
緒 言

我々は食道メラノーシスと intramural metastasis

を伴う食道原発術後 2年無再発生存中の症例を経験し

た．手術予後について長期無再発を期待できる因子に

関して文献的考察とともに報告する．

症 例

患者：64歳，男性

主訴：嚥下時の違和感

既往歴：全内臓逆位を指摘されていた．

現病歴：1996年 5 月上旬より嚥下時の違和感が出現

した．

入院時現症：体表に異常色素斑を認めず．表在リン

パ節は触知せず．

入院時臨床検査所見：一般血液検査成績では異常を

認めなかった．CEA，CA19―9，SCCはすべて正常範

囲であった．

上部消化管造影および内視鏡所見：造影検査では胸

部中部食道の後壁を主座に4.1×2.1cmの境界明瞭で表

面に凹凸を伴う隆起性病変を認め，副病変を認めな

かった．内視鏡検査では上切歯列より30cmの部位に

内腔の1�3を占居する隆起性病変を認め，腫瘍の口側は
正常粘膜色調であったが肛門側は黒色調を呈した．病

変表面に凹凸を認めた．また，同病変より肛門側に散

在する黒褐色の色素斑を認めた．隆起性病変の生検に

てメラニン色素を含有する高度異型性腫瘍細胞が認め

られ，悪性黒色腫と診断した．

胸部 computed tomography（CT）：同病変は充実性

腫瘍として認められ，食道壁外への浸潤，リンパ節腫

大を認めなかった．

頭部および腹部CT，Ga シンチ，骨シンチ，下部消

化管内視鏡検査にて異常所見は認めなかったため食道

原発悪性黒色腫と診断した．1996年 6 月17日手術施行．

全内臓逆位のため左開胸，開腹にて頸・胸・腹部 3領

域リンパ節郭清を伴う胸部食道切除術を行った．胸骨

後経路大彎側胃管にて再建した．

切除標本所見：同病変は4.1×1.8×1.5cmの有茎性

の凹凸を伴う隆起性腫瘍で腫瘍の口側半分は正常粘膜

色調，肛門側は黒色調を呈した．潰瘍性変化は認めな

かった．また，腫瘍より肛門側の食道粘膜に平旦な黒

色斑を複数認めた（Fig. 1）．腫瘍の可動性が良好なた

め肉眼的深達度T1a と判断し，食道癌取扱い規約1）に

準じた肉眼的進行度は，N0，M0，Stage 0であった．

病理組織学的所見：腫瘍茎部の中心においてのみ粘

膜筋板の構造が破綻し腫瘍細胞が粘膜下層に及んでい

た（Fig. 2）．腫瘍辺縁部では腫瘍細胞が基底層から上

皮内へ移行している junctional activity（以下，JA）の

像が観察された（Fig. 3）．腫瘍黒色部の腫瘍細胞は細
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胞質内にメラニンを豊富に含む紡錘形細胞であった．

正常色調部分の腫瘍細胞は大型の明るい核を有する楕

円形細胞でありメラニンに乏しかった．両者とも強い

核異型性と異型細胞分裂像を認めた（Fig. 4A）．食道癌

取扱い規約に準じた組織学的進行度は pT1b，pN0，

v0，ly0，pStage I と診断した．

腫瘍肛門側の黒色斑は主病巣との連続性はないが，

主病巣黒色部分と同様のメラニンに富む紡錘形細胞を

認めた．同部において JAは認めなかったため主病巣

からの転移と考えた．

また，非腫瘍部正常色調の食道粘膜において，メラ

ノサイトの散在が認められた．このメラノサイトは大

型の核小体を有してクロマチンに富み，高度核異型が

認められたが腫瘍形成はなく，病理組織学的に atypi-

cal melanotic hyperplasia と診断した（Fig. 4B）．その

分布は食道胃接合部から口側切除断端に至る広範囲に

認められた．

術後経過：術後 4週後に合併症なく退院した．術後

補助療法は行わなかった．2年経過した現在，再発の兆

候は認めていない．

考 察

食道原発悪性黒色腫は全食道悪性腫瘍の0.1～0.2％

を占める．当院では全食道悪性腫瘍208例中，本疾患は

自験例を含め 3例（1.44％）経験した．

食道原発悪性黒色腫の診断基準としてA11en ら2）は

�腫瘍が黒色腫特有の構造を持ちメラニンを含有する
こと，�腫瘍が扁平上皮中の JAを有する領域から発
生していること，�腫瘍に隣接する上皮もメラノサイ
トを有すること，�腫瘍がポリープ状であることをあ
げている．本症例はこれら全項目を充たした．

本症例では肉眼的に正常な食道粘膜内にも atypical

melanotic hyperplasia が広範囲に認められた．この異

型メラノサイトが腫瘍発生の母地として考えられてい

る3）～6）．本症例では切除断端においても異型性が認め

られたにもかかわらず，現在まで残存食道内に局所再

発は発生していない．この点からも atypical melanotic

hyperplasia は腫瘍進展の一型とするよりも腫瘍発生

母地として妥当と思われる．

本疾患は食道内に副病変を認めることが多い7）．本

邦より1988年以降に報告された26例5）7）～24）28）29）では副腫

瘤は13例，黒色斑は10例に認められた．本症例では主

病巣肛門側に黒色斑を認めた．我々は黒色斑中に主病

巣と同様のメラニンを含有する異型細胞が認められた

こと，黒色斑の分布は主病変近傍に偏ったものであっ

たこと，黒色斑中に JAが認められなかったことから

intramural metastasis であると判断した．本症例は深

Fig. 1 The surgical specimen of the cardioesohpagus

showed a 4.1×1.8×1.5cm soft tumor and some flat

blackish stains．（arrows）

Fig. 2 Microscopically, the polypoid tumor consisted

of blackish area and not blackish area. The tumor

invaded the submucosal layer at the center of the

stalk（arrow）．（HE×4）

Fig . 3 Microscopically , junctional activity were

shown in the basal layer．（HE×200）
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Table 1 Postoperative long term survival cases

Prognosis（months）Adjuvant therapyFindingsSize（cm）SiteAge/GenderAuthorYear

（125）

（74）

（143）

（30）

（37）

（72）

（35）

（26）

（22）

（30）

（24）

Alive

Alive

Died

Died［WR］

Died［WR］

Died［WR］

Died［WR］

Died［WR］

Alive

Alive

Alive

none

IMM

CHE

CHE

RAD

CHE＋ RAD

CHE＋ RAD

CHE

CHE

NR

none

<pT3 pN0 M0  v（＋）

multiple tuomors ; pT1b pN1 M0

pT1a pN0

pT1b pN3

pT1b pT2 M0

pT1b pN2 M0

multiple tumors ; pT1b pN3

pT1b pN2 M0 ly2 v1

pT2 pN0 ly0  v（＋）

pT1b

pT1b pN0 M0 v0 ly0

4

3.5

1.5

3

4.4

6

4

4

5.7

4

4.1

Ut

Lt

Mt

MtLt

MtLt

MtLt

Mt

MtLt

Ut

Mt

Mt

50/ Ｍ

54/ Ｍ

63/ Ｍ

48/ Ｍ

67/ Ｍ

54/ Ｆ

69/ Ｆ

59/ Ｆ

49/ Ｆ

41/ Ｍ

64/ Ｍ

Matsubara26）

Shimada27）

Tanimitsu31）

Kato28）

Satoh29）

Kono32）

Kimino30）

Shomura12）

Haga10）

Muto25）

Present case

1968

1981

1984

1988

1988

1990

1990

1991

1991

1997

1996

（IMM : immuno therapy, CHE : chemotherapy, RAD : radiation, NR : no recorded, ［WR］ : with recurrence）

達度 smの比較的早期の黒色腫に背景因子と考えられ

る atypical melanotic hyperplasia と続発巣と考えられ

る黒色斑が同時性に存在し，本疾患の急速な進行が示

唆される病理所見である．

本疾患は予後不良な例が多い．治療方法は手術が第

1選択とされている．銭谷ら11）は術後平均生存期間は

10.8か月であったと報告した．手術補助療法として多

剤併用化学療法，放射線療法についても奏効例が報告

されているが一定の見解は得られていない．

我々は手術症例に着目し田中ら9）および中村ら18）の

集 計 に1988年 以 降 に 報 告 さ れ た 手 術 症

例5）7）8）10）～17）19）～24）28）29）を加えた68例について検討した．全

体の生存率は 6か月62.7％，1年43.0％であった．1988

年以前発生例（51例）では 6か月生存率55.0％，1年生

存率29.2％．1988年以降発生例（17例）はそれぞれ88.2

％，80.9％と予後は向上している．しかし，術後補助療

法を行った症例に限ると予後の向上は認めなかった．

上記68例の検討ではリンパ節転移，同時性他臓器転

移，JA，メラノーシス，副病変の有無と予後は関係し

なかった．しかし，腫瘍径 5cm未満（37例）では 6か

Fig. 4 （A）The primary tumor microscopically comprised two types of cells includ-
ing melanin-rich spindle cells in the oral half and melanin-poor round cells in the

anal half．（HE×200）．（B）Atypical melanocytes were entirely scattered on the ba-

sal layer of the resected esophagus（arrow）．（HE×400）
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月生存率75.3％，1年生存率58.7％，腫瘍径 5cm以上

（23例）では 6か月生存率41.9％，1年生存率18.6％で両

群間に差を認めた（p=0.005）．以上より，腫瘍径が予後

因子として重要であると考えられた．しかし，自験例

を含め術後20か月以上長期生存例11例10）12）25）～32）（Ta-

ble 1）について検討したところ，リンパ節転移は n0

3 例，n1 1 例，n2以上 5例，記載なし 2例で，n0の 3例

は再発なく観察期間中生存しているのに対し，n2以上

の 5例すべてが 2年以上生存しながらも肝転移，肺転

移などの血行性転移を認めている．よって，リンパ節

転移は生存率には影響を与えないが長期生存例におい

て再発率が高いと考えられた．また，9例は腫瘍径が

5cm未満であり，10例は深達度は sm以浅であった．以

上より，腫瘍径が小さく深達度 sm以浅でかつリンパ

節転移が陰性の症例が長期無再発予後を期待できるも

のと思われた．よって，本疾患では早期診断が重要で

ある．しかし，手術症例68例中検診所見は 1例のみで，

病悩期間も平均3.0か月と短く早期診断の困難さが示

唆される．今後，有効な診断法と補助療法の出現が期

待される．
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A Long Term Survival Case of Esopageal Primary Marignant Melanoma with
Melanotic Hyperplasia and Intramural Metastases：A Case Report
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Noriyuki Ohba, Kazuhiko Nakagami, Johji Iseki,
Kazusige Tohyama and Hiroyuki Muro＊
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We report a case of primary esophageal malignant melanoma. A 64―year―old man, who was diagnosed in
his childhood as having complete situs inversus, was admitted to our hospital complaining of dysphagia. An
esophagogram revealed an elevated tumor in the middle thoracic esophagus. Flat blackish lesions were also
observed endoscopically in the lower thoracic esophagus. A diagnosis of malignant melanoma was made from
the biopsy sepecimens. Thoracic esophagectomy with lymph node dissection was performed under a left tho-
ractomy. Histopathologically, primary malignant melanoma with junctional activity was confirmed, including
pT1b, pN0, M0（pStage I）according to Guide Lines for the Clinical and Pathologic Studies on Carcinoma of the
Esophagus. Atypical melanotic hyperplasia was seen in a wide area of the resected esophagus. The blackish
lesions in the lower thoracic esophagus were diagnosed as intramural metastases . Though the atypical
melanotic hyperplasia extended to proximal end of the resected specimen, the patient in alive without recur-
rence for 24 months after the operation. Thus, we suggested that the atypical melanotic hyperplasia might
not be a metacronous change of the malignant melanoma but was rather background factor of the malignant
melanoma.
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