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2)消化器癌における腫瘍マーカーの現状と今後の展望
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Carcinoembryonic antigen (CEA) and carbohydrate antigen 19-9 (CA19-9) have been

routinely utilized in diagnosis and monitoring of patients with cancers of digestive organ
(esophagus, stomach, gallbladder, biliary duct , pancreas, colon and rectum) in our division.

They are clinically useful for diagnosis and evaluation of the clinical stage, status of lymph

node and hematogenous metastasis, resectability, and detection of tumor reccurence in

advanced cancer, however, there are no diagnostic value for the detection of early cancer.

The combined assay of these tumor markers has an advantage for increasing the positive
rates for these cancers. Alpha-fetoprotein (AEP) measurement may be useful for the detection

of AFP-producing tumors besides hepatocellular carcinoma, which are regarded as specific

tumors with high malignant state. Monoclonal antibodies to some membrane-bound tumor

associated antigens, oncogene products, growth factor receptors, or growth factor itself

may be applied to immunotargeting therapy of human cancer or augmentation of the efficacy

of anticancer drugs. Therefore, the development of the system for identification of these

specific cell markers is becoming more important in an aid in therapy as well as in their
use as indicators related to biological malignancy of cancer.
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は　じ　め　に

消化器外科における腰痛マ…カ…は，主に臨床病潮や

郵靖転移の診断　術後の治療効果の判定　再発の早期発

毛などに利用されている．さらに．最近は再発癌に対し，

種々の東学的治療が試みられており，再発の予知に開し，

癌の悪性度の楷裸として魔境て一カーへ寄せる期待も大

きいとされる，本鏑では　CEA CAは－9を中心に，

消化器癌（食道癌，胃癌，胆道癌，膵癌，太陽癌）にお

ける，外科の立場からみたこれらの現状を述べ，腫瘍て一一
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腫塙 --:-･--I)一一し,.)臨床的意義

カ-の利周の意義について検討 し,今後の展望をこついて

筆者らの考えていることを述べてみたい.

Ⅰ. 各消化器癌 における腫療

マー カーの現状

した肝細胞癌を除 く消化器癌症例について血清 CEA

値,CA且軒9億を測定 し それぞれの癌における臨床病

理学的因子との関係について検討を行った成績を報告す

CA19-9では 37U/m王とした.

1) 食 道 癌

表 音は,食道癌の各マ-カ-の陽性率をみたもので

あるが,CEA では35.2%,CA19-9で 11.5%, コン

ビネ-ショソ書アッセイで射.0%であった一また,令

進行度とて-カ-の陽性率との間をこ閑適は認められなかっ

た.最近.See LsqualnOuSCellciu･Cinomdantigenl

についてもその陽性率が30%程度と報告されているが1),

食道癌の場合,腫轟マーカ-の測定に癌の早期診断,臨

床病期の診断を期待するのは困難なようである.

2) 胃 癌

表 記は,胃癌の進行程度別に各マ-カ附の陽性率を

3･113

ふたものである.食道癌同様にて一一カ一一の陽性率は低く,

ン･ー了･′一･ヒ1'で34.09,6であった.進行程度別にJlる上

進行程度 III､IV で各て一一jJ-L')陽性率は比較的高率

であった. リンパ節転移との関係をみると,CEA の陽

性率は, リソバ節転移陽性例で 37.2%とリンパ節転移

陰性例LT122.390ミ･こ比べ高率であー--,た し表 31.このよう

べ癌の進行程度とある程度関連 し,とくに CEA の.__L二

昇は, リソバ節転移の存在を疑 う一つの補助診断となり

得るものと思われる.また,CEA,CA19-9の術前値

上胃癌の治癒切除率との開陳では,術前の CEA 値が 20

11g､･LmllT人L CA19-9値が 100LTml以上になると治

癒切除率はそれぞれ2臥6% ほ/7),14.3% 拍/7)と

著明に低下 していた (図 鋸.すなわち,CEA 高儀の

胃癌は予後不良であるとの報告 もみられており2),胃癌

における術前鹿療マ-カ-の値は,ある程度予後を予測

したりす治療法の選択に対するめやすとなり得ると考え

られる申

3) 胆道癌 ･牒唐

胆道癌 a鰐癌の藤轟て-カ-は,これまで CEA が

中心であったが,CAl針-9が,胆道癌 ･搾癌をこ高い陽性

表 1 食道癌における進行度と陸鳴て-カ一一の陽性率

腰痛7-カ- 進行度と陽性率 :%(症例薮) 計
I 汁 冊 Ⅳ

CEA 3壇.5 27,3 32,6 41,0 35.2
(≧5mg/m旦) (iO/29) (3/ll) (14/43) 拍6/39) (43/122)

CA19-9 0 0 7.7 30,4 ll.5
(≧37U/m且) (o/2ユ) Lol針 (2/26) (7/23) (9/78)

LTA十し八一9-9EI 38.1 37,5 34.6 52.2 41.0

a:コンビネーション.アッセイ ;2つのマ-カ-を組み合わせたとき,少なくともいずれか

一方,あるいは雨着が陽性を示す合計症例の陽性率

素 謡 胃痛をこおける進行程度と腫窟マーカーの陽性率

厳轟て--カ- 進行度と陽性率 :% (症例薮) 計
I Ⅱ Ⅲ Ⅳ

CEA 19.6 23.8 53.6 36.8 28.1
(≧5m琶/m首) (22/112) (5/21) (15/28) ぐ14+38) ほ6月99)

CA1㌢9 14.3 12.5 23.1 33.3 18.9
(≧37U/ml) (8/56) (2/16) (3/13) (7/21) (20/106)

CEA+eA19-9也 21.4 31.3 69.2 47.6 34.0

顔:コyビネ-ショソ･アッ救イ ;2つのマ-カ-を組み合わせたとき,少なくともいずれか

…方,あるいは両者が陽性を示す合計症例の陽性率
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表 3 胃 癌 に おけ る リン パ節転移 と感 癌 マ-カーの陽性率

藤癌マ-カ- リソ バ 節転 移 と陽性 率 :鰭 (症 例数) 匡 計N L-1 Nl N2 N3,4 N (+)汁

CEA 22.3 41.0 28.6 36.0 37.2 2凱1
(≧5mg/m1) (27月 21) (16/39) (屯/14) (9/25) (29/78) (56/199)

CAltト9 13.I 35.0 20.0 31.3 26.7 18,9
(≧37u/ml) (8/馴) 捕/2射 拍/5) (5/16) (12/45) く20/LOG)

CEA+CA19-9鎖 24.6 45,8 40.0 50.0 竣6.7 34.0

顔:コンビネ-ショソ･アッセイ;2つのマ-カ-を組み合わせたとき,少なくともいずれか一方,あるいは
両者が陽性を示す合計症例の陽性率

a.CEA

-<5ng/ml
(∩=143)

55-<10ng/ml
(∩=40)

10≦-<20ng/ml
(∩=9)

20ng/ml≦～
(∩=7)

0 20 40 60 80 100
%

b.CA19-9

-<37U/mI

(∩=86)

375-<100U.･L'mI

(∩=13)

100∪･lmlS ～

(∩=7)

0 20 40 60 80 100
%

図 1 胃癌頼 卜る術前 CEA (ill,CA1919日11値と治癒切除率

率を示すことが知られてきてからは,これらにおける魔

境て一一小 一として広く臨床に用いi'〕れるよ･'7に左-1､た.

自験例でも,胆道癌において CA19.-9しっ陽性率は,58.5

00と CEA n28.690;･二比べ高く,!こくミ･こ胆管癌で78.1

%と高率であった (喪 紘 CEA,CAl宅卜9の上昇は,

胆石症で良性胆道狭窄を伴う症例や,胆管炎を伴う症例

でも多く認められるという報告3)逮)もあるが,胆道良性

疾患における瞳壕-:-.,!]-し･71値は一艇に低値とされてい

る4).自験例でも,胆道癌で CEA,CA19-9陽性例の

めて高値で,胃癌の場合ハ-ifi'-･均値J)Ill.7Ilgml.310.1

u/mlと比べても明らかをこ高い値を示していた.一方,

旅纏では,CEA,CA19-9 の陽性率は,それぞれ54.7%,

82,4%と両者とも高い陽性率であった.また,腰痛径

との関係をみても,Tl,T2症例のような比較的小さな

癌においても,CA19-9は平均 して8O.96という高い陽性

率を示 していた (泰 5).さらに,腫療マーカ-の億と

蓑 嶺 胆道癌をこおける腰痛マ-カ - の 陽 性 率

計

を組み合わせたとき,少なくともいずれか一方,

あるいは両者が陽性を示す合計症例の陽性率

胆道癌 ･肝癌の切除率と_の関係をムる上 C､EA 値が 20

ng/ml以上では胆嚢癌,鮮癌の切除率は50%以下とな

り,とくに 100ng/ml以上の胆道癌症例の切除率は0

%であった.一方,CA19J9では,その値が 1,OOOU/ml

以上になると切除率は500｡以下Cこ低下した (表 61.し



腫療マーカ-の臨床的意義

寮 5 搾癌の慮虜径 と腰痛7-カ-の陽性率

厳虜マ-カー 建療怪 (T)軌と陽性率 :%(症例数) 汁
Tl T2 T3 T4

CEA 0 53.8 45.5 63.0 54.7
(≧5mg/mD (0/2) (7/13) (5/一い くま7/27) ほ9/53)

CA19-9 66.7 83.3 88.9 81.5 8こき.4
(≧37U/m旦) (2/3) (10/12) (8/9) (22/27) 摘2/5且)

CEA十CA19-9b 10(〕 83.3 88.9 81.5 84,0

八:睦壕後 (Tl;TlL≦2cml,T2し2.1-･･1.0cm)IT3(-1.i-6.0cm上 T4(≧6.1cm〕

b:コソビネ-ショソ 帝アッセイ ;2つのマ-カ-を組み合わせたとき,少な くともいずれか

一方,あるいは両者が陽性を示す合計症例の陽性率

表 6 胆道癌 ･肝癌における CITJA.CA1919値と切除率
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CEA (n欝壷 l) CAユ9-9(U/mD

-<5 5≦--く202()≦.-<川口 100≦-. -.<37 37≦-<200 200≦--<1,000 1,000≦--

胆嚢癌 82.8a 78.6 42.9 O 9:2,6 loo 62.5 40.0
(嶺8/58) (ll/14) (3/7) (o/5) (25/27) (lo月e) (5/8) (2/5)

胆管癌 90.2 60.0 loo 0 loo loo 62.5 44.4
(34/那) (6月0) 再l4) (0月) (冒/7) (8/8) (5/8) (屯/9)

胆道癌合計 85.9 70.8 63.6 0 94.1 100 62.5 42.9
(85/99) 持7/24) (7ノ′Ⅲ) (0/6) (32/34) (18/18) (10月6) 摘/i射

挿癌 70.8 56.5 50.0 66.7 63.2 66.7 45.5

a;切除率 :% (症例薮)

表 7 大腸癌 における進行度 tr)ukes分頓1と睦壕て-カーの陽性率

腫窟マ-カ- Dukes分餅 軌と陽性率 :% (症例薮) 喜 計A B C D

CEA ll.1 50.0 57.9 89.3 52.7
(≧5ng/ml) (3/27) t18/36う (22/38) (25/28) (68/129)

CA19-9 8.7 24.1 26.7 60.9 29.5
(≧37U/mい (2/23) (7/29) (8/30) 持射23) (31/105)

CEA十CA19-9b 17.4 58.6 6().0 91.3 57.1

A:Dukes分校 :A ;癌腫が腸壁内に限局するもの, tミ;癌腫が腸壁を貫いて浸潤す るが.

リンパ節転移のない もの,C ;リソバ筋転移のあるもの,D;血行性転移 あるいは他厳暑

捜潤 を伴 うもの

b:コンビネ-シ ョソ 87ッ救イ ;2つの7-力-を観み合わせたとき,少な くともいずれか

-風 あるいは両者が陽性を示す合計症例の陽性率

たがって,胆道癌 ･肝癌におけるこ畑 ､〕の値は.治療法

の選択i二間 し参考になる値である.

4)大 腸 癌

大腸癌全体でLdT)腫寝て--カーの陽性率は CEA で 52.7

%.CA19-9で 29.50･Oと C土工A の陽性率が高 く,肝癌

の 5.1.7_9/biこ次 く･､ものであ一)た.CAICJ-9の大腸癌 iこお

例で も同様の数値であった.Dukes分類別に入 ると.

病糊の進行 とともにて-カーの陽性率は上昇 し, しか も

早期の DukesA では陽性率は10%前後 と低 く,血行

性転移などを伴 ->7DukesD の陽性率は.CEA で 89.3

00.CA19-9で 60.901J.'と極めて高い陽性率を示 してい

ける陽性率は,20-30%と報告 されている川 ､が, 自験 測定は, 早期の癌の診断には有用性は低いが.進行大腸
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b.CA19-9

図 2 大腸癌にお(+る術前 CEA (.al,CA19-9(い 値と肝転移率

HO;肝転移を認めない,Hl;-薬のみに転移を認める,H2;商業に少数散在

性に転移を認めるヲH3;爾薬をこわた り多数散在性に転移を認める,H(+);節
転移陽性例

素 顔 大腸癌術後再発症例をこおける最初をこ陽性となった検査とその時期

検 査 症 例 数 (%) い 十-6M GM--1Y lY.--1.うY i.5Y--2Y 2Y ′- ∫

CEA G 3 4 i 2 16
摘6,7) 摘2.9) ‖OO) (33.3) 緩2,2) (50.0)

腹部超音波 1 2 0 1 1 5
拍1.1) 緩8.6) 再1 (33.3) 持1.1) (且5.6)

rT 1 0 O 且 2 4
(ll.1) (ol (07 く33.3) 緩2.2) H2.5)

胸部X線 O O 0 O 1 1
(o) 津1 toi (o) (H..i) (3.1)

内視鏡 O 諾 O O コ 壇
Lol (28.6) 紬) (0 1 (22.2) 日2一郎

その他 1 0 0 0 i 2
組1.i) 津) Lol to) (1-.い (6.6)

癌の臨床満期のめやすとして着用である.また,術前の

CEA,CA19-9の値 と肝転移例の頻度 との関係をみる

ど,債が上昇するにつれて肝転移の頻度は増加 し,とく

に CIllA で 100ngm11､上1∴ Ĉ 19-9で 1.000し1nll

以上の症例で肝転移陽性例はそれぞれ90% (9/10),80%

(4/5)と高率であった (図 2). したがって,術前をこお

けるこれらの値は,肝転移の有無を予測 し得,術前検査

の選択に対するめやすともなり得る.

最初に述べたごとく,腫轟マーカーの測定は,術後再

発の診断にも有欄とされている.寮 呂は, 当科で経験

した人腸癌術後再発症例31)例;こおいて.〔EA.画像診

断などの検査所鬼のうち,最初に陽性となった検査所鬼

とその時期を示 したものである.すなわち,32例中16例

また, これ ら CEA 上昇発行例では,酸の画像診断に

より転移が発見されるまで 1-4九月の先行期間 (リー

ドタイム)のあるものが多 く,中には6ない しは8カ月

以上の り- ドタイムがあった症例 も認められた.このこ

とから,術後腰痛マーカーが低下 した患者の経過観察中

に再度上昇を認めた場合をこぼ,すみやかをこ他の画像診断
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を併周 したり,測定の間隔を短 くしマ-カ…の推移を注

意深 く観察することが望まれる.

ll. まとめと今後の展望

消化器癌における腫療マ-か-CEA,CA19-9を中

心にチ消化器外科の立場からその現状について当科のデ…

タを示し概説した.今回,AFP については検討しなかっ

たが,肝細胞癌以外の消化器癌の中では AFP産生胃

癌が最も多く,肝転移を釆たしやすい高悪性度欝で,特

殊な生物学的特性を着 している7)-9). したがって,A首p

の測定は,特殊な AFP産生癌の発見,肝転移再発の

予知に関し重要である.

今回の検討から,消化器癌における腰痛 マ-カ-の測

定は,癌の早期発見には有用とはいいがたいが,臨床病

期の評価, リソバ節転移,遠隔転移の有無,切除可能性

の評価,術後再発の診断などに有用と考えられた.また,

コンビネ-ショソ･アッセイでは,単一マ-カーの場合

よりも陽性率が高く,消化器癌においてルチ--ソに CEA,

CA19-9,さらに特殊な AFP産生癌を発見する目的で

AFP を測定することは必須と考えられる.

一方,癌治療を志向した腫癌て-カーの利周として,

腫痴マーカ-に対するモノクロ--ナル抗体の癌治療-の

応用が試みられている.胎盤性アルカリホスファタ-ゼ

(FLAP)などはその強い膜結合性且0)から癌のタ…ゲティ

ンダ療法の原的抗原として有周との報告もみられている11),

最近,筆者らが作成 した PLAP に対するモノクロ-チ

ル抗体が高率に消化器癌と反応することを確認している12)

那,現在癌治療への応用を目指 し,検討を進めている.

また,癌遺伝子産軌 増殖因子 ･増殖因子受容体,癌抑

制遺伝子の変異などの検出も癌の生物学的悪性度の評価,

癌治療-の応周に結びつく痩癌マーカ州の新しい動向で

ある.最近ではきC-erbB-2遺伝子産物や EGFR に対

するモノクロ-ナル抗体,あるいは EGFそのものを

利用 した制癌剤の効果増強に関する基礎的検討も進めら

れている13)-15).これらの発現を血液以外の組織や細胞

などの検体を用いて検出するシステムの開発も,癌治療,

悪性度の指標に応周される腫療マ-カ-の検索に閑し,

期待される分野と考えられる.

以上,外科の立場からみた消化革癌における塵轟マ-

力-の現状について述べ,最近筆者らが注目し,研究を

進めている分野について今後の展望を含め塁示 した.
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