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要 旨

大腸鋸歯状腺腫 (serratedadenoma)(SA)は,過形成性ポリ-プ (hyperplasticpolyp)(HP)

に類似した鎚閑状管腔構造と,管状 .管状緋 t;･拭 t腺肺 (t･llbulill･/tllbul()dllous/villousade-

noma)(AD)に類似した腫癌性細胞異型を示す大腸腺腫の組織亜型である.SAはHPから発生

し苧遺伝子不安定性 (MSI)を示す大腸癌の前駆病変と考えられているが,その組織発生の詳

細については明らかにされていない.本研究では,外科切除および内視鏡的に摘除された219

例のSAの組織構成成分を病理組織学的に解析し,SAの組織発生について検討した.その結果,

SA単独例が37,0% (81/219),SAとHPの併存例 (SA+HP)が22.4% (49/219),SAと異型

過形成性 ポ リープ (atypicalhyperplasticpolyp) (Amp)の併存例 (SA+AHP)が 15.10/a

(33/219),SAとADの併存例 (SA+AD)が25.6% (56/219)であった.SA+HP,SA+AHPのそ

れぞれ 59.2%と54.5%で,SAはHPまたはAHPに包含されており,SAはこれらの病変を母

地として発生したと考えられた.SA+ADの80.3%はSAとADとがモザイク状に混在しており,

これらの病変はSAとADの両方向への形態形成を示す病変として発生したと推定された.SA

のみからなる病変は他の病変に比べ大きさが小さく,前駆病変を介さず正常粘膜から直接発生

したと考えられた.SAの組織構成成分と発生部位との検討では,SA十AHPは他の病変に比べ有

意に右側大腸に好発していた.これらのことから,SAは必ずしもHPを母地として発生するの

ではなく,その組織発生には複数の経路が存在すること,組織発生経路の違 摘 まSAの発生部位

とも関連していることが示唆され,AHPを母地として発生したSAが右側大腸に好発するMSI

陽性大腸癌の前駆病変として重要と考えられた.
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緒 言

大腸鋸歯状腺腫 (SerratedadenomaHSA)紘,

1990年にLogacreおよび Fenoglio-Preiserら1)

によって提唱 された大腸腺腫の組織亜型であり,

非感癌性病変である過形成性ポリ-プ (hyper-

plasticpolypHHP)に類似 した鋸歯状管腔構造と,

管状 ･管状織毛 ･繊毛腺腫 (tubular/tubulovi ト

Ious/vi110usadenoma)(AD)に類似 した腫喝性細

胞異型とをその組織学的特徴とする.SAの発生

頻度は大腸全ポリ-プの 1%以下 1) とされてい

るが,ADと同様に癌化のポテンシャルがあるこ

と1)- 3),家族性大腸腺腫症と同様のポリープ症

が存在すること4)5),などから,独立 した疾患概

念としてのコンセンサスがえられており,日本の

大腸癌取扱い規約でも2006年第 7版 6)からは,

大腸腺腫の亜型として明記 されるようになった.

また,1990年代後半以降の分子病理学的検討か

ら,SAば,ADとは異なる細胞増殖動態 を示す

こと7ト 10),胃型の細胞粘液形質 を発現するこ

と3)11ト 13),DNAミスマッチ修復遺伝子の異常

による遺伝子不安定性 (microsatellliteinsbbility)

(MSI)が高頻度に認められること14ト 16),等が

分かってきており,非遺伝性大腸癌の約 15%を

占めるMSI陽性例 17)18)の前駆病変として注目さ

れている.

SAの組織発生については,鋸歯状管腔構造と

いうHPとの組臓学的類似性に加え,SAの分子

病理学的特徴がHPにも同様に認められが )7ト 16),

ということから.HPを発生母地とすることが想

定されている 17ト 19).しかしSAの車にはHPを

併存していないもの 1)2)20),sAとHPとの鑑別が

困難な病変 (異型過形成性ポリープ,atypicalHP)

(AHP)を併存するもの2),ADと混在するもの15)20),

も存在 し,SAの全てがHPを発生母地 とするか

どうかについては必ずしも明らかではない.本研

究では,外科切除および内視鏡的に摘除 された

SAを用いて,その組織構成成分の病理組織学的

解析を行い,SAの組織発生について検討した.
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材料と方法

1.検討対象

外科切除または内視鏡的に摘除 された大腸 SA

219病変を検討対象とした.外科切除例 SAは,進

行癌または早期癌を主病変として手術された大腸

に合併 した病変である.家族性大腸腺腫症,遺伝

性非ポリポーシス型大腸癌,炎症性腸疾患合併例,

は除 外 した.SAは bgaereお よび Fenoglio-

preiserら1)の定義に従い,HP(図 1)に類似 し

た鋸歯状管腔構造を豊する腺管からなり,成熟杯

細胞が減少 した好酸性細胞質を持ち,鷹大または

紡錘形核の偽重層などの腺癌性細胞異型を示すも

のとした (図2).対象例は全例病変の全割 HE標

本が作成されていた.

2.検討項目

対象例の組織構成成分と構成パターン,大きさ,

発生部位を検討した.病変の全割HE標本を検流

し,組織構成成分を,SA,HP,AHP,ADに分類し

た.HP,ADの診断は既に確立されている病理組

織診断基 準 6)21)に従った.AHPはSAとHPとの

鑑別が困難な病変 2)で,具体的にはHPには見ら

れない異常な腺管分岐橡,SAと同様の成熟杯細

胞が減少 した好酸性細胞質,限局性の核偽重層,

のいずれかの所見を示す ものとした (図 3)22)

組織構成パターンは,SA単独例とSAと他の組織

成分 とが併存するものとに大別 し,後者は更に

SAと他の組織成分の病変内における空間的位置

関係を検討した.

統計検定にはx二乗検定,Fisherの直接確率計

算,Mann-WhitneyU-testを用い,P〈O.05を有

意差ありとした.

結 果

1.SAの組織構成成分と構成パターン

SA219例中sA単独例は81例 (37.0%)(図4)

管,HPとの併存例 (SA+HP)が49例 (22.4%)

(図 5㌦ AHPとの併存例 (SA+AHP)が 33例

(15.1%日図6),ADとの併存例 (SA+AD)が 56
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図 l 過形状惟Ii'リープ (hyperplastlCPOIyp)(HP)

a_鮎樹状管腔捕芯を持取とする腺lTS=からなる_分Ijなどの構造楽市はない

b 成外した杯細胞やtrI.(な朋調は粘沸産生細胞から捕JRされる

図 2 部r別人腺腫 (sem Ledadenoma)(SA)

a HPに類似した鋸歯JR冊肺桝道を呈する

b 成熟杯細胞の減少した女f肢rl.細胞苛からなり,軌鯉形相の偽重層がみられる

帆 (256%)(図 7)であった (表 1)

SAと他の組織成/Jlの併仔例における組織偶成

バターン (病変l人Jの空f'"'l的位虻関係)には.以 F

の 3つが存在 した SAが他の組織成分に/d命 さ

れるもの (Tyt妃A)(図 6),SAと他の組織成JJlと

が領域を形成 して接 し,向 8-の描‖こ包含IAl操がな

いもの (Type B)(EE]5).SAと他の組織成/Jyとが

モザイク状に71iJb:して.いずれも 定の領域を形

成 していないもの (TypeC)(図 7) SA+HPおよ

び SA'AJIPでは,592% と 5LI5%が TypeAで,

SAは HPまたは AllPに陸ほ れて77-任 していた

JJSA十At)で は 803%が TypcCで あ った

SA+HP,SA+AJiPと SA+AD との問には.組織構

成成分の併存パ ターン別の頻度L=IT忠男がみられ
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Ea3 ,Te-型過形成作ポリープ (alyplca】hylだTl)last)cIX)lyp)(AJIP)

鋸凶状管腔構造を望する_腺痛性細胞/照一型はみられない.

a 腺底部での分岐をホす

b 成熟杯細胞や粘液推q=細胞が減少した好厳性細胞からなる

晦 鞄

図4

a.b SA単独例 ポリープ成分の全体がSAからなる

た (p<0(伽 1)

2.SAの組織構成成分別の大きさと発生部位

SA単独l札 SA+HP.SA+A″p,SA十ADの大きさ

はぞれぞれ 77±3.1mm,79±3.Llrnm,104±

54mm.124±54mmであり.SA単独例は他の

組織成分併存例に比べ大 きさが小 さく,SA十AHP,

SA+AT)とは有意差がみられた (p<0.05)(表 2)

発生部位は,SA+ADに別 法発生例がなかった

以外は.いずれの組織成分構成例とも大FI娼全域に

わたって発+.していた (表 2) しかし.人鴨を右

側 (盲腸一供JIJ紙FI;)と左側 (下行結腸一直腸)

とに分けて比較すると (図8),SA単独軌 SA+HP,

SA+ADが左mq人脂 に好発 (それ ぞれ 728%,

673%.839%) していたのに対 し,SA+AHPは

その 727%が右側大脳に発生 していた (T)く0001).
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図5

a sA'HP例rL,ト病変内に,明瞭な甥域を形成するŜ (b)とHP(C)とが併仔している

考 察

SAは ｢鋸鯛状竹腔構造｣という組織学的特徴

に加え,細胞梢始動態,細胞粘油形賓,過伝子安

,W,の点で,それまでに疾恕概念として確立されて

いた通樺の 一̂脂腺腫 (管状 ･管状繊毛 .繊毛)と

は単なる特徴を示すことが明らかにされている

すなわち,週伸のJl納ffの多くは陰有表屑に細胞桐
稚領域がイ手在 し,除田下/7に向かって腫鳩腹背が

Jf.良する (Lop-downmorphogenesis23)) のに対

し,SAの細胞咽姻領域は陰缶深部にあり,陰滴表

層に向かっての細胞分化傾向を示し7卜 9)(bottom-

upmorphogenesis9)),ADに比べ有意にアポ トー

シスによる細胞喪失率 が低 く9川 ).HGM31.

MUC5ACll)I 13).MUC612)13)などの胃腺有 l-.皮

や幽門腺上皮に特実的な粘娘形賓を発現 し.AD

に比べ高頻度にDNAミスマ ッチ修了il過伝7-の異

常によるMSlが認められている14卜 16).こうし

たSAの細胞学的特性は非腕癌性嫡饗であるuP

にも共通 して認められる3)7)-16)ことから,SA

はHPを母地として発生 し17)-19),さらにHPを

前駆病変とするSAが MSl暢代人順梶へと進展

す る との考 え方,hyperplast】cpolypISerrated

adenoma-ca一･cinomapatllWay19)24)が受け入れら

れつつある

H̀Pを畔地としてSAが発生する'■とするSA

の組織発生は.これまでの大腸良性上枝性病変に

対する臨妹的泊繰方針に,舶本的な変史を迫る

ものと言える.従丸 大腸の良作ヒ妓性病変は非

腫煩であるHPと良性腫癌であるAD (管状,管

状紡毛状,耕毛状)とに大別 され Al)は前編病

変 25)26)であるのに対 し,HPには掛 馴 ヒのポテ
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EZl6

2l S∧+̂ ]-TP例 同一嫡変内にSA (I))とAHP (C)とが併存しており,SAはAfIPに取りEilまれて

いる (包含されている).

図 7

a_SA+AD例

b 乳貞幽状管腔構造を呈する腰痛腺管 (*)と管状桝迫をr)tiする騰感触管とがモザイク状に混在して

いる

631



632 新潟医学会雑誌 第 ま22巻 第 11号 平成 20年 は008)11月

表 l SAの組織構成成分別の頻度 と組織成分の併存パ タ-ン

頻度 組織成分の併存J(ト ン

醐 忘.;-ゴ ー- 二: て;=IiJ∴ 車 こ-,::三三 草I-･-十一{･=f･･: 毒
SA単独 81 37.0%

SA+HP 49 22.4% 29/49(59.2% ) 13/49(26.5%) 7/49(14.3%)*

SA+AHP 33 15.1% 18/33(54.5%) 9/33(27.30/O) 6/33(18.2%)*

SA+AD 56 25.6% 3/56(5.4%) 8/56(14.3%) 45/56(80.3%)糾

Tota1 219

SA:焦せ状腺鯉 (serratedadenoma),HP:遇形成性ホ○リイ (hyperplasticpolyp)

AHP:異型遇形成性ホ○リー7o(atypicalhyperplasticpolyp)

AD:管状･書状繊毛.拙毛腺腫 (tubular/tubulov‖ous/vilJousadenoma)

組織成分の混在ll○ト ン:● SA成分.O SA以外の成分

*vsH :p<0.0001

嚢 2 SAの組織構成成分別の大 きさと発生部位

組織構成成分 ∩
大きさ

(mean士sdmm)

発生淑故

C A T D S 良

SA霊牡

SA+HP

SA+AMP

SA+AD

81 7.7土3.1*

49 7.9±3.4+

33 10.4土5.4++

56 12.4土5.4*暮

3 11 8 6 19 34

(3.7%) (13･6%) (9.9%) (7.4%) (23.5%) (42.0%)

1 6 9 2 20 11

(2.0%) (12･2%) (18.4%) (4.1%) (40.8%) (22.4%)

7 11 6 2 5 2

(21.2%) (33.3%) (18.2%) (6.1%) (15.2%) (6.1%)

6 3 5 18 24

(10.7%) (5.4%) (8.9%) (32･1%) (42･9%)

Tota一 219 9.3士4.6
11 34 26 15 62 71

(5.0%) (15.5%) (ll.9%) (6.8%) (28.3%) (32.5%)

SA:鋸歯状鰻鐘(serratedadenoma),HP:遇形成性ホ'rJ-フ●(hyperplastlCpo一yp)

AMP:貴史遇形成性fIJ-ブ(atypica=1yPerPlasticpolyp)

AD:管状･管状繊毛･繊毛膿慮(tubular/tubulovillous/vHfousadenoma)

C:雷膿､A:上行緒膿､T:櫓行結線､D:下行線膿､S:S状緒Jt､R:濃膿

tvs+*:p<0.05

ンシャルはないと考 えられてきた 27)28).従って

臨床的にADは生検または内視鏡的治療の対象で

あるのに対 し,HPは治療の対象外と見なされて

きたが,癌化のポテンシャルを持つ 1ト 3)sAが

HPを前駆病変として発生するならば,HPも間接

的には前癌病変と考えざるを得ず,それに対 して

何 らかの治療方策が必要となる.しかし,これま

での SAの組織発生に対する考え方は,それぞれ



高村 :大腸鋸歯状腺腫 (Serratedadenoma)の組織発生に関する研究

SA単独**

SA+HP**

SA+AHP*

SA+AD♯ *

0% 20qo 400h 600h 80% 100Vo

図8 SAの組織構成成分別の発生部位

C-T:右側大腸,D-R左側大腸.★vs☆★:P〈O.001.

別個の病変として発生 したSAとHPの細胞増殖

動態,細胞粘液形質,遺伝子変異の共通性から推

定 されたものであり,SAがHPから発生 したと

する直接的証拠が示 されている訳ではない.SA

とHPとの組織発生的連続性 を証明するために

は,経略的観察によりHPの中にSAが発生する

こと,もしくは形態学的にSAとHPとが同一病

変内で併存 し,SAがHPの中に存在する (空間

的に包含されている)こと,を確認する必要があ

る.

SAの組織構成成分とそれらの空間的位置関係

を検討 した本研究結果から,SAは必ずしもHP

を前駆病変とはせず,その組織発生には複数の経

路 が存在す ることが分か った.SAの 22.4%

(49/219),15,1% (33/219),25.6% (56/219)

はそれぞれHP,AHP,ADを併存しており,それ

らとの組織発生的関連が推定 される.SA十HP,

SA+AHPの 59.2% (29/49)と54.5% (18/33)

では,SAは HPおよびAHPに包含 されてお り

(TypeA),これらのSAはHPまたはAHPを直接

の前駆病変として発生したものと見なすことがで

633

きる｡SAとHPもしくはAHPの併存例でSAが

それらに包含されていないTypeBも,HPまたは

AHPからSAが発生 した可能性が示唆 されるが,

SAとそれらの組織成分が別個に発生 し,生長と

ともに衝突して一つの病変を形成 した可能性も否

定できない.SA十ADの組織成分併存パタ-ンは

SA+HP,SA十AHPとは有 意 に異 な り,80.3%

(45/56)で SAとADとはモザイク状に混在 し

(TypeC),いずれかを前駆病変として想定するこ

とは困難である.これらはSAとADの両方向へ

の形態形成を示す病変として発生 (SAとADの

共発生)したことが推定される.-方,病変全体

の37.00/0(81/219)はSAのみから構成され,そ

れらの病変は他の組織成分併存例に比べ大きさも

小 さい (7.7ImmVS7.9- 12.4111111)ことから,前

駆病変を介 さない正常粘膜からの直接発生 (de

novo発生)と考えられる.

他方,SAの組織発生経路の違いは,その発生部

位とも関連 していた.すなわち,AHPを発生母地

とするSAは右側大腸 (盲腸-横行結腸)に好発

し,それ以外の組織発生経路 (denovo発生,HP
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から発JI:_,ADと共発′I:_)をたどるSAは左側大

脂 (下行結腸-1自二眼)に好発していた.SAで高

頻度にみられる遺伝子異常であるMSI14)I16)は,

右側大腸に発生する大腸癌に特徴的とされる17)29)

また,盲腸や上行結腸に発生する大腸癌の 16%

は鋸歯状構造を望するとの報告 も30)あり,MSI

陽性大腸癌へと進展するSAは,右側大腸に発生

したものである可能性が示唆 される.SAの組織

発生経路と発生部位とを検討 した本研究結果から

は,AHPを前駆病変として発生 したSAが大腸癌

の前駆病変として重視されるべきであり,臨床的

観点からはAHPを,間接的にせよ前癌病変 とし

てみなす必要があることが考えられた.
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