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頸部結核性リンパ節炎による食道リンパ節瘻の 1例
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症例は 79 歳の女性で，平成 16 年 1 月頃より嚥下時違和感が出現した．前医で上部消化管内
視鏡検査を施行（GIF）し，頸部食道癌疑いで当院に紹介された．GIF では，上切歯列 16～19
cmの右壁に約 3cm大の瘻孔形成を伴う深い潰瘍性病変を認めた．生検では強い炎症所見を伴
う肉芽組織を認めた．CTでは 101R にリンパ節腫大を認め，食道との間に瘻孔を形成していた．
喀痰培養検査ではMRSA・緑膿菌が陽性，抗酸菌染色検査は陰性．悪性所見が否定できないた
め，6月上旬に手術を施行した．食道壁に切開を加えた直視下の生検では，肉芽腫性の炎症所見
で，抗酸菌染色検査が陽性であった．結核性リンパ節炎による食道への瘻孔形成と判断し，手
術を終了した．本症例はリンパ節転移を伴う頸部食道癌の画像所見と類似した結核性頸部リン
パ節炎であり，癌の確診がつかない場合，結核性病変の可能性も十分考慮すべきである．

はじめに
頸部食道癌が反回神経領域の 101 リンパ節１）へ

転移することはよく経験する．頸部食道癌原発巣
の右 101 転移リンパ節への瘻孔形成との鑑別が困
難であり，術前に確定診断しえなかった頸部結核
性リンパ節炎による食道リンパ節瘻の 1例を経験
したので報告する．

症 例
患者：79 歳，女性
主訴：嚥下時違和感
家族歴：姉；食道癌
既往歴：69 歳；変形性股関節症で両側大腿骨

頭置換術施行．肺結核の既往なし．
現病歴：2004 年 1 月頃より嚥下時違和感出現．

以後徐々に症状は増悪．5月前医受診．上部消化管
内視鏡検査施行し，頸部食道癌が疑われた．5月中
旬精査加療目的で当院を紹介初診．
入院時現症：身長 155cm，体重 45kg ，体温

36.5℃．Perfomance Status 0，栄養中等度，表在リ
ンパ節は触知せず．低頻度の湿性咳そうを認め，

両側肺に湿性ラ音を聴取した．
入院時血液検査所見：血液生化学，凝固系，血

液ガス分析検査：異常所見なし．ツベルクリン反
応検査：施行せず．
術前喀痰培養検査：MRSA（methicillin-resistant

Staphylococcusaureus）・緑膿菌陽性．抗酸菌染色
陰性．
咽頭・鼻腔培養検査：MRSA陽性．
胸部単純X線写真：両側下肺野外側に淡い浸

潤影あり，慢性気管支炎の所見と考えた．
上部消化管造影検査：CeUt に右壁中心の径 4.5

cmの 3型様病変を認めた（Fig. 1）．辺縁はなだら
かな隆起で中心に深い陥凹を認めた．
上部消化管内視鏡検査：切歯列 16～19cmに右

壁主体の約 3cm大・1�4 周性の潰瘍性病変を認
めた（Fig. 2）．潰瘍周囲は粘膜下成分に富んだ周
堤を伴い，ほとんどが非腫瘍粘膜で覆われていた．
潰瘍中心部に瘻孔形成していると思われる非常に
深い部分を認める．食道の拡張は良好であった．
3型進行食道癌を第 1に考えるが，非典型的な臨
床像であり，特殊な組織型の可能性もあると考え
た．
術前生検所見：重層扁平上皮に異型はなく，上
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Fig. 1 A barium study showed a deep ulcerative le-

sion seems a Type 3 lesion located from cervical 

esophagus to upper thoracic esophagus（arrows）.

Fig. 2 Endoscopy showed a Type 3 lesion in the le-

ngth of 3cm, about 16cm from the incisors.

Fig. 3 Microscopically preoperative biopsy speci-

mens showed subepithelial epithelioid granulomato-

us with non-specific granulation tissue without cen- 

tral necrosis.

Fig. 4 Enhanced CT showed a suspicious of cervi-

cal esophageal carcinoma invading to right cervical 

paraesophageal lymph node（arrow）.

皮直下の固有層に強い炎症性変化を認めた（Fig.
3）．炎症は，リンパ球形質細胞浸潤が強く毛細血
管の多い肉芽組織であり，epithelioid granuloma
を複数認めたが，中心壊死はなく tuberculosis よ
りも，むしろ sarcoidosis が疑われた．

超音波ガイド下頸部リンパ節生検：十分な標本
を得られず，poor study となった．
CT：右壁中心に頸部食道の不整な肥厚像を認

め，右 101 リンパ節と一塊となっている所見で
あった（Fig. 4）．肺野には小さな斑状影や consoli-
dation などの炎症性変化を認めた．
上記検査では確定診断に至らなかった．しかし，

画像診断上では頸部食道癌とその右 101 リンパ節
への転移の可能性も否定できないと考え，確定診
断のためには外科的な生検術が必要と考えた．悪
性所見の場合で咽頭喉頭合併切除・頸部食道切
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Fig. 5 Intraoperative microscopic findings revealed 

subepithelial granulomatous inflammation and sus-

picious of tuberculosis（arrow）.（HE staining, 100×）

Fig. 6 Acid fast bacilli were seen in Ziehl-Neelsen 

staining（arrow）.（Ziehl-Neelsen staining, 400×）

除・永久気管孔造設が必要となっても耐術可能と
判断した．
手術所見：2004 年 6 月上旬手術施行．全身麻酔

下に頸部切開．頸部食道を剥離・授動．左右反回
神経を確認・温存．頸部食道左壁に切開を加え，
直視下に病変部より生検．抗酸菌染色でガフキー
2号と診断され，結核菌による病変と診断．食道壁
を縫合し閉創した．
病理組織診断：食道粘膜からの生検は，再生性

ないしmild dysplasia までの異型．潰瘍底からの
生検は，上皮下の granulomatous inflammation
であった．Epithelioid granuloma が複数見られ，
組織の一部には壊死も見られ，tuberculosis の可
能性も考えるべき病変であった（Fig. 5）．癒着し
ているリンパ節に肉芽腫性炎症があり，これが食
道に波及している可能性が考えられた．Ziehl-
Neelsen 染色は陽性であった（Fig. 6）．
抗酸菌検査：術当日喀痰検査で抗酸菌染色は陰

性で，PCR法陽性．術当日胃液検査は，抗酸菌染
色でガフキー 2号，PCR法陽性．
術後経過：術後は順調に経過．術当日よりイソ

ニコチン酸ヒドラジド 500mg，リファンピシン
450mg，エタンブトール 750mgの 3 剤併用療法
を開始した．術後第 8病日に結核治療施設へ転院
となった．以後約 2か月の入院加療を行い，瘻孔
は閉鎖．その後は自宅療養中である．

考 察
日常の診療で頸部リンパ節腫脹を主訴とする患

者は比較的多い．いわゆる炎症による反応性腫大
の他に，頸部リンパ節転移，悪性リンパ腫，急性
化膿性リンパ節炎，結核性リンパ節炎などの鑑別
診断があげられる２）．
頭頸部での結核感染は，リンパ節病変が最も頻

度が高く，侵されたリンパ節はさまざまな所見を
示す３）．その感染経路は縦隔からの上行性と，咽喉
頭のリンパ装置を進入門戸として上部頸部リンパ
節に初発する下行性がある４）．本症例は，縦隔リン
パ節の腫大は軽微なため，後者が原因の可能性が
高い．結核性リンパ節炎は片側性のことも両側性
のこともあり，内頸静脈リンパ節鎖に加え，後頸
三角で認められることが多いとされている３）．
本症例は，高齢かつMRSA・緑膿菌の保菌者で

あり，compromised host と考えられる．近年，結
核の罹患数の増加が指摘されており，結核感染症
を強く疑うべきであったと考えられる．さらには，
基礎疾患のない健康成人に発症した頸部リンパ節
結核も報告されていることより５），頸部リンパ節腫
脹を見た時，結核性リンパ節炎の可能性も，常に
考慮すべき疾患の一つと考えられる．
食道結核は非常にまれであり，結核死 16,489

例中 25 例と 0.15％にしか認めなかったとの報告
もある６）．しかし，特に免疫能が低下している患者
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で，内視鏡所見で，食道壁が通常見ないような変
化，特に粘膜下成分が豊富な場合には，食道結核
の鑑別も必要である７）８）．食道結核の機序としては，
自験例のような周囲リンパ節の自潰穿孔による 2
次性食道結核が最も多い９）．1983～2004 年の医中
誌を「結核性リンパ節炎」，「食道」で検索すると，
食道との瘻孔形成は，縦隔リンパ節から波及した
ものが報告されている９）１０）．頸部リンパ節が原因で
ある報告は認めなかったが，自験例のように同様
の機序で頸部リンパ節にも起こりうることを認識
すべきである．また，食道病変の潰瘍性病変の境
界が明瞭で辺縁平滑との報告もあるが９），自験例で
は辺縁は明瞭でなく，隆起を主体とした報告もあ
り１０），種々の臨床像を呈すると考えられる．
本症例は術前に喀痰培養検査を施行し，抗酸菌

染色は陰性であった．術前の画像所見，特に内視
鏡検査が頸部食道癌にしては非典型的な所見で
あった．
肺結核は画像診断上疑われなかった．しかし，

術前の喀痰培養検査で，MRSA，緑膿菌が検出さ
れたことより，低免疫状態であると考えられ，結
核性変化の否定のために，生検標本の抗酸菌検査
や再度の喀痰培養検査を施行すべきであったと考
えられる．また，抗酸菌染色だけでなく，検出感
度がよい PCR法も用いるべきであったと考えら
れる１１）．ただし，サンプルの質の問題や PCRの検
出感度の限界もあり，検査結果が陰性であるから
といっても，完全には結核感染を否定できないこ
とは，十分考慮しておくべきである．
活動性の食道結核や結核性リンパ節炎の治療

は，膿瘍を形成しているなどの特別な場合を除き，

肺結核に準じた積極的な化学療法が推奨され４），自
験例でも 3剤併用療法を術当日より開始した．
我々消化器外科医が頸部結核性リンパ節炎に遭

遇する機会はあまり多くはないが，結核感染症の
増加により，鑑別診断の一つとして常に考慮すべ
き疾患の一つである．
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A Case of Esophagolymphnodal Fistula due to Tuberculous Cervical Lymphadenitis

Hiroshi Sato, Yasuhiro Tsubosa, Toru Ugumori１）,
Norio Ohmagari２）and Ichiro Ito３）

Department of Esophageal Surgery, Department of Head ＆ Neck Surgery１）, Department of
Infection Diseases２）and Department of Pathology３）, Shizuoka Cancer Center

A 79-year-old woman complaining of discomfort in swallowing was referred to our hospital, because an endo-
scopic examination had revealed a deep ulcerative lesion in the cervical esophagus. Biopsy specimens dis-
closed subepithelial epithelioid granulomas with non-specific granulation tissue without central necrosis and
no histological evidence of malignancy. A barium study showed a deep ulcerative lesion, which appeared to be
a Type 3 lesion, located from the cervical esophagus to the upper thoracic esophagus. CT scan revealed a cer-
vical esophageal tumor adjacent to the right cervical paraesophageal lymph node with suspicious formation of
an esophagolymphnodal fistula. The patient underwent cervicotomy under general anesthesia because malig-
nancy of the lesion was not be able to be ruled out. Intraoperative biopsy from the bottom of the lesion was
performed after opening the cervical esophagus. Intraoperative frozen sections demonstrated subepithelial
granulomatous inflammation, which was suspected to be a tuberculosis epithelioid granuloma. Acid fast bacilli
were seem in Ziehl-Neelsen staining, and this led to the find positive diagnosis of an esophagolymphnodal fis-
tula due to tuberculous cervical lymphadenitis. In the differential diagnosis of tumors of the esophagus, tuber-
culous lesions must be included.
Key words：esophageal tuberculosis, tuberculous cervical lymphadenitis, esophagolymphnodal fistula
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