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食道閉鎖症に合併した先天性食道狭窄症 (以下, ���
と略す) は気管原基迷入型の比率が高く, 狭窄部切除が
必要になることが多い.
今回我々は, 食道閉鎖症術後に下部食道狭窄を認め,

バルーン拡張術でも改善せず, 気管原基迷入型���の
術前診断で狭窄部切除術を施行したが, 病理学的診断で
筋線維性肥厚型���となった症例を経験したので報告
する.
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患者： �歳�ヶ月女児.
主訴：経口摂取後嘔吐.
既往歴・家族歴：特記事項なし.
妊娠分娩歴：在胎��週�日に骨盤位, 帝王切開にて出生.
��	
��������点, 出生体重����	であった.
現病歴：出生後, 新生児集中治療室 (以下, ����と
略す) 入院. 生後胃管の挿入ができなかったため, 精査
を行い������型食道閉鎖症と診断された. 日齢�に
一期的根治術を施行した. 術後�������
�
	�を認め
たが, 保存的加療にて改善し退院した. 固形物摂取を開
始したころから食後の嘔吐が頻回となってきたため, 吻
合部狭窄を疑い, �歳�ヶ月時に精査加療目的に受診し
た.
入院時身体所見：身長����� (�� !), 体重�����	(�
� !), 右側胸部に手術痕あり.
入院時血液検査所見：異常所見認めず.
術前画像所見：食道造影検査では胸部下部食道に"
#

����$�
���%��	を呈する狭窄を認め, その口側には
食物貯留を伴う食道拡張をみとめた. 胸部上部食道の吻
合部に狭窄は認めなかった (&�	��).
固形食摂取開始後の発症である点と, 食道造影検査に
て下部食道に狭窄を認めていた点より, 食道閉鎖症に合
併した下部食道狭窄と診断し, �歳�ヶ月時に�回目の内
視鏡下バルーン拡張術を施行した (内径����まで拡
張). 逆流性食道炎を疑う粘膜所見はみられなかった.
拡張後は, 一時的に症状の改善を認めたが, 再び食道内
異物, 嘔吐の症状を認めるようになったため, �歳�か
月時に�回目の内視鏡下バルーン拡張術を施行した (内
径����まで拡張). "
����$�
���%��	は改善した
ものの, その一部に楔状のひきつれがみられた. 食道内
腔の内視鏡所見で同部位に一致して全周性の瘢痕様狭窄
を認めた (&�	��
'(). 腹部�)ではリング状の高吸収
域を認めたが, 明らかな気管原基迷入は指摘できず, ま
た周囲臓器からの圧排の所見もみられなかった. �)で
は明らかな所見はなかったものの, バルーン拡張術施行
時の楔状のひきつれと, 食道内視鏡での瘢痕様狭窄所見
より, 先天性食道閉鎖症に合併した気管原基迷入型
�* の診断で, �歳�ヶ月時に食道狭窄部部分切除およ
び食道端々吻合術を施行した.
手術所見：左第+肋間にて開胸し, 下部食道に達した.
視診, 触診で狭窄部は同定出来なかったため, 経口的に
フォーリーカテーテル��&��を食道内に挿入し, 狭窄部
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を通過後にバルーンを�������して牽引することによっ
て, 狭窄部を同定した. 同部位を全周性に剥離し, 狭窄
部環状切除を行なった (切除食道は外径約	

, 長径

約��

). 切除断端からの内腔面の観察および, フォー
リーカテーテルを用いた検索により, 狭窄部残存がない
ことを確認し, 全層縫合で端々吻合を行った. 術中
����������
���������������を挿入留置した.
病理組織学的所見：食道の狭窄部位に固有筋層の著明
な肥厚と軽度線維化を認めたが, 気管原基の迷入に相当
する軟骨組織や粘膜組織の膜様構造所見はみられなかっ
た. 免疫染色でも神経線維の減少や変性など神経学的な
明らかな異常は確認されなかったため, 筋線維性肥厚型
狭窄の診断であった (�����).
術後経過：術後�日目に施行した食道造影で吻合部に

��������の所見を認めたため, 胃管チューブから経
管栄養を開始した. 術後��日目の食道造影では����所
見は改善していたため, 翌日より経口摂取を再開した.
徐々に固形物摂取も可能となり, 術後�	日目に退院し
た. 術後�ヶ月目の食道造影では吻合部狭窄を認めず
(�����), 胃食道逆流所見も認めなかった. 現在も症状
再燃なく経過している.

上原 拓明 ほか ��
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���は, 先天性に中下部食道が狭くなっているため,
離乳食を始める頃に嘔吐で発症することが多く, 頻度は
�����～�����出生に	例程度の発生と, 稀な疾患である.
臨床症状から食道裂孔ヘルニア, 胃食道逆流症 (以下

���と略す), 肥厚性幽門狭窄症, アカラシアなどの
鑑別診断が挙げられるが１), 本症は上部消化管造影検査
で食道裂孔ヘルニア, 肥厚性幽門狭窄症の所見はみられ
ないため除外され, 内視鏡検査でも下部食道粘膜に逆流
性食道炎の所見を認めなかったことから
���も除外
された. さらにアカラシアは, バルーン拡張術で��
��������������の中に一部楔状のひきつれがみられ
た所見からは否定的であり, ���の診断となった.
���の病型は�型に分けられ, ①気管軟骨など間葉細胞
が食道壁に遺残・迷入したために生じる気管原基迷入型
狭窄, ②食道壁の筋線維性肥厚による筋線維性肥厚型狭
窄, ③食道粘膜による膜様狭窄がある１). 病型診断につ
いては後述することとする.
一方, 食道閉鎖症は食道が盲端に終わり閉鎖している
ため, 出生後早期に処置を要する疾患で, 頻度は	���
～����例に	例程度といわれている１). 食道と気管はと
もに前腸由来の器官であり, 胎生���週に前腸の両側壁
に隆起が生じ, 内腔に折り込まれて癒合し �������
������������� !が形成され, 食道と気管が分離す
ると説明されているが, この過程の形成不全によって,
食道閉鎖や���などの一連の奇形が生じるとされる.
食道閉鎖症における合併奇形率は��～"�％といわれ,
そのうち���は食道閉鎖症の�～	�#に合併している
との報告がある２�６). 食道閉鎖症術後に���を合併した
症例を, 医学中央雑誌で ｢食道閉鎖症｣, ｢先天性食道狭
窄症｣ を$�%�����に検索したところ, 本邦では	&'�
年から��		年までで会議録を含めると"�例の報告があ
り, そのうち気管原基迷入型狭窄は�&例 (��("#), 筋
線維性肥厚型狭窄は	�例 (�	(�#) であった.
���の診断には食道造影検査が最も低侵襲で有用で
あり, 特徴的な画像所見として筋線維性肥厚型狭窄にみ
られる���������������, 気管原基迷入型狭窄にみ
られる�)� ����������が知られているが, 造影の
タイミングによって形態が異なって見える場合もあり,
食道造影検査での術前病型診断は困難であるとされる７).
自験例も食道造影検査で���������������を認めた
ため, 筋線維性肥厚型���が疑われたが, バルーン拡
張術の所見では���������������の中に一部楔状の
ひきつれを認めた点と, 内視鏡粘膜所見で全周性の瘢痕
様狭窄を認めたことから, 気管軟骨の迷入を強く疑って
切除術を施行した. 結局, 病理組織所見では筋線維性肥
厚型狭窄の診断であり, 術前病型診断の困難さがうかが
えた.
ここで自験例における診断のプロセスを振り返り,

���の術前診断について考察することとする. まず食
道閉鎖症術前および術中に���の合併を診断出来たか
どうかという問題である. そもそも食道閉鎖症術前には
下部食道へのアクセスがないため評価不可能である. ま
た術中には, 新生児手術のため術野が狭いことから下部
食道の触診は困難であるので, 食道閉鎖症術前または術
中に���合併の診断をつけることは不可能であったと
思われる. 次に, 自験例では���術前の病型診断を正
しくつけることが出来なかったが, 正しく術前病型診断
つけるためにはどうしたらいいのかという問題である.
自験例では病型診断を裏付ける検査法として, 食道造影
検査, 内視鏡検査, バルーン拡張術でのレントゲン検査
を重視した. しかし最近ではその他に, 病型診断に有用
と思われる検査法として, 超音波内視鏡検査が注目され
ている. 報告では, 気管原基迷入型の場合, 粘膜下層ま
たは筋層内に高エコーまたは低エコーの軟骨を認め, 逆
に筋線維性肥厚型の場合, 粘膜下層から筋層にかけて肥
厚を認めるとされている８�	�). 自験例では, 乳幼児に施
行可能な超音波内視鏡が施設になく, 主治医も経験がな
かったという理由から施行しなかった. もし自験例でも,
術前診断の裏付けの一助として超音波内視鏡検査を施行
していれば, 正しい術前病型診断を行えた可能性はあっ
たかもしれない. 今後, さらなる超音波内視鏡検査の病
型診断におけるエビデンスが構築されることを期待し,
我々の今後の診療に繋げていきたい.
���の治療法として, 既報告では非観血的拡張術は
膜様狭窄にのみ有効であり, 気管原基迷入型, 筋線維性
肥厚型狭窄には効果が期待できないとされている		�	�).
しかし実際にはほとんどの症例で初回治療として非観血
的治療がおこなわれている. 一方で非観血的拡張術は食
道損傷の頻度が, ��～'�％とも報告されており, 数回
の非観血的治療で改善を認めない症例では, 病型に関わ
らず積極的な外科治療が必要となる４).
���の術式は, 一般的に狭窄部切除術または粘膜外
筋層縦切開術が行われているが, 自験例のように, 術前
に気管原基迷入型���が疑われた場合, 気管軟骨の完
全切除を目的に狭窄部切除術が必要とされる. 狭窄部切
除術は術後合併症として
���が報告されている. 特
に食道閉鎖症術後に合併した���では合計した食道切
除長が長くなるため, 食道胃接合部が胸腔内に引き出さ
れ, *��角が消失することにより, 術後
���の頻度
は���単独発症例の術後よりも高くなる. そのため

���予防のための逆流防止術が必要となるが, 我々
が検索した範囲内では本邦において, 食道閉鎖症術後に
合併した���に逆流防止術を併施されたのは��％であっ
た. 自験例は, 術前画像診断にて①
���を認めなかっ
た点, ②最狭部は長径	�!程度と短く吻合後も食道に
緊張がかからないと判断した点から逆流防止術は併施し
なかった. 術後�年を経過した現在でも
���の症状
は認めないが, 今後
���が出現し, 保存的にコント
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ロール出来ない場合には逆流防止術を検討する.

����

今回我々は, 先天性食道閉鎖症術後に診断された, 気
管原基迷入型���に対して, 狭窄部切除術を施行した
が, 病理診断では筋線維性肥厚型であった症例を経験し
た. 現在のところ術前の病型診断は困難であることから,
バルーン拡張術でも改善を認めない���では, 早期に
積極的外科治療を考慮していく必要があると思われた.
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５) 大浜用克�山本 弘�山田亮二�西 寿治�角田昭
夫�小児外科疾患と合併奇形 食道閉鎖 特に
6�7�8 ����/��&���について
小児外科 ���
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６) 松本陽一�木村 健�津川 力�食道閉鎖症を合併
した先天性食道狭窄症
日小外会誌 ���5���5���
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７) 山内 健�財前善雄�特集最近の食道疾患あれこれ,
先天性食道狭窄症の診断
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��) 大川治夫�中村博史�先天性食道狭窄症の手術
外
科治療 2���2���2��2


��) 戸田拓二�土岐 彰�筋性線維性肥厚による食道狭
窄の診断と治療
小児外科 �2�5��5�3��5�


�3) 井上正宏�岡田 正�先天性食道狭窄症の手術
手
術 ����5���5��2
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