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　コンピュータシミュレーションによる胃癌の新しい診断法 (腫瘍の3次元立体構築による

体積値計測法) を用いて，術前術後に腫瘍体積値を測定し，本法の臨床的意義やその臨床応

用などについて概説した。胃癌において腫瘍の大きさ (体積値) は，既存の臨床病理学的因

子と比べよりその悪性度を反映し，病気の進行度を規定する重要な因子であった。この新し

い胃癌の診断法により，既存の定性的診断法と比べより客観的評価が可能な臨床病理学的因

子として腫瘍体積値の重要性が明らかにされた。本法を更に臨床応用することで，胃癌の悪

性度の判定と簡便で合理的な進行度分類の確立が可能となり，従来の胃癌診療に新たな道が

開かれることが期待される。
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はじめに

　悪性腫瘍は，局所で無秩序に増殖しながら膨張性，

浸潤性に発育し，究極的には転移巣を形成して個体を

死に致らしめる疾患である。したがって，原発巣にお

ける腫瘍の発育状況 (T因子) と転移の有無 (リンパ節

転移の程度: N因子，遠隔転移の有無: M因子) は，腫瘍

の進行度を規定する上で最も重要な臨床病理学的因子

として位置付けられている1-8。

　甲状腺癌，肝臓癌，肺癌，乳癌など多くの実質臓器

の固形癌では，T因子は主に腫瘍の大きさ (最大腫瘍径)

により分類され，N因子，M因子と共に，現行の悪性

腫瘍分類における進行度を規定する因子の一つとして

用いられている1,5-8。一方，消化管腫瘍，特に胃癌では

その進展形式，発育形態が非常に多彩であり (Figure 1)，

従来の大きさの指標である最大腫瘍径 (以下腫瘍径) で

は，腫瘍の大きさを一律に正しく評価することは難し

い9。そこで，胃癌の場合T因子は他の消化管腫瘍と同

様に，腫瘍径の代わりに深達度 (癌の胃壁への浸潤の深

さ) による定性的評価で規定されている1-4。すなわち，

胃癌において腫瘍の大きさは，一般に進行度を反映し

ないという考えが受け入れられている。

　本来，固形癌の形態 (立体構造) と大きさ (体積値)

は，腫瘍の性状を表す重要な要素である。胃癌におい

ても，仮に腫瘍の大きさ (体積値) が客観的に評価可能

で，癌の進行度を規定する重要な因子であるならば，

腫瘍体積値に基づいた新しい診断法が，病気の進行度

評価，患者予後の推定，治療法の選択などに幅広く応

用され，従来の胃癌診療に大きな変革をもたらすもの

と期待される。

　以上の観点から，われわれはコンピュータシミュ

レーションによる胃癌の新しい診断法 (腫瘍の3次元立

体構築による体積値計測法) を用いて，これまで術前術

後に腫瘍体積値を測定し，本法の意義やその臨床応用

などについて様々な角度から検討してきた。本稿で

は，過去の研究の概要とその成果を提示し，コン

ピュータシミュレーションによる胃癌の新しい診断法

の臨床的意義と将来への展望について概説する。
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コンピュータ画像解析技術の進歩

　消化管腫瘍においては，局所における腫瘍の進展状

況を評価するためには，レントゲン造影検査や内視鏡

検査による腫瘍の2次元的な広がり，表面形態，深達度

の診断が標準的な検査法となっている。しかし，残念

ながらこれら既存の検査法では，腫瘍の3次元立体構造

を把握し，その大きさを客観的に評価することはでき

なかった。

　近年，コンピュータ画像解析技術の進歩により，連

続した2次元画像データから3次元立体画像を再構築す

ることが容易に可能となった10,11。その結果，医学領域

においても3次元CT検査 (3D-CT: 3-dimensional computed

tomography)，CT画像の再構築による仮想内視鏡検査

(virtual endoscopy)，3次元超音波内視鏡検査 (3D-EUS:

3-dimensional ultrasonography) などの新技術が導入され，

多くの分野で臓器や腫瘍の3次元立体構造，大きさ，周

囲臓器との位置関係などが評価できるようになってき

た12-20。例えば，CTを用いた仮想大腸内視鏡検査は，

より低侵襲に大腸ポリープの診断を可能とし14-16，また

3D-CTは消化管腫瘍の進行度を判定し治療方針を決定

する上で，重要な術前診断法の一つとなっている19,20。

今後，コンピュータシミュレーションによる画像解析

技術の更なる進歩が望まれる。

胃癌の予後規定因子

　胃癌における予後規定因子を明らかにするため，こ

れまでに多変量解析を用いた多くの臨床病理学的研究

が行われてきた21-30。対象患者や検討因子などにおける

研究デザインの相違により，研究結果の解釈には議論

の余地があるものの，一般に深達度 (T因子) とリンパ

節転移の程度 (N因子) が胃癌における主要な2つの独立

した予後規定因子であるとされ25,26,29,30，これが現行の

進行度分類を理論的に裏付ける根拠となっている1,2。

　腫瘍の大きさ (腫瘍径) を他の臨床病理学的因子と共

Figure 1.  Macroscopic types and subclassification of Type 0 of gastric cancer
(Data from Japanese Gastric Cancer Association.  Gastric Cancer 2011; 14: 101-12.2)

Table 1.  Stage grouping of gastric cancer
(Data from Japanese Gastric Cancer Association.
Gastric Cancer 2011; 14: 101-12.2)

N0 N1 N2 N3

T1a (M), T1b (SM) IA IB IIA IIB
T2 (MP) IB IIA IIB IIIA
T3 (SS) IIA IIB IIIA IIIB
T4a (SE) IIB IIIA IIIB IIIC
T4b (SI) IIIB IIIB IIIC IIIC
M1 (Any T, Any N) IV
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胃癌の進行度分類

　TNM分類と胃癌取り扱い規約は，現在世界的に広く

普及した胃癌の進行度分類である1,2。われわれは，こ

れらの規約に基づいて病気の進行度を評価し，適切な

治療法を選択することで日常診療を行い，また治療法

の評価，施設間における治療成績の比較，新しい治療

法の開発などを目的とした臨床研究を実施している。

　これらの進行度分類の運用面において，現在2つの問

題点があると考えられる。第一は，N因子における診

断の難しさである35-37。臨床上，リンパ節転移 (特にリ

ンパ節への微小転移) を術前に確実に診断することは容

易ではない。そして，N因子は，検査法や治療法の影

響を非常に受け易いことが知られている。病理学的検

索を詳細にすればするほど，また広範囲に切除すれば

するほど新たなリンパ節転移が見つかり，その結果各

病期における治療成績が向上する現象 (Will Rogers

Phenomenon: Stage migration) は，胃癌の治療成績を比

に検討した過去の多くの研究において，腫瘍径は胃癌

の予後規定因子ではないとされてきた24-28,30。また，予

後規定因子の一つであると評価された場合でも，リン

パ節転移の程度や深達度と比べ，その重要性は低いも

のであることが報告されている29。　　

　現在早期胃癌の治療において，腫瘍径はリンパ節転

移を予測する因子として内視鏡治療の適応を決定する

際の指標の一つとなっている31-33。しかし，一般に2次

元的な腫瘍の広がりを表す腫瘍の大きさ (腫瘍径) は，

腫瘍の占拠部位とともに胃切離線 (胃切除範囲) の決定

に重要な情報となり得るものの，根治手術におけるリ

ンパ節の郭清度 (縮小手術，定型手術，拡大手術いずれ

かの術式選択) を決定するための指標として考慮される

ことはない33,34。すなわち，腫瘍径は胃癌患者の予後を

一義的に規定する因子ではなく，外科治療上も通常術

式 (リンパ節郭清度) を決定するための指標にはなって

いない。

Figure 2.  Tumor volume measured in resected tumor specimens using analysis software.

Figure 3.  Measuring tumor volume of gastric cancer by 3-dimensional computer image analysis
(Data from Kikuchi S, et al.  World J Surg 2000; 24: 603-7.9)
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Table 2.  Multivariate analysis of prognostic factors using Cox's hazard
model in 101 patients with gastric cancer
(Data from Kikuchi S, et al.  Langenbeck's Arch Surg 2000; 385: 225-8.47)

Variable P value

Operation Partial gastrectomy 0.665
Total gastrectomy

Lymphadenectomy Limitd (D1) 0.370
Extended (D2)

Macroscopic type Localized 0.858
Invasive

Microscopic type Differentiated 0.902
Undifferentiated

Location (main area of tumor) Proximal third 0.621
Middle or distal third

Depth of invasion T1 0.300
T2-3

Lymph node metastasis Negative 0.950
Positive

Tumor diameter (mm) ≥40 0.732
<40

Tumor volume (mm3) ≥2,000 0.0005*
<2,000

*Statistically significant (relative risk 18.23, 95% confidence interval
3.52−94.37)

Figure 4.  Pre-operative diagnosis of gastric cancer
(Data from Kikuchi S, et al.  Anticancer Res 2006; 26; 4641-5.51)

A. Early gastric cancer IIc:, B. Advanced gastric cancer (Type II), C. Advanced gastric cancer (Type III), D. Advanced gastric cancer
(Type IV).  a) Finding of gastrointestinal endoscopy, b) Finding of virtual endoscopy derived from the MD-CT scan.

菊池　史郎，他
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Figure 5.  A: Pre-operative diagnosis of gastric cancer
(Data from Kikuchi S, et al.  Hepatogastroenterology 2015; 62; 214-8.52)

A. Advanced gastric cancer in the remnant stomach (Type II), B. Advanced gastric cancer (Type III).  a) Finding of gastrointestinal
endoscopy, b) Finding of virtual endoscopy derived from the MD-CT scan, c) Finding of gastrointestinal radiography. d) Finding of 3-
dimensional-CT examination. Red area, tumor, tumor volume, A: 4.9883 cm3, B: 7.6476 cm3.

較評価する上で常に留意すべき問題である38-40。第二

は，分類そのものの煩雑さである。現行の規約では，

進行度は腫瘍固有の発育状況を表すT因子，転移の有

無 (N因子並びにM因子) の複数因子の組み合わせによ

り規定されるため，実際の運用上複雑な分類法となっ

ている (Table 1)1,2。このような諸問題に対応するため，

TNM分類と胃癌取り扱い規約は，いずれも1960年代に

初版が出版されて以来，検査法や治療法の変遷ととも

に何度も規定の改定が行われ現在に至っている41-45。

　以上より，検査法や治療法に影響を受けにくく，普

遍的な腫瘍固有の悪性度に基づいた，より簡便で合理

的な悪性度評価や進行度分類が確立されれば，今後の

胃癌診療において大きな意義があると考えられる。

われわれの研究: 胃癌における腫瘍の

3次元立体構築，体積値計測

　われわれは，コンピュータグラフィックス技術を用

いた胃癌の新しい診断法 (腫瘍の3次元立体構築と体積

値測定) によって，1) 胃癌切除病理組織を用いた基礎

的研究 (1995〜2003年)9,40-50，2) 胃癌の術前画像診断

(CT，3次元超音波内視鏡 (3D-EUS)) を用いた臨床的研

究 (2004〜2015年)18,51,52を行い，術前術後に腫瘍の3次元

立体構築を行って腫瘍の大きさ (体積値) を測定し，そ

の臨床的意義について検討してきた。これまでの研究

の概要とその成果を以下に示す。

1. 胃癌切除病理組織を用いた基礎的研究

①対象と方法

　1986年6月から1991年1月までに，北里大学東病院で

手術が施行された胃癌症例207例 (早期癌: 147例，進行

癌60例 ) を対象とし，その切除胃標本 (総切片数1,709

枚，1病変あたりの平均切片数8.3枚，平均切片間隔5.1

mm) を用いて一連の研究を実施した9,46-50。各腫瘍につ

いて作成された連続病理切片の2次元的な病巣の広がり

は，病理組織学的に診断後コンピュータ画像解析プロ

グラム (OZ 95; Ver. 1.0, Rise Co. Miyagi, Japan) を用いて

画像解析 (surface rendering法) を行い，腫瘍を3次元立

体構築することで体積値を計測し評価した (Figures 2，3)。

研究テーマ毎に症例を選択し，胃癌における腫瘍体積

値について臨床病理学的な検討を行った。

②研究成果

(1) 本法は，腫瘍の3次元立体構築立体構築と体積値の

計測を可能にし，従来の大きさの指標である腫瘍径

に比べ，腫瘍の真の大きさと局所における発育状況

をより的確に再現できる優れた診断法であった9。

(2) 腫瘍体積値は，早期胃癌，進行胃癌の両者において

リンパ節転移の程度と良く相関しており，転移に

関わる重要な臨床病理学的因子であると考えられ

た46,49。

(3) 腫瘍体積値を既存の臨床病理学的因子と共に多変量

解析によって検討したところ，腫瘍体積値は胃癌の

悪性度を反映する最も重要な独立予後規定因子で

あった (Table 2)47。

(4) 腫瘍体積値に基づいた新しい進行度分類を作成し生

存分析を行ったところ，本分類は既存の進行度分類

コンピュータシミュレーションによる胃癌の新しい診断法
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と比較してより合理的で簡便な分類法であることが

示された48。

2. 術前の腫瘍体積値計測とその臨床的意義

①対象と方法

(1) 3D-MD-CT (3D-multidetector row-CT) を用いた検討

　北里大学東病院における2005年9月から2006年2月

までの胃癌手術症例74例 (早期癌: 38例，進行癌36例)

を対象とし，術前にMD-CTによる腫瘍の同定を試み

た (Figure 4)51。さらに，2006年4月から2008年10月ま

での胃癌手術症例50例 (早期癌: 17例，進行癌33例)

を対象とし，MD-CTを用いて術前に腫瘍の3次元立

体構築と体積値計測を行い，その臨床的意義につい

て検討した (Figure 5)52。腫瘍の3次元立体構築，体積

値の計測は，造影CT検査で得られた3 mm間隔の連

続した2次元CT画像から，ワークステーションソフ

トウェア (Zio; Amin, Tokyo, Japan) を用い，プロト

コールに従って実施した。

(2) 3D-EUSを用いた検討

　北里大学東病院における2004年1月から2006年12

月までの早期胃癌手術症例107例を対象とし，術前

に3D-EUSによる腫瘍の3次元立体構築と体積値の計

測を試みた18。病変毎に3D-EUSの連続スキャンによ

り得られた2 mm間隔の2次元超音波内視鏡画像から，

コンピュータ画像解析システム (Endoecho system;

Olympus, Tokyo, Japan) を用い，プロトコールに従っ

て腫瘍を3次元立体構築し腫瘍体積値を計測した。

②研究成果

(1) 3D-MD-CTにより，75%の進行胃癌において腫瘍の

同定が可能であった。一方，早期胃癌や腫瘍径4 cm

未満の症例では腫瘍の同定率が低かった51。

(2) 3D-EUSにより計測された早期胃癌の腫瘍体積値

は，リンパ節転移と良く相関した。さらに，既存の

臨床病理学的因子と共に多変量解析によって検討し

たところ，腫瘍体積値は早期胃癌のリンパ節転移に

おける重要な独立危険因子であった18。

(3) 3D-MD-CTにより術前に計測された進行胃癌の腫瘍

体積値は，進行度を規定する最も重要な腫瘍固有の

臨床病理学的因子であった (Figure 6)52。

③本診断法の臨床的意義と将来への展望

菊池　史郎，他
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診断法 (腫瘍の3次元立体構築による体積値計測法) に

ついて基礎的，臨床的に検討し，その意義を明らかに

するとともに，将来の展望について述べた。胃癌にお

いて腫瘍の大きさ (体積値) が，悪性度を反映し，病気

の進行度を規定する重要な因子であるという新しい概

念は，胃癌ひいては消化管腫瘍の臨床に大きな変革を

もたらす可能性がある。今後，本法の臨床的意義が更

に多数例で検証され，消化管腫瘍の臨床に広く応用さ

れることになれば幸いである。
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Figure 6.  Survival curves for 50 patients with gastric cancer according to tumor volume (A), depth of invasion (B), diameter (C),
location (D), macroscopic type (E) and microscopic type (F).

(Data from Kikuchi S. et al.  Hepatogastroenterology 2015; 62; 214-8.52)

Five-year survival rates were: 86.8% and 57.5% in 21 patients with <10 cm3 tumor and 29 patients with ≥10 cm3 tumor, respectively;
90.4% and 52.2% in 22 patients with T1-2 tumor and 28 patients with T3-4 tumor, respectively; 82.0% and 62.4% in 22 patients with a
<50 mm tumor and 28 patients with ≥50 mm tumor, respectively; 79.6% and 67.4%, in 14 patients with tumor located in the proximal third
and 36 patients with tumor located in the middle or distal third, respectively; 77.8% and 62.6% in 31 patients with localized tumor and 19
patients with invasive tumor, respectively; and 81.4% and 58.2% in 29 patients with differentiated tumor and 21 patients with undifferentiated
tumor, respectively. Significant differences in survival were found for volume (P = 00414) and depth of invasion (P = 0.0475), but not for
diameter (P = 0.2142), location (P = 0.3254), macroscopic type (P = 0.3619), or microscopic type (0.1230).

　従来，多彩な発育形態を示す消化管腫瘍，特に胃

癌における腫瘍の3次元立体構造や腫瘍の大きさ (体

積値) は，技術的な問題もあり臨床診断に応用され

ることはなかった。われわれは，コンピュータシ

ミュレーションによる胃癌の新しい診断法を用いて

術前，術後に腫瘍体積値を計測し，胃癌において腫

瘍の大きさ (体積値) は，既存の臨床病理学的因子と

比べよりその悪性度を反映し，病気の進行度を定量

的，客観的に規定する重要な因子であることを明ら

かにした。この新しい概念を取り入れることで，胃

癌の悪性度評価，簡便で合理的な進行度分類の確立

など，今後の胃癌診療に大きな変革をもたらすであ

ろうと考えられる。

　最近，われわれと同様に胃癌の腫瘍体積値が癌の

悪性度や患者の予後を規定する重要な因子であると

する研究結果が報告されるようになってきた53-55。今

後，コンピュータ技術の革新とともに本診断法の意

義が更に検証され，胃癌ひいては他の消化管腫瘍に

対する新たな診断法として広く臨床の場で応用され

ていくことが期待される。

おわりに

　コンピュータシミュレーションによる胃癌の新しい
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コンピュータシミュレーションによる胃癌の新しい診断法

A new diagnostic method for gastric cancer by computer simulation
techniques (three-dimensional reconstruction and volumetry of tumors):

its clinical significance and future prospects

Shiro Kikuchi,1 Nobue Futawatari,2 Hiroaki Mieno,3 Hiromitsu Moriya,3 Kei Hosoda,3

Keishi Yamashita,3 Masahiko Watanabe,3 Mitsuhiro Kida,4 Katsumi Kubota5

1Department of Research and Development Center for Medical Education, Kitasato University School of
Medicine

2Department of Surgery, Sagamihara National Hospital
3Department of Surgery, Kitasato University School of Medicine
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2Department of Radiology, Kitasato University Hospital

We measured tumor volume before and after surgical treatment for gastric cancer using a new diagnostic
method by computer simulation techniques (volume measurement by the three-dimensional reconstruction
and volumetry of tumors), gave an outline about the clinical significance of the fundamental law and the
clinical application. The volume of tumor (volume level) reflected the malignancy in gastric cancer more in
comparison with conventional clinicopathologic factors and was the most important factor which prescribed
a degree of tumor stage. By this new diagnostic method of gastric cancer, the importance of tumor volume was
clarified as the new clinicopathologic factor which was more objective and quantitative than a conventional
qualitative diagnostic method. The establishment of a judgment and the simple and easy, rational progress
degree classification of the malignancy of gastric cancer is enabled by sufficiently applying a fundamental
law, and it is expected that a new method will be developed  for conventional medical management for gastric
cancer.

Key words: gastric cancer, computer simulation, tumor volumetry, stage, prognostic factor


