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『轡鰐鷺漂〕

経腹的後腹膜リンパ節吸引生検法

名北大学医学部泌尿器科学教室（主任：折笠精一教授）

  星  宣次・相馬 文彦・栃木 達夫

      吉川 和行・折笠 精一

仙台赤十字病院泌尿器科（二四：松田尚太郎博士）

     松  田  尚太郎

PERCUTANEOUS TRANSABDOMINAL FINE NEEDLE ASPIRATION
  OF REGIONAL LYMPH NODES IN GENITOURINARY CANCER

  Senji HosHi， Fum h’ko SoHMA， Tatsuo TocHiGi，

    Kazuyuki YosHiKAwA and Sei｛chi ORiKAsA

From’ゐ81）ePartment of Uro～ogy， Toゐokuび漉鷹め’SchoolげA4edicine

          （1）irector：P啄S． Orikasの

        Syotaro MATsuDA

From the Department of Urology， Sendai Redcross HosPital

        （Director： S． Matsuda）

  Percutaneous fine needle aspiration of retroperitoneal pelvic and abdominal lymph nodes

was done in 21 patients with clinically localized bladder， prostate， or penile cancers． A dia－

gnosis of metastases to regional lymph nodes was detected by this method in 6 patients， but

only one case could be diagnosed by bipedal lymphography． Positive aspiration results may

spare the patient with prostatic or bladder cancer an unnecessary radical operation． This

method also enables the detection of micrometastasis oflymph node which can not be detected

by lymphography． No complications were seen in this series．

Key words： Lymphography， Genitourinary cancer， Metastasis， Needle biopsy of lymph nodes

は  じ め に

 臨床診断の目的で体内臓器を穿刺し，組織や細胞を

生検しようという試みは1900年頃trocarを用いて脳

組織の採取がおこなわれたのが始まりである．リンパ

節の吸引生検は1912年 WardがIymphoblastoma

において，1921年GuthrieがHodgikins disease

において，1930年Ellisが胸部，頸部の腫瘍において18

gaugeの針を用いておこなった1）・しかし，18gauge

の太い針のため種々副作用の報告がなされ2），一時吸

引生検はおこなわれなくなったが，その後吸引生検針

の改良がなされ，1976年GOthlinが22 gaugeの針

を用いて安全に経腹的後腹膜リンパ節吸引生検をおこ

なった．いっぽう，今日広く用いられているリンパ管

造影は，下腹部，後腹膜臓器性器などの腫瘍のリン

パ節転移の有無を知る重要な検査法であるが，その読

影は難しく， しばしばfalse negative， false posi－

tive症例も認められ，確実にリンパ節転移を診断す

るために，開腹手術がなされているのが現状である．

経腹的後腹膜リンパ節吸引生検法は，このように臨床

上非常に苦労するリンパ節転移診断に重要な検査法で

あり，泌尿器科領域においても，前立腺癌，膀胱癌，

陰茎癌，睾丸腫瘍などのリンパ節転移の確診のために

必要な検査法となるものと考えられる．とくに早期

にリンパ節転移を起こす前立腺癌においては今後は

staging operationにかわりうる検査法となりうるも
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のと思われる．われわれの教室では1982年10月より経

腹的後腹膜リンパ節吸引生検をおこなっているが，そ

の実際および臨床的意義につき知見を得たので報告す

る．

対象および方法

 1982年10月より1983年4月までに前立腺癌6例，膀

胱癌14例，陰茎癌1例，合計21例に延べ25回の後腹膜

リンパ節吸引生検をおこなった，吸引リンパ節は，主

として骨盤内リンパ節であり，まずリンパ管造影をお

こない，それを目安に吸引生検をおこなう．

 リンパ管造影：両足背第1～第2指，第2～第3指

間に局所麻酔下にパテントブルーを2～3 ml注入．約

1～2時間待ち，両足背のなるべく中枢の太いリンパ

管を露出，その中枢側を圧迫，末梢側をしごいてリン

パ管を十分拡張させる，ついで27gaugeのトンボ針

にてリンパ管を穿刺し持続注入器にて5mlのモリヨ

ドールを約30分かけて注入する．

 リンパ節の吸引生検：造影リンパ節の吸引生検は，

リンパ管造影よりなるべく短期間のうちにおこなうの

がよい．リンパ管造影後吸引生検までの期間が長びけ

ばリンパ節内にhistiocyteの浸潤がおこり，腫瘍細

胞との鑑別が難しくなるからである．われわれの経験

では，モリヨドール注入終了してから大体24時間以内

におこなうのがよい．24時間後に腹部，骨盤部のレ線

撮影をおこない，リンパ節の全体像を把握しておく．

患者はレ線透視台に仰臥位とし，膀下部より恥骨まで

皮膚消毒をおこなう．レ線透視下に穿刺目的のリンパ

節に対し，できるだけ垂直な方向に穿刺針が刺入でき

る位置の腹部の皮下，筋膜，腹膜に局所麻酔をおこな

う．ただし，外腸骨リンパ節の場合は，垂直方向では

腸腰筋があり刺入困難となるため，できるだけ内側か

ら刺入する必要がある．つぎに23gauge，15cmの

長さのPTC用針（Fig．1）を経腹懸に後腹膜のリン

パ節まで刺入する（Fig．2，5）．この鞍懸腔内，後腹

膜には局所麻酔はおこなわないが，患者は腹部の疹痛

よりもむしろ，重苦しさを訴えるが，以後の操作に支

障とはならない．ここでリンパ節が確実に刺入され

たことを確認するために，患者の体位をやや変える

（Fig．7）（右側リンパ節の吸引生検の場合は右側腰部

をやや上げさせれば，針の先端と目的とするリンパ節

の位置関係が明瞭となる）．さらに吸引針の体表端を

前後左右に動かせば，リンパ節が穿刺されていれば，

透視下にリンパ節が動くのを確認できる．しかし傍大

動脈リンパ節の場合は体表端より針を動かしてもリン

パ節は動かない場合が多い．リンパ節刺入後，吸引用

ピストル（千葉大一外科式Fig．1）に20 mlのdis－

posablcな注射器をつけ，体表の針を固定し，できる

だけ針をまわしながら，ピストンを3～5回吸引する．

このとき血液が採取された時は，血管に入っており透

視下に位置を変え再び吸引をおこなう．充分吸引され

た時はリンパ節内の造影剤（リピオビール）がぬけて

Fig． L千葉大一外科式穿刺細胞診用吸引ピ

    ストル，20ml disposable注射器，

    PTC用針

Fig．2。症例1の左外腸骨リンパ節穿刺像



Fig． 3． 症例1の吸引細胞像（×200）
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置ンパ節が陰影欠損となっていくのがわかる，針が細

いため吸引液は吸引針内にのみ採取され，注射器のピ

ストン内に吸引されるのはまれである。吸引後は陰圧

をかけないで，静かに吸引針を抜去する，透明な油性

の液が吸引できればリンパ節を吸引したと考えてよい．

吸引液はスライドグラス上に滴下し，もう1枚のスラ

イドグラスを用いて塗抹し，伸展し，その一枚を95％

アルコール入りの染色びんにすみやかに入れ湿固定し

Papanicolaou染色をおこない，他の一枚を乾燥固定

しGiemsa染色をおこない細胞診に供する．吸引生

検をおこなうリンパ節は，リンパ管造影で，癌転移の

疑いのあるリンパ節があれば，それを含めて8～10コ

おこなった．

結 果

 1982年10月～1983年4月目でに21例に後腹膜リンパ

節吸引生検をおこなった．内訳ば膀胱癌14例，前立腺

癌6例，陰茎癌1例である．塗抹標本の鏡検で十分に

細胞が吸引できていなかった例は再度吸引生検をおこ

ない，最高で3度の吸引生検をおこなった．21症例の

うち，リンパ管造影でリンパ節転移と診断したのは膀

胱癌の1例のみであったが，前立腺癌，膀胱癌のそれ

ぞれ3例にリンパ節吸引生検にて悪性細胞を証明しえ

た．リンパ管造影で転移陽性と診断した例は，吸引生

検でも陽性となった．

 つぎに症例を供覧する

 症例l l1－I167－5 71歳 男子 前立腺癌

 排尿困難を主訴として来院諸検査でstage G と

診断．bipedal lymphographyでリンパ節転移を診

断できなかったが，左外腸骨リンパ節の吸引生検で悪

性細胞を採取した（Fig．2，3）．本例はリンパ節かく

清にて組織学的にリンパ節転移を確認した（Fig．4）．

 症例2 11－3996－1 65歳 男子 膀胱癌

 血尿を主訴として来院膀胱鏡にてほぼ膀胱全腔を

占める腫瘍を認め，膀胱容量も100ml以下で萎縮膀

胱であった．膀胱部CTでは腫瘍による膀胱壁の肥厚，

精嚢との境界不明で，また，IVPで下部尿路通過障

害による水腎症を認めT4と診断した． bipedal lym－

phographyで両側リンパ腺，リンパ節の欠損像を認

めた（Fig．5）．左右外腸骨リンパ節，右傍大動脈リ

ンパ節の吸引生検にていずれも悪性細胞を検出した

（Fig． 6）．

 症例3 11－1179－2 59歳 男子 前立腺癌

 会陰部皮下のリンパ節転移にて前立腺癌と診断した

例で，bipedal lymphographyでリンパ節転移の所

見を認めなかったが（Fig．7），右回腸骨リンパ節の

吸引生検にて多数の悪性細胞を検出した（Fig．8）．

考 察

 リンパ管造影による，リンパ節転移の診断にはさま

ざまの診断基準が用いられているが，リンパ管造影に

よりリンパ節転移を確実に診断することははなはだ困

難であり正診率は50～80％前後3・4）と思われる．その

診断基準としては①油性造影剤注入直後のリンパ管の

中断，欠損．②リンパ節の完全欠損，③リンパ節辺縁

の不整，欠損（punched out， moth－eaten），などが

あげられる．しかし，これらの変化は炎症，退行性変

化，あるいは正常な変形としても起こりうる．それほ

どリンパ系組織は変化に富んでいる．とくに高齢者の

場合リンパ系の繊維組織化，炎症性変化を受けている

可能性が多く，リンパ管造影診断を難しくしている原

因と思われる．泌尿器科領域におけるリンパ管造影の

有用性は早期にリンパ節転移を起こす前立腺癌，膀胱

癌にあると思われるがfalse ncgativeが多いことが

大きな難点であり，リンパ管造影の診断的意義を低下

させている．後腹膜リンパ節吸引生検は，このような

診断的意義の疑問視されるlymphographyに新たな

意味を持たせうる検査法となりつつあり，Zornoza

（1977）ら6）が膀胱癌例のリンパ節転移を吸引細胞診に

より検出して以来，泌尿器科領域でも欧米でさかんに

実施されるようになった．とくに早期にリンパ節転移

を起こす前立腺癌においてその有用性が認められてき

ている．Danら3）はlymphographyであいまいな診

断の難しいリンパ節の吸引生検をおこない37例中18例

（49％）に陽性の細胞診を得ている． また，G6thlin

ら（1981）7）はリンパ節転移なしと診断したIow gra－

dc， low stageの前立腺癌の24日中6例に吸引生検細

胞診陽性の結果を得ており，正常と思われるリンパ

節の吸引生検もおこなうことも必要である．また，

Correaら（1981）8）はlymphographyと吸引生検の

併用でfalse negative rate 5～1596に， false posi－

tive rateを0％にできたと述べている．一般に

bipcdal lymphographyにおけるリンパ節転移の診

断においてfalse positive， false negativeが多い原

因としてmicroscopic fociが発見できないこと，閉

鎖リンパ節，内腸骨リンパ節が造影されないことが大

きな理由とされている9）．いっぽう， Hermanら

（1963）10）は骨盤内リンパ系の詳細な検討をおこない，

骨盤内臓器（膀胱，前立腺，子宮頸部，膣，直腸）の

リンパ流は，おもに外腸骨リンパ節，総腸骨リンパ節，

傍大動脈リンパ節へ流れ，内腸骨リンパ流も外腸骨リ

ンパ流と吻合し最後に総腸骨リンパ流へと流されるb
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Fig．7．症例3のリンパ管造影および右

    外腸骨リンパ節穿刺像

 鞭

芦獅や

Fig．8．症例3の吸引細胞像（×200）

    著明な重畳性，核の大小不同

    を認める
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撫

Fig．9．右外腸骨リンパ節のmiddlc node被膜下に前立腺癌

    のmicrometastasisを認める（×100）

また，閉鎖リンパ節は直接外腸骨リンパ節のmiddle

nodeへ流れるとしている．われわれも，閉鎖リンパ

節のほかには外腸骨リンパ節のmiddle nodeの被膜

下のみにmicrometastasisを認めた前立腺癌例を経

験している（Fig．9）．このことから，外腸骨，総腸骨リ

ンパ節の生検でも，比較的早期のリソバ転移を発見で

ぎるものと考えられる．膀胱癌のリンパ節転移は，腫

瘍の浸潤が筋層に貫通していれば，40％に見られるが，

PT，で10％PT2で25％にみられるとの報告もあり，

T2以下の症例でもとくにhigh gradeの症例ではリ

ンパ節吸引生検により，リンパ転移の有無をあきらか

にすることは，膀胱を保存するか全摘をおこなうかの

決定の際の重大な資料となると考えられる．とくに臨

床的にmicro量nvasionを適確に診断することの難し

さを痛感している現状を考えれば，リンパ節吸引生検

法は，lymphographyではなんら変化を起こさない

リンパ節のmicrometastasisの検出の可能性をひめ

ており，また，膀胱癌のリンパ節伸展様式に言及で

きるものと考えられる．また， リンパ節の micro－

metastasisの場合， staging laparotomyの際，病理

検査のために適切なリンパ節を摘出することは容易で

はなく，microの世界を臨床の場に持ちこめうる期
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待をひめている．また，リンパ節吸引生検陽性例のみ

が臨床的に意義があるという論文11）が多いが，可能な

かぎり多数のリンパ節の吸引生検をおこなったにもか

かわらず悪性細胞を採取できないときは，逆にリンパ

節転移がごく初期のものか，あるいはリンパ節転移の

ないことを意味するものであり，これも臨床的に意義

があるものと考えられる．Wajsmanら（1982）11）は

膀胱癌や前立腺癌例のリンパ節吸引生検で陽性の細胞

診を得れば，診断目的のリンパ節かく清や根治的な手

術もおこなわないでadjuvant chemothcrapyや放

射線照射をおこなうと述べている．また，Dunnick

ら（1980）12）は化学療法や放射線照射などの治療後の

再評価に後腹膜リンパ節吸引生検が有用であるとして

いる．

 合併症としてなんらかの加療を必要とした例は経験

していないが，考えられる合併症としては次のような

ことがある．

1）穿刺針の進入路における腫瘍細胞の播種

 20gauge以上の太い針を使用した場合，前立腺癌

の会陰式生検のほか，肺癌，甲状腺癌，膵癌などの生

検に際し，皮膚転移の報告があるが，これらはいずれ

も Silverman針を用いたものである． Engzellら

（1971）14）は626例のさまざまの腫瘍の生検をthin

needleによりおこなったが，皮膚の播種転移は1例

も認めていない．また，血管内転移も理論的には考え

られるが，needle biopsyにより血行転移をおこした

という文献はみあたらない．

2）出血

 Holmら（1978）は2，000例の腹腔内穿刺により2

例に偶然に血腫を発見したが，輸血を必要としたもの

や外科手術を必要とした例はないと述べている2）．わ

れわれはWajsmanら（1982）11）と同様に傍大動脈リ

ンパ節吸引生検ののち，手術時に腸管膜に軽い血腫を

認めた1例を経験している．

3） Sepsis

 Ferrucciら（1980）2）は膵臓の経腹的吸引生検で膵

臓前面の小腸を針がつらぬいたためと思われる腸内細

菌によるGram陰性細菌によるsepsisの一例を報

告している．その他われわれの経験した例では，とく

に2～3回にわたり吸引生検をおこなった症例で動静

脈周囲に出血のためと思われるfibrosisをおこし，

リンパ節のかく清がやや困難となった症例を経験した．

また，Wajsmanら（1982）II）は腹腔内を針がつらぬ

く時，血管・迷走神経反射により血圧低下，嘔気，発

汗を100例中3例に認めている．またLivraghiら
（1983）15）はH，700例の腹腔内の生検をfipe－needleに

よりおこない，1例（O． 008％）が膵生検後の膵壊死に

より死亡したと述べているが，骨盤内臓器については，

注目すべぎ合併症の報告はない．われわれは今のとこ

ろ後腹膜リンパ節吸引生検は骨盤内リンパ節のみをお

こない上限は第四腰椎の傍大動脈リンパ節までにする

べきであると考えている．

結 語

 泌尿性器腫瘍の21例に経皮的後腹膜リンパ節吸引生

検をおこない，20例に充分な生検材料を得ることがで

きた．リンパ管造影で転移を診断できたのは1例のみ

であったが，リンパ節吸引生検により，先の例を含め6

例にリンパ節転移を証明しえた．後腹膜リンパ節吸引

生検法は前立腺癌のstaging lymph node disscction

にかわりうる検査法であり，また，膀胱癌に対する手

術方法の決定に重要な検査法となるものと考えた．と

くに，リンパ節微小浸潤癌を適確に診断しうる可能性

をひめており，臨床上きわめて有用な検査法である．
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