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胸腔鏡下手術により切除した食道神経輸腫の 1例

中村 昭 博

中谷 博 之

はじめに

今回,著 者 らは胸腔鏡下手術により切除した,き わ

めてまれな食道壁内神経輸腫の 1例 を経験 したので,

若干の文献的考察 とともに報告する.

症  例

患者 :59歳 ,男 性

主訴 :血疾

既往歴 :高血圧

家族歴 :特記事項なし.

現病歴 :かぜ症状 と少量の血疾があり,近医を受診.

胸部 computed tommography(CT)で 縦隔腫瘍を疑

われ,当 科へ紹介 となった。当科受診時には血疾,咳 ,

胸痛,息 切れなどの呼吸器症状はなく,暁 下困難,胸

やけなどの消化器症状 もなかった。

入院時現症 :身長154cm,体 重53kg。 栄養良好.貧

血,黄 疸なく,胸 腹部に異常所見を認めなかった。

検査所見 :検血,生 化学検査に異常所見なく,腫 瘍

マーカーとして CEA,SCC,CYFRA,NSE,TPA,

CA19‐9を検索したが,す べて正常範囲内であった.

胸部 X線 写真では,気 管分岐部下の縦隔に直径約

4.5cm大 の淡い腫瘤陰影を認めた(ng。 1).側 面像で

は,腫 瘤陰影は明らかでなかった.胸 部 CTで は気管

分岐部下に,4× 3×3cm大 の腫瘤影がみられ,境 界明
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瞭,内 部は均一で,CT値 は35であった。enhanced CT

では淡い造影効果が辺縁部にみられた(Fig.2).Mag

netic resonance imaging(MRDで は,Tl強 調像,

T2強 調像 ともにhigll intensityであった (Fig。3).

食道造影では,胸 部中部食道の右後壁に約5cmに わた

る圧迫像が認められ,食 道内視鏡検査では,門 歯より

28～31cmの 部位に,右 後壁からの球状隆起がみられ

たが,粘 膜面は正常であった (Fig.4).

以上より,気 管支原性婁胞をはじめとする婁胞性の

縦隔腫瘍が考えられたが,MRIの intendtyか ら充実

Fig. l Chest X‐ray filnl shOM′s a Faint lnass in the

mediastinum(arrow).

胸腔鏡下手術により切除した,き わめてまれな食道壁内神経鞘腫の 1例 を経験 したので報告する。

症例は59歳の男性.胸 部 CTで 縦隔腫瘍を疑われ,当 科へ紹介 となった。胸部 X線 写真では,縦 隔に

淡い腫瘤陰影を認めた。胸部 CTで は気管分岐部下に,境 界明瞭,内 部均一な腫瘤影がみられた。胸

腔鏡下手術によリアプローチしたところ,食 道筋層に覆われた腫瘤が認められた。筋層を鈍的に開排
し,慎 重に剣離を進め,腫 瘤を摘出した。術中食道内視鏡およびリークテス トを行い,食 道粘膜損傷
の無いことを確認 した。摘出標本は,5.0× 3.5×2.5cm大 の黄白色の腫瘤で,術 中所見および病理組

織所見より,食 道壁内に原発 した schwannOmaと 診断した。合併症なく良好に経過 し,15日 目に退院
した。12か月後の現在,再 発なく健常である。
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Fig. 4 Esohagoscopy shows a round mass with

normal esophageal mucosa.

Fig. 5 Thoracoscopic findings showing the eso-
phageal tumor. The esophageal muscular layer
was divided.

損傷の無いことを確認 した。腫瘤はビニールバッグに

納 めて胸腔外へ取 り出 した。食道筋層 は吸収糸 と

suture clip&applier(LAPRATY ⑥ :エチヨンエン

ドサージェリー)を 用いて連続縫合 し (Fig.7),フ ィ

ブリングルーを塗布した。

病理所見 :摘出標本は,5,0× 3.5×2.5cm大 の黄白

色の腫瘤で,不 整形だが表面は比較的平滑であった

(Fig. 8).

病理組織所見では,紡 錘形細胞の級密な増殖からな

る境界の明瞭な腫瘍であり,紡 錘形細胞は束状に走行

し,渦 巻状に配列 している部分 もみられた (Fig。9).

免疫組織化学的検査では,腫 瘍細胞のほとんどが S

100蛋白陽性であった。悪性を示唆する所見は認められ

Fig. 2 Chest CT scan demonstrates a well demar-

cated homogeneous mass at subcarinal region in

the mediastinum (arrow).

Fig. 3 MRI T1 weighted image demonstrates the
tumor to be a hyperintense lesion (arrow).

性腫瘍の可能性 も考えられたため,手術の適応 とした。

また,術 式は,縦 隔腫瘍の手術においても一般的に行

われている胸腔鏡下手術によリアプローチすることと

した。

手術所見 :ユニベントチューブによる分離換気麻酔

下に,左 側臥位で,観 察用ポー トを第10肋間肩甲線上

に,操 作錨子孔を第 8肋 間後腋鴛線 と第 6肋 間前腋筒

線に設置した。肺を腹側に圧排し縦隔胸膜を切開する

と,食 道筋層に覆われた腫瘤が認められた。縦隔胸膜

にナイロン糸をかけてこれを第 6肋 間肩甲線から創外

へ導き,迷 走神経 とともに術野から待避させた。食道

筋層を鈍的に開排 し腫瘤の剣離を進めた (Fig。5).腫

瘤は筋層内で,食 道粘膜下に存在 しており,粘 膜損傷

に留意しつつ慎重に剣離し,腫瘤を摘出した(ng.6).

術中食道内視鏡およびリークテス トを行い,食 道粘膜
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Fig. 6 ThOracOscOpiC findings shOwing  the

almost remOved tumor

Fig. 7 After resection, the proper muscular layer
of the esophagus was closed by continuous suture
with a suture clip and applier.

なかった。

以上の術中所見および病理組織所見より,食 道壁内

に原発 した schwannomaと 診断した.

術後経過 :5日 目より経口摂取を始め,食 道穿孔や

狭窄などの合併症なく良好に経過 し,15日 目に退院 し

た。12か月後の現在,健 常である。

考  察

食道良性腫瘍は比較的まれな疾患であるが,近 年で

は定期検診を含めた食道 ・胃の X線 検査や内視鏡検査

の機会が増加 し,偶 然に発見されることが多 くなって

きている1).

食道良性腫瘍の中で最 も多いのは平滞筋腫であり,

60～70%を 占めるとされている21_方
,食道神経輸腫

はきわめてまれであり,本 邦では1973年の藤枝 ら3)の

報告が最初で,1997年までの報告例は10例に過ぎない。
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Fig. 8 Resected tumor waslarge as 5.0× 3 5× 2 5

cm. The surface of the tumOr 、 vas smooth and

yelloM′ish white

Fig. 9 Microscopic f indings (H-E stain x100).
The fascicular pattern of the spindle-shaped cells,
and whorling of the cells can be seen.

食道神経輸腫の臨床的特徴は本邦報告例をまとめた

石田ら4)の
検討によると,年齢分布には特徴なく,性別

では女性 7例 ,男 性 3例 と女性が多かった。発生部位

では,胸部上部食道が最 も多 く,腫瘤の大きさは0.5cm

以下から10cmま でであった。症状は 5例 に暁下困難

などの胸部症状がみられている,術 前診断は食道粘膜

下腫瘍あるいは食道腫瘍が 7例 ,縦 隔腫瘍が 3例 で

あった。治療は腫瘍が小さかった 2例 (2.2cm,0.5cm)

で内視鏡的に摘出された他は,す べて核出術が行われ

ている。病理組織所見では, 2例 で悪性所見が認めら

れた。

治療法について,自 験例においては,胸 腔鏡で観察

したところ食道粘膜下腫瘍 と判明し,胸 腔鏡下手術に

より目的を達することができた。食道粘膜下腫瘍に対

する胸腔鏡下手術は,症 例が少ないこともあり,自 然

気胸や縦隔腫場の手術ほど確立 された とは言えない



36(2234) 胸腔鏡下手術により切除した食道神経鞘腫の 1例 日消外会誌 31巻  11号

藤枝憲二,日中 停 ,今井 浩 :頚部食道に発生し

た Neuttnomaの 1例 ,臨 小児医 21:54-58,

1973

石田敦久,正木久男,田淵 篤 ほか :食道神経鞠腫

の 1例。日臨外医会誌 58:2033-2037,1997

近藤 薫 ,三井 章 ,春日井敏夫ほか :胸腔鏡を用

いた食道良性疾患に対する手術.胸 部外科 50:

838--843, 1997

河野辰幸,井上晴洋,出江洋介ほか :食道外科にお

ける鏡視下手術の適応と手術手技,日 気管食道会

報 47:155-159,1996

出江洋介,井上晴洋,竹下公矢ほか :胸腔鏡下に核

出しえた食道平滑筋腫の 2例。日胸外会誌 43:

216--220, 1995
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が,手 技 も容易で非常に有用であるとの報告が散見さ

れる5)～の.利 点 としては,他 の胸腔鏡下手術 と同様に,

低侵襲化による術後の諸合併症の減少,創部痛の軽減,

在院期間の短縮 と早期の社会復帰,美容上の利点,トー

タル としての費用の削減などがあげられる6).不利な

点 としては,筋 層の修復縫合が,部 位や術者の熟練度

によっては困難があると思われるがめ,本 症例では,

LAPRATY ① を用いた連続縫合により,比較的容易に

行 うことができた。 LAPRATY ① によるsuture clip

法では,結 繁手技を必要 としないため,短 時間で簡単

に連続縫合が可能であるり。また,術 中の食道内視鏡 と

リークテス トにより粘膜損傷の有無 を確認すること

で,安 全な術式 とすることができたと考えている。
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A Thoracoscopicaly Removed Schwannoma of The Esophagus

Akihiro Nakamura, Shigehiko Ito, Seiichirou Ide, Tsutomu Tagawa,

Hiroyuki Nakatani, Masatoshi Haseba and Hideaki Komatsu

Department of Chest Surgery, Kitakyusyu City Yahata Hospital

A very rare case of esophageal schwannoma is reported. A 59-year-old man was referred to our

institution because of an abnormal shadow on a chest roentgenogram and chest CT scan. The chest X-ray

showed a faint mass in the mediastinum, and a chest CT scan demonstrated a well-demarcated homogene-

ous mass in the subcarinal region of the mediastinum. Thoracoscopic surgery was perforrned, the

esophageal muscular layer was divided, and the tumor was enucleated by gentle blunt dissection.
Intraoperatively, an esophagoscope was used to confirm the absence of esophageal mucosal damage. The
resected tumor was large (5. 0 x 3. 5 x 2 .5 cm). Histopathological examination showed a schwannoma.

The patient recovered uneventfully and was discharged 15 days after surgery. He is well 12 months
following treatment, with no evidence of recurrence of disease.
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