
はじめに

食道に発生する粘膜下腫瘍は比較的まれな疾患であ

り，そのほとんどは平滑筋腫などの筋原性腫瘍で占め

られ，その他の報告は少数である．今回，われわれは

食道粘膜下腫瘍の診断で手術を施行し，術後の病理組

織学的検索にて，頸部食道に発生した�胞形成を伴う
分離腫と診断された 1例を経験したので，若干の考察

を加え報告する．

症 例

患者：53歳，男性

主訴：嚥下困難，咽頭異和感

家族歴：特記すべき事項なし．

既往歴：特記すべき事項なし．

現病歴：1996年 1 月頃から，軽度の嚥下困難，咽頭

異和感を自覚し，1996年 4 月16日当院耳鼻科を受診し

た．食道造影にて頸部食道に異常を指摘され，4月26

日当科へ紹介受診した．6月11日精査加療目的にて入院

となった．

入院時現症：身長169cm，体重62kg．貧血，黄疸を

認めず，表在リンパ節は触知しなかった．腹部は平坦

・軟で，腫瘤を触知しなかった．

入院時検査所見：血液生化学検査にて異常所見を認

めず，腫瘍マーカー（AFP，CEA，CA19-9，SCC）も正

常範囲内であった．

上部消化管造影所見：頸部食道に，陰影欠損像を認

めた．その他の食道壁は平滑で進展も良好であった

（Fig. 1）．

上部消化管内視鏡所見：食道入口部直下に表面平滑

で可動性に富む粘膜下腫瘍様の隆起性病変を認めた

（Fig. 2）．腫瘍は内視鏡抜去時に声帯近傍までの可動性

を認めたが，明らかな茎は確認できず，生検結果は

Group II であった．腫瘍径は約3cmであった．

頸部CT所見：頸部食道に，約3.0×2.5cmの隆起性

病変を認めた（Fig. 3）．

以上の所見より，頸部食道に発生した粘膜下腫瘍と

診断し，1996年 7 月 1日手術を施行した．

手術所見：頸部切開にて頸部食道に到達し，食道壁

を全層切開した後，切開部直下に腫瘍を確認した．腫

瘍は有茎性で茎の部分は約5mmであったためこの部

を切離，腫瘍を摘出した後，切離部を吸収糸で縫合し

た（Fig. 4）．切開した食道は吸収糸を用いて 2層に縫

合閉鎖した．

肉眼所見：腫瘍は�胞部分，充実性部分より構成さ
れ，大きさは3.0×2.5×2.5cmであり，表面平滑で軟ら

かい腫瘍であった．腫瘍に割を入れると，内腔からは
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無色透明で粘調性の液体流出を認めた．�胞壁は薄く，
内腔には淡黄色の充実性腫瘤を認めた（Fig. 5）．

病理組織学的所見：腫瘍は食道粘膜下に存在してお

り，重層扁平上皮と腫瘍との間には粘膜筋板はなかっ

た．腫瘍は�胞と脂肪腫様脂肪組織から形成されてお

り，混合線と軟骨を脂肪組織内に認め，導管にはさま

ざまな大きさに拡張するものもみられた（Fig. 6a）．�
胞は二層性の立方上皮で被覆され，�胞の上皮は導管
上皮と組織学的に同様であったことから，�胞は導管
の拡張によるものと考えられ，線毛上皮，杯細胞，胃

や腸の上皮は認められなかった（Fig. 6b）．

以上の所見より，腫瘍は気道組織の不完全分離によ

り形成されたもので，�胞形成を伴う分離腫と診断さ
れた．

Fig. 1 Esophagography showing a defect in the wall

of cervical esophagus（arrow）.

Fig. 2 Endoscopic picture showing submucosal tu-

mor in cervical esophagus. Tumor had smooth sur-

face and was movable.

Fig. 3 CT scan showing a high density mass in the

posterior wall of cervical esophagus（arrow）.

Fig. 4 Photograph at the operation. A tumor was de-

tected in the lumen of the cervival esophagus.
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術後経過は良好で，術後24日目に軽快退院した．

考 察

食道に発生する腫瘍のうち，良性腫瘍は比較的少な

く，約20％と報告されている1）．また，その大部分は非

上皮性腫瘍であり，平滑筋腫が50～80％を占め2）3），一

部には悪性化の報告もみられる4）．食道の隆起性病変

の中でポリープ状の発育を示す腫瘍としては，脂肪腫，

平滑筋腫などの粘膜下腫瘍5）の他に fibrous polyp6），

hamartoma7）～9）などの報告がみられる．このほか，悪性

腫瘍としては黒色腫10）や表在型食道癌11）もポリープ状

の発育を示す腫瘍として報告されている．本邦におけ

る分離腫の報告に関しては，舌12），中耳13），外耳14），角

膜15），脈絡膜16）に発生したものについての報告が多

く，消化器領域では，検索しうる限り，後腹膜の膵性

分離腫17）18）が報告されているにすぎない．

分離腫（choristoma）とは，ある組織成分が異所性に，

すなわちその組織が本来存在しない部位に発育したも

のと定義されている19）．したがって，由来臓器の中に

組織構成成分の混合異常があり，腫瘤が形成される過

誤腫とは厳密には区別されるべきものと考えられる．

組織学的には，本例は，軟骨組織や混合線が食道には

ない異所性組織であることから，過誤腫よりは分離腫

が診断として適当であると考えられた．他の鑑別疾患

としては，食道�胞や気管支原性�胞があげられるが，
組織学的に結節状の部分に硝子軟骨や脂肪腫様の組織

を認めたことで食道�胞と鑑別できた．気管支原性�
胞は肉眼的に球形，卵黄形の単房性�胞であり，�胞
内腔は黄白色の粘液でみたされることが多く，病理組

織学的には，�胞内面は線毛円柱上皮で覆われ，平滑
筋，粘液腺，軟骨を含むとされる20）．本症例における�

胞成分の強拡大像では，壁は線毛を伴わない 2層の上

皮から成り，拡張した導管部分にも線毛を伴わなかっ

たことから気管支原性�胞と鑑別できた．
診断には食道造影，内視鏡検査，CTに加え，超音波

内視鏡21）やMRI も有用とされるが，切除標本を病理組

織学的に検索してはじめて確定診断がつくことが多

い．

治療については，腫瘍の増大による症状や出血など

の合併症を有する症例には，手術適応があると考える．

Fig. 5 The excised tumor was 3.0×2.5×2.5cm in

size and cystic soft tumor. On section, the cyst wall

was thin and lipoma-like solid mass was seen.

Fig. 6a Microscopic findings（HE stain，×3.3）. The

tumor was located in the esophageal submucosal

layer. Cartilage and seromucinous glands were ob-

served in the adipose tissue.（EM：esophageal mu-

cosa, A：adipose tissue, C：cartilage, G：seromuci-

nous glands, D：duct, CW：cyst wall）

Fig. 6b Microscopic findings（HE stain，×50）. The

cyst was lined by two-layered cuboidal epithelium

which was similar to that of the excretory ducts .

Cilliated cells, goblet cells, gastric or intestinal epi-

thelium were not observed.
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手術は従来の開胸開腹や胸骨縦切開による腫瘍摘出術

に加え，最近では胸腔鏡下手術22），内視鏡下切除23）も

行われるようになってきた．本症例は，内視鏡検査に

て腫瘍が有茎性であることが確認できなかったこと，

超音波内視鏡を施行せず腫瘍の質的診断ができなかっ

たこと，さらには腫瘍の占居部位が食道入口部直下で

あったことから外科的切除の適応と考え，手術を施行

した．術後は合併症なく術後24日目に軽快退院し外来

経過観察中である．
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A Case of Cyst Forming Choristoma of the Cervical Esophagus

Yoshihiko Sakurai, Makoto Miyakita, Koichi Yamataka, Noritaka Hayashi,
Eishiro Tajika and Kazuhiko Shimizu＊

Department of Surgery and Pathology＊, Tochigi National Hospital

This paper describes a case of a resected submucosal tumor arising in the cervical esophagus, diagnosed
as a cyst forming choristoma by histological findings. A 53-year-old man was seen at the hospital because of
disturbance in swallowing and discomfort in the pharynx. A Submucosal tumor was detected by roentogenog-
raphy, fiberscopic examination, and computed tomography. An operation was performed, and a pedunculated
tumor was resected from the cervical esophagus. Histological findings revealed that the tumor was located in
the esophageal submucosal layer and the muscularis mucosae was absent between the esophageal epithelium
and the tumor. Macroscopically, the tumor consisted of cyst and lipoma-like adipose tissue. Seromucinous
glands and cartilage were observed in the adipose tissue, and some of the excretory ducts dilated in various
size. The cyst was lined by two-layered cuboidal epithelium which was histologically similar to that of the ex-
cretory ducts. The cyst was, therefore, considered to be formed by the dilatation of the excretory duct. The
tumor was histologically diagnosed as cyst forming choristoma, which was formed by incomplete separation
of the respiratory tract organ.
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