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胸部上部食道に発生した食道腺癌の 1例
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症例は 59 歳の男性で，鼻出血を主訴に当院を受診．内視鏡検査にて胸部上部食道に 0-Ip＋0-
IIc 型の病変を認め生検にて中分化型食道腺癌，また胃体部大彎に 0-IIa＋IIc 病変あり低分化型
胃癌を認めた．胸部CTにて 106recL にリンパ節の転移が疑われるも他に転移性病変なく，食道
亜全摘 3領域郭清術，胃全摘 2群郭清術を施行した．切除標本ではバレット食道や異所性胃粘
膜を伴わず，粘膜下腫瘍様形態を伴わない食道腺癌が確認された．食道腺癌の辺縁に腺癌への
分化を伴う上皮内癌成分を認め，食道上皮由来の食道腺癌が考えられた．食道と胃はどちらと
も腺癌であったが分化度が違い，また食道腺癌にのみ扁平上皮癌成分を認めた．胸部上部に発
生する食道腺癌はまれであり，その病像を報告するとともに，その組織発生を考察した．

はじめに
食道腺癌は本邦において約 5％の頻度で報告さ

れている１）．近年では欧米諸国においてその増加が
みられているが，その大部分はバレット食道に由
来した食道腺癌である．食道腺癌の発生母地には
バレット食道，異所性胃粘膜，食道固有腺，食道
噴門腺の 4つが主に報告されている２）．今回，我々
は異所性胃粘膜，バレット食道などの母地を伴わ
ない胸部上部食道腺癌を経験したので，その臨床
病理組織像を報告し発生機序を考察する．

症 例
患者：59 歳，男性
主訴：自覚症状なし
既往歴：肺気腫．
家族歴：特記事項なし．
現病歴：平成 18 年 7 月鼻出血を認め，当院耳鼻

科を受診．この時の上部消化管内視鏡検査にて切
歯より 22cmの部に浅い陥凹を伴う有茎性隆起病
変を認め生検にて中分化型食道腺癌，また胃体中
部大彎側に浅い陥凹を伴う結節状隆起病変を認め
生検にて低分化型腺癌と診断された．食道腺癌と
胃癌の重複癌の診断で同月当科紹介となった．

入院時現症：身長 162cm，体重 52kg，体温
36.2℃，血圧 120�76mmHg，脈拍 72 回�分，貧血・
黄疸なく，心音に異常なし．肺音は全肺野にわた
り減弱していた．腹部は平坦・軟．表在リンパ節
は触知せず．機会飲酒，喫煙歴は 1日 20 本の 39
年間．血液生化学検査に異常所見なく，血清腫瘍
マーカーはCEA 2.7（正常値：0～5.0）ng�ml，
CA19―9 5.1（正常値：0～37）U�ml，SCC 0.7（正
常値：0～1.5）ng�ml，CYFRA 1.6（正常値：0～
3.5）ng�ml と正常であった．
上部消化管造影検査所見：胸部上部食道に右側

を中心とする長径約 3cmの半周にわたる陰影欠
損を認め，食道腔内に突出した 2個の腫瘤として
認められた．壁硬化所見はみられなかった（Fig.
1a）．胃では充盈像・2重造影像ともに粘膜襞の乱
れや陰影欠損・壁硬化所見は認めなかった．
上部内視鏡検査所見：切歯より 22cmの 2時か

ら 7時の部位に浅い発赤した陥凹を認め，その中
心にびらんを伴う腫瘤性病変を 2個認めた．2個
ともに有茎性であった（Fig. 1b）．食道胃境界部で
はバレット食道の所見は認めなかった．胃体中部
大彎側には退色調の浅い陥凹と中心に芋虫状の低
い結節状隆起を認めた（Fig. 1c）．
胸腹部造影CT所見：胸部上部食道に内腔へ突
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Fig. 1 a：Esophagography showed two polyps at 
the right side of the upper esophagus. b：Esophago
scopy showed two polyps on the erosive and super
ficial depressed lesion in the upper esophagus. c：
Gastroscopy showed a green caterpillar like tumor 
on the superficial depressed lesion in the middle 
body on the major curvature side of the stomach.
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出する腫瘤を認めるも食道壁はスムースで周囲と
の境界は明瞭，左反回神経に沿ったリンパ節（106
rec L）の腫大を 1個認めた．両肺に多数のブラを

認めた．腹部において胃原発巣指摘できず，明ら
かな転移所見も見られなかった．
ポジトロン放出断層撮影検査所見：食道上部と

左の 106rec L のリンパ節に集積が見られた．
以上より，第 10 版食道癌取扱い規約３）上，中分

化型食道腺癌，cStageII（cT1b，cN1，cM0），第
13 版胃癌取扱い規約４）上，低分化型胃腺癌，
cStageIa（cT1，cN0，cM0）の重複癌の診断にて
同年 8月手術施行した．
手術所見：右開胸開腹食道亜全摘，3領域 2群

郭清，胃全摘，2群郭清，結腸再建，頸部血管吻合
（super charge，super drainage）を施行した．術
前指摘されたリンパ節以外には明らかな腫大した
リンパ節は認めなかった．
摘出標本検査所見：食道上部に軽度発赤調の浅

い陥凹がありその中心に連続する 2個の隆起性病
変を認めたが，粘膜下腫瘍様形態を有していな
かった（Fig. 2a, b）．胃体中部大彎に浅い陥凹に芋
虫状の隆起を認めた．
病理組織学的検査所見：食道上部に認められた

腫瘍は大小不同の核を有し，管腔形成を認めた
（Fig. 2c）．また，その周囲食道粘膜には異所性胃
粘膜島を認めず，バレット食道も有していなかっ
た．腫瘍の辺縁部では隆起病変に連続する上皮内
癌成分を有しており管腔形成がみられ，腺分化所
見を呈していた（Fig. 2d）．一部に扁平上皮癌成分
を含み，全体の 10％以下であった（Fig. 2e）．病
理組織学的診断はmoderately differentiated ade-
nocarcinoma with squamous cell carcinoma com-
ponent，pT1b（sm），pN1（106rec L），ly1，v0，
M0，pStageII であった．胃体中部に認めた腫瘍
は管腔形成乏しく篩状構造を呈して粘膜下層まで
浸潤していた．病理組織学的診断は poorly differ-
entiated adenocarcinoma，pT1（sm2），pN0，
ly0，v0，P0，M0，pStageIa であった．
術後経過：術後，ブラからの air leak を持続的

に認めるも chest tube による脱気にて軽快．ま
た，挙上結腸と小腸の吻合部の縫合不全あるも絶
食と経腸栄養の併用で改善した．現在，経口から
の食事摂取のみで外来通院中である．術後 1年目
の画像検査では明らかな再発所見は認められてい
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Fig. 2 a：Resected specimen showed a type 0-Ip＋0-IIc tumor 5.0×4.6cm in size in the upper esophagus. b：Schema 
of resected specimen. A lesion of marked（＋）showed carcinoma in situ. A lesion of marked（/）showed squamous 
cell carcinoma component. c：Microscopic examination revealed moderately differentiated adenocarcinoma
（HE×100）. d：Intraepithelial adenocarcinoma was observed in the edge of the tumor（HE×200）. e：Squamous 
cell carcinoma component（HE×400）.
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ない．
考 察

本邦における食道癌は 90％以上が扁平上皮癌
であり，腺癌の割合は 5％１）と報告されている．海
外においては 0.76～4％の頻度５）６）で報告されてい
たが，1988 年には 33％まで増加，さらに 1993
年には 43％まで増え増加傾向を示す報告７）が見ら
れる．その増加の主な原因としてバレット食道の
増加があげられている．
原発性食道腺癌の定義として最も多く引用され

ているのは「食道粘膜または粘液腺より発生した
腫瘍で，その肛門側に健常な扁平上皮を有するか，
噴門輪より完全に口側に存在し，他の臓器に癌性
変化が原発していない場合」２）で，この定義より考
慮すると本症例では胃癌を重複している点が異な
る．しかし，食道腺癌部の組織像では腺腔構造を
形成している中分化腺癌で一部扁平上皮癌成分を
有しているのに対し，胃腺癌の組織像では篩状構
造を呈し扁平上皮癌成分は確認されなかった．

よって，原発性食道腺癌および原発性胃腺癌の重
複癌と診断した．
原発性食道腺癌の発生母地として，1．食道固有

腺，2．食道噴門腺，3．バレット食道，4．異所性
胃粘膜の四つがあげられている．過去の報告例で
発生母地が観察されたものは 3のバレット上皮と
4の異所性胃粘膜由来の腺癌のみである．本症例
では腫瘍周囲にバレット上皮や異所性胃粘膜は認
められなかった．また，胸部上部食道は噴門腺に
乏しい部位であることより，上記の食道固有腺由
来の腺癌である可能性も考えられる．医学中央雑
誌および Pub Med を用いて，1983 年 1 月から
2007 年 4 月の期間で「食道腺癌，または esopha-
geal adenocarcinoma」「食 道 固 有 腺，ま た は
esophageal gland duct」をキーワードとして検索
した．1983 年以前に報告された 2例８）９）を付け加
え，肉眼的・組織学的所見の記載が明確な 7
例８）～１４）では全例，粘膜腫瘍様形態を呈し多くは 0-
I または 1型で 0-IIc や潰瘍形成した 2型の腫瘍
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でも腫瘍の周堤には正常な扁平上皮を有してい
た．食道腺は粘膜下に存在する深在腺であり，よっ
て同部から発生した腺癌は深部浸潤傾向が強くみ
られることが多く，初期形態を反映する表在癌で
は特に粘膜下腫瘍の要素の存在が食道固有腺由来
腺癌の特徴的画像所見だと報告されている１３）．本
症例では深達度 smの表在癌であったが粘膜下腫
瘍様形態を呈しておらず，食道固有腺由来の腺癌
に特徴的な形態に合致しない．
本例における発生機序として，1）正常食道上皮

内に存在する多方向分化能を有する未分化な基底
細胞からの癌化，2）正常食道扁平上皮と正常食道
腺管成分からの同時発生（領域発癌），3）先行す
る扁平上皮癌から腺癌への分化，の 3つが可能性
として考えられる．まず，2）についてであるが，
1967 年Willis１５）は食道癌の発生において領域発癌
という概念を主張した．粘膜内癌では上皮内癌成
分を 85.7％に認め，粘膜下層まで浸潤するとその
頻度は 58.8％になり，腫瘍が増大するにつれ上皮
内癌の観察される頻度が下がってくる．このこと
はその概念を示唆する所見であると報告してい
る１６）．つまり，浸潤癌に合併する上皮内癌成分は浸
潤腫瘍からの上皮内進展ではなく，もともと腫瘍
が発生した領域の初期像をみており，一定の領域
で発癌が起こっているため扁平上皮癌に加え，そ
の領域に含まれている腺管上皮も癌化し腺癌を合
併するとのことである．この概念から本症例に照
らし合わせると腺癌成分よりも扁平上皮癌成分が
少ないことと，何より腫瘍の辺縁において腺癌へ
の分化を示す上皮内癌成分が認められたことより
否定的である．ちなみに，過去報告例中（食道固
有腺から発症したと考慮されている食道腺癌）こ
の上皮内癌の有無について記載があったのは 2報
告でどちらも上皮内癌成分がみられなかった１２）１３）．
次に，3）であるが，本症例にて腺癌の一部に扁平
上皮癌を認めた．食道癌取扱い規約 3）に準じて
moderately differentiated adenocarcinoma with
squamous cell carcinoma component と診断され
た．食道腺癌の報告例でも多くは扁平上皮癌成分
を含んでおり，食道腺癌内で扁平上皮癌成分を全
く有しない症例は 0.7％と報告されている１７）．食道

扁平上皮癌における腺癌への分化が見られた症例
は 21.0％と報告されており１８），特に早期の扁平上
皮癌において上皮内癌と腺癌の合併や腺管への分
化が多く見られると報告されている１９）．腫瘍内に
扁平上皮癌成分と腺癌成分と小細胞癌成分が混在
する 3症例の過去報告例では，上皮内癌部では扁
平上皮癌を認め浸潤していくに従って，腺癌，小
細胞癌への分化が見られた．上皮基底層内の未分
化な細胞から最初は扁平上皮癌が発生し，腫瘍の
増殖とともに遺伝子の不安定性を伴い腺癌と小細
胞癌の 2方向へと分化したと考察されている２０）．
本症例においては腺癌が腫瘍の大部分を占居し一
部に扁平上皮癌がみられ，辺縁の上皮内癌部では
腺癌への分化を示す所見が観察された．これらを
考慮すると，3）の発生機所よりは 1）の未分化な
上皮基底細胞から腺癌が発生し，一部扁平上皮癌
への分化を起こしたものと考察される．
医学中央雑誌および Pub Med を用いて，1983

年 1 月から 2007 年 4 月の期間で「食道腺癌，また
は esophageal adenocarcinoma」，「未分化基底細
胞，または undifferentiated basal cell」をキーワー
ドとして検索したがそのような報告は見られな
かった．しかし，他臓器ではあるが，河原ら２１）は胃
原発扁平上皮癌における発生機序として胃未分化
基底細胞由来をあげている．本例においても正常
食道上皮内未分化基底細胞由来の腺癌を発症機序
として考慮した．
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A Case of Primary Esophageal Adenocarcinoma in the Upper Thoracic Esophagus
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Hisamitsu Zaha１）, Naoto Oshiro１）and Tadashi Nishimaki２）

Department of Surgery, Nakagami Hospital１）

Department of Digestive and General Surgery, University of the Ryukyus２）

We describe a case of primary upper thoracic esophageal adenocarcinoma with gastric adenocarcinoma. A 59-
year-old man admitted for nasal bleeding was found in gastroesophageal endoscopy to have two pedunculated
polyps in a slightly depressed lesion（0-Ip＋0-IIc）in the upper thoracic esophagus and a broad tumor in a
slightly depressed lesion（0-IIa＋IIc）in the middle gastric body on the major curvature. Biopsies showed mod-
erately differentiated adenocarcinoma of the esophagus and poorly differentiated adenocarcinoma of the
stomach. Computed tomography showed an enlarged lymph node（106 rec L）diagnosed as metastasis. Tu-
mors were resected by a transthoracic esophagectomy and total gastrectomy with D2 lymph nodes dissec-
tion. There were no barrett’s mucosa nor ectopic gastric mucosa in the resected specimen. The peripheral epi-
thelium in the esophageal tumor was consistent with carcinoma in situ differentiating into adenocarcinoma.
Such a case of primary esophageal adenocarcinoma is rare.
Key words：esophageal adenocarcinoma, histogenesis of esophageal cancer, gastric cancer
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