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食道痛の縦隔リンパ節転移の診断およびその治療法として,経 気管的に分岐部後壁を注射針で努通し,

造影剤および制癌剤を注入する方法を雑大において基礎的検討を行った。分岐部に注入された油性造影剤

は107番リンパ節を介し, リンパ管内を上行し, 縦隔リンパ節の造影が可能であった.ま た注入された造

影剤は分岐部より上方では食道気管間隙を上行, 下方では食道外側を下行し, 食道周囲の情報が得 られ

た。同様にブレオマイシンを注入すると縦隔内リンパ節では最高3.1▼gの 濃度が得られ, 24時間後 でも

0.4rた以上を保っていた。本法による制癌剤の投与は全身投与に比して,肺 への移行も少なく,縦 隔リン

パ節に選択的に高濃度とりこませることができた。

索引用語 :食 道癌,縦 隔 リンパ節転移,経 気管的縦隔造影,縦 隔内制癌剤注入,リ ンパ節造影

緒  言

今日の食道痛治療に際し,予 後向上を図るには縦隔内

リンパ節転移および上縦隔内再発に対しての正確な診断

と治療法の対策が必要である。1971年から5年間の剖検

集報によると食道癌術後再発死亡例のリンパ節転移部位

は頚部30,4%,傍 気管20,8%ヵ肺門18.8%,気 管分岐部

11.7%,以 下後腹膜,傍 胃,傍 膵とつづき, とくに頚部

から縦隔にかけての再発死亡例の頻度が高い。

頚部 リンパ節に対して近年では,片 側あるいは両側頚

部 リンパ節廓清術
1)が

検討されているが, 縦隔 リンパ節

に対しては手術操作上,完 全なリンパ節廓清は困難であ

る。したがって今日では縦隔内リンパ節転移に対する対

策として,術 前の照射および術後の照射,制 癌剤などの

全身投与の方法がとられている.

また縦隔 リンパ節転移の術前診断法としては胸部X線

像,脈 管造影法,縦 隔鏡などが施行されてきたが,最 近

では CTに よる報告
2)がなされている。しかし縦隔鏡は

術前患者への全麻下検査という負担,CTに ついては性

能上 からくる読影の問題点が今後 の検討課題と考えら

れる。食道癌治療分野においては,こ のように縦隔内リ

ンパ節転移に対する診断,治 療の点で早急に解決してい

かねばならぬ問題を残している.そ こでわれわれは術前

患者への負担も軽く,合 併症もなく容易に施行できる縦

隔 リンパ節転移の診断と治療法として,経 気管的に縦隔

内に造影剤および制癌剤を注入する方法
3)を

検討してき

たので,今 回は動物実験における若子の知見について報

告する。現在臨床例を重ね検討中であるが,本 法はリン

パ節造影および縦隔 リンパ節への制癌剤の高濃度接触を

期待できるほか,食 道痛の深達度診断にも有効と思われ

る。
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実験方法

体重 7～10kgの 雑大にネンブタール麻酔を施行後,

ファイバーまたは硬性の気管支鏡を挿入する。次いで気

管分岐部にて後壁膜様部を針先の長さをltlmmに調節し

た21ゲージの特注針で穿刺する。この時針先が完全に気

管壁を貫通するように心掛ける (写真 1)。 そこで造影

剤を1・5mlゅ っくり注入する。 針先が貫通 しておらず

気管壁内にある場合には Qlladdleを形成したり, 気 管

内腔への漏れがみられるので,こ の場合には針を手元で

ねじるようにすると完全に針先は質通する。造影剤には

LiPiodoIぉょび Myodilの 油性造影剤を使用した。待」

第刺前    穿 刺中    穿 刺後

癌剤はブレオマイシンを Liplo‐BLM)Regular_BLMの

型で同様の方法で22.5mg(1.5ml)を と入した.以 後,1

造影剤注入犬では経時的に造影剤の流れをX線 上で追求

し, 6時 間,12時 間,24時 間, 2日 , 4日 , 5日 , 7日

で屠殺し,縦 隔内リンパ節を全部易J出した.易U出された

リンパ節はX線 撮影と Sudan I染色 により, リ ンパ節

内の造影剤の分散程度を検討した。

ブレオマイシン注入犬では6時間,12時 間,24時間で

屠殺し,縦 隔内の全ての リンパ節を易J出し,さ らに肝,

肺の一部を切除し, BiOassey法にて BLM濃 度を測定

した.な お肝は右葉,肺 は右中葉を, リンパ節は周囲の

脂肪組織を十分に除去し測定した。また血中の BLM濃

度も経時的に BiOassey法で測定した.

成  績 F

居殺後の縦隔内易J出リンパ節のX線 撮影により,そ の

造影効果を写真 2の ように3段階に分類した。易」出リン

パ節は食道癌取り扱い規約
4)にしたがい, リ ンパ節番号

毎に分類し,各 リンパ節群の造影効果を検討した。なお

軽 度

各 リンパ節のレ線造

上気管気管支 リンパ節は傍気管 リンパ節106番より分離

し,別 の群として取 り扱った.各 リンパ節群における造

影効果を図 1に示す。 造影剤が注入された分岐部107番

リンパ節では高度,軽 度が各25%づ つみられ,造 影効果

のみられない リンパ節が 6■,50%に みられた。ほかの

リンパ節群でも高度,軽 度の造影効果をみたのは50～59

%に 認められた。 高度の造影効果の得られた頻度は107

番がもっとも高く,次 いで106番, 109番, 104番の順で

あった。

またこの易」出リンパ節内への造影剤のとりこまれの程

度を Sudan亜染色をもちいた組織所見 から4段階に分

類し検討した。 I度 としたのはヨントロールのリンパ節

であり, リンパ節内には赤色の脂肪滴はほとんどみとめ

られないか,わずかにみとめる程度であり,IV度はリンパ

節内全視野に赤色の脂肪滴をびまん性にみとめるもの,

中間を I度, I度 と油性造影剤の分散程度を分類した。

この分類で縦隔内各 リンパ節群における造影剤の分散

をみると (図2),107番 では I度はみられず,IV度 16.7

%,皿 度25%,I度 58,3%であった。ほかのリンパ節群

ではⅣ度,工 度, 1度 の頻度は60～86.7%に観察 され

た。とくに106番,104番ではIV度, 皿度の分散程度を示

した リンパ節の頻度が107番より高く, 気管分岐部を穿
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図 2 各 リンパ節内造影剤の分散程度

図 3  リ ンパ節内造影剤分散程度と経過 ( 1 2頭)

xI度 △Itt O工皮 。雨長

通して注入された造影剤が確実に深頚部 リンパ節まで流

れていくことがわかる.そ こで経時的に各 リンパ節群へ

の造影剤の分散を追求 してみると (図3),深 頚部 リン

パ節においては造影剤注入後 6時間ですでにIV度の症例

がみられ, 7日後 でもIV度のリンパ節 が観察 されてい

る。しかしこのような症例の分岐部 リンパ節は亜度,IV

度を示していた.分 岐部 リンパ節がI度 の分散しかみら

れなかった症例では,ほ かのリンパ節群もI度からI度

にとどまることがほとんどであった。したがって分岐部

を穿通して直接107番リンパ節内に針先が入り, 造影剤

を注入することが リンパ節造影のためには重要であり,

リンパ節内に直接注入された造影剤は早急に各 リンパ節

群に流れていき, しかも一担とりこまれた造影剤は長く

リンパ節内に停滞すると考えられる.

つぎに同様の方法でブレオマイシン投与の成績につい

て述べる。体重 7～10kgの雑大に BLMを 22.5mg(1.5

ml)注 入し, 6時間, 12時間, 24時間後の縦隔内リン

パ節および肺,肝 のブレオマイシン濃度を測定した (図

4).各 リンパ節では6時間,12時間,24時間でもほとん

どが0.4▼g以上のブレオマイシン濃度が得られ,最 高で

図 4 リ ンパ節及び臓器内 BLM濃 度

隅
弱 捗払名抑埼紀r都漱後

図 5 BLM 血中濃度 (犬)

完管分虫都桜八
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3.lr/gであった。前縦隔 リンパ節では24時間後でも0・6

r/g以上の高値を示していた.肺 においては肺門部 リン

パ節に比して明らかに低い濃度であり,本 法によるブレ

オマイシンの投与は肺への移行が少ないと考えられる.

分岐部 に注入 されたブレオマイシンの血中濃度 (図

5)を みると, Regular‐BLM,LiPio‐BLMと もと入後

30分でピークを得て, 4時 間までは1・0ツml以 上の濃度

を示した。 LiPio‐BLMに 比して Regular‐BLMの 方が

やや血中濃度としては高い傾向がある。

写真 3は雑犬の分岐部に注入された油性造影剤の拡ろ

がり方を示す。MyOdil l・5mlと 入直後では分岐部を中

心に造影剤のたまりをみるが,一 部は食道と気管の問隙

を上行している.51時 間後にはわずかに傍気管 リンパ節

がうすく造影されている。

写真4の 51時間後の像では右上気管気管支 リンパ節と

気管前面の傍気管 リンパ節が造影されている.

写真5は 注入12時間後であり,分 岐部より上方では気

管と食道の間に造影剤の上行を認め,下 方では食道の外

! xxxx o ^o*
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側を線状の輪郭を描き,食 道造影を加えることにより,

食道周囲の情報が得られている.

考  窯

進行食道癌がいまだ圧倒的に多い現在,食 道癌症例の
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食道内腔面の診断とともに外側への癌の進展, リンパ節

転移状況などの術前の診断は治療上重要であり,的 確な

診断がなされれば予後向上のための大きな因子になると

思われる.

われわれは食道癌 の縦隔内リンパ節転移に対する診

断, 治療を目的に, 気管を中心とした縦隔の膜性構造
5)

に着目し,独 自の発想のもとに経気管的縦隔造影法を検

討してきたも

従来報告 されてきた縦隔造影法 は気体 を使用 した

PneumomediastinograPhyが主体 であった。 その気体の

刺入部位としては COndOrelli,L.によリー般化された胸

骨上寓法
6ちそのほか椎骨横突起問法

7),胸
骨穿通法

8ち

経皮的気管穿通法
9)1°)が報告されている。 西沢

11)はさら

に M011。do1 20～30mlを 加えた液体気体混合による胸

骨上寓からの Mediastinographyを報告している。 この

ほかに間接法としての報告もみられるが確実性にかける

欠点がある61 食
道癌のリンパ節転移に関する報告では

H01ubら 12)により気管支鏡下に分岐部より口側 3～4cm

の後壁から酸素を注入する PneumomediastinograPhyが

報告 され, 食道外側の TOmograPhy像からリンパ節転

移を診断している.本 邦では小泉ら
13)により食道壁を穿

通し, Lipiodolと炭酸ガス注入 による後縦隔造影法が

報告され,食 道癌深達度診断に有効と述べている.和 国

ら
14)は

食道粘膜下に LiPiodOlの出入をおこない, 深達

度診断に加え,転 移 リンパ節の描出ができたと報告して

もヽる.

われわれが検討してきた方法は,従 来の縦隔造影法に

比して安全で,容 易に施行でき,食 道気管をとりかこむ

膜性構造の臓器鞘内に造影剤を注入し, リンパ節造影と

ともに食道癌の深達度診断を行い, さらに治療として同

様に制癌剤を注入できる利点がある。われわれの方法は

九大 2外 15)の
方法とも同様である。気管分岐部において

後方は食道前壁,前 方は大動脈,下 方は肺動脈にかこま

れている.本 法は気管支鏡下に分岐部後壁を15°以内の

角度をもって穿通するのであるが針先10mmの 注射針を

もってしても,肺 動脈までは十分な距離があり,損 傷の

恐れはない。しかしリンパ節造影を目的とするには分岐

部 の107番リンパ節に確実に針先を入れることが必要で

あるが,現 時点では選択的に分岐部 リンパ節のみに注入

することはむずかしい。だが造影剤の一部の注入,す な

わち組織学的な造影剤の分散程度皿度以上は12頭中5頭

にみられた。そしてこのような症例では深頚部 リンパ節

にも造影剤の十分な分散がみられている.

写真 4

注入後 51時間

写真 5

注入役 12時間
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リンパ節のレ線造影所見については MatOba16),江崎

ら
17)は

甲状腺疾患に対して,直 接甲状腺内に油性造影剤

を注入し,表 在性である頚部 リンパ節を造影し,癌 転移

によるリンパ節の所見を述べている。われわれは本法を

現在臨床例において検討中であり,造 影剤注入後の通常

レ線撮影のほかに,拡 大撮影によるリンパ節像を検討し

ているが,転 移 リンパ節は癌細胞占有率,7//態でさまざ

まな造影所見像が考えられ,縦 隔内という体内深部の転

移 リンパ節のレ線像の特徴は今後の検討を待ちたい。本

法は診断面において リンパ節造影のほかに食道外側の情

報が得られる利点がある。すなわち臨床例では通常 2mI

の造影剤を使用しているが,造 影剤が少量の場合には分

岐部より上方に気管食道間隙を造影剤が上行し,気 管な

どとの癌浸潤の程度が推測でき,造 影剤が多い場合には

分岐部の臓器鞘をやぶり,分 岐部より下方にも食道外側

に沿って造影剤が下行し,Im以 下の食道癌の症例でも

外膜深達度診断に有効と思われる.

本法は治療面への応用として制癌剤を縦隔内に容易に

と入することができる.従 来は食道癌に対するブレオマ

イシン投与法として,全 身的な投与が通常行われ,そ の

ほかに縦隔内持続注入法
18),食

道鏡下局注
19ち

食道内腔

投与
20)な

どが報告されている。奥山
21)は

ゎれわれの約 2

倍量の OiL‐BLM 5mg/kgを 雑犬に筋とした結果,縦 隔

内 のリンパ節の BLM濃 度は最高で0・6rたでぁった報

告している.

本法は全身投与に比してより選択的であり肺への移行

も少なく,高 濃度のブレオマイシンを縦隔 リンパ節にと

りこませることができる。

現在臨床例では局所麻酔下 で 1回 15mgの Regular‐

BLMを 投与しているが,動 脈実験および臨床例の局所

反応の検討結果から,術 前に3～ 4回 の反復投与が可能

と考えている.

結  語

食道癌の縦隔内リンパ節転移の診断および治療法とし

て,経 気管的に分岐部後壁を穿通し,造 影剤および制癌

剤を注入する方法を動物実験の成績を中心に報告した。

本法は安全かつ容易に数分で施行でき,縦 隔 リンパ節に

高濃度の制癌剤をとりこませることができるほか, リン

パ節造影が可能であり,食 道痛の外膜への拡ろがりの診

断にも応用できる利点がある。

本論文の要旨は第14回日本消化器外科学会総会におい

て発表した。また本研究は昭和54年度科学研究費補助金

(一般研究D,467212)に よった。
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