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博士論文の要旨

【背景と目的】
リンパ節構造のない壁外非連続性癌進展病巣（EX）は大腸癌における重要な予後因子である．
しかし，側方リンパ節領域（側方領域）における EX（LP-EX）の臨床的意義については明らか
でない．本研究の目的は，LP-EX が下部直腸癌患者の予後に与える影響について明らかにするこ
とである．
【対象と方法】
2000 年 1 月から 2010 年 12 月までに，新潟大学医歯学総合病院及び新潟県立がんセンター新潟
病院において，側方郭清を伴う治癒切除を施行された pStageII, III の下部直腸腺癌 172 例を対象と
した．対象患者は側方領域の転移の状態に基づき，側方領域に転移がない群（no LP-M 群）
，側方
領域にリンパ節転移のみを認める群（LP-LNM 群）
，側方領域に EX を認める群（LP-EX 群）の 3
群に分類し，これらの 3 群間で臨床病理学的因子について後方視的に統計解析を行った．側方領
域の定義は大腸癌研究会における Japanese Classification of Colorectal Carcinoma Second English
Edition に準じた．有意差検定は χ 二乗検定を用い，P 値 5%未満を有意差ありとした．生存期間
の解析には Kaplan-Meier 法を用いて累積生存率や再発率を算出し，log-rank 検定を用いて評価し
た．多変量解析は Cox 比例ハザードモデルを用いて評価した．
【結果】
対象 172 例中 131 例が no LP-M 群に，27 例が LP-LNM 群に，そして 14 例が LP-EX 群に分類
された．LP-EX はリンパ管侵襲，静脈侵襲，リンパ節転移と有意な関連を認めた．5 年全生存率
は no LP-M 群が 80.3%，LP-LNM 群が 61.1%，LP- EX 群が 34.9%であった（P < 0.001）
．5 年無再
発生存率は，no LP-M 群が 62.2%，LP-LNM 群が 33.8%，LP- EX 群が 14.3%であった（P < 0.001）
．
全生存率について単変量解析を行うと，リンパ節転移，側方領域転移で有意差を認めた．単変量
解析で有意差が認められた 2 つの因子について多変量解析を行うと，LP-EX が全生存における独
立した予後不良因子として選択された（P = 0.006）
．無再発生存率について単変量解析を行うと，
T 因子，リンパ節転移，側方領域転移で有意差を認めた．単変量解析で有意差が認められた 3 つ

の因子について多変量解析を行うと，T 因子及び LP-EX が無再発生存における独立した予後不良
因子として選択された（それぞれ P = 0.010, P = 0.001）
．5 年累積局所再発率は，no LP-M 群が 9.2%，
LP-LNM 群が 26.8%，LP- EX 群が 28.6%であった．LP-EX 群は，no LP-M 群と比較して有意に局
所再発が高率であったが（P = 0.009）
，LP-LNM 群と比較すると局所再発率に有意差を認めなかっ
た．初発再発部位における検討では，LP-EX 群はその他の群と比較して初発再発部位が遠隔転移
再発である割合が有意に高率であったが（64.3% vs 26.6%, P = 0.006）
，初発再発部位が局所再発で
ある割合に有意差を認めなかった（21.4% vs 9.5%, P = 0.167）
．
【考察】
本研究により，下部直腸癌において LP-EX が独立した予後不良因子であること，また LP-EX
の有無によって層別化が可能であることの 2 点を明らかにした．申請者らは LP-EX は直腸癌の個
別化治療選択の重要な指標になり得ると考える．
これまで下部直腸癌における側方領域リンパ節転移の層別化の報告として，側方領域リンパ節
転移の個数による層別化，解剖学的部位による層別化，また病理組織学的特徴による層別化など
がなされてきた．しかし，LP-EX における層別化の報告はこれまでになく，本研究が初めてとな
る．LP-EX 群は他の群と比較して，全生存率や無再発生存率において有意に予後不良であった．
さらには初発再発部位が局所再発である割合に有意差を認めないものの，初発再発部位が遠隔転
移再発である割合が有意に高率であった．高率な遠隔転移再発率は LP-EX 群が予後不良である理
由であり，LP-EX の存在する下部直腸癌は単なる局所病変ではなく全身病変であることを示唆し
ている可能性がある．そのため申請者らは，LP-EX の存在する下部直腸癌患者については，より
強力な術後治療を，つまりオキサリプラチンをベースとした術後補助化学療法を選択するべきで
あると考える．一方，本研究の制限としては，後方視的な 2 施設間研究であること，全割標本に
よるリンパ節の検索ではないこと，欧米諸国における標準治療である術前化学放射線療法の患者
を対象としていないことなどが挙げられた．
【結論】
LP-EX は側方領域に転移を有する患者を層別化する，簡便で優れた病理組織学的指標である．

審査結果の要旨
リンパ節構造のない壁外非連続性癌進展病巣（EX）は大腸癌における重要な予後因子である．本研
究は，側方リンパ節領域（側方領域）における EX（LP-EX）が下部直腸癌患者の予後に与える影響
について明らかにすることを目的とした。側方郭清を伴う治癒切除を施行された pStageII, III の下部
直腸腺癌 172 例を対象とした．対象患者は側方領域に転移がない群（no LP-M 群）
，側方領域にリン
パ節転移のみを認める群（LP-LNM 群）
，側方領域に EX を認める群（LP-EX 群）の 3 群に分類し，
172 例中 131 例が no LP-M 群，27 例が LP-LNM 群， 14 例が LP-EX 群に分類された．LP-EX は
リンパ管侵襲，静脈侵襲，リンパ節転移と有意な関連を認めた．5 年全生存率は no LP-M 群が 80.3%，
LP-LNM 群が 61.1%，LP- EX 群が 34.9%であった（P < 0.001）
．5 年無再発生存率は，no LP-M 群
が 62.2%，LP-LNM 群が 33.8%，LP- EX 群が 14.3%であった（P < 0.001）
．全生存率について多変
量解析を行うと，LP-EX が全生存における独立した予後不良因子として選択された（P = 0.006）
．無
再発生存率について多変量解析を行うと，T 因子及び LP-EX が無再発生存における独立した予後不良
因子として選択された（それぞれ P = 0.010, P = 0.001）
．5 年累積局所再発率は，no LP-M 群が 9.2%，

LP-LNM 群が 26.8%，LP- EX 群が 28.6%であった．LP-EX 群は，no LP-M 群と比較して有意に局
所再発が高率であったが（P = 0.009）
，LP-LNM 群と比較すると局所再発率に有意差を認めなかった．
初発再発部位における検討では，LP-EX 群はその他の群と比較して初発再発部位が遠隔転移再発であ
る割合が有意に高率であったが（64.3% vs 26.6%, P = 0.006）
，初発再発部位が局所再発である割合に
有意差を認めなかった（21.4% vs 9.5%, P = 0.167）
．
以上のことから本研究は、下部直腸癌において LP-EX が独立した予後不良因子であること，また
LP-EXの有無によって層別化が可能であることの2点を明らかにした点で学位論文としての価値を認
める。

