
はじめに

食道に発生する腫瘍は，食道癌が大部分を占め，良

性の腫瘍はまれである．なかでも，食道平滑筋腫は比

較的経験することの多い食道非上皮性良性腫瘍であ

る．これまで，食道平滑筋腫の治療として開胸下核出

術が行われていたが，鏡視下手術が開発された今日，

その治療方法の選択が課題である．そこで，超音波内

視鏡所見および臨床病理学的所見により食道平滑筋腫

の治療法について検討した．

対象と方法

1986年より1996年末までの10年間に当科で切除し

た食道平滑筋腫14例（17病変）を対象とした．これら

症例の病態・治療法とその成績を検討した．

なお，データ表記は平均値±標準偏差で行った．統

計学的有意差の検定は，Mann-Whitney U test および

χ2検定を用いた．危険率は，0.05未満を有意差ありと
した．

結 果

1．背景因子

年齢は33歳から84歳（平均年齢60歳）で，男女比は

男性 8例，女性 6例であった．来院時に，症状を有し

ていたのは14例中 3例のみで，このうち食道平滑筋腫

によると思われる症状がみられたのは症例 6と 7の 2

例で（14％），症例 8は胸やけに対する検索中に食道病

変が発見された．特に，最近の 8例はすべて症状がな

く偶然に発見された（Table 1）．また，食道粘膜下腫瘍

発見のきっかけとなった画像診断は，内視鏡検査が 5

例で食道造影が 9例であった．

2．術前検査

全例に食道内視鏡検査・消化管造影および超音波内

視鏡検査を施行した．17病変の占居部位は，上部食道；

5病変，中部食道；8病変，下部食道；4病変であった．

超音波内視鏡検査には，1994年までは7.5MHz リニ

ア型を用い，それ以降は20MHz ラジアル型を用いた．

食道壁は 5層に描出され，それぞれ粘膜（第 1層）・

粘膜固有層（第 2層）・粘膜下層（第 3層）・固有筋

層（第 4層）・外膜（第 5層）に相当する1）．食道平滑

筋腫は，15病変で内部均一な low echoic lesion として，

2病変で内部不均一な lesion として描出された．また，

辺縁エコーは 1例を除き境界明瞭に描出された．さら

に食道壁層構造とこれら病変の位置関係より，3病変
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Table 1　Characteristics of 14 cases of esophageal leiomyoma

Interval of
hospital stay
(days)

Preoperative 
diagnosis

Initial
Examination

Tumor
size
(cm)

Tumor
LocationChief ComplaintSexAgeCase

No.

14LeiomyomaEndoscopy1.3UppernoneF54 1

13LeiomyomaEsophagogram2UppernoneF54 2

7LeiomyomaEndoscopy0.3MiddlenoneF84 3

89LeiomyomaEndoscopy2.4UppernoneF79 4

26LeiomyosarcomaEsophagogram8LowernoneM62 5

25LeiomyomaEsophagogram1.3UpperDysphageaF64 6

25LeiomyomaEsophagogram2.4UpperChest dysccomfortM49 7

22LeiomyomaEsophagogram2.7MiddleHeart BurnM55 8

13LeiomyomaEsophagogram2.4MiddlenoneM61 9

Leiomyoma1.6Lower

Leiomyoma1.2Lower

13LeiomyomaEsophagogram7MiddlenoneM5610

26LeiomyomaEsophagogram2.2MiddlenoneM3711

Leiomyoma4.2Lower

12LeiomyomaEsophagogram5MiddlenoneF5712

43LeiomyomaEndoscopy5.2MiddlenoneM3313

15LeiomyomaEndoscopy3.4MiddlenoneM5714

Table 2　Endoscopic ultrasonographic findings and treatment of seventeen esophageal leimyoma

Treatment
Endoscopic ultrasonography

Case No.
internal echomarginlayer

Endoscopic resectionlow echoichomogenousclear2nd layer1

Endoscopic resectionlow echoichomogenousclear2nd layer2

Endoscopic resectionlow echoichomogenousclear2nd layer3

Esophagectomylow echoichomogenousclear4th layer4

Esophagectomyheterogenousunclear4th layer5

Enucleationlow echoichomogenousclear4th layer6

Enucleationlow echoichomogenousclear4th layer7

Enucleationheterogenousclear4th layer8

Enucleationlow echoichomogenousclear4th layer9

Enucleationlow echoichomogenousclear4th layer

Enucleationlow echoichomogenousclear4th layer

Enucleationlow echoichomogenousclear4th layer10

convert to
thoracotomy

Thoracoscopic
enucleation

low echoichomogenousclear4th layer11

Thoracoscopic
enucleation

low echoichomogenousclear4th layer

Thoracoscopic
enucleation

low echoichomogenousclear4th layer12

convert to
thoracotomy

Thoracoscopic
enucleation

low echoichomogenousclear4th layer13

Thoracoscopic
enucleation

low echoichomogenousclear4th layer14

では low echoic に描出される粘膜筋板と連続した病

変（Fig. 1a）として，残りの14病変では low echoic

な固有筋層と連続した病変（Fig. 1b）として描出され

た（Table 2）．また，CT検査では腫瘍の質的および壁
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在性の診断は不可能であった．

3．治療法

本症における治療法の選択は，主として超音波内視

鏡検査による，存在部位診断および質的診断によって

行った．

1）内視鏡的粘膜切除術：内視鏡的切除術は内視鏡

下粘膜切除術に従い粘膜下層に生理食塩水を注入し筋

腫を隆起させた後にスネア鉗子を用い切除する方法

で，超音波内視鏡検査で粘膜筋板より発生した平滑筋

腫と診断された 3例にこの内視鏡的切除術を施行し

た．切除後は内視鏡的に筋層は温存され，完全切除が

可能であった（Fig. 2）．

2）開胸下筋腫核出術：術前超音波内視鏡検査で固

有筋層より発生したと診断された 9例中 5例に開胸下

筋腫核出術を行った．開胸は全例右開胸で行った．ま

た，5例中 4例で術中に食道内腔にバルーンを留置し，

これに送気することで病変部の核出を容易にすること

が出来た．核出後に食道内に空気を圧入し粘膜・粘膜

筋板に欠損がないことを確認した．

3）胸腔鏡下筋腫核出術：当科では1995年 7 月以降

に胸腔鏡手術を導入したが，固有筋層由来と診断した

4例に胸腔鏡下筋腫核出術を試みた（Fig. 3）．2例で胸

腔鏡下筋腫核出が可能であったが，他の 2例では通常

開胸へ移行せざるをえなかった．この理由は，1例では

腫瘍と食道粘膜の癒着が著しく，剥離が困難であった

ためで，また他の 1例では腫瘍が食道壁を取り囲むよ

うに存在したためである．

4）食道切除：2例に食道切除を行った．術前の内視

鏡下生検で筋腫存在部被覆粘膜に扁平上皮癌が認めら

れた 1例には食道切除を施行した．また超音波内視鏡

検査で腫瘍長径が8cmと大きく内部エコーが不均一

な部分をみとめた 1例には下部食道切除および食道周

囲リンパ節郭清を行った．2例とも再建臓器は胃管を

用い，後縦隔経路で再建した．

これら術式による侵襲を比較するため，通常開胸を

要した 7例と胸腔鏡下核出術が行えた 2例における手

術時間・出血量を比較した．まず手術時間では通常開

胸例：206±59分・胸腔鏡症例：222±46分で有意な

差がなく，出血量もそれぞれ270±310g，55±64g で胸

腔鏡例で少なかった（Fig. 4）．

4．術後経過

核出および内視鏡下切除を行った12例では食道穿孔

を認めず，また食道切除を施行した 2例では吻合不全

など合併症がなく順調に経過した．

筋腫核出術が選択された 9例における，胸腔ドレー

ンの抜去日・排液量・経口開始日・術後入院期間につ

いて検討したところ，通常開胸例と胸腔鏡例ではそれ

ぞれ，胸腔ドレーンの抜去日：4.7±2.2日，2日，胸腔ド

レーン総排液量：687±501g, 296±135g，経口開始

日：4.4±1.9日，2日，術後入院期間：24±10日，14±2

日で有意な差がなかった（Fig. 5）．

また，術後合併症では胸腔鏡下筋腫核出術を施行し

た症例14に食道狭窄を認めたが，ブジーにより軽快し

た．

5．病理組織学的所見

腫瘍径は0.3cmから8.0cmに及び，平均3.0cmであっ

た．また，術式別に腫瘍の大きさをみると，内視鏡的

切除術：1.2±0.9cm・筋腫核出術：3.2±1.8cm・食道

切除術：4.9±5.0cmであり，内視鏡下切除術の施行さ

Fig. 1 Endoscopic ultrasonographic picture shows

esophageal submucosal tumor originated from 2nd

layer（a）and 4th layer of（b）the esophageal wall

（arrow：4th layer）．
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れた症例が最も小さかったが，有意な差はなかった

（Fig. 6）．

病理組織学的検査では，腫瘍細胞は紡錘型で柵状に

配列し核分裂像はみられず，全例良性の平滑筋腫と診

断された．食道切除の行われた 2例では，筋腫は固有

筋層に存在していた．術前検査で平滑筋肉腫が疑われ

た症例 5では食道周囲リンパ節も郭清したが，転移を

認めなかった．

内膜鏡下切除および核出術の行われた12例の，全例

壁内での局在は超音波内視鏡の所見と一致していた．

考 察

食道平滑筋腫は食道非上皮性良性腫瘍中では最も多

く，本邦では1989年になり宗像ら2）により1981年以降

の348例が集計されている．近年になり，各種画像診断

法の発達に伴って発見されることが多くなり，その頻

度は増加している．本症の男女比は 2：1で，男性に多

Fig. 2 Endoscopic resection of esophageal leiomyoma The esophageal submucosal

tumor was diagnosed originated from musclaris mucosae by endoscopic ultra-

sonography（a）．The tumor entrapped into the hood by negative pressure and re-

sected（b）．

Fig. 3 The trocars location of thoracoscopic enuclea-

tion using in our department（case 14）．

Fig. 4 Comparison of length of operation and total

amount of blood loss between conventional thora-

cotomy and thoracoscopic enucleation
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く，年齢は40歳代に多いとされる3）．また本症の特徴

として，自験例のように無症状で偶然に発見されるこ

とが多く，その頻度は38％に及ぶとする報告もある2）．

一方，近年画像診断技術の向上に伴い，食道粘膜下

腫瘍の質的診断に超音波内視鏡が有用であるとされて

いる．良悪性鑑別の診断基準としてはさまざまな報告

があるが，一般に1）腫瘍の大きさ，2）内部エコーの

性状，3）辺縁エコーの性状などが用いられる．Rosch

ら4）の報告によると，超音波内視鏡検査では良悪性の鑑

別は出来ないとしながらも，腫瘍長径が大きく（5cm

以上），辺縁が不整な消化管粘膜下腫瘍は悪性を強く

疑わせるとしている．自験例では，17病変中15病変が

内部均一で低エコーに描出されたため良性の粘膜下腫

瘍と診断し，3病変で粘膜筋板と14病変で第 4層との

連続性を認め，腫瘍の質的診断と存在部位の診断に有

用であった．症例 5が腫瘍長径が8cmで内部エコー不

均一であり，術前に平滑筋肉腫を強く疑い下部食道切

除術を行った．一方，組織学的な良悪性の判別には，

1）細胞の異形，2）核分裂の数などが用いられるが，

最近ではフローサイトメーターを用いた核DNA解析

が良悪性の鑑別や悪性度の判定に用いられることもあ

る5）．

本症に対する治療法としては，現在のところ良性・

悪性の鑑別が困難なこともあり外科的切除が第 1選択

とされる．切除の適応としては，1）無症状でも悪性の

疑わしいもの，2）腫瘍による食道閉塞症状のあるも

の，3）悪性疾患や手術療法を必要とするその他の食

道疾患に併存するもの，などがあげられる6）．食道粘

膜下腫瘍ではボーリング生検など腫瘍組織を確実に採

取する工夫がなされているものの術前の組織学的診断

が比較的困難でありことより，術中に摘出された標本

の迅速診断が治療方針決定の一助となる．食道平滑筋

肉腫と診断された場合の取扱いについては施設によっ

てさまざまであるが，食道平滑筋肉腫の転移形式は血

Fig. 5 Comparison of post operative course between conventional thoracotomy and

thoracoscopic enucleation

Fig. 6 Comparison of tumor size（maximum length）
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行性転移が多いが，まれにリンパ行性転移もみられる

ことが報告されており6），平滑筋肉腫に対しては正常

組織を十分に含めた完全摘出のみで十分であるとの意

見もあるが，我々は平滑筋肉腫を疑った症例には stag-

ing の意味も含め周囲リンパ節郭清を付加した．

本症に対する外科的な治療法としては従来より開胸

下に食道筋層を切開し腫瘍を核出する術式が一般的に

行われてきたが，近年内視鏡下手術手技の向上と鉗子

類の発達および低侵襲手術という考え方の普及によっ

て，胸腔鏡下筋腫核出術が試みられている7）．本術式

の特徴としては，開胸創が小さいため術後の創痛も軽

微であり，かつ美容上有利であることや術後の回復が

早く肺機能障害が軽度であることなどがあげられ

る8）9）．また胸腔鏡を用いて術野を拡大視することによ

り，手術をより安全に行えることも挙げられるであろ

う．当科の東野ら10）が，胸部食道癌根治術にも胸腔鏡下

手術手技を用いており，この際5cm長の小開胸創を併

置することにより視野の確保および縦隔リンパ節郭清

に有用であると考えている．そこで，今回の胸腔鏡下

食道平滑筋腫核出術を 4例に施行し，このうち 3例で

小開胸を用いた．しかし，この 4例中の 2例で通常開

胸に移行が必要であった．実際に胸腔鏡下のみで筋腫

核出術を施行しえたのは 2例のみであったが，通常開

胸下の症例と比較すると，ドレーン排液量・抜去日・

経口開始日には差を認めなかった．胸腔鏡下核出術例

では術後 2週間以内に退院しており，術後の回復が非

常に速やかであった．今後さらに症例を増やし検討す

る必要があると思われるが，通常開胸とほぼ同等の効

果が得られるであろうと思われた．

食道平滑筋腫に対する食道切除の適応としては，小

林ら11）の報告では1）長径の大きいもの，2）輪状に食

道を取り囲むもの，3）粘膜に密に癒着しているもの，

4）合併病変のある場合とされている．また，東田ら12）

が報告しているように，まれにではあるが筋腫存在部

位の上皮に悪性所見の認められることもあり，この場

合も食道切除の適応があると考えられる．自験例では，

2例に食道切除を行ったが，特に症例 5では長径も8cm

と大きく超音波内視鏡で内部エコーが一部不均一で

あったため，食道平滑筋肉腫が否定できず，下部食道

切除およびリンパ節郭清を行った．嚢腫と異なり，充

実性腫瘍では径が大きくなるとエコー上は一部不均一

に観察される場合があり，今後注意を要すると思われ

た．

一方，粘膜筋板より発生したと考えられる平滑筋腫

は食道内腔に突出することが多く，2cm程度の大きさ

のものでは内視鏡下切除の対象とされる13）．内視鏡下

切除の術式にはさまざまな方法が工夫されている

が14）15），本術式を行うためには，術前に正確な発生部

位診断が必須である．自験例では粘膜筋板由来の平滑

筋腫と診断された 3病変に対し本術式を行ったが，食

道穿孔など合併症は認めなかったことより，術前超音

波内視鏡検査による筋腫存在部位診断は正確であり，

超音波内視鏡検査は食道平滑筋腫の治療方針決定に有

用な検査であると思われた．

以上，当科で経験した食道平滑筋腫14例について検

討した．本症の治療方針決定には，超音波内視鏡によ

る発生部位診断および質的診断が有用であった．また

胸腔鏡下食道平滑筋腫核出術は，通常開胸筋腫核出術

と比較し臨床経過では遜色がなく，今後食道平滑筋腫

に対し有効な治療法になりうると思われた．

なお本論文の要旨は第49回日本胸部外科学会総会で発表

した．
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Surgical Therapy for Leiomyoma of the Esophagus

Masashi Takemura, Harushi Osugi, Taigo Tokuhara, Nobuyasu Takada, Yoshihiko Nishimura,
Yoshikazu Fukuda, Hiroshi Kato, Hiroaki Kinoshita and Masayuki Higashino＊

Second Department of Surgery, Osaka City University Medical School
＊Department of Gastrointestinal Surgery, Osaka City General Hospital

Leiomyoma is the most frequent submucosal benign tumor of the esophagus. Recently, most patients of
leiomyoma of the esophagus have been asymptomatic at diagnosis and the tumor is often detected in a health
examination for an examination of other disease. In this study, we examined 14 cases of recected esophageal
leiomyoma clinicopathologically. In preoperative endoscopic ultrasonography, 15 lesions were detected in low
echoic and homogenous submucosal tumors and two lesions were heterogenous. Endoscopic resection of leio-
myoma was performed in three cases. These lesions were diagnosed as originating from muscularis mucosae
by preoperative endoscopic ultrasonography. Esophagectomy was performed in two cases, because of sus-
pected esophageal leiomyosarcoma in one case and complication with esophageal carcinoma at the covered
mucosa of leiomyoma in the other. Enucleation of esophageal leiomyoma was performed in nine cases, four of
them performed by the thoracoscopic procedure. The postoperative course after thoracoscopic enucleation
was not different from that after conventional thoracotomy. We concluded that the thoracoscopic removal of
esophageal leiomyoma is as effective and safe as enucleation by thoracotomy. And endoscopic ultrasonogra-
phy is an effective diagnostic procedure for clinical management of leiomyoma of the esophagus.
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