


「横浜市立大学外科治療学」を
検索

「研修医・学生の方へ」の

講義内容をクリック

「食道疾患の診断」を

クリックへ



食道癌の診断

異常の前にまずは

正常食道はどのようになっているのか？

１）形態

２）機能



食道の形態と機能

１）胸腔内での解剖学的関係

２）食道壁の構造

３）血流（動脈、静脈）の支配

４）神経の支配

５）リンパ系の支配



１）胸腔内での解剖学的関係



２）食道壁の構造



３．血流（動脈、静脈）の支配

特徴

動脈

１） 食道は単なる輸送器官であるので血管が乏しい傾向にある

２） 食道の動脈は、大動脈から最短距離をとる枝よりも、他の動脈

たとえば肋間動脈等を介した迂回した走路をとることが多い

３） 胸部／頸部／腹部にまたがっているので、上下の両端には

咽頭や胃の血流が流入する

４） 甲状腺や気管および気管支と密接に関係しているので、

これらの器官に分布する動脈と共同幹を作ることが多い

静脈

動脈とほぼ同じである



動脈 静脈



３）血流（動脈、静脈）の支配

部位による違い

１） 頸部食道

下甲状腺動脈（鎖骨下動脈）

下甲状腺静脈

２） 胸部食道

気管支動脈（大動脈または鎖骨下動脈：上部食道）

固有食道動脈（大動脈から２本：下部食道）

気管支静脈

奇静脈

３） 腹部食道

左胃動脈（腹腔動脈）

左下横隔膜動脈（腹部大動脈）

左胃静脈



４－１）神経の支配
特徴

交感神経系と副交感神経系が比較的独立した形で、

血管系とはあまり関係をもたずに分布している

１． 迷走神経（副交感神経系）

右迷走神経：右反回神経（右鎖骨下動脈を反回）

左迷走神経：左反回神経（大動脈弓を反回）

部位による違い

分布密度は後面より前面が高い

1) 上部食道

左右の反回神経の支配を受ける

2) 中部食道

神経の分布密度が最も高い。前面に左本幹、後面に右本幹が分布している

3) 下部食道

前面の右を右本幹が、後面は左本幹が分布している



４－２）神経の支配

２． 交感神経

頸部交感神経幹から直接に食道に達する枝は少なく、

一旦心臓神経を通って反回神経に乗り移ったり、

頸胸部神経節（星状神経節）から出た枝が反回神経に入り

迷走神経と交じり合って食道に入る





５）リンパ系の支配

部位による違い

１） 食道上部 1/3

気管傍リンパ節

下深頸リンパ節

２） 食道中部 1/3

気管分岐部リンパ節

後縦廓リンパ節

３） 食道下部 1/3

噴門リンパ節

胃のリンパ節





食道疾患の診断方法

１．器質的疾患の診断（癌はこちら）

１） 胸部X線

２） 食道造影

３） 食道内視鏡

４） 超音波（内視鏡超音波）

５） CT

６） MRI

７） PET

２．機能的疾患の診断（逆流性食道炎
など）

１） 食道内圧法

２） Acid clearing

３） 食道内24時間pHモニター

４） X 線法

５） 食道シンチグラフィー法



食道癌の症状と診断・病理
および病期分類



死 因

男 女
平成21
年

(2009)

平成22
年

(2010)

平成23
年

(2011)

平成24
年

(2012)

平成21
年

(2009)

平成22
年

(2010)

平成23
年

(2011)

平成24
年

(2012)

死 亡 数

悪 性 新 生 物 206,352 211,435 213,190 215,110 137,753 142,064 144,115 145,853

食 道 9,908 9,992 10,41 9,724 1,805 1,875 1,829 1,868

死 亡 率（人口10万対）
食 道 16.2 16.2 16.5 15.9 2.8 2.9 2.8 2.9

悪性新生物の死亡数・死亡率（人口10万対），性×食道癌

食道癌の死亡は横ばい！！
男性に圧倒的に多い！！



男性 女性

日本における消化器癌死亡数の将来予測

食道

動脈

食道



食道癌の症状
早期の病変では無症状が多く、進行症例では嚥下困難・狭窄症状が最も多く

他に胸痛、吐き気、

嗄声などの症状がある。



食道癌のHigh risk group

50歳以上の男性 ( 男：女＝5～7：１ ) 男性は女性の5倍以上！

常習的飲酒・喫煙者

Former flusher（飲酒して顔がすぐに赤くなる。この状態で多
量に飲み続けることが危険らしい。アルコールの代謝酵素が欠損
しているために見られる症状。）

頭頚部癌、胃癌患者

腐食性食道炎、Barrett食道、食道アカラシアを有する患者

癌の家族歴の多い者



厚生労働省の報告（平成23年） 飲酒・喫煙・運動習慣の状況，年次別

飲酒、喫煙は減少傾向！！
運動は増加傾向！！

性
平成15年
（2003）

平成16年
（2004）

平成17年
（2005）

平成18年
（2006）

平成19年
（2007）

平成20年
（2008）

平成21年
（2009）

平成22年
（2010）

平成23年
（2011）

飲 酒 習 慣 の あ る 者
男 平 均 42.9 38.2 36.7 35.4 36.6 35.9 36.4 35.4 35.1
女 平 均 9.3 7.1 7.3 6.9 7.9 6.4 6.9 6.9 7.7

喫 煙 習 慣 の あ る 者
男 平 均 46.8 43.3 39.3 39.9 39.4 36.8 38.2 32.2 32.4

女 平 均 11.3 12.0 11.3 10.0 11.0 9.1 10.9 8.4 9.7

運 動 習 慣 の あ る 者
男 平 均 29.2 30.9 30.7 30.2 29.1 33.3 32.2 34.8 35.0
女 平 均 24.1 25.8 28.2 28.1 25.6 27.5 27.0 28.5 29.2



男性において、腺がんと扁平上皮がんのリスク
が高かったのは以下の職業であった。
2014.Dec. Occupation and risk of oesophageal adenocarcinoma and squamous-cell carcinoma: The Nordic Occupational 

Cancer Study.



・食道がんのリスクが低かったのは、技術者、医師、教師、宗教
家、造園業者であった。
・6つの職業カテゴリーにおいて、腺がんと扁平上皮がんの間に
SIRの有意な差が認められた。
・女性において、食品業従事者とウエーターでリスク増加が、教師
でリスク低下が認められた。看護師と看護助手では扁平上皮が
んのリスクのみ認められた。
・男女共、ウエーターと食品業従事者でリスク増加が、教師でリス
ク低下が認められた。
・本大規模コホート研究は、職業により食道がんリスクが異なるこ
とを示したが、ほとんどの職業カテゴリーにおいて、食道がんの組
織型によるリスクの違いはみられなかった。



食道癌の診断

＊ 食道造影

＊ 食道内視鏡（最近ではNBI搭載の機種も普及している)

色素内視鏡

1)  ヨード染色（染色となっているがヨードデンプン反応を見ている）

2)  トルイジンブルー染色

3)  インジゴカルミン染色

＊ 超音波（内視鏡超音波）

＊ CT

＊ MRI

＊ PET



食道癌の病理

肉眼型

・表在癌

0-I ：表在隆起型

0-II ：表在平坦型

0-III ：表在陥凹型

・進行癌

１型 ：隆起型

２型 ：潰瘍限局型

3型 ：潰瘍浸潤型

4型 ：びまん浸潤型

5型 ：その他、混合型、特殊型、分類不能型



0-I ：表在隆起型

0-Ip （ポリープ型）
0-Ipl（丘状型）
0-Isep（上皮下腫瘤型）

0-II ：表在平坦型
0-IIa

0-IIb

0-IIc

0-III ：表在陥凹型

表在型



食道癌 １型



食道癌 ２型



食道癌 ３型



食道癌 ４型



組織型分類

上皮性悪性腫瘍

扁平上皮癌（これが日本では主流 90%）

腺癌（今後、増加していく？）欧米では1995年に腺癌が扁平上皮癌を
逆転し、2010年代では60%を占める）

腺扁平上皮癌

腺様のう胞癌

類基底細胞癌

未分化癌

非上皮性悪性腫瘍

平滑筋肉腫

その他

癌肉腫

悪性黒色腫

カルチノイド



扁平上皮癌（これが日本では主流）

腺癌（今後、増加していく？）

１．ヘリコバクターピロリの感染率低下（除菌治療、
衛生状態改善のため）

２．逆流性食道炎の増加

３．欧米では腺癌が主

４．日本でも10-20年後には胃癌は上へ、食道癌
は下へ???



Barrett 食道、 Barrett上皮

1950年にBarrettはBritish Journal of Surgeryに”Chronic peptic ulcer of the esophagus”

という論文を発表し，その中で円柱上皮に囲まれた慢性消化性潰瘍と記載した。

定義：本来の食道胃接合部より

3cm以上，全周性に円柱上皮が食道側へ進展したものをBarrett食道とする。

3cmより短いか全周性でないものは“Barrett上皮”として扱う。日本ではこれが多く

頻度：欧米では頻度が高い（年率７％ずつ増加しているとのこと。）が，我が国では低頻度
である。

成因：逆流性食道炎の修復結果と考えられ後天性の疾患である。



診断：

(A) X線診断は難しい

(B) 内視鏡診断は下部食道の縦走血管が透見される部位

(C) 病理診断は円柱上皮部の筋層が食道である所見や食道線の存在や

円柱上皮と扁平上皮が混ざり合っていることから診断可能

構成する円柱上皮はその成分によって

(1) gastric fundic type 

(2) junctional type

(3) specialized columnar type に分類される。

腺癌との関連：metaplasiaからdysplasiaを経てcarcinomaになると考えられている。

Specialized columnar epithelium typeのものは腸上皮化生を伴い、dysplasiaを
伴っており癌化の危険性が高い。



Barrett食道の病理組織学的4徴

１．食道固有組織の遺残

①扁平上皮島 胃の扁平上皮化は稀
②固有食道腺、導管 胃には存在しない
③組織学的柵状静脈 100μm＜の粘膜内静脈、下部食道括約

筋の範囲、胃には存在しない

２．円柱上皮化生に伴い新生した組織
④円柱上皮の2重化筋板（胃では稀）



Dysplasia- adanocarcinoma  sequence

Esophagitis ➜ Metaplasia ➜ Dysplasia ➜ Carcinoma

PCNA             p53              p16

Telomerase活性 K-ras          Cycline D1

Barrett食道における発生率：

McDonald 8.6%

Hawe   2.4%

Naef       8.6%

Bremner     2.4%

治療成績：

一般に食道扁平上皮癌よりBarrett食道は治療成績がよいとの報告が多い。
しかし、Barrett食道癌の方が早期発見の傾向にあるために成績が良い可能
性がある。ただし、進行した場合は予後不良。進達度MP以深では未分化癌
に要素が強くなるといわれている。



Barrett 食道癌

本来の食道胃接合部より

3cm以上は LSBE 発癌率 0.33-0.56%/year

3cmより短いもの SSBE 発癌率 0.19%/year 有病率 10-43%。

＊Barrett食道長が1cm伸びると発ガンリスクはオッズ比1.11ずつ上がる。

欧米の報告では男性は 20歳代から、女性は 40歳代からBarrett食道になる。発癌率は
男性は女性の3.5倍。エストロゲンが関与するといわれている。日本も同様の発癌率。

GERDも発癌リスクを上げる。 肥満 中心性肥満（内臓脂肪）がリスク。臀部大腿肥満は
逆のリスク。PPIはNOを低下させることで予防に有用らしい。食物繊維はオッズ比0.66で
有用。葉酸、ビタミンB6も有用。NSAIDｓ、statinも有用。

H.Pylori陰性は発癌リスクが4倍。 となると欧米のリスクを日本に応用すると今後腺癌の
増加が予測される。

飲酒はリスクを低減。喫煙は8倍のリスク。



Barrett 食道癌のリスクのまとめ

LSBE

男性

高齢

肥満

喫煙

GERD

H.Pylori陰性

大腸腫瘍

dysplasia



Barrett食道癌



小細胞がん



悪性黒色腫



癌の進行度（Stage）：食道癌取扱い規約
（日本食道疾患研究会編）

TNMの組み合わせで進行度を決定する

１） 直接浸潤（壁深達度） ： T

⇒粘膜から壁を破り周囲臓器は直接浸潤する

２） リンパ節転移 ： N

⇒臓器周囲の所属リンパ節へ転移する

３） 遠隔転移 ： M

⇒血流に乗って他の臓器（肺、肝臓、骨、脳など）に転移する

癌細胞がこぼれて、腹膜・胸膜に散らばり転移する



１０６

胸部気管リンパ節

胸部気管の前面および両側壁
に接して存在するリンパ節群

１０６－recR

右反回神経リンパ節

胸部の反回神経に沿って存在する
リンパ節群
上縁は頚胸境界
（左右の鎖骨下動脈上縁と

胸骨上縁を結ぶ線）
下縁は右反回神経反回部

左右の反回神経周囲の郭清で
反回神経麻痺をおこすことがある。



１０６ 胸部気管リンパ節

胸部気管の前面および両側壁に接して存在するリンパ節群

胸管

奇静脈

上大
静脈

迷走
神経

横隔
神経

気管

気管

食
道

食
道



進行度 Stage(旧規約）



進行度 Stage(新規約）

T0,T1a

TisはT1aの一部。



食道癌の治療方針決定までの流れ
つかえ感などの症状 症状は無く検診で異常を指摘された

内視鏡検査

異常なし
異常あり

内視鏡検査、バリウムを用いたレントゲン検査、CT検査などの精密検査

（癌の大きさ、場所、転移の有無を検査です）

血液検査（血糖値など）、心電図検査、呼吸機能検査、動脈血の酸素化など検査
（全身状態を把握する検査です）

患者様への説明、禁煙の確認

治療方針の決定



食道癌の治療、特

手術に手術となると頚部、
胸部、腹部と３つの領域を手術することになりますので、全身

状態の検査が行われます。心機能、呼吸機能、肝臓及び腎臓
機能、血糖値等です。また喫煙も重要で肺炎などの合併症を
起こさないようにするためにも禁煙を指導しています。

食道癌の患者の喫煙率はほぼ100%なのでこの指導が重要。

内視鏡治療
食道癌でも早期であれば内視鏡による切除が可能です。当

院では消化器内科に依頼し本治療を行っています。偶発症とし
て、切除に伴う出血，食道穿孔，切除後の瘢痕性の狭窄など
が報告されています。



手術療法に
ついて

食道は頚部食道、胸部食道、腹部食道に大きく分類されます。
頚部は耳鼻咽喉科と重なる部分があり、腹部は胃癌と重なる部分が大きいためここ

では胸部食道癌について述べます。
解剖学的、つまり構造上胸部食道が肋骨に囲まれた中にあるため手術も単純では

ありません。
先に記述したとおり頚部、胸部、腹部の３領域の手術になります。
通常、頚部は鎖骨の上を襟状に切ります。胸部は右の肩甲骨の下を肋骨に沿って

背中から脇にかけて切ります。腹部は上腹部の正中を切ります。最近は鏡視下手術
も施行しますので少し創の形状が異なっています。これらの手術創からリンパ節郭清
とともに胸腹部食道は全摘し，転移頻度の高い胃小彎側リンパ節を切除します。切除
した後は胃、大腸、小腸などを使って消化管を再建し、食事ができるようにします。主
に使うのは胃です。

再建経路は胸壁前，胸骨後，後縦隔（胸腔内を含む）の３経路があります。胸骨後
経路が多く施行されてきましたが、最近では高位胸腔内吻合を含めると後縦隔経路
による再建も施行するようになっています。



標準外科学 第14班



標準外科学 第14班



切除できない進行癌の場合の手術

他の内臓に浸潤していたり、肺や肝臓などの遠隔臓器へ転移している進行
食道癌の治療は，まず放射線療法や化学療法をおこないますが食道狭窄や
食道気道瘻を伴う場合、食事が摂れませんので、日常生活のレベルは著しく
低下します。

このような悪性閉塞症例に対する経口摂取や経管栄養を可能にするための
対症療法としてバイパス手術、食道ステント挿入術、腸瘻・胃瘻造設のような
治療が行われています。食道ステント挿入術は癌腫狭窄部にプロテーゼを挿
入し，内腔を拡張し経口摂取を可能とする方法です。 腸瘻・胃瘻はそれぞれ
小腸や胃にチューブを挿入し栄養をあたえる方法です。

古いデータではありますが、わが国でT4/M1（リンパ節）である切除不能食道
癌に対して施行された第II相試験では，完全奏効割合33％，3年生存割合
23％，5年生存割合17％と報告されています。



化学療法

1980年代後半よりCDDP＋5-FU（FP）療法が食道癌に対しても施行されました。
その結果，奏効割合35～66％と高い腫瘍縮小効果が報告されましたので切除不能・再発食
道癌に対する標準治療とみなされてきた。JCOG8807（CDDP70mg/m2，day1，5-FU 

700mg/m2，d1～5/q3w）が行われ、奏効割合35.9％，JCOG9407（CDDP20mg/m2，day1

～5，5-FU800mg/m2，d1～5/q4w）では奏効割合33.3％，生存期間中央値6.7カ月との第II

相試験の結果が報告されていますが，現在の実臨床では，JCOG9907 で補助化学療法とし
て用いられていたCDDP80mg/m2，day1，5-FU 800mg/m2，d1～5を4週ごとに投与するス
ケジュールで行われていることが多く、当院でも標準治療としています。CDDPの副作用は腎
毒性が有名です。

腎機能障害や，消化器毒性のためにCDDPを使いづらい患者に対しては，より腎毒性，消
化器毒性の少ないネダプラチンを用いた治療が行われます。JCOG9905-DI（ネダプラチン
90mg/m2，day1，5-FU 800mg/m2，d1～5/q4w）では，奏効割合39.5％，生存期間中央値
267日とFP療法と同程度でありましたが、血液毒性が比較的高くなることに注意が必要です。



食道癌に対する二次治療は，標準治療として確立されたものはありませんが，タ
キサン系薬剤の有効性が第II相試験レベルで報告されている。ドセタキセル
70mg/m2を3週ごとに投与した第II相試験の報告では，FP不応後の対象では奏効
割合16％，パクリタキセル100mg/m2毎週投与を6週続けて1週休薬する方法で行
われた第II相試験の結果では，奏効割合44.2％，生存期間中央値10.4カ月とされ
ています。

JCOG 食道がんグループでは，切除不能または再発食道癌患者に対し，従来の
CDDP＋5-FUに新規抗癌剤であるドセタキセルの上乗せを検討した第I / II相試験
（JCOG0807）が行われ，現在追跡中であり，結果が待たれています。
当院でもこの治療を施行しています。

化学療法の続き



化学放射線療法について

食道癌において同時化学放射線療法は放射線照射単独に比し有意に生存率を向
上させることが比較試験で証明されており，非外科的治療を行う場合の標準的治療
として位置づけられています。根治を目指した化学放射線療法の対象となるステー
ジ（UICC-TNM）は，T1-3N0,1M0の切除可能ステージ，切除不能のT4N0,1M0，およ
び一部のM1LYM症例です。遠隔転移があるとだめということです。

臨床病期II/III切除可能食道癌に対する化学放射線療法第II相試験（JCOG9906）
が実施され，完全奏効割合62.2％，生存期間中央値29カ月，3年生存割合45％，5

年生存割合37％と報告されています。
あとで提示するJCOG9907の術前化学療法＋外科的切除群の3年生存割合には

劣るものの，術後化学療法群と比べて遜色のない成績でした。



化学放射線療法の続き

ただし、この治療の問題点は晩期毒性と遺残再発症例に対する治療である。
JCOG9906では約10％の割合でGrade 3以上の晩期毒性（胸水，心嚢水，
間質性肺炎など）が生じ，4％に治療関連死が認められている。また，遺残再
発症例に対する救済手術では，周術期死亡が約8％と高い手術合併症が報

告されている。

切除可能ステージでの外科手術との比較では後ろ向き研究で手術に匹敵
するとの報告もありますが，直接の比較試験の報告はなく，現時点では治療
選択肢の一つとして，手術に適さないあるいは食道温存を希望する症例に適
応されています。当院では5-FUとシスプラチンによる併用化学療法に放射線
照射を50-60Gy同時に併用する治療法を行っています。

手術あるいは化学放射線療法の治療法の選択は患者本人の意思で最終
的には決定されることになります。



術前化学療法

2008年の米国臨床腫瘍学会などに日本から術前化学療法と術後化学療法の効果を
比較した検討（JCOG9907）が報告されました。

StageⅡ、Ⅲでは術前化学療法を施行した方が術後に化学療法をおこなったより治療
成績が改善するという内容でした。このため当院でも術前評価がStageⅡ、Ⅲとなった場
合、術前化学療法を施行してから手術をおこなう方針としました。

化学放射線療法は根治を目指せる治療ですが，有害事象にも注意が必要です。抗が
ん剤だけでも有害事象は見られます。

食欲不振，悪心，嘔吐，粘膜炎，下痢，骨髄抑制，腎毒性，食道炎，嚥下困難などで
す。

繰り返しになりますが、放射線照射を併用すると心嚢水貯留，胸水貯留，肺臓炎など
です。
治療により癌が消失し，長期生存している症例においても，定期的なフォローアップが
必要で，呼吸困難などの症状が出た場合にはすぐに病院に行くようにしましょう。



分子標的薬

他の癌腫と同様に，分子標的薬についても検討されていますが，今のと
ころ標準的となった薬剤はありません。
頭頸部癌において有効性が示されているセツキシマブは第III相試験
（RTOG0436）においてパクリタキセル＋CDDP＋放射線治療に対する

上乗せ効果が検証されています。またドイツにて，転移再発症例におけ
るFP療法に対する上乗せ効果が示唆されています。



内視鏡検査、バリウムを用いたレントゲン検査、CT検査などの精密検査
（癌の大きさ、場所、転移の有無を検査して手術前のStageを予測します）

Stage 0 Stage Ⅰ Stage Ⅱ，Ⅲ Stage Ⅲ（他臓器への浸潤）,Ⅳa Stage Ⅳb

内視鏡治療

外科治療

手術前に化学療法

化学放射線療法
放射線療法

化学療法
放射線療法

切除不能例の治療

術後化学療法

化学療法とは抗癌剤を使用する治療のことです。

Salvage手術



Stage0

StageⅠ

StageⅡ

StageⅢ

StageⅣ
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83.9%

63.1%

47.4%

32.0%

11.1%

右端の数字は５年生存率です。
当科の治療成績



食道周囲にある臓器は次のうちどれか？
正しい組み合わせを選びなさい。

１ 心房。
２ 反回神経。
３ 胸管。
４ 大動脈弓。
５ 右主気管支。

a: (1)(2)(3)(4), b: (1)(2)(3)(4)(5), c: (2)(3)(4), d: (3)(4)(5), e: (4)(5)

食道癌のhigh riskについて正しい組み合わせを選びなさい。
（１）50歳以上の女性
（２）常習的飲酒・喫煙者
（３）Former flusher
（４）頭頚部癌、胃癌患者
（５）家族歴に癌の患者がいない

a: (1)(2)(3),  b: (1)(2)(5),  c: (2)(3)(4),  d: (1)(4)(5), e: (3)(4)(5)

以下、講義スライドのアドレスです。裏に感想を書いてください。
http://first-surgery.jp/medical-internship/lecture.html



答え
a

ｃ



迷走神経

総頚動脈

反回神経



迷走神経

総頚動脈

反回神経

食道



迷走神経

総頚動脈

反回神経

右鎖骨下動脈

内頚静脈



迷走神経

総頚動脈

反回神経

食道



左胃動脈断端

食道

横隔膜

膵臓

肝臓
尾状葉

胃



食道

心嚢

左主気管支

大動脈
胸管 左壁側胸膜



食道
右胸腔



胃

頸部手術創



胸部手術創
10cm

頭側

尾側

前側



奇静脈弓

肺

上大静脈

上縦隔の景色

横隔神経



迷走神経

鎖骨下動脈

反回神経

上大静脈

横隔神経



上大静脈

右反回神経 迷走神経

鎖骨下動脈

食道

気管



右主気管支

左主気管支



左反回神経
大動脈弓

胸
管

左主気管支



右反回神経

鎖骨下動脈

食道

吻合部


