
はじめに

私は京都府立医科大学第 2外科で恩師橋本 勇教授

のもと，1968年より食道癌の診断・治療に携わるよう

になった．当時は手術死亡率が全国平均で 7％以上と

いう時代でもあり，ハイリスク症例にはまだ分割手術

を行っていた時期でもある．上縦郭郭清の概念はまだ

普及しておらず，手術成績も満足できるものでなかっ

た．このようななか，少しでも治療成績を上げようと，

我々は癌局所の非特異的な免疫療法を行うべくBCG

局注療法の併用を数例に試みていた．中には劇的に腫

瘍の消失を認めた症例もみうけられたが，おしなべて，

奏効率は低いものであった．1980年代に入りシスプラ

チンが登場してくるとともに，上縦郭郭清の重要性が

認識されるようになり，食道癌治療が大きく変貌をと

げるようになってきた．

本稿では京都府立医科大学時代から滋賀医科大学第

1外科主任教授として現在に至るまでの30年間の私の

経験を通して，胸部食道癌の臨床と，分子生物学的検

討をふまえた研究，および治療への応用をふくめた21

世紀への展望を述べる．

1．胸部食道癌臨床症例の検討

1）症例の推移

京都府立医科大学時代から滋賀医科大学第 1外科現

在に至る症例数の推移，および手術死亡率を10年ごと

に区切って見ると，症例数の増加とともに表在癌の占

める割合が増加してきていることがわかる（Fig. 1）．

切除率は当初の10年間では51％と低く，また手術死亡

率も 9％と高いものであったが，近年では81％と切除

率も徐々に増加の傾向をたどり，手術死亡率も1.2％に

まで低下してきた．

2） 2領域， 3領域郭清の意義

胸部食道癌症例における手術成績は，上縦郭郭清が

曖昧であった1980年以前では生存率はまだまだ低いも

のであった．しかし上縦郭の郭清の重要性が認識され

だした1980年以降では，生存率は改善したものの 2領

域と 3領域郭清の間に予後の差は認められなかった

（Fig. 2）．

この点について1990年，第44回食道疾患研究会にお

いて磯野先生によりアンケート調査による retrospec-

tive な 2 領域郭清と 3領域郭清の生存率の比較が行わ
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れたところ， 3領域郭清を行った方が有意に良好な予

後が得られるといった結果が示された1）．しかし，一方

では掛川らの厚生省研究班における10施設の調査が行

われ， 2領域と 3領域郭清群の間には有意差を認めな

いといった相反する結果が報告されることとなった．

ここで頸部リンパ節領域といったものを考えてみる

と，左右の反回神経領域と外側深部の頸部リンパ節領

域に分けることができる．我々は頸部領域では口側は

omohyoideus のレベル，左右は副神経が露出する部位

までの郭清を行っているが2），反回神経に沿った郭清

は胸腔内からのアプローチでも甲状腺下極まで可能で

ある．したがって 3領域郭清の意義は外側の頸部郭清

に集約されるものと考えられるため，今後 a0，あるい

は a1などに限定した群での control trial の検討を行っ

ていく必要があるものと思われる．

3）集学的治療

深達度およびリンパ節転移度別予後をみると，sm

以深に浸潤した癌やリンパ節陽性例では予後が低下し

てくる（Fig. 3）．1982年，Kelsen ら3）は食道癌に対する

CDDP+BLM+VDSの 3者併用療法を提唱し，奏効率

Fig. 1 Annual changes of intra thoracic esophageal cancer

Fig. 2 Survival curves according to the lymph node

dissection

Fig. 3 Survival curves according to the depth of tu-

mor invasion

Fig. 4 The Protocol of Chemotherapy（CDDP, VDS,

PEP）：This chemotherapy was given once before

operation and repeated at least once a month after

operation.
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Table 1　Incidence of drug-induced toxicity
　 　　（CDDP＋ VDS＋ PEP）

（　0　%）0/15Operative mortality（＜ 30 days）

（ 66.7 %）10/15Nausea, Vomiting

（100    %）15/15Anorexia, General fatigue

（ 33.3 %）5/15Fever

（ 20.0 %）3/15Alopecia

（ 40.0 %）6/15Leukocytopenia

（ 13.3 %）2/15Thrombocytopenia

（　6.7 %）1/15Renal dysfunction

55％という良好な結果を報告してきた．そこで我々は

この regimen の変法としてのCDDP+PEP+VDSの 3

者併用療法による術前術後補助療法の効果を random-

ized control trial で検討してみた（Fig. 4）4）．ところが

化学療法による生存率の向上は a0または n0，n1群と

いった比較的進行度の低い症例には認められたもの

の，肝心の進行した症例においては予後の改善効果は

なく，全体では 2群間に差を認めない結果となった

（Fig. 5）．また白血球減少を始めとした副作用がかなり

強く，術前の全身状態の低下を認める症例が少なくな

かった（Table 1）．

CDDP, PEP, VDSの併用化学療法は副作用も強く，

術前の免疫低下を引き起こし予後の向上につながらな

いことが示唆されたため，最近では現在多くの施設で

施行されている少量CDDPと5FUの持続投与の併用

療法に切り替えている（Fig. 6）．おしなべて追加治療

別に予後を見ると，補助療法としてのCDDP�PEP�

VDS群は予後が悪く，副作用のため host の defense

を低下させたと思われる．一方，CDDP+5FUの少量投

与群では，リンパ節転移も比較的よく抑制され比較的

良好な経過を示している（Fig. 7）．現在，血行性転移

の抑制が不十分と思われる症例も多く経験されること

がわかってきたものの，副作用も軽度で，補助療法の

ベースとして有用なものと考えている．

4）喉摘後発声の工夫

胸部食道進行癌に対し，積極的な郭清と集学的治療

を行ってきた一方で，microsurgery の進歩に伴い下咽

頭・頸部食道癌の領域における症例数の増加も認めら

れるようになってきた．特にこの分野では術後の嚥下

や発声についてQOLを重視した術式が切望されてお

り，我々は耳鼻科との協力のもと古くから発声に対す

Fig. 5 Survival curves with or without Chemotherapy（CDDP+VDS+PEP）

Fig. 6 The Protocol of Chemotherapy（CDDP+5FU

＋（Irradiation））：This regimen was repeated 1 to

4 weeks. Esophagectomy with lymph node dissec-

tion was performed for the cases with complete or

partial remission.
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Table 2　Number of cases of superficial esophageal 
cancer

gross features
ly/v（＋）n（＋）cases

ⅢⅡ cⅡ bⅡ aⅠ

03（2）6（5）00009（7）m1

0502（1）0107（1）m2

01000101m3

24000006sm1

220337410sm2

11022346sm3

（　）EMR cases

Table 3　Collected cases of superficial esophageal 
cancer in Japan

smmcases（Year）Author

79 %21 %177（1979）Nabeya

63 %21 %428（1984）Mitomi

57 %43 %1,125（1990）Endo

58 %42 %2,332（1995）Kodama

Table 4　Relationship between the depth of tumor 
infiltration and vascular invasion and lymph node 

metastases

%v（＋）%ly（＋）%n（＋）

（ 0.3）1/379（ 1.0）4/381（ 0.0）0/199m1

（ 0.4）1/231（ 6.5）15/231（ 3.3）5/153m2

（ 4.3）13/300（23.1）70/303（12.2）28/230m3

（12.9）32/248（40.7）101/248（26.5）58/219sm1

（22.2）88/397（52.8）209/396（35.8）133/372sm2

（32.9）191/581（67.3）391/581（45.9）260/567sm3

（The Japanese society for esophageal disease 48th

� a questionnaire on superficial cancer of the esophagus in 

Japan）

る種々の工夫を行ってきた5）．Komoron ら6）の方法を

応用し，挙上した胃管を利用した気管・胃管シャント

を作成するもので，気管皮膚口を指で押さえるだけで

簡単に発声できる利点があり，日常会話を行う上では

まずまずの発声を得ることができる．近年microsur-

gery を用いた遊離空腸7）や遊離結腸8）による代用食道

が積極的に用いられるようになったことにより，新た

な気管腸管瘻の開発をすすめている．

5）表在癌

進行癌に対する術式や集学的治療が進歩してきた一

方，表在癌に対するリンパ節転移の現状や縮小手術の

予後が明らかにされ，内視鏡下粘膜切除（EMR）が普

及してきた9）～11）．

教室での表在癌症例は39例と少ないものの，リンパ

節転移は sm2から，脈管侵襲はm2から認められていた

（Table 2）．

表在癌については現在まで鍋谷，三富，遠藤諸先生

らによる全国集計が行われてきた（Table 3）．引きつづ

き，私が第48回日本食道疾患研究会の当番世話人の際，

1990年から 5年間の全国集計を施行させていただいた

ところ，m癌，sm癌の比率は遠藤先生が集計された結

果とほぼ同様に，おのおの40％，60％程度であった12）．

この集計に際し，癌深達度を亜分類した上でより詳

細な調査を行ったが，粘膜筋板に癌が及ぶとリンパ節

転移は12％，リンパ管侵襲が23％と上昇し，癌が粘膜

筋板に接するとリンパ節転移と脈管侵襲が飛躍的に増

加する傾向が認められた（Table 4）．

現在，EMRはm癌，特にm1からm2癌に対して行わ

れるのが一般である．同アンケート調査12）においても

m1，m2癌ではリンパ節転移，脈管侵襲ともほとんど認

められず，標準術式，食道抜去法，EMR法いずれの術

式においてもほぼ100％の生存率が認められ，この深達

度におけるEMRの妥当性が再認識された．しかし，m3

から sm1にかけての症例を詳細に検討してみたとこ

ろ，脈管侵襲，リンパ節転移ともに増加するにもかか

わらず，術式間における生存率は有意差が認められず，

今後m3～sm1表在癌の治療法の選択に関して，さらに

検討されるべきと考えられた（Fig. 8）．

さて近年，癌細胞の悪性度を知るために分子生物学

的アプローチを用いた試みが盛んに行われるように

なってきた13）．癌の生長には，発癌から増殖・進展，さ

Fig. 7 Survival curves according to the adjuvant

therapy

3F；3-field lymph node dissection

2F；2-field lymph node dissection
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らに転移を形成する過程で多くの因子が関与している

ことが知られている．教室では癌の成長因子をはじめ

とした種々の細胞回転の異常を検索してきた4）～6）．当

初，我々の研究は食道癌のDNA量の変異を調べるこ

とから始まった．

2．基礎的研究

1）DNA Ploidy

細胞回転の異常，およびDNA量の変異をみる方法

として，蛍光顕微測光装置を用いたDNA ploidy pat-

tern の測定を行ってきた14）．

その結果，aneuploid pattern の症例は食道癌症例の

約80％を占め，深達度がますにつれその頻度が上昇す

る傾向があった．Aneuploid 症例は diploid pattern の

症例に比べ予後不良で，癌悪性度の高いことが判る．

しかし，DNA ploidy の検討では細胞回転の大まかな

異常やDNA量の変異といったものを総括的にとらえ

ているにすぎず，具体的な遺伝子座の異常，すなわち

染色体のどの位置に異常があるかを検討する必要がで

てくる．

2）Comparative genomic hybridization 法（CGH）

CGHは全染色体のコピー数の増減を一度にスク

リーニングできる新しい方法で，抽出した正常食道粘

膜のDNAを赤で，腫瘍のDNAを緑で直接蛍光標識

し，男性正常リンパ球metaphase に約 5日間ハイブリ

ダイズさせた後，画像解析装置にて各染色体上の正常

DNAに対する癌DNA蛍光強度の比を求めるもので

Fig. 8 Survival curves according to the Operation Procedure（The Japanese Society

for Esophageal Disease 48th―a questionnaire on superficial cancer of the esopha-

gus in Japan）

Fig. 9 Comparative genomic hybridization
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Table 5　Results of the analysis of HUMARA in 13 esophageal cancer

Inactivated
site

Heterozygosity
HUMARAi.eDepth of

invasionSize（cm）Histology

？undetectable－a7.5 × 5.0sq.c.c　P/D1

lower（＋）＋a4.7 × 2.8sq.c.c　W/D2

？undetectable＋a8.5 × 4.5sq.c.c　P/D3

？undetectable－mp3.6 × 2.5sq.c.c　P/D4

upper（＋）＋sm6.0 × 5.0sq.c.c　W/D5

lower（＋）＋a7.5 × 2.8sq.c.c　M/D6

？undetectable＋a8.0 × 5.0sq.c.c　P/D7

lower（＋）＋sm6.5 × 6.0sq.c.c　W/D8

upper（＋）＋a10.0 × 5.0sq.c.c　W/D9

upper（＋）－a8.2 × 6.5sq.c.c　M/D10

？undetectable－a3.0 × 0.6sq.c.c　W/D11

lower（＋）－a5.0 × 2.0sq.c.c　M/D12

lower（＋）－a3.5 × 2.0sq.c.c　P/D13

T2

T2

T1

T1

T4

T4

T5

T5

T3

T3

T6

T6

T7

T7

superficial spreading type
6.5×6.0cm

sm

Hpa II －�＋�－�＋�－�＋�－�＋�－�＋�－�＋�－�＋�－�＋�

N

ある（Fig. 9）17）．

10症例の胸部食道癌解析につき，gain の部位を各染

色体の左に，loss の部位を右側に示すと，gain の共通

領域としては3qが60％の症例に，cyclin D1を含む11q

が50％の症例に認められていた．一方，loss の共通領域

としてF-HITが含まれる3pが60％に，RB1が含まれる

13q が40％，X染色体短腕（Xp）が40％に認められて

いたが，これらの領域は食道扁平上皮癌で指摘されて

きた遺伝子異常のある locus を含んでいることがわか

る．

今後このような染色体の異常が，発癌のどの段階で

起こってくるものか，また同一腫瘍内においてどのよ

うな変化を受けてくるものであるかを検討する必要が

でてくるであろう．

3）クローン解析

現在，一般的には正常組織はポリクローン，腫瘍組

織はモノクローンであると考えられている．食道癌に

おける腫瘍のモノクローナリティーを確認するととも

に，その応用としてより早い発癌状態における遺伝子

異常を検索すべく，我々はHUMARA法によるクロー

ン解析を行ってきた．

これは女性において，X染色体のうち一方がランダ

ムに不活化している現象と，X染色体上のアンドロゲ

ンレセプター遺伝子配列上にみられるCAGリピート

数が両親間で異なることに着目した方法で，DNAを

制限酵素で処理して，メチル化により不活化されてい

るアレルの PCR産物を泳動することにより，クローン

性を検討するものである（Fig. 10）18）．

女性食道癌13症例について検討した結果，解析可能

であった 8症例全例にモノクローン性が認められた

（Table 5）．特に表層拡大型の 2症例で腫瘍内のどの部

位からも同一のクローン性がみられたことは，表層拡

Fig. 10 HUMARA

X：paternal（CAG×p） X（large）：not inactivated

X：maternal（CAG×m）p>m X（small）：inactivated

Fig. 11 Case of Superficial esophageal cancer
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Immunohisto-�
chemical�
staining

ISH

Southern�
blotting

大型の単中心性発癌を示唆させるもので，興味深いこ

とであろう．なお表層拡大型の検討において，癌部の

みならず周囲の非癌部の一部においてもモノクローン

性を呈していたことは，今後癌周辺の非癌部における

解析が食道扁平上皮癌の発癌責任遺伝子の発見につな

がるものと思われ， 興味深いところである（Fig. 11）．

4）Cyclin D1

一方，癌細胞自身の細胞周期を制御する異常として

種々の報告がなされている．

我々は epidermal growth factor（EGF）�EGF-recep-
tor 系の癌の進展に及ぼす影響15）や p53遺伝子産物の

発現と予後における検討を行ってきたが，特にwild

type の p53が p21や p27を介して cyclin コンプレック

スを中和することによって細胞周期を制御しているこ

とに注目し，cyclin D1の検討を行った16）．

免疫染色と ISH法による cyclin D1の検討では，cy-

clin D1蛋白は癌細胞の核に，mRNAは癌細胞の細胞質

に強く発現しており，また cyclin D1 DNAの増幅を

Southern blot 法で検討すると，正常組織に比べ，癌組

織では有意にDNAの増幅がみられた（Fig. 12）．55

例における臨床症例の検討において，生存率は cyclin

D1陽性例で有意に予後不良であった（Fig. 13）．

5）urokinase-type plasminogen activator（uPA）

癌浸潤と転移に関わる因子としては，uPAに注目し

てきた19）～21）．

uPAは細胞膜上の uPA receptor（以下，uPAR）と

結合し，周囲の間質を溶解して癌の浸潤転移に関与し

ていると考えられている．uPAと uPARの発現様式

を，癌細胞における uPAと uPARとの組み合わせで

検討すると，癌細胞が uPAを産生する群が，uPA陰性

の群に比し有意に予後不良であった（Fig. 14）21）．すな

わち癌細胞は uPARを発現することで間質の uPAを

利用し浸潤しうるが，実際には癌細胞自身が uPAを産

生するし，周囲の間質を溶解し転移巣を形成していく

ものと考えられる．

一方，癌細胞の uPA蛋白の発現と PAI-2蛋白の発現

について検討したところ，癌細胞で uPA陽性の群では

自ら PAI-2を発現している症例は認められなかった

が，予後は uPA陰性群に比べ明らかに悪い傾向を示し

Fig. 12 Expression of Cyclin D1 protein and mRNA

Fig. 13 Survival curves according to Cyclin-D1 ex-

pression
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Table 6　Malignant potential of esophageal carci-
noma : Multi variant analysis, n ＝ 56

Risk ratioP ValuePrognosis factor

0.1677mp ≦depth of tumor invasion

3.58420.0495n（＋）n  factor

0.2323M（＋）M factor

11.4120.0011uPA（＋）uPA（cancer cell）

0.1087uPA（＋）uPA（fibroblast）

8.47460.0480PAI-2（＋）PAI-2（cancer cell）

0.1180PAI-2（＋）PAI-2（fibroblast）

0.8259uPAR（＋）uPAR

た21）．しかし，癌細胞で uPA陰性のうち，PAI-2陽性の

群では PAI-2陰性の群に比べて有意に転移を示す傾向

を認め，特に有意にリンパ管侵襲が強く予後不良で

あった（Fig. 15）．

多変量解析では，リンパ節転移，癌細胞における

uPA蛋白と，PAI-2蛋白の発現が重要な予後因子であ

ることが判明した（Table 6）．

3．新しい治療戦略への挑戦

我々は，新しい治療法として，癌特異免疫療法，An-

tisense 療法，および遺伝子導入によるアポトーシス誘

導の 3つのテーマについて基礎的実験をすすめてい

る．

1）癌特異免疫療法

京都府立医科大学第 2外科に入局して以来，私は腫

瘍免疫の研究に携わってきたが，当時の腫瘍免疫は非

特異的な免疫を中心としたものであった．しかし近年，

T細胞に認識されるヒト腫瘍抗原が同定され，ヒトが

んに対する特異的免疫治療の可能性が出てきた．

現在同定されている消化器癌の腫瘍抗原には，

MAGEをはじめ，GAGE, CEA, SART-1, F4.2，などが

ある．これら癌細胞の腫瘍抗原は，短いペプチドに分

解されMHCクラス Iとの複合体を形成し，細胞表面

に提示されることがわかっており22）～25），また癌細胞

を拒絶する腫瘍特異的T細胞が誘導される過程にお

いて，特に樹状細胞（DC）が重要であると考えられる

のである．

食道癌における腫瘍抗原の 1つとして，MAGE-1か

ら 4までの遺伝子発現をRT-PCRにより検討したと

Fig. 14 Interaction between uPA and uPAR Fig. 15 Interaction between uPA and PAI-2（＊Can-

cer origin）
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MAGE-1

MAGE-2

MAGE-3

MAGE-4

β-actin

421bp 29%

29%

50%

21%

230bp

725bp

726bp

218bp

RT-PCR

ころ，発現頻度はおのおの21％から50％であった（Fig.

16）．

MAGE抗原とこれを提示するHLAとの関係は，

種々の組み合わせにおいてMAGEペプチドがHLA

上に抗原分子として提示されることが判明してき

た23）～25）が，食道癌でのMAGE-3の発現頻度が高いこ

と，また日本人にHLA-A24の頻度が68％と高いこと

から，この組み合わせを持つ患者に対して癌特異免疫

療法の可能性がでてきたのである．

ワクチン療法は，患者より得られた末梢血単核球か

らGM-CSF および IL-4を用いて樹状細胞を誘導し，こ

の樹状細胞を腫瘍抗原ペプチドと混合した後，患者自

身の皮下または静脈内に投与するもので，現在，臨床

応用を進めているところである．

2）Antisense 療法

さて，cyclin D1は食道癌における細胞周期の制御に

深くかかわっており，重要な予後因子となっているこ

とは先ほど述べたが，遺伝子治療の一つの柱として，

我々は cyclin D1に対する antisense を用いた研究を

行ってきた．

A431培養細胞を用いた in vitro の実験系において，

antisense 投与群ではコントロールに比べ有意に増殖

が抑制されることが明らかとなった26）ものの（Fig.

17），臨床応用するには，毒性を含めた解決すべき多く

の問題があり，さらに研究を進めている段階である．

3）遺伝子導入によるアポトーシスの誘導

p53遺伝子は，その多彩な生理機能が次々と明らか

になっており，なかでもアポトーシス誘導に関する作

用は重要である．転写因子E2F-1は細胞周期を S期へ

と進める機能が知られている27）が，最近E2F-1を過剰

発現することで癌細胞にアポトーシスが誘導されるこ

とが報告された28）．一方，アデノウイルスベクターを

用いた p53遺伝子またはE2F-1遺伝子の導入による癌

細胞の増殖抑制はその同時併用により増強しないとの

報告がなされた29）が，我々は岡山大学第 1外科の分子

腫瘍グループと共同で，食道癌細胞に p53遺伝子とE

2F-1遺伝子を導入することで，効率よくアポトーシス

を誘導する知見を得ており，食道癌の遺伝子治療への

応用を検討している．

p53遺伝子に変異をもつ食道癌細胞TTn株に，アデ

ノウイルスベクターによりE2F-1あるいは正常な p53

遺伝子を導入したところ，100MOI という高濃度のウ

イルスで癌細胞のアポトーシスが観察された．しかし，

ウイルス濃度が高いと，ウイルス自体の毒性が予測さ

れるため，臨床応用を考えた場合できるだけ低い濃度

のウイルスを効率よく組み合わせることが重要とな

る．

そこで，至適濃度以下のAd-E2F-1と Ad-p53の組み

合わせを検討したところ，Ad-p53を5MOI で先に感染

させた後，Ad-E2F-1を10MOI で感染させると強い細

胞死が誘導されることが明らかとなった．Ad-E2F-1

を先行して導入した場合には細胞死は認められず，現

在この併用効果のメカニズムの検討をすすめていると

ころではあるが（Fig. 18），遺伝子導入により，より能

率的に癌細胞のアポトーシスを誘導しうる可能性を示

唆させるもので，将来の遺伝子治療の可能性を広げる

ものと考えている．

以上，私が食道癌に携わり経験してきた臨床と研究

Fig. 16 Expression of MAGE Fig. 17 Relationship between numbers of A431 cells

and additional concentration of oligonucleotide
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について包括的に述べさせていただいた．

今後食道癌の治療は，癌の悪性度を評価した上で，

根治性とQOLのバランスのとれた集学的治療の選択

が重要である．

21世紀には種々の基礎的研究に基づいた新しい臨床

応用の道が開け，食道癌の治療成績がさらに向上する

ことを期待する次第である．
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Clinical and Preclinical Study on Esophageal Cancer
―Reconsideration and a View to the Future

Masashi Kodama
First Department of Surgery, Shiga University of Medical Science

In this paper, views of the 21-century are described based on research and clinical experience to cancer
of the esophagus. The following problems were presented from a clinical point of view，；�Clarify the signifi-
cance and effects to prognosis of cervical lymph node dissection is a future problem，�The combined neo-
adjuvant chemotherapy of CDDP�PEP�VDS with pre and postoperative use was not effective to the ad-
vanced esophageal cancer. Low dose of CDDP�5FU combined chemotherapy showed a high remission rate.
Hereafter, prospective randomized control study should be scheduled for this combined chemotherapy，�For
the m3 and sm1 superficial cancer, it should be clarified whether EMR or operation should be selected. From a
research point of view, cyclin D1 was perceived to as the factor that controls a cell cycle, and also uPA and
PAI-2 was researched as factors that is related to tumor infiltration and metastasis. As the results, both cyclin
D1 and uPA�PAI-2 system were related to the prognosis and may be the important factors that prescribe the
malignant potential of esophageal cancer. Furthermore research of comparative genomic hybridization（CGH）
has been carried out to screening the gene abnormality. To try developing a new therapy, we have been con-
ducting a basic research with regard to vaccine therapy using cancer specific antigen, to antisense therapy,
and to gene introduction therapy that induces apoptosis.
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