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食道癌の進展経路を明らかにする目的で,150例の食道扁平上皮癌について上皮内伸展,固有食道腺

導管内侵襲,脈 管侵襲,神 経周囲侵襲について病理組織学的に検索した。検索例中の神経周囲侵襲巣
10病変について連続切片法で,主 癌巣より癌の神経周囲に沿った浸潤の長さを測定した。上皮内伸展
は60例 (40%),導 管内侵襲は30例 (20%)に 存在した。上皮内仲展例の50%に導管内侵襲を認めた。

脈管侵襲は131例 (87%),神 経周囲侵襲は42例 (28%)に 認められた。神経周囲侵襲巣の長さは最大
1lmm,最 小2.4mm,6.77±2.43mm(Meantts.D.)で あった。食道扁平上皮癌の進展経路として固有

食道腺導管内侵襲ならびに神経周囲侵襲の重要性が示唆された。

索引用語 :食道癌,食 道癌上皮内仲展,食 道癌の導管内侵襲,食 道癌の神経周囲侵襲,食 道癌転移

はじむうに

食道痛は比較的進行の速い癌とされており,発 見時

すでに進行癌であることが多く,消 化器系腫瘍の中で

も最も予後の悪いものの1つ とされている。しかるに,

その進展様式については十分解明されているとは言い

難い。
一方,食 道癌の病理組織学的検索時には,上 皮内伸

展巣において固有食道腺導管上皮の基底膜が保たれて

いるにもかかわらず,固 有食道腺導管上皮を経由して

上皮内癌が,深 部に進行し粘膜下層に至る像を見い出

すことがある。このような所見は,ductal involve‐

ment,glandular involvemenP),固有食道腺導管内侵

襲 (以下導管内侵襲)な どと呼ばれており,近 年,早
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期に起こる癌進展の重要な一経路を示すものと考えら

れてきている分。また,食道癌の導管内侵襲巣の存在に

関する報告が散見されるl13)ゆ
程度であり,系 統的な病

理組織学的検索はまったく行われていない。

食道以外の臓器では,子 宮頚部癌,手 掌および足底

のmalignant melanomaなどの深部への進展経路と

して,導 管内侵襲巣の重要性がすでに報告されてい

る5)6).

ところで,主 癌巣からの癌の浸潤がいまだ到達して

いない部分にまで,癌 巣から末精神経に沿って癌組織
が到達している所見を認めることがある。このような

所見は一般にperineural invasiOn,neural spread,神

経周囲侵襲などと呼ばれている。

この現象については胆襲癌,頭 頚部領域などの癌に

おいて,病 理組織学的特徴が詳細に報告の～1いされてお

り,癌 の進展機構のひとつとして重視されており, ヒ
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卜食道癌における神経周囲侵襲巣についても注目され

ている。その電顕像についてはTakuboら 11)が
詳細に

報告しているが, ヒト食道癌における神経周囲侵襲巣

についての病理組織学的研究報告は乏しく,末 精神経

に沿う浸潤の長さや癌の深達度による発生頻度につい

ては,ま ったく報告されていない。

そこで著者は食道癌の進展機構を明らかにする一環

として,国 右食道腺導管内侵襲ならびに神経周囲侵襲

の実態を,系 統的に光学顕微鏡レベルで検討したので

報告する。

対象および方法

I)検 索対象

検索対象とした食道癌症例は昭和51年1月 より昭和

59年12月までに,埼 玉県立がんセンター病院腹部外科

および日本医科大学第 1外科学教室において,切 除さ

れた食道扁平上皮癌症例の内,術 前照射の行われてい

ない150例を用いた。150例中男子は120例,女子は30例

であり,年 齢は41歳から88歳,平 均63.5歳であった。

II)標本の処理方法

標本は切除後直ちに10%中 性緩衝ホルマリン溶液で

固定後,全 例 5Hm幅 で全割し,通 常の方法でパラ

フィンブロックを作製 し,5/の 厚 さで薄切 した.

Hcalnatoxylin Eosin (H.E)染 色, Elastica van

Cieson(E.V.G)染色,鍍 銀法を施し,上 皮内仲展,導

管内侵襲,神 経周囲侵襲,脈 管侵襲に注目しながら病

理組織学的に観察した。

また神経に沿う癌巣の長さを知るために,神 経周囲

侵襲巣10病変について完全連続切片を5″の厚さで作

製し,主 癌巣から末精神経に沿って存在する神経周囲

侵襲巣の遠位端までの距離を求めた。

次に,本 論文における病理組織学的な判定基準を項

目別に述べる.

i)上皮内伸展

主癌巣の深達度のいかんにかかわらず,上 皮内癌の

拡がりが2mm以 上存在する場合を,上皮内伸展陽性4/11

とした。

il)固有食道腺導管内侵襲

i)の上皮内伸展巣の癌組織が,国 右食道腺の導管上

皮を置換する様に深部に進行し,粘 膜筋板以下まで癌

が到達している場合を,回 右食道腺導管内侵襲陽性例

とした。ただし,食 道粘膜上皮内に癌が存在せず,導

管上皮や腺房にのみ癌が存在している場合は集計から

除外した。導管内侵襲巣を有する食道癌の深達度は,

食道癌取り扱い規約121に従い,主 癌の深達度で分類し
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ブそこ.

ili)脈管侵襲について

EVG染 色,HE染 色切片で,血管腔内に癌細胞を認

めるものを血管侵襲陽性とした。また, リンパ管腔内

に癌細胞を認めるものをリンパ管侵襲陽性とした。血

管侵襲およびリンパ管侵襲の両方またはいずれか一方

が陽性の場合を脈管侵襲陽性とした。

iv)神経周囲侵襲

末精神経の周囲組織に高度の癌の間質浸潤を認め

ず,末 精神経を直接囲む様に癌組織を認める場合を神

経周囲侵襲陽性とした。この中には末精神経の一部に

癌組織が接触しているもの,神経周囲を癌が不完全に,

つまり三日月状に覆っているもの,ま た神経周囲を癌

が完全に,環状に取り囲んでいるものをすべて含めた。

結  果

1.上 皮内伸展および導管内侵襲

150例のうち上皮内仲展陽性は60例(40%)に見られ,

導管内侵襲を示すものは30例 (20%)で あった。上皮

内伸展陽性60例中30例 (50%)に 導管内侵襲が認めら

れたが, これらはすべて上皮内の癌が導管上皮を経由

して,関 質浸潤をともなうことなく,粘 膜筋板から粘

膜下層まで到達していた。このほかに粘膜筋板は越え

ないものの,粘 膜筋板近くまで癌が導管内を進展して

いたものが4例存在した。また上皮内に癌が認められ

ず,導 管上皮のみに癌が存在した症例が 1例認められ

た。一方,m癌 の6例中 1例に導管内侵襲巣を認め,

これは長径5mmの いわゆる微小mm癌 であった (表

1 ) .

導管内侵襲は,固 有食道腺の導管内腔を閉塞する様

に進行し,粘 膜筋板を貫き粘膜下層まで達していた。

また固有食道腺導管末端部に拡張した内腔を認めるこ

とも多かった。腫易細胞は食道腺導管上皮と基底膜と

の間を分け入るように進展し,一 般に導管の基底膜は

保たれ,癌 組織は導管上皮によって裏打ちされ,導 管

表1 主 癌巣の深違度と固有食道腺導管内侵襲および

上皮内仲展の頻度
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周囲侵襲は42例 (28%)に 認められた,こ れらの変化

は癌の深達度にほぼ比例して高頻度となり,a3症 例で

は脈管侵襲は全例に認められ,神 経周囲侵襲は半数に

存在した。癌が固有筋層に達した症例の11%に 神経周

囲侵襲巣が観察され,m癌 ,sm癌 では観察されなかっ

た。すなわち深達度が深くなるほど,神 経周囲侵襲の

頻度は増加しており, リンパ管,血 管などの脈管侵襲

も同様に増加を示していた (表2).

神経周囲を完全に環状に囲む神経周囲侵襲の10病変

について主癌巣より神経周囲に浸潤している癌組織の

先端までの長さを連続切片上で計測した。神経周囲侵

襲の長さは,最 大1lmm,最 小2.4mm,6.77± 2.43mm

主癌巣の深達度と神経周囲および脈管侵襲の頻

図3 完 全連続切片法による末精神経に沿 う10癌巣の

長さ

d=6.77± 2.43mm(Meantt s.D)

Min 2.4nm, Max ll.Omm

rd引

伍三河■■■
(堪 重戸

玉
屯末精神経

図4 神 経周囲侵襲像 (横断像)

腫瘍組織 (C)が 末精神経 (N)を 環状に取り囲ん

でおり,周囲の間質に癌浸潤を認めない。C:癌組織,
N:神 経 (×150)

上皮は景J脱し癌細胞が露出する場合も見られた (図

1 ) .

一方,癌 が固有行道腺の腺房に達 し腺房細胞が癌に

置 換 され て い る もの を認 め,腺 侵 襲 (glandular

invOlvement)とした (図2).腺 侵襲は導管内侵襲を

示す30例中12例 (40%)に 認めた。

2.脈 管侵襲および神経周囲侵襲

脈管侵襲は150例中131例 (87%)に 認められ,神 経

図1 固 有食道腺導管内侵襲像

長径5mmの 微小食道癌に存在し,粘 膜内の癌 (IE)
が固有食道腺の導管に沿って粘膜下層に到達してい

る。拡張した導管内腔(D)に粘液を認める。IE:上

皮内伸展 :D:導 管 (×150)

図2 腺 房内侵襲像

導管内侵襲の中には腺房にまで到達し,粘 液細胞を

完全に置換しているものもあった。C:癌組織に置換
された腺房D:末 檎の導管 (×150)

表 2
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図5 神 経周囲侵襲像 (縦断像)

神経繊維(N)の走行に沿って2～ 3層の癌細胞(C)

が索状に配列されている。N:神 経,C:癌 組織 (×

150)
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(MeanttS.D.)であった (図3).

組織学的にはほとんどの神経周囲侵襲巣では,腫 瘍

組織が神経周囲を完全に,環 状に取 り囲んでいたが,

一部の例では不完全に,三 日月状に末精神経を取 り囲

んでいた(図4)。図 5は連続切片法によって,約 5mm

に渡って観察された神経周囲侵襲巣の縦断像である。

神経繊維の走行に沿って 2～ 3層 の癌細胞が索状に配

列していた。また,神 経内膜を侵すものはほとんど認

められず,大 部分の神経周囲侵襲巣では,癌 の存在は

神経周囲に限られていた。連続切片を観祭した結果,

まず癌組織が末精神経の一部 と接触し(図6a),次 に

神経周膜の一部に癌組織が存在するようになり,次 第

に癌組織が神経周囲を三 日月状に取 り囲むようになっ

ていた (図6b)。 さらに進むと完全に,つ まり環状に

取 り囲んでいた (図6c).神 経内膜を侵し末精神経が

完全に消失する場合もまれに認められた (図6d).環

図6 神 経周囲侵襲像

連続切片法で同一の神経周囲侵襲巣を追跡したものである。a)癌 組織が末精神経

の一部と接触している.b)癌 組織が神経周囲を三日月状に取り囲んでいる.d)中

心部に存在した神経組織は認められなくなっている。Ci癌 組織 N:神 経 (×150)

鞭
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部と下端部に認めることが多く,粘 膜固有層に存在し

ている10。
 これに対して固有食道腺は食道の全長を通

じて不規則に分布している。Takuboら 2いによれば固

有食道腺の数には個体差が有り6～620個(平均227個)

であると報告している。固有食道腺は分枝管状腺構造

を取る粘液腺ないしは混合腺であり,そ の導管は粘膜

筋板を貫通し,分 岐した腺房は粘膜下層に存在する。

食道噴門腺は粘膜筋板を超えることなく,粘 膜固有層

に限局して存在することにより両者は容易に鑑別でき

る。固有食道腺の導管上皮の基底層は粘膜上皮の基底

層より連続しており,導 管上皮は粘膜下層では2～ 3

層の細胞から成る重層扇平上皮もしくは重層立方上皮

より成り,蛇 行しながら1層の立方上皮と成り腺房に

達する.

食道の長さは約25cmと されており1ゆ1り
,固有食道腺

の数をTakuboら 2いに従い227個とすると,そ の長さ1

cmの 中に約 9個 の固有食道腺が含まれることにな

る。このことは食道の幅を4cmと 仮定すれば食道粘膜

lcm2当たり2個 以上の固有食道腺が含まれているこ

とになる。長径lcmの いわゆる微小な上皮内癌でも,

導管内侵襲が起こり,粘 膜下層へ到達することが十分

に予想され,今回の著者の検索でも長径5mmの 徴小粘

膜内癌が固有食道腺の導管に沿って粘膜下層まで達し

ている症711が得られた。 これは,固 有食道腺導管内侵

襲こそが早期に癌の深部進行を生じさせる重要な一機

構であることを証明するものと思われる。
一方, これとは別に食道癌が外膜に達するa ttpljの

予後の悪いことがよく知られている。これは食道の解

剖学的特性である装膜の欠如によるものであるとされ

ている。食道は横隔膜以下の部分を除き,奨 膜を欠如

し粗性結合識より成る外膜を持つため,癌 の浸潤が外

膜まで達すると周囲臓器の肺,縦 隔,大 動脈などに,

容易に浸潤し,極めて予後が悪くなるとされている1の.

このような外膜への浸潤経路については,ま ず癌の直

接浸潤によるものが考えられるが,そ の2gtかに神経周

囲侵妻も重要な一経路として考えられている分.

食道では粘膜下層にMeissner神経叢,固 有筋層間

にAuerbach神経叢が,発達している1ゆ1●.食道で粘膜

下層や固有筋層まで癌が達し,神 経周囲侵襲が生ずる

場合,前述した神経叢のnet‐Workに 沿って,癌が外膜

への深部方向のみならず, 日側や肛門側の方向へも進

展しやすくなることが想像される。

神経を介して癌が浸潤するとする報告は多数存在

し,神 経周囲侵襲は胆嚢癌つゆ,下 口唇の扁平上皮癌り,

状に取り囲むようになった癌巣は,一 部分が増殖し,

精円形を皇する場合もあった。さらに連続して観察す

ると,癌 組織が再び不完全に三日月状に取 り囲むよう

になり,ついで神経周膜の一部にのみ癌細胞が存在し,

ついには神経周膜に癌細胞がまった く観察されなく

なったものもあった。

考  察

食道癌は一般に予後の悪い癌とされており,そ の原

因については多くの議論がなされている。その一つに

粘膜下層においてリンパ管網1め
,微 小血管網1"1りが発

達しており,癌 の浸潤が粘膜下層に達した場合,容 易

に遠隔転移を起 こすことが挙げ られている1"1め,

Watson19や Carlock,Kleinlのは食道の痛平上皮癌で

は,極 めて高頻度にリンパ管侵襲を認めることを報告

している。また花房ら1ゆは食道扁平上皮癌が高頻度に

血管侵襲を起こすことを報告している。田中ら1りは表

層拡大型の癌の予後の悪い一因を粘膜下の血管, リン

パ管に癌が接触する面積の大きい点に求めている。

したがって食道癌の早期においては,粘 膜内の癌が

このような粘膜下層に達することが問題になるのであ

るが,そ の経過の一つとしての導管内侵襲を高井らり

は検索した。粘膜固有層は粘膜固有層は粘膜下層より

密な繊維構築を示すとされ1り
,固有食道腺の導管は,粘

膜固有層の間質と比較して癌の侵襲に対する抵抗力の

弱い部分と想像される.著 者の検索でも上皮内伸展を

有する食道癌の50%に 導管内侵襲巣を見い出し, この

病変が決してまれでなく存在することを示した。粘膜

内にとどまる癌巣が,た とえ小さな上皮内癌であって

も,導 管内伸展により比較的早期に粘膜下層に到達し

て,問 質浸潤を起こし,さ らに脈管侵襲を起こすこと

によって,癌 が容易に遠隔に転移を起こす原因となる

と思われる。

分泌腺の導管を介して表層の腫瘍がより深部へ進展

して行く,い わゆる
“
ductal involvement"もしくは

“
glandular involvement"は他臓器では,子 宮頚部に

おける上皮内扁平上皮癌による子官頚部腺侵襲が知ら

れておりめ,ま たSeiji,Takahashiいは手掌,足 底に発

生するmalignant melanomaに おいて異型細胞が手

掌および足底に多数存在する汗腺の導管に沿って深部

に浸潤していることを報告し, これらの導管侵襲を手

掌,足底のmalignant melanomaの予後不良の原因と

して報告している。
一方,食 道における腺は2種類からなり,食 道噴門

腺と固有食道腺が存在する。食道噴門腺は食道の上端
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頭頚部癌
1いなどで高頻度に認めるとされてお り, これ

らの癌の進展の重要な一経路であることが広 く知られ

ている。

神経周囲侵襲においては,従 来末精神経に沿って存

在するリンパ管を通 して浸潤するものとされてお り,
一種の脈管侵嚢 として扱われてきた。 し かしながら,

実際は神経周膜,神 経内膜のいずれにもリンパ管は存

在しないとされ21ちTakuboら 11)もすでに電顕的に存

在しないこと,ま た神経周膜の一部が癌の浸潤を受け

破壊された後,末 精神経の周囲を全周性に神経周膜細

胞が変性し,そ の最も抵抗の少ない変性した周膜に

沿って癌組織が浸潤して,特 異な末精神経を囲む癌巣

が作られることを報告した。

さらに今回の著者の検索ではこれらの神経周囲侵襲

の頻度は脈管侵襲の頻度に比べて低かったけれども,

両者とも,癌 の深達度とは相関性を示していた。特に

a3の症例では全例に脈管侵襲を認め,50%に 神経周囲

侵襲を認めた。

また食道における神経周囲侵襲巣に末精神経に沿う

長さは,6.77± 2.43mm(mean± S.D.)で あり,最 長

11.Ommで あった。これはCarterら221が頭頚部におい

て数cmの 進展を報告した場合に比べ短いが,食 道壁

の厚さを考慮すれば,そ の局所浸潤に果たす神経周囲

侵襲の役害Jは十分大きいものと思われる。

以上, ヒ ト食道扁平上皮癌の導管内侵襲および神経

周囲侵襲について,初 めて系統的に病理組織学的な検

討を加え,食 道癌の進行に両者が大きな役害Jを果たし

ていること明らかにすることが出来た。

結  語

1)150例 の食道癌のうち,上皮内伸展は60例(40%),

固有食道腺導管内侵襲巣は30例 (20%)に 認められた。

2)150例 の食道癌のうち, リンパ管および血管侵襲

を含めた脈管侵襲は131例 (87%),神 経周囲侵襲は42

例 (28%)に 存在した。

3)神 経周囲侵襲巣の神経に沿 う長さは最長1lmm,

最短2.4mm,6.77± 2.43mm(Mean± S.D.)であった。

4)食 道癌の導管内侵襲,神経周囲侵襲は癌の局所浸

潤の重要な一経路と考えられた。

この稿を終えるに当たり,本 論文の御校閲御指導を賜

わった日本医科大学第1外科学教室,代日明郎名誉教授,恩

田昌彦教授,山下精彦助教授ならびに,第 1解剖学教室,中

村逸雄教授に深謝の意を表します。また,材 料の提供を賜

わった埼玉県立がんセンター藤田吉四郎富J院長,高 山昇二

郎病理部長に深謝致します。また,病理標本の作製に御協力
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頂いた埼玉がんセンター江良英人技師に感謝致します。最

後に本研究に際し直接御指導を賜わった埼玉県立がんセン

ター研究所病理部田久保海誉医長に深く感謝致します.

なお,本研究の一部は厚生省がん研究助成金,58-33に よ

る.
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