“大腸がん”病理診断の
講演 1
最前線
よる死亡率は，男性では肺がん・胃がんに次いで大腸がんが3位，女性では1位と
なりました．このような背景を踏まえ，大腸がんの早期発見や進行度，手術適応
を判断する目的で病理（組織）診断の重要性が増してきています．
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SM浸潤距離の計測法

図2

SM浸潤距離の計測法（病理標本）
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本稿では，大腸がんに関する病理診断の最新のトピックスとして，SM浸潤がんの

200mm

近年，日本では食生活の欧米化に伴い大腸がんが急増しています．悪性腫瘍に

有茎性腫瘍

手術適応基準，鋸歯状病変の診断，リンチ症候群の診断について解説します．
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SM浸潤距離の計測法

る内視鏡的ポリープ切除術が登場したものの，SM浸潤

性か無茎性かで計測法が変わりますが，現在の追加治

によって，今では粘膜内のポリープはもちろんのこと，粘

がんでは，転移リスクの観点から追加手術として開腹に

療の適応基準としてSM浸潤度1,000μm以上を認めれ

膜下層（Submucosal Layer；SM）に浸潤している病変

よる外科的切除が実施されていました．しかしながら，

ば，
リンパ節郭清を伴う腸切除を考慮します3）．

も内視鏡で治療できる時代になりました．

SM浸潤がんでリンパ節転移が認められる割合は約10％

実際の病理診断では病変を2〜3mm幅で連続して切

大腸がんは粘膜に発生して，徐々にSMに浸潤してい

であるため ，本来であれば10人の患者のうち9人は手術

り，全ての病理標本を検索します．図2では，MMより下

きます．SM浸潤がん［P27参照］の浸潤距離とリンパ節転

の必要がないということになります．これらの治療方針に

層に約200μmの浸潤が認められます．図3は有茎性病

移の頻度を見ると，SMへの浸潤が浅い1,000μm未満で

対して現場の医師たちは過剰手術であるとの意見を持っ

変例で，SMに浸潤しているのが分かります．SM浸潤が

はリンパ節転移は認められません．1,000μmを超えたと

ており，大部分は内視鏡で治療できるのではないかと考

頭部内に限局する有茎性病変はhead invasionと呼ば

ころから転移が見られ，3,500μmを超えると約15％に認

えられはじめるようになりました．

れ，手術適応にはなりません．図3のようにhead invasion
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施されていました．ところが，内視鏡技術が発達したこと

こうした背景を踏まえ，2004年に大腸癌研究会プロ

を超えるSM浸潤がある有茎性ポリープでは，Haggitt

パ節への転移率は高くなることが分かります．1,000μm

ジェクト研究として，多施設から集積された腸管切除大腸

Level 2（頭部と茎部の境）のラインを基準線として，基

準に基づいて，先の865例の腸管切除大腸SM治療状況

未満の浅い病変の場合には，内視鏡的治療が適応とな

SMがん865例を対象とした検討が報告されました ．その

準線からの浸潤距離が1,000μmを超えた場合に手術適

を検証したところ，手術適応となる高リスク群は83.6％，

ります．

結果，全症例中87例（10.1％）にリンパ節転移が認められ，

応となります（図1）．

手術を回避できる低リスク群は全体の16.4％でした．しか

これらを精査・判断するのが，我々病理医の仕事で

うち有茎性ポリープでは141例中10例（7.1％），非有茎性

す．病理医はこのために病変の切り出しから細心の神経

ポリープでは724例中77例（10.6％）に転移が認められま

を使って病理標本を確認し，臨床にレポートを返すとい

した．また，浸潤距離で分けると，1,000μm未満では0％，

う作業を行っています．

1,000μm以上では601例中77例（12.8％）でした．つまり，

し，高リスク群の中のリンパ節転移の陽性率は14.2％で

中間リスクを設けることで
無駄な手術を減らす

あり，依然として不必要な手術が施行される可能性が高
いことが明らかになりました4）．
すなわち，手術を回避で
きた低リスク群の割合は意外に少なく，本基準は十分な

大腸癌治療ガイドライン2005年版 では，上述した基

かりました．この結果を傍証として，大腸癌治療ガイドラ

準に先進部の組織型（低分化要素の有無），脈管侵襲

その後，より高い精度での適応基準を検討している

イン2005年版 2）に追加治療の適応基準として「SM浸潤

の有無の条件を加えて，これらのうちどれか一つでも当

うちに，簇出［P27参照］が非常に重要だということが分

度1,000μm以上」という設定がなされました．

てはまればリンパ節郭清の必要ありとしました．この基

かってきたため，2009年の大腸癌治療ガイドライン5）で

恩恵をもたらしているとはいえないことが分かりました．
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1,000μm未満ではリンパ節転移が認められないことが分

2）

徒然なる
ままに。

徒然なる
ままに。
2016 No.89

検査
最新
THE
NEW WAVE トピックス
FOCUS

検査
最新
THE
FOCUS
NEW WAVE トピックス

められます1）．このようにSMへの浸潤が深くなるほどリン
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よりも下層に浸潤した場合に診断されます（図1）．有茎
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SM浸潤がんは，粘膜筋板（Muscularis Mucosae；MM）

れていました．1970年代に入るとポリペクトミーと呼ばれ
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講演を
終えて

従来，日本では全てのがんに対して外科的切除が行わ

従来，
“がん”と診断された患者は全例が開腹手術を
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“大腸がん”病理診断の最前線

図7
図4 SM浸潤距離・簇出とリンパ節転移

高度（High）でもリンパ節転移陽性率は低く，低リスクと
なります．一方，浸潤距離が1,000μm以上で簇出が軽度
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中間リスク群を手術した場合の検討
大腸癌治療ガイドライン
2005年版2）

16.4%

SM浸潤がんの追加手術適応基準に関しては，過剰手
術を限りなく減らすため，さらに精度の高い適応基準が模
出で判定する試案は，図5に示した場合よりもさらに良い結
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鋸歯状腺腫

さな扁平隆起が特徴で（図8），多くが過形成性ポリープ

の発生件数が増え，腫瘍のパターンにも変化が見られ

遺伝子にはDNAのミスマッチ修復機構（MMR）が備

に拡張しているのが分かります．これをWHO分類 7）で

ており，近年では，鋸歯状病変（Serrated Lesion；SL）

わっています．私たちは生きている間に遺伝子に傷がつ

は，逆T字型，いかり型，
寸胴型と呼ばれ，底部が拡張し

［P27参照］が注目されています．通常のポリープや大腸

く機会がたくさんありますが，傷ついた遺伝子は修復機

た，逆T字型やL字型の腺管が目立ちます．このような腺

がんのように隆起しないため発見が困難であるにもかか

構で治しています．しかし，この修復機構に生まれながら

管が右側結腸にできやすいのがSSA/Pの特徴であり，

わらず，約10％ががん化するのが特徴です．

異常があると，遺伝子が傷ついた場合，傷ついた細胞が

典型例の場合には問題なく診断することができます．

低分化型
NO

経過観察を考慮

そのまま増えてしまいます．そうなると，傷がたまっていき

また，SSA/Pは異型を伴いやすく，特に異型細胞が

から始まり，APC遺伝子，KRAS遺伝子あるいはp53遺

そのうちに細胞に奇形が生じます．つまり，がんが発生し

増殖します．これをSSA/P with cytological dysplasia

伝子などの変化が連続して起こり，がんが発生するのが

やすくなるのです．

通常のルート（図7・Aルート）でした．

SSA/Pを分子病理学的に調べてみると，BRAF遺伝

現在では，少なくとも図7に示す3つのルートが存在し

子に変異が起こるとともに，MLH1という修復酵素の遺

ていると考えられています．SL（図7・Cルート）は特に高

伝子のプロモーターにメチル化が生じることによって修

齢者に出現しやすく，がんに関しては女性に多いことが

復機能不全が生じ，種々の遺伝子異常が生じやすくなる

分かっています．図7・Bルートは，後述するリンチ症候群

と考えられています．やがて，マイクロサテライト不安定

になります．

性（Microsatellite Instability；MSI）
［P27参照］を高度

を加えました．しかし，この条件を加えても，手術をしなく

Polyps（MPs），Sessile Serrated Adenoma/Polyps

て済んだ人がたくさん手術をされてしまっている状況は，

（SSA/P）
［P27参照］，Traditional Serrated Adenomas

依然として変わりませんでした．

（TSA）の3種類が存在しています．ここでは，大腸がん
の前駆病変として注目されているSSA/Pについて解説し

SSA/Pの病変

腺底部に拡張腺管が目立つ

L字（boots様），
逆T字（inverted T，
anchor様）

逆T字

寸胴腺管

経路と考えられています（図7・Cルート）．

SSA/P診断の今後の検討課題
SSA/Pの病変は少し粘液をかぶったように見える小

   

   

ます7,8）．

（MSI-H）に引き起こし，これがSSA/P大腸がんの発生

図8

徒然なる
ままに。

徒然なる
ままに。

SLには，Hyperplastic Polyps（HPs）/Metaplastic

を行ったところ，浸潤距離が1,000μm未満では，簇出が

図8から，少しいびつに拡張した腺管が粘膜の下の方

以前に我々が見てきた腫瘍のほとんどは，腺腫の状態

は手術適応を考慮すべき因子として，浸潤先進部の簇出

そこで，簇出と浸潤の深さを組み合わせてさらに検討

（HP）より大きく，5mmを超える大きさを呈します．
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プロモーター領域の高メチル化による
がん抑制遺伝子の不活性化
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低リスク群

Serrated pathway

講演を
終えて

講演を
終えて

中間リスク群

変異
）

マイクロサテライトをもつ遺伝子の
変異による不活性化：TGF-β R Ⅱ，

宮園浩平ほか監訳：デヴィーダがんの分子生物学. メディカル・サイエンス・インターナショナル, 2012より一部改変

近年の高齢化社会と食生活の変化によって大腸がん

浸潤距離と簇出での判定

変異

果が得られていますが，詳細は割愛させていただきます．

鋸歯状病変ががん化するルート

新たな治療方針決定の試案

高リスク群

正常粘膜

で低下することが分かります（図5）．

がん

講演 ３

講演 ３
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すが，大腸癌治療ガイドライン2005年版 の分類と比較
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MMRの
変異による
不活性化

2）

索されているところです．例えば，図6に示す浸潤距離と簇
25.2%

家族性MSI-H経路
（HNPCC）

の不活性化
（17p欠失）

講演 １

講演 １

「低リスク群」
リンパ節転移陽性率
0.8%➡2.0%

染色体不安定性
（CIN）の欠陥

βカテニン

すると，手術適応となる患者の数は83.6％から74.8％にま

中間リスクを
手術した場合

がん

語句解説

語句解説

となると，全体の約75％に手術を実施することになりま
文献6）を基に作成

腺腫
の不活性化
（5qの欠失）

群の扱いが問題となります．そこで，高リスク群，低リスク
方法を変えることを提案しています．

18q欠失
（DCC，
DPC4）

変異

SM浸潤距離が1,000μm以上かつ簇出が軽度（Low）の
群だけだったリスク分類に中間リスク群を設けて，処置の

0/25
57/187
High
（0.0%） （30.5%）

一般型/
FAP型
正常粘膜

なることが明らかになってきました（図4）6）．
すなわち，

34/416
中間リスク
（8.7%）

低リスク

A

大腸がんに至る遺伝子ルート（代表3型）
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といいます．そのため，SSA/Pの病理診断のばらつきが

日本における大腸SSA/Pの病理組織学的診断基準と

大きく，どの程度の異型からdysplasiaとするのか，ある

しては，大腸癌取扱い規約第8版9）とWHO分類7）が汎用

いは違う種類の病変が見られたときに，with cytological

されています．大腸癌取扱い規約第8版では腺管が病変

臨床診断の第1スクリーニングとしてアムステルダム診

dysplasiaではなく，
「SSA/Pと通常の腺腫が見られる」

全体の10％以上の領域に認める場合に診断するとされ

断基準Ⅱ11）や改訂ベセスダガイドライン12）での基準を満

というような表現の診断は認められないのか——現状で

ています．一方，WHO分類では50％以上に認められるも

たすかを確認します（図10，11）．次に第2次スクリーニン

は消化管専門病理医の中でも診断の一致率が悪く，病

のとされています（図9）

．これらの基準については，

グとしてMSI検査と呼ばれる遺伝子検査あるいは，免疫

理組織学的診断基準に関しても統一されたとは言い難

今後病理学会などで検討していかなければならない課

染色で異常を確認することが有用になります．図12の症

い状況です．

題と考えます．

例では，MLH1蛋白は，正常部位と腫瘍部位に発現が認

図9 大腸SSA/Pの病理組織学的診断基準
大腸癌取扱い規約第8版（2013）9）

MVHPの成分が病変の50％
以下でSSA/Pの所見が連続
する2〜3陰窩を認める場合

上記の3項目のうち2項目以
上が病変の10％以上の領域
に認める場合

50%＜

10%≦

MVHP：Microvesicular type HP

PMS2遺伝子の異常が報告されています．

MLH1（+）

められますが，MSH6蛋白は，正常部位での発現は確認

リンチ症候群の診断が重要に

できますが，腫瘍部位では欠失が認められます．

遺伝性大腸がんの一つとして，
リンチ症候群が知られ

マッチ修復遺伝子検査で生殖細胞系列における変異の

ています．別名，HNPCC（Hereditary Non-Polyposis

有無を直接検査して行います．なお，本検査の実施前に

Colorectal Cancer；遺伝性非ポリポーシス性大腸がん）

は遺伝カウンセリングを行います．

リンチ症候群の確定診断は，患者の血液を用いたミス

や，Cancer Family Syndromeとも呼ばれています．
リン

病理診断が重要な役割を果たすことで，遺伝性の大

チ症候群は遺伝的要素が強く，患者・家系内に大 腸

腸がんを効率良く鑑別することができる時代になって

がん，小腸がん，胆道がん，腎盂・尿管がん，女性の場

きました．リンチ症候群は，がん発生のハイリスク状態

合には子宮内膜がんなどの悪性腫瘍発生リスクが高ま

です．発生頻度は大腸がん全体の3％程度ではあるも

ります

のの，本疾患のコントロールは，他のがんも含めたコント

．また，ミスマッチ修復遺伝子の生殖細胞系列

10）

変異を原因とする常染色体優性遺伝性疾患であり，これ

ロールにつながると考えられます．

MSH6（−）

は，遺伝子カウンセリングがきちんと行える施設で進める
必要があることを追加させていただきます．
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講演 ３

講演 ３

なお，
リンチ症候群に限らず，遺伝性疾患患者の扱い

図10 リンチ症候群の診断基準（アムステルダム診断基準Ⅱ：1999年）
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講演 ２

講演 ２

1）陰窩の拡張
2）陰窩の（不規則）分岐
3）陰窩底部の水平方向への
変形（逆T字・L字型陰窩）

MSI検査陽性症例に対する免疫染色

講演 １

講演 １

1）陰窩の拡張
2）陰窩の不規則分岐
（逆T字型，
L字型陰窩）
3）陰窩における鋸歯状構造

図12

語句解説

語句解説

7）
WHOの分類（2010）

7, 9）

までに，MLH1遺伝子，MSH2遺伝子，MSH6遺伝子，

講演を
終えて

講演を
終えて

3人以上の血縁者がリンチ症候群関連がん（大腸がん，
子宮内膜がん，
小腸がん，
腎盂・尿管がん）に罹患して
おり，
かつ以下の全てを満たしている．

THE
SEMINAR

THE
SEMINAR

文献11）を基に作成

1）50歳未満で診断された大腸がん．
2）年齢に関わりなく，
同時性あるいは異時性大腸がんあるいはその他のリンチ症候群関連腫瘍※1がある．
3）60歳未満で診断されたMSI-Hの組織学的所見※2を有する大腸がん．
4）第1度近親者の1人以上リンチ症候群関連腫瘍に罹患しており，
そのうち1つは50歳未満で診断された大腸がん．
5）年齢に関わりなく，
第1度あるいは第2度近親者の2人以上がリンチ症候群と診断されている患者の大腸がん．
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略歴

徒然なる
ままに。

徒然なる
ままに。

リンチ症候群関連腫瘍：大腸がん，
子宮内膜がん，
胃がん，
卵巣がん，
膵がん，
胆道がん，
小腸がん，
腎盂・尿管がん，
脳腫瘍（通常はターコット症候群にみら
れるglioblastoma），
ムア・
トレ症候群の皮脂腺腫や角化棘細胞腫
※2
MSI-Hの組織学的所見：リンパ球浸潤，
クローン様リンパ球反応，
粘液がん・印環細胞がん様分化，
髄様増殖
※1

参考文献

検査
最新
THE
NEW WAVE トピックス
FOCUS

検査
最新
THE
FOCUS
NEW WAVE トピックス

図11 リンチ症候群の診断基準（改訂ベセスダガイドライン：2004年）
以下の項目のいずれかを満たす大腸がん患者には，
腫瘍のマイクロサテライト不安定性（MSI）検査を行う
ことが推奨される．

文献12）を基に作成

7

2016 No.89

Series

アレルギー最新知見

Series

アレルギー最新知見

1）罹患の1人は他の2人の第1度近親者であること．
2）少なくとも継続する2世代で罹患していること．
3）罹患者の1人は50歳未満でがんと診断されていること．
4）家族性大腸腺腫症が除外されていること．
5）がんの診断が病理組織学的に確認されていること．
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