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要 旨

大腸粘膜内癌にはリンパ節転移例の報告はなく,大腸粘膜内癌にはリンパ節転移能がないと

考えられてきた.しかし従来の大腸粘膜内癌 リンパ節転移に関する検索は,HE染色標本のみを

元に行われたものであり,免疫組織学的に同定 されるりンパ節微小転移 (isolatedtumoreell:

汀C)の有無については検討されていない.本研究は,リンパ節部活を伴う外科切除が施行さ

れ,病変の全劉切片による組織学的検索が行われた大腸粘膜内癌 36例を対象に,上皮性サイ ト

ケラチンCAM5.2免疫染色によりリンパ節 ITCを検索 し,ITCと原発巣粘膜内癌の組織学的因

子との関連を検討した.原発巣大腸粘膜内癌は全例が分化型 (高分化 ･中分化)腺癌で,リン

パ管侵襲 ･静脈侵襲,乗出のリンパ節転移 リスク因子は陰性であり,対象とした557個のリン

パ節全てにITCは認められなかった.以上のことから,大腸粘膜内癌では免疫組織学的に同意

されるYrCすら存在せず,リンパ節転移能のない癌である可能性が高いことが再確認 された.

大腸粘膜内癌では,原発巣にリンパ節転移形成過程の第一段階である乗出形成がなく,そのこ

とがリンパ節転移が生じない主要因として推定された.
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緒 言

リンパ節転移は進行大腸癌の重要な予後規定因

子の一つであり1)2),固有筋層まで浸潤 した癌

(mp癌)の23%,固有筋層を越えて浸潤 した癌

(ss/se/al/a2癌)の 弧9-63.0%にリンパ節転

移が認められている3).従って進行大腸癌では,

リンパ節部活を伴う外科切除が治療の第- -̂選択と

なる.早期大腸癌でも,sm癌では約 10%にリン

パ節転移があり4)5),内視鏡的治療が行われたsm

癌にリンパ節転移リスク因子 (低分化腺癌 ･未分

化腺癌,sm浸潤距離 1000Jum 以 上 , 脈 管 授 襲 陽

性)がみられた場合は,追加 外 科切除を考慮する

こと3)となっている.一方,粘膜内癌ではこれま

でにリンパ節転移例の報告はなく,経験的に,リ

ンパ節部活を伴わない内視鏡的治療で根治が期待

されるとされている3).しかし,粘膜内にとどま

る大腸癌には,轟にリンパ節転移能が欠如してい

るかどうかについては,明らかにはされていない.

従来,癖のリンパ節転移はHE標本による病理

組織学的検索によりなされてきた.しかし1990

年代以降,分子生物学的および免疫組織学的方法

により,HE標本による検索で転移陰性とされた

リンパ節にも微小癌巣が証明されるようになった

6).これらの微小癌転移巣は,occultmetastasis7)8)

またはmicromぬ stasis9)10)と呼ばれてきた.大

腸癌におけるmicrometastasis(または occult

metastasis)は,進行癌で21～76% ll),sm癌で

17,2% 12)と報菖 されている.すなわち,大腸癌

はそれまで想定されていた以上に,高いリンパ節

転移能を有することが分かってきた.これらのこ

とから,経験的にリンパ節転移はきたさない,と

考えられてきた大腸粘膜内癌にも,HE標本によ

る検索では見逃されていたmicrometastasisが存

在する可能性が考えられる,しかしこれまで,大

腸粘膜内癌を対象にmicrometastaS豆Sの有無を検

討した研究は行われていない.

他方,mieormetastasis(occultmetastasis)に

関 しては,近年その用語 と定義が変更 された.

2002年 の TNM分 類 第 6版 13)で は ,従 来

micrometastasis(occt鵡meねstasis)とされてき

たものに対してisolatedtumorcel漫HTC)の用語

を当て,"免疫組織学的 (または分子生物学的手

法)により同意 される0.2mm未満の大きさの癌

細胞または癌細胞集団"と規定している.従って

本研究では,大腸粘膜内癌のリンパ節ITCの免疫

組織学的検索を行い,そのリンパ節転移能の有無

と原発巣の組織学的因子との関連について検討し

た.

材料と方法

1.検討対象

所属 リンパ節の部活がなされた,外科切除大腸

粘膜内癌36例を検討対象とした.部活 リンパ節

個数は557個 (1症例当たり平均 15.5個)であ

る.粘膜内癌は病変全体の全割切片が作製された

ものを対象とした.また,sm以深浸潤大腸癌合併

例,他臓器癌との重複例,家族性太陽腺腫症,炎

症性腸疾患合併例,EMR後の追加腸切除症例,は

対象から除外した.

2.原発巣の病理組織学的検索

粘膜内癌巣は階段状に全劉後,ホルマリン固定

パラフィン包埋プロッタから毎 m,HE染色切片

を作製した.癌巣が粘膜内に限局することを再確

認し,大腸癌取扱い規約 14)に準 じて,癌の組織

型,腺腫併存の有無,併存腺腫の組織型,リンパ

管侵襲 ･静脈侵襲の有無を検索した.また,sm癌

においてリンパ節転移 リスク因子 15)16)として注

目されている乗出 (budding)の有 無 を検索 した,

輩出はUenoらの定義 17)に従い,癌発育先進部

の間質に認められる単個の癌細胞あるいは5欄未

満の細胞からなる癌鞄巣とした.

3.リンパ節転移の検索

部活 リンパ節は大腸癌取扱い規約 14)に準じて

第 1群 (腸管傍リンパ節),第2群 (中間リンパ節),

第 3群 (主 リンパ節),第 4群 (主リンパ節より

中枢のリンパ節)に分類した.全 リンパ節に対し

て,HE染色標本と10pm摩切片3枚8)の免疫染

色を行い,癌細胞の有無を検索 した,免疫染色は,
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図 1

(1 粘帆JIE二限局する大脳輔 (粘膜内鮎)腺脆成分の脈(7がみられる (図rfl̂D部分)

b FIJ=蛇で大きな管リ､構造からなる石分化腺&'L

上IiEtlIサイ トケラチンに対するモノクローナルTJLt
体 CAM52(Becton-r)lCkillSOn,SaltJose,CA)

を用い,su.CLPlavldln-blOtLnimmunoI)eroxidase

(SAB)池でJfJJったH) 怯染色にはヘマ トキンリ

ンを用いた TNM/Ji懲lの定兼 13)に従い.HE標

本です.iS転移陰作で,CAM52免疫染色で同定され

る02mm未満の大きさの庖細胞または瑞紺胸肢

岡を】TC(lSO)aLCdLumorccll)とした.免疫染色

の剛性コントロールとして,HE染色でリンパ節

転移似作であった 一̂服進行癌 2症例の リンパ節

16個を川いた

結 果

対免とした 一̂順粘喉l棚並は.結腸嬢25例.直腸

1血11例で.肉lut型は I型が 12例 (33ー3%),l]a

型が 8例 (223%).結節雄簾様病変が 16例

(44.4%)であり,人きさは平均 451±289mm

であった.組織判は全例分化型 (高/分化または巾

分化)腺癌で (図 1),32例 (88.9%)は腺腕を

併存していた リンパ背位搬 ･静脈位弾.頗山は

いずれも陰性であった (表 1)

模索 リンパ節 557帆 二は,HE染色標本,CAM

52免岐染色横木いずれも癌転移淡は認められな

かった (蓑2)これらの リンパ節では.CAM52
免疫淡色で陽性とされる細網細胞 8)はPijM~に染

色されていた (図 21a) また,陽性コントロー

ル リンパ節でも.HE染色で同定可能な転移Riの

蛸細胞脹Li).およびその周囲のl那珂または数個の

採納他姓B]の細胞質が強陽性を'T(していた

考 察

地のリンパ節転移如形成までには,(》原発児癌

塊からの楳細胞の遊離 ･離脱,②lZi]質泣潤.③脈

管内 (リンパ管内)浸潤,④脈管内の移軌 ⑤脈

17g.(リンパ管またはリンパ管類洞)からリンパ節

への脱州.⑥ リンパ姉への浸潤と両脚確.の過梓

節への脱tLti.の段酢では採細胞はtii個または数個

の細胞腿Ldとしてリンパ節辺縁洞内に留まってお

り,HE染色ではその同定が'容易ではない.こう

した段階の税転移を有するリンパ節の多くは,こ

れまでの蛸坪組織学的検索では転移陰性とされて

きた しかし,近年の分子生物学的および免疫納

林学的jl法により,こうした癌細胞の岡淀が"(能
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表 l 対象例大腸粘膜内癌の臨床病理学的事項

発生部位

結腸

直腸

肉眼型

Ip′‥sp

ls

IIa

IIa+ⅠIc

結節集藻様病変

大きさ (平均±標準偏差)

組織型

高分化

中分化

低分化

腺腫併存

繊毛管状腺腫併存

管状腺腫併存

腺腫併存なし

リンパ管侵襲

陰性

陽性

静脈侵襲

陰性

陽性

産出

陰性

陽性

5

7

5

3

16

45.1±28.9mm

29

7

0

13

19

4

36

0

36

0

となり6),大腸癌でもそれまで考えられていた以

上に高頻度に癌細胞の リンパ節転移が存在するこ

とが分かってきた 11)12).分子生物学的方法や免

疫組織学的方法で同意 される癌の リンパ節微小転

移巣は,従来はmicromctastasis7潮 またはoecult

metastasis9)10),近年の TNM分類 13)では ITC

(isolatedtumorcell)と呼ばれている.その臨床

的意義 (癌の再発や予後との関連)については必

ず しも統一的見解は得 られていないが 11),こう

した癌の微小転移巣がHE染色でも認識可能なリ

ンパ節癌転移巣の初期段階であることは確かであ

り,逆にITCすら存在 しない段階の癌にはリンパ

節転移能がないか,極めて低い,ことが推定 され

る.
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図 2

a 粘膜内癌の耶消リンパ節のCAM52免疫染色 リンパ節細網細胞の勅錘形細胞質が陽性

b 陽性コントロールリンパ節のCAM52免疫染色 HE染色でも同定可能な植;転移架 (大矢印)およ

びその周囲のiii佃の癌細胞 (小欠FTJ)の細胞闇が慮陽性を示す

表 2 大幡粘膜内痛のリンパ節鮎移

群別のリンパ節数
リンパ節の合計 ITC賜性

557 262 2350
(15ら) (73) (65)

27 33

(08) (09)

( )平均リンパ節個数

これまでに.粘掛 軸 二眼局する大腸癌の リンパ

節転移報告例はなく.経験的に大腸粘月刺勾万別二は

リンパ節転移能はないと考えられてきた しかし,

従来の粘膜内瑞の リンパ節転移に関する検索は

HE染色標本を元に行われたものであり,ITCに

ついての研究は行われいない 従って,大腸粘膜

内癌にもHE染色で認識r,J能なリンパ節転移光形

成の初期段階が存在 しうるかどうかについては明

らかではない 木研究で対象とした大腸粘膜内桜

36例でみる限 りは.大腸粘膜内癌には TTCす ら

存1+Jせず,粘月別人Jに限局する段階の大腸鰍 二はリ

ンパ節転移能がない可能性が高いことが再確認さ

れ た 本 研究 で は,上皮 性 サ イ トケ ラチ ン

CAM52に対 して陽作 となることが知 られている

リンパ節細網紺胞 8)や,HE染色で同定可健な陽

性コン トロールの魅 リンパ節転移如およびその周

囲の微小癌栄が CAM52免疫染色陽性であった

このことから,粘膜内癌 リンパ節の免疫染色結果

が,染色千枝などによる偽陰作の可能性はないと

考えられる

本研究で対-Aとした大腸粘膜内癌は全例が分化

型 (高分化 ･中分化)腺癌であり.人腸 sm癌で

リンパ節転移 リスク囚子とされている,リンパ管

侵姉 ･静脈授媒 3),萩山 15)16)はいずれもが陰什
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であった.これ ら国子の中で,萩出は癌のリンパ

節転移巣形成の第一段階である ｢①原発療巣塊か

らの癌細胞の遊離 ･離脱｣に対応する組織所見で

ある.大腸粘膜内癌では リンパ節転移が生 じない

ことの主要因は,産出形成の欠如によりその後の

転移巣形成過程が成立 しないためと推定 され る.

大腸粘膜内癌で萩出が形成 されない理由は不明で

あるが,進行大腸癌 を対象としたこれまでの研究

では,乗出 と癌の浸潤 ･転移 に関連す る糖鎖抗

原であるSialylkXの発現 19)早,matrixmetaLllo-

Proteinases(MMP)familyの 中の matrilysin

(MMp-7)発現 20),との相関が報告 されている.

大腸粘膜内癌におけるこれ ら蛋白発現の解析 を行

うことが,今後の検討課題と考えられた.
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