
はじめに

今回，我々は食道粘膜癌粘膜切除後の残存病変に対

し，放射線治療を受けた患者が巨大な遅発性気管食道

瘻を発症したため，カバー付きステントを留置．合併

症を回避するとともに，病態の正確な評価を行い，安

全で確実な手術を行うことができたので報告する．

症 例

患者：48歳，男性

主訴：発熱

家族歴：母親胃癌にて死亡（63歳時）

既往歴：特記すべき事なし．

現病歴：前医にて，平成 8年 2月27日，Iu～Im領域，

後壁を主体とした長径約3cm，1�4周性の食道表在癌
（IIa+IIc）に対し粘膜切除術（以下，EMR）施行するも

一部不完全切除となった．切除された病変は，組織学

的には大部分が食道上皮内に限局する（m1）扁平上皮

癌であったが，一部は粘膜固有層から粘膜筋板にかか

る（m3）浸潤性の中等度分化型扁平上皮癌であった．

EMRが不完全であったため，約 6週間後の 4月12日

より 5月30日まで腔内照射を伴う放射線治療施行した

（両側鎖骨上～全縦隔～噴門；40Gy�20回，主病巣；10
Gy�5回，腔内照射；12Gy�2回）．放射線治療終了後，
2回施行（9月 6日，12月 9 日）した内視鏡検査では

EMR後の瘢痕のみで，生検所見でも悪性像はなかっ

た．

その後，外来にて経過観察中であったが，同年12月

日消外会誌 ３２（９）：2238～2242，１９９９年
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症例は48歳の男性，胸部上部食道粘膜癌に対し内視鏡的粘膜切除術を試みたが，不完全切除となっ

た．これに対して腔内照射を伴う放射線治療を施行した．放射線治療終了後約 9か月後に直径約3cm

の巨大な気管食道瘻を生じ，緊急治療としてカバー付きステント（EMS）を留置し，肺合併症を予防

した．全身状態の改善と精査を行った後，手術を行い，ステントを抜去，食道空置，有茎大網による

食道断端の被覆，胸骨後食道胃吻合による消化管再建術を施行した．術後は順調に経過した．食道癌

に対する放射線治療後の合併症のうち，気管食道瘻は放置すれば致命的である．本症例においては，

緊急対応時における姑息的治療として，カバー付きステントは非常に有用であり肺合併症を予防する

ことができた．また，この治療により，病変の正確な診断に基づいた適切な治療方針を決定すること

ができた．
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Fig. 1 Chest computed tomography demonstrated a

heterogeneous area behind the carina of the tra-

chea.



中旬頃より嚥下困難出現．平成 9年 1月末より胸背部

痛，咳嗽が出現した．2月12日になり39度の熱発が出現

したため前医に緊急入院となった．

前医入院中の経過：入院時胸部CT検査で気管分岐

部付近の食道周囲に不均一な low density area があ

り，食道造影では Iu～Im領域に不整狭窄像を認めた．

放射線治療後の食道潰瘍および縦隔洞炎と診断した

（Fig. 1）．その約 2週間後（2月24日）懐死物質様の喀

痰を排出後，急激な解熱と喀痰の減少が認められた．

食道の内視鏡検査を施行した結果，門歯より約24cm

付近の食道前壁に直径約3cmの巨大な気管食道瘻が

形成され，瘻孔を通して気管分岐部が観察できた（Fig.

2）．同日緊急治療として，当科医師と共同でカバー付

きExpandable Metal Stent（EMS）を留置した．

ステント留置後ステントの拡張は良好で瘻孔はカ

バーにより閉鎖されていた（Fig. 3）．気管支鏡を行っ

Fig. 2 An esophagoscopy revealed a large tracheoe-

sophageal fistula through which the tracheal bifur-

cation was observed（arrow）．

Fig. 3 Esophagogram after treatment with covered

EMS showed complete blockage of the tracheoe-

sophageal fistula.

Fig. 4 Bronchoscopic findings at 6 weeks after stent-

ing for the broncho-esophageal fistula. Size of the

defect of the tracheal wall was increased with reepi-

thelization at the margin of the defect.

Fig. 5 Chest computed tomography after the treat-

ment with covered EMS：Improvement of the in-

flammatory changes at carinal region in the medi-

astinum was observed.
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たところ，気管壁の欠損部周囲の粘膜は白色調，不整

で，組織障害は進行中である所見であった．

食道造影検査では造影剤の漏出もなく，患者は経口

摂取可能となり精査治療目的に当科に転院（3月24日）

した．

当科入院後経過：気管食道瘻の進行状況を評価する

ために気管支鏡を施行したところ，瘻孔はやや大きく

なっていたが，瘻孔の辺縁は清浄化し，再生上皮の出

現によると思われる発赤が強くなってきていた（Fig.

4）．胸部CT検査では以前認められた縦隔の炎症所見

は改善傾向にあった（Fig. 5）．以上の所見に基づいて，

放射線潰瘍はこれ以上の拡大傾向はないと判断した．

食道癌は放射線治療により根治性が得られていると考

えられた事から，気管食道瘻に対して長期間にわたり

有効性の期待できる対策が必要となった．

ステントに変わる永続性のある治療法として手術を

考え，安全で確実な方法として，“胸骨後食道胃吻合術

施行後，右開胸下に食道内ステント抜去，食道空置”と

いう方法を選択した．

開腹操作にて亜全胃管を作成，食道下端を切離閉鎖

した．前縦隔下端で胸膜を切開し，あらかじめ作成し

Fig. 6 The operative technique for treatment of the tracheo-esophageal fistula

A：Removal the covered EMS, B：Closure the esophageal stump, C：Covering the

stump with an omental pedicle flap

Fig. 7 Chest computed tomogram on the 22nd post-

operative day：Posterior wall of the trachea pro-

jected as a pseudodiverticula（arrow）.

Fig. 8 Bronchoscopic findings on the 30th postopera-

tive day：The defect of the tracheal wall was re-

placed by the esophageal wall.
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ておいた有茎大網を右胸腔内に誘導した．次に頸部操

作にて頸部食道を離断，遠位側断端を閉鎖した後胸骨

後食道胃吻合術を施行した．最後に胸腔内操作を施行

した．後縦隔は線維性に瘢痕化していた．食道を切開，

ステントを抜去した．食道は切開部を含めて下部食道

を切除し，その断端を閉鎖した（食道空置）．さらにそ

の断端を有茎大網にて被覆補強した（Fig. 6）．

術後は順調に経過し胸部CT検査では気管後壁の欠

損部は空置食道により被覆され周囲の炎症所見は改善

していた（Fig. 7）．また気管支鏡による観察でも，気

管と食道粘膜の連続性が得られている部分もあった

（Fig. 8）．

考 察

気管食道瘻は発症して無治療であれば数週間の内に

死亡してしまう重篤な合併症である1）．気管食道瘻の

治療としては種々の esophageal endoprosthesis．の食

道病変部への挿入，外科的バイパス術，食道切除，食

道外瘻などが行われてきた2）．Hadar らが報告した総

説2）ではこの頃までの esophageal endoprosthesis．は

まだ合併症も多く，周術期の死亡率が15％であったと

している．また，気管食道瘻に対して endoprosthesis

を挿入しても瘻孔の閉鎖が不十分なために気管内にス

テントを挿入，あるいは気管と食道の両方にステント

を挿入するなどの工夫がなされてきた11）．その後，

esophageal endoprosthesis．の中でmetal stent の改良

が施され coverd Gianturco stent3）4），coverd，self-exp-

andable mesh stent5），expandable polyethlene-coverd

metal stent6），などが用いられるようになり，いずれも

ステント挿入に関連した手技による死亡例は認められ

ず，ほとんどの症例で再び経口摂取が可能となってお

り患者の“quality of life”の向上に役立つようになっ

た．また治療に関する入院期間も短く“cost-

effectiveness”に関しても有効であったとしている6）．

これらのステントは食道癌の狭窄による嚥下困難に対

しても有効であり，食道の病変内の内腔を確保するこ

とにより経口摂取を可能にしている7）～10）．

今回，我々は食道表在癌に対する内視鏡的治療，そ

れに引き続き行われた放射線治療により生じた巨大な

気管食道瘻の 1例に遭遇した．食道表在癌に対する放

射線治療に関する報告はOkawa ら12）によってなされ，

体外照射単独群と腔内照射を併用した群での治療成績

を比較している．腔内照射を併用した群で合併症の発

生率が高いものの（体外照射単独群：腔内照射併用群

＝6.9％：25.5％），局所コントロール率は腔内照射を併

用した群の方が良かったとしている（体外照射単独

群：腔内照射併用群＝77.3％：90.2％）．また，合併症の

うち瘻孔は腔内照射併用群47例中に 2例（4％）発生し

て，いずれも死亡していた．放射線治療による食道へ

の障害は急性期障害（局所の浮腫，血管拡張，線維化）

と，晩期障害（虚血性の変化，線維化）に分けられる．

食道潰瘍や気管食道瘻は晩期障害と考えられ治療開始

後数か月から 1年以内に発症している症例が多い14）．

正常の食道粘膜に対する放射線治療により食道潰瘍が

生じることはまれとされている13）が，食道癌放射線治

療において腔内照射を併用すると，放射線治療による

食道障害が増加するとしている14）．

気管食道瘻は前述したように発症後放置すれば誤嚥

性の肺炎などによる致死的病態である．本症例は悪性

腫瘍の進行により生じた気管食道瘻ではないが病態と

しては同様である．発症したときの対処方法としては

改良された現在のステントを用いることによりほぼ瘻

孔の閉鎖は可能であり，これを用いることにより経口

摂取を可能とし全身状態の改善を図るとともに，病変

の広がりなど客観的に評価することも可能にした．つ

まり，放射線治療により生じた瘻孔がさらに広がるか

どうかを安定した全身状態のもとに観察することが出

来た．本症例に関しては粘膜切除と放射線治療により

食道癌そのものは根治性が得られているものと判断し

たので，食道気管瘻に対する治療としては侵襲を少な

くかつ永続性のある治療が必要であった．手術として

は，“胸骨後食道胃吻合術施行後，右開胸下に食道内ス

テント抜去，食道空置，有茎大網充填による断端の補

強”これが不可能であれば“気管の瘻孔部を含めた気

管気管支切除，気管分岐部形成術”などが考えられた．

実際に手術を行ってみると，瘻孔周囲，ステント留置

部周囲の縦隔は炎症所見が強く血流の状態などが心配

されたが，ステントを抜去した後の残存食道粘膜は十

分に血流もよく空置することにより瘻孔の閉鎖が可能

と考えられた．さらにその周囲に有茎大網を充填する

ことにより確実性を高めた．

気管食道瘻は，食道表在癌に対する放射線治療腔内

照射において，起こりうる合併症として念頭に置く必

要がある．その治療にあたってはカバー付きステント

や，外科治療の工夫が必要であると考えられた．

本論文の要旨は第51回日本消化器外科学会総会（1998年

2 月，東京）において発表した．
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A Case Report of Giant Tracheoesophageal Fistula due to Radiation Therapy
for Mucosal Esophageal Cancer Successfully Treated with a Covered

Expandable Metal Stent and Surgical Therapy

Shunroh Ohtsukasa, Misao Yoshida, Tomoko Hanashi, Toshimi Mizobuchi, Hiroko Bando,
Tasuku Kusano＊, Toshifusa Ozawa＊ and Akiharu Yagawa＊

Department of Surgery, Tokyo Metropolitan Komagome Hospital
＊Department of Surgery, Social Insurance Yamanashi Hospital

A 48-year-old man who unsuccessfully underwent an endoscopic mucosal resection for a mucosal esopha-
geal cancer in the upper one-third of the thoracic esophagus, was treated with external and intraluminal ra-
diation therapy. Nine months later, a giant tracheoesophageal fistula was revealed. To prevent pneumonia, a
covered expandable metal stent was inserted into the esophagus. His general condition subsequently im-
proved and preoperative evaluation of the lesion was done. An operation to remove the metal stent, to close
the esophageal stumps and to cover the distal stump with an omental pedicle flap was carried out and in-
cluded gastric pull-up and retrosternal esophagogastric anastomosis . Tracheoesophageal fistula is a life-
threatening complication of esophageal irradiation. In this case, a covered expandable metal stent was used to
close the tracheoesophageal fistula and to prevent pneumonia. The covered expandable metal stent also al-
lowed us to evaluate the lesion and to determine the correct treatment.
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