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大腸癌術後 10 年目に孤立性脾転移を来した 1例
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大腸癌の異時性脾転移の 1例を経験した．症例は 76 歳の男性で，平成 5年 4月他院で上行結
腸癌に対し結腸右半切除術施行した．平成 15 年 10 月近医で CEA高値，腹部超音波検査にて脾
臓に直径 10cmの腫瘤を指摘され紹介となった．腹部CTで腫瘤は low density で，横隔膜，左
腎臓に浸潤が疑われ，左腎静脈背側にリンパ節腫脹を認めた．以上より，大腸癌脾転移を疑い，
平成 16 年 1 月脾臓・左腎臓・左副腎摘出術と横隔膜合併切除術を施行した．摘出標本で脾転移
巣は高度壊死に陥り，左腎臓，左副腎，横隔膜に直接浸潤し，組織学的に高分化から中分化腺
癌であり，大腸癌の孤立性脾転移が他臓器に浸潤したと考えられた．大腸癌の孤立性脾転移は
非常にまれで，術後 10 年目に再発した症例は報告がない．大腸癌術後でも長期フォローが必要
で，CEA上昇を来した場合，再発・転移巣の検索対象に脾臓も考慮にいれるべきと考えられた．

はじめに
癌の末期を除き，脾臓に悪性腫瘍の転移を認め

ることは比較的まれである．今回，我々は大腸癌
の異時性脾転移の 1例を経験したので本邦報告例
とともに報告する．

症 例
患者：76 歳，男性
主訴：特記すべきことなし．
家族歴：特記すべきことなし．
既往歴：昭和 57 年胆石症に対し胆囊摘出術施

行．平成 5年 4月，他院にて上行結腸癌（2型，34
mm×34mm，se，H0，M-，n2，stage IIIb 高分
化＞中分化腺癌，ly1，v2）に対し結腸右半切除術，
D3郭清を施行．術後補助療法としてUFT 300mg
を 1 年間内服した．
現病歴：気管支喘息にて他院で経過観察中，平

成 15 年 10 月血清 CEA値，CA19―9 値の上昇を認
め，腹部超音波検査施行にて脾臓に腫瘤を指摘さ

れ，精査目的で同年 11 月当院紹介された．
入院時現症：腹部に手術瘢痕を認める以外，異

常所見は認めなかった．
入院時血液検査：血液生化学検査は正常範囲内

であった．腫瘍マーカーは血清CEA値 130.1（ng�
ml），CA19―9 値 101.2（U�ml）と高値を示した．
腹部超音波検査：脾臓に直径 10cmの境界一部

不明瞭，辺縁不整な腫瘤を認めた．内部は不均一
で中心部に壊死を思わせる low echoic lesion を認
めた（Fig. 1）．
下部消化管内視鏡検査：腸管内に再発あるいは

原発巣となる病巣を認めなかった．
腹部CT：脾臓に直径 10cmの不整形で境界不

明瞭な腫瘤を認め，内部は造影効果が乏しく low
density であった．さらに，横隔膜，左腎臓に浸潤
が疑われた．また，左腎静脈背側に 1cm大のリン
パ節腫脹を認めた（Fig. 2）．肝転移は認めなかっ
た．
腹部MRI：T1 強調画像で low intensity，T2

強調画像では中心部が high，周囲が low intensity
であった（Fig. 3）．
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Fig. 1　Ultrasonography showed a heterogenous 

solid mass in the spleen.

Fig. 2　Abdominal CT scan showed low density 

mass, invading both left kidney and diaphragm.

Fig. 3　T1（a）and T2（b，c，d）-weighted MR imaging revealed a low-intense 

mass in the spleen.

その他の消化管検査，胸部CTでも異常を認め
なかった．
以上より，大腸癌異時性脾転移の診断にて，平

成 16 年 1 月手術を施行した．
手術所見：開腹時腹水，腹膜播種，肝転移は認

めなかった．脾腫瘍は左腎臓，左副腎，横隔膜に

直接浸潤していたので，脾臓・左腎臓・左副腎摘
出術，横隔膜合併切除を施行した．また，左腎静
脈背側にリンパ節転移と思われる弾性硬の腫脹を
認めたが，大動脈左縁まで一塊となっていたため，
摘出不可能であった．
摘出標本：脾臓に高度壊死のために黄色調を呈

する直径 10cmの境界明瞭な腫瘤を認め，左腎臓，
左副腎，横隔膜に直接浸潤していた．左腎臓浸潤
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Fig. 4　Macroscopic view of the cut surface of the re-

sected spleen, the tumor（a）was grayish white 

mass and invaded left kidney（b），diaphragm and 

left adrenal gland（c）．

部は灰白色充実性であった（Fig. 4）．
病理組織学的所見：組織は原発腫瘍である大腸

癌の組織と同様に，高分化から中分化腺癌であっ
た（Fig. 5）．免疫染色でも大腸癌の組織と同様に
cytokeratin 7 陰性，cytokeratin 20 陽性で消化管
由来であると確定した．脾門部にはリンパ節転移
を認めなかった．
術後経過：術後経過は良好で 17 日目に退院し

た．外来にて経口抗癌剤であるTS-1 を 100mg�
day 投与しているが，術後 14 か月経過した現在も
腫瘍マーカーの上昇および他臓器再発の徴候は認
められない．

考 察
脾臓は悪性リンパ腫，白血病などの血液疾患を

除くと，悪性腫瘍の転移がまれな臓器とされてい
る１）．しかし，癌末期で複数臓器に転移を認める場
合，その頻度は低くなく，剖検例の検討では，War-
ren ら１）は 0.3％～4.8％，Berge２）は 7.1％と報告し

ている．脾転移を来す悪性腫瘍としては，乳癌，
肺癌，悪性黒色腫などが多いが，大腸癌などの消
化管の癌では頻度が少ない１）．脾転移が低い理由と
して，脾臓は 1）リンパ経路の発達に乏しく輸入リ
ンパ管が少ないこと，2）脾臓が律動的に収縮して
いるため腫瘍細胞が squeeze out されること，
3）網内系組織であるため腫瘍細胞の生着，成長に
は不利な環境であることが挙げられる１）．また，脾
臓組織中の細胞膜では，腫瘍細胞の生着に関与す
る接着因子が発現しない可能性があるとする報告
もある３）．
さらに，他臓器転移，腹膜播種を認めない大腸

癌の孤立性脾転移は極めてまれである．Lamら４）

の報告によると，12,399 例の剖検例中，癌の脾転移
は 92 例（0.7％）で，その中で孤立性の脾転移は 4
例（0.03％）と報告している．
今回，我々が医学中央雑誌で 1983 年から 2004

年までに検索しえた孤立性脾転移の本邦報告例
は，自験例を含めて同時性 16 例，異時性 50 例で
あった（Table 1）．異時性 50 例について検討を加
えたところ，男性 31 例，女性 19 例，平均年齢は
63.7 歳であった．原発巣部位には特に差を認めな
かった．原発巣の病理組織学的所見は，高分化腺
癌と中分化腺癌で 35 例を占めた．再発までの期間
は 3～126 か月と広範囲にわたり，平均 32.1 か月
（中央値 25 か月）であった．自験例を除くと今ま
での報告例は 80 か月５）までであったため，自験例
の 126 か月は最長である．血清CEA値は記載の
ある 43 例中 36 例で上昇しておりCEAが上昇し
ているときは，脾転移も考慮にいれるべきである
と考えられる．予後は 32 例に記載があり，脾摘後，
1年生存率は 91.6％，3年生存率は 54.9％である．
長期生存例は術後 41 か月６），46 か月７）生存例が報
告されている．しかし，渡部ら８）の報告では，脾摘
後 3か月，6か月で多発性臓器転移を来し，中田
ら９）は脾摘後再発例では 1年以内の肝転移，腹膜播
種が多いと報告していることより，脾転移は癌腫
が多臓器転移を来す過程において偶然先行して発
見されたもので，脾摘出術単独では予後が決して
良好でないと考えられる８）．よって，化学療法を含
めた集学的治療が必要であると思われる９）～１１）．し

2005年11月 127（1763）



Fig. 5　Microscopic findings of splenic（a）tumor revealed well to moderately differentiated 

adenocarcinoma consistent with the colonic（b）tumor. （HE×100）

Table 1 Summary of reported cases of solitary splenic metastasis of colon cancer in Japanese lit-

erature

Metachronous
 metastasis（n＝50）

Synchronous
metastasis（n＝16）

63.762.8Age（average）

31 5manSex  

1911woman

 2 0appendixPrimary tumor

 5 0cecumlocation

 8 3ascending colon

11 4transverse colon

 9 3descending colon

12 3sigmoid colon

 3 2rectum

 0 1unknown

19 6welPrimary tumor

16 5modpathological findings

 2 0por

 5 2muc

 0 1asc

 2 0adenocarcinoma

 1 0mucinous cystadenocarcinoma

 5 2unknown

32.1 0averageDFI（months）

25 0median

36 6riseCEA（ng/ml）

 7 2normal

 7 8unknown

91.6（n＝32） 80（n＝12）1 year survival rate（%）Prognosis

54.9（n＝32） 40（n＝12）3 year survival rate（%）

14.3（n＝32）13.7（n＝12）average survival period（month）

DFI：desease free interval after primary surgery，wel：well differentiated adenocarcinoma，mod：moderately 

differentiated adenocarcinoma，por：poorly differentiated adenocarcinoma，muc：mucinous adenocarcinoma，

asc：adenosquamous carcinoma 
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かし，報告例も少なく，今後補助療法の有無に関
する検討が必要であると考えられる．
脾転移の機序はいまだ不明な点が多いが，

Berge ら２）は，1）脾動脈，2）脾静脈，3）リンパ行
性の三つの経路を挙げ，Marymont ら１２）は，脾臓に
リンパ系の発達が少ないことより主に血行性経路
によるものと述べ，本邦報告例でも血行性転移と
類推している症例がほとんどである１１）１３）～１８）．血行
性転移の場合，腫瘍は赤脾髄に認められるとする
報告がある１２）１５）１９）．しかし，脾門部のリンパ節転移
が陽性であることからリンパ行性転移を示唆する
症例もある８）２０）．本症例では，傍大動脈リンパ節に
転移と思われる腫脹を認めたことは，全身転移へ
の一過程である可能性があり，大動脈周囲のリン
パ節郭清を行っても予後の改善が得られないと判
断し，傍大動脈リンパ節郭清を行わず，術後補助
療法を行うこととした．また，脾転移巣の方が左
腎臓浸潤部より圧倒的に大きく，また脾転移巣は
高度壊死のために黄色調を呈していたが，左腎臓
浸潤部は灰白色充実性で壊死が少なく，大きさ，
性状から比較すると，脾臓における病変のほうが
腎臓浸潤部より時間的に経過が長いと考えられ
た．よって，脾門部にはリンパ節転移を認めなかっ
たことより，大腸癌の血行性脾転移が左腎臓に浸
潤し，腎静脈周囲，さらには傍大動脈周囲リンパ
節に転移したと考えられた．
なお，本論文の要旨は第 59 回日本消化器外科学会定期
学術総会（2004 年 7 月鹿児島）において報告した．
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A Case of Solitary Splenic Metastasis of Colon Cancer 10 Years after the Right Hemicolectomy

Tomohiro Yamaguchi１）３）, Tetsuro Yamashita１）, Kazuma Koide１）, Fumihiro Taniguchi１）,
Yasuhiro Shioaki１）, Takashi Hamashima１）, Eito Ikeda１）, Fumitaka Mutoh１）,

Hideaki Kurioka１）and Youhei Hosokawa２）

Departments of Surgery１）and Department of Pathology２）, Kyoto First Red Cross Hospital
Department of Surgery, Shiga University of Medical Science３）

A 76-year-old man developing solitary splenic metastasis in ascending colon cancer underwent right hemi-
colectomy in April 1993. In October 2003, serum carcinoembryonic antigen was extremely high and ultra-
sonography showed a 10cm tumor in the spleen. Abdominal CT showed a low-density mass invading the left
kidney and diaphragm, accompanied by lymph node swelling at the posterior left renal vein, necessitating
splenectomy with extraction of the left kidney, left adrenal gland, and part of the diaphragm in January 2004.
Macroscopically, the tumor was partly grayish white with massive necrosis and had invaded the left kidney,
diaphragm, and left adrenal gland. Microscopically, the splenic tumor was diagnosed to be well-to moderately-
differentiated adenocarcinoma consistent with the primary colonic tumor resected elsewhere 10 years previ-
ously. We diagnosed it as solitary splenic metastasis of ascending colon cancer with invasion to adjacent or-
gans. Based upon the present case, a splenic mass detected by ultrasonography and�or CT in a patient with
high serum CEA should be considered for metastasis during follow-up after curative resection in primary col-
orectal cancer.
Key words：colon cancer, splenic metastasis, CEA
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