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ABSTRACT

In order to establish the therapeutic guidelines for mediastmal cysts, especially for

bronchogenic cysts, pericardial cysts and thymic cysts, a series of patients operated on

at the NHO Okinawa National Hospital from June 1979 to December 2005 retrospectivly

evaluated. A total of 277 patients were surgically treated for the primary mediastmal

tumors, including 98 mediastmal cysts. In addition, 43 patients had bronchogemc cysts.

The common sites of the cysts were the same as those described according Maier s classifi-

cation in almost all cases. Bronchogemc cysts with adhesion to the neighboring accounted

for 54.5 % of all cysts. One patient experienced post-operative empyema, while one patient

had a recurrence after the operation, and another cyst was identified to demonstrate

adenocarcmoma inside. Thirty patients had pericardia! cysts. The sites of the cysts were

the cepharad recess of the azygos vein (CRAzV) and the right cardiophrenic angle in al-

most all such cases. None of the pericardial cysts demonstrated either complication or

recurrence. Twenty-one patients had thymic cysts. The sites of these cysts were the an-

tenor mediastinum in all cases. In addition, none of the thymic cysts were associated

with myasthemia gravis and no recurrence was observed. It is important to pay careful

attention to the location of mediastmal masses since it may help in accurately differen-

tiating these diseases. Both computed tomography (CT) and magnetic resonance imag-

ing (MRI) were helpful in determining the precise localization and characterization of

the mediastmal mass, especially MRI was useful m the preoperative differential diagno-

sis. Video-assisted thoracic surgery (VATS) was found to be a safe and effective surgical

modality for the treatment of mediastmal cysts. The etiology, roentogenographic features,

diagnosis and treatment of mediastmal cysts are all herein discussed.Ryukyu Med. J.,
26( 1,2) 31-37, 2007
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緒　言

;u

普及により縦隔腫癌の画像診断が飛躍的に進歩するとと

もに,その症例数も増加の傾向にある.特に縦隔嚢腫の

CT (Coputed Tomograhy,以下CT)検査, MRI　症例数が増加傾向にあり,その中で頻度の高い気管支性

(Magnetic Resonance Imaging,以下MRI)検査の　　嚢腫,心膜嚢腫,胸腺嚢腫に主に焦点を当て,その治療



32 当院における縦隔嚢腫手術症例の検討

方針を明らかにするために自験症例について臨床的に検

討を加えた.

対象および方法

1979年6月から2005年12月までの期間に,国立病院
機構沖縄病院外科において病理組織学的に確定診断の得

られた縦隔腫癌は277例であった(Table 1).縦隔嚢腫
は98例で,先天性嚢腫73例(気管支性嚢腫43例,心膜

嚢腫30例) ,胸腺嚢腫21例(TablelのThymic tumorに
含まれる),その他4例であった.今回は,縦隔嚢腫を

Table 1 The Mediastinal tumor (277 cases)

Thymic tumor

including thymic cyst

Congenital cyst

Neurogenic tumor

Germ cell tumor

Lymphatic tumor

No.of the cases

lO7 (38.6

73C

35 (12i

24(

18

Mesidastmal thyroid adenoma

Hemangioma

Fibroma

Others

対象とし,年齢,性別,発見動機,発生部位,画像診断,

術式,合併症,予後等についてretrospectiveに検討を
加えた.また,縦隔嚢腫の中で頻度の高い気管支性嚢臆,

心膜嚢腫,胸腺嚢腫については個別に検討を加えた.

縦隔嚢腫全体の中で気管支性嚢腫が最も多く43例,次
に心膜嚢腫が30例,胸腺嚢腫が21例,その他4例であっ

た.年齢は6才から84才で平均46.0才,性別は男性47例,
女性51例で性差は認めていない.嚢腫最大径は2 cmか

ら16cmで平均5.0cmであった.縦隔嚢腫症例を発見動
機別にまとめると,検診発見例が79例,他疾患経過観

察中発見例が8例,自覚症状発見例は11例で,無症状
での発見例は全体の89%を占めた.

術前画像診断は, 1990年以前までは主に胸部Ⅹ線写真

と胸部CT検査で行なわれていたが, 1990年にMRIが導

入されてからは前記検査に胸部MRI検査が追加される
ようになり,縦隔腫疫の質的診断が容易となった.

縦隔嚢腫症例の手術術式は,胸腔鏡下手術が最も多く
62例,次に月夜窟・後側方開胸が31例,胸骨正中切開が5

例であった(Table 2).当院では1992年より縦隔嚢腫
に対して胸腔鏡下手術が開始されており, 1995年以降
は90%以上の症例が胸腔鏡下に切除されていた.

術後合併症は,術後無気肺2例,血性胸水1例,肺痩

遷延1例,縦隔炎1例,術後膿胸1例を認めた(Table 3).
胸部異常陰影指摘後,約30年間放置していた嚢腫径

10cmの気管支性嚢腫に術後再発を認め,また,嚢腫の

Table 2　0perative procedure

No.of cases

Video-assisted thoracic surgery( VATS)

Thoracotomy

Median-sternotomy

No. 40

35

30

25

20

15

10

5

0

75-79　80-84　85-89　90-94　95-99　00-05　Vear

鵜VATS蝣Thoracotomy口Median-sternotomy
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Table 3　The postoperative-course

Postoperative complications :

Atelectasis

Bloody pleura! effusion

Pulmonary fistula

Mediastmitis

Empyema

Recurrence :

No.of cases

Bronchogenic cyst 1 case (The size of the cyst : 10cm)

Malignancy :

Bronchogenic cyst 1 case (The size of the cyst : 13cm,

Adenocarcinoma, It was left for 20 years)

Prognopsis :

The death of the primary disease was only mahgnacy case.

Table 4　Bronchogenic cysts (43 cases)

Patients characteristics

Age (year-old): 6-75 (mean 40.2)

Sex : M/F-20/23

The size of the cysts (cm): 2-16 (mean 4.9)

MR image: TIWI*　- iso-high, T2WI*#　- high

The number of cases which had the adhesion:

Adhesion　　18/33 (54.E

Post-operative complication :

Empyema 1 , Atelectasis 1, Pulmonary fistula 1

Recurrence : 1

Mahgnacy : Adenocarcmoma 1

TIWI* : Tl-weighted MR image, T2WI* * : T2-weighted MR image

Fig. 1 Bronchogenic cyst (16-year-old man) : (A) Enhanced CT reveals a homogenous thick-walled mass in the

right superior mediastinum. (B) Tl-weighted MR image shows an iso to somewhat high intensity mass.

(C) T2-weighted MR image shows a high intensity mass.

33
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Table 5　Pericardial cysts (30 cases)

Patients characteristics

Age (year-old): 15-69 (mean 49.c

Sex : M/F-14/16

The size of the cysts (cm): 2-10 (mean 4.3)

MRimage: TIWI*　-low, T2WI**　-high

The number of cases which had the adhesion:

All cases without adhesion

Post-operative complication :

Bloody pleura! effusion 1

TIWI* : Tl-weighted MR image, T2WI* * : T2-weighted MR image

施/(C)
Fig. 2 Pericardial cyst (39-year-old woman) : (A) Enhanced CT reveals a homogenous water-attenuation mass

in the right middle mediastinum. (B) Tl-weighted MR image shows a round low intensity mass.

(C) T2-weighted MR image shows a very high intensity mass.

存在指摘後に約20年間経過観察されていた嚢腫径13cm
の気管支性嚢腫に,腺癌の合併を認めた.予後としては,

前記した腺癌合併例が術後3年目に脳転移を来たし死亡
した以外は,原疾患およびその治療に伴う死亡は認めて
いない.

気管支性嚢腫43症例(Table 4):局在としては中縦

隔に最も多く認めたが,上,前,後縦隔の何れの部位か
らも発生を認めた.年齢は6才から75才で,平均40.2才.
男性20例,女性23例と性差は認めず.発見動機として

は,検診発見例が多いものの,自覚症状発見例も8例

(18.6<;　みられた.嚢腫最大径は2cmから16cmで平
均4.9cmであった.本症の局在に関してはMaierの分類
が有名であり,全症例43例中の38例　3.3%)がMaier

の分類で定義される好発部位に発生していた.その他5

例の発生部位は,横隔膜1例,食道壁内1例,前縦隔脂
肪織内3例であった. MRI検査ではTl強調像で等信号

から高信号, T2強調像で高信号に描出された(Fig. 1).
手術記録より,嚢腫と周囲組織との癒着の有無が明記さ

れていたのは33例あり,癒着のみられた症例が18例

(54.5%)含まれていた.術後合併症として膿胸1例を認
め,再発1例,腺癌合併1例を認めた.

心膜嚢腫30症例(Table 5):発見時の年齢は15才か
ら69才,平均49.8才.男性14例,女性16例で性差は認め

ず.発見動機としては検診発見例が多く26例(86.7%)
を占めた.嚢腫の局在としては,圧倒的に中縦隔,前縦

隔に多く,奇静脈頭側の心膜翻転部と心横隔膜角にほと
んどが局在していた. MRI検査所見は, Tl強調像で低

信号, T2強調像で高信号としてとらえられた(Fig. 2).
術中所見より,周囲-の癒着がみられた症例は認めず.

全例,特筆すべき術後合併症も認めていない.
胸腺嚢腫21症例(Table 6):年齢は12才から72才,

平均52.3才.男性10例,女性11例で性差は認めず.発見

動機としては,圧倒的に検診発見例が多く17例

(80.9%)を占めた.嚢腫の局在は全例前縦隔であり,
MRI検査所見としては,気管支性嚢臆と比較して, Tl

強調像でやや信号強度が低くみられた(Fig. 3).術後
合併症としては縦隔炎1例みられたが,抗生剤投与の

みで軽快した.

LocationI
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Table 6　Thymic cysts (21 cases)

Patients characteristics

Age (year-old): 12-72　mean 52.3

Sex : M/F- 10/ll

The size of the cysts (cm) : 2-12 (mean 5i

MR image: TIWI*　- iso-low, T2WI**　- high

The number of cases which had the adhesion:

Adhesion　　　　　4 /18 (22J

Post-operative complication :

Mediastinitis

Atelectasis

TIWI* : Tl-weighted MR image, T2WI* * : T2-weighted MR image

Fig. 3 Thymic cyst (53-year-old woman) : (A) Enhanced

mediastinum. (B) Tl-weighted MR image shows

weighted MR image shows a high intensity mass.

考　察

縦隔は両側の縦隔胸膜に囲まれ,重要な管腔臓器(心
臓,大血管,気管気管支,食道)が位置する空間である.
さらに,実質臓器として胸腺,神経,脂肪,結合織など

が存在するため,腫癖,炎症性,肉芽腫性病変,発生異

常などを中心としてさまざまな病変が発生し得る1).本
稿においては,縦隔に発生する嚢胞性病変に焦点を当て

検討を行った.
縦隔腫癖に対する先天性嚢腫の割合を見てみると,

1971年の縦隔外科全国集計のJ.1%2), 1979年の縦隔腫
痩全国集計の10.1%3と比較し, 2000年度集計では15.1

%4)とその占める割合が次第に増加傾向を示している.
胸腺嚢腫は胸腺腫癌の中に含まれておりその実数の把握

は難しいが,自験例においては他の嚢腫と同様に増加傾
向を示している.縦隔発生の嚢臆は無症状で経過するこ

とが多く,集団検診あるいは他疾患で経過観察中に偶然
発見されることが多いとされている5).縦隔腫癌の発見

における基本検査は胸部Ⅹ線写真であることは以前と変

CT reveals a homogenous mass in the left anterior

a homogenous somewhat low intensity mass. (C) T2-

35

わらないが,胸部CT検査の普及および画像診断の進歩
により,縦隔病変の描出が容易となり小さな病変の発見

が増えた事が,縦隔嚢腫症例増加の大きな要因と思われ
る.また,胸腔鏡下手術の開始,発達により,小さな病
変に対する手術適応が拡大してきたことも要因の一つと

考える.当院は沖縄県における肺,縦隔疾患の拠点病院

であり,検診発見による紹介症例が多く,その二次検診
で行った胸部CT検査にて偶然縦隔嚢臆を指摘されるこ

とも多い.今後,肺癌CT検診の普及により,更なる増
加が見込まれるが,縦隔嚢腫の中で,どの疾患が手術適

応となるのか十分な検討が必要である.
縦隔腫癌の鑑別の手がかりとして,一般に発生臓器の

同定を診断根拠とするため,発生部位の有用性が強調さ
れる1).即ち,縦隔のなかのどこに発生したかで発生臓

器が推測でき,縦隔腫癌の診断-とつながる.縦隔嚢腫
に関しても同様で,鑑別診断においてその発生部位が重

要となる.以下,気管支性嚢腫,心膜嚢腫,胸腺嚢腫に
おけるその発生機序と発生部位の関係について詳述する.

発生学的に,前腸に由来する気管と食道が胎生4過
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に分離する過程にておいて肺芽が現れるが,気管支性嚢

臆はこの過程で形成されたいわゆる余分な肺芽が迷大し

て起こる一種の先天奇形である.その時期に発生した嚢

腫は前腸嚢腫として食道や気管,気管支の近傍にみられ,

Maierの分類で定義される好発部位が存在し6),自験例

でも全症例43例中の38例が好発部位(傍気管部,気管

分岐部部,肺門部,傍食道部)に発生していた.

心膜嚢腫は,名前の通り心膜から発生する嚢腫であり,

心膜腔と交通のない心膜嚢腫と交通のある心膜憩室に大

別される.そのほとんどが先天性であり,炎症や外傷な

ど後天性のものは稀である7).心膜嚢臆の好発部位は心

横隔膜角であり,特に右心横隔膜角に多くみられる.心

膜憩室では奇静脈頭側心膜翻転部の頻度が高い.

胸腺嚢腫の成因については, Krechらによって, ①先

天性, ②炎症性(梅毒性), ③腫癌性の3型に分類され

た8).炎症性(梅毒性)のものは最近では報告がなく,

また,胸腺腫の嚢腫様変化は胸腺嚢腫から除外されるた

め,最近では,先天性成因が有力で第3鯉嚢の遺残で

あるとされている.その発生部位に関しては,上・中縦

隔発生の報告もみられるが,胸腺の存在する前縦隔を中

心に発生する.自験例においても全症例,前縦隔発生で

あった.

前述した通り,縦隔嚢腫の鑑別診断を行う上で発生部

位を同定することは重要であり,その発生部位で疾患が

絞られてくる.前記同定に関してはCT検査が非常に有

用である.また,嚢胞内容に関しては,内部が均一な水

吸収域値でかつ造影剤投与により造影されないことが嚢

胞のCT検査所見の典型像とされている.しかし,内溶

液に蛋白成分を含む場合30-60HU,内腔に出血がみら

れると30-80HU,カルシウム濃度が高い場合100HU以

上になるとの報告もみられる9).特に気管支性嚢腫の場

合はCT値が高いことが知られており,気管支性嚢腫52

例中27例(52%)が軟部吸収値を呈したとの報告もあ

り10)内溶液の成分によりCT値に変化がみられ高濃度

になる可能性もあるため,充実性腫癌との鑑別が困難な

こともあり得る11)

MRI検査の登場により, CT検査では指摘できない,

嚢腫内の細かな情報を得る事ができるようになった.秦

艦のMRI検査所見として, T2強調像で液体高信号,さ

らに造影剤投与にて信号変化がみられないことが典型像

とされており, Tl強調像は嚢胞内溶液の性状により変

化する1).気管支性嚢腫では内容物が比較的粘桐である

ためTl強調像でやや高信号, T2強調像で極めて高信

号を呈する均一な腫癌像を,心膜嚢腫は内容物が心嚢液

そのものであるためTl強調像で低信号, T2強調像で

極めて高信号を呈する均一な腫癌像を,胸腺嚢腫はTl

強調像で低から等信号, T2強調像で極めて高信号を呈

するやや不均一な腫癌像を呈する7).また,他の文献に

おいてもTl強調像の有用性が述べられており, Tl強

調像の信号強度は嚢胞内溶液をよく反映するため,縦隔

の嚢胞性腫癌の鑑別に有用であると報告されている12)

よって, CT検査にて発生部位を同定し, MRI検査に
て嚢腫内容物,嚢腫壁の厚さ,造影効果などの情報を得
る事が鑑別診断として重要である.また,周囲臓器との

癒着の可能性もあるため,術前に嚢腫壁と周囲臓器との

関係を把握して置くことも重要と考える.
気管支性嚢臆の手術適応に関して, (1)自覚症状を

有する症例, (2)比較的腫癌の大きな症例や増大傾向
を示す症例, (3)悪性疾患との鑑別が難しい症例の場

合には積極的に手術が施行されるべきであるとの報告が
ある13)また,最近では画像診断の進歩により術前診断

が可能で,無症状な場合には経過観察で良いとの報告も
ある14)一方,感染を併発したり悪性化する可能性があ

る以上,手術を第一選択と考えているとの報告もある7).
自験例においても,経過観察後の巨大嚢腫に不完全切除

再発1例,術後の膿胸併発1例,腺癌合併1例を経験
した.更に,白験例手術記録より気管支性嚢腫と周囲組

織との癒着のみられた症例が54.5%にみられ,嚢腫径の
増大に伴い癒着の頻度および程度も高くなり手術の難易

度が増していたことを考慮すると,経過観察ではなく手
術を第一選択と考えている.

心膜嚢腫および胸腺嚢腫に関しては,胸腺嚢腫で術後
合併症として縦隔炎を1例経験したが,それ以外は大

きな合併症を伴った症例は認めていない.心膜嚢腫,胸
腺嚢腫の診断がつけば原則として経過観察で良いと考え

るが,悪性例,破裂例を来たした心膜嚢腫15, 16)胸腺嚢
艦に重症筋無力症を合併した胸腺嚢腫などの症例報告も

散見されるため,臨床症状を呈するほどの嚢腫径あるい
は合併疾患の存在が考慮される場合には手術を選択する
必要がある.

術式に関して,当院にておいては, 1995年以降は90
%以上の症例が胸腔鏡下に切除されている.文献報告に

よると気管支性嚢腫を縦隔鏡でドレナ-ジした報告があ

るが17)再発の可能性があるため,原則的には完全切除
が望ましい.また,術式の選択として,強い癒着がある
場合も胸腔鏡下手術にて完遂できたとの報告もみられる

が18)安全性を考慮して開胸手術-の移行が必要となる

こともある.ただし,基本的には低侵襲である胸腔鏡下
手術を第一に考えて良いものと思われる.

なお,本論文の要旨は第59回日本胸部外科学会定期
学術集会にて発表した.
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