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諸

昌

痛の治療成績が向上し、長期生存が得られる
現在では他の重複癌が予後を左右することがあ
る。そこで、痛の治療の際に他臓器の重複痛の
有無を検索する事は大切である。従来より食道
癌は隣接する頭頚部癌との重複頻度が高いこと
が報告されている112・3'o今回、著者らは下咽頭
痛の術前に行った上部消化管内視鏡検査で発見
し、同時に切除し得た食道ep痛の一例を経験し
たので若干の文献的考察を加え報告する。
症

例

患者:63歳、女性
主訴:左頚部腫脹、嘩下困難
既往歴: 30歳時,肺結核にて右下肺葉切除術
施行。 56歳時、右中咽頭痛(Squamous cell car‑
einoma, TINOMO)にて放射線治療(60Gy)施
行0 60歳時に歯肉痛(sec.TINOMO)に対し化
学療法(MTXIOOOmg)と切除術が行われた。 61
歳時、右中咽頭癌の再発に対し放射線治療
(40Gy)が施行された。
家族歴:特記事項なし
飲酒歴:なし
喫煙歴:20本/日、 20年間

規病歴: 1989年7月頃より左頚部腫脹と帳下
困難が出現したため、当院耳鼻咽喉科を受診し
下咽頭痛の診断を受けた。同時に当科で行った
上部消化管内視鏡検査で中部食道に食道痛を認
めた。体重減少はなかった。
理学所見:身長161cm,体重52kg。貧血(‑)、
黄痘 ‑)c 左頚部腫痛は5cmX3cm,弾性硬で
庄痛を伴っていた。
頚部CT検査:左側下咽頭部に転移性リンパ
節と思われる腫大した腫蕩像を認めた。
内視鏡検査:門歯より30‑35cmの中部食道に
約1/3周を占める発赤を帯びた0‑n<型のびら
ん性病変を認めた。境界はやや不鮮明であるが、
ほぼ平坦な病変で深遠度は大部分がep癌で一部
でm癌の可能性ありと診断した(Fig.la),ヨー
ド染色では多発病巣で、境界明瞭な不染帯と
なった(Fig.lb),生検の結果、偏平上皮癌の診
断を得た。
食道X線検査:食道二重造影の粘膜像では病
変を描出することはできず、辺緑像でも伸展性
は良好で壁硬化や不整は見られなかった。以上
より下咽頭癌と食道癌の同時性重複癌と診断
し、 1989年8月29日、耳鼻咽喉科と外科が協力
し手術を行った。
手術所見:下咽頭痛に対しては下咽頭喉頭全
摘術、左頚部リンパ節郭活術を行い、食道痛に
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Fig. 1 A). Erosive lesions (0‑II c) found by
endoscopy at the thoracic part of
the esophagus (arrow).

Fig. 2

A). Resected specimen of the esopha‑
gus with main cancerous lesions
(0‑ n c) (arrow) at the thoracic

B). Multiple cancerous lesions (arrow)

part and multiple dysplastic le‑

negatively stained by iodine stain‑

sions at the oral side (arrowhead).

ing.

B). Multiple cancerous lesions com‑
firmed by iodine staining (arrow)

対しては非開胸食道抜去術、後縦隔経路咽頭胃
吻合術を行った。
摘出標本の肉眼所見:下咽頭痛は喉頭への浸
潤が認められた。食道癌は、 4.5cmX3.0cmで約
1/3周を占める発赤を帯びた0 ‑ⅢC型病変で口
側に多発病変を認めた(Fig.2a),ヨード染色で
は境界明瞭な多発の不染帯を呈した(Fig.2b)0
病理組織学的所見:下咽頭は中分化型偏平上
皮癌(Fig.3)で、リンパ節転移が認められた
(T3N2MO)C 食道も中分化型偏平上皮痛で、上
皮内に限局した多発性のep痛であった(Fig.4)0
術後透視による咽頭胃吻合部縫合不全も無く
(Fig.5)、 16日目で経口摂取を開始し術後29日
目で退院となった。 2年7カ月後の現在、元気
に外来通院中である。

Fig. 3. Histology of the hypopharynx showing
moderately differentiated SCC (HE,
×40).

lift

号

剛 ほか

Fig. 4. Histology of the esophagus showing
localized intraepithelial moderate】y
differenciated SCC [HE, A) × 40.

Fig. 5. Postoperative UGI indicating no evi‑
dence of anastomotic leakage.

B)×100.

考察

関しては、本邦では胃痛が多く阿保らの集計9'
では同時性243例中186例(76.5% 、異時性136
診断技術の進歩による痛の早期発見や治療法 例中62例(37%)となっている。一方、欧米で
の向上により、痛患者の長期生存例が増加しては頭酎β領域癌の報告が多く、 P。stlethwaitら10'
いる。これにより第一次痛の治療後に、第二次は頭頚部領域癌が63%を占めたと報告してい
痛の重複痛にて死亡する患者を経験をするよう る。しかし、最近本邦でも頭頚部領域痛との重
になり、痛の治療時あるいは術後のfollowup 複を強調する報告がみられるO池田ら7'は72%
において他臓器重複癌の検索の必要性が強調さ を、加賀美】1'は41%を頭頚部痛が占めていたと
れるようになってきた…。食道癌と他臓器重

報告しているO篠田ら12'も前後期にわけると、
複痛の頻度は施設により様々であるが、本邦で前期11年間では頭頚部痛が2例(14%;だが、
は2.4‑11%の報告が多い6、1977年に阿保
後期では22例(43%)と約3倍に増加している
ら別が行った第23回食道疾患研究会63施設の全 と述べている。食道と頭頚部痛とは偏平上皮と
国集計では、仝食道癌11,732例中同時性重複痛いう共通の組織を有するため、同じ発癌因子に
は425例(3.6%と報告されている。欧米では
10)
Postlethwaitが983例中83例(8.4%)と報告

さらされることにより多中心性に発癌する傾向
が指摘され、この様な重複痛の臓器相関はfield
13)

しており、本邦との差は認めない.重複臓器に carcinogenesisという概念で説明されている。
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自験例も7年前の中咽頭痛、3年前の歯肉痛、

Table 1. Incidence of accessory patho】ogica】

今回の下咽頭癌と食道癌の4重複癌であり、全

lesions found by endoscopic examina‑

て偏平上皮痛で、fieldcarcinogenesisを示した

tion in head and neck cancer patients.

例と言える。ところで、この様な多重複痛患者
における全身状態の管理は難しく、十分な術前
術後の栄養状態の維持や免疫能評価が必要であ
る。自験例は、残念ながら4重複癌という特殊
な状態下での免疫能については、検索を行って
)4)
いない。食道と頭頚部領域ではCahanや
15)
Goldsteinらにより喫煙と飲酒の習慣が発癌因
子として重要視されている。自験例は飲酒歴は

Esophageal carcinoma
Esophageal dysplasia
Esophageal ulcer

4cases (13%
cases (10%)
1 case

Esophagitis

cases

Gastric carcinoma

cases

Gastric ulcer

cases

Normal

15 cases

Total

30 cases

ないが、Brinkmanindex400の喫煙歴がありこ
(1990.1.1‑1991.12.31.)

れがイニシエーターやプロモーターとして発病
になんらかの関与をした可能性がある。町村ら
J'は頭酎β痛患者308例にその治療前および治療
後の経過観察時にヨード染色を用いた食道内視
鏡検査を行い34例(11%に食道癌の重複を認
めた。しかも表在型食道痛が18例(53%と過
半数を占め、内視鏡の通常観察でも発見の難し
い長径1cm以下の微小癌や0‑lib型の症例が
多いという注目すべき結果を報告している。自
壊例では精密Ⅹ線検査でも明らかな病変は指摘
できなかったが、内視鏡検査で発赤を帯びた境
界不明瞭な病変を見つけ、ヨード染色で多発し
た病変の境界を明瞭に認識できた。この様に頭
頚部痛と重複した食道癌は早期痛の事が多い
が、ルーチンのX線検査ではm癌の描出は困難
であり'6㌧内視鏡検査が必要である。通常の内
視鏡観察でも0‑nb型や0‑nc型は病巣の指
摘が不可能なものや、ややもすると見落とされ

療法の選択が必要となったと述べている。自験
例の食道癌は、 0‑He型のm癌でほぼリンパ
節転移は無いと診断された。レーザー治療や内
視鏡的粘膜切除術でも探速度の点からは十分根
治できると思われたが、病巣の広さが問題と
なった。内視鏡的治療で確実に治療できるのは
約2en?といわれており19.20)、自験例では長径約
5cmと広めで痛遺残の危険性があった。また、
食道の病巣が多発痛であり、 field carcinogene‑
sisの概念からも残存食道が将来癌化する可能
性があり、食道を仝摘する必要があると考え術
式を選択した。自験例はm痛で、リンパ節部活
の必要が無いと考え、非開胸食道抜去術を行っ
た。胸壁前や胸骨後経路では永久気管礼があり
難しい事と、距離的にも咽頭まで届かないため
後縦隔経路で胃管を挙上し一期的に咽頭胃吻合
することができた。幕内ら17'は食道表在痛77例

上部消化管内視鏡検査をおこなってきた。最近

中ep癌ではリンパ節転移や脈管侵製はなく、 m
癌では1例で脈管侵製を認めたもののリンパ節
転移は無く、共に5年生存率は100%と報告し
ている。自験例も食道癌に関しては良い予後が

2年間で30例中4例13%;に食道癌を発見し、

期待できるが頭頚部痛に関しては再発や重複痛

しかも1例がsM痛、3例がM癌と全例表在痛

の可能性があり、今後も注意深いfoHow upが
必要と考えている。関らlgJは重複食道痛の大部

やすいものが多く、ヨード染色を行うことが必
須である17・18)。著者らも耳鼻咽喉科と協力し術
前術後の頭頚部痛患者にヨード染色を併用した

であった(TablD。全身状態の悪かった1例
を除き3例は根治手術が行えたo食道痛と頭頚
部癌の重複例では治療法の選択、再建法に苦慮
することがある。関らlgJは頭頚部癌治療後の食
道痛17例に外科治療を行ったが頚部放射線治療
後、永久気管孔造設、筋皮弁による頚部再建症
例が多く、症例に応じた頚部操作上の工夫、治

分が頭頚部癌先行でしかも81%が3年以内にお
こっており、すでにほとんどがa2の進行癌で
1年生存が40%と予後不良であったと報告して
いる。頭頚部痛治療時あるいは治療後にヨード
染色を併用した内視鏡検査を積極的に行ってい
ればもっと早期の状態で発見し治療できたので

照 屋
はと惜しまれる。
このように食道癌と頭頚部癌は重複する可能
性が高いので、頭頚部癌の際は食道を、食道癌
の際は頭頚部を精査する必要があるc Lかも食
道精査時には早期痛が多いことを念頭に置き、
ヨード染色を伴った内視鏡検査を行うことが大
切であると思われる。

語
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ABSTRACT

A case of esophageal intraepithelial carcinoma found during preoperative close examination for
hypopharyngeal carcinoma was reported. A 63 years‑old female was detected with some erosive and
flat lesions (0‑IIc) at the thoracic part of the esophagus by fiberscopic examination. Iodine staining
was highly suggestive of multiple cancerous lesions. And the diagnosis was confirmed as squamous
cell carcinoma by biopsy.
Blunt dissection of the esophagus and the operation for the hypopharyngeal carcinoma were per‑
formed at the same time. Pathological diagnosis of the esophagus confirmed multiple intraepithehal
carcinoma. A high incidence rate of multiple primary carcinomatous lesions of esophagus and head &
neck region have been reported. W√e should be more careful during examining those type of lesions,
especially in case of esophagus and iodine staining test during endoscopic examination was very use‑
ful for the detection of early esophageal carcinomatous lesions.

