン

パ節転移は重要であり, リンパ節郭清の重要性は改め

て指摘するまでもない。従来結腸癌に対 してはD3郭清

が標準術式 として行われてきたが1卜5),むやみに過剰

の郭清を行うことは組織,臓 器の副損傷の機会を増や

し,さ まざまな合併症や機能障害の頻度を増す原因と

もなることは否めない。一方,最 近内視鏡などの術前

診断法の発達 によ り早期大腸癌の発見率が高 くな

り1の1り
,ま た各種画像診断法の進歩により大腸癌の壁

深達度およびリンパ節転移の程度が術前にかなり予想

できるようになってきた1り～21)。それに伴って進行度・

リンパ流に応 じた適正な切除 ・合理的郭清 ・縮小手

術。いが注目され施行されるようになってきた。深達度

とリンパ節転移の関係をみると,筆 者 らもすでに報告

したようにゆり,固 有筋層にとどまる症例のリンパ節転

移はn2以下であるとの報告が多い。したがって,筆 者

らはD2郭清の適応を,術前および術中に深達度が粘膜

下層から固有筋層 と診断された症例 としている。

結腸癌のリンパ節転移状況の観察からみると,結 陽
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においては主幹動脈根部に向かう中枢方向へのリンパ

流が,辺 縁動脈に沿った腸管軸方向へのリンパ流より

優勢であるとの報告が多いり191また,詳細な解剖学的

検討を行った佐藤
1のは,結 腸のリンパはそのほとんど

が主幹動脈に沿って中枢に向かうと述べている。この

ような結腸の輸出リンパ流を考慮 し合理的郭清方法を

検討するときに問題 となるのは,癌 腫の占居部位 と主

幹動脈の分岐様式の関係である。すなわち結腸におい

ては主幹動脈の分岐走行変異lll~10のため,同 じ占居部

位でも症例により,支 配血管が異なることが合理的な

郭清や縮小手術を難 しくしている。今回筆者 らは術前

血管造影により主幹動脈の分岐様式を観察し,併 せて

n2症例の転移状況を占居部位別に観察することによ

り,合 理的 D2郭清の方法について検討 した。

回結腸動脈は分岐変異を認めず,回 盲部癌では第 2

群 リンパ節転移は,回 結腸動脈 リンパ節以外には転移

を認めなかった。 し たがって回盲部癌は No.202を 含

む回盲部切除を行えば D2郭清可能 となる。

右結腸動脈はいずれの報告を見ても1め14)lo分
岐走行

変異が多 く,甲 田】いによれば右結腸動脈が上膜間膜動

脈から分岐する頻度は40%で あり,自 験例でも41%で

あった。また,山 口のは上行結腸癌の栄養動脈は複数の

ことが多いことを報告している。さらに今回の検討で

上行結腸癌の第 2群 リンパ節転移は,No 202に 27%,

No 212に 55%,No 222に 18%と ,広 い範囲に分布 し

ていた。 したがって,上 行結腸癌の輸出リンパ流には

かなりの vaHajonが あり,D2郭清 と言えども,右半結

腸切除を要する。

中結腸動脈は,横 行結腸のほぼ中央で右枝 と左枝に

分かれ,そ れぞれに独自の走行変異を有している22jの

で,横行結腸癌に対するD2郭清の術式も右側 と左狽1に

分けて検討 した。まず,右 側の横行結腸に関して,中

結腸動脈 と右結腸動脈が共通幹を形成 している症例が

19%,右 結腸動脈が欠損 し中結腸動脈右枝が上行結腸

の一部 を栄養する症例が26%あ り,こ れ らを併せた

45%の 症例では,右 側の横行結腸 と上行結腸が共通の

中間 リンパ節領域を形成すると考えられた。 こ れらの

分岐走行変異を反映 して,横 行結腸癌 n2症例では,右

結腸動脈 リンパ節 (No,212)に 30%の 転移を認めた。

したがって右側の横行結腸癌のうち,上 行結腸 と共通

のリンパ節領域を有する症例では,D2郭 清でも右半結

腸切除を要する。左側の横行結腸癌のうち,副 中結腸

動脈が存在する症例 (33%)で は,そ の起始部に応 じ

て輸出リンパ流が異なるので,副 中結腸動脈の起始部

5 4 ( 7 1 4 ) 結腸癌の部位別 D2郭 清術
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に応じて郭清範囲に工失を要する。 こ のことは副中結

腸動脈が膵背動脈から分岐した症例において,No 8a

にリンパ節転移があったことからも推察された。

左結腸動脈は,27%の 症例で S状 結腸動脈第 1枝 と

共通幹を形成しており,こ のような共通幹を形成 して

いる下行結腸癌 n2症例 は 1例 のみであったが,No

2421に 転移を認めた。よって S状 結腸動脈第 1枝 と

共通幹を形成する下行結腸癌では,No 242 1も 含め

て郭清すべきである,逆 に本共通幹を有するS状 結腸

癌で No.232に 転移を認めた症例 もあった.し たがっ

て,本共通幹を有し,S状 結腸動脈第 1枝 が栄養動脈に

含 まれるS状 結腸癌ではNo.232を 含めた郭清を行

うべきである。

S状 結腸動脈の本数はvariationが多いが,そ の本

数に関係なくリンパ流 としては下腸問膜動脈根部に向

かう流れが主流であり,S状 結腸癌 n2症例の39%に 下

腸間膜幹 リンパ節 (No 252)転 移を認めた。したがっ

て,S状 結腸癌に対するD2郭清手術では No.252の 郭

清が必須である。

以上述べたごとく結腸は回盲部のように支配血管お

よび起始部のいずれも一定 している部位や,横 行結腸

左側のように支配血管は一定していても起始部の変異

が多い部位,ま た上行結腸のように支配血管および起

始部のいずれも変異が多い部位など,さ まざまであっ

た。したがって,走 行変異のない部位では定型的 D2郭

清を行いえるが,走 行変異の多い部位では,そ れぞれ

の走行変異に対応した術式を選択すべきであると考え

られた.そ の際,術 前に血管造影を行えば,動 脈の分

岐走行変異および栄養動脈が明らかになり,よ り的確

な D2郭清を行えるが,全例に血管造影を施行すること

は必ずしも容易なことではない。しかし術中でも慎重

に観察を行えば分岐走行変異を観察することは可能で

あり,そ の場合に分岐様式について認知してお くこと

が重要である。ただし,脂 肪組織が多い症例や癒着の

著明な症例ではその観察は困難なことが多い。また,

最近試みられつつある腹腔鏡補助下の D2郭清を伴 う

結腸切除術では,視 野が狭いため,全 体的な分岐走行

を観察することは困難である.今 回筆者らが得た結果

から,各部位別に腹腔鏡補助下の D2郭清について検討

すると,回 盲部癌は走行変異がないので,そ のよい適

応になると考えられた.さ らに,下 行結腸からある程

度離れた肛門側の S状 結腸癌 も上直腸動脈を根部で

切離すれば,ほ とんどの場合 D2郭清可能 と考えられ

た。また,横 行結腸癌,下 行結腸癌や上部の S状 結腸
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癌では,術 前に血管造影 または DSA(digital subtrac‐

tion angiography)を行 えば,走 行変異に応 じて腹腔

鏡補助下の D2郭清 を行いえると考えられた。しか し上

行結腸癌ではほとんどの場合,右 半結腸切除を要する

ので適応は慎重に決定すべきであると考 えられた。

今回筆者が行 った検討により,結 腸癌においても合

理的 D2郭清は可能であると考えられた.し か し,今 回

筆者 らが示 した手術方針が妥当か否かは,遠 隔成績で

半J定しなければならない。現在当教室では,こ の方針

に基づ き結腸癌 D2郭清手術 を施行 し,遠隔成績 を検討

中であ り,今 後 はこの遠隔成績 をふ まえたうえで,D2

郭清の有効性について,再 度報告 したい。
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Extent of D2 Surgery for Colon Cancer According to Tumor Location with
Respect to Vascular Anatomy and Lymph Node Metastasis

Hirokazu Yada, Kiyoshi Sawai, Miyakatsu Ohara, Masataka Shimotsuma, Hiroki Taniguchi,
Toshio Takahashi, Osamu Ikawa*, Makoto Katoh*, Shigeru Takahashi*,

Hiroshi Izumi*, Atsushi Takenaka* and Hajime Tokuda*
First Department of Surgery, Kyoto Prefectural University of Medicine

*Department of Surgerl', Kyoto Second Red Cross Hospital

In order to determine the extent of D2 surgery for colon cancer in each location, we reviewed the
angiograms of 344 colon cancer patients and lymph node metastasis of 63 colon cancer patients with n2
metastasis. Our findings were summarized as follows: Since the ileocecal artery always branched from the
supeiror mesenteric artery and n2 metastasis of cecum cancer was limited to No. 202, D2 surgery for
cecum cancer can be carried out using ileocecal resection. As the right colic artery had variant origins
and ascending colon cancer had n2 metastasis in various n2 stations, D2 surgery for ascending colon
cancer requires right hemicolectomy. The middle colic artery forked into the right and left branches and
each branch had different branching variations. When the right colic artery and the middle colic artery
has a common trunk, D2 surgery for D2 surgery for transverse colon cancer on the right side should be
performed usin right hemicolectomy. When the left branch of the middle colic artery has an independent
replaced origin, lymph node dissection should be modified according to the variant origin. When the left
colic artery and the first sigmoidal artery have a common trunk, lymph node dissection should include No.
242-l for descending colon cancer and No. 232 for sigmoid colon cancer respectively. D2 surgery for
sigmoid colon cancer should include dissection of No. 252, because 39% of sigmoid colon cancer with 2
metastases showed metastasis of that station.
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