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高度進行食道癌の治療

近畿大学医学部外科 塩 崎 均

従来、絶望的であった高度進行食道癌（手術によ
る根治が望めない）に対して近年、化学放射線療法、
化学療法など積極的な治療が試みられ良好な成績を
おさめている。特に、他臓器浸潤が疑われる食道癌
に対する化学放射線療法（CDDP+5-FU+Radiation）
は画期的な効果を示す治療法として定着してきた。
われわれのデータでも約 20％に及ぶ pathological

CR 症例が存在している 1-7）。これら pathological

CR症例をいかに診断するか、pathological PR症例
との鑑別診断の重要性が注目されている。一方、
化学放射線療法においても NC、PD症例が存在し、
これらの予後は極めて不良である。治療前に有
効・無効の症例を選別する手段の確立も重要であ
る。さらに、化学放射線療法後の follow up をいか
に系統的に進めるかも今後の大きな問題である。
以上のような幾多の問題点について、症例を提

示しながら講演する。

1 ）T4食道癌の治療
T4食道癌の診断を簡単に述べる。
上縦隔での気管浸潤は気管支鏡による気管膜様

部への発赤・浸潤所見が重要であるが、106 rec リ
ンパ節転移を介する気管浸潤は気管輪状軟骨部へ
の浸潤であり CT，MRI の診断が必要である。中下
縦隔での大動脈への浸潤は大動脈、脊椎、食道で
形成される三角部の脂肪組織の消失を診断基準に
している。左気管支への浸潤は気管支鏡所見を最
も重要視しているが、輪状軟骨部への浸潤も CT 等
で注意深く診断することが大切である。

（1）化学放射線療法
①大動脈浸潤、気管・気管支浸潤症例に対する
化学放射線療法

大動脈浸潤、気管・気管支浸潤症例に対する
治療は化学放射線療法が主体である。1989年か
ら2000年までの食道他臓器浸潤癌69例（男 /女
62/7、年齢 40-75歳）に対して CDDP，5-FU に
放射線治療を併用する術前化学放射線療法を施
行してきた。そのうち有効症例35例（50.7％）に
切除術を行った。術前化学放射線療法のレジメ
は図 1 のごとくであり、切除術は原則的には治
療終了の 4 週間後に行った。浸潤他臓器（重複
を含む）は大動脈44例、気管・気管支44例、そ
の他 6 例である。
手術症例：臨床的奏効度 CR，PR，および NC

の一部の35例に根治手術を試みた。手術は右開
胸、開腹による食道切除術を行い、106 recリン
パ節転移陽性例（術中迅速組織診断、RT-PCR に
よる遺伝子解析で転移がみとめられたもの）の
み、頚部郭清を追加する三領域リンパ節郭清を
行った。術後 1 ヶ月以内の手術直接死亡は認め
なかった。
経過観察症例：臨床的奏効度 PD，NC の一部、

および奏効症例であったが手術拒否例、全身状

図 1 治療プロトコール

Induction chemoradiotherapy:CRT

Induction chemotherapy:FAP

5FU

CDDP

Liniac

350mg/m2

7mg/m2

2Gy/day

1W 2W 3W 4W

5FU

CDDP

ADR

1000mg/day

70mg/m2

30mg/m2

day1 day7 day28



50

態不良による手術適応外症例の34例に経過観察
を行った。この間、奏効症例には 3 ヶ月ごとの
CT、内視鏡検査を行った。
結果：CDDP+5-FU+Radiation（40Gy）を行っ

た 66例における臨床的（CT，UGI，内視鏡所見
より）ならびに組織学的治療効果をみると臨床
的CR率は2/66（ 3 ％）、PR率は49/66（74％）で
NC+PD率は 15/66（23％）であった。これらの
内、臨床的に CR と判定した 2 例は組織学的に
は Grade2 であり、臨床的効果度と組織学的効果
度が解離しており、臨床的なデーターから組織
学的結果を判定することの難しさを示している
（表 1 ）。一方、切除可能であった34例の組織学
的効果度は Grade3 は7/35（20％）、Grade2 は20/

35（57％）、Grade1 は8/35（23％）であった。こ
のように、T4食道癌の約半数が手術可能とな
り、手術症例の 20％が組織学的CR であったこ
とは、化学放射線療法が非常に有効な治療法で
あることを示している。
臨床的治療効果度別に予後をみると、CR+PR

では 5 年生存率は約 40％であるのに対して
NC+PD では 3 年以上の生存は認められなかっ
た。一方、組織学的効果度別に生存率をみると、
Grade3 では 5 年生存率は 75％、Grade2 では約
36％、Grade1 では 2 年以上の生存を認めなかっ
た（図 2 ）。Grade3症例での再発死亡の 2 例は
遠隔転移による死亡であった。これらの組織効
果度と術後の予後には有意な相関（p=0.0007）が
あり、Grade3 をいかに増加させるか、一方、予
後が非常に不良で 2 年以上の生存例の得られな
かった Grade1 をいかに減少させるか、また、こ
れらを化学放射線療法前および手術前にいかに
識別するかが今後の大きな課題であった。
非切除に終った症例のうち予後の明かな33例

（33/68＝ 48.5％）の 3 年生存率は約 10％であっ
た。3 年生存の 3 例は Grade3症例であった可能
性が高く、今後の経過に注目したい。
②化学放射線療法前に治療効果は予測可能か
化学放射線療法前に治療効果を予測すること

ができれば、30％以上の効果不良例に対しては

大きな福音である。効果予測因子として最も有
望な因子は p53である。 p53 の免疫染色ならび
に SSCP-sequence における遺伝子異常の有無と
治療効果の関係を検討した。症例は術前に上記
のレジメンにて化学放射線療法を行った67例で
ある。p53免疫染色は DO7（Novocastra）を用い
て行い陽性率10％以上を陽性、10％以下を陰性
とした。p53免疫染色陽性 44症例（65.7％）、陰
性 23症例（34.3％）であったが、陽性症例の 5/

44（11.4％）のみがGrade3であり、化学放射線
療法が著効が期待できないグループであった。
一方、SSCP-sequence における p53遺伝子異常の
有無と治療効果の関係をみると、 p53 mutation
の認められた19症例（28.8％）には Grade3 は 1

例も存在せず、化学放射線療法の効果不良群と
判定することができた（表 2 ）。
術前バイオプシー組織において検索できる化

学療法あるいは化学放射線療法の効果予測因子

組織学的効果
臨床的奏功率 grade 3 grade 2 grade 1
CR （n=2） 0（ 0％） 2（ 100％） 0（ 0％）
PR （n=49） 14（28.6％） 24（49.0％） 11（22.4％）
NC/PD（n=15） 2（13.3％） 5（33.3％） 8（53.3％）

表1 CT、食道造影等の画像診断と組織学的効果度

図 2 他臓器浸潤食道癌（T4）症例の化学放射線
治療の組織額的効果度と予後
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として p-53 以外の分子生物学的因子で CyclinD18）、
s-VGEF9、10）、Bax11）、microvessel density12）、
methalothionein13）、CDC25B14）などがあるが、今
後の研究の進歩を心待ちしたい。
このような試みがなされ、化学放射線療法前

に治療効果の予測が可能となり無益な加療を避
けることが出来れば大きな進歩である。
③化学放射線療法後に治療効果は予測可能か
化学放射線療法後に組織学的な治療効果を的

確に予測することも過大な手術侵襲を避け、術
後の QOL の低下を防止する面から非常に重要で
ある。術前化学放射線療法後の効果判定は食道
癌取り扱い規約に準じて行なった。
画像における術前の奏効度判定と術後の組織
学的奏効度判定の相関は前述のように、画像上
CR の 2 症例は組織学的 Grade2 であった。PR

症例 49例では組織学的効果度 Grade3 が 14例
（28.6％）、Grade2 が 24例（49.0％）、Grade1 が
11例（22.4％）であった。一方、画像上 NC/PD

であった15症例にも組織学的 Grade3 が 2 例存

在し、画像は組織学的所見を明確には反映して
いなかった。画像のみから組織学的奏効度を判
定15、16）することの難しさをあらためて痛感して
いる（表 1 ）。
このように、従来、食道内視鏡，食道造影，CT，

MRI などで行ってきた化学放射線療法後の臨床
的治療効果判定は残念ながら組織学的効果と必
ずしも一致せず、化学放射線療法後の治療方
針を決定するに当り主治医にとっての大きな悩
みの種である。
最近、18F-FDG PET が新しい癌診断装置として
導入され注目を集めている。食道癌に対する
18F-FDG の取り込み（SUVmax）は化学放射線療
法後においても治療前と同様に腫瘍の大きさを
反映していることが明らかになった。SUVmax

の値が2.5以下をPET（-）とすると12例中11例
（92％）が Grade2, 3 であり、PET（+）11例中
9 例（82％）が Grade0,1であった（図 3）。こ
の結果から、SUVmax 2.5 以下の PET（-）群に
おいては著効が予測されることから、治療後の
経過観察の手段として非常に有望である。18F-

FDG PET診断は治療後の組織学的効果を予測す
る診断法として今後さらなる発展を期待したい。
④化学放射線療法後に再発の状況は予測可能か
化学放射線療法後に粘膜面に再発する、ある

いは外膜近傍に再発するなど、再発の状況が予
測できれば、治療方針は決めやすい。粘膜面に
再発した場合は内視鏡で診断が可能であり、そ
の後手術を行うことも可能であるが、外膜近傍

表 2 p53免疫染色およびp53 mutation と
組織学的効果度

p53 status
組織学的効果 IHC（－） IHC（＋）

grade 3 10（43.5％） 5（11.4％）
（n=15）

grade 2 3（13.0％） 16（36.4％）
（n=19）

grade 1 10（43.5％） 23（52.3％）
（n=33）
（n=67） 23（100％） 44（ 100％）

p=0.071, wild type vs mutant by Mann-Whitney's U test

1）p53免疫染色と組織学的効果

p53 status
組織学的効果 wild type mutant

grade 3 15（31.3％） 0（ 0％）
（n=15）

grade 2 17（35.4％） 2（10.5％）
（n=19）

grade 1 16（33.3％） 17（89.5％）
（n=33）
（n=67） 48（ 100％） 19（ 100％）

p＜0.001, wild type vs mutant by Mann-Whitney's U test

2）p53 mutationと組織学的効果

図 3 F-FGD PET に於ける腫瘍残存量と
組織学的効果

PET（＋）：SUVmax≧2.5

Grade 0～1b：9/11 (82%)

range:72.0～676.0mm2

median:180.0mm2

腫瘍断面積�

PET（－）：SUVmax＜2.5

Grade 2/3 : 11/12 (92%)

range:0～32.6mm2
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腫瘍断面積�
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に再発した場合は再発の診断がついた時点です
でに切除術が不能である。
化学放射線療法後の手術症例の切除標本の組

織学的所見から治療後に内視鏡的に奏効度の判
定が可能かを検討した。対象は術前科学放射線
療法が行われた後に食道切除が行われた76例で
ある。組織学的 Grade3 の 22症例は、当然のこ
とながら全て粘膜面には癌細胞は証明されな
かったが、Grade2 の31症例中23症例（74％）が
粘膜面には癌細胞が証明されず、粘膜下層から
外膜に残存しており、内視鏡でのバイオプシー
の限界が立証された。Grade1 では 23例中 22例
に粘膜面に癌細胞が証明された。内視鏡下のバ
イオプシーで癌細胞が証明されない症例の約半
数が食道内（粘膜下、筋層、外膜）に癌細胞が
遺残していた（図 4 ）。
⑤サルベージ手術は可能か
胸部食道癌の手術は侵襲が大きく危険性が高

いのみならず、術後の摂食や体重減少からみて
も QOL は決して良くない。このような観点から
は化学放射線療法が奏功した場合、根治手術を
行うか、そのまま経過観察するかは大問題であ
る。実際、根治手術をしないで（大半は全身状
態不良や高齢のために）経過観察し、再発の無
い患者の QOL は、一般的には化学放射線療法前
と大差なく良好である。このような経験をし、
また、化学放射線療法後の手術標本から癌の遺
残がない症例（Grade3）を多数経験するにつけ、

化学放射線療法後の著効例に根治手術を行うべ
きかどうか悩むことが多い。しかしながら、一
方では図 4 で示したように癌遺残の部位は決し
て粘膜近傍とは限らず、再発が発見された時に
は既に根治手術が不可能な状態であることは十
分に予測されるし、また、そのような経験をす
ることも多い。化学放射線療法に対する感受性
の術前予測は重要な研究課題となり、多くの研
究成果が報告されているが、化学放射線療法後
の組織学的効果判定予測に関する研究は殆ど見
られないのが現状である。CT を始めとする画像
診断が組織学的効果判定に殆ど有効な手段とは
言えない現状を十分に考慮し治療方針を決定す
べきである。前述のごとく、FDG-PET は新しい
再発予測に有用な手段と考えているが、さらな
る性能の開発、普及などこれからの検討が必要
であろう。現在、術前化学放射線療法を行い、こ
の段階で術前評価を行う。この時点で臨床的に
著効を示した症例にはさらに根治量の化学放射
線療法を行い経過観察している。この時点で患
者には再発の可能性と数年間の厳重な経過観察
（内視鏡、CT、PETなど）を行うこと、また再発
が確認された段階では根治手術が不可能な状態
もありうることを十分に説明している。根治量
の化学放射線療法が行われた場合の手術後の合
併症の頻度が高いという報告も多く、この点の
デメリットも考慮しなければならない。

図 4 化学放射線治療後の癌組織の遺残部位

高度進行食道癌の治療



53

（2）化学療法
T4食道癌に対して化学療法の単独治療を行って
いる施設もあるが、化学療法単独では pathological

CR を得られることは非常に稀である。われわれの
T4に対する化学放射線療法成績から、気管浸潤食
道癌には CR が得難いとのデータがあり、このよ
うな症例には化学療法が期待できるのではないか
と考えている。

2 ）リンパ節転移個数の多い食道癌の治療
（1）化学療法
食道扁平上皮癌は化学療法にもよく反応する疾

患であるが、pathological CR が得られることは非
常に稀であり、neoadjuvant あるいは adjuvant

therapyとして使用されている。食道扁平上皮癌に
は CDDP+5-FU を中心とした化学療法が行われて
いる。食道癌においては、リンパ節転移個数が増
加するにつれ予後は不良となり、4 個以上転移の
認められた症例では 5 年生存率は20％に過ぎない
（図 5 ）。また、頚部と腹部に同時にリンパ節転移
を認める症例の予後も悲惨である。このようにリ
ンパ節転移個数 4 個以上、あるいは頚腹両域に転
移を認める症例、3 cm 以上の大きさのリンパ節転
移症例が化学療法の良い適応である。ここでは大
阪大学病態制御外科において行われている
CDDP+5-FU+ADR（FAP療法）について述べる（レ
ジメは図 1 参照）。これまでに局所の切除が可能
（T3まで）でリンパ節転移が 4 個以上あるいは頚
腹部にリンパ節転移を認める23症例に FAP療法を
行い、その後 3領域郭清を伴う食道切除術を行っ

た。奏効率は主腫瘍 78.3％、リンパ節転移 55.5％
であり、1 年生存率は80％である（図 6 ）。経過観
察期間が短く詳細は明らかではないが、リンパ節
転移の多い症例に対する一つの治療法として今後
に期待したい。

（2）化学放射線療法
リンパ節転移個数の多い症例は、肝、肺などの

遠隔臓器転移も高頻度に認められる。化学放射線
療法は基本的には局所療法と考えており、原則的
には適応外としている。

3 ）その他の進行食道癌に対する治療法
（1）大動脈（食道固有動脈、気管支動脈）出血
食道癌の治療で最も困難な状況の一つに吐血

（食道癌からの出血）がある。小さな腫瘍の栄養血
管からのものは自然止血するが、食道固有動脈や
気管支動脈枝からの出血は瞬時に大量の吐血を生

図 5 LN転移個数別に見た予後
図 6 リンパ節転移の多い症例に対する

化学療法（FAP療法）

臨床効果�

奏効率�

主腫瘍�

LN転移個数�
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CR 1
PR 13
NC 4
PD 0
  77.8%

CR 27
PR 49
NC 60
PD 1
  55.5%
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1≦n≦3 6
4≦n≦7 2
8≦n 2
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じる。ショック状態（血圧低下）になり一時的に
は止血されるが、再度の出血は高頻度に起こる。
われわれは放射線科と協力して食道、胸部大動脈
にステントを挿入し止血に成功した症例を 2 例経
験している。1 年半経過した現在生存中の一例を
紹介する（症例提示）。

（2）食道狭窄（ステント、バイパス）
治療により根治性の得られない経口摂取不能の

高度狭窄を呈する食道癌に対しては Ultrafulex

Covered Stent を使用している。経口摂取が可能と
なり QOL が改善し一時的に退院可能となる症例が
多い。腹部食道を中心とする症例には上記の Stent

は逆流性食道炎を発症することが多く、その使用
に関しては十分な注意が必要である（症例提示）。
狭窄症状の強い症例に Stent を挿入し経口摂取を可
能にしてから、化学放射線療法を行うという考え
方もあるが、合併症が多いというデータもあり慎
重に対応すべきである。われわれは化学放射線療
法を行う場合は原則的には Stent挿入は行っていな
い。
従来は経口摂取不能の高度狭窄症例にはバイパ

ス手術が行われてきたが、Stent の普及によりバイ
パス手術の適応症例は非常に稀になってしまった。

（3）食道気管・気管支瘻孔
食道気管・気管支瘻孔を形成した患者に対する

治療も多くの問題点がある。化学放射線療法は瘻
孔をより悪化させるとの懸念から、適応外との意
見もある。われわれは化学放射線療法を積極的に
施行し瘻孔の閉鎖をしばしば経験している。（症例
提示）

（4）肝転移、肺転移
食道癌の肺、肝転移症例の予後は一般的には非

常に不良である。しかしながら、肺あるいは肝臓
に限局し、単発転移の症例には積極的な外科的切
除＋化学療法（動注）が有効な症例も存在する（症
例提示）。

4 ）化学放射線療法後の再発症例の治療
（1）根治手術
上記に述べたごとく化学放射線療法後の再発が

何処に発生するかにより、根治手術が可能な場合
がある。T2までの食道癌の場合、初期再発もT2ま
での層に発生することが考えられる。理論的には
早期に再発を診断できれば局所は根治可能である。
T2までの深達度の症例に化学放射線療法を施行し
た場合には早期発見を怠ると致命的になることを
心すべきである。また、頚部上縦隔に対する化学
放射線根治療法後の再発症例では縫合不全の発生
が高い印象を持っている。

（2）姑息治療
化学放射線療法後の再発症例は進行癌が多いこ

ともあり、姑息治療に終ることが多い。姑息治療
に関しては上記に記したので参照されたい。

5 ）進行食道癌に対する治療方針
以上のように進行食道癌の治療は多岐にわたり、
その適応決定も困難な症例がある。現在、われわ
れが行っている進行食道癌の治療方針を図 7 に示
す。

おわりに
20年前は食道癌は消化器癌の中で膵臓癌に次い

で予後不良な癌であった。手術後の 5 年生存率は

図 7 進行食道癌治療フローチャート
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20-30％であり、手術に関連した死亡も多く治療に
難渋した疾患であった。近年の周術期管理（中心
静脈栄養を始めとする栄養管理、高性能のレスピ
レーターによる呼吸管理、有効な化学放射線根治
療法の導入など）の進歩と新しい手術手技の開発
ならびに向上により、進行食道癌においても根治
が可能な症例が増加し、現在では食道癌手術後の
5 年生存率が50％を越えるような状態になってき
た。しかしながら、術後の QOL は未だに不良であ
る。今後は、治療成績のさらなる向上を目指すと
ともに術後の QOL に重点をおいた治療法の開発が
望まれる。
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