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は じめに

食道がんは特徴として、喫煙と飲酒

が明らかな危険因子であること、癌細

胞は胃・大腸がんにおける腺癌とは性

質の異なる扁平上皮癌が日本では多い

こと、比較的進行が早い傾向を示すこ

と、などが挙げられます。食道がんは

胃・大腸がんと比較して命に影響を及

ぼす可能性がより高い消化管がんであ

り、早い段階での発見と治療が望まれ

ます。実際、胃と大腸では表面直下の

粘膜下層までにとどまるものを早期が

んと呼ぶのに対して、食道の早期がん

とは食道表面にとどまるもののみを指

しています。

食道癌は初期には症状があまりない

ことから、健診など内視鏡検査により

発見されることが多い疾患です。近年

解像度の高い内視鏡検査機器が開発さ

れ、早期食道がんの発見や進行度の診

断が以前よりできるようになりまし

た。しかし、今日においても食物のつ

かえ感などの症状を契機に診断される

食道がんの大部分は進行したがんであ

り、これらに対してはCTやPETなど

を用いて病変に広がりを診断し適切な

治療を選択することになります。

食道癌に対する治療は、内視鏡的治

療（内視鏡的粘膜切除術、内視鏡的粘

膜下層剥離術）、外科的治療、放射線療

法、化学療法、およびこれらの組み合

わせが選択されます。内視鏡的治療は

食道表面に留まるもの（すなわち早期

がん）が対象となります。それより深

いがんを切除する場合は外科的治療の

適応であり、多くの場合化学療法を

行ったのち手術を行います。手術方法

としては以前の胸部を切開する開胸術

から最近では手術の低侵襲化を目的と

し胸腔鏡や腹腔鏡で食道を切除する鏡

視下手術やロボット手術が行われてい

ます。また病気の進行度や患者さんの

体力など複合的に検討し放射線療法、

化学療法、あるいはこれらを組み合わ

せた放射線・化学療法を行うこともあ

ります。食道は胸部の中心に存在し、

肺と心臓などの重要な臓器に取り囲ま

れる内腔の狭い器官ですので、いずれ

の治療も慎重に十分患者さんと相談し

て行う必要があります。

九州大学病院では複数の診療科が協

力して診断と治療を行っています。主

に消化管内科が診断と内視鏡的治療

を、血液・腫瘍・心血管内科が化学療

法を、消化器外科が外科的治療を、放

射線科が診断と放射線治療を主に担当

し、また臨床研究・治験も患者さんの
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同意を得た上で行っています。以下

に、九州大学病院における食道がんの

診療についてがん登録のデータと共に

詳しく説明致します。

診 断

食道癌の診断は、内視鏡検査やX線

造影検査による食道癌の広がりや深さ

の評価と、CT検査などによるリンパ

節や遠隔臓器への転移の評価により行

います。これらの検査データを詳細に

評価し、総合的に判断することで、個々

の食道癌に対する適切な治療法を選択

します。

A．食道癌の病変部評価

１）上部消化管内視鏡検査

上部消化管内視鏡検査は通称「胃カ

メラ」として認知されている検査法で

す。内視鏡検査は食道癌の発見におい

ても重要で、なかでも壁深達度が粘膜

および粘膜下層までにとどまる食道表

在癌では、約85％の症例で内視鏡検査

が発見の契機となっています。また、

これらの食道癌患者さんの半数以上は

発見時に症状を有しておらず、定期的

な内視鏡検査が食道癌の早期発見に重

要と言えます。

食道癌の治療方法の決定に病変の深

さが重要です。診断精度を上げるため

に様々な工夫が内視鏡検査においてな

されています。例えば、ルゴール液撒

布はヨード・グリコーゲン呈色反応を

応用したもので、正常食道粘膜とは異

なりグリコーゲンを有さない食道癌の

部分は不染帯として認識されます（図

１）。他にも特殊な光を当てることに

より粘膜表面の毛細血管や微細模様を

強調表示するなど特殊内視鏡も応用さ

れています。毛細血管の形状を判定す

ることで、癌の壁深達度が推測できま

す（図１）。また、超音波内視鏡検査（以

下EUS）は食道癌の壁深達度評価や食

道周囲リンパ節腫大や周囲臓器への浸

潤の有無も評価することができます。
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２）食道X線造影検査

本検査は造影剤（通常はバリウム）

を飲んで、食道に存在する病変の形状

を評価する方法です。X線検査は内視

鏡検査に比べて客観的評価が可能で、

食道癌の広がりや壁深達度を評価や手

術方法を検討するためにも有用な検査

といえます。また、気管あるいは気管

支浸潤が疑われるような場合に瘻孔形

成の有無の評価、あるいは癌のために

食道が狭窄し胃側への内視鏡挿入が困

難な場合に狭窄部より胃側の状態の確

認などができます。

B．リンパ節・遠隔臓器への転移

の評価

リンパ節や遠隔臓器への転移の有無

については、超音波検査、CTないし

MRI検査、骨シンチグラフィー、ある

いはFDG-PET検査などを用いて総合

的に評価します。

遠隔臓器への転移を評価する方法と

してはFDG-PET検査が食道癌の病期

診断にも用いられています。この

FDG-PET検査は、ブドウ糖に近い成

分の検査薬（FDG）を血管に注射した

後に、PETカメラで全身へのFDGの

分布を撮影する検査法です。これは、

癌細胞が正常な細胞よりもブドウ糖を

取り込むほど活動が活発であるという

特徴を利用したもので、癌が全身にど

の程度広がっているかを判定すること

ができます。最近では、体内の臓器の

細部まで写し取るCT検査と同時に撮

影することで、転移が疑わしい臓器や

部位をより正確に判断することができ

るPET-CT検査も活用されています。

これらの情報が適切な治療方法には重

要になります。

外 科的治療

食道がんの治療法としては①切除

術、②放射線治療、③抗がん剤治療が

あり、通常いくつかを組み合わせて治

療を行います。早期の病変の場合

（Stage 0）には内視鏡で病変部を切除

すること（内視鏡的治療；ESD、EMR）

で治療が完了することもあります。し

かし食道がんは比較的早い段階から高

頻度にリンパ節転移を来たすことが知

られ、ごく小さな病変でも場合によっ

ては手術が適応になります。食道がん

の標準的な手術法は①胸にある食道が

んを切除しリンパ節を郭清する（胸部

操作）、②胃をつかって切除した食道

のかわりに新たな食物の通過経路（胃

管）を作成する（腹部操作）、③残存食
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道と胃管を吻合する（頸部操作）から

構成される複雑で、難易度の高い手術

です。

気管や大動脈などの臓器に浸潤が疑

われる場合でも手術前に化学・放射線

療法などの治療で腫瘍を縮小させて手

術が行われます。また、食道がんが切

除不能で、通過障害を伴い食事ができ

ない場合、または気管（支）食道瘻
ろう

の

症例に対しては、バイパス術が行われ

ることもあります。

鏡視下手術（胸腔鏡、腹腔鏡）

当科では1998年以降患者さんの負担

をより軽減する目的で胸部操作を胸腔

鏡で、腹部操作を腹腔鏡で行う手術を

開始し、多くの方々にこの術式を行っ

てきました。出血量の減少（100ml以

下）、術後在院日数の短縮（中央値11日）

に寄与しています。従来の開胸開腹手

術と比べた場合、内視鏡手術の利点は

１．手術中の出血量が非常に少ない

２．創が小さく整容面で優れ、術後の

痛みが軽く早期の社会復帰が可能で

ある

３．フルハイビジョンモニターの使用

で微細な構造まで確認できるため精

度の高い手術が可能である

４．術後の腸管の癒着が軽度である

などが挙げられます。

腹臥位胸腔鏡下手術の方法

右胸に５か所、トロッカーと呼ばれ

る筒を挿入します。そのうちの１つの

トロッカーからカメラを挿入して液晶

モニターに映像を映し出し、それを見

ながらその他のトロッカーから様々な

器械類を挿入し食道周囲のリンパ節と

病変を含んだ食道を遊離し、残す食道

と切除する食道の境界を決め、離断し

ます。

ロボット支援下胸腔鏡下食道切

除手術の導入

上記の腹臥位胸腔鏡下手術に関して

は、2018年よりロボット手術を導入し

ております。手術の内容は変わりあり

ませんが、このロボット手術の利点と

して、次が挙げられます。

①術者がロボットのカメラを操作する

ことで安定した視野を確保できる

②３次元画像情報により立体的に臓器

を認識できる
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③人間の手ではどうしても発生する手

ぶれを補正することができる

腹腔鏡補助下胃管再建術

腹部にも同様にトロッカーを５か所

挿入し、腹部のリンパ節の郭清と胃の

遊離を行います。その後、腹部に４

cmほどの小切開（腫瘍の大きさと胃

周囲の脂肪の量に規定されます）を置

き、病変を含んだ食道と胃を引出し、

胃の入り口付近を含めて食道を切除

し、残った胃を管状に形成します。

胃切除後または胃に病変がある場合

は結腸や小腸を再建に用います。再建

経路としては、胸壁前、胸骨後、胸腔

内（後縦隔）経路があり、症例により

最も適する経路で再建臓器を挙上しま

す。

リンパ節郭清も重要で、通常頸部・

胸部・腹部の三領域リンパ節郭清を行

います。

頸部食道がんの手術

頸部の食道がんでは頸部食道のみな

らず通常、咽頭・喉頭の切除も必要な

ことも多く、耳鼻咽喉科医、形成外科

医と共同手術を行います。術後は声を

失うことになることもあり、術前・術

後の指導、精神的サポートが重要です。

頸部食道に限局したがんでは小腸によ

り再建されます。

腹部食道がんの手術

腹腔内の操作のみで切除されること

も可能です。下部食道切除に胃全摘が

追加されることもあります。

他臓器のがんの合併、根治的化学

放射線療法後のサルベージ手術

食道がん患者さんはしばしば咽頭が

んや喉頭がん、胃がんなど他臓器のが

んを合併しています。また、近年、食

道がんに対して、根治目的に化学放射

線療法が行われることが多く、その後

の遺残、再発に対する治療として手術

が行われることもあります。このよう

な他臓器のがん合併例の手術、根治的

化学放射線療法後のサルベージ手術は

難易度が高く、術後管理も難しいこと

が知られています。外科、耳鼻咽喉科、

形成外科、集中治療等の専門医やメ

ディカルスタッフ（専門看護師、言語

聴覚士、理学療法士など）が協力しチー

ム医療を行うことが極めて重要です。
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また、１回の大きな手術では侵襲に耐

えうることが困難な方に、食道の手術

を２回に分けて、腫瘍の切除と再建術

を分割して行うことを取り入れること

で、根治手術を行う場合もあります。

術後の経過

一般的な術後の経過

手術当日は、安全のため集中治療室

（ICU）に入室して全身管理を行いま

す。通常術翌日には一般病棟に戻り歩

行開始となります。１週間前後で食事

を開始して、２週間前後で退院となり

ます。食道がん手術は、頸部・胸部・

腹部を一度に扱うため一般的な他の手

術と比べて大きな手術となります。そ

のため、当科では外科医師・看護師だ

けではなく、他科の医師・理学療法士・

栄養士など多職種にわたるメディカル

スタッフと密に連携をとりながら、質

の高い周術期管理を行うよう取り組ん

でいます。

退院後は散歩から始めて、ご自身の

体力を考えながら運動、運転、旅行に

行くことも可能です。退院後職場へ復

帰するのは数週間から１か月くらいか

かることが普通です。食道がんの手術

後は胃が管状になり、胸の中を持ち上

げられていることから、食べ過ぎない、

食べてすぐ横にならないなど特有の注

意すべきことがあります。

当院では食道がんに対する豊富な治

療経験をもとに、病状にあった適切な

術式を選択し、周術期管理を綿密に行

うことにより安全で確実な外科治療を

提供しております。

内 視鏡的治療

食道癌は他の消化器癌に比べ早期で

もリンパ節転移を起こしてくるため、

早期癌の定義は粘膜（食道の壁の最も

浅い層）内にとどまる癌とされていま

す。粘膜層は、上皮、粘膜固有層、粘

膜筋板（粘膜層の深い所にある細い筋

肉の層）に分かれますが、癌が上皮や

粘膜固有層にとどまるものはリンパ節

転移が極めて稀であるため、内視鏡的

切除のよい適応となります。癌が粘膜

筋板に及ぶものやわずかに粘膜下層

（粘膜層の下にある層）に入ったもの

は、10-20％の確率でリンパ節転移を

認めるため、一般的には内視鏡治療の

適応ではありません。術前検査でリン

パ節転移を認めないものに対して、全

身状態を考慮した結果、侵襲がより少

ない内視鏡的治療が行われる場合もあ

ります。
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早期食道癌に対する内視鏡治療は患

者さんへの侵襲度、入院期間、コスト

の面からも外科治療と比較して利点が

あります。内視鏡治療は大きく２つに

分類されます。内視鏡的粘膜切除術

（EMR）と平成18年度の診療報酬改定

に伴い保険収載された内視鏡的粘膜下

層剥離術（ESD）です。従来法である

EMRは、病変の下の粘膜下層に生理

食塩水やヒアルロン酸ナトリウムなど

の液体を打ち込んで病変を挙上し、ス

ネア（針金でできた輪っかのようなも

の）で縛って、電気をかけて切りとる

方法です。この方法の欠点としては病

変が大きくなると分割切除（病変をい

くつかの組織片に分割して切除するこ

と）となり、不完全切除（癌を取り残

す）の可能性があります。その結果、

治療後に局所再発（切除した近くに癌

が再発すること）を起こしやすいとい

うデータがあります。一方ESDは、病

変を含めた組織を電気メスを用いて切

開・剥離していく方法で、大きさにか

かわらず、病変を一括切除（病気を１

つの塊で切除すること）が可能となり、

一括切除した組織を顕微鏡検査により

詳細に調べることにより、病気の深達

度（深さ）や転移のしやすさを正確に

診断することができるようになりまし

た。

≪治療の偶発症、後遺症≫

主な治療の偶発症としては治療中の

出血、穿孔（食道壁に穴があくこと）

があります。

また食道は狭い管腔臓器のため、

３/４周以上ある大きな病気を治療す

ると治療後に狭窄（管腔が狭くなる）

を起こす可能性があります。内視鏡機

器とデバイスの開発が進み、内視鏡技

術が向上した今日では、出血、穿孔の

偶発症に対しては、ほとんどの例で内

視鏡を用いた処置によって保存的に治

療することができるようになりまし

た。また、術後後遺症としての狭窄に

間しても、ステロイドを用いた治療と

風船のようにふくらむデバイスを用い

て内視鏡的に拡張することで保存的に
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治療できるようになりました（内視鏡

的バルーン拡張術）。

化 学療法

食道がんは、消化器から発生するが

んのなかでも、特に治療成績の良くな

い難治性の疾患です。治療法の第一選

択は手術療法であり、治癒を目指せる

唯一の治療法と考えられてきました。

しかし食道がんの手術療法は、開胸、

開腹、頸部操作を伴うため、患者さん

への負担は大きく、最も難しい手術の

一つと言えます。一方で、他の消化器

がんと比べると、放射線や抗がん剤が

比較的効きやすいがんであるという特

徴もあります。現在、食道がんに対し

ては、これらの様々な治療方法を組み

合わせた集学的治療を行うことが最も

重要と考えられており、当院でも各診

療科が連携した治療を実施していま

す。

【術前化学療法・化学放射線療法】

食道がんの広がりが臨床病期ⅡやⅢ

期で切除術を行う場合には、手術の前

に5-FUとシスプラチンの併用化学療

法（CF療法）を２コース実施すること

で治療成績が改善することが知られて

おり（JCOG9907試験）、標準治療と

なっています。術前治療としてこの２

剤にドセタキセルを追加した３剤併用

療法（DCF療法）や、上記の化学放射

線療法を行った場合の治療成績をしら

べる臨床試験（NExT試験）に当院も

参加しており、現在その結果が解析さ

れています。

【化学放射線療法】

食道がんの広がりが食道だけの場合

や近くのリンパ節のみに限られている

場合は、冒頭に述べたように手術療法

による切除が一般的です。しかし、が

んが周囲の臓器に広がっている場合

や、その他の併存疾患の影響で手術療

法が選択できない場合には、手術の代

わりの治療法として化学放射線療法が

選択されます。病巣部に対する放射線

照射に加え5-FUとシスプラチンを同

時に投与する方法が行われています。

また内視鏡的切除の対象でない臨床

病期Ⅰ期の食道がんに対しては、化学

放射線療法は手術療法と同等の治療成

績が期待できます。臨床病期Ⅱ期や食

道がんが隣接する臓器までは広がって

いない臨床病期Ⅲ期（T4を除くⅢ期）

の場合でも、化学放射線療法は手術療

法に次ぐ治療効果が得られることか
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ら、手術困難あるいは手術を希望され

ないⅡ期、Ⅲ期の患者さんへ化学放射

線療法を行うこともあります。

遠隔転移を有する臨床病期Ⅳ期の患

者さんでも、食道にあるがんのために

食べ物や飲み物が飲み込めないなどの

症状が強い場合は化学放射線療法を行

うことがあります。がんが縮小すれば

食事が摂れるようになり、生活の質の

向上も期待されます。

【化学療法】

食道がんが血液やリンパの流れに

乗って肺や肝臓などの臓器や食道から

離れた部位のリンパ節に転移している

場合は臨床病期Ⅳ期となります。この

場合には、がんを全て取り除く外科的

切除術は難しく、放射線照射も広範囲

に行うことは困難です。そのため抗が

ん剤を用いた全身化学療法を行うこと

が一般的であり、通常CF療法が行わ

れます。CF療法が効かなかったとき、

あるいは副作用や全身状態のためCF

療法が行えない場合は、免疫療法のニ

ボルマブやタキサン系薬剤（パクリタ

キセル、ドセタキセル）が有効である

ことが確認されています。残念ながら

これらの薬剤の効果は十分とは言え

ず、がんの進行を抑えるための新たな

治療法が望まれています。

このように、当院では、がんの広が

りの違いや症状・合併症など、患者さ

ん個人の状態に合わせて最も適切な治

療方法を選択していくことが重要と考

えています。

当院では、これらの治療法よりもさ

らに有効な治療法、あるいは副作用な

どの負担がより少ない治療法を開発す

る目的で多数の臨床試験を実施してい

ます。臨床試験に参加するには、事前

に病状・体調等の審査を通過する必要

があり、すべての患者さんが参加でき

るわけではありませんが、担当医から

案内があった場合には、医学の進歩の

ため協力をご一考いただけますと幸い

です。

また当院はがんゲノム医療中核拠点

病院として、標準治療が効かなくなっ

た患者さんに対してがん遺伝子パネル

検査を行い、がんゲノム医療すなわち

がん遺伝子の情報に基づいた個別化医

療の研究を進めており、食道がんの患

者さんにも参加を頂いております。

放 射線治療

放射線治療は早期癌で内視鏡治療の

適応にならない場合や、進行癌で手術
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が困難な場合、または手術を希望され

ない場合に、根治的放射線治療の適応

になります。原則として化学療法を併

用します。その他、術前照射や症状の

改善を目的とした緩和照射も適応にな

ります。

放射線治療の準備として、照射を行

う体勢で、治療計画用のCTを撮影し

ますが、その直前に内視鏡検査で病変

周囲にクリップで目印をつけ、食道病

変の範囲が同定しやすいようにしま

す。腫瘍の性質や進展形式を考慮して

照射範囲を設定し、最適な治療法、線

量分割で、照射を行います。通常１日

１回、週５回、１回につき1.8〜２グレ

イ（放射線量の単位)、総線量50〜65グ

レイ程度を６〜７週間かけて行いま

す。１日の照射時間は２〜３分程度

で、その間痛みや熱さを感じることは

ありません。化学放射線療法に用いら

れる併用化学療法は、シスプラチン＋

5-FUが標準的です。

放射線治療の副作用は治療期間中に

生じる急性期有害事象と、治療終了数

カ月後以降に生じる晩期有害事象に分

けられます。急性期有害事象として

は、照射野に一致した放射線皮膚炎、

食道炎、悪心、嘔吐、全身倦怠感など

があります。食道炎により嚥下時痛が

生じ、痛み止めや点滴が必要になるこ

ともありますが、治療終了後には改善

していきます。晩期有害事象には放射

線肺炎、食道出血・潰瘍、胸水貯留、

心嚢液貯留などがありますが、可能性

は低いです。腫瘍の潰瘍部分が深い場

合、食道穿孔、ろう孔形成が認められ

ることがあり、絶飲食で保存的に経過

観察とします。

院 内がん登録情報

2007年から2018年に九州大学病院を

初発で受診され、当院で初回の治療を

受けた食道がんの患者さんは1,380例

です。我が国の食道がん取扱い規約に

従うと、食道がんの進行度（ステージ）

はステージ０からステージⅣBに分類

されています。九州大学病院の食道が

んの院内がん登録では、当院で実施さ

れた治療内容が進行度別に集計されて

います（図１）。ステージ０、Ⅰ、Ⅱの

食道がんは、がん検診・健康診断・人

間ドック等で発見される割合が高めで

す（図２）。しかし、食道がんでは、胃

がんに比べると早期の状態で発見され

る患者さんの割合が比較的少ないこと

がわかります。

ステージ０（がんが食道の粘膜内に
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とどまるもの）の症例は368例であり、

その多くは内視鏡的治療が実施され、

一部に抗がん剤や放射線による治療や

手術が行われています（図３）。この

状態で発見することができれば、内視

鏡的治療のみで、がんを治すことがで

きる可能性があります。

ステージＩでは、手術が主に実施さ

れ、患者さんによっては、抗がん剤治

療や放射線治療も実施されています

（図３）。

ステージⅡの患者さんには、ステー

ジⅠまで比べると少し進行した状態で

あり、多くの場合は手術が施行され、

手術に加えて抗がん剤治療や放射線治

療が行われています（図３）。

ステージⅢになって更にがんが周囲

へ広がった状態で見つかった場合で

も、九大病院では多くの方に手術を

行っています。しかし、ステージⅢで

は手術だけなく、抗がん剤や放射線治

療の占める割合が高くなってきます

（図３）。

ステージⅣA、ⅣBでは、がんの転

移が広がっているために、手術が行わ

れる症例は非常に少なくなり、大半の

患者さんに抗がん剤と放射線による治

療が行われています（図３）。

図４は、ステージごとの生存曲線を

示しています。縦軸が生存割合、横軸

が治療後の時間（単位は月）です。ス

テージが進むにつれ、治療後の生存率

が段階的に低くなるのがわかります。

ただし、これらはあらゆる状態の患者

さんすべてを含む生存曲線であるた

め、個々の患者さんに対して、必ずし

もすべて当てはまるものではありませ

ん。
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食道 2007-2016年症例のうち悪

性リンパ腫以外

治療前・取扱い規約ステージ（食

道癌取扱い規約第10版）

取扱い規約について集計を行った。

2017年の改訂時に大きな変更があった

ため、2016年までの第10版と2017年から

の第11版を分けて集計をしている。

※症例２：自施設で診断され、自施設で

初回治療を開始（経過観察も

含む）

症例３：他施設で診断され、自施設で

初回治療を開始（経過観察も

含む）

※図４の生存曲線は全生存率として集

計（がん以外の死因も含む）
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61 52 40 16 1 1 171

149 85 29 20 9 6 298

54 89 122 221 98 70 654自覚症状による受診・その他・不明

図２．ステージ別発見経緯（症例区分２、３）
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図１．ステージ別症例数（症例区分２、３）

ステージ ０ Ⅰ Ⅱ Ⅲ ⅣA ⅣB 合計

症例数 264 226 191 257 108 77 1,123

割合 23％ 20％ 17％ 23％ 10％ 7％ 100％



治療前・取扱い規約ステージ（食

道癌取扱い規約第11版）
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図３．ステージ別治療法（症例区分２、３）
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図２．ステージ別発見経緯（症例区分２、３）
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