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は　じ　め　に

大腸癌における若年者の年齢的定義は必ずし

も一定ではないが，一般的には30才未満の症例

の大腸癌が若年者大腸癌と呼ばれている．その

ような症例に実際に遭遇することは極めて少な

い．しかも，若年者大腸癌は予後不良とされて

いる．そこで，最近われわれが経験した27才の

大腸癌症例を報告し，加えて，予後不良の成因

について文献的に考察を行った．

症　　　　　例

症例：27才，男性

主訴：下腹部痛

家族歴，既往歴：特記すべきことはない．

現病歴：昭和60年9月頃より便秘，下腹部痛

が出現し，同年11月中旬より排便困難，悪心が

加わり，某医を受診した．その時，イレウスと

診断され緊急手術を受け，横行結腸に人工肛門

造設のみ施行された．術後，注腸Ⅹ線検査にて

下行結腸に全周性の著明な狭窄像が存在し，同

年12月8日に根治手術のため紹介され入院し

た．

入院時現症：体格，栄養共に良好で，貧血お

よび黄症もなく，胸部打聴診上異常を認めな

かった．腹部は平坦，軟で上腹部正中腹壁に手

術創痕痕が存在し，左側上腹部に人工肛門が造

設されていた．肝，脾は触知せず，左側下腹部

に腫癌を触れなかった．

入院時一般検査：血液検査，尿検査に異常を

認めなかったが，軽度の肝機能異常（GOT　50

IU／1，GPT178IU／1）とHBsAg（＋），HBsAb

（，）を認めた．腫瘍マーカーはAFP1．8ng／ml，

CEAl．5ng／mlといずれも正常であった．

注腸Ⅹ線検査（Fig．1）：横行結腸人工肛門お

よび通常の方法での同時注腸造影では，下行結

腸上部に閉塞像（約3cmの全周性の著明な狭窄

像）が認められた．

大腸内視鏡検査：下行結腸の腫瘍の肛門側ま

でスコープを挿入できたが，腫瘍の狭窄のため

口側への挿入は不可能であった．腫瘍の肛門側

辺緑はやや隆起性で表面不整，粗大顆粒状変化

がみられた．

手術所見：以上の臨床および検査成績より下

行結腸のBorrmann3型癌と診断し，手術をお

こなった．腹腔内には腹水は存在しなかったが，

腹膜，腸間膜および小腸間膜に多数の顆粒状播

種性転移巣を認めた．なお，肝には転移を認め

なかった．腫瘍は下行結腸上部にあって，襲膜

面に明らかに進展していて，腫瘍は4cm大で，

全周性に硬く触知した．左半結腸切除をおこな

い，同時に人工肛門を閉鎖した．術中，腹腔内

にMMClOmg，OK－43220KEを散布し開腹

した．肉眼的進行度分類はStage V（N2＋，

S。，P。，H。）と判定した．

摘出標本肉眼所見（Fig．2）：腫瘍が存在する

大腸間膜面には狭窄部に一致して腫瘍の露出が

みられた．粘膜面では，癌腫は全周性に浸潤増

殖していて，内腔は著しい狭窄をきたしていた．

病変部は3．5×4．5cm大で，その中央部に1×2

cmの潰瘍を形成し，浸潤潰瘍型癌（Borrmann3

型）の肉眼型を呈していた．割面では，病変部

の壁肥厚，硬化が著明で，腸間膜の肥厚を伴っ
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Fig・1Radiophotographsofbariumenemastudiesdemonstratingamarkedstrictureofthedescend－

lngCOlon．

Fig．2Macrophotographsofthesurgicallyresectedspecimenshowingamarkedstrictureofthecolon

（left）andadiffusethickeningofthewalloncutsections（right）．
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Fig．3Microphotographsofcarcinomarevealingpoorlydifferentiatedadenocarcinoma（top）（HE，×

100）andvascularinvasion（bottom）HE，×200）．
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ていた．

病理組織学的所見（Fig．3）：癌は小型の異型

細胞より成っていて，不完全な管腔形成や小集

塊をなし，あるいは浸潤性に腸管壁全層に増殖

し，間質結合織の増殖を伴っていた．とくに，

全体に脈管侵襲（Iy。，V2，）が目立っていて，癌

組織型は低分化腺病と診断され，組織学進行度

程度はStageV（si，nz，p。，H。）と判定した．

術後経過：術後，癌化学および免疫療法を行

い，術後経過良好にて退院した．術後6ケ月の

現在，全身状態良好で癌の増悪の傾向は見られ

ていない．

考　　　　　察

大腸癌症例を若年者と非若年者とに分ける場

合に，30才を境にして30才未満を若年者1卜5）と

一般に呼ばれてきた．ところが最近になり，一大

腸癌においては40才で線引きすると，両者間に

臨床病理学的に有意に差がみられるとして，40

才未満を若年者大腸癌とした方がよいとの報

告6）・7）・がみられるようになってきた．30才未満

の若年者大腸癌が全大腸癌で占める割合いは，

0．65－3．4％1）～5）であって，40才未満は2－8．

6％と報告されていて，欧米と本邦との間には差

はみられない．本邦報告例で最年少は10才2）

で，10才未満の症例の報告はみられない．

臨床症状では，若年者症例と非若年者症例と

の問には相異1ト7）がみられる．すなわち，若年者

大腸癌症例では，われわれの症例と同様に，腹

痛が最も多く，一ついで腹満等　嘔吐などのイレウ

ス症状を示すのに反し，非若年者症例では腫瘍

の触知が最も多い．腹痛やイレウス症状は非若

年者のそれに比して約2倍の頻度で出現するこ

とにより，若年者大腸癌の特徴的臨床症状と言

える．したがって，腹痛が若年者大腸癌の早期

発見への手掛りとなると考えられる．

癌を発生部位別にみると，非若年者症例はS

状結腸，直腸に多くみられるのに対し，若年者

症例では好発部位はなく，大腸全体に比較的均

等に分布してみられる恥9）．癌の肉眼型では

Borrmann2型および3型が多く，しかも全周

性であることが多い3）．この全周性発育形態が

若年者症例でイレウス症状が多いことと相関す

ると思われる．われわれの症例では下行結腸に

発生していて，肉眼型はBorrmann3型で全周

性であった．

大腸癌の組織学的分類で特徴的なことは，非

若年者と比較して，若年者のそれは低分化腺病

と粘液癌の割合が高く2）・3）・7ト12），非若年者の4．3

～4．7倍とされている12）．われわれの症例でも

癌の組織学的分類は低分化腺癌であった．

つぎに，癌の予後と深くかかわる若年者の癌

の進展形式についてみると，肝転移は少なく，

腹膜播種とリンパ節転移が特徴的とされてい

る3）．しかも，進行程度はStageⅣ以上が症例の

半数以上を占めていて，発見時にはすでに進行

期癌である傾向がみられる．

さらに，癌の進行程度を決定する因子につい

てみると，先ず，癌の壁深達度では癌腫が壁を

貫通しているSl，al．以上の症例が若年者で多

い12）．すなわち，若年者大腸癌は，非若年者より

深達度が高度の症例が多いといえる．次に，リ

ンパ節転移についてみると，若年者では3群ま

での転移率が高いといわれている12）．さらに，組

織学的に癌の脈管侵襲（vTfactor，ly－factor）が

著しいことも若年者大腸癌の特徴とされてい

る．

このように悪条件が重なりあっている若年者

大腸癌の5年生存率は20～30％6）・7）・13）・とされ，

大腸癌全体のそれの半数とされている．

以上のように，若年者大腸癌の予後不良な原

因として，癌の壁深達度やリンパ節転移の程度

が高度であり，診断時にすでに高度の進行期癌

であることが多い事等が考えられる．したがっ

て，若年者症例では大腸癌の臨床病理学的特徴

を十分に理解し，一方では早期発見に，実際の

症例では十分な治療を行うことが望まれる．

お　わ　り　に

27才の男性で，イレウス症状を主訴として入

院した若年者大腸癌の1例を経験したので，文

献的考察を加えて報告した．
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Abstract

A case of carcinoma of the descending colon in a 27-year-old man is reported herein.

The patient was referred to the University Hospital with a diagnosis of colonic obstruction on

December 18, 1985. One month prior to this admission, he had emergency colostomy for obstruction

of the descending colon at other hospital.

One this admission, barium enema studies through a colostomy demonstrated a complete

obstruction of the descending colon with an irregular contour. Colonofiberscopy also revealed

carcinoma in this location. Left hemicolectomy was carried out on January 7, 1986. At operation,

carcinoma showed extensive spreads onto the peritoneal and serosal surface. Grossly, the involved

portion of the colon was strictured with a marked thickening of the wall. Histologically, carcinoma

was poorly differentiated adenocarcinoma with extensive lymphatic and vascular invasion. Follow-

ing operation, he was treated with adjuvant chemotherapeutic agents. At this writing six months

after surgery, the patient is doing well.


