
[ 症例 1 ] 

症例提示：小林正明（新潟県立がんセンター新潟病院） 

読影担当：福山知香（佐久医療センター）、岩谷勇吾（信州大学附属病院） 

＜症例＞ 

60 歳代男性。スクリーニング目的に施行された上部消化管内視鏡検査で表在型食道癌を認

め、前医で内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）が施行された。同時に今回の病変を指摘されて

いたが、経過観察の方針であった。その後の経過で増大傾向があり、精査加療目的に紹介と

なった。 

自覚症状はなく、身体所見、血液検査所見に異常なし。CT 検査でも異常を認めていない。 

＜読影内容（前医内視鏡、紹介後初回内視鏡画像）＞ 

福山：左気管の圧排所見、切歯 30 cm の部位であることから中部食道の病変である。食道

後壁やや右側に白色調の丈の低い隆起性病変を認め、病変の境界は色調の差で明瞭である

が、立ち上がりはなだらか。病変中央に通常光で軽度発赤、NBI にて brownish な領域を有

している。経過で丈の高さが増大してきている。病変の範囲は明瞭に観察できるが、立ち上

がりがなだらかであることから粘膜下腫瘍様形態を示す病変である。比較的急峻に立ち上

がっていることから粘膜筋板より浅い部分に首座をもつ腫瘍を第一に疑う。病変内の血管

は network を有していて IPCL（ intrapapillary capillary loop）ではなく SECN

（subepithelial capillary network）と思われる。以上より表層には上皮性腫瘍を疑う所見

が認められないことから、上皮深部にできた腫瘍と思われ、顆粒細胞腫、Basaloid 腫瘍、

低異型度の食道扁平上皮癌を鑑別に挙げる。 

岩谷：背景の粘膜には通常の扁平上皮癌を疑う所見はなし。上皮直下を主体に発育した腫瘍

で、特殊型の食道癌を疑う。Basaloid 腫瘍、低分化型癌、内分泌型癌、腺様嚢胞腺癌、腺扁

平上皮癌、表皮癌などが鑑別に挙がる。短期間での増大を考慮すると癌を疑いたい。 

高橋（佐久医療センター）：生検の部分がつぶれていてやわらかい印象があり NEC やリン

パ腫などのやわらかさの出る病変を鑑別に加えたい。 

＜読影内容（NBI 拡大）＞ 

福山：腫瘍表面に斑状に拡張した血管を認めている。上皮が薄くなっていて、乳頭様構造が

ほとんどなく IPCL の認識はできない。上皮下にある血管が圧排されているようであり、血

管自体は明らかな口径不同は認めていない。血管の透見されない部分は上皮が厚く残って

いる部分と思われる。拡大所見からは通常読影所見と同様の鑑別と変わらない。 

岩谷：病変口側を中心に認められる血管は、上皮直下に network を有する異型に乏しい血

管であり、正常血管が腫瘍により圧排されている血管と考える。病変肛門側に他の血管より

太いシアン調の樹枝状血管を認めていて、この部分では SM 深部浸潤を疑う。リンパ腫で

あれば多発する可能性があり、短期で増大していることを考慮すると NEC や低分化型癌を

鑑別の上位に挙げたい。 

竹内（長岡日赤）：病変は平坦な隆起で周囲が白色で中心が赤く、色の変化は上皮の厚さに

よるものと思われる。丈の高さより顆粒細胞腫は鑑別にあげなくても良い。非腫瘍性の

IPCL が病変辺縁や病変内に一部に残っている。病変内の細い血管を詳細にみると一部に口



径不同を疑う部分もあり、きれいな SECN よりは腫瘍内血管を疑いたい。肛門側のシアン

調の血管の深度は深いところではないのではないか。上皮性腫瘍の変化がどこにもないた

め、やはり上皮直下の腫瘍で NEC を第一に疑いたい。 

平澤（仙台厚生病院）：内視鏡で観察できる血管はつながりを追うことのできる血管であり、

SECN をみているものと思わる。浅い部分の血管に関しても拡張してくるとシアン調に見

えると考えられ、病変肛門側に認められる血管はやはり深部の血管ではなく上皮下の血管

をみているものと思われる。 

小山（佐久医療センター）：病変内にみられる血管は、血管密度が低下してきていて、SECN

ではないと考える。正常の SECN であれば上皮に密度をもって酸素の供給をしているため、

病変内血管は SECN としては密度が低いこと、走行不整と一部に口径不同もあることから

腫瘍内血管をみていると推察する。 

＜EUS＞ 

福山：病変は低エコー腫瘤として認識されている。病変の主体は上皮と粘膜下にあるものと

思われる。 

岩谷：粘膜下層が保たれているので上皮下主体の病変である。 

＜最終診断（ESD 標本）＞ 

0-Isep, 8x4x2 mm, Squamous cell carcinoma (por) with lymphoid stroma, T1b (SM1 < 

200 μm), ly 0, v 0, pHM0, pVM0 

＜病理解説＞ 

小林：EVB 陽性のリンパ球浸潤を伴う低分化な SCC であった。再表層の腫瘍露出部分は認

識できなかった。 

下田（静岡がんセンター）：上皮内の癌は認められていない。標本の一部で EP につながる

ように見える部分もあるが、しっかりとした EP 癌は認めていない。筋板を追うことができ

ない部分があり、深達度は SM である。 

＜Discussion point＞ 

竹内：Lymphoid stroma を病理上認識できるか。 

下田：明らかなリンパ濾胞はないが、リンパ球の浸潤は認めていて、リンパ球浸潤癌として

よいであろう。どこかに小さな EP 癌があった可能性を考えたい。 

平澤：NBI 拡大で見えていた血管は上皮下の血管でよいと思うが、どの深度まで観察可能

なのかどうかは言及できない。 

下田：内視鏡でみていた血管は上皮内の血管をみている可能性もあるが、やはり言及は難し

い。少なくとも IPCL に相当する血管は認めていない。 

小山：SECN は内視鏡で確認できたものが病理で対応されて認められている。読影で指摘

した口径不同のある血管は腫瘍内の血管をみていたものと推察する。 

土山（石川県立中央病院）：血管を食道学会分類ではどのタイプにあたるのか、観察できて

いた血管は R 血管なのか。 

小山：食道分類の type B2 血管であり、細かな network がなく R 血管とは言えない。 

最後に佐久より症例報告となった NEC 症例の type R 血管を提示して頂いた。 



 
 

 

 

 



[ 症例 2] 

症例提示：宮島沙織（石川県立中央病院） 

読影担当：山里（東京都がん検診センター）、小澤（総合犬山中央病院） 

＜症例＞ 

60 歳代女性。2015 年に胃体上部の早期胃癌に対して ESD を施行。その後の定期検査の

EGD にて胃体下部大彎に病変を認めた。2015 年に除菌治療が行われている。 

自覚症状はなく、身体所見、血液検査所見に異常なし。 

＜読影内容（通常観察・生検 3 ヶ所後）＞ 

山里：背景粘膜は褪色調で血管透見もあり、萎縮粘膜である。その口側には胃底腺と思われ

る発赤粘膜を認め、萎縮境界付近の内視鏡像である。その萎縮境界付近に存在する境界不明

瞭な発赤病変であり、内部に褪色部分とわずかにひだ集中像を認めている。インジコカルミ

ンで凹凸がはっきりしてくるが、やはり境界が不明瞭である。わずかな発赤隆起した病変と

して認識できるが、一部で境界が不明瞭であり、周囲にある褪色部分までが病変かどうかは

拡大を含め詳細に観察していきたい。萎縮粘膜を背景とした分化型癌Ⅱc を主体とした病変

と考える。 

小澤：除菌後で背景に萎縮があり、F/f 線の境界部分であることから、胃底腺粘膜の島状の

取り残しの可能性を念頭において読影する必要がある。病変は陥凹を主体とした淡い発赤

した粘膜内Ⅱc 病変と考えるが、通常提示画像では境界はよみきれないため、近接した画像

で読み込んでいく必要がある。低分化型癌の発生もあり得る領域であり、この点にも注意し

ていく必要がある。 

＜読影内容（NBI 拡大）＞ 

山里：後壁側は細かな構造を主体に血管も細かな異型血管（走行不整、口径不同のある血管）

であり、腺窩辺縁上皮の乱れた部分にうより周囲との境界を認識可能であり、分化型癌を疑

う。肛門側は周囲に密度の低い pit 様構造を認めていて、陥凹部に一致腫瘍の露出があるも

のと思われる。肛門側隆起部分は上皮模様が大きくなり、少しつるっとした感じがあり、分

化型腺癌ではあるものの、この部分では異型度が低くなってきていると考える。口側部分は

構造の密度が高くなってきていて、血管も他の部位より異型が強い細かな血管が密度高く

認めており、この部分では高異型度の分化型癌を疑う。腫瘍は tub1 が中心で、tub2 や por

の成分はないと考える。 

小澤：動画が欲しいのと、境界を意識した画像が欲しいところである。周囲は腸上皮化生を

背景とした部分と化生の少ない胃底腺を背景にした部分が混在している。拡大所見からは

境界の判断は難しいが、病変と思われる部位の構造には不整さがあり、方向性や配列の乱れ

があることから上皮性腫瘍と考える。肛門側隆起部分では white zone も認められなくなっ

ていて、上皮が引き伸ばされているような所見があるが、構造の認識は可能であり、分化型

癌で良いと考える。口側部分は他と構造が異なるが、構造はしっかりと保たれており、この

部分もやはり分化型癌で良いと思われる。腫瘍内に light blue crest（LBC）を呈した構造

を所々に認めているが、腫瘍辺縁を中心に分布していることから腸型形質を発現した腫瘍

というよりは化生変化の取り残しを疑いたい。白色不透明物質（WOS; white opaque 



substance）を認めていることから腸型形質を有する癌ではないか。 

柴垣（島根大学）：後壁部分は分化型癌と思われる。肛門側隆起部では腺構造が癒合し、white 

zoneも不明瞭化していて tub2以上の病変と考える。口側も tub2を主体とした病変を疑う。 

小林：境界がしっかりおえるかどうかが重要であり、今回提示の画像では境界をどのように

おいていいのかわからない。 

八木（魚沼基幹病院）：提示画像としては画面半分が非癌、画面半分が癌という画像を提示

頂きたい。前壁側では萎縮した胃底腺が残っている腫瘍である。また、腫瘍内に LBC を有

している部分があり、CD10 を発現した腸型腫瘍ではないか。 

＜術前診断＞ 

宮島：後壁側は irregular MV (microvascular) pattern + irregular MS (microsurface) 

pattern with a demarcation line (DL)で分化型癌。肛門側は absent MV pattern + irregular 

MS pattern with a DL であり、分化型とは違う特殊なパターンを疑った。口側は absent 

MV pattern + irregular MS pattern with a DL + WOS を疑い、分化型癌と判断した。肛

門隆起部の血管が認識できない部分は NBI 併用 Endocytoscopy に irregular MV を視認で

きた。最終的に irregular MV pattern + irregular MS pattern with a DL が主体の病変で

あり、4 cm 大、cM/SM1 の分化型優位の癌と考え ESD にて切除を行った。 

＜最終診断（ESD 標本）＞ 

Early gastric cancer, 0-Ⅱc+Ⅱa, 40x23 mm, carcinoma with lymphoid stroma > tub1, 

pT1a(M), pUL0, Ly0, V0, pHM0, pVM0 

＜病理解説＞ 

宮島：腫瘍の一部では粘膜深層に EBER-ISH 陽性のリンパ球浸潤を認めており腺管構造が

認められておらず中分化～低分化癌の所見であった。また、別部位では腺管構造を有する高

分化型癌の所見であった。 

下田：組織型が混在した腫瘍で、分化型優位ではあるが、高分化、中分化および低分化が混

在している。また、EB 陽性のリンパ球浸潤を認めている。表面が焼灼の影響で崩れてしま

っていて、詳細な対応が難しい。背景粘膜は、完全型腸上皮化生を背景にした胃底腺粘膜と

腸上皮化生のほとんどない胃底腺粘膜が認められている。また、癌の中にも非腫瘍性粘膜が

混在している。粘液形質は MUC5AC 陽性、CD10 陽性、MUC2 陽性で胃腸混合型の腫瘍

であった。 

＜Discussion point＞ 

宮島：後壁側部分は最表層に腺管構造を有しているが、深部ではリンパ球浸潤が認められ、

腺管構造が破壊され、低分化型癌であった。このため、同部は内視鏡で MV の視認が難し

かったのではないか。肛門側では表層に一部低分化癌、印鑑細胞癌やリンパ球浸潤を中心に

認められており、同部の内視鏡観察における MV の視認性低下の原因ではないかと考察し

た。この部分は胃型腺癌であった。口側部分は低分化型腺癌の典型的な側方伸展部分であり、

最表層は非腫瘍上皮で覆われており、粘膜中層～深層に低分化型癌を認めていた。 

竹内：Lymphoid stroma といえるような病理像であるのか。 

小澤：リンパ球浸潤は除菌後にどの程度改善するものか。 



下田：リンパ球浸潤癌はもう少しリンパ球の浸潤が多いため、lymphoid stroma というよ

りは EB 関連のリンパ球浸潤のある胃癌というべき症例。通常は除菌後速やかにリンパ球

浸潤が消失するため、やはり本症例は除菌後であるのにリンパ球浸潤は強いと考える。 

 
 



[ 症例 5] 

症例提示：篠原知明（佐久医療センター） 

読影担当：前田有紀（仙台厚生病院）、竹内学（長岡赤十字病院） 

＜症例＞ 

60 歳代女性、18 年間潰瘍性大腸炎にて Mesalamine と Azathiopurine にて寛解維持療法

中。定期サーベイランスの下部消化管内視鏡検査にて肛門管に白色平坦隆起を認めた。 

＜読影内容（通常光画像）＞ 

前田：扁平上皮と円柱上皮の境界部分に病変を認める。病変は円柱上皮側に褪色の扁平上皮

の伸びだしとして認識され、丈の低い平坦な褪色の隆起（Ⅱa）である。色調の差で境界明

瞭であり、病変内に扁平上皮に認められる IPCL と似たがドット状の血管を認めている。大

きさ 2 ㎝程度の Herrmann line より円柱上皮側に伸び出した境界明瞭な白色調の 0-Ⅱa の

病変で、扁平上皮癌、深達度 LPM を疑う。 

竹内：白色調の病変であり、病変内での白色の程度に差があることから腫瘍性の変化と考え

たい。鑑別として、食道で認められる角化を有する良性の変化と同様の良性・炎症変化も挙

げられる。 

小澤：良性であれば epidermization を鑑別に挙げたい。 

＜読影内容（NBI 拡大画像）part A, B, C and D＞ 

小澤：NBIではきれいな IPCLが観察され、一部ではAVAも認められており、epidermization

ではないと判断する。 

前田：Part A には拡張した IPCL が認められていて、周囲の規則正しく縦にならぶ type A

血管と比較すると血管の拡張や配列の乱れがあり、腫瘍は type A よりは異型が強い血管か

ら構成されている。Part B は表層の角化が強く血管がほとんど見えない領域である。肛門

側境界は色調の差から容易に認識可能である。Part C は典型的な type B1 血管を認めてい

て内部に小さな AVA を形成しはじめている。Part D 領域は type B1 血管より構成される

small AVA が集簇した領域である。AVA small を集簇して形成する良性疾患はないので、扁

平上皮癌と判断する。Part A 部分の血管はやや異型に乏しく、type A に近い血管ではある

が、Part D の所見より全体を扁平上皮癌と判断する。拡大の血管所見からも深部浸潤を疑

う所見は認められず LPM 相当までの癌と考える。 

竹内：病変より少し離れた部分にも白色調の内部に血管が目立つ領域があること、食道の典

型的な type B1 血管とはいいきれない血管所見であり、炎症後の変化をみている可能性が

ある。血管は密度が高く、拡張も認めているが、口径不同に乏しく、type B1 血管とはとれ

ない。Part C では非ループの血管ではあるが、口径不同に乏しく、やはり炎症を疑いたい。 

赤松（須坂病院）：尖圭コンジローマなどの扁平上皮角化を伴う良性疾患を鑑別に挙げたい。 

土山：肛門扁平上皮癌の血管所見は食道の IPCL の所見と同様であり、今回の症例は IPCL

の異型に乏しく、癌は否定的と思われる。 

前田：尖圭コンジローマであればもう少し乳頭状の隆起が目立つのではないか。 

岩谷：全体的に IPCL の配列が規則的であり、癌よりは炎症を疑いたい。しかし、尖圭コン

ジローマとしては平坦であり、典型的ではない。背景に潰瘍性大腸炎があり、炎症細胞浸潤



により血管の異型がみられている可能性もある。 

小林：Small AVA 内に IPCL 様の所見は通常認められていいものなのか。 

前田：食道の SCC の場合は AVA 内に IPCL 様の所見がでることは比較的多く経験される。 

＜術前診断＞ 

篠原：白色調の平坦領域であるが、色調の差で境界が明瞭であること、食道扁平上皮癌にみ

られる IPCL と同様の血管を有することから、直腸肛門管扁平上皮癌と術前診断した。Part 

C の部分に関してはやや厚みがあり、深達度が少し深い可能性を考えた。NBI 拡大所見で

は Part A を IPCL B1 like 血管、Part B は角化による血管視認困難、Part C は B1>B2 like

血管、Part D は AVA-small like と診断した。 

＜最終診断（ESD 標本）＞ 

Anorectal squamous cell carcinoma, Rb-P, 0-Ⅱb, 32x33 mm, Tis, ly0, v0, HM0, VM0 

＜病理解説＞ 

篠原：Part A 部分は扁平上皮癌の乳頭内血管が B1 like に見えていたと思われる。Part B

は角化層が病理上はわかりにくく、Part A と比較して乳頭内血管の状態は同様に見える。

Part C 部分はやや隆起していたが、癌自体の厚みはなく、上皮下のリンパ濾胞により軽度

隆起していたと判断する。上皮内乳頭血管は Part A, B と比較すると斜め方向への伸びだし

があり、一部で乳頭を押し分けるような部分を呈していて、内視鏡での B2 like 血管を反映

していたものと思われる。Part D では Part C と比較してさらに乳頭を押し分けるような

扁平上皮癌の塊がでてきていて内視鏡での small AVA を呈していたものと判断した。免疫

染色 p16 が陽性から、HPV 関連の扁平上皮癌と診断した。 

塩澤（佐久医療センター）：Part A は上皮内にやや拡張した毛細血管が密に認められ、血管

が目立っている。Part B は組織上、厚くはないが錯角化を認めている。表層に分化傾向が

あり、顆粒層が出現し、核周囲に空胞化も出現し HPV 関連の変化を疑いたい。Part C では

さらに拡張した血管を認めている。Part D は上皮突起の幅が厚くなり血管密度が低下して

いる。腫瘍は食道であれば LPM 相当の発育形態である。 

＜Discussion point＞ 

岩谷：腺上皮領域にできた腫瘍であるのか。癌が腺上皮内の扁平上皮化生より発生したのか、

肛門管より発生し腺上皮側に伸び出したものなのか。 

塩澤：扁平上皮と腺上皮の境界を明確には示せないが、粘膜筋板が残っている部分を多く認

め、腺上皮領域に腫瘍の首座を認めている。はっきりはしないが、肛門管より発生した扁平

上皮癌が腺上皮側に伸び出したのではないかと推察する。 

八尾：組織上も一部には癌ととれない dysplasia 相当の部分もあることから、HPV 関連の

尖圭コンジロームを背景に腺上皮側へ進展し癌化していった病変と思われる。 

竹内：食道扁平上皮癌と比べ乳頭の幅が広いと思われ、肛門管という部位の影響なのか。 

塩澤：痔静脈がある部位であり、血管の鬱滞がある可能性はある。 

篠原：肛門管内の境界診断が難しく、注意が必要である。また食道 IPCL をこの部位に適応

できるのではないか。今後、症例を蓄積していきたい。 



 


