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　シンポジウム　

　「口腔癌 N0症例の頸部マネージメント」

口腔癌N0症例の頸部マネージメント
—センチネルリンパ節生検と未来展望—

	 土 持　 眞 1）	 山 口　晴 香 1，2）	 羽 山　和 秀 1）

要旨：センチネルリンパ節生検は早期のリンパ節転移の staging に多くの悪性腫瘍で行われている。その悪性黒色腫や
乳癌のN0症例の診断精度は 95％以上と報告されている。この術式では外科医が手術室でγプローブを用いてRI の放
射線量を計測してセンチネルリンパ節を探索する。この方法では外科医は良好な空間分解能で集積画像を見ることは
できない。小型のγカメラを使用することができるが解剖学的情報の中で集積を見つけることはできない。色素など
を併用する方法が行われているが，これは切開した部分のみに限られる。蛍光の組織透過性が良好なことから，近年
indocyanine	green（ICG）を用いた近赤外蛍光のセンチネルリンパ節生検が行われている。私たちは polyamidoamine
（PAMAM）をグラフトした多機能シリカナノ粒子を使用して 99mTc と ICG を結合させた複合イメージングプローブを
開発した。動物実験で組織深部はRI で探索し，そして切開して近赤外蛍光でセンチネルリンパ節を検出して手術操作
を容易にする可能性を明らかにした。さらに私たちは直接にセンチネルリンパ節転移細胞をイメージングする方法の
研究も実施している。そして本総説では最近のセンチネルリンパ節転移検索のための分子標的イメージングの進歩に
ついて review する。

キーワード：センチネルリンパ節生検，ナノ粒子，分子イメージング

Ⅰ．はじめに

　本総説ではイメージガイド手術，image-guided	surgery
としてのセンチネルリンパ節生検（SLB）の臨床前研究お
よび未来の方向性について私達の行っている研究を中心に
概説してみたい。
　頸部リンパ節転移の診断にCT，MRI，US，そして PET
などが用いられ適切な治療が行われるように努力が払われ
ている。しかし，それらの空間分解能や画像化の制限か
ら，微少な転移の診断には限界がある。SLB はこのよう
な画像診断で判定できないオカルトリンパ節転移をより正
確に，また効果的に判定できる。SLB は様々な悪性腫瘍
の治療に導入されている1，2）。悪性黒色腫と乳癌では標準
治療の 1つとなり保険適応となっている。口腔癌，頭頸部
癌においても多くの国内外の施設で実施されている。口腔
癌の Randomized 臨床研究から T1/T2	N0 症例の選択的
頸部廓清が治療的頸部廓清よりも治療成績が良いことが報

告されている3）。しかし，オカルト転移の比率からすると
口腔癌の選択的頸部郭清症例の 60％から 80％程は結果的
に不必要な手術をうけることになる4）。SLB はそのような
不必要な手術侵襲，そしてその副障害を回避することがで
きる。SLB でのオカルト転移の正診率は皮膚悪性黒色腫
や乳癌で 99％から 97％となっている。口腔および口腔咽
頭癌においても同様に高い正診率が報告されている	（sen-
sitivity	86％，negative	predictive	value	95％など）5，6）。

Ⅱ．センチネルリンパ節の検出

　センチネルリンパ節（SL）の探索にはラジオアイソトー
プを用いる方法（RI 法）と色素を用いる方法との併用で
検出率が上がることからこれらの併用が一般に行われてい
る7，8）。色素法では patent	blue	V，isosulfan	blue，methy-
lene	blue などが海外で用いられている。国内でも patent	
blue，indigo	carmine などが用いられトレーサーとして使
用されている。色素法は手術室で腫瘍周囲皮下，粘膜下な
どに注入後，関心領域を皮膚切開してその流れと染まりを
観察して判定する。RI 法では同様に放射性医薬品を注入
して SLのリンパシンチグラフィが行われる。この術前リ
ンパ節マッピングでイメージングとしてSLが同定される。
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放射性医薬品としては表 1に示すようなものが使用されて
いる8，9）。日本では主にTin	colloidや Stannous	phytate（フ
チン酸）が用いられている。術中の SLの探索はリンパ節
マッピングを参考にして手持ちのγプローブを用いて行
なわれている。γプローブは手指把持の小型の放射線検
出器である。体内の放射線量を計数（count 数）で表す。
Count 数の多寡はピッチサウンドの変化で知ることができ
る。術中に SNの集積画像をみることができれば手術操作
が容易になる。現在，術中に使用できる小型のγカメラ
が開発，あるいは臨床応用されている。重量が 700g から
2.7kg のものがあり有効視野（FOV）は 45×45mmほど
のものが多い4，10-14）（図 1）。近年は ICGを用いた近赤外蛍
光による SLBも行われている15-17）。

Ⅲ．新しいトレーサー，薬剤の開発およびアプローチ

　1）Lymphoseek（99mTc-tilmanocept）
　2013 年に新しい放射性医薬品として Lymphoseek
（99mTc-tilmanocept）が米国で FDAの承認を受けて臨床
応用が乳癌，悪性黒色腫で可能となっている。その後口腔

扁平上皮癌も承認され良好な SLB の成績が報告されてい
る18）。Lymphoseek は multiple	unit マンノースを含むト
レーサーで，マクロファージや樹状細胞表面に高濃度で
発現している CD-206 を標的としている。術中に 99mTc の
γ線を検出するにはγプローブを使用する。
　通常の SLB において，γプローブで 5 cm の深さまで
SL を検出可能とも言われる。γ線の利点はこの高い組織
透過性であるが形態情報に乏しく小型ガンマカメラを使用
しても解剖学的形態のなかで集積部位をとらえることはで
きない。
　2）センチネルリンパ節の複合イメージング
　解剖学的情報とともにリンパ流や SL を観察するのに
色素や蛍光色素の利用がある。通常の可視領域の蛍光色
素では組織透過性は 1-2 mmでしかないが，近赤外蛍光
では 1-2 cm 位と大きくなる19，20）。これは，非可視領域の
750から1,000nmの波長の近赤外蛍光はヘモグロビン，水，
脂質そしてメラニンなどへの吸収が低く，また，この波長
領域ではNADHやポルフィリンの自家蛍光がUVや可視
光領域にくらべて非常に弱いからである。つまり近赤外
蛍光は組織透過性が強く，自家蛍光の影響も受けにくい。

表 1　99mTc 使用の放射性医薬品

品名
粒子サイズ	（nm）

最大径 平均径

Sulphur	colloid 350⊖5,000 100⊖220（フィルター後）
Antimony	trisulphide 80 3⊖30
Sulphide	nanocolloid（LymphoscintⓇ） 80 10⊖50
Nanocolloidal	albumin（NanocollⓇ） 100 5⊖80
Rhenium	sulphide	nanocolloid	（NanocisⓇ） 500 50⊖200
Tin	colloid＊ 800 30⊖250
Labelled	dextran 800 10⊖400
Hydroxyethyl	starch 1,000 100⊖1,000
Stannous	phytate	（フチン酸）＊ 1,200 200⊖400
Tilmanocept（LymphoseekⓇ） About	7（equivalence） About	7（equivalence）
＊国内で主に利用されている。
文献 8）Giammarile,	et	al. より改変

図 1　センチネルリンパ節生検術中の小型γカメラの使用，Tsuchimochi,	M.,	et	al.13）
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ICGなどの近赤外蛍光では近赤外カメラを用いてモニター
上で解剖学的構造とともにその近赤外蛍光像を観察する。
しかし，口部咽頭癌症例の ICG による SLB でも 5 mmが
限界でγ線の透過性にははるかに及ばない21）。また色素
法や ICG を用いた方法では切開を加えてリンパ流および
SLを観察しなければならない。
　RI 法と色素法が併用されるのは組織深部の SL を容易
に確認でき，その部を切開して解剖学的情報とともに SL
を容易に検出できることにある。現在，併用は別々に注
射して SLB は実施されているが薬剤の混合あるいは標識
によって，一回で注入する試みが動物で報告されている。
99mTc，125I，or	 111In などと色素，Evans	Blue 22），methy-
lene	blue 23），phthalocyanine	tetrasulfonate 24），の組み合
わせである。最近は 99mTc 製剤と近赤外蛍光との複合も考
えられ，albumin	radiocolloid	（99mTc）と ICG を混合して
リンパシンチグラフィと近赤外蛍光イメージングを同時
に行う方法も報告されている25）。臨床応用も報告されて
いる26，27）。また，共有結合で近赤外蛍光のCy7 に 99mTc を
標識した方法も動物で試されている28）。
　3）私たちの行っているナノ粒子を用いたセンチネルリ

ンパ節複合イメージング動物実験
　私達は polyamidoamine（PAMAM）修飾のシリカナノ
粒子にラジオアイソトープ，RI と ICG を付与したプロー
ブを作成して動物実験を行った29）。ナノ粒子（synthetic	
amorphous	silica，直径 12nm）表面に第 3世代 PAMAM
をグラフトした。RI は 99mTc をキレートで ICG は ICG-
sulfo-OSu を共有結合で付与した（図 2）。このナノ粒子プ
ローブで深部の SLを鋭敏性の高いシンチグラフィで画像
化して同定し，手術時には組織透過性の高い近赤外蛍光を
発する SLを解剖学的形態とともにイメージ化する目的で
ある。SLの検出率は注入されたRI量に大きく影響される。
臨床的には SL には非常に少ない量の RI が集積する。た
とえば乳癌症例では 10 から 108MBq が注入され2），注入
量や測定の timing は異なるが，乳癌ではその 0.9％30）あ
るいは 0.60％31）が一個のリンパ節に集積する。皮膚悪性
黒色腫では 0.34％から 0.92％ほどである32，33）。あるウサ
ギの実験では注入量の 5％ to	9％（198Au-colloid，99mTc-	
antimony	sulfur	colloid）がリンパ節一個あたりに集積して
いる34）。私たちが以前に行ったウサギの実験では 18.5MBq
の 99mTc フチン酸を注入して，0.21％±0.18％（mean±
SD）が頸部のリンパ節に集積した（ranging	from	0.01％	
to	0.62％）12）。ラットで行ったナノ粒子プローブの実験で
は舌に注入した 99mTc フチン酸 7.4MBq のうち 0.109％±
0.067％（mean	％	per	node）がリンパ節に集積した。平
均して 7.4KBq ほどが一個のリンパ節に集積していた。集
積した放射線量はかなり少ないのであるがリンパ節はイ
メージングできた29）。注入量を増加させればより良好な

リンパ節のイメージングが可能と考えられる。近赤外蛍光
はNIR	imaging	video	camera	system でイメージングし
た（excitation	wavelength	of	760	nm	and	a	fluorescence	
emission	wavelength	of	820	nm）。ラットには 0.1ml のナ
ノ粒子プローブ（0.9μg	ICG-sulfo-OSu 含有）を舌の粘膜
下に注入した。臨床での ICG を用いた SLBでは 2.5mg の
ICG が注入されている15，35）。この注入量は体重ヒト 60kg
とラット 500g で換算するとラット実験の 21- から 210- 倍
多い量である。私たちの使用した量は他の動物実験での使
用量と比べても少ない量である36）。99mTc と ICG の量の少
ないナノ粒子プローブでも十分に良好な RI と近赤外蛍光
の複合イメージングが可能であった29）（図 3，図 4，図 5）。
　4）センチネルリンパ節の転移細胞の複合分子イメージ

ング
　SLのなかの転移細胞をイメージングするアプローチも
考えられる。分子標的の複合イメージングを可能とする
には種々の方法が考えられる。ナノ粒子を使用したアプ
ローチとしては有機と無機のものがある。有機のものとし
ては liposomes，polymeric	nanoparticles，micelles，den-
drimers，そしてsolid	lipid	nanoparticles，無機のものとし
ては iron	oxide	nanoparticles，gold	nanoparticles，semi-
conductor	nanocrystals，ceramic	nanoparticles，そして
carbon	nanotubes などがある。近年ナノ粒子 technology
の進歩は目覚ましい37-41）。私たちは無機であるシリカナ
ノ粒子表面に有機の dendrimer である polyamidoamine
（PAMAM）をグラフトしている。Dendrimer は樹状構造
の合成高分子で球状構造をとる。シリカ粒子も球状なので
その表面にグラフトされた PAMAMも表層で球状構造を
とっている。シリカ粒子は溶媒中で凝集しやすい傾向があ
るが表層に末端アミノ基の PAMAMがグラフトさせるこ
とで凝集傾向は減弱されている。そして表層末端のアミ
ノ基を反応させることができるので多機能となっている。
前述の非標的の PAMAMグラフトシリカナノ粒子に標的
化物質を結合させれば分子標的の RI と近赤外蛍光の複合
イメージングが可能となる。私たちは抗HER2 抗体をこの
グラフトされたPAMAMのアミノ基に結合させた（図 6）。

図 2　	多機能シリカナノ粒子に ICG 結合と 99mTc を標識したプ
ローブの模式図，Tsuchimochi,	M.,	et	al.29）
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そして細胞レベル，動物レベルで複合イメージングを行っ
た42）。HER2発現乳癌細胞をRIと近赤外蛍光で複合イメー
ジングすることができ（図 7），移植腫瘍でも分子標的と
して複合イメージングが可能であった（図 8）。SL 内の転
移細胞も複合イメージングができるかもしれない。私た
ちの非標的のシリカナノ粒子プローブのサイズは 30nmで
あった29）。標的化したプローブは計算上 60⊖80nm ほどで

ある。非標的プローブはリンパ節のマクロファージに取り
込まれていることが分かっている。プローブのサイズは血
中で標的／バックグラウンド比に大きく関わる。分子量
が約 150kDa の IgG 抗体の数個が標的化プローブには結合
していると考えられるのでサイズが大きいためにマクロ
ファージに非特異的に取り込まれる可能性が考えられる。
プローブのサイズを小さくすることがセンチネルリンパ節

図 3　99mTc	と近赤外蛍光の複合イメージング
A：		ラットの舌と前肢に多機能シリカナノ粒子プローブを注射した後の scintigraphy の重ねあ
わせ像。注入部位の強い集積と頸部のセンチネルリンパ節への小さな集積（矢印）が認め
られる。

B：小型半導体γカメラでセンチネルリンパ節を明瞭に描出。
C：頸部には 4個のリンパ節が認められる。
D：		舌注射部位からのセンチネルリンパ節1個に強い近赤外蛍光が認められる。Tsuchimochi,	M.,	
et	al.29）

図 4　	ラットの頸部に 4個のリンパ節が認められる。4個のリンパ節を摘出した（A-左）。頸部と 4個
のリンパ節の近赤外蛍光イメージ。1個のリンパ節に複合イメージングプローブの近赤外蛍光
が認められる（A-右）。Serial	scintigraphy にて強い舌注入部の 99mTc 集積とその下方にセンチ
ネルリンパ節への集積が認められる（B）。Tsuchimochi,	M.,	et	al.29）
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図 5　	Toluidine	blue 染色にてリンパ節内の血管とマクロファージが見られる（A）。マクロファージの
TEM像（C，D）。拡大像で小さなシリカ粒子と思われる像がみられる（D）。TEMの Energy-
dispersive	spectroscopy にて Si（silicate）の peak が確かめられた（B）。Tsuchimochi,	M.,	et	al.29）

図 6　	多機能シリカナノ粒子に ICG，99mTc，そして抗体をグラフトした複合
イメージングプローブの模式図，Yamaguchi,	H.,	et	al.42）

図 7　	HER2 標的の複合イメージングプローブによる腫瘍細胞のイメージング。HER2 強発現の SK-BR3
乳癌細胞は低発現のMDA-MB231 乳癌細胞より強い近赤外蛍光を示している。そして SK-BR3 細胞
ではMDA-MB231 細胞より強い放射線量が確認できる。Yamaguchi,	H.,	et	al.42）
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転移癌細胞の特異的集積には必要と考えられる。
　5）Affibodyを利用したセンチネルリンパ節転移イメー

ジング
　センチネルリンパ節内の転移細胞のイメージングを行う
にはプローブサイズが大きいとマクロファージに貪食され
るために転移細胞のターゲッティングが困難となることが
予想される。IgG 抗体の Fab 領域（VH，VL）を含んだ抗
原結合能力のある抗体フラグメントあるいは抗体工学によ
り作成された分子量の小さい抗体類似物の利用が考えられ
る。私たちはそれよりも分子量の小さいAffibody を使用

してマウスでHER2 あるいは EGFR 標的の近赤外蛍光イ
メージングを行っている43）。Affibody は Staphylococcus	
aureus	protein	A からタンパクエンジニアリングによって
作成された抗体類似タンパクで分子量は 6kDa である（図
9）。RI と近赤外蛍光によるセンチネルリンパ節転移の複
合イメージングは 2step で実施する。Affibody に ICG を
結合させても十分に分子量は小さいので早期の灌流排泄に
より高い標的／ background 比が得られることが期待され
る（図 10，図 11）。
　6）その他の preclinicalセンチネルリンパ節イメージン

グの研究
　Sloan	Kettering	Institute	for	Cancer	Research の Brad-
bury らはミニブタの実験で PET核種（124I）と近赤外蛍
光色素（Cy5.5）による複合イメージングを行ってリン
パ節の悪性黒色腫転移を検出している44）。使用している
イメージングナノ粒子はシリカのナノ粒子（124I-cRGDY-

図 9　	左は Affibody の 3D 構造と ICG-maleimide の結合部位。
右は薄層クロマトグラフィでAffibody と ICG-maleimide
が結合した近赤外蛍光の spot を示す。ICG-maleimide 単
独では近赤外蛍光が帯状に流れているのが確認できる。
Tsuchimochi,	M.,	et	al.43）

図 10　	HER2 標的の Affibody-ICG	probe により SK-BR3
乳癌細胞はMDA-MB231 乳癌細胞よりも強い近赤
外蛍光を示している（上段）。乳癌転移リンパ節
病理切片に probe を作用させるとHER2 発現部位
にHER2標的のAffibody-ICG	probe による近赤外
蛍光を認める（中段）。HER2 発現の無い乳癌転移
リンパ節ではHER2標的のAffibody-ICG	probe に
よる近赤外蛍光は認めない（下段）。国立がん研
究センター先端医療開発センター機能診断開発分
野，藤井博史先生らとの共同研究，Tsuchimochi,	
M.,	et	al.43）

図 8　	HER2 強発現の SK-BR3 乳癌細胞と低発現の MDA-
MB231 乳癌細胞を SHOマウスに移植した。HER2 標的
複合イメージングプローブの静注により SK-BR3 乳癌細
胞移植の腫瘍は強い近赤外蛍光を示し，その摘出腫瘍で
MDA-MB231 乳癌細胞移植腫瘍より強い 99mTc 集積が認
められた。Yamaguchi,	H.,	et	al.42）
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PEG-C	dots）でシリカ粒子の表層は悪性黒色腫のイン
テグリン発現を標的とした peptide	cyclo-（Arg-Gly-Asp-
Tyr）（cRGDY）で機能化させ，PEGで被覆され生体親和
性を向上させている。またシリカ粒子にCy5.5 を内包させ
ている。この放射線ガイド手術により SLB を容易に , ま
た正確に実施できることを目的としている。この SLB の
研究はNIHの Clinical	Trial として実施されている。また
悪性黒色腫症例で静注の臨床試験が行われている45）。
　The	University	of	Texas	at	Austin,	Austin と The	Uni-
versity	of	Texas	MD	Anderson	Cancer	Center のグルー
プは EGFRを標的とした金ナノ粒子を用いてマウスの口
腔扁平上皮癌の転移モデルで研究を行っている。USガイ
ドの光音響イメージング（photoacoustic	 imaging）を使い
50μmサイズの転移リンパ節を cm深さのレベルでイメー
ジングできるとしている46，47）（図 12）。光音響イメージング
は組織に近赤外レーザー光を照射して近赤外蛍光を吸収し
た分子が熱膨張して音響波を発生するのでこれをイメージ
ングしている。以上の他にも種々の研究が行われている。
　7）センチネルリンパ節の Theranostics
　Theranostics は診断と治療を融合させた新しい考え方の
アプローチである。現在私達が興味を持っているのはNIH/
NCI の小林久隆先生達が開発した Photoimmunotherapy

図 11
a：	上段左はマウス舌に注入したHER2 標的のAffibody-ICG	probe が両側の頸部リンパ節に集積して近赤外蛍光
を発している（矢印）。上段右は両側の頸部リンパ節（矢印）。中段は 2匹の頸部摘出組織とリンパ節，および
99mTc フチン酸の集積を示す。それぞれの頸部組織内の二個のリンパ節に 99mTc 集積が認められる。摘出したリ
ンパ節に近赤外蛍光が認められる（下段）。Tsuchimochi,	M.,	et	al.43）

b：マウスリンパ節乳癌細胞転移。HER2 発現が認められる。Tsuchimochi,	M.,	et	al.43）

（a）

（b）

図 12　	molecularly	activated	plasmonic	nanosensors（MAPS）
を使用した spectroscopic	photoacoustic（sPA）imaging
と腫瘍細胞からの bioluminescence	 imaging。移植腫瘍細
胞と転移腫瘍細胞のbioluminescence像とマウス写真の重
ねあわせ図（A，B）。拡大像でセンチネルリンパ節の端
に転移細胞の発光が見られる（B）。US像でDの imaging	
plane を示す（C）。sPAによるシグナルとUSの imaging	
plane を重ねあわせた像（D）で，bioluminescence 像で
は見られなかった 3番目の転移部位がイメージングされ
ている。Luke,	G.P.,	et	al.46）
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である。Target の癌細胞表面に特異的に結合した Phtha-
locyanine 誘導体蛍光色素に近赤外蛍光の励起光を照射す
ることにより正常細胞には障害を与えず結合した癌細胞の
みを死滅させる方法である48，49）。その作用は色素を結合さ
せた抗体が特異的に細胞表面に結合して，急激な局所的水
膨張により脂質二重層膜に傷害を生じさせることによる
と考えられている。私たちは Phthalocyanine 誘導体蛍光
色素に EGFR 標的のAffibody を結合させて近赤外蛍光イ
メージングでセンチネルリンパ節転移部位を確認して癌細
胞特異的に死滅させるTheranostics の道筋を確立したい
と思っている。また多機能シリカナノ粒子を利用した放射
線照射による腫瘍細胞特異的増感作用の研究も実施してい
る50）。

Ⅳ．結 語

　最近の分子イメージングや抗体医薬などの分子標的薬剤
の進歩も目覚ましく，今後，ナノ粒子や機器テクノロジー
の開発と相まってますますイメージガイド，あるいは RI
ガイドの診断方法，また治療を融合させた方法の研究が開
発に向けて進んで行くものと思われる。

　著者らの研究については科学研究費助成基盤（C）21592565，
23592783，24593040，15K11303，基盤（B）11557142,	14370682
によって行われた。

　本論文について利益相反状態はありません。
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Abstract

　Sentinel	 lymph	node	biopsy	has	been	widely	used	 in	cancer	 treatment	 to	assess	 lymph	node	metastasis	at	early	
stages.		It	has	been	reported	that	this	procedure	has	an	accuracy	of	greater	than	95％	in	the	evaluation	of	lymph	node	
metastasis	 in	patients	with	stage	N0	carcinoma,	especially	 in	patients	with	malignant	melanoma	or	breast	carcinoma.		
Surgeons	trace	the	sentinel	 lymph	node	using	a	gamma	probe	that	can	provide	radioactivity	counts	 in	the	operating	
theater.		As	surgeons	are	unable	to	visualize	increased	radioactivity	with	spatial	resolution,	a	small	gamma	camera	can	
be	used	for	this	purpose	at	the	time	of	the	biopsy.		However,	sentinel	lymph	nodes	with	increased	accumulation	cannot	
be	defined	with	anatomical	 resolution.	 	The	blue-dye	 technique	 is	often	combined	with	 the	radioisotope	method	 to	
improve	sentinel	lymph	node	detection.		However,	the	blue-dye	technique	only	enables	the	visualization	of	lymph	flow	
and	sentinel	nodes	within	the	incision	area.		Near-infrared	（NIR）	imaging	using	indocyanine	green	（ICG）	was	recently	
introduced	as	a	new	option	for	imaging	sentinel	lymph	nodes	due	to	deeper	penetration	of	photons	into	living	tissue.		We	
developed	a	dual-modality	 imaging	system,	polyamidoamine	（PAMAM）-coated	silica	nanoparticles	 loaded	with	99mTc	
and	ICG,	 for	depicting	deeply	situated	sentinel	nodes	and	fluorescent	nodes	and	to	enable	simultaneous	visualization	
at	anatomical	resolution.	 	We	conducted	animal	studies	to	test	 the	 feasibility	and	utility	of	 this	dual-modality	 imaging	
system.		Furthermore,	we	are	conducting	a	molecular	target	 imaging	study	to	detect	sentinel	 lymph	node	metastasis.		
We	also	review	recent	developing	molecular	imaging	modalities	for	depicting	sentinel	lymph	node	metastasis.
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