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背景: 食道類基底細胞癌 (BSC) は比較的稀な疾患であり，その臨床病理学的特徴は，十分に明らか
となっておらず，治療法に関しても統一された見解はない。本研究はBSCの予後を含めた臨床病理

学的特徴を明らかにすることを目的とした。

方法: 外科的切除を行ったBSC 11例を対象とし，臨床病理学的な評価項目に加え，切除標本のリン
パ管腫瘍塞栓数 (LY) 及び静脈腫瘍塞栓数 (V) をカウントした。また予後に関して術後再発形式，

生存期間を調べた。BSCにおける病理学的特徴と臨床病理学的項目を比較し，BSC切除例におけ
る，治療後の予後予測因子の検討を行った。

結果: BSC 11例の肉眼型では全例が隆起型を呈し，術前の生検による病理診断でBSCと診断された

ものは4例 (36.3%) であった。リンパ管腫瘍塞栓は5例 (45.5%) に，リンパ節転移は3例 (27.3%) に
認められた。再発形式はすべて遠隔臓器再発で，5例 (45.5%) に認められた。遠隔臓器再発例の静
脈症塞栓数 (V) は非再発例に比べて有意に多かった。特にVが4個以上では高率に術後遠隔臓器再

発をきたしやすく，遠隔転移を生じた症例は全て原病死していた。

結論: BSC術後の予後は遠隔臓器再発の有無と関連が深く，静脈腫瘍塞栓数が4個以上で遠隔臓器再
発をきたしやすく，予後不良であった。一方，本研究においてはリンパ節再発をきたした症例はな

く，BSC症例の予後向上には手術に加えて遠隔臓器転移を制御する補助療法の開発が必要であると
考えられた。
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序　　文

　本邦における食道癌は90〜95%が扁平上皮癌 (SCC)

とされ，食道類基底細胞癌 (basaloid-squamous cell

carcinoma of the esophagus: BSC) は特殊型とされる。

SCCにおける予後を含めた臨床病理学的特徴は，数多

く報告され，また治療法についても一定の指針が示さ

れている1。一方で，BSCについては，疾患自体が稀で

あり，臨床病理学的特徴について十分な理解がされて

おらず，また治療法についても一定の見解がなく，実

際の臨床ではSCCに準じて対応をしていることが多

い。そこで，BSCの臨床病理学的特徴を明らかにし，

BSCの治療方針を探ることを本研究の目的とした。

対象と方法

　1986年6月から2013年12月の間に北里大学病院およ

び北里大学東病院にて外科的切除された食道癌595例

のうち，食道類基底細胞癌と診断された11例 (1.8%) を

Figure 1.  Venous tumor embol

Venous tumor emboli (arrows) were observed (Elastica van Gieson
staining, ×40).
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対象とした。切除された食道は10% formalinで固定後，

口側断端から食道-胃接合部まで連続性に約5 mm幅で

組織を切り出し，Hematoxylin-Eosin (H&E) 染色，

Elastica van Gieson (EVG) 染色を行った。切除検体に

おける病理学的検索事項として壁深達度，リンパ節転

移，病期診断，リンパ管侵襲 (ly)，静脈侵襲 (v) に加

え，切除標本の全切片におけるリンパ管腫瘍塞栓数

(LY) 及び静脈腫瘍塞栓数 (V) をカウントし，症例毎に

集計を行った (Figure 1)。また臨床的評価項目として術

前内視鏡生検による組織型，遠隔臓器再発，生存期間

を調べた。さらに，BSCにおける病理学的特徴と臨床

的項目を比較し，BSC切除例における，治療後の予後

予測因子の検討を行った。生存期間はKaplan-Meier法

で算出し，Log-rank検定を行った。また，臨床病理学

的記載については，日本食道学会編の食道癌取扱い規

約 (第10版)2に準拠した。

結　　果

　BSC11例は全てリンパ節郭清を伴う食道切除が行わ

Table 1.  Clinicopathological features of 11 cases of bassaloid squamous carcinoma of the esophagus

Macroscopic Biopsy Disease Survival Observed
Case Age Sex Location pT pN pM pStage ly LY v V Recurrence

findings diagnosis free interval state terms

  1 71 F Mt Is SCC 1b 0 0 1 0   0 1   4 Lung/Bone 3 Dead   32
  2 74 M Mt Is SCC 1b 1 (1a) 0 2 1   1 0   0 Alive   88
  3 68 M Mt Is SCC 1b 0 0 1 1   1 0   0 Alive   61
  4 67 F Mt Ip SCC 1b 1 (1a) 0 2 1   1 1   2 Alive 119
  5 70 M Mt Type 3 SCC 3 3 (2b) 0 3 3 56 3 31 Lung 6 Dead   13
  6 78 M Ae IIa SCC 1b 0 0 1 0   0 2   7 Liver 5 Dead   28
  7 67 M Mt IIa BSC 1b 0 0 1 0   0 0   0 Alive   39
  8 65 M Ut Is SCC 1b 0 0 1 1   2 2   9 Lung 4 Dead   13
  9 73 M Mt Is BSC 1b 0 0 1 0   0 0   0 Alive   24
10 66 M Mt Type 1 BSC 2 0 0 2 0   0 1   5 Alive   24
11 70 M Lt Type 3 BSC 3 1 (1a) 0 3 1   4 3 42 Liver 2 Dead   10

LY, F number of lymphatic tumor emboli; V, F number of venous tumor emboli; DFI, F disease-free interval
Observed term: postoperative survival time (months)

Table 2.  Relation between number of venous tumor emboli
and distant organ recurrence

Distant metastasis

+ -

V-Hi 5 1
V-Lo 0 5

P = 0.022 (chi-square test)
V-Hi: 4 or more venous tumor emboli
V-Lo: F Less than 4 venous tumor emboli

Figure 2.  Relation between the presence or absence of distant
organ recurrence and the number of venous tumor emboli

The mean number of venous tumor emboli differed significantly
according to the presence or absence of distant organ recurrence.
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れており，年齢は中央値が70歳 (65〜78歳) であった。

性別は男性8人，女性3人であった。主占居部位はMt (8

例) が72.7%と最も多かった。肉眼型では全例が隆起型

を呈していた。また，術前の生検による病理診断は7例

(72.7%) が扁平上皮癌 (SCC) とされ，BSCと診断され

たものは4例 (36.3%) であった。病理学的壁深達度は

T1b (粘膜下層) が8例 (72.7%) と多く，T2 (固有筋層)

以深は3例であった。リンパ節転移は3例 (27.3%) に認

められ，症例毎の転移個数は1〜7個であった。リンパ

管腫瘍塞栓は5例 (45.5%) に認められ，症例毎のリンパ

管腫瘍塞栓数 (LY) は最大で56個であった。また，静

脈腫瘍塞栓については，7例 (63.6%) に認められ，症例

毎の静脈腫瘍塞栓数 (V) は，最大で42個であった。補

助療法については，術後放射線治療 (Case 1) と術前抗

癌剤治療 (5Fu + CDDP) (Case 5) が行われていた。術後

再発は5例に認められ，いずれも遠隔臓器再発 (肝，

肺，骨) であった。術後再発までの期間 (disease free

interval: DFI) の中央値は4か月であった。また，再発症

例は全てが原病死していた (Table 1)。遠隔臓器再発陰

性群のVは1.7 ± 2.4個 (mean ± SD) に対して，陽性群

は平均で22.3 ± 14.8個であった。両群間で分散分析

(ANOVA) を実施したところ，有意な差を認めた (P =

0.041) (Figure 2)。次いで，Vが4個未満をV-Lo (n = 5)，

4個以上をV-Hi (n = 6) の2群に分類し，遠隔臓器再発

の有無についてχ2検定を行ったところ，V-Hiに術後血

行性転移が有意に多く認められた (P = 0.022) (Table 2)。

次に，V-Hiが遠隔臓器再発を予測しえるか否かを検証

するため，V-Hiによる遠隔転移再発の検出の感度，特

異度，正診率，陽性的中率 (PPV)，陰性的中率 (NPV)

を求めた (Table 3)。さらに，V-HiとV-Loの両群におけ

る生存期間の検討を行った。V-Hiでは全例が原病死

し，生存期間中央値 (median survival time: MST) は20.5

か月であった。一方，V-Loでは死亡例はなかった。V-

HiではV-Loに比べ，生存期間が有意に良好であった (P

= 0.0048) (Figure 3)。再発後の治療については一例 (Case

5) のみ化学療法を実施した。また，再発例について

は，pT2以深は2例あり，いずれも再発後約7か月生存

したのに対して，pT1b症例は3症例あり，再発後生存

期間の中央値22か月 (7〜29か月) であった。このうち

2症例は20か月以上再発後生存していたが，Vは4個と7

個であった。

考　　察

　本邦における食道癌では，SCCが大部分を占め，そ

れ以外は特殊型食道癌とされる。BSCは頻度的には腺

癌に次いで多いとされ，その頻度としては，1%程度で

あるとされている。食道学会による全国集計では，食

道切除施行1883例中わずか22例 (1.2%) を占めるのみで

ある3。今回の我々の検討でも，BSCは全食道癌手術症

例中の1.8%であり，ほぼ同様の頻度であった。

　BSCの肉眼型は，早期のうちは比較的なだらかな立

ち上がりを示す粘膜下腫瘍様の形態をとり，表面は非

癌上皮に被覆されているが，頂部にびらんや陥凹を伴

うことがあり，立ち上がりがなだらかで表面は凹凸不

整を示し，さらに主病巣周囲にSCCの上皮内伸展を伴

うことが多いとされている4。一方，進行癌になると潰

瘍型など様々な形態をとるが腫瘍表面は，やはり非癌

上皮に覆われ周囲にSCCの上皮内伸展をみることが多

いとされている。内視鏡生検では，腫瘍本体が粘膜下

に発育するため，深部の腫瘍組織をとらえることが難

しいことや，病巣の周囲にSCC上皮内伸展をきたすこ

Table 3.  Diagnostic potential for distant organ recurrence
according to V factor in esophageal basaloid carcinoma

Prevalence   45.5%
Sensitivity 100.0%
Specificity   83.3%
Accuracy   90.1%
False-positive rate   16.7%
False-negative rate     0.0%
Positive predictive value (PPV)   83.3%
Negative predictive value (NPV) 100.0%

Figure 3.  Overall survival time according to the number of venous
tumor emboli

V-Lo (n = 5): All patients survived, with no recurrence.
V-Hi (n = 6): The median survival time was 20.5 months, which was
significantly shorter than that in V-Lo (P = 0.0048).



22

となどの理由から，本症の確定診断がつくことは比較

的少なく，表在癌で4.7%，進行癌で13%とされ，ほと

んどの症例がSCCと診断されることが多い5。今回の検

討においても，表在癌は，全例が0-I型もしくは0-IIa型

の隆起型を呈していた。また，術前の内視鏡生検で

BSCと診断を受けたものは，4例 (36.4%) であり，術前

の病理診断が困難であることが示唆された。一方で，

内視鏡生検でBSCと診断されたものの中には，初回生

検で扁平上皮癌と診断をうけたものの，病変の肉眼的

特徴から特殊型食道癌を疑い，再度内視鏡生検を行

い，BSCの診断をうけたものがあり，診断において肉

眼所見で特殊型食道癌を疑うことが，正確な術前病理

診断に繋がると思われた。

　BSCの治療法に関しては，確立したものはなく，ま

た，術前の診断が確定しないことも高率であり，通常

の扁平上皮癌に準じて，手術療法が選択されているこ

とが多い6。今回の検討症例では，全例リンパ節郭清を

伴う食道切除を行っているが，術前診断がSCCであっ

た進行癌症例 (Case 5) では，SCCの治療に準じて術前

補助化学療法が行われていた。

　切除後の予後に関して，Sarbiaらは，扁平上皮癌と

比較して統計的な有意差はないと報告しているが7，吉

岡らの報告によると，pStage I，IIの予後に差はないも

のの，pStage III，IVでは，BSCは極めて予後不良であ

るとしている8。一方で，BSCでは表在癌でも扁平上皮

癌と比較して肺，肝などへの血行性転移が多いとの報

告がある9。森らの報告では，表在癌で15.3%，進行癌

で55.3%に血行性転移を認めたとしている10。また，

BSCの生物学的悪性度を示唆する様々なパラメーター

として細胞増殖関連抗原であるKi-67抗原7や，腫瘍の

細胞増殖能及び血管新生に関与し脈管内侵襲の一因と

なるPyNPase11の発現の増加を認めることや，細胞間接

着因子として働き癌分化度の低下を示唆するE-cadherin

の消失を認めることが指摘され12，さらにBSCではSCC

に比べ，cyclin D1の発現亢進及び，E-cadherin発現の低

下の頻度が高くなっており，従って悪性度が高く予後

が悪いとの報告もある13。また，apoptosis (programmed

cell death) を抑制し増殖を促進するといわれるbc1-2蛋

白14や，epidermal growth factor receptor (EGFR)9，

proliferating cell nuclear antigen (PCNA)9などが有意に強

く発現したとする分子生物学的検討も報告されてい

る。今回の検討症例をみると，pStage 3症例は全例が術

後遠隔臓器転移を生じ，さらに術後1年前後で死亡して

おり，これまでの報告のとおり進行例では極めて予後

が不良であると推測される。しかし，pStage Iでも，

3例 (50%) に，術後遠隔臓器転移が起こり，その後に

原病死している。こうした結果から，BSCの悪性度は

通常の扁平上皮癌と比較してより高いことが示唆され

る。

　一方，リンパ節転移頻度に関しては，pT1bではSCC

で41.7%15，BSCで10%〜13.8%に陽性で，BSCの方が低

いと報告されている16。今回の検討症例では，pT1bで

は2例 (25.0%) にリンパ節転移を認めた。また，このリ

ンパ節転移陽性2例については，術後再発なく長期生存

が可能であった。この結果から，BSCにおいて，壁深

達度が粘膜下層までであれば，リンパ節転移頻度は

SCCに比べ低く，また，リンパ節転移が陽性であって

も，十分なリンパ節郭清を伴う食道切除を行うことで

病勢のコントロールが可能であると思われた。

　遠隔臓器再発は，原発巣において癌細胞が静脈内に

浸潤し，これが全身の血流に入り，任意の臓器に定着

し増大することで転移が確立する。そこで，本研究で

は静脈侵襲の評価法として静脈腫瘍塞栓数 (V) に着目

した。各症例におけるVをカウントし，これと遠隔転

移の有無との相関を検定したところ，遠隔転移陽性群

と陰性群ではVに有意な差があることが分かった。特

にVを4個未満の群 (V-Lo) と4個以上の群 (V-Hi) の2群

に分けることで，遠隔転移の有無に最も強い有意な差

が認められた。そこで，Vが4個以上をカットオフ値と

して，遠隔転移の検出を検討すると，感度100%，特異

度83.3%，正診率 90.1%と良好な検出力を認めた。遠隔

臓器転移をきたしたものは全例が死亡しており，従っ

て，遠隔臓器転移の検出に有効であるV-HiはBSCの予

後における有効なサロゲートマーカーである可能性が

ある。

　BSCはSCCと同様に，手術によるリンパ節郭清によ

るリンパ行性転移の制御は十分期待できるが，血行性

転移についてはSCCに比べ発現頻度も高く，手術のみ

では効果が不十分な場合もある。「食道癌診断・治療ガ

イドライン (2012年4月版)」1において，切除可能Stage

II，III食道癌では術前補助化学療法として5FU + CDDP

を行うことで全生存期間が有意に改善することが示さ

れた17として，推奨されている。BSCの場合は特に

Stage IIIでは，SCCに比較して予後が悪いため，少なく

ともSCCの治療に準じた補助化学療法を検討すべきで

あると思われる。また，SCCの場合は手術単独で予後

が良好とされるStage Iでも，BSCの場合は遠隔臓器転

移が50%に認められており，5FU + CDDPなどの補助化

学療法を行う必要があると思われる。

　BSCの術後転移再発における治療方針については定

まった指針はない。扁平上皮癌を中心とする「食道癌

診断・治療ガイドライン (2012年4月版)」1によると，血

行性転移における外科的治療では，転移巣の切除を行

うことで長期生存を経験することもあるが，切除可能

な転移再発巣に対する外科的切除を勧めるだけの明確

な根拠がないと記載されている。一方で，BSCの異時

性遠隔臓器転移に対する外科的切除の症例報告が，最

近みられるようになってきた18-24。肺や肝臓に対する転

移巣の外科的切除を行い，なかには転移巣切除後9年の

長期生存22が可能であったとするものも存在する。今

森谷　宏光，他
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回の検討症例のなかにも術後再発後無治療であるにも

かかわらず，20か月以上の生存が可能であったものが

存在した。これらの症例では深達度がpT1bでありVは

比較的少なかった (4〜7個)。遠隔臓器転移症例でも，

Vが少なく，転移巣が孤立性であるような症例では，

転移巣の外科的切除を行うことで長期生存が得られる

可能性が示唆される。

　結論としてBSC術後の予後は遠隔臓器再発の有無と

関連が深く，静脈腫瘍塞栓数が4個以上で遠隔臓器再発

をきたしやすく，予後不良であった。一方，本研究に

おいてはリンパ節再発をきたした症例はなく，BSC症

例の予後向上には手術に加えて遠隔臓器転移を制御す

る補助療法の開発が必要であると考えられた。
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Background: Basaloid squamous cell carcinoma of the esophagus (BSC) is a relatively rare disease.  The
clinicopathological characteristics have yet to be adequately defined, and treatment remains controversial.
The aim of this study was to clarify the clinicopathological characteristics of BSC.
Methods: The study group comprised 11 patients in whom BSC was surgically resected.  Clinicopathological
characteristics were evaluated, and the numbers of tumor emboli in lymphatic vessels and veins were counted
in resected specimens.  To assess outcomes, postoperative recurrence patterns and survival times were
investigated.  Pathological characteristics of BSC were contrasted with clinical features to examine post-
treatment prognostic factors in patients with resected BSC.
Results: Macroscopically, BSC was protruding-type in all 11 patients.  BSC was pathologically diagnosed on
preoperative biopsy in 4 patients (36.3%).  Five patients (45.5%) had tumor emboli in lymphatic vessels, and
3 (27.3%) had lymph-node metastasis.  The recurrence pattern was distant organ recurrence in all 5 patients
(45.5%) who had recurrence.  The number of venous tumor emboli was significantly higher in patients with
distant organ recurrence than in those with no recurrence.  Four or more venous tumor emboli were associated
with a particularly at high risk of postoperative distant organ metastasis.  All patients with distant metastasis
died of their disease.
Conclusions: Outcomes after surgery for BSC were strongly related to the presence or absence of distant
organ recurrence.  Patients with 4 or more venous tumor emboli were at high risk for distant organ recurrence
and had poor outcomes.  In our study, no patient had nodal recurrence.  The development of adjuvant therapy
to control distant organ metastasis is considered necessary in addition to surgery to improve outcomes in
patients with BSC.

Key words: basaloid squamous cell carcinoma, esophagus, venous tumor emboli, distant organ metastasis,
outcomes
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