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【要旨】 
Background: pl1 または pl2 による臓側胸膜浸潤(VPI)は、非小細胞肺癌(NSCLC)≦3cm で
T分類を T1から T2に増加させる。補助療法に関して VPIに基づく修正 T分類を提案する。 
Research question: NSCLC が 3cm 以下の場合、pl1 陽性症例を T1 から T2 にアップステー
ジすることは合理的か。 
Study design and methods: 後ろ向き研究で、2001 年 1 月から 2014 年 12 月までの間で Sun 
Yat-sen University Cancer Center で外科的に切除された計 1055 人の NSCLC 症例を対象と
した。腫瘍切片は弾性線維の評価のため HE 染色とビクトリアブルー弾性染色で再染色さ
れた。無病生存率(DFS)と全生存期間(OS)はカプランマイヤー法によって計算された。サ
ブグループ解析として Cox 比例ハザードモデルを用いて、生存に対する VPI の影響をさら
に検討した。 
Results: VPI は 824 人の患者で pl0、133 人の患者で pl1、98 人の患者で pl2 と診断された。
pl0、pl1、および pl2 の患者の 5 年 DFS はそれぞれ 62.6%、60.2%、および 28.8%(p<.01)
だった。一方で 5 年 OS はそれぞれ 78.6%、74.4%、および 50.0%だった(p<.01)。予測さ
れたように、pl2 の患者の DFS と OS は pl0(p<.01)と pl1(p<.01)の患者よりもはるかに予
後不良であり、pl0 と pl1 の患者の DFS と OS はどちらも同等だった(DFS: p=.198; OS: 
p=.150)。リンパ節転移陰性の症例において、pl0 と pl1 の患者の DFS と OS は同等だった
(DFS: p=.468; OS: p=.388)が、pl2 の患者は pl0(p<.01)および pl1(p<.01)の患者よりも DFS
と OS ははるかに悪かった。多変量解析では pl2 はリンパ節転移陽性と細胞分化の低下とと
もに、独立した予後不良因子であることが示唆された。 
Interpretation: 3cm 以下の NSCLC では、pl1 の腫瘍は T2 ではなく T1 として定義されたま
まである必要がある。pl1 の症例ではリンパ節転移陰性かつ 3cm 以下の NSCLC の場合の
補助化学療法による過剰治療を回避できる可能性がある。 
 



【Take home message】 
 腫瘍サイズが 3cm 以下の NSCLC では、pl2 症例は T1→T2 にアップステージするこ

とが適切だが、pl1 の症例は T1 のままである必要がある。 
 腫瘍サイズ 3cm 以下の N0PL1NSCLC 患者での術後補助化学療法による過剰治療は避

けるべきである。 
 

 
 



 

 
 
 



 

 

Figure 1A-D, Disease-free survival and overall survival curves for the entire cohort. A, 
Disease-free survival curves for two categories of patients according to the extent of visceral 
pleural invasion (VPI) (PL0 and PL1 + PL2) in the 1,055 patients. Among these two 
categories, PL0 vs PL1 + PL2, P < .01. B, Overall survival curves for two categories of patients 
according to the extent of VPI (PL0 and PL1 + PL2) in the 1,055 patients. Among these two 
categories, PL0 vs PL1 + PL2, P < .01. C, Disease-free survival curves for three categories of 
patients according to the extent of VPI (PL0, PL1, and PL2) in the 1,055 patients. Among 
the three categories, P < .01; PL0 vs PL1, P = .198; PL0 vs PL2, P < .01; PL1 vs PL2, P < .01. 
D, Overall survival curves for three categories of patients according to the extent of VPI (PL0, 
PL1, and PL2) in the 1,055 patients. Among the three categories, P < .01; PL0 vs PL1, P 
= .150; PL0 vs PL2, P < .01; PL1 vs PL2, P < .01. 
 



 

 
Figure 2A-D, Disease-free survival and overall survival curves for the node-negative and 
node-positive subgroups. A, Disease-free survival curves for three categories of patients 
according to the extent of visceral pleural invasion (VPI) (PL0, PL1, and PL2) in the node-
negative subgroup (n = 702). Among the three categories, P < .01; PL0 vs PL1, P = .468; 
PL0 vs PL2, P < .01; PL1 vs PL2, P < .01. B, Overall survival curves for three categories of 
patients according to the extent of VPI (PL0, PL1, and PL2) in the node-negative subgroup 
(n = 702). Among the three categories, P < .01; PL0 vs PL1, P = .388; PL0 vs PL2, P < .01; 
PL1 vs PL2, P < .01. C, Disease-free survival curves for three categories of patients according 
to the extent of VPI (PL0, PL1, and PL2) in the node-positive subgroup (n = 353). Among 
the three categories, P = .096; PL0 vs PL1, P = .532; PL0 vs PL2, P = .060; PL1 vs PL2, P 
= .038. D, Overall survival curves for three categories of patients according to the extent of 
VPI (PL0, PL1, and PL2) in the node-positive subgroup (n = 353). Among the three 
categories, P = .163; PL0 vs PL1, P = .701; PL0 vs PL2, P = .083; PL1 vs PL2, P = .094. 
 



 

 
 
 



 

 


