
はじめに

食道類基底細胞癌は食道原発の上皮性悪性腫瘍の一

つに分類されるまれな疾患である．本症は通常の扁平

上皮癌に比べ，脈管侵襲が高度で広範なリンパ節転移

および血行性転移を起こし一般に予後不良とされてい

るが，その理由について述べた報告は少ない．今回我々

は術後 9か月で再発，死亡した食道類基底細胞癌の 1

切除例を経験した．本症例の予後不良因子を知る目的

で，癌の血管新生との関与が示唆されている Pyrimi-

dine Nucleoside Phosphorylase（以下，PyNPase）に着

目し，免疫組織学的検討を加え考察したので報告する．

なお，本文中の病理学的記載は食道癌取扱い規約に

よった1）．

症 例

患者：70歳，男性

主訴：心窩部不快感

既往歴：21歳時に，右鼠径ヘルニア根治術．68歳時

に，S状結腸癌（Isp）のポリペクトミー後遺残病変に

対し左半結腸切除術を施行された（m，tub1，n（－），

stage 0）．

家族歴：特記すべきことなし．

現病歴：平成 7年11月 8 日に心窩部不快感を認め，

上部消化管内視鏡検査を施行したところ，門歯列より

34cmの食道に潰瘍を有する分葉状の隆起性病変を認

めた．生検にて中分化型扁平上皮癌と診断され，手術

目的に同年11月15日入院となった．

入院時所見：身長151cm，体重47kg．血圧143�72
mmHg，脈拍74�分，整．貧血や黄疸はなく，胸部，腹
部には理学的所見に異常はなかった．血液生化学的検

査，尿検査でも異常は認めなかった．腫瘍マーカーは，

CEA 2.5ng�ml，CA19―9 13.5U�ml，SCC 0.8ng�ml と
いずれも正常範囲であった．

上部消化管造影検査：胸部中部食道（Mt）に長径4

cmの分葉状の隆起性病変を認め，隆起の中心にバリ

ウムの貯留を認めた（Fig. 1）．

上部消化管内視鏡検査：門歯列から34cmから38cm

にかけて約1�3周性の分葉状の隆起性病変を認めた．表
面は粗造で白色ないし発赤調であり易出血性であっ

た．また，中心には潰瘍を認め，同部の生検から中分

化型扁平上皮癌が検出された（Fig. 2）．

胸部CT検査・胸部MRI 検査：中部食道の壁肥厚

を認めた．周囲への浸潤，リンパ節転移，遠隔転移は

認めなかった．

以上より，胸部中部食道（Mt）の 1型または 2型の

進行癌と診断し，low dose CDDP（10mg�body×day
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1～5）＋5―FU（500mg�body×day 1～7）＋VDS（3mg�
body×day 1）による術前化学療法（ 1週�1 クール）を
開始した．2クールの予定であったが，高度の下痢を認

めたため 2クール目はVDSのみ投与した．その後副

作用の回復を待ち，平成 7年12月11日に右開胸開腹食

道亜全摘術・胃管再建術および 2群リンパ節郭清術を

施行した．

切除標本：腫瘍は4.0×3.5cm大の 1型の境界明瞭な

隆起性病変で，中心に潰瘍を伴っていた（Fig. 3）．

病理組織学的所見：腫瘍は粘膜下層で広く浸潤増殖

しており，わずかに筋層への浸潤を認め，深達度はmp

1であった．また，重層扁平上皮の基底細胞に類似した

細胞が大小の充実巣を形成し増殖しており，一部に小

型の腺腔形成や扁平上皮癌への分化を認め，類基底細

胞癌と診断された（Fig. 4）．また，脈管侵襲や壁内転

移は認めなかったが，リンパ節転移はNo. Lt. 106 rec

に1�3，No. 3に1�1の転移を認め，pT2（mp）N2M0，
Stage III であった．また，Azan 染色およびE. V.G 染

色においても，類基底細胞癌の腫瘍細胞の増殖と，周

囲の間質の繊維化が認められた．

免疫組織染色：組織切片を抗ヒト dThdPase モノ

クローナル抗体（IC6―203，日本 Roche 研究所）により

LS-AB法にて免疫組織染色をおこなったところ，1,000

倍希釈濃度においても，腫瘍の核と細胞質に一致して

PyNPase 強陽性であった（Fig. 5）．

術後は経過良好にて，平成 8年 1月20日に退院し，

その後は外来で5―FU 100mg�day の内服を行い経過
観察していた．平成 8年 8月に入り食欲不振，心窩部

痛が出現し，腹部CT検査および超音波検査を施行し

たところ，多発性肝転移および腹腔動脈，上腸間膜動

Fig. 1 Barium esophagogram showed a filling defect,

4cm in length, with an ulceration at the middle por-

tion of the esophagus.

Fig. 2 Endoscopic findings revealed lobular protrud-

ing tumor at the middle esophagus with ulceration

and easy bleeding on surface（34cm distal to the in-

cisors）.

Fig. 3 Macroscopic findings of the resected speci-

men showed a type 1 lesion with an ulceration on its

surface, 4.0×3.5cm in diameter.
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脈周囲のリンパ節転移を認め食道癌の再発と診断され

た．全身状態不良となり，8月23日に再入院し術後 9か

月の 9月25日に死亡した．

剖検は行えなかったが，病室での転移性肝腫瘍の摘

出のみを承諾され，一部摘出した．組織学的にこの腫

瘍は腺上皮系のものではなく，結腸からの転移は否定

された．手術時の食道癌組織と比較して多形性は乏し

く，強い異型性のある核もほとんどなく，ほぼ均一の

扁平上皮系の悪性細胞像であり，角化や基底膜の肥厚

もなく原発巣の像と変わっていたが，類基底細胞癌の

転移と診断された．

考 察

食道原発の類基底細胞癌は，食道癌取扱い規約1）では

上皮性悪性腫瘍の一つに分類され，食道癌切除症例の

0.068％と稀な疾患である2）．本邦においては1999年の

秋山ら3）の報告の54例に加えて本症例で55例となる．占

居部位は中下部食道が大部分を占める．報告例のうち

26例が表在癌であり，その肉眼型は多くが0―I 型（表在

隆起型）であった．これは本疾患が粘膜下層で広く浸

潤増殖する性格を有するためであり，実際に粘膜下腫

瘍と鑑別が困難となる症例も認められた4）．進行癌の

予後は一般の扁平上皮癌に比べ不良とされ，本症例も

含めて進行癌症例29例のほとんどが術後 2年以内に死

亡している．その原因としては，本腫瘍が粘膜下層を

主座に発育進展するため，通常の食道癌（扁平上皮癌）

と比較して高度脈管侵襲をきたし，広範なリンパ節転

移や血行性転移を起こしやすいことがあげられる．こ

れに対して表在癌では良好な予後が期待できるとの報

告もあり5），早期発見により予後の改善が期待できる

と思われた．

食道原発の類基底細胞癌と鑑別が必要となる腫瘍と

して，腺様�胞癌があげられる．これら 2腫瘍は同じ
発生母地と考えられており6），組織所見，免疫学的検索

から食道上皮基底層細胞あるいは食道腺導管の基底層

近縁である可能性が高い7）．この層の細胞が癌化を起

こした後の分化の方向の相違によって類基底細胞癌あ

るいは腺様�胞癌として発育することが決まるとさ
れ，組織学的な相違は類基底細胞癌に認めなかった上

皮性粘膜が腺様�胞癌には腺腔内に alcian-blue 陽性
の上皮性粘液物質として認められた点であったと報告

されている7）．この両者の混在型も見られるように組

織学的な共通点は多いようだが，actin-vimentin また

は S―100蛋白などの筋上皮マーカーによる免疫組織学

的な鑑別や8），腺様�胞癌の方が進行癌が多く予後も

Fig. 4 （a）Histopathology. Cancer cells showed sub-
mucosal expansion with normal esophageal epithe-

lium on its surface.（H. E×10）

（b）The tumor cells were forming solid sheets with

squamous differentiation and pseudoglandular ap-

pearance.（H. E×50）

Fig . 5 Immunohistology . Most cancer cells were

strongly positive for PyNPase.（×50）
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さらに不良など臨床的な鑑別も含めて総合的に判断さ

れることが望ましい．我々の経験した症例は，組織学

的に重層扁平上皮の基底細胞に似た細胞が大小の充実

巣を形成して増殖し，典型的な類基底細胞癌の像を示

していた．

食道類基底細胞癌は一般に予後不良とされている

が，調べた限りで，その理由について述べた報告は少

ない．森田らは上皮細胞間に正常では強く発現が認め

られる細胞間接着因子であるE型カドヘリンが腫瘍

細胞間において消失していたと報告しており9），

Koide らはアポトーシスや programmed cell death を

抑制し癌発現を促進するといわれる bcl―2蛋白が通常

の扁平上皮癌に比較して強く発現していたと報告して

いる10）．また，河口らは epidermal growth factor re-

ceptor の発現陽性を指摘している11）．今回，我々は本

腫瘍の予後不良因子を知る目的で PyNPase に着目

し，本症例の切除標本において免疫組織学的染色を試

み た．PyNPase は，リ ン 酸 基 の 付 加 を 伴 っ て

pyrimidine と deoxyribose の結合・分解に携わり核

酸代謝の salvage 回路を担う酵素であるとともに12），

platelet derived-endothelial cell growth factor（PD-

ECGF）と同一物質であることがわかり，腫瘍の血管新

生にも関与している可能性が示唆されている13）．PyN-

Pase には uridine phosphorylase と thimidine phosph-

orylase（dThdPase）の 2つの酵素があり，ヒトでは

dThdPase の方が多く存在する．通常の食道癌におけ

る dThdPase の発現率はKoide14）や Takebayashi15）の

報告によると50～61％であり，腫瘍の血管新生と相関

し，予後規定因子と成りうるといわれる．本症例では

免疫組織学的染色により腫瘍細胞に一致して PyN-

Pase（dThdPase）が強く染まっており，本疾患が予後

不良とされる原因の高度脈管侵襲や早期血行性転移の

一要因であることが示唆された．
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A Case Report of Basaloid-Squamous carcinoma of the Esophagus
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We report a case of basaloid-squamous carcinoma of the esophagus in a 70-year-old man with a chief com-
plait of epigastric discomfort. A barium esophagogram showed a filling defect, 4-cm in length, in the mid-
portion of the esophagus. Endoscopic examinations revealed a lobular, protruding tumor with an ulceration on
its surface（34 cm distal to the incisirs）. Biopsy of the tumor showed moderately differentiated squamous cell
carcinoma, and surgery was performed. The resected specimen showed a type 1 lesion, 4.0×3.5 cm in diame-
ter. The histopathological diagnosis was esophageal basaloid-squamous carcinoma. The cancer cells formed
solid sheets with squamous differentiation and pseudo-glandular appearance, and the tumor exhibited submu-
cosal expansion with normal esophageal epithelium on its surface and had slightly invaded the muscularis
propria. The prognosis of esophageal basaloid-squamous carcinoma is considered to be very poor. The patient
died of liver metastasis 9 months later. PyNPase, a known angiogenic factor, was highly expressed in the can-
cer cells. This suggests a relation with the malignant potential of esophageal basaloid-squamous carcinoma.
Key words：basaloid-squamous carcinoma, esophageal cancer, PyNPase
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