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陰茎癌におけるダイナミック

センチネルリンパ節生検の初期経験
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INITIAL EXPERIENCES OF DYNAMIC SENTINEL LYMPH

NODE BIOPSY (DSNB) IN PATIENTS WITH PENILE CANCER

Noriyuki Abe1,2, Jun-ichi Hori2, Shin Kobayashi2, Daiki Kikuchi2,

Joe Tateoka2, Masaki Watanabe2, Naoki Wada2, Gaku Tamaki2,

Masafumi Kita2, Taisuke Matsuya3, Akemi Ishida-Yamamoto3 and Hidehiro Kakizaki2

1The Department of Urology, Kitasaito Hospital
2The Department of Renal and Urologic Surgery, Asahikawa Medical University

3The Department of Dermatology, Asahikawa Medical University

We present 2 cases of penile cancer in which the inguinal lymph node was not palpable and inguinal

lymph node dissection (ILND) could be safely avoided by conducting dynamic sentinel lymph node biopsy

(DSNB). The first case was in a 54-year-old man complaining of penile tumor for at least 3 months. We

performed partial penectomy and DSNB. The pathological diagnosis was squamous cell carcinoma (SCC),

pT2-3. There was no cancer metastasis in sentinel nodes (0/2). There has been no recurrence for 6 years

after operation. The second case was 65-year-old man suffering from penile tumor for at least 6 months.

We performed partial penectomy and DSNB. The pathological diagnosis was SCC, pT2. There was no

cancer metastasis in sentinel nodes (0/3). There has been no recurrence for 1 year after operation. ILND

has been recommended for intermediate and high-risk penile cancer even in patients with non-palpable

inguinal lymph nodes. However, the complication of ILND is very high. DSNB has the potential to avoid

ILND if there is no cancer metastasis in sentinel nodes.

(Hinyokika Kiyo 66 : 221-224, 2020 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_66_7_221)
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緒 言

EAU ガイドライン2019年版において，陰茎癌は 3

つのリスクに分類されている．低リスクは T1 未満ま

たは T1，G1，中リスクは T1，G2 かつ脈管侵襲陰

性，高リスクは T2 以上または G3 または脈管侵襲陽

性と定義される1)．中/高リスク陰茎癌においては，

鼠径リンパ節が非触知の場合でも，鼠径リンパ節郭清

術（ILND）は正確なリンパ節の staging（診断的意

義）および治療的意義のために考慮される術式であ

る1)．しかし，ILND の合併症の頻度は比較的高い2)．

今回，高リスク陰茎癌に対してダイナミックセンチネ

ルリンパ節生検（DSNB）を施行し，センチネルリン

パ節への転移を否定したうえで ILND を回避し，そ

の後も経過良好な 2例を経験したので，文献的考察を

加えて報告する．

症 例

患者 1 : 54歳，男性

主 訴 : 陰茎腫瘤

既往歴 : 特記事項なし

現病歴 : 3カ月以上前からの陰茎の腫瘤性病変を主

訴に前医を初診した．擦過細胞診と腫瘍生検を施行す

るも明らかな悪性所見を認めず，尖圭コンジローマと

診断された．以降も腫瘍は増大傾向であり，前医初診

の約 2カ月後に当科紹介・初診となった．

初診時現症 : 亀頭全体が潰瘍を伴う腫瘍により置換

されている状態であった．両側鼠径リンパ節は触知し

なかった．採血では SCC 抗原は陰性だった．

画像所見（造影 CT) : 両側鼠径および骨盤内リン

パ節に有意なリンパ節腫脹を認めなかった．

治療経過 : 腫瘍再生検にて扁平上皮癌（SCC）と診

断され，肉眼的に明らかな亀頭浸潤を認めたため T2

以上の高リスク陰茎癌と判断した．陰茎部分切除術
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Fig. 1. Resected specimen of penile tumor of case 1.

泌62,08,0◆-2

Fig. 2. Resected specimen of penile tumor of case 2.

（Fig. 1）と同時に DSNB を施行した．病理結果は

SCC，pT2-3（組織挫滅のため正確な深達度は判定で

きず），脈管侵襲陽性，断端陰性であった．DSNB で

は両側鼠径リンパ節を 1検体ずつ採取し，いずれも陰

性を確認した．以後外来にて経過観察しているが， 6

年間再発なく経過している．

患者 2 : 65歳，男性

主 訴 : 陰茎腫瘤

既往歴 : 心筋梗塞（冠動脈ステント留置後），糖尿

病，高血圧，脂質異常症

現病歴 : 6カ月前からの陰茎の腫瘤を主訴に当科初

診となった．

初診時現症 : 仮性包茎で陰茎腹側の亀頭直下にカリ

フラワー状の腫瘍を認めた．両側鼠径リンパ節は触知

しなかった．採血では SCC 抗原は陰性だった．

画像所見（造影 CT・PET-CT) : 両側鼠径および骨

盤内リンパ節に有意なリンパ節腫脹を認めなかった．

PET-CT においても，両側鼠径および骨盤内リンパ節

に明らかな集積はなかった．

治療経過 : 腫瘍生検にて SCC と診断され，肉眼的

に明らかな亀頭浸潤を認めたため T2 以上の高リスク

陰茎癌と判断した．陰茎部分切除術（Fig. 2）と同時

に DSNB を施行した．病理結果は SCC，pT2，脈管

侵襲陽性，断端陰性であった．DSNB では右鼠径リン

パ節を 1検体，左鼠径リンパ節を 2検体採取し，いず

れも陰性を確認した．以後外来にて経過観察している

が， 1年間再発なく経過している．

考 察

陰茎癌は，主に陰茎の亀頭・包皮内板に発生する扁

平上皮癌で，男性の悪性腫瘍の中では0.5％未満とき

わめて稀な癌のため，診断・治療に難渋する場合も多

い3)．陰茎癌全体の 5年生存率は50％程度と予後不良

であるが，リンパ節転移の有無によって予後が大きく

異なることが知られている．リンパ節転移がない症例

では 5年生存率85％以上と言われる一方，リンパ節転

移陽性例では29∼40％，特に骨盤リンパ節転移症例で

は0％ともされている4)．

陰茎癌で最も頻度の高い転移部位は鼠径リンパ節と

言われており5)，鼠径リンパ節を skip してそれより上

位のリンパ節に転移した報告は調べえた限り確認でき

なかった．これは，陰茎癌がセンチネルノードコンセ

プト6)を成立する癌であることを示していると考えら

れる．そのため，センチネルリンパ節となる鼠径リン

パ節に対する早期の診断と適切なマネジメントが重要

となる．

しかしながら，陰茎癌における鼠径リンパ節の取り

扱いに関する問題として，鼠径リンパ節非触知のうち

平均25％は偽陰性であるという点があげられる7)．こ

のような微小転移症例に対して，CT/MRI の有用性

は限られており，PET-CT においても10 mm 未満の

微小転移は指摘困難とされている8~10)．

DSNB はこのような微小転移の検出に非常に有用で

あり，感度94∼95％，偽陰性率 5∼ 8％と確立した診

断方法とされている11,12)．DSNB は術前日に，腫瘍

に直接，または腫瘍近傍の表皮に 99mTc-nanocolloid

を局注し，リンパシンチグラムを撮影，センチネルリ

ンパ節を同定することからはじまる（Fig. 3A∼B）．

その後，執刀直前に前日注射部位と同一部位にパテン

トブルーを局注した上で手術を開始し，γ プローベを

使用しながら染色されたリンパ節を摘出する（Fig.

3C∼E）．DSNB の切開創は 5 cm 程度で，合併症の頻

度は約 7％であり，ILND と比べ合併症が非常に少な

いといわれている2)．EAU ガイドライン2019年版お

よびNCCN ガイドライン2019年版いずれにおいても，

鼠径リンパ節非触知の中/高リスク陰茎癌に対する侵

襲的なリンパ節 staging として，DSNB は ILND と並
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Fig. 3. The technical details of DSNB (case 2). A : 99mTc-nanocolloid lymph node scintigraphy. B :
Marking of sentinel lymph node of right inguinal region. C : Searching for the sentinel lymph
node, using γ probe. D : Skin incision for DSNB. E : Resection of lymph node. Stained
lymph node looks blue.

び強く推奨されている1,13)．

陰茎癌のリンパ流に関しては，1977年に Cabanas

がリンパ管造影と解剖学的な郭清術によって初めて評

価・報告したが5)，後に，この方法では偽陰性が高率

に発生することが判明したため普及されず，各ガイド

ライン上も現在推奨されていない14)．1990年代にな

り，悪性黒色腫をはじめとしたいくつかの疾患におい

て，放射性同位体を用いたセンチネルリンパ節の同定

の手技が確立したため，再びリンパ流に対する関心が

高まり，Netherlands Cancer Institute が陰茎癌に対する

DSNB を発展させた．Valdes らは，DSNB を施行す

ることで非触知であった鼠径リンパ節の97％を可視化

できたと報告している15)．以上より，DSNB では，

正確なリンパ流とセンチネルリンパ節を確認できると

考えられる．

鼠径リンパ節非触知の高リスク陰茎癌において，
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DSNB にてリンパ節転移が証明された際，ただちに

ILND を施行した群では（immediate ILND），DSNB

を施行せず経過観察した後に鼠径リンパ節腫脹を認め

てから ILND を施行した群（delayed ILND）と比較し

て， 3年生存率が有意に良好（84％ vs 35％）である

ことが報告されている16)．このことは，鼠径リンパ

節非触知の中/高リスク陰茎癌診療において，微小リ

ンパ節転移を早期に発見・摘除することが非常に重要

であることを示している．

今回経験した 2 症例は，高リスク陰茎癌であった

が，DSNB を施行し，センチネルリンパ節への転移を

否定したうえで ILND を回避でき，その後も良好な

経過を辿っている．今後，新たな症例で DSNB が陽

性だった場合には，直ちに ILND を施行する方針で

ある．

症例 2では観察期間が短いため，今後も経過観察が

必要である．サーベイランスに関して，NCCN ガイ

ドライン2019年版では 1∼ 2年目の間は 6カ月ごと，

3年目以降は12カ月ごとの陰茎および鼠径部の診察，

造影 CT などでの画像検査を推奨している．また，採

血にて 2症例とも初診時より SCC 抗原は陰性であっ

たが，SCC 抗原陽性がリンパ節転移の予測因子とい

う報告もあるため17)，当科では再診時に SCC 抗原も

確認していく方針である．

DSNB に関して，初期30例の経験において偽陰性は

認めなかったという報告もある12)が，泌尿器科領域

において DSNB を施行することが少ないため，やむ

なく偽陰性が生じてしまう可能性はある．そのため

DSNB は年間20件以上の経験を有する 3次医療機関で

の実施が推奨されているが，今回の 2症例は，悪性黒

色腫などで DSNB の手技に精通している皮膚科医師

の協力のもとに施行した．陰茎癌は希少癌であり，単

一施設での症例数も限られることから，今後も必要な

症例には皮膚科医師の協力を仰ぎながら DSNB を

行っていく予定である．

結 語

鼠径リンパ節非触知の陰茎癌に対しては，局所切除

の際にダイナミックセンチネルリンパ節生検を施行す

ることが有用な可能性がある．
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