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ラジアルスキャン超音波内視鏡を使用し,胃 癌36例を対象に超音波断層像による癌深達度の判定に

ついて検討した。正常胃壁は高エコー層,低 エコー層が交互に現れる5層構造として明瞭に認識出来

た。癌巣は一般に低エヨーレベルを皇し,正 常 5層構造の中断・破壊・不整が深達度判定の指標となっ

た。1群の壁在 リンパ節では5111m以上に腫大したものは描出可能であった。正確な深違度診断には癌

巣が超音波振動子と垂直方向に位置することが必要で,幽 門狭窄症例などこの条件を満たさない症例

では描出不能であった。

治

透

己

徳

　

知

村

井

野

北

浅

荻

索引用語 :内視鏡超音波検査,胃 癌の深達度診断

I . 緒 督

胃癌の深達度を術前正確に把握することは手術に際

しての術式の選択や切除範囲決定にあたり重要なポイ

ントである。胃レントダン検査や内視鏡検査の発達に

より胃癌の診断,深達度の判定は近年著しく向上した。

しかし,い ずれも粘膜面の性状から間接的に癌の壁内

進展を推定するため,時 に予想を大きく裏切られるこ

とがある。最近,内 視鏡の先端に超音波振動子を装着

した超音波内視鏡 (Endoscopic Uitrasonography,以

下 EUSと 略する)が 開発され胃内陸からの胃壁の超

音波断層像の観察が可能となり,胃 癌や粘膜下腫瘍の

深違度判定に有効な手段であることが認められつつあ

る。著者らは術前 EUSに より胃癌の深達度診断を試

み,切 除標本の超音波断層像及び病理組織所見を対応

させ,本 検査法の有用性を検討した,
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H.対 象および方法

1984年 6月 から1985年 1月 の間に当科にて切除され

た胃癌36例を対象とした。その内訳は IIa:2例 ,IIc i

9例 ,IIIttIIc i l例,Bormann l:2例 ,Borrmann

2:16例 ,Borrlnann 3 i 3例 ,Borrmann 4:3例

である.

使用機種はオリンパス社製 ラジアルスキャン超音波

内視鏡 (GF‐UM2,7.5MHz)お よび超音波観測装置

(EUM2)で ある。術前の EUS検 査時には,通 常の前

処置後,左 側臥位にてファイバーを胃内に挿入し体位

は病変の存在部位に応 じて仰臥位,腹 臥位 とし,脱 気

水300～800mlを 目内に充満させ観察した。切除胃は脱

気水水槽内にて同機種を用いて観察した。画像の記録

はビデオテープおよびポラPイ ドフィルムにて行っ

た.ま た,病 理検索にあたって病巣を小弯軸と垂直方

向に切 り出し標本を作成,術 前 ・術後の超音波検索 と

対応するようにつとめた。
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写真 1 正 常胃壁.5層 構造を呈する.
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喪

オ ■層 高 エコー層

ォ 2層 ほ ェコ_層

ォ 6層 高 エコー層

オ 4層 ほ エヨー層

オ 5層 高 エコー層

III.結

1)正 常胃壁の構造

正常胃壁を脱気水水槽内で観察すると,高 エコー層

と低エコー層が交互に現れる5層構造として認識され

る(写真 1). 5層構造の組織学的対応を知るために正

常胃壁および前庭部進行癌による幽門狭窄症例の肥厚

した非癌体部胃壁を用い検討した,幽 門狭窄症例の体

部胃壁は浮腫のため,粘膜下層が著明に肥厚している。

肥厚胃壁を5mmの 幅に切り出し写真 2に 示すごとく

粘膜筋板直下及び固有筋層直上に虫ピンを刺し,同 標

本を水槽内にて超音波断層像を観察した。第 3層の高
エコー層が著明に肥厚しており,第 2層 と第 3層の境

界および第3層 と第 4層の境界に虫ピンの高エコーが

描出され音響陰影を引いていた.第 3層の高エコー層

が粘膜下層に対応することが明らかとなった。第 1層

の高エコー層および第 2層の低エコー層が粘膜および

粘膜筋板と,第 4層の低エコー層が固有筋層と,第 5

層の高エコー層が装膜下層および奨膜と対応する。

2)胃 癌の深達度判定

上記の正常胃壁の5層 構造をふまえ,胃 癌のEUS

による術前深達度診断を行い,術 後の超音波像ならび

に組織学的所見と対応させ,癌 巣の超音波像の解析を

試みた。なお,胃 癌の進展度などは 「取 り扱い規約」

に準じた。以下に症例を呈示する。

a)症 例 1:前 庭部後壁のIIc型早期胃癌で,写真3

に示すごとく術前のEUSで IIcに一致して第 1層 の

高エコー層および第 2層の低エコー層に陥凹がみられ

る。陥凹部のエコーdensityはほぼ均一である。第 3層

の高エコー層に乱れはなく粘膜内癌と診断した。写真

4は切除標本の超音波断層像で,や はりIIcの部位に

写真 2 粘 膜下層肥厚症例.虫 ピンは高エコー (黒矢

印)を 呈し音響陰影 (自矢印)を 引いている.

虫 ビン

虫 ビン

写真3 11c型早期癌.IIcに一致して第 1層,第 2層

の陥凹をみる (矢印).
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写真 4 11c型 早期癌.IIcに一致して第 1層,第 2層

の陥凹が認められる.

写真5 11c型早期癌.IIcに一致して第 1層,第 2

の陥凹があり,第 3層の辺縁は不整 (白矢印).

一致して第 1層 ,第 2層 の陥凹が認められる。病理検

索にて粘膜に限局するtublの早期癌であった,

b)症 4/1121前庭部大弯の IIc型早期癌で,同部位の

術前 EUSで は第 1層 および第 2層 の陥凹があ り,さ

らに第 3層 の高エコー層の乱れがあ り辺縁不整を認め

る (写真 5).粘 膜下層へ浸潤する早期癌 と診断した.

写真 6は 切除胃の超音波断層像であるが第 3層 の肥厚

があり内腔側の不整像がさらに明瞭 となった。 し かし

第 3層 の完全な中断はない。組織学的にtub2の癌で広

汎な粘膜下層への浸潤をともなっていた。

c)症 例 3:胃 角小弯に ,約 3cmの 隆起性腫瘍があ

り,胃 X線 検査および通常内視鏡検査にて I型早期癌

と診断された。術前 EUSに て隆起に一致して第 1層 ,

第 2層 ,第 3層 の中断があ り,正 常 5層 構造の高エ

コー,低 エコーの中間のエヨーレベルを呈するmass

を認める.第 4層 の低エコー層の上層にも不整像があ

り,一部固有筋層に浸潤するBormann l型 癌 と診断

された(写真 7).写 真 8は 切除標本の超音波断層像で

第 1層 から第 4層 にかけて中間 レベルのエコーden,

写真 6 11c型 早期癌.

縁は不整を呈する.
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第 3層 が肥厚し,そ の内腔側辺

sm浸 潤癌.Ca:癌 巣

写真 7 Borrmann l型 痛.隆 起に一致して第 1層
～第3層の中断があり,第 4層の辺縁も不整.

写真8 Borrmann l型 癌.中 間のエコーレベルを呈

する腫瘍により,第 1～ 3層の中断があり,第 4層

の内陸側にも不整像をみる。pm浸 潤癌.Ca i癌巣

sityを呈するmassが あ り組織学的に髄様増殖を示す

tublの癌で癌巣は粘膜下層を貫 き一部固有筋層に浸

潤していた。
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写真10 Borrlnann 4型癌.5層 構造は保たれている

が,第 3層が著明に肥厚する。

写真1l Borrlnan■4型癌.第 3層の高エコー層が著

明に肥厚している。

写真12 転移 リンパ節エコー像.胃 壁外に腫大したリ

ンパ節が境界明瞭な低エコー像として認められる

(矢印).

度診断は可能であった.またBorrmann 4型で代表さ

れるような癌細胞が個々にびまん性に浸潤する癌は,

やはり腫瘍塊として癌巣を認識することは困難で壁の

びまん性肥厚として描出される。 し かし症例 5に示し

写真 9 Borrlnann 2型 癌.癌 巣は低エヨーを呈し境

界明瞭で正常 5層構造は中断され,破 壊消失してい

る。 Ca!癌 巣

d)症 例 4:胃 体部から前庭部にかけて小弯を中心

として前後壁におよが巨大 Borrmam 2型 癌で,術前

EUSに て癌巣は低エコー像を皇し周囲との境界は明

瞭である。正常 5層構造は癌巣のため完全に中断,破

壊されている。装膜下層への癌浸潤が示唆された (写

真9).組 織型はtub2,深達度はssrであった。

e)症 例 5:胃 X線 検査および通常内視鏡にて体下

部後壁にIIc型早期癌が指摘された。術前EUSに て陥

凹周囲の粘膜下層がびまん性に肥厚しており,浮 腫期

のBorrlnann 4型癌と診断された (写真10)。写真11

は切除標本の超音波断層像であるが,第 3層 の高エ

コー層が著明に肥厚している。 しかし5層構造の中断

や破壊はない。組織学的にpOrで,scirrhousな増殖を

示す痛細胞が装膜下層にまでびまん性に広がるBorr‐

mann 4型 癌であった。

以上に示したごとく癌巣は一般に低エコー,中 間エ

ヨーdensityを呈し,正常 5層構造の中断,破壊像によ

り癌の深達度診断が可能であった。粘膜に限局するIIc

型早期癌は粘膜層が薄いため腫瘍塊として認識するこ

とは困難であるが陥凹部位を描出することにより深達
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たごとく伸展性良好な浮腫期のBormann 4型 癌の

診断も可能である。

本検査は超音波振動子が胃壁と垂直方向に設置され

ることが必要条件であり,幽 門狭窄例などこの条件を

満たさない例に関しては判定不能であった。また消化

性潰瘍を伴う例,今 回対象の中に含まれたHI tt IIc型

癌では漬瘍による壁破壊が修飾 として加わ り,術 前

pm癌 と診断したが病理検索にてsmに とどまる早期

癌でありUl‐IVの 潰瘍を伴っていた.こ のような確診

不能ないし誤診例は36例中 7例あったが,29例,約80%

に関しては満足出来る結果が得られた。

3)リ ンパ節転移の判定

壁在 リンパ節転移の診断も可能で,径51tlm以上に腫

大した転移 リンパ節は低エコー像を呈する (写真12).

36例中13421にリンパ節への癌転移が確認されている

が,そ の内8例 (62%)に は術前EUSに て 1群のリン

パ節腫脹が指摘されている。

IV.考  察

最近内視鏡の先端に超音波振動子を装置した超音波

内視鏡 (EUS)が 開発されlン),体腔内からの超音波断

層像の観察が可能となり体表からの操作では消化管ガ

スや皮下脂肪のため鮮明な画像の得にくかった膵や消

化管の超音波像が鮮明に描出されるようになってき

た.消化管に関しては食道癌め,胃癌り,直腸癌ゆの深達

度診断に使用され,そ の診断的有用性が認められつつ

ある。ことにラジアル式超音波内視鏡の登場により消

化管壁が360°観察可能となりますます便利になってき

ブこ.

正常胃壁の超音波断層像は高エコー層,低 エコー層

が交互に現れる5層構造を呈するというのが大方の報

告者の意見61-ゅでぁるが5層構造の組織学的対応は必

ずしも統一されてはいない。著者らの検索にても5層

構造が明瞭に認識できた。 5層構造の組織学的対応を

切除標本の超音波断層像および同部位を切り出した病

理標本により検討した。その結果,相部らのが主張する

ように第 1層の高エコー層および第 2層 の低エコー層

が粘膜に相当し,第 3層の高エコー層が粘膜下層に,

第 4層の低エコー層が固有筋層に,第 5層が奨膜下層

および奨膜にそれぞれ対応することが確認された。

癌巣は一般に正常 5層 の高エコー層よりは低いエ

コーレベルを呈するが,症 例により多少のdensityの

差が認められた。その原因は明らかではないが,髄 様

増殖を示すものはより低いエコーレベルを示し,腫 瘍

間質の多寡がその一因と考えられた。癌の深達度の判
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定は正常 5層構造の中断 ・破壊 ,不整といった異常所

見により可能であり,特 に第3層の高エコー層の異常

が粘膜内癌と粘膜下層浸潤癌の鑑別に,ま た第4層の

低エコー層の異常が早期癌と進行痛の鑑別に用いられ

臨床的対処する上で重要である。 こ とに膨張性発育を

とる癌においては進展部位と正常胃壁が明瞭に識別す

ることが可能であった。粘膜内癌に関しては隆起型の

IIa型では腫瘍塊が断層像 として認識可能であった

が,陥 凹型のIIc型では多くの場合腫瘍塊の認識は困

難であるが,第 1層,第 2層の陥凹の把握が診断のポ

イントとなった。一方個々の癌細胞がびまん性に浸潤

増殖するBormann 4型 癌でも超音波断層像では腫

瘍塊の認識は困難であるが,胃 壁ことに粘膜下層のび

まん性肥厚としてとらえることができる。症例 5に示

したように胃レントゲン検査や通常内視鏡検査にても

診断困難な浮腫期のBorrmann 4型癌でもEUSで は

粘膜下層のびまん性肥厚が指摘された。

目内に脱気水を充満させ胃壁を観察すると,同 時に

周囲組織も描出され リンパ節に関しては径5mm以 上

に腫大したものは低エコー像を皇し明瞭に判別可能で

あった.膵 臓も体表からの超音波像よりさらに明瞭と

なり,今 回の症例には含まれていないが直接膵浸潤を

きたした症例でもその診断が可能と考えられた。

本検査法は5層構造の異常をとらえ癌の深達度を判

定するが,著 明な消化性漬瘍を伴った症4211では,潰 瘍

による粘膜下層の肥厚 ・固有層の破壊といった修飾が

加わり深達度の正確な判定を困難にしており,今 回対

象に含まれたIII ttIIc型早期癌をpm進 行癌 とover

diagnosisしており,今 後の検討がまたれるところで

ある.ま た,癌 巣を振動子と垂直方向におくことが必

要条件であり, これを満たさないファイバー挿入の不

可能な幽門狭窄例では病変の描出不能で本検査は無力

であった。

V . 結 論

ラジアルスキャン超音波内視鏡を使用し胃癌36例を

対象に深達度診断を行い検討した。

1.正 常胃壁は高ニヨー層,低エコー層が変互に現れ

る5層構造を呈し,第 1。第 2層が粘膜,第 3層が粘

膜下層に,第 4層が固有筋層に,第 5層が奨膜下層お

よび奨膜に対応した。

2.癌 巣は一般に低エコーレベルを皇し,正常 5層構

造の中断 ・破壊 ・不整が深達度診断の指標となった。

3.1群 の壁在 リンパ節で5mm以 上に腫大したもの

は描出可能であった。
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9)相部 剛 :超音波内視鏡による消化管壁の層構造
に関する基礎的,臨 床的研究 (1)胃壁の層構造に
て)いス:. Gas↓roenterol Endosc 26: 1447--1464,

1984

4.深 達度診断には癌巣が超音波振動子 と垂直方向

にあることが必要で,幽 門狭窄症例などこの条件を満

たさない例では病変の深達度診断不能であった。

稿を終えるに臨み,本 研究遂行に御協力頂きました当研

究所内科岡井高講師に感謝の意を表します。

本論文の要旨は第25回日本消化器外科学会総会に発表し

た。
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