
はじめに

リンパ節転移を有する大腸癌の中には，同じリンパ

節転移陽性例で，同等のリンパ節郭清を行っても再発

する症例と再発しない症例が存在する．従来定義され

ているリンパ節転移陽性とは，癌細胞が 1つだけでも

転移陽性とされるが，実際には，リンパ節転移陽性例

でも転移リンパ節の個数や大きさ，癌の占居形態など，

症例によってさまざまである．そこで今回，われわれ

は同じリンパ節転移陽性例であってもその占居形態の

違いによって生物学的悪性度に差があるのではないか

と仮定し，転移陽性リンパ節内における癌細胞の占居

形態からリンパ節再発との関係を検討した．なお，深

達度 se（a2），si（ai）といった高度浸潤例では，剥離面

からの再発や腹膜播種性転移再発の因子が加わり，検

討が困難になることから，これらを除いた漿膜（外膜）

非浸潤大腸癌を対象とした．

対象と方法

1986年から1995年までの10年間に東京女子医科大

学消化器外科学教室でD2郭清以上の手術がなされた

単発大腸癌は1,286例あった．これらのなかで根治度A

が得られた漿膜（外膜）非浸潤大腸癌は673例で，この

うちリンパ節転移が陽性であった150例を検討対象と

した．

リンパ節転移陽性例150例の内訳は，1群113例，2群

30例，3群 4例，4群 3例であった．占居部位は結腸90

例（盲腸：9例，上行結腸：18例，横行結腸：12例，下

行結腸：13例，S状結腸：38例），直腸60例（Rs：11

例，Ra：15例，Rb：34例）であった．壁深達度は，sm

癌12例，mp癌22例，ss 癌（a1癌）116例であった．

リンパ節転移陽性例150例の総転移リンパ節個数は

402個であった．転移リンパ節最大割面における腫瘍細

胞の占める面積を腫瘍占居率として10％ごとに区切り

分布をみたところ，二峰性の分布を示した（Fig. 1）．

そこで腫瘍占居率50％未満をmild type, 50％以上を

massive type として 2群に分類した（Fig. 2）．リンパ

節転移陽性例150例の転移陽性最遠隔リンパ節は腫瘍

占居形態からmild type が77例（51.3％），massive type

が73例（48.7％）に分かれた．リンパ節の腫瘍占居形態

による生物学的悪性度の差をみるため，腫瘍占居形態

別に，性差，平均年齢，主腫瘍の占居部位，肉眼型，

環周率，組織学的壁深達度，組織型，脈管侵襲などの

臨床病理学的背景因子を検討し，さらに，転移リンパ

節の転移個数，転移部位，最大径，腹腔内リンパ節再
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mild type massive type

mild type :defined as an occupying rate of less than 50%�
massive type :defined as an occupying rate of 50% or more

発について検討した．なお，転移陽性最遠隔リンパ節

とは，郭清したリンパ節のうち転移陽性だった最大の

n-number のリンパ節と定義し，複数個あった場合に

は最大径が一番大きいリンパ節とした．なお，切除標

本の扱いは大腸癌取扱い規約1）に従い，切除標本におけ

るリンパ節の検索は触診法で行い，リンパ節の大きさ

は，ホルマリン固定後最大切片で割面を作り，ノギス

または接眼マイクロメーターを用い算出した．リンパ

節転移陽性例における腹腔内リンパ節の累積無再発率

は，術後CTにて腹腔内リンパ節転移が診断された時

点でリンパ節再発とし，他臓器再発をきたしたものお

よび他病死したものは，その時点で腹腔内リンパ節再

Fig. 1 Distribution of metastatic lymphnodes in patients with colo-rectal cancer on

the basis of the tumor-occupying rate（n=402）

Fig. 2 Tumor-occupying types of metastatic lymph nodes
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Table 1　Clinicopathological factors in patients with colo-rectal cancer on 
the basis of tumor-occupying types（n ＝ 150）

massive type
（73/150 ＝ 48.7 %）

mild type
（77/150 ＝ 51.3 %）

tumor-occupying
type

N.S.44：2954：23sex（♂：♀）

N.S.61.3 ± 1.3 62.3 ± 1.2 age（year）

location

36C

612A

N.S.
75T

58D

1919S

3327R

macroscopic type

330

961

N.S.
57602

463

004

025

circular rate of tumor

N.S.
4034＜ 50 %

3343≧ 50 %

histologic depth of invasion

84sm

N.S.1012mp

5561ss

histologic type

3329well

p ＜ 0.012847mod.

p ＜ 0.0150por.

p ＜ 0.0171muc.

vessel invasion

N.S.
127ly（－）

6170ly（＋）

N.S.
4038  v（－）

3339  v（＋）

p＜ 0.013.4 ± 0.42.0 ± 0.2number of lymphnode

p ＜ 0.019.2 ± 0.75.7 ± 0.4maximal diameter of 
lymphnode（cm）

発がないと確認できたものを打ち切り例として算出し

た．統計学的な有意差検定は t検定および χ2検定を用
いた．累積無再発曲線はKaplan-Meier 法を用いて作

成し，有意差検定はCox-Mantel 検定で判定した．

成 績

1．転移陽性最遠隔リンパ節における腫瘍占居形態

別の臨床病理学的背景因子（Table 1）

mild type 77例，massive type 73例の男女比は，mild

type が54：23, massive type が44：29で差はなかっ

た．平均年齢は，mild type が62.3±1.2歳，massive type

が61.3±1.3歳で差はなかった．主腫瘍の占居部位は，

mild type 77例では，盲腸：6例，上行結腸：12例，横

行結腸：5例，下行結腸：8例，S状結腸：19例，直腸：

27例で，massive type 73例では，盲腸：3例，上行結

腸：6例，横行結腸：7例，下行結腸：5例，S状結腸：

19例，直腸：33例で占居部位に差はなかった．

主腫瘍の肉眼型は，mild type, massive type ともに 2

型が多かったが差はなかった．

主腫瘍の環周率は，mild type 77例中50％未満が34

例，50％～全周が43例で，massive type 73例では，そ
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れぞれ40例，33例で差はなかった．

主腫瘍の組織学的壁深達度は，mild type 77例では，

sm：4例，mp：12例，ss 癌（a1癌）：61例で，massive

type 73例では，sm：8例，mp：10例，ss 癌（a1癌）：

55例で壁深達度に差はなかった．

主腫瘍の組織型は，mild type 77例では，高分化型腺

癌29例（37.7％），中分化型腺癌47例（61.0％），低分化

型腺癌 0例，粘液癌 1例（1.3％）で，massive type 73

例では，高分化型腺癌33例（45.2％），中分化型腺癌28

例（38.4％），低分化型腺癌 5例（6.8％），粘液癌 7例

（9.6％）で，mild type では中分化型腺癌が有意に多く

（p<0.01），massive type では低分化型腺癌および粘液

癌が有意に多かった（p<0.01）．

主腫瘍の脈管侵襲は，リンパ管侵襲がmild type 77

例では，陽性70例（90.9％）で，massive type 73例では，

陽性61例（83.6％）で差は無かった．静脈侵襲は，mild

type 77例では，陽性39例（50.6％）で，massive type

73例では，陽性33例（45.2％）で差は無かった．

リンパ節転移陽性例150例の転移個数は，平均2.7個

で，mild type 77例では2.0±0.2個，massive type 73例で

は3.4±0.4個で，massive type で有意に多かった（p<

0.01）．

転移陽性リンパ節の最大径の平均値は，mild type 77

例では，5.7±0.4mm, massive type 73例では9.2±0.7

mmで，massive type で，有意に大きかった（p<0.01）．

2．腫瘍占居形態別のリンパ節転移状況およびリン

パ節再発状況

150例のリンパ節転移陽性例のうち，1群まで転移陽

性であったのは113例で，転移陽性最遠隔リンパ節（1

群リンパ節）がmild type であったのは58例であり，う

ちリンパ節再発 2例，他臓器再発 3例，他病死 1例で

あった．転移陽性最遠隔リンパ節（1群リンパ節）が

massive type であったのは55例で，うちリンパ節再発

11例，他臓器再発 6例，他病死 4例であった．

2群まで転移陽性であったのは30例で，転移陽性最

遠隔リンパ節（2群リンパ節）がmild type であったの

は16例であり，うち 1群 2群の順で，なし‐mild（跳躍

転移）が 7例（他臓器再発 1例，他病死 1例），mild-

mild が 5 例（他臓器再発 1例，他病死 1例），massive-

mild が 4 例（他病死 1例）であった．2群まで転移陽性

であった30例のうち転移陽性最遠隔リンパ節（2群リ

ンパ節）がmassive type であったのは14例で，なし‐

massive が 3 例（リンパ節再発 1例，他病死 1例），mild-

massive が 1 例，massive-massive が10例（リンパ節再

発 4例）であった．

3群まで転移陽性であったのは 4例で，転移陽性最

遠隔リンパ節（3群リンパ節）がmild type であったの

は 3例（他臓器再発 1例），massive type であったのは

1例（他臓器再発）であった．

4群まで転移陽性であったのは 3例（リンパ節再発

1例，他臓器再発 2例）で，転移陽性最遠隔リンパ節

（4群リンパ節）はいずれもmassive type であった（Ta-

ble 2）．

3．転移陽性最遠隔リンパ節の腫瘍占居形態とリン

パ節再発率

リンパ節再発症例はリンパ節転移陽性例150例中19

例（12.7％）であった．19例の占居部位の内訳は，横行

結腸 1例，下行結腸 1例，直腸17例であった．再発部

位は術後の腹部CTや再手術時の術中所見で確認した

もので，横行結腸の 1例は大動脈周囲リンパ節再発で，

下行結腸の 1例は下腸間膜動脈左壁のリンパ節再発で

あり，直腸の17例は，中枢方向のリンパ節再発が 6例，

側方向のリンパ節再発が 5例，両方向のリンパ節再発

が 6例であった．

腫瘍占居形態別にみると，mild type が77例中 2例

（2.6％），massive type が73例中17例（23.3％）で，最遠

隔リンパ節がmassive type で有意にリンパ節再発が

多かった（p<0.05）．リンパ節転移群別にみると，最遠

隔リンパ節がmild type で再発した 2例はいずれも 1

群であり，1群リンパ節転移陽性例113例中 2例（1.8

％）であった．massive type で再発した17例は 1群リ

ンパ節転移陽性例113例中11例（9.7％），2群リンパ節転

移陽性例30例中 5例（16.7％），4群リンパ節転移陽性例

3例中 1例（33.3％）であった．

リンパ節転移の群別の腹腔内リンパ節の累積 5年無

Table 2 State of lymphnode metastasis of tumor-

occupying types（n=150）
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再発率は，1群87.4％，2群81.0％，3群および 4群のリ

ンパ節転移例は75.0％で，リンパ節転移が高度になる

ほど低下傾向を認めたが，各無再発率の間には有意差

はなかった（Fig. 3）．

腫瘍占居形態別に腹腔内リンパ節の累積 5年無再発

率をみると，リンパ節転移陽性例全体では転移陽性最

遠隔リンパ節がmild type で97.3％，massive type では

73.4％で，massive type で有意に不良であった（p<

0.01）（Fig. 4）．

また，1群リンパ節のみに転移陽性であった113例に

おいて，腫瘍占居形態別に腹腔内リンパ節の累積 5年

無再発率をみたところ，転移陽性最遠隔リンパ節（1

群リンパ節）がmild type であったのは58例で累積 5

年無再発率は96.6％と良好であったが，massive type

55例では76.5％で，massive type で有意に不良であっ

た（p<0.01）（Fig. 5）．さらに 2群まで転移陽性であった

30例では，転移陽性最遠隔リンパ節（2群リンパ節）が

mild type であったのは16例で累積 5年無再発率が100

％，massive type は14例で64.3％の累積 5年無再発率

で，massive type で有意に不良であった（p<0.05）（Fig.

6）．

3群および 4群転移陽性例は 7例と症例数が少な

く，腫瘍占居形態別に腹腔内リンパ節の累積 5年無再

発率を比較することができなかった．

考 察

正常リンパ節の基本構造は血管系，リンパ洞系，さ

らには血管・リンパ洞を結び基本構造を保つ細網細

胞，およびその中に存在する種々のリンパ系細胞，組

織球，骨髄由来白血球，肥満細胞などの遊離状，遊走

性細胞などより成る2）．リンパ節転移は，腫瘍細胞が輸

入リンパ管よりリンパ節内に侵入し，辺縁および中間

リンパ洞の細網細胞に捕えられ，増殖しはじめること

Fig. 3 Postoperative lymphnode recurrence free sur-

vival curves in patients with positive lymphnode

metastasis

Fig. 4 Postoperative lymphnode recurrence free sur-

vival curves in patients with mild and massive type

of lymphnode metastasis

Fig. 5 Postoperative lymphnode recurrence free sur-

vival curves in patients with mild and massive type

of n1positive lymphnode metastasis

Fig. 6 Postoperative lymphnode recurrence free sur-

vival curves in patients with mild and massive type

of n2 positive lymphnode metastasis
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によると考えられる3）．

大腸癌リンパ節転移に関して，本邦では大腸癌取扱

い規約1）が用いられているが，これにより分けられた病

期分類が必ずしも予後を反映しないという報告もあ

る4）5）．今回われわれは，転移リンパ節群が同じ症例で

も，転移リンパ節内における腫瘍占居形態の違いに

よって原病巣の生物学的悪性度に違いがあるのではな

いかと考え，リンパ節の50％未満に癌細胞を認めるも

のをmild type, 50％以上に癌細胞を認めるものを

massive type と定義した上で，漿膜（外膜）非浸潤大

腸癌の転移陽性最遠隔リンパ節に注目し，転移リンパ

節内における腫瘍占居形態からリンパ節再発との関係

を検討してみた．

まず，mild type と massive type の臨床病理学的背

景因子では，ほとんどの項目で相関はなく，mild・mas-

sive 分類が独立した予後予測因子になりえる可能性

が示唆された．また組織型で，低・未分化癌がmassive

type に多かったことは，最遠隔リンパ節の腫瘍占居形

態が単に悪性腫瘍の全体量を反映しているだけではな

く，主腫瘍の生物学的悪性度を反映していることが示

唆された．さらに，転移リンパ節個数に関しては，TNM

分類では 3個以下と 4個以上でN-number が変わる．

星野ら6）は，2個以下と 3個以上に分けると，有意に前

者の 5年生存率が良好であったとしている．本検討で，

massive type にリンパ節個数が有意に多かったこと

は，リンパ節最大径が有意に大きかったことを含めて，

悪性腫瘍の全体量を反映していると考えられた．

リンパ節転移の有無および群別分類は，大腸癌の予

後予測因子の 1つとして重要な指標であることは周知

の事実であるが，さらに一歩踏み込んで転移陽性リン

パ節の形態と予後の関係について検討している文献は

数多い．尹7）はリンパ節の被膜の有無で節内限局型と節

外浸潤型に分け，前者は有意に肝転移が少なく，5年生

存率が良好としている．また吉中ら3）は食道癌で，転移

リンパ節内に微小転移があったものや，節外浸潤およ

び脈管侵襲のあったものは，なかったものと比べ 5年

生存率が不良としている．

本検討において，最遠隔転移陽性リンパ節がmas-

sive type ではmild type に比べて有意にリンパ節再発

率が高かった．

リンパ節転移陽性例における腹腔内リンパ節の累積

5年無再発率では，リンパ節転移陽性例全体でも 1群

および 2群転移陽性例でも有意にmassive type で不

良であった．また，3群および 4群転移陽性例は 7例

で，症例数が少なく，腹腔内リンパ節の累積 5年無再

発率を，腫瘍占居形態別に比較できなかったが，7例中

4例は，最遠隔転移陽性リンパ節がmassive type であ

り，1例はリンパ節再発，3例は他臓器再発といずれも

再発していた．このことは，3群，4群といった高度リ

ンパ節転移例で最遠隔転移陽性リンパ節がmassive

type の症例は，単にリンパ節転移のみにとどまらず，

悪性度が高く全身病的な要素があると思われた．

以上より，mild・massive 分類がリンパ節再発の予

測因子になりえることが示唆された．

病理組織所見で最遠隔転移陽性リンパ節がmassive

type の症例は，リンパ節再発の high risk として厳重

に経過観察が必要であると考えられた．

なお，本論文の要旨は第50回日本消化器外科学会総会

（1997年 7 月，横浜）で発表した．
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Study on the Mode of Lymph Node Metastasis of Colorectal
Cancer not Infiltrating Serous Membrane（Outer Membrane）
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150 patients with colorectal cancer not infiltrating serous membrane（outer membrane）were devided into
two groups of patients on the basis of tumor-occupying rates in the most distant positive lymphnodes；77 pa-
tients（mild type）who had tumor-occupying rate of less than 50％ and 73 patients（massive type）of 50％ or
more. Statistical significance between the two groups was seen in the rate of poorly differentiated adenocarci-
noma and mucinous carcinoma, the number of metastatic lymphnode（3. 4 nodes vs 2. 0）, and the maximal di-
ameter of metastatic lymphnode（9. 2mm vs 5. 7）. Postoperative recurrence of the lymphnodes occurred in 2
of the 77 patients with mild types（2. 6％）and in 17 of the 73 with massive types（23. 3％）. Lymphonde recur-
rence free cumulative five-year survival rate was statistically higher in mild type than in massive type（97. 3
％ vs 73. 4％）, and statistical significance was also seen in the patients with n1（＋）（96. 6％and 76. 5％）and n2
（＋）（100％ and 64. 3％）. Those data show that tumor-occupying rates in most distant postive lymphnodes can
predict postoperative lymphnode recurrence.
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