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博士論文の要旨
【緒言】神経侵襲（NI）は大腸癌根治切除後の予後不良因子の一つとされている．過去の報告では，神
経侵襲は HE 染色で診断されていることが多い．しかし，HE 染色による診断では，癌の間質反応によって
誘導された線維芽細胞と神経組織を鑑別することが難しいことから，NI の診断を行うことが困難な場合も
ある．
よって，
免疫組織化学によって神経組織を同定し，
それをもとに NI の診断を行う方法が考案された．
しかし，免疫組織化学によって診断される神経侵襲の臨床的意義は明らかにされていない．本研究の目的
は，大腸癌において免疫組織化学を用いて診断された NI の臨床的意義を明らかにすることである．
【方法】1999 年 1 月から 2006 年 12 月に当科で R0 手術が施行された pT2 以深 Stage I-III 大腸癌 197
例を対象とした．神経組織の免疫組織化学には，シュワン細胞の細胞質および核に含まれる S-100 蛋白に
対する抗体である抗 S-100 ポリクローナル抗体を使用した．
NI の定義は大腸癌取扱い規約第8 版に準じた．
つまり，
（1）癌胞巣が神経線維束に浸潤する場合，
（2）癌胞巣が神経線維束に沿って存在する場合，
（3）
癌胞巣が筋層間（Auerbach）神経叢を置換するように進展する場合，を NI と定義した．そして，HE 染色
で診断された神経侵襲を HE NI，S-100 染色で診断された神経侵襲を S-100 NI とした．また， NI をその
存在部位により，腫瘍内 NI（intra NI）と腫瘍外 NI（extra NI）とに分類した．そして，NI 陽性症例を
intra NI 群と extra NI 群とに分類した．なお，intra NI と extra NI の両者を認めた症例は，extra NI
群に分類した．神経侵襲の有無と臨床病理学的因子との関連について Mann-Whitney U 検定または Fisher
の直接確率法を用いて解析した．生存時間解析は，全生存率と無再発生存率を Kaplan-Meier 法で算出し，
log-rank 検定を用いて生存曲線の比較を行った．さらに，log-rank 検定で有意であった臨床病理学的因子
と術後成績との関連について Cox の比例ハザードモデルを用いて多変量解析を行った．
【結果】NI の頻度は，HE NI が 63 例（32.0%）
，S-100 NI が 123 例（62.4%）であった（P＜0.001）
．HE
染色による NI 診断では，intra NI 群が 50 例（25.4%）
，extra NI 群が 13 例（6.6%）であった．また，S-100
染色による NI 診断では，intra NI 群が 107 例（54.3%）
，extra NI 群が 16 例（8.1%）であった．S-100 NI
は，腫瘍径，深達度，組織型，リンパ管侵襲，静脈侵襲，そしてリンパ節転移との間に有意な関連を認め
た．全生存率に関する多変量解析では，S-100 NI のみが独立した予後不良因子であった．無再発生存率に
関する多変量解析では，静脈侵襲および S-100 NI が独立した予後不良因子であった．

【考察】大腸癌において免疫組織化学によって診断される NI が臨床的意義を有するか否かは臨床上の
未解明な問題点であった．申請者は，今回の検討で，1）免疫組織化学（S-100 染色）を行った場合に NI
の頻度が上昇すること，2）免疫組織学化学を行った場合に intra NI の頻度が上昇すること，3）免疫組織
化学によって診断された NI は全生存率と無再発生存率における独立した予後不良因子であること，
を明ら
かとした．大腸癌において，HE 染色で診断される NI の頻度と免疫組織化学で診断される NI の頻度を比較
した論文は，過去に 2 編存在する．これらの報告では，今回の申請者の検討と同様に，免疫組織化学を使
用した場合に NI の頻度は上昇すると報告されている．しかし，その理由については，これまで明らかにさ
れてこなかった．そこで申請者は，免疫組織化学を使用した場合には，HE 染色のみでは診断が困難である
腫瘍内に存在する NI が診断可能となるという仮説を立てた．そして，それを証明するために NI をその存
在部位から intra NI と extra NI に分類し，HE 染色および S-100 染色における intra NI 群と extra NI 群
の頻度を算出した．その結果，S-100 染色では intra NI 群の頻度が上昇することが明らかとなった．した
がって，免疫組織化学による NI の診断では，HE 染色のみでは診断が困難な腫瘍内に存在する NI が診断可
能となり，NI の頻度が上昇することが示唆された．
【結論】免疫組織化学によって診断される NI は，大腸癌根治切除後の独立した予後不良因子である．

審査結果の要旨
本研究では，大腸癌において免疫組織化学を用いて診断された神経侵襲（NI）の臨床的意義を明らかに
することを目的とした．
1999 年 1 月から 2006 年 12 月に新潟大学消化器一般外科で R0 手術が施行された pT2 以深 Stage I-III
大腸癌 197 例を対象とした．
神経組織の免疫組織化学には抗 S-100 ポリクローナル抗体を使用した．
NI の頻度は，
HE 染色 NI
（32.0%）
に比し S-100 染色 NI が（62.4%）有意に高かった（P＜0.001）
．HE 染色では，腫瘍内 NI（intra NI）群が
50 例（25.4%）
，腫瘍外 NI（extra NI）群が 13 例（6.6%）であり，また，S-100 染色にでは，intra NI 群
が 107 例（54.3%）と上昇し，extra NI 群は 16 例（8.1%）であった．S-100 NI は，腫瘍径，深達度，組織
型，リンパ管侵襲，静脈侵襲，そしてリンパ節転移との間に有意な関連を認めた．全生存率に関する多変
量解析では，S-100 NI のみが独立した予後不良因子であり，無再発生存率に関する多変量解析では，静脈
侵襲および S-100 NI が独立した予後不良因子であった．
本研究は免疫組織化学を用いた NI が大腸癌根治切除後の独立した予後不良因子である事を明らかにし
たものであり，この点に学位論文としての価値を認めた．

