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表在型食道扁平上皮癌の拡大NBI内視鏡診断において，
血管形態変化の領域性評価により
深達度診断能が向上する
渡邊ゆか理
新潟大学医歯学総合研究科消化器内科学分野
（指導：寺井崇二教授）
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要

旨

【緒言】拡大NBI内視鏡観察による血管形態変化に基づいた表在型食道扁平上皮癌深達度評
価の分類(IPCL分類）がある． この分類において，内視鏡治療の適応となる深達度pTla‑

MM/IJrlb‑SM1と推定される血管形態を示す癌に，外科治療が第一選択であるprlb‑SM2癌
が含まれており，深達度診断能は十分でない．本研究の目的は，観察因子を追加することで，拡
大NBI内視鏡による表在型扁平上皮癌の深達度診断能を向上させることである．

【対象と方法】 2010年から2014年までに当院で内視鏡的粘膜下層剥離術により切除された食
道癌367病変のうち，拡大NBI内視鏡にてIPCL‑V3血管領域を有する51病変(51症例）を
対象とした. IPCL‑V3領域のサイズと病理組織学的所見（癌の深達度,粘膜筋板への水平浸潤
幅分化度,浸潤様式）の関係を解析した．

【結果】pTlb‑SM2癌におけるIPCL‑V3領域サイズは, pTla‑LPM癌, IJI､la‑MM/
Pl､1b‑SM1癌のそれと比較して有意に大きかった.Prlb‑SM2癌の73%(11/15)がIPCL‑
V3領域サイズ10mm以上であったのに対し, pTla‑MM/pTlb‑SM1癌の6%(2/31)のみ
がIPCL‑V3領域サイズ10mm以上であった．
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【結論】 IPCL‑V3領域サイズが10mm以上である癌は，深達度prlb‑SM2である可能性が
高い．血管形態の質に加えて，その領域性（サイズ）を評価することにより，拡大NBI内視鏡
による深達度診断能の向上が期待できる．

キーワード：表在型食道扁平上皮癌,拡大NBI内視鏡,深達度診断, IPCL分類, IPCL‑V3
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その形態変化が表在型食道扁平上皮癌の深達度と

関係していることを明らかにした7)−9)．彼らは
近年表在型食道癌に対する内視鏡治療は，外科

腫瘍が粘膜内から粘膜下層へ浸潤するにつれて

的切除より侵襲が低く患者のQOL向上を期待で

IPCLのループ形態が破壊され, IPCLの血管径も

きることから，治療選択の一つとして標準化しつ

腫瘍の浸潤に伴い拡張する傾向があることを示し

つある． 日本の食道癌診断・治療ガイドラインに

た8)10).IPCL分類はIPCL‑I〜Vからなり，食道

おいて')，粘膜筋板に達しない粘膜内癌（深達度

扁平上皮癌の表層に観察される血管はIPCL‑Vと

ﾛI､1a‑EP/prla‑LPM)に対しては， リンパ節転

定義され， さらにIPCL‑V血管は対応する深達度

移が極めて低い(0〜5%)ことから内視鏡治療

(深達度ロI､1a‑MM)や粘膜下層浅層浸潤癌（深

別にIPCL‑V1/V2 (pT1a‑EP/pT1a‑LPMに相
当), IPCL‑V3 (IJrla‑MM/IJI､1b‑SM1に相当),
IPCL‑VN (Pl､1b‑SM2以深に相当）に亜分類さ

達度prlb‑SM1,垂直浸潤距離<200"m)は，

れている8)9)．

の絶対適応とされ，粘膜筋板に達する粘膜内癌

潜在的リンパ節転移（8〜20%)が否定できな

拡大NBI内視鏡観察による深達度診断におけ

いため，内視鏡治療は相対的適応とされている．

るIPCL分類の有用性については評価が分かれて

一方で粘膜下層深層浸潤癌（深達度n1b‑SM2,

いる8)11)‑15). Satoらによれば, pTla‑EP/

垂直浸潤距離≧200"m)についてはリンパ節転

pT1a‑LPM癌に対するIPCL‑V1/V2血管の感

移のリスクが50%を超えるため，外科的切除が

度，特異度は89．5％， 79．6％といずれも高く15)，

第一選択とされている．臨床現場においては，内

IPCL‑V1/V2のII､1a‑EP/pl､1a‑LPM癌に対す

視鏡治療の相対適応とされるprla‑MM/pl､1b‑

る有用性は高いと考えられる． IPCL‑VN血管は

SM1癌が切除断端陰性かつリンパ節転移のリス

Pl､1b‑SM2以深の癌に対しての特異度は98.6%

クが低いと考えられる場合に限り厳密なフォロー

と高いが，感度は55．8％とその出現頻度は必ずし

アップを行い，再発なく経過している症例が増加
しつつある2)−4）

も高くない15)．一方でIPCL‑V3を示した癌が深

表在型食道扁平上皮癌の治療方針決定において

達度矼1a‑MM/Pl､1b‑SM1であった陽性適中率
は42．3％と低く 15),IPCL‑Wを示す癌には深達

は，内視鏡治療の適応とされるロ1,1b‑SM1以浅

度pT1a‑MM/pTlb‑SM1癌のほかに深達度

の癌と外科的切除が第一選択であるprlb‑SM2
癌を正確に鑑別する必要性があるが，肉眼型に基

ﾛI､1b‑SM2以深の癌が含まれると報告されてい

づく通常診断やEUSに基づく深達度診断の有用

えてその領域性（大きさ）を評価することによ

る8)13)15)．本研究では，血管形態の質的評価に加

性を検討した報告は少なく，かつこれらの診断能

り, IPCL‑V3血管を示すI1,1b‑SM2癌を区別で

には限界がある5)6)．

きるか，それにより拡大NBI内視鏡による深達度

Inoueらは拡大NBI内視鏡によって観察される

食道粘膜の乳頭内血管であるIPCL(intrapapil‑
larycapillaryloops)が，上皮の腫瘍化に伴い蛇
行，拡張，口径不同異型などの変化を示し， また

診断能を向上できるか，検討した．

渡邊：表在型食道扁平上皮癌の拡大NBI Iﾉ1視鏡診断において, lil街形態変化の髄城ド￨評価により
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深達度診断能が向止する
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IPCL‑V3領域サイズの測定

通常光観察による内視鏡像
癌内のIPCL V3領域の拡大NBI内視鏡像．

癌内のIPCL V3血管が観察される領域のl,l,j端に対する2点マーキング(A,B).
実体顕微鏡写真上で2点マーキングを同定し, IPCL‑V3傾城のサイズ(mm) を!il測

材料と方法

(図l) . ESD術前にIPCL‑V3血管を示す領域の
両端にフックナイフ (KD‑620QR,Olympus)で

対象

2011年3月から2014年11月までに新潟大学

マーキングを施行した.ESD検体をホルマリン世l

定後に実体顕微鏡下で写真撮影し,術前に施行し

医歯学総合病院で表在型食道扁平上皮癌に対して

た2点マーキング間の距離を言￨測し, 5mm間隔

ESDを施行した297症例367病変のうち, ESD

でカテゴリー化した．

術前のIPCL分類に基づいた血管評価で
IPCL‑V3血管を示した51症例51病変を対象と
した．

病理組織学的所見の評価

2点マーキングが組織標本上に再現されるよう，
ホルマリン固定後の検体に割を入れ，パラフィン

IPCL‑V3領域サイズの測定

包埋した.パラフィン包埋ブロックから連続2切

IPCL‑V3血管の同定はNBI併用拡大内視鏡

片を作製し， 1枚目はヘマトキシリン・エオジン

(GIF‑H260Z,Olympus,Tokyo,Japan)で行った

(HE)染色（図2‑a,b), 2枚目はデスミン免疫
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図2粘膜筋版への水､￨え方li'l減洲￨冊の高￨測
2点マーキング(A,B)

を確認(a).i'i膜筋板への浸潤はHE染色標本(b)に加えて

Desmin免疫染色標本(c)で確認し，その水､'た〃￨r'lの浸潤lIjを!il測(X′』m) .

染色(cloneD33,DakoCytomation,Japan) (図2‑
に）

0.05イく満であった場合を有意とした

を行った．
結

組織標本上で2点マーキングの位置を確認し，

果

そのマーキングの間の癌の組織所見（以下の4項

1I)

を評価した. 1)深達度;2)粘膜筋板への水

､F方向浸潤鴨（図2‑c) ;3)分化度（高分化, ｢￨ 1

分化低分化） ；4）浸潤様式(INFa,INFb,INR)16) .

IPCL‑V3血管を示した表存型食道扁平上皮癌の
臨床病理学的特徴
IPCL‑V3領域を有する51症例51病変の臨床

病理学的特徴を表lに示す．深達度pT1a‑LPM
統計学的解析
IPCL‑V3領域サイズおよび臨床病理学的特徴

癌は5例, pTla‑MM癌は28例, pT1b‑SM1癌
は3例, pTlb‑SM2癌は15例であった．

の分布の比較には,Fisherの直接確率検定を用い
た．粘膜筋板水平浸潤1幅の比較にはMann‑

WhitneyUtestを用いた．
統計学的解析はSPSSStatistics (version22,

IBM,Tokyo,Japan) を用いて行い, l町側P値が

IpCL‑V3領域サイズと深逹度
癌の深達度別のIPCL‑V3領域サイズを表2に

示す. pT1b‑SM2癌の73%(11/14)がIPCI,‑
V3領域サイズ10mm以上であったのに対し

渡邉：表在型食道扁平上皮癌の拡大NBI内視鏡診断において,血管形態変化の領域性評価により
深達度診断能が向上する

表l
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lPCL‑V3血管を示した症例の臨床病理学的特徴

n=51

６
５
４

性別
男性

女性

年齢(mean±SD)(year)
腫瘍の大きさ(mm)

69±10

31(7‑90）

腫瘍深達度
5

pT1a‑LPM

pT1a‑MM/pT1b‑SM1

31(MM28,SM13)
15

pT1b‑SM2

粘膜筋板への水平方向浸潤幅

中央値(範囲)(um)

1750(0‑9200）

２
４５
２２

腫瘍分化度
高分化
中分化
低分化
ａ︲︑

１
２８
２２

浸潤様式

C

pT1a-LPM,Tumorinvadeslaminapropriamucosae

pT1a-MM,Tumorinvadesmuscularismucosae(MM)
pT1b-SM1,Tumorinvadesequalorlessthan20011mintothesubmucosal layer
pT1b-SM2,Tumorinvadesmorethan20011mintothesubmucosal layer

pl､1a‑MM/pl,1b‑SM1癌の6%(2/31)のみが

IPCL‑V3領域サイズと病理組織学的特徴

IPCL‑V3領域サイズ10mm以上であった．

IPCL‑V3領域サイズと病理組織学的特徴の関

ﾛI､1a‑LPM癌にIPCL‑V3領域サイズが10mm

係を表3に示す. IPCL‑V3領域サイズが10mm

以上のものはなかった. IJI,1a‑LPM癌とロI､1a‑

以上の群は10mm未満の群に比し,Pl､1b‑SM2

MM/IJI,1b‑SM1癌との間に, IPCL‑V3領域サイ

癌がIJI､1a‑MM/Prlb‑SM1癌よりも有意に多く
(p<0．001),粘膜筋板水平浸潤幅が有意に広かっ
た(p<0.001).癌の分化度，浸潤様式について

ズ分布の有意な差を認めなかった．一方, IJI､1a‑

LPM癌とpT1b‑SM2癌との間およびpT1a‑
MM/pT1b‑SM1癌とpT1b‑SM2癌との間に，
IPCL‑V3領域サイズ分布の有意な差を認めた

(それぞれp<0.05,p<0.001).

は有意差を認めなかった．
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表2
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1PCL‑V3仙城におけるﾙ輔深達度と傾城サイズ

IPCL‑V3領域の腫瘍深達度
pT1a‑MM/

pT1a‑LPM

10‑14mm

３１︐１

1‑4mm

5‑9mm

嘔皿１１

３２００

￨PCL‑V3領域サイズ

pT1b‑SM2

pT1b‑SM1

15‑19mm

pT1a-LMPvs.pT1a-MM/pT1b-SM1:p=0.950
pT1a-LMPvs.pT1b-SM2:p=0.038

pT1a-MM/pT1b-SM1vs.pT1b-SM2:p<0.001
(Fisherisexacttest)
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図3

1PCL V3領域サイズ10mm未満であった深達度Prlb‑SM2の症例

IPCL‑V3領域サイズと粘膜筋板水平浸潤幅

pT1a‑MM以深の癌におけるIPCL‑V3領域サ
イズと粘膜筋板水平浸潤幅および深達度との間

係を図4に示す. IPCL‑V3領域10mm以上の癌に

おける粘膜筋板水平浸潤幅は（中央値5,800"m,
平均値5,808/Am)は, IPCL‑V3領域10mm未満

渡邉：表在型食道扁平上皮癌の拡大NBI内視鏡診断において,血管形態変化の領域性評価により
409

深達度診断能が向 上する

表3

1PCL‑V3領域サイズと病理組織学的特徴

IPCL‑V3領域サイズ(mm)
≧10mm

n=38

n=13

＊

pT1a-LPM

pT1a-MM/pT1b-SM1

P

Ｏｒ

５９
２→
４

腫瘍深達度

<10mm

＊

＜0．001

11

oT1b‑SM2

粘膜筋板への水平方向浸潤幅
<40001im

35

2

z4000um

3

11

５６２

刀泌３

腫瘍分化度
高分化
中分化

＜0．001

雛ａｂｃ

低分化

式
様

0.723

５４４

妬肥４

0.245

･有意に多い(p<0.05),ヤ有意に少ない(p<0.05),残差分析

lPCL‑V3領域サイズ
＜10mm

＊

IPCLPV3領域サイズ
z10mm

2m

0

4m

00

8m

粘膜筋板への水平浸潤幅(um)

図4

1PCL‑V3領域サイズと粘膜筋板への水平浸潤幅

縦棒は中央値. *p<0．001

●:prla‑MM/p1,1b‑SM1 (浸潤幅中央値1,075煤m),.:Prlb‑SM2 (浸潤幅中央値5,800似m)

1皿
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の癌における浸潤幅（中央値1,075"m,平均値

(0/5),pTla‑MM/Pl､1b‑SM1癌で6%(2/31),

1,850"m)に比し有意に大であり (p<0.001),

ﾛrlb‑SM2癌で73%(11/15) ￨ , その分布には

ﾛ1,1b‑SM2癌における粘膜筋板水平浸潤幅（中

有意差が認められた．

本研究の対象症例において, ｢IPCL‑V3血管を

央値5,800"m,平均値5,525"m)がIJI､1a‑MM/
ﾛ1,1b‑SM1癌における浸潤幅（中央値1,075/fm,
平均値1､731/fm)に比し有意に大であった(p<

示し，かつその領域が10mm未満の癌」を内視

0.001).

視鏡診断すれば，適中率は89．5％（34/38）であ

pCL‑V3領域サイズ10mm未満であったpTlb‑

も適中率が約17％向上する．同様に本研究の対

鏡治療の適応病変であるIJI､lb‑SM1以浅癌と内

り （表2)，従来の報告（適中率72．1％)15）より
象症例において, ｢IPCL‑V3血管を示し，かつそ

SM2癌の組織像
IPCL‑V3領域サイズが10mm未満であった

の領域が10mm以上の癌」を外科的切除が第一

IJI､1b‑SM2癌は4例存在した． その組織像とし

選択であるT1b‑SM2癌と内視鏡診断すれば，適

ては水平方向よりも垂直方向に浸潤する傾向が強

中率は84.6％（11/13）であり （表2)，従来の報

いものや，癌の浸潤部が上皮内癌で被覆されてい

告(IPCL‑VN血管を示す癌がpT1b‑SM2癌で

る所見（図3）が認められた．

ある適中率89．6％）

とほぼ遜色ない適中率であ

る. IPCL‑V3の領域性（サイズ）を計測するこ

PCL‑V3領域サイズが10mm以上であったpTla‑

とにより, IPCL‑V3血管を示す癌から外科的切

MM/pTlb‑SMl癌の組織像

除が第一選択であるpT1b‑SM2癌を効率よく除

IPCL‑V3領域サイズが10mm以上であった

外できることが期待される．

prla‑MM/IJI､1b‑SM1癌は2例存在した．その

表在型食道扁平上皮癌が深く浸潤するほど，粘

組織像としては癌が水平方向にMMへ圧排性に

膜筋板水平浸潤幅が大きくなると報告されてい

浸潤し，筋板が比較的保たれている所見が認めら

る18)．本研究でも,Pl､1b‑SM2癌はロI､la‑MM/

れた．

pl､1b‑SM1癌に比し粘膜筋板水平浸潤幅が有意
に大であった（図4).IPCL‑W領域サイズも粘
考

察

膜筋板水平浸潤幅と有意に関連しており, IPCL‑
V3領域が10mm以上の癌は10mm未満の癌

表在型食道扁平上皮癌に対する拡大NBI内視

に比し粘膜筋板水平浸潤幅が有意に大であった

鏡観察において，井上らが提唱したIPCL‑W血

(図4). IPCL‑V3領域サイズと癌深達度は，粘膜

管（ﾛ1,1a‑MM/IJI､1b‑SM1に相当するとされる）

筋板浸潤幅を介して関連している可能性が示唆さ

を示すIJI､1b‑SM2の癌を区別できれば，深達度

れる．

診断能の向上が期待できる9)15)．大腸腫瘍のpit

一方でIPCL‑V3領域サイズ10mm未満で

pattern分類において,Tanakaらは粘膜下層浸潤

pT1b‑SM2癌およびIPCL‑V3領域サイズ10

を示唆するtypeVNの領域性（サイズ）に着目し，

mm以上のprla‑MM/Prlb‑SM1癌の組織像の

その領域サイズと組織学的SM浸潤距離は有意に

特徴は，垂直方向に浸潤する傾向が強く，浸潤部

相関すると報告している'7)．本研究では，病変内

が上皮内癌で被覆されている所見や，癌が広く

のIPCL‑V3血管領域サイズを評価し，その大き

MMへ浸潤しているにもかかわらず筋板が圧排

さと深達度との関係に着目した．

されながらも構造が保たれている所見が認められ

IPCL‑V3領域の大きさを深達度別にみると

た．これらは拡大NBI内視鏡観察で得られた癌の

(表2), IPCL‑V3領域サイズが大きくなるほど癌

表層の血管変化に浸潤部の所見が反映されにくい

が深く浸潤する傾向があり

IIPCL‑V3領域が10

病変であると考えられ， このような症例について

mm以上を示したのはpT1a‑LPM癌で0%

は通常内視鏡観察による肉眼型や超音波内視鏡

渡邉：表在型食道扁平上皮癌の拡大NBI内視鏡診断において,血管形態変化の領域性評価により
深達度診断能が向上する

(EUS)による観察所見も合わせ, '￨亘重に深達度
を評価する必要性があると考えられる．

また今回の研究では,ESD切除標本を実体顕微
鏡上で観察してIPCL‑V3領域サイズを測定し，
内視鏡観察時に認識することを考慮してIPCL‑

V3領域サイズを5mmごとに分類し癌深達度と
の関連性を評価した． しかし臨床応用においては，
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