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はじめに
特発性食道破裂はまれな疾患であり，診断のタ

イミング，治療法の選択を誤ると致命的となる重
篤な疾患である1）2）．迅速な対応が求められる疾
患であり，救急外科領域の重要疾患として念頭に
入れておく必要がある．一方，食道憩室は比較的
まれな疾患であるものの緊急性を論じられること
は少なく，外科的治療が要求される頻度は少ない．
本教育集会では，両疾患に対する一般的な概説を
加えるとともに最新の情報を提供したい．

1．特発性食道破裂
（1）概念

特発性食道破裂は1724年オランダ人医師，
Herman Boerhaave（ハーマン・ブールハーヴェ）
が初めて報告したことからBoerhaave 症候群と
も呼称される．大食後に嘔吐し，激しい胸痛，呼
吸困難，皮下気腫を併発してショック状態に陥っ
て死亡した患者を解剖したところ，下部食道に裂
創を認めたことを報告したことに始まる．本邦で
は1935年に日本海軍軍医であった吉田太助が「海
軍軍医会誌」に報告している3）．

（2）病因・病態4）～6）

特発性食道破裂の約70％は嘔吐が誘因となっ
て，裂傷が生じる．破裂部位の好発部位は下部食
道左側である．死体を用いた実験的検討では，食
道裂創は350～700mmHgの食道内圧で起こり，筋
層のほうが粘膜よりも早期に裂傷を起こすことが
報告されている．通常嘔吐した場合，輪状咽頭筋
が弛緩することにより口腔から胃内容物が吐出さ
れる．嘔吐時の胃内圧は850mmHgまで上昇する

ため，輪状咽頭筋を中心とした上部食道括約筋が，
嘔吐時に十分に弛緩された状態でない場合や痙攣
状態である場合，胃内圧を下部食道壁はそのまま
まともに受けることになる．一方，上部食道括約
筋が十分に弛緩された状態では，食道内圧は50
mmHgまでにしか上昇しない．
嘔吐時の上部食道括約筋と下部食道括約筋の協
調運動が失調する原因としては胃食道逆流症，脳
虚血疾患，アルコールなどによる迷走神経嘔吐中
枢の知覚鈍麻などが指摘されている．

（3）症状

羽生ら5）の総説によれば，初発症状としては胸痛
と腹痛が約50％強と最も頻度の高い症状である．
ついで，呼吸困難と背部痛を認めることが多い．
食道破裂が生じた場合，破裂内容物が縦隔内に
限局している場合（縦隔内限局型）と，壁側胸膜
を穿破し胸腔に流出する場合（胸腔内穿破型）に
大別される．胸腔内に穿破した場合には気胸，胸
水貯留，膿胸を併発する．そして比較的短時間で
敗血症，ショック状態となることがあり注意が必
要である．

（4）診断

多くの論文で指摘されているように，特発食道
破裂の診断はまず疑ってかかることが最も重要で
ある．24時間以内に確定診断に至った症例はわず
か30％程度と指摘する報告もあり，まず疾患が頭
に浮かぶのか否かが鍵を握る．「嘔吐」，「胸痛」，「飲
酒」，「中年男性」，「背部痛」，「腹痛」などが重要な
キーワードである．身体所見として，皮下気腫を
触知することがある．また，縦隔部聴診にて拍動
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表1 特発性食道破裂の治療指針

に一致した雑音を認める場合があり，Hamman’s
sign と呼称されているが，報告論文での記載は少
ない．特発性食道破裂を疑ったのであれば，すみ
やかに胸部エックス線撮影，胸腹部エックス線
CT検査を行う．
1）胸部エックス線：発症からの時間にもよる
が，縦隔気腫，気胸，胸水などが典型的な所見で
ある．縦隔気腫の出現率は10～20％程度である．
縦隔気腫が進展すれば頚部，胸壁に皮下気腫を認
める．Neclerio の V sign7）（縦隔胸膜と横隔膜で
できる三角形に気腫が認められる所見）は term
としては有名であるが，実際に認められることは
ほとんどないと指摘する論文・成書が多い．
2）胸腹部エックス線CT検査：胸部エックス
線では確認できなかった縦隔気腫や皮下気腫の同
定に有用である．胸水の程度，膿胸の有無なども
評価できる．また腹痛を主訴とした例では腹腔内
病変の有無を確認できる．
上記の所見で，診断がほぼ確定した場合でも，

患者の全身状態が許容できるのであれば穿孔部位
の位置の確認，胸腔内への穿破の有無の確認のた
め水溶性造影剤による食道造影を行うことが望ま
しいと考えられている．本検査は保存的加療が可
能かどうかの判断，手術のアプローチ法（腹部ア
プローチか胸部アプローチか，右開胸か左開胸か
など）などに役立つ．
3）食道エックス線造影：特発性食道破裂の

91.5％の症例で造影剤の漏出が認められるとする
報告がある．またFlynn ら8）も食道造影を施行し
た43例中40例（93％）で確定診断が得られたと報

告している．穿孔部位の位置，大きさ，穿破の方
向，胸腔内穿破の有無などが評価可能であり，治
療方針に関して大きな情報が得られる．
4）上部消化管内視鏡検査：確定診断に有用な
検査法である．しかしながら，送気により縦隔気
腫，皮下気腫を増悪させたり，炎症をより波及さ
せる可能性があるため慎重な操作のもと行う．気
胸が明らかな場合には同側に胸腔ドレナージ
チューブを留置してから，施行すべきとする報告
もある．内視鏡所見としては白苔を有する潰瘍，
縦走裂創，出血，憩室用陥凹があげられる．

（5）治療方法（表1）

治療方法は保存的治療と外科的治療に大別され
る．最初から原則的に外科的治療を選択する施設
も多々見受けられる．
1）保存的治療9）～11）

保存的治療の適応に関して，1979年 Cameron
ら9）が，①破裂が縦隔内に限局している，②破裂孔
を通して内容物が食道内にドレナージされてい
る，③症状が軽度である，④重篤な感染がないこ
とを挙げているが，約30年経過している現在でも
この論文は頻用されている．基本的には食道造影
を施行し，縦隔内限局型で全身状態が比較的良好
な場合に保存的治療が試みられている場合が多
い．逆に胸腔内穿破型であれば原則手術療法が選
択されているのが現状である．保存的治療の要は，
①食道内ドレナージ・縦隔内ドレナージ，②胸腔
内ドレナージ（胸水など胸腔内に所見が認められ
る場合），③中心静脈栄養や経管栄養，④抗生物質
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表2 穿孔部位に対する処置法

1．縫合閉鎖術のみ
2．縫合閉鎖術＋付加手術
・おもに被覆術
胃底部，大網，横隔膜，胸膜，pericardial fat pad
など

・Tチューブドレナージ
3．食道切除術
4．内視鏡的治療　クリッピング，ステントなど

投与である．
佐原ら12）は2000年から2005年までの特発性食道
破裂86例中保存的治療が施行された割合は17例
（19.8％）であったと報告しており，本邦では概ね
20％の症例が保存的に管理されているものと考え
られる．
2）外科的治療
外科的治療の格子は，①破裂創の閉鎖・修復，

被覆術による補強操作，②洗浄とドレナージ，③
栄養管理のための胃瘻や腸瘻の造設である．外科
治療が施行されるまでの時間が予後に重要である
ことが以前より指摘されている．約20年前の報告
であるが，Nesbitt ら13）は24時間以内，24～48時間
以内，48時間以後の治療開始症例の死亡率はそれ
ぞれ0％，29％，40％であったとし，治療開始まで
の時間が患者の予後を左右することを指摘した．
①食道破裂創縫合閉鎖術と被覆術（表2）
縫合閉鎖術のみでは縫合不全の発症率が高いた

め，閉鎖部位を被覆する付加手術（patch 法）が行
われることが現在では一般的である（単閉鎖せず
に patch 法のみ選択する場合もある）．被覆に使用
される臓器としては，胃底部14）～16），大網17）18），横
隔膜19），胸膜，pericardial fat pad19）などがある．
アプローチ法としては経胸的アプローチと経腹

的アプローチ14）15）20）がある．Whyte らは21）食道造影
にて中部食道穿孔の場合には右開胸で，下部食道
穿孔には左開胸でのアプローチを推奨している．
また，裂創部位が下部食道に多いことから経腹的
に手術を施行する施設も増えている．経腹的アプ
ローチのほうが fundic patch や omental patch を
施行し易い．海外では広背筋弁や菱形筋弁などを
用いて，食道壁欠損部位を閉鎖する術式も報告さ
れているが，本邦では一般的ではない．
さらに破裂部位にTチューブを挿入し，消化液

を体外に誘導する工夫も行われている22）～24）．食
道破裂に対するTチューブドレナージは1970年
にAbbott ら22）が最初に報告している．Abbott ら
は Tチューブを横隔膜上の胸腔内より体外に誘
導しているが，Tチューブ抜去後の瘻孔閉鎖不全
が問題となることがある．そのためOjima ら23）は

Tチューブを横隔膜下に腹腔内を経由して体外に
誘導する工夫をしている．
②縦隔内・胸腔内ドレナージ術25）26）

特発性食道破裂の予後を決めるのは適切にドレ
ナージができているのか否かといっても過言では
ない．縦隔内，胸腔内のドレナージはきわめて重
要である．
保存的治療や外科的治療後の遺残膿瘍に対して
は非開胸下ドレナージを行う．一般的には超音波
ガイドに施行することが多いが，最近ではCTガ
イド下に行われる場合もある．複数のドレナージ
チューブの挿入が必要な場合も多い．また，縦隔
内，胸腔内のみならず壁側胸膜を穿破して，壁側
胸膜外に膿瘍が形成される場合もあるのでドレ
ナージの評価を頻回に行う必要がある．
開胸下のドレナージ方法はさまざまな工夫がな
されている．縦隔内には洗浄が可能なようにセー
ラムサンプチューブを留置したり，胸腔内ドレ
ナージチューブが背側にくるよう縫合固定したり
する．
3）内視鏡的治療
内視鏡的治療としては，破裂部位のクリッピン
グ12），食道ステント留置27），食道穿孔部を経由し
た縦隔ドレナージ28）の報告がこれまでにある．

（6）治療成績と予後（表3）

特発性食道破裂の死亡率は高く，きわめて予後
不良な疾患との認識が以前はあった．実際のとこ
ろ，山下ら29）の報告では1974年までが53％，1975
年から1984年では16％である．2003年の羽生らの
総説では約30％としているが，海外文献の引用で
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表3 特発性食道破裂の予後（死亡率）

報告年
1975

　
1978～1985までの欧米の報告：26/80＝32%

1980
Goldstein（1982）≒30%
山下ら（1984）～1974：53%　1975～1984：16%

1985
　
　
1990
　
　
1995

米山ら（1996）1985～：18%
　

2000
目片ら（2003）1993～2001：7.9%
夏目ら（2003）1990～：7.1%

2005

表4 食道憩室の分類

1．発生学的
　1）先天性　2）後天性
2．組織学的
　1）真性　2）仮性
3．成因論
　1）内圧性　2）牽引性　3）内圧牽引性
4．発生部位
　1）咽頭食道　2）中部食道　3）横隔膜上

ある．Goldstein30）は868例の特発性食道破裂をまと
め，死亡率は約30％，発症後24時間にわたり未治
療で経過したものは全例死亡したと報告している
が，1982年のことであり25年以上前の管理下での
成績である．一方，米山ら31）は1985年以降の死亡率
は18％であったと1996年に報告している．
最近，目片ら32）は1993年から2001年の 9年間に
集計した156例の死亡率は7.9％であったとし，予
後が著しく改善してきていることを指摘した．ま
た，夏目ら33）は1990年以降の自験例を含めた98例
をレビューし，死亡例は 7例（7.1％）であったと
2003年に報告している．さらに手術術式に関して
も総括しているが，縫合閉鎖術のみが47例
（48.0％）と最多であり，ついで fundic patch 法15
例（15.3％），有茎大網被覆と食道切除もしくは抜
去が各11例（11.2％），Tチューブ挿入が 7例
（7.1％）であった．縫合閉鎖のみをおこなった47
例中縫合不全は25例（53％）に認められており，
やはり単純縫合閉鎖のみの縫合不全は高率であ
る．そして死亡例 7例中 4例は縫合閉鎖術のみの
症例であった．一方，過大侵襲と考えられる食道
切除では11例中死亡例は 1例（9％）のみであり，

切除せざる負えない状況下での成績としては良好
と言えよう．東海林ら34）も有茎大網被覆の成績を
レビューし， 破裂径は最大6cmと大きいものの，
いずれも縫合不全を併発することなく救命しえた
と報告している．さらに2003年以降の報告では，
多くの症例が生存しており35）～46）死亡例47）～50）は80
歳を超える高齢者などの一部の症例である．
したがって，特発性食道破裂は重篤な疾患であ
るものの，手術操作を含めた術中・術後の患者管
理の技術が向上した結果，1990年以前と比較して
死亡率は著明に低下しているのが特徴的である．
なお，柴崎ら51）が右側破裂のみに注目したレ
ビューを行っているので参照されたい．

2．食道憩室
（1）概念

食道憩室は食道の形態的異常である．エックス
線造影検査による食道憩室の発生頻度は1.03％～
1.4％52）53），内視鏡による発生頻度は1.6％であ
り54），比較的まれな疾患である．一般的に自覚症
状を認めることも少ないが，つかえ感，嚥下障害，
胸痛，胸焼け，咳嗽などがある．
食道憩室は発生学的見地，組織学的見地，成因
論的見地，発生部位から表4のように分類される．
一般的には成因論もしくは発生部位より論じられ
ることが多い．成因論からは内圧性憩室，牽引性
憩室，内圧牽引性憩室に分類される．内圧性憩室
は食道内圧の上昇にともない，筋層の脆弱部位に
出現するものであり，上部食道括約部や下部食道
括約部の機能的不全に随伴する場合が多い．すな
わち嚥下にともない上部食道括約部の弛緩が十分
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図1 食道憩室

に得られない場合，下咽頭収縮筋と輪状咽頭筋の
間（Killian’s 間隙）もしくは輪状咽頭筋下縁と食道
縦走筋の間（Laminer’s triangle）から咽頭食道憩
室が発生する．前者を Zenker 憩室，後者を
Killian-Jamieson 憩室とよぶ．また下部食道括約部
の弛緩が得られない場合には，その口側に横隔膜
上憩室が生じる．一般的には食道胃接合部より10
cm程度までのものを指す．一方，牽引性憩室は食
道周囲において炎症が生じ，炎症の消退にともな
い食道壁が牽引されて発生するものである55）．肺
結核を中心としたリンパ節炎にともなうものが多
く，中部食道憩室，Rokitansky 憩室と呼称される
こともある（図1）．
欧米では咽頭食道憩室が多く，本邦では気管分

岐部憩室が多い．千野ら56）によると食道憩室の割
合は，咽頭食道憩室15.8％，気管分岐部憩室73.0％，
横隔膜上憩室11.2％である．Postlethwait らの総説
では咽頭食道憩室54.7％，気管分岐部憩室26.2％，
横隔膜上憩室12.7％である57）．

（2）食道憩室の手術適応（図2）

食道憩室が手術適応となる機会は一般的には少
ない．無症状である場合や，比較的小さな憩室で
は経過観察が原則である．経過観察中に症状が増
悪していくことはあまりないため，手術リスクを
考慮した場合に積極的治療は行うべきではないと
する報告もある58）．しかし成因論を考慮し，内圧
性憩室は外科的治療，牽引性憩室は経過観察とす
る論文が本邦では多い．内圧性憩室では，憩室そ
のものに起因する症状というよりも，上部食道括
約部や下部食道括約部の圧上昇，嚥下性弛緩の欠
如にともなって症状が生じることが多いためであ
る．このため，病態評価のため食道運動機能検査
を可能な限り実施することが望ましい．一方，牽
引性憩室は一般的には経過観察が原則であるが，
食道憩室と気管の間に瘻孔が形成されている場合
には手術が必要である．後天性食道気管支瘻の約
80％が悪性腫瘍に起因していると言われ，食道憩
室が原因なことは少ない59）．概ね良性疾患の中で
14～23％と報告されている．中桐ら59）は食道憩室
気管支瘻41例の報告をレビューしているが，平均
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図2 食道憩室に対する治療指針

年齢は47.7±15.3歳，やや男性に多く，症状として
咳（61％），肺炎（27％）が多い．憩室の位置は中
部食道が61.0％，下部食道26.8％であり，右側が
61％と多い．気管支の部位としてはB6（24.4％），
B10（19.5％）が好発である．治療は全例手術で，瘻
孔閉鎖術が施行されている．また，先天性気管支
瘻が成人になって診断され治療に至る場合もあ
る．Braimbridge I 型（食道憩室をともない，その
先端部に瘻孔を形成するタイプ）が相当する60）．

（3）外科治療と治療成績

1）咽頭食道憩室
咽頭食道憩室の手術は憩室切離単独もしくは輪

状咽頭筋切離付加が本邦では多い．西田ら61）は59
例の Zenker 憩室切除例をレビューしているが，
60歳代に多く，男女比1：1.7．憩室切除単独は42
例に施行されており，輪状咽頭筋切離術が付加さ
れたのは11例にすぎず，経口的内視鏡手術が 2例
に施行されたと報告した．本邦では切除術のみで
再発した症例はなく，憩室切除のみでも十分に有
用であるとする意見も強い62）．しかし，欧米では
Zenker 憩室切除単独における再発率は16％63），
輪状咽頭筋切開術の併用での再発率は2.9％58）であ
ることから筋切開術を付加すべきとの考え方が強

いが64），否定的な意見もある65）．したがって，統
一した見解は得られていないものの，すくなくと
も上部食道括約筋の機能障害が認められる場合に
は筋切開術を併用すべきであろう．
また，咽頭食道憩室の多い欧米では内視鏡的治
療が積極的に施行されている66）．とくに経口的内
視鏡手術のなかで自動縫合器を用いる方法を en-
doscopic staple diverticulostomy と呼ぶ．この方
法は再発率こそかわらないものの手術侵襲や術後
合併症が少なく，手術時間，入院期間，食事開始
までの期間が短いなどの利点がある67）．
2）横隔膜上憩室
横隔膜上憩室に対するおもな術式として憩室切
除術，憩室切除術＋下部食道筋層切開術，憩室切
除＋下部食道筋層切開術＋逆流防止手術がある．
横隔膜上憩室では食道アカラシア，び慢性食道痙
攣 症，hypertensive lower esophageal sphincter
（HLES）などの食道運動機能障害を合併している
頻度が比較的高い．したがって，食道運動機能検
査などを駆使して病態を十分に評価しておく．
Benacci ら58）は33人の横隔膜上憩室のうち，明らか
な食道運動機能障害を認めた症例はアカラシア8
人，び慢性食道痙攣症 3人，HLES 1人，非特異的
食道運動機能障害 7人であったとしている．これ
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ら機能障害が根本にある症例では筋層切開術が付
加手術として必要である．一方，筋層切開術に加
えてDor 法や Toupet 法などの非全周型逆流防止
手術を付加するのか否かは見解が分かれている
が，少なくとも術前に明らかな食道運動機能異常
を認めたり，胃食道逆流が存在する場合には逆流
防止手術を付加することが重要である．近年では，
鏡視下手術の普及により横隔膜上憩室に対する手
術は，胸腔鏡下もしくは腹腔鏡下に施行されるこ
とが多い68）．憩室の存在部位にもよるが，胸腔鏡
では憩室の同定・切除が容易であるものの，胃側
の筋層切開術がやや不十分になりやすいこと，逆
流防止術の付加が難しいことが欠点である．一方
腹腔鏡では，憩室周囲の癒着が著しい場合には憩
室の露出・展開が比較的難しく，憩室を損傷する
可能性があるが，逆流防止術を付加し易い69）．
3）中部食道憩室
中部食道憩室，気管分岐部憩室では気管支瘻の

合併の有無の評価が重要なポイントであることは
述べた．中部食道憩室に対しても胸腔鏡下切除の
報告が近年認められるようになった70）71）．胸腔鏡
下食道憩室切除のポイントは憩室を十分に露出す
ること，憩室を残さず食道内腔の狭窄をきたさな
いように憩室頸部で切除することであり，開胸手
術でのポイントと変わらない72）．

（4）食道憩室内癌

食道憩室内に癌が生じることがまれに認められ
る．足立ら73）は本邦食道憩室癌35例のレビューを
行っている．平均年齢66.4歳．男性25例，女性 3例
であり，発生部位は頸部食道 1例，上部胸部食道
5例，中部胸部食道 22例，下部胸部食道 5例，不
明 5例であった．組織型は重層扁平上皮癌25例，
腺癌 1例であり，他は不明としている．古い報告
ではあるが，Fujita ら74）によると憩室内癌の 1年
生存率は37.9％，5年生存率は3.4％と予後不良であ
る．したがって，通常の食道癌に準じた治療が必
要であろう．

おわりに
比較的稀な食道良性疾患である特発性食道破裂
と食道憩室について最新の知見をレビューした．
特発性食道破裂では，予後が近年著明に改善され
てきていること，食道憩室では手術適応と鏡視下
手術の普及についてとくに強調した．
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