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内視鏡的摘除大腸pSM癌の治療方針に関する
病理学的研究
佐藤裕美
新潟大学1足鯛学総合研究科消化器￨ﾉﾘ科学分野
（指導：寺井崇二教授）
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大ll脇獅台旅ガイドラインにおけるIﾉﾘ視鋭的摘除大IIMI)SM猫の治旅方針の妥当性について検
討した． リンパ節辨iliがなされた外科切除大lllpSMﾙ聯702例を対象に，大腸撫治旅ガイドライ
ンに準拠して， ルWの主組織型，未分化側成分のfij!!<,SM浸潤距離，脈筏侵襲（リンパ符侵襲と
,梛脈伐襲)，族出の細匝，の病FI!組織学的検索を行い，病理組織学的lkl子およびそれらの組み合
わせによるリンパ節iﾙ

￨珊性率を解析した．対象例のリンパ節'l砿秘陽性率は9.3%(65/702)

であった．米分化ﾉⅢ成分のｲ1無,SMMIIW股(1,000/4'''未満か以上か), リンパ徹;岐襲の有無，
脈柵;股襲の｛1無,"l}のI!度(GradelかGrade2/3か）はリンパ節転移と有意な￨則連を示し，
Iﾉ1視鏡的摘除I)SM聯の治旅方針決定にｲ丁川な組織所兇であることが確認された．他方，癖の三ii
糺l縦型とリンパ節娠秘には何迩な関述はなく，未分化型成分の有無がｲI意な関述を示したこと
から，大llりり附治旅ガイドラインにおける州の細織卿診断は，肢も分化度の低いﾎll織型をもって
行われるべきと考えられた．次に， ﾘ淵の組織型を未分化咽成分の有無で判定し，病III!組織学的lkl
子の組み合わせによるリンパ節転秘陽性率を解析した．大￨腸癌治旅ガイドラインでは,SM浸潤

KI1,()00/(m未満，州の紺織型が分化型（本研究では未分化型成分無しに対応),脈笹催襲陰性，
族出Gradelを経過観察JIW!としている．本研究でもこれらのj!"{;を満たすもののリンパ節I￨f

榊珊性率は0％であり, Agllﾙ癌治療ガイドラインにおける内視鏡的的pSM癌の経過観察基準は
妥当なものと琴えられた．他方, Inlガイドラインでは猫の組織型が未分化型（本研究ではｲﾐ分

化型成分ｲiりに対応),SM没澗度1,000/fm以上，脈櫛伐襲陽性，族出Grade2/3 (以‑k病即組
織学的リンパ節転秘リスクIAI子： リスク￨kl子）のいずれかを満たすものは郭淌を伴う追加ll号切

除を考胆するとしている．本研究では, ｢SM浸潤度1,000以上」以外にリスクlkl子がないもの

のリンパ節転移陽性率は0．8％， リスクlkl子が一つ加わったもののリンパ節I賦移陽性率は
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11.4％， リスクIkl子が二つ以上の追加されたもののリンパ節II賦移￨場性率は22.1〜64.0%であっ

た．これらのことから，大l1易描治療ガイドラインの追加II易切除考砿群の中でh ｢SM浸潤度1,000

〆、以上」の他にリスク因子がないものは，内視鏡的摘除後の経過概察群に再分獺できる可能
性が示唆された． リスク因子が一つ以上加わったものは追加II淵切除が妥当と考えられたが，追
加リスク因子が一つだけのもののリンパ節転移￨場性率は木研究で対象としたI)SM猫全体のリ
ンパ節il'噴移陽性率である9．3%に対して2%程度の̲上乗せしかないため，同群のリンパ節転移
リスクを絞り込むために更なる検討が必要と考えられた．
キーワード；大腸pSM職内視鏡的摘除,治療方針.大腸獅治旅ガイドライン，病理組織診断

一三口

緒

め')2)，それらに対してはリンパ節郭清を伴う追
加腸切除が必要となるが，残りの約90％は内視

内視鏡的に摘除された大l1易粘膜下鰯浸潤癌（以

鏡的摘除での根治が期待される．内視鏡的摘除

下pSM癌）は，断端陽性（不完全摘除）の場合

pSM癌がそのいずれの群に属するかの推定には

は癌遺残の可能性があるため追加腸切除が選択さ

摘除標本の病理学組織学的検索が重要な役割を担

れるが，断端陰性（完全摘除）の場合は， リンパ
節転移リスクを考慮した治療法の選択が行われ

っている．欧米では従来より癌の脈管内浸潤（リ

る. pSM癌の約10%にはリンパ節転移があるた

癌あるいは未分化型癌）が追加腸切除適応基準と

ンパ管浸澗と静脈浸潤）と蝿の組織型（低分化腺
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図1内視鏡的摘除後のI)SM癌の治旅方針（垂直断端￨職性例）

垂直断端陰性例では,嫡除標本の組織学的検索で,①乳頭腺描,笹状腺揃,@SM浸潤皮1,000未満，
③脈管侵襲陰性,④族出Gra(lel,の全てが満たされた場合は経過観察，これらの一因子でも認めれ
ば,追加治振としてリンパ節郭消を伴う腸切除が考臘される（大l1! 描治旅ガイドライン2014年版21）
より．引剛一部改変)．
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して挙げられてきた1)3)−7)．他方，本邦では，猟

節転移リスクを予測する病理組織学的因子17)18)

の脈衙内浸潤と組織型に加え，州の粘II蝋下1';W (以

であることがIﾘlらかにされ，本邦の大腸癌治療ガ

下SM)浸洲並が重視され8)‑11),内視鏡的燗除

イドラインでは2009年版以降19)‑21),①垂直摘

l)SM癌の治療方針選択基準については，癖のSM
没澗量（特に垂直浸潤品）を主!lilllとした検討が行

除断端，②癖組織型,
SM没洲度（垂直浸潤MI1
離)，④脈楢;催襲,⑤族出の程度，の5つの病理糺l

われてきた．

織学的因子を元にした，内視鏡的摘除後のpSM

本邦における内視鏡的摘除pSM郷の治療方針
について，大腸癌取扱い規約鋪2版（1980年)8）

癌の治療選択が推奨されている．

では．追加腸切除の適応基準として①Iﾘlらかな脈

端陰性の内視鏡的摘除I)SM癌について，①癌組
織型が乳頭腺癌か符状腺撫,OSM浸潤度1,000

櫛内癌浸潤，②低分化腺痛あるいは米分化癌，の

大腸猫治療ガイドライン'9)−21）では，垂直断

他,③断端近傍までのmassivcな猟没潤を挙げて

鰹、未満,③脈管催襲陰性,④籏出Gradel,の全

いる． ｜司第5版（1994年)'2)では, ｢massiveな

てを満たすものは経過観察（内視鏡的摘除で根治

癌没潤」が「約200〜300/4mを越えた程度」と

が期待される)，①ﾘ洲l織型が低分化腺癌,印環細

具体的記述に改訂された．更に大llﾙﾙ珊研究会のプ

胞癌，粘液職のいずれか,@SM浸潤度1,000/4m
以上，③脈櫛侵襲￨珊性，④族出Grade2/3,のいず

ロジェクト研究からこの基準は1,0()0/(mにまで
拡大することが可能であることが示された'3)．

その後,族出(budding)''')‑'6)がpSM癖のリンパ

表l

の腸切除を考慮する， としている （図l).多施設

病哩診断項目と判定内容
判定内容

病理診断項目
主組篭型

れかが認められた場合はリンパ節郭消を伴う追加

乳頭腺癌(pap)、盲状腺癌(高分化､ubl,中分化: tubZ)
（分化型）

低分化腺癌(por)、印潰細胞癌(si9)、粘液癌(muc)
（未分化型）

低分化腺癌成分(por)
印環細胞癌成分(sig)

なし、あり（対物40倍1視野以上の領域）

粘液癌成分（粘液結節) (muc)
SM浸潤距離(um)

実測値を測定

①粘膜筋板の走行が同定あるいは推定可能な病変は粘膜筋板
下緑から測定。②粘膜筋板の走行が同定・推定できない病変
は、病変表層から測定。③有茎性粘膜筋板錯綜例では、頭部

と茎部の境界を墓進線とし、墓進線から浸潤最深部までの距

離を測定。④有茎性粘膜筋板錯綜例で、浸潤が頭部内に限局
するものは浸潤距離Ol｣m(headinvasion)とする。
リンパ實侵霞(ly)

なし、あり (HE染色標本で判定）

静脈侵護(v)
籏出の程度

HE染色標本、 20xlO債視野で判定
Gradel:籏出数がO 4個
Grade2:族出数が5 9個

Grade3:籏出数が10個以上
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共同研究からは, I司ガイドラインの妥当性につい

およびそれらの組み合わせによるリンパ節転移陽

ての検討結果も報告されている22)． しかし，同ガ

性率を解析し，現行の大脇猫治療ガイドラインに

イドラインの治療方針には，癌組織型の判定と追

おける内視鏡的摘除大腸pSM癌の治療方針の妥

加腸切除考慮群の判定基準に￨奥Iして間魍点が指摘

当性について検討した．

されている23)24)．聯組織型の判定については,主
組織型にするか，併存するより分化度の低い組織

対象と方法

型にするかが，同ガイドラインでは明記されてい

ない23)．追加l腸切除考慮群の判定基準について

l .対象

は， リンパ節!￨騒移陽性率が隔別化されていないた
め， リンパ節転移高リスク病変が‑￨‑分には絞り込
まれていない可能性がある24)．

定大l1易pSM癌702例を対象とした．進行癌，
pSM癌重複例,家族性大腸腺腫主,炎症性腸疾患

本研究では，大腸pSM癌の病理組織学的因子

合併例術前に放射線または化学療法が施行され

リンパ節郭清がなされた外科切除ホルマリン固
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乳頭腺癌,B :管状腺癌（高分化),C :管状腺癌（中分化),
低分化腺癌,E :印環細胞癌,F粘液癌．
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ていたものは対象から除外した．病変の全割階段

癌(pap),管1柵蛎（高分化:mbl,中分化: tub2),

切片パラフィン包埋ブロックからHE染色標本を

低分化腺癌(por),印環細胞柵(sig),粘液癌(muc)

作製し､病理組織学的検索を行った．

に分類した（図2)．癌の組織型はSM浸潤部を対
象とした．乳頭腺癌と管状腺癌は分化型に，それ

'匝部も含む大きさとして計測した． リンパ節転移

ら以外は未分化型とした．主組織型は，面猿的に
優勢な組織像とした25)．②低分化腺癌成分，印環
細胞癌成分，粘液癌成分：主組織型とは別に，癌
のSM浸淵部に，光顕下対物40倍1視野以上で

は初回外科切除時に作製されたHE染色標本で判

これらの組織型が存在する場合は「あり」と判定

定した．

した（図3‑A,B).粘液猟成分は，粘液結節（間

2．検討項目

病変の発生部位，肉眼型は大腸癌取扱い規約
[251に従った．病変の大きさは，腺腫併存では腺

大腸癌取扱い規約25)および大腸癌治療ガイド

質の粘液貯留）で代表させた（図3‑c).OsM

ライン（2014年版)21)に準拠し，以下の病理診断

浸潤距離：光瀬下ミクロメーターを用い，実測値

項目ついて判定した（表1)．①主組織型：乳頭腺

("m)で測定した．粘I1災筋板の走行が同定あるい
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図3未分化型成分の有無の判定と粘液職の定義

対物40倍1視野(Aの円の大きさに相当する）以上の領域で未分化型成分 (B :低分化腺癌）
が存在した場合，未分化型成分ありと判定する．粘液結節が存在する場合は (Cの矢印とD. D
は対物20倍）粘液猫成分ありとする．
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SM浸潤距離の測定

粘膜筋板の走行が同定もしくは推定できない病変では，浸潤距離は病変最表層から
測定する(A,B)デスミン染色(C,D)でもSM浸潤領域の粘膜筋板は圧排・変形
しており，粘膜筋板の走行は推定できない．

図5籏出

癌発育先進部間質に浸潤性に存在する単個または5個未満の椛成刑￨￨胞からなる癌胞
巣（矢印)．＊部分や図左上の円内の癌胞巣は5個以上の州ll胞から櫛成されるため族
出とはせず，低分化腺癌成分と判定する
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は推定可能な病変は粘膜筋板下縁から，走行が同

およびそれらの組み合わせとリンパ節転移陽性率

定・推定できない病変は病変般表IWから測定した

との関連を検討した．

(図4)(図4‑C,Dは筋組織を￨司定するデスミン
免疫染色．実際の判定はHE染色楪本のみで行っ
た)．有茎性病変で粘II蝋筋板が錯綜するものは頭

3．統計解析
統計解析にはPearsollのカイニ乗検定または

部と茎部の境界を基準とし, Ji"i;線から没淵il&深

FisherのI!I:接碓立計卿:法を川い, p<0.05を有意

部までの距離を測定し，浸潤が頭部内に限局する

差ありとした． 95％偏噸区￨ﾊlの推定には， 2項分

ものは浸潤距離0"m(headinvasion) とした．

布を用いた1M比率の信頼区￨H1推定法(exactbino‑

④脈管侵襲： リンパ管侵襲(ly) と肺脈侵襲(v)
の有無を判定した. ly,vのいずれかが認められる

mialtest)を用いた．

ものを脈管侵襲有りとした．⑤族出の程度：族出

結

果

を「癌発育先進部間質に浸潤性に仔在する単ililま

たは5個未満の構成細胞からなるﾙ撒胞巣」と定義

し17） （図5),HE染色標本光顕下20xlO倍視野
で,Gradel (族出数が0〜411hl),Grade2 (族出
数が5〜9佃), Grade3 (族出数が10個以上）

l .対象の臨床病理学的事項

対象例大lllpSM癖の￨臨床病理学的ﾘ項を表2
に示す．

リンパ節転移￨場性率は9.3%(65/702)

であった．

に分額した． これら①〜⑤の揃理組織学的因子，
表2対象の臨床病理学的1I#項

年齢(meanisd)
性別(M: F)

68．1士10．3
409:293

発生部位

右側結腸(C,A,T)

251(35.8qb)

左側結腸(D,S)

196(27 996）

直腸

255(36.3％）

最大径(mm)

23，4士13，2

(mean士sd)
肉眼型
Ip

64(9.1％）

IS

360(51.3q6)

IIa

108（15.4％）

IIa+IIc

82(11.796)

IIC+IIa

75（10,7％）

IIC

13（1.9％）

リンパ節転移
なし

637(90.796）

あり

65（9,3％）
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1"IMM別の釧幽('' : 702)

主組織型が分化型における未分化型成分の併存
主組織型

、

36

pap-tubl
tubl

457

tub2

187

por

19

sig

1

muc

2

｝

］

sIg

１２１

por
3

680(96.9q6)

23

muc

未分化型(＋）

12

15(44 096）

67

83(20.1qb)

25

60(33.1恥）

36

22（3.1帖）

702

一

一

一

ー

ー

ー

ｰ

＝

ー

62

4

104

ー

170(25.0%)

pap‑tubl:乳頭一管状腺癌高分化、 tubl:管状腺癌高分化、
tub2:管状腺癌中分化、 por:低分化腺癌、 sig:印環細胞癌、
muc:粘液癌

未分化型(＋)は重複有り

2．癌の組織型

3．病理組織学的因子とリンパ節転移との関連
（単変量解析）

癌の組織型を，主組織型と未分化成分（低分化

腺癌，印鰯細胞癌，粘液癌）のｲｧ無別に比較した

癌の組織型を主組織型と未分化型成分の有無別

(表3)．主組織型が分化型（乳頭腺州，福状腺ﾘ鮒

に分け，検討項￨ ｜とした病理組織学的lkl子とリン

高分化，

禰状腺撫!￨1分化）であったものは

パ節I版移との関連を検討した（表&l)．州の主組織

680/702 （96.9％)，未分化型であったものは

型とリンパ節!'騒秘との￨&lにはｲｲ慰な関述はなかっ

22/702

(3.1%)であった．なお，対象病変には

たが， イミ分化型成分あり, SM没洲庇1,000"m以

純粋乳砿腺撫(pal))が主組織型であったものは

上，

リンパ櫛伐襲陽性,

11＃脈伐腿￨珊性，

族出

なかった．乳頭腺ｿ断の多くは符状腺ﾙ珊尚分化と述

Gra(le2/3,はリンパ節転秘と ｲｧ意に関連してお

統的に秘行しており，それらは乳頭一笹状商分化

り （いずれもI)<0.05),これらの病理組織学的

腺癌(I)ap‑tul)1) として分航した．主組織型が

所兇はリンパ節蛎秘リスク￨kl子と考えられた．

分化型のﾙ)；変の170/680 （24.2％）は米分化剛成

分を併存していた．従って，未分化型成分ありと
診断されたものは， 170例と主紺織型が未分化型

41 .病理組織学的リンパ節転移リスク因子の組

み合わせによるリンパ節転移陽性率

の22例を合わせて192/702 (27.3%)であった．

SM没洲庇を1,000/4m未満と1,()00/(m以上と

主組織型が分化型の病変にlliめる米分化｝側成分の

に分け，それぞれで他の病理組織学的リンパ節転

併存率は, porが62/680 (9.1%), sigが4/680

秘リスクlkl子（以ドリスクlxl子）を細lみ合わせた

(0.6%),muCが104/680 (15.3%)であり，muC

j肌合のリンパ節!'斌秘￨場性率を検討した（表5)．上

の併存率が雌も高かった．

記の検討から州の主糺l織型はリンパ節il"Zと関連

せず，未分化型成分の有無が有意な￨fl迎を示した

佐藤: Iﾉ1視鏡的摘除大鵬pSM痛の治旅方針に関する柄理学的研究
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病理組織学的因子
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病理組織学的IAI子とリンパ節転移との#IIMI

pN(‑)(q6)

、

pN(+)(%)

p値

主組織型
分化型

680

620(91.2）

60(8.8）

22

18(81.8）

4（18.2）

なし

522

487(93.3）

35(6.7）

あり

180

151(83.9）

29（16.1）

未分化型

n．s，

未分化型成分の有無

p=0.0003

SM浸潤度

<1000I‑lm

93

93（100）

0(0)

≧1000um

609

545(89.5）

64（10.5）

なし

539

521(96.7）

18(3 3）

あり

163

117(71.8）

46(28.2）

なし

618

571(92,4）

47(7.6）

あり

84

67(79 8）

17(20.2）

Gradel

561

532(94,8）

29(5.2）

GradeZ/3

141

106(75.2）

35(24.8）

p=0.0001

リンパ管侵襲

p<0．0001

静脈侵襲

p=0.0002

籏出

p<O.0001

pN(‑):リンパ節転移陰性、 pN(+):リンパ節転移陽性
n.s､ :notsignificant

ことから， ル断の組織型は未分化型成分の有無で代

45.2％（14/31）のリンパ節II咳秘陽性率を示し，

表させた．

それぞれの群lHlで｛7通差を認めた．

SM減洲庇1,000/Im未淌では，他のリスク1人￨イ・
も陰性の甥合はリンパ節II唆秘￨珊性率は0%(0/82)

考

察

(95％偏加Ⅸ￨ﾊlで0−4．4％）であった．他に1リ

￨;）

ykll#pSMﾙWは外科的治旅と内科治療(Iﾉ1祝鏡

が加わってもリンパ節転移は認めなかったが，対

スク￨ﾉ《￨子（①未分化型成分あり，②脈管侵襲陽

的治療）の狭￨Ⅱlに位i側する病変である．進行大腸

象数が少数であり， リンパ節転移陽性率の95％

癌ではli'ilｲi筋h'#浸澗癌の23%, litl有筋肘を越え

信伽区￨Alは上限が33．6％（①） と84．1％（②）

て没潤した州の43．9〜63．0％にはリンパ節転移

であった． SM没澗度1,000/(m以上では，他のリ

が認められている26)．従って進行大￨￨易撫では， リ

スク￨人l子が陰性の場合のリンパ節転移陽性率は

ンパ節郭浦を伴う外科切除が泊療の第一選択とな

0.8％（2/246)(95％信細区間で0−2．9％）であ

る21)．他方, li'ill塊内撫ではこれまでにリンパ節転

ったが，他に1リスクF1子が加わった場合は8.3‑

穆の報告はなく，経験的に￨ﾉ1視鏡的治療で根治が

14.0％（全体で11.4%), 2リスクIXI子が加わっ

期待できるとされている 9)−21)26)．免疫組織学

た場合は0‑30.2%(全体で22.1%), 3リスク因

的に￨司定されるリンパ節微小!￨砿移(isolated

子（全てのリスク因子）が加わった場合は

tumorcells: ITCs)のｲi無を検討した松浮ら27）
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の研究でも，粘膜内癌ではITCすら存在しないこ

より分化度の低い組織型を採用している )3)−7）

とが報告されている．それに対しpSMW(粘llf

第二は，現行の大ll協癌治療ガイドラインにおける

下層浸潤州）では約10％前後にリンパ節蛎秘が

追加II勝切除考慮群の判定雄準では， リンパ節転移

あるため')2)，内視鏡的摘除l)SM癌に対してリン

高リスク柄変が十分に絞り込まれていない可能性

パ節郭ii!iを伴う追加ll笏切除を行うか否かについて

があることである．大ll協獅研究会族,'ll検討プロジ

は亜要な臨床的課題とされてきた．内視鏡的摘除

ェクトのデータをもとにした味岡ら24)の解析で

pSM癌を経過観察とすると10%前後のリスクで

は，対象とした外科切除火IIMpSM猫全体のリン

リンパ節再発の可能性があり，一方その全てに追

パ節転移￨場性率が12．0％（97/806）であったの

加腸切除を施行すると90％前後は結果的過剰治

に対し，大ll易癌治旅ガイドラインで追加ll勝切除考

療(ove,･su,･ge,y)となる可能性があるからであ

噛群と判定されるI)SM猟のリンパ節転移￨場性率

る．

は14.0％（96/684）であり， リンパ節転移リスク

本邦の大腸癌治嫌ガイドラインでは，内視鏡的

の上乗せは2％に過ぎない．すなわち， ｜司ガイド

摘除pSMの治療方針について，①癌組織型，②
SM浸潤度（垂直浸潤MI"),③脈管侵襲,④族出，

病変には依然として結果的過剰治撫(oversur‑

の4つの柄III!組織学的lkl子を元にした選択が椛奨

ge'y)が施行される可能性が残されている．

ラインに準拠しても，追加￨腸切除された86％の

されている'9)‑2') (図l). これらの病理組織学

本研究では,pSM癌の組織型を主組織型と未分

的因子の'l!で, SM浸潤度と族出が採川されてい

化剛成分（低分化腺癖，印環細胞癌，粘液癌）の

る海外の治療ガイドラインはない21)．特に本州

ｲj無に分けて検討した（表3)．その結果,pSM癌

では, SM浪澗度を主軸として，内視鏡的摘除

の大部分（96.9％）は主組織型が分化型（乳頭腺

pSM癖の治療方針が検討されてきた． これまでの

蝿，楢;状￨￨鼎癌）であったが，主組織型も含め未分

SM浸潤Mli雌とリンパ節岻移との関連に￨腱￨する研

化型成分が存在するものは192/702 （27.3％）を

究では'0)'')'3), SM浸潤繩離1,000/xm未満では

占めた．後述するように， リンパ節転移は主組織

リンパ節!￨賦移￨場性率は極めて低い(0〜5.7%)

型ではなく未分化型成分の有無に関連している．

ことから,SM浸潤距離1,000/4mが内視鏡的燗除
pSM癖に対して追加I腸切除を施行するかどうか

従って, pSM癌の病理組織学的検索を行う￨祭に
は，小仙城であっても未分化型成分，特に粘液結

の判別に雌砿要視されている．

節（分化型に併存する未分化型成分のI￨!で最頻を

大腸ﾙ輔治旅ガイドラインによる内視鏡的摘除

占める）の存在を見逃さないよう注意する必要が

pSM癌の沿療方針については，大きく2つの￨H1題

ある．病理組織学的IXI子の中では,SM浸潤度，脈

点が指嫡されている．第一は，癌組織型を主糸ll"

僧;侵襲（リンパ管侵襲,肺脈侵襲)，族出の程度は

型とするかより分化度の低い糺l織型にするかが明

リンパ節転移と有意に関連しており （表 1)， これ

記されていないことである23)．大腸癌取扱い規

らは内視鏡的摘除l)SM蝿の治療方針決定に有用

約25)では， 「種々の組織型が混在するときは，組

な組織所見であることが確認された．他方，癌の

織標本上でmi積的に雌も優勢な (predominant)
組織型をもってその脈甥の糺l織型とする」として

*ll織型を主組織型とした場合はリンパ節転移との

いる． しかし，より分化度の低い組織型が優勢な

示したことから，大ll腓獅治旅ガイドラインにおけ

組織型に併存している場合，それがリンパ節!￨辰秘

る癌の組織型診断は,WHO分類28)と￨両l様に最

の有無を決定している可能性もあり，いずれを癌

も分化度の低い組織型をもって行われるべきと考

の組織型として診断すべきか苦慮せざるを御な

えられた．

関連はなく，未分化型成分の有無が有意な関連を

".WHO分噸28)ではより分化度の低い刑l織型

柄理組織学的因子の糸llみ合わせによるリンパ節

で癌のgradingを行うとしており， これまでの

転移￨甥性率の検討では（表5), SM浸潤度が

pSM癌のリンパ節転移を検討した欧米の研究も，

1,000未満で，他の病理糺l織学的リンパ節転移リ

佐藤：内視鏡的摘除大腸pSM蝿の論旅方針に￨則する病理学的研究
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表5病理糺l縦学的因の組み合わせによるリンパ節転移陽性率

②
③
2因子①＋②

①＋③
②+③

3因子

①+②+③

００｜

①

ｐ

1因子

Ｎ

なし

１
＋
く −０

追加リスク因子

ｎ｜理−２９０ ０００ ０

A.SM浸潤度<10001｣m

pN(+)96

95q6CI

O,0％

0，0％

4

0．0％

0．096

33，6％

0.0%

0.0%

84．196

ー

4

.“
］

ー

ー

一

ー

ー

ー

ー

93

B.SM浸潤度≧1000IJm
(+)
ｂ
４

O.896

0,096

2,996

3

8，3％

3，7％

15．8％

.3

14,0q6

7.796

22.796

5

12．8％

4．3％

27，4％

①＋②

7

21．2％

9

0％

38，9％

①ｲ。

0

0．0％

0．0％

18．596

②＋③

．6

30．296

18．3%

44．3%

4

4弓.フ恥

27．3帖

64．0呪

65

10，796

11，5％

14

｜妬亜

ヨ子

959bq

Z

①②③
ヨ子

PN(+)96

①＋②＋③
609

a

1,496

b

2．1%

C

．

4％

pN(+):リンパ節転移陽性
①未分化型成分あり、②脈管侵襲陽性、③籏出Grade2/3

n.s:notsignificant, avsb,c,d: p<0.0001, bvsc: p=0.011, bvsd:p<0.0001,
cvsd: p=0.011

移陽性率は0％（95％偏加区IIIIで0‑4.4%)で

摘除I)SM蝿の経過観察基準は妥当なものと考え
られた．他方, SM浸潤度が1,000/4m以上の病変

あり，大￨￨易獅治旅ガイドラインにおける内視鏡的

では， リンパ節転移￨場性率は追加リスクIXI子の数

スク因子（リスクlkl子）がない場合のリンパ節'肱
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により府別化が可能であった．追加リスクIXI子が

背柳蝋名醤教授，に深謝いたします． また，本研究に

ない場合はリンパ節転移は0．8％に過ぎず（95％

IAIして協ﾉﾉをIriきました新潟大学大学院医歯学総合研

信頼区￨開lで0‑2.9％)，これらpSM癌も内視鏡的

究科分子・診断病理学分野職興(llll」尚之，佐藤彩子，

摘除で根治が期待できる病変と推定された． リス

小林淵I忠）に深謝いたします．

クlkl子が一つ追加された場合のリンパ節転移￨場性

率は8.3‐14.0％（全体で11．4％）であり，追加
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