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症例報告

食道壁内襲胞の1例
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食道壁内に襲胞が認められることはきわめてまれである。症例は53歳の男性で,検 診 としての上部

消化管内視鏡検査で下部食道粘膜下腫瘤を発見された。食道造影,胸部 X線 単純写真,胸部 computed

tomography検査の結果縦隔腫瘍や食道平滑筋腫が考えられ開胸すると,腫 瘤は食道壁内に埋 もれ込

むような形で存在し,食 道壁内から発生したものと思われた.摘 出標本は大きさ2.8×2.2×2.2cmで

粘羽な緑黄褐色の内溶液を貯留した単胞性の襲胞であった。病理組織標本で内腔は多列円柱繊毛上皮

で被われ,筋 層は 2層 でよく発達 していた。壁在神経叢および粘液腺が見られたが,軟 骨は見られな

かった。食道壁内に発生する気管支嚢胞 と食道妻胞は発生原基が同じである前腸原性襲胞であるため

粘膜上皮からだけでは鑑別できないが本症例は食道襲胞に近い形態であると思われた。食道壁内嚢胞

について若子の文献的考察を併せて行った.
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`まじめに

先天性縦隔襲胞の うち消化管妻胞はまれである1レ)

が, ことに食道壁内に襲胞が認められることは極めて

稀である。今回検診 としての上部消化管内視鏡検査で

発見され,外 科的に切除しえた食道壁内襲胞の 1例 を

7ra験したので若千の文献的考察を加えて報告する。

症  例

患者 :53歳,男 性.

既往歴 :42歳,糖 尿病

家族歴 :特記すべきことなし.

現病歴 :以前より毎年胃検診を受けていた。昭和63

年 2月 15日胃検診として,上 部消化管内視鏡検査を受

けたところ,下 部食道に粘膜下腫瘤を指摘された。食

道造影および胸部 computerized tomography(CT)

検査の結果,後 縦隔腫瘍 と診断され, 3月 2日 手術を

目的に入院した。

入院時現症 :体格栄養良好,胸 腹部は理学的に異常

所見を認めなかった。

臨床検査成績 :空腹時血糖169ng/dl,24時間尿糖

2.8g/day,HbAlc 8.4%,糖負荷試験糖尿病型以外一

般血液検査,肝 機能,電 解質,心 電図に異常を認めな
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食道内視鏡写真 :門歯列より約35cmの 食道右側壁

にbridging foldを伴った粘膜下腫瘤を認めた。粘膜面

は平滑で色調に異常を認めず,ま たファイバースコー

プの通過 も容易であった (Fを.1).

食道造影第 1斜位像 !下部食道右側後壁に陰影欠損

を認めるが,粘膜面には異常を認めなかった(Fig。2)。

胸部 X線 単純写真 :正面像,側面像ともに後縦隔に

Fig. l Endoscopic picture showed elevated leslon

with bridging fold in the right wa1l of the lower

esophagus.
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Fig.2 Barium meal study revealed as a sm00th

nlling defect in the right po載erior wall of the

esophagus.

Fig. 3 Roentogenograms of the chest showed no

abnormal shadow in two different projection.
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は腫瘤陰影を認めなかった (Fig.3).

胸部 CT像 !下部食道の右側壁に辺縁の clearな直

径約2 5cm位 の腫瘤像を認めた.water densityと

soft tissue densityの中間の densityを示 していた

(Fig. 4).

以上の所見より後縦隔腫瘍 と診断,食 道平滑筋腫 も

否定できず 3月 15日手術を施行した。

術中写真 i右第 6肋 間後側方開胸を行 うと縦隔胸膜

で被われ半球状に突出した腫瘤を認めた(Fig.5).腫

瘤は食道壁内に埋 もれ込むような形で存在し,食 道壁

内から発生したものと思われた。食道粘膜は正常に保

たれていたので, これを損傷することなく摘出した。

摘出標本 (割面)!腫 瘤は大 きさ2.8×2.2×2.2cln

で,粘 欄な縁黄褐色の内容液を貯留した単胞性の襲胞

Fig.4 CT scan of the mediattinu■ l showed well

deFlned tumor, sized 2.5cm in diameter in the

right、vall of the esophagus.

Fig. 5 At thoracotomy, arrow indicate the tumor

which was covered by mediastinal pleura and

was located in the wall of the esophagus.



Fig. 6 The tumor sized in 2 .8x2 .2x2. 2cm was a
monolocular cyst which contained greenish
brown thick contents.

であった (Fig.6).

病理組織学的所見 :内腔は多列円柱繊毛上皮で被わ

れ筋層は 2層 でよく発達 していた。壁在神経叢および

粘液腺が見られたが,軟 骨は認められなかった (Fig.

7 ) .

考  察

発生頻度 :先天性縦隔妻胞は真性腫瘍ではないが,

臨床上広義的 に縦隔腫瘍 に分類 され,そ の頻度 は
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5.5～81%と いわれている1ル1先 天性消化管襲胞に限

ると縦隔腫瘍に対する割合は,正 岡ら'によれば4,098

例中の29例 (0.7%),寺 松ら2)によれば1,485例中の14

例 (0,9%)と まれである。消化管嚢胞の中の食道襲胞

はさらに少ない。

分類 :先天性縦隔腫瘍は Bauerら めによると,迷 入

した器官原器由来の襲胞 としての前腸原性の消化管嚢

胞および気管支性嚢胞 と,胸 膜ないし心菱起源の襲胞

があげ られ る。この中で消化管襲胞 は enterogenic

cyst, gastrogenic cyst, gastric cyst, gastroenteric

cyst, esophageal cyst, enterocytoma,duplication of

the foregut, duplication of the alilnentary tractブよ

どと呼ばれており,本 邦においてもその分類,診 断名

は統一 されておらず,症例ごとの診断名もまちまちで,

文献上用語の混乱がみられ今までの報告例のまとめに

やや困難を感 じる。 (Fig,8).

発生機序 :食道襲胞の発生に関しては,胎 生期消化

管より発生する憩室様突起物の遺残説,肺 芽組織の食

道壁内迷入説,食 道形成期の癒合不全説, さらに先天

性食道腺閉鎖説など種々あるが,い まだ定説はない。.

食道嚢胞 と気管支襲胞 との鑑別について :食道壁内

に発生した食道菱胞 と気管支菱胞は発生原基は同じ前

腸由来であるためその鑑別が問題 となる。つまり食道
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Fig. 7 Microscopic examination revealed a lining of ciliated columnar epith-
elium. The underlying stroma contained double thick layers of smooth muscie,
Auerbach plexus, mucous gland but no cartilage. (a: full thickness of the cyst
wall (H.E. x 13. 2) b : ciliated columnar epithelium (H.E. x 100) c : muscle layer
(H.E. x33) d: Auerbach plexus and mucous gland (H.E. x33)l
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Fig. 8 Classification of the congenital cyst of the mediastinum
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粘膜は胎生期の一時期に繊毛上皮を有することがあ

り,ま た気管支襲胞も化生により扁平上皮を有するこ

とがあり,内 腔上皮の形態からだけでは鑑別はできな

いといわれている。.鮫 島のは組織形態鑑別点として筋

層の発達度,壁 在神経叢の有無,軟 骨の有無,粘 液腺

の有無を挙げている (Tabler)・本症例は多列繊毛円

柱上皮で内腔が被覆され,食 道嚢胞の特徴である発達

した2層の筋層と壁在神経叢を認めた。しかし気管支

系に特徴的な粘膜腺を認めるも,軟骨は認めなかった。

これらより,明 確には区別できなかったが食道襲胞に

近い形態を呈していると考えられた。

月岡らゆは臨床像,発生部位,組織像などを詳細に検

討すれば食道性か気管支性かほぼ鑑別可能であると述

べている。しかし本症例のように特徴的な組織像を示

さない症例ではCohenらりや神谷ら1のが提唱している

ようなforegut cyst(前腸襲胞)あるいはOchsnerら11)

が提唱しているようなbronchial‐esophageal cystと

するのが妥当であろう。

食道菱胞について :本邦で報告されている1分lり50数

例の食道襲胞についてみると,す べての年齢層にみら

れるが40歳以下が多いといわれている。性別では男性

が女性の約 2倍 である。無症状で偶然発見されること

もあるが廉下困難,咳 嗽などの圧迫症状を訴えること

が多いといわれている。発生部位は中下部食道付近で

右側の方に多 く報告されている。胸部 X線 写真,胸 部

CT検 査,食道造影,食道内視鏡検査などが一般に行わ

れている検査であるが,超音波内視鏡,縦隔 Magnetic

Resonance lmaging(MRI)が 最近注 目される検査 と

思われる。清水ら1つは超音波内視鏡を施行した食道壁

内嚢胞の 1例 を報告している.病 理学的には5cm以 下

で球形,橋 円形を呈する単胞性の嚢胞が多く認められ

る。気管支性嚢胞 との鑑別については前述したとうり

である。治療法については増大して圧迫症状をきたす

恐れのあること,悪 性の縦隔腫瘍 との術前鑑房J診断が

難 しいこと,出 血,感 染,悪 性化などの危険性のある

ことなどより積極的な外科的切除が望ましいつつ.手 術

Table I Differentiation of esophageal cyst from bronchogenic cyst

(SameShimaの 1974)

Histological
features Esophageal cyst Bronchogenic cyst

Epithehum 静昭脳品
e8猟甜器

eptheliuln 盤鞘品rheli甜
盤隅

Mrscle
layer

醜
ｍ

Thck and double Thin

ｍｐ‐ｅｘｕｓ
( 十 ) ( 一 )

Cartilage ( 一 )
(十 )～ (一 )

Mucous gland
( 一 )

(十 )～ (一 )
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は開胸,嚢 胞摘出で十分であるが,嚢 胞が食道粘膜面

近 くまで強度に癒着 している場合や嚢胞摘出欠損部が

かな り大 きくなると思われる症例には食道切除の必要

があると考えられるゆ.

本論文の要旨は第34回日本消化器外科学会総会 (1989年

7月久留米)に おいて発表した。
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食道壁内妻胞の1例

A Case Report of Esophageal Cyst

Akira Sasaki, Kaoru Sasaki, Bunichiro Murata. Toshio Sasaki.
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Esophageal cyst is a rare disease. We found such a cyst in a 53 year old male. On a routine upper endoscopy as
part of a physical examination, a submucosal tumor was found on the lower esophagus. Right thoracotomy was
performed under the diagnosis of a mediastinal tumor or esophageal leiomyoma by barium meal study, plain chest
X'ray and chest CT scan. The tumor was located in the wall of the esophagus and it was presumed to arise from the
esophagus. This tumor, 2.8 x 2.2 X 2.2 cm in size, was a monolocular cyst and contained thick greenish brown
material. Microscopic examination revealed a lining of ciliated columnar epithelium. The underlying stroma
contained double thick layers.of smooth muscle, mucous gland, and Auerbach's plexus but no cartilage. It is rather
difficult to differentiate an esophageal cyst from a paraesophageal bronchogenic cyst because of their foregut cyst
origin. In this case, the esophageal cyst was considered from the microscopic findings.
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