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進行精巣腫瘍患者に対する後腹膜 リンパ節郭清術

大阪医科大学泌尿器科学教室(主 任:岩 動孝一郎教授)

高 崎 登,上 田 陽彦,岩 動 孝一郎

RETROPERITONEAL LYMPH NODE DISSECTION FOR 

PATIENTS WITH ADVANCED TESTICULAR TUMOR

Noboru Takasaki, Haruhiko Ueda and Koichiro Isurugi

From the Department of Urology, Osaka Medical College

   We examined the indication for retroperitoneal lymph node dissection (RPLND) for 30 patients 
with advanced testicular tumor and made the following conclusion. 

   The sequence of RPLND and primary chemotherapy made no difference in the therapeutic 
effect for patients with stage II A non-seminomatous germ cell tumor (NSGCT). However, we 
thought it better to administer primary chemotherapy prior to RPLND to prevent dissemination 
of tumor cells. 

   Viable tumor cells often remained in retroperitoneal residual tumors even after chemotherapy 
in the patients with NSGCT advanced beyond stage II B. Therefore, RPLND seemed to be 
necessary if residual retroperitoneal tumors were found after the chemotherapy. 

   In patients with seminoma, RPLND did not seem to be necessary if the residual tumor was 
less than  3  cm in diameter or the reduction rate of the retroperitoneal tumor was more than 80 

% after the initial therapy (chemotherapy or irradiation therapy). 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 40: 957-961, 1994) 

Key words: Advanced testicular tumor, Retroperitoneal lymph node dissection,  Nonseminoma-
            tous germ cell tumor, Seminoma

緒 言

近年 シスプラチ ソを導入 した癌化学療法の進歩によ

り精巣腫瘍 の治療法は従来 の手術療法を中心 とした方

法から多剤併用 化学療法 を中心 とした方法 に 変 わっ

た.転 移を有す る進行精巣腫瘍の治療成績 はこの化学

療法を中心 とした 集学的治療 に より飛躍的 に 向上 し

た,手 術療法 としての後腹膜 リンパ節郭清術(以 下郭

清術)は 化学療法 の効果 に応 じて,そ の必要性が検討

される傾 向にあるが,病 期 あるいは組織型 のちがいに

よって必ず しも諸家の意 見が一致 しているわけではな

い.非 セ ミノーマに対 しては郭清術が行われ る場合が

多いが,セ ミノーマでは初期治療(化 学療法あるいは

放射線療法)後 の郭清術 は,手 技的に難 しいことから

適応 され る ことは少ない.そ こで本稿では郭清術 の

適応に関 して検討 したが非 セ ミノーマにおいては,転

移巣が小 さいstageIIAの 場合 とstageIIB以 上

の場合とに分けて検討 した.セ ミノーマにおいては残

存腫瘍が存在す る場合について検討 した.

対 象 な らび に方 法

対象:1972～1991年 の20年 間に大阪医科大学 で経

験 したstageII以 上 の進行精巣腫瘍 は44例 で,後 腹

膜 リンパ節郭清術(一 部腫瘍のみの摘除および腫瘍生

検も含む)を 施行 した症例は30例(非 セ ミノーマ21

例,セ ミノーマ9例)で あった.こ れ らの症例を対象

とし,つ ぎの ような方法で検討 した.1)郭 清術を先行

させた非 セ ミノーマstageIIAの 自験例の治療成績

について検討 し,化 学療法を先行させた場合 と比較 し

た.2)郭 清術に起因す ると考え られ る転移発現例を検

索 し,非 セ ミノーマstageIIAに 対 して郭清術を先

行 させ る治療法の是非について検討 した,3)非 セ ミノ

ーマにおいて,化 学療法後の残存腫瘍の組織像か ら化

学療法後の郭清術 の是非について検討 した.4)セ ミノ

ーマにおいて残存腫瘍のサイズあるいは腫瘍 の縮小率

と残存腫瘍 の組織像(癌 細胞 の有無)と の関係か ら,

セ ミ ノーマの残存腫瘍に対す る郭清術 の適応について

検討 した.
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TableLStageIIA非 セ ミ ノーマ の 治療 成 績

治 療 方 法 例数 再発 癌死 合併症による死 救済

郭清術+化 療(CDDP以 外)+放 射線400

郭清術+化 療(CDDP中 心)410

O

l

4

3

計 81 0 1 7

結 果

stageIIA非 セ ミノーマの治療法 と成績=

われわれが経験 したstageIIAの 症例 は8例 であ

る.TableIは そ の 治療成績 である,原 発巣 の摘除

後,全 例に後腹膜 リソパ節郭清術を先行 させ,そ の後

に化学療法や放射線療法を行 った.CDDP出 現以前

(4例)は 放射線療法 も併用 した.CDDP出 現後(4

例)は 原則としてPVB療 法 を 併用 し,放 射線療法

は行わなか った.全 例癌死 は ない が,1例(CDDP

使用例)は 胸部に再発 したため,PEB療 法を施行 し

腫瘍は縮小傾 向が認められたが,腎 不全,DICな ど

の副作用にて死亡 した.救 済率は88%(7/8)で あ っ

た.

郭清術に起因す る転移 ・

郭清術を先行 させたstageIIの 症例は13例(IIA=

8例,IIB=5例)で あ るが,そ の うち3例(23%)

に郭清術に起因すると考えられ る術後早期(1ヵ 月以

内)の 転移 が出現 した.1例(stageIIA)は 多発性

肺転移,他 の2例(stageIIA1例,stageIIBl例)は

左鎖骨窩 リンパ節への転移である,3例 中1例(sta-

geIIB)は 癌死 した.

化学療法後 の 後腹膜残存腫瘍 の組織懲=

stageII以 上の症例に化学療法を先行 させた症例は

9例(stageIIB3例,stageIIIB4例,stage

IIIq2例)で あ るが,化 学療法後に後腹膜の残存腫瘍

に対 して郭清術 を行 い 組織 を 確 認 しえ た 症例 は6

例 で あ った(Table3)・ これ ら の うちstageIIIB

の4例 は化学療法によ り肺転移巣が消失 し後腹膜に腫

瘍 が限局 した ものである.原 発巣の組織は全例主体が

胎児性癌でこれに奇形腫,絨 毛癌,卵 黄嚢腫瘍等が混

在す る複合腫瘍 であった.6例 の残存腫瘍中,5例

(83%)に 腫瘍細胞が存在 した.4例(67%)は 癌細胞

が存在 し,他 の1例 は成熟奇形腫 と嚢腫 であった.ま

た,1例(17%)は 壊死組織 と線維組織 で腫瘍細胞は

認め られなかった.

セ ミノーマの後腹膜残存腫瘍 の組織像,

stageIIの 症例で 化学療法 あるいは 放射線療法後

に後腹膜に残存腫瘍が認め られ手術(郭 清術 や生検)

を施行 した症例は4例 である.こ れ らに対 して郭清術

Table2.郭 清術 に起 因 す る転移 例(非 セ ミノー マ)

郭清術先行例 早期転移出現

stag¢ 皿A

stagellB

8

5

2

1

計 13 3(23%)

Table3.非 セ ミノー マに お け る残 存 腫 瘍 の組 織 像

症例 病期 組織型 残腫組織 比率

1

2

3

4

5

6

皿BE,T,CH

UBE,T,CH

皿B[E,CH

mB2E,Y,CH

皿B2E,T

皿B2E,Y

壊死/線 維組織17%

奇形腫(+嚢 腫)17%

慧i}…
E:胎 児性癌,T=奇 形腫,CH=絨 毛癌,Y=卵 黄嚢腫瘍

Table4. セ ミノーマにおける残存腫瘍 と腫瘍細

胞の関係

病例 病期 初期治療 縫 奪湊 縮小率 雛

1

2

3

4

nA

nB

皿B

llB

化 療 郭 清2cm88%

放射線 腫瘍生検3cm84%

化 療 郭 清2.5cm82%

放射線 腫瘍生検6cm52%+

を試みた.初 期治療 として化学療法 を行 った2例 の う

ち1例 は広範性の郭清術 をお こない,他 の1例 は残存

腫瘍のみの摘除を行ったが,初 期治療 として放射線照

射 を行 った2例 は摘除 が困難であった ので生検 のみ施

行 した.Table4は 残存腫瘍 と腫瘍細胞 の有 無との

関係を しめ した ものである.残 存腫瘍 のサイズが直径

3cm以 下の3例 では腫瘍細胞 は 存在 しなか ったが,

残存腫瘍6cmの1例 に は腫瘍細胞が 存在 した.ま

た,縮 小率 との関係をみ ると,縮 小率82%以 上 の3例

では腫瘍細胞は認め られなか った.

考 察

stageIIA非 セ ミノーマの治療について

進行精巣腫瘍(非 セ ミノーマ)の 治療は現在 では化
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学療法後 に郭清術の 適応 を考慮 す るのが一般的 であ

る.しか し,stageIIAの 場合は,1)ま ず郭清術 を先行

させ,そ の後化学療法を行 う方法(再 発時にのみ化学

療法を行 う方法 と再発 とは関係な く化学療法 を併用 さ

せる方法 とが行われてい る)と,2)ま ず化学療法を先

行させCRが え られない場合に後腹膜の残存巣に対

して郭清術を施行す る方法 のいずれかが行われている.

これまでの代表的 な報告レ5)を みると救済率 とい う面

からは,い ずれの方法でも95%以 上 と良好な成績 がえ

られている.わ れわれ は8例 のstageIIA症 例を経

験 したが,い ずれ も郭 清術を先行 させ,そ の後に化学

療法を併用 した.CDDP出 現以前は化学療法に放射

線療法 も併用 した症例 もある.最 終的には1例 救済で

きなかった ものの 癌 死 の 症 例 はなか った.し たが っ

て,こ のstageIIAの 症例に対 しては郭清術を先行

させる方法でも化学療法を先行 させ る方法でも良好な

成績がえ られ る.い ずれの方法を選ぶかは症例に応 じ

て治療法の利点 と欠点を十分に把握 して決める必要が

ある。

郭清術を先行させた場合の問題点は術後 の射精障害

とわれわれが経験 した ように,郭 清術に起因する転移

が起 こ りうることである,clinicalstageIの 症例に

対 しては,射 精障害防止法 として,郭 清範囲を縮小 し

た り,神 経を温存 した郭清術が行われてい る6-8).し

か し,stageIIに 対 してはこれ らの方法で射精神経

を温存 させることは,現 在の段階では難 しい と考え ら

れる9).Vurgin&Whitmorelo)は 郭清術に よる腫

瘍細胞の播種の可能性があることを述べているが,わ

れわれはstageIIの 症例 の23%(3/13)に 郭清術に起

因すると考え られ る術直後 の遠隔転移の出現を経験 し

た.そ の原因はつ ぎの2つ が考え られ る.1つ は郭清

術によって腫瘍細胞が播種 された場合であ り,も う1

つは実際にはstageIIIで あるが,転 移巣が小 さい

ためにそれを術前にdetectで きず,郭 清術の影響に

より,急 激 に増大する場合である.い ずれに しても郭

清術直後に遠隔転移が出現す ることは好 ましい現象で

はない.わ れわれ はこれまで郭清術先行の方法を とっ

てきたが,最 近では化学療法を先行させ,そ の結果に

よって郭清術を行 うか否かを考慮す るのが望ましい と

考えている.

化学療法後の郭清術につ いて'

化学療法後 の郭清術は残存腫瘍中に腫瘍細胞が存在

するとい う仮定のもとに行われ るが,腫 瘍細胞がない

場合は危険を侵 して無駄な努力を したことになる.化

学療法後の残存腫瘍の組織像については多 くの報告が

ある10-16),われわれが文献上集計 した570例 の残存腫

a959

Table5.非 セ ミノーマCR例 の後腹膜転移巣

の組織像(文 献 より集計)

壊死/線 維組織 奇形腫 癌 腫

54/82

66%

18/8212/82

22%12%L

34%」

瘍の組織像について見ると,壊 死/線 維組織39%,癌

組織24%,奇 形腫38%,そ の他1%で あ り,癌 および

奇形腫 を合わせ て腫瘍細胞の存在率は62%で ある,わ

われ の症例では残存腫瘍の84%(癌 細胞67%,奇 形腫

17%)に 腫瘍組織が残存 していた.残 存腫瘍 に癌細 胞

が含 まれる場合は郭清術の適応 となるのはい うまで も

ない.奇 形腫の多 くは成熟奇形腫であ り,こ れを危険

を侵 してまで摘出 しな くてもよい とい う考えも成 り立

つ,し か し,成 熟奇形腫の中 には 癌化 す る場合 もあ

り,摘 出すぺ きであるとい うのが一般的である12・13・16

17).し たが って,前 述 の570例 の集計からは化学療法

後の残存腫瘍 の60%以 上は手術 の適応 であるが,約40

%は 手術の必要がないものである.現 段階では画像診

断で術前に腫瘍組織の有無を判定することは困難であ

るため,残 存腫瘍が存在すれば郭清術を行 うべ きであ

ろう.で は画像診断上CR例 に対 して郭清術 を行 う必

要があ るか否かについては,意 見の分かれるところで

あるが,経 過観察 され る場合が多い.特 に,わ が国に

おいてはほとん ど行われていない.CR例 に対 しても

郭清術を施行すべき で ある とす る ものは画像診断上

CRで あっても,後 腹膜組織 に腫瘍細胞が 残存す る

可能性があるか らで ある.そ こでCR例 で腫瘍細胞

が 存在する割合 について 文Wt12・17-20)より集計 して検

討 した(Table5).CR例 の後腹膜組織 の34%に 腫

瘍組織が認め られ て いる.そ の うちの2/3は 奇形腫

で,1/3が 癌腫である.た だ,原 発巣に奇形腫 が存在

す る揚合には腫瘍細胞(主 として奇形腫)の 存在す る

率が高いが,そ うでない場 合は腫瘍細胞が存在す る可

能性はほ とんどないので後者の場 合には郭清術を行 う

必要はないとい うDonohueら21)の 報告 がある.し

か し,Fossaら1?)の 報告 では原発巣に奇形腫が存在

しない場合 でも26%(6/23)に 腫瘍細胞が認め られて

お り,CR例 に 対 す る郭清術 の適応 については結論

はでていない.す なわち,CRで あれば,郭 清術の適

応を考慮 しな くてもよい とい う事 にはな らない ようで

あ る.郭 清術を施行 しない場合 は再発を考慮 した厳重

な観察が必要であろ う.

セ ミノーマの残存腫瘍にたいす る郭清術について=

進行セ ミノーマの初期 治療は放射線療法が行われ る
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場合 もあ るが,最 近では多 くは シスプラチ ソを中心 と

した化学療法が行われている.セ ミノーマの場合,初

期治療後の残存腫瘍に対 しては,手 術を行わない方 が

よい とす るものと,行 うべ きであるとする ものとがあ

る.セ ミノーマの場合残存腫瘍に対す る摘除術があま

り積極的には行われない.そ の理 由はFriedmanら22)

が述 べてい るように,残 存腫瘍が存在 して も腫瘍(癌)

組織が存在する可能性が低い こと,化 学療法あるいは

放射線療法後は後腹膜の線維化,癒 着の程度が強 く,

手技的に容易でな く,手 術に よる生命への危険性が高

い といった ことに よる,

Ellisonら23)は セ ミノーマのPR例 すなわち化学

療法後残存腫瘤が認め られ る症例 の15～25%に 癌組織

が存在す ることか ら手術 を行 うぺきであると述べてい

る.非 セ ミノーマに比較す ると残存腫瘍に腫瘍細 胞の

存在する頻度は低 いが,腫 瘍細胞が存在すれば予後 に

かかわることから,sa艮vagesurgeryの 適応か否 かを

判定する何 らかの方法が必要 と考え られ る.Motzer

ら24)は残存腫瘤の大 きさと腫瘍組織 の有無との関係 に

ついて,残 存腫瘍 のサイズが,3cm未 満であれぽ腫

瘍組織の存在する可能性が低いので,そ の場合は郭清

術や追加治療を行 う必要はない と報告 している.そ こ

で,初 期治療後残存腫蕩 のサイズと郭清術 の結果腫瘍

の組織が確認された症例を種々の文献か ら集計 した結

果 をTable6に しめ したが残存腫瘍 のサイズが直径

Table6・ セ ミノーマ残存腫瘍のサ イズ と腫瘍細胞 の

残存頻度(文 献 よ り集計)

残存腫瘍サイズ 腫瘍細胞(+)腫 瘍細胞(一)

3cm未 満2.7%(1/37)97.3%(36/37)

3cm以 上44,4%(16/36)56.6%(20/36)

3cm未 満 の症例 では腫瘍組織の存在率は2.7%(1/37)

であった.こ れに対 し3cm以 上の症例 で は44.4%

(16/36)に 腫瘍組織が認め られている,わ れわれの4

症例の場合 も同様 に3cm未 満 では 腫瘍組織は 認め

られなかった.セ ミノーマにおいて腫瘍 の縮小率 と腫

瘍細胞の有無につ いてみると,わ れわれの症例数は少

ないので断定的なことはいえないが,縮 小率82%以 上

では腫瘍細胞は認 められなか った ことか ら,縮 小率が

約80%以 上であれば郭清術 を行わな くて もよいのでは

ないか と考 えている.こ の基準については さらに検討

す る必要 があるが,残 存腫瘍のサイズと縮小率 とを組

み合わせれば有力 な指標になるのではないかと考えて

いる.

結 語

後腹膜 リンパ節郭清術 を施行 した進行精巣腫瘍患者

30例の 自験例 の検討 と文献的検討を行 い,進 行精巣腫

瘍患者に対す る後腹膜 リソパ節郭清術 の適応について

つぎのような結論をえた.

1.非 セ ミノーマstageIIAに 対 しては郭清術あ る

いは 化学療法 のどち らを先に行 って も治療成績 の面で

は良好な結果がえ られ ると考 え られ るが,郭 清術に よ

る腫瘍細胞 の播種防止 とい う観点か らすれば化学療法

を先行 させた方 が よいと考え られた.

2.非 セ ミノーマに おいては 化学療法後のPR例 の

残存腫瘍 には腫瘍細胞が高率に残存 してお り,郭 清術

を適応する必要があると考え られた.し か しCRな

ら郭清術 を行わな くて もよい とい う結論はえ られなか

った.

3.セ ミノーマにおいては化学療法(あ るいは放射線

療法)後 の残存腫瘍が3cm未 満 あるいは 縮小率 が

約80%以 上であれば,腫 瘍細胞が存在する率は非常に

低 く,郭 清術を行 う必要はないと考え られた.
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