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大腸癌の肉眼的分類は,大腸癌取扱い規約に
よると6型に分けられる.そのなかで4′型は
ぴまん,浸潤型であり、胃癌のBorrmann分類の
4型に相当するさ'Borrmann4型とは癌腫が壁
内をびまん性に浸潤するため、仝周にわたって
境界は不明瞭な壁肥厚を呈し、粘膜面には著明
な変化は認められない癌腫である?)
びまん浸潤型大腸癌は非常にまれであり、本
邦では1973年山際の報告以来約100例の報告し
かされていない.しかも一般の大腸癌に比べ予
後が非常に不良であるのが本症の特徴とされて
いる。最近、われわれは横行結腸の浸潤型癌の
1例を経験したので、本邦例の集計と文献的考
察を加え報告する.
症

例し

症 例:48歳,男性.
主 訴:腹痛.
家族歴:特記すべきことなし.
既往歴:特記すべきことなし.
現病歴:昭和60年3月頃より腹痛出現してい
たが同年9月腹痛増強し近医を受診した.保存
的治寮にて症状改善せず、注腸透視にて横行結
腸癌と診断された.手術治療目的にて同年10月
16日当科入院した.
入院時現症:身長168cm,体重60.7kg.眼球
結膜に貧血や黄症はなく,聴打珍上胸部に異常
を認めなかった.腹部には筋憧防御はなく腰痛
も触知しなかったが,上腹部に圧痛と腸音の先
進を認めた.
検査所見:検血や生化学検査上は特に異常所

兄を認めなかった. carcinoembryonic antigen
1.35ng/m」, a‑fetoprotem2.75ng/m」と正常範
囲内であった.
注腸透視所見:横行結腸の完全閉塞による中
断像と壁不整がみられた.明らかな潰場はなく,
本症によくみられるtapering marginsは呈きな
かった(Figl).
胃内視鏡所見:胃前庭部大考側前壁に径4mm
大の山田II型ポリープが2個認められたが,粘
膜面の異常や壁硬化などは認められなかった.
したがって,胃ポリープは良性と判断し,本症
例は胃癌からの転移ではないと考えられた.
大腸内視鏡所見:横行結腸のほぼ中央部で閉
塞し,壁は凹凸不整で硬化がみられ,それより
口側は観察できなかった.同時に施行された
bite biopsyにて中分化型腺病と診断された.
手術所見:同年10月28日,横行結腸癌の診断
にて右半結腸切除術が施行された.腹水はなか
ったが,肝転移,大綱浸潤,‑リンパ節転移を認
め, S2,P2,H3,N3で肉眼的進行程度はStage v
であり,手術はabsolute non‑curative opera・
tionであった.
切除標本肉眼所見:横行結腸に約7cmにわた
り腫癌細胞の浸潤による著明な壁』巴厚んと硬化が
みられ 内腔の狭窄を認めた.粘膜画には明ら
かな潰場やびらんはみられなかった(Fig.2).
病理組織学的所見:中分化型腺病が葉膜下組
織で浸潤していたが渠膜表面には達していなか
った.月重傷細胞の著明なリンパ管侵嚢がみられ
Iymphangiosis carcinomatosaを呈しており,
静脈内侵製もみられた(FiK.3).
術後経過:手術当日にMitomycin C20mgを静
脈内注射した.経過良好で術後2週目より5‑
fluorouraciH00mg投与を開始した.同年11月30
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日退院し,経過観察していたが,全身状態悪化

炎のため死亡した.

し,昭和61年3月8日,術後4ヵ月にて癌性膜
"‑Jl

覧^l^sj^^^^RW￨B

Fig. 1 Radiophotographs of barium enema studies demonstrating a complete obstruction of the
transverse colon.

Fig. 2

Macrophotographs of the surgically resected specimen showing an annular stricture of the

colon (arrow) (top) and a marked narrowing of the lumen and thickening of the wall by infiltration
of carcinoma (botton).
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Microphotographs of carcinoma showing extensive vascular (top) (HE, ×200) and lymphatic

invasion (bottom) (HE, × 400) of moderately differentiated tubular adenocarcinoma.

考

察

大腸原発のびまん浸潤型癌は非常にまれであ
り,大部分は胃癌からの転移で,乳脱や胆嚢か
らの転移もみられるヲ)4)本邦ではわれわれの症例
も加え,われわれが検索し得た限りにおいて109
例の報告がなされている.われわれの症例は胃
内視鏡検査にて胃癌の転移は否定され,大腸原
発のぴまん浸潤癌と診断した.

年齢および性別:年齢は13歳から73歳におよ
び平均年齢は49.3歳であった. 30台40台に好発
し全体の半分を占めた.本症の好発年齢は一般
の大腸癌より若い傾向にあったヲ)性別では男性
が女性の約2倍と多く,一般の大腸癌と大差は
認めなかった5>(Tab.1).
主訴および症状:便秘や下痢や便柱狭少など
の便通異常が記載77例中69%を占め,腹痛や腹
部膨満感などが57%を占めていた.発生部位が
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Tab. 1 Age and Sex Distribution of the
Collected Cases.

および直腸に好発する.痛種の大きさは5.1cm
から15cmまでの大きさの症例が多く, 35cmにお
よぶ症例4)もあった(Tab.2).
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病理組織学的所見:びまん浸潤型は肉眼的に
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きる.笹井ら6)や滝沢ら7)の分類とわれわれの集
計を分析すると,大きく3つのTypeに分けられ
ると考える(Tab.3).
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Borrmann4型を呈するものを総称しており,
組織学的にはいくつかのTypeに分けることがで

直腸とS状結腸に多いため腸管の閉塞や狭窄に
よる症状が多いと考えられる.一般の大腸癌に
多くみられる下血は16%と少なく,この点は粘
膜病変が著明ではないことを示唆する.
注腸透視所見:特徴的な所見としては,
1 ), long segmentにわたる狭窄像.
2),壁の硬化や不整像.
3 ),著明な陥凹や隆起性病変を認めない.
4 ), tapering margins.

5),多彩な粘膜像.
などがあげられる.したがって大腸Crohn病や
潰癌性大腸炎などの所見と酷似するため,鑑別
診断上注意すべきである.したがって,本症の
診断には大腸内視鏡検査と生検が不可欠と考え
る.

発生部位および大きさ:発生部位は直腸が全
体の約半分を占め,次にS状結腸が約3分の1
を占め,残りを上行,横行,下行結腸がほぼ均
等に占めていた.一般の大腸癌同様にS状結腸
Tab. 2 Anatomical Distribution and Size of
carcinoma of the Collected Cases.
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A ; Ascending colon. T : Transverse co一on, D : Descending color
S : Sign,°id colon, R : Rectum

Tab. 3 Histological Type of carcinoma and
it s lymphangiosis carcinomatosa of
the Collected Cases.
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Typel)著明なリンパ管侵製を主とし,それ
に伴い間質系の反応がみられる癌腫.分化皮が
低い癌腫だけでなく,比較的分化度の高い癌腫
にも認められる.
Type2)分化度の低い癌腫が粘膜下層を中心
にぴまん性に浸潤していく癌腫.
Type3) mucinousな癌腫やその他の癌腫が
浸潤増殖し,肉眼的にBorrmann4型を呈する
癌腫.
本症は一般に分化度が低い癌腫が多く, lym‑
phangiosis carcinomatosaが著明に認められる
のが特徴的である.また,高分化型や中分化型
腺癌にもIymphangiosis carcinmaatosaが著明
に認められるのは非常に興味深い.われわれの
症例は中分化型腺癌であ*) , lymphangiosis
carcinomatosaが著明であったことから, Type
lと考えられる.
治療と予後:主病変部を切除し得た報告例43
例の術後平均生存期間は約8.5ヵ月であったの

51

浸潤型大陽癌

Fig. 4 Types of Treatment and Prognosis of the Collected Cases.

に対し,非切除群10例では約3.3ヵ月と不良で
あったのは当然の結果といえる(Fig.4).しかし,
切除し得た症例でも開腹時にすでにかなり進行
しており,ほとんどが肉眼的進行程度がStage
ⅣやⅤであり,治癒切除し得た症例は少なかっ
た.このことが,一般の大腸癌に比べ著しく予
後を不良としている原因と考えられ,本疾患が
進行の非常に速い癌腫であることを示唆する.
また,非常に興味深いことは,最長生存例は非
切除例で放射線治療を施行した橋本ら8)の症例
であった.このことは,今後の治療方針を検討
する際に大きな参考になると考える.われわれ
の症例は開腹時すでに多発性肝転移を認めたた
め,放射線治療は施行しなかった.
以上のように,癌腫の壁内発育を特徴とする
本症は,ある程度以上進展しないと腸閉塞など
の症状を発現しないので臨床的発見が遅れ,か
つ,生物学的に癌腫は著しい血管,リンパ管浸
潤を呈する癌といえる.したがって,本症の予
後の向上には早期発見,早期治療が不可欠と考

若干の知見を報告した.
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A Case of Scirrhous Carcinoma of the Colon
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Abstract
A 48‑year‑old man was admitted to the University Hospital for surgery of the colon on October
16, 1985. About one month prior to this admission, the patient was seen in a local medical clinic with
a complaint of abdominal pain. Barium enema studies at the clinic demonstrated a complete
obstruction of the transverse colon, and then he was diagnosed to have carcinoma of the colon.
On admission, the patient appeared not critically ill. Physical examination revealed tenderness
in the upper abdomen. Laboratory data and values of tumor markers were whithin normal limits. On
October 28, he was operated on. Extensive spreads to the liver, omentum and regional lymph nodes
were noted. Right henucolectomy was carried out. Grossly, the involved colon revealed carcinoma
of scirrhous type(Borrmann's 4th type). Histologically, carcinoma showed moderately di〝erentiated
tubular adenocarcinoma with marked vascular and lymphatic invasion.
The patient was treated with adjuvant chemotherapeutic agents(Mitomycin C, 5‑fluorouracil),
but expired with clinical manifestations of peritonitis carcinomatosa four months after surgery.

