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特発性食道拡張症の3例について
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本症は食道になんらの器質的変化を認めないで，噴
門痙攣と食道壁の緊張低下によつて食道拡張を誌める
疾患であつて噴門痙攣症とも呼ばれ，嚥ド困難lfl多滞

Shiロshu

University

はみられず，塩酸パパペリソ皮注後20分でバリウムは
圏に移行するが通過は余り良好でない（写真2）。

さ

らに硫酸アトnピソを皮注するとバリウムの遡過は良

感及び頻回に生ずる嘔吐を主訴とする疾患である。

妊となつたが，食襯はなお拡張し，バリウムは食道に

1672箏WiUis①が妓初に記載し，1821年Purton②

少量残存している（写虞3）。引きつづき澗都を透視

が本疾患について詳細に報告して以来，数多くの報告

するに騒張は弱く，糊拡張を認め，バリウムの十二摺

があるにもかエわらず，その本態に醐してはなお解明

されていない。≡瀦らは般近蹄

の特発性食道拡張漉

を経験したのでこ」に報告し、併せて文献的考察を行

つた。

疲と診断し乎術を施行した。

手術所見3上正中切醐にて開腹するに岡小蝦側と肝
症

症例1

左鎚とは強く癒蔚し，食道下部の髄は非常に隈く，鼠
つ高度に拡張していた。tc S・し幽門に羅質的狭牢はみ

例

小○膜O，8才，男性
（初診

1

昭和361ド3月工4日）

られ叛かった。これに対し食道胃霞薩部側々吻合を施
・

既徳歴：正常田塵，妊娠中母親に異常はなかつた。
主

腸への排出依怒く幽門狭窄が共存している如く観禦さ

れた。以上の所兇より特発性食道拡彊症及び幽門狭窄

淋：嘔吐及びるい捜

が，幽門のバリウム通愚は不良であるので，第1回手

現病歴：癒後7ヵ月まで発育は順調であったが，こ
の頃より特に誘因と認むべきものがなく突然咳鰍，吃
逆，嘔吐が現io

し，幽門はそのまMとしたe。術陵のレソトゲン検齋で

は吻合部のバリウム通過は写真4の如く良好となつた

itてきた。嘔妊：は毎日数園乃歪十数四

にも及び哺乳も思うように出鞭ず，るい痩も普明とな

術磯2ヵ月目に．幽門成形術及び圃窒腸吻禽術を施行し
た。
術後の経過：術後2ヵ月後のレソトゲン検査では写
輿5の如く通過1

．り，満1才に於げる体重に7．晒4と標準よりかなり少
なかつた。発病隆4ヵ月図に某病院外科に特発性食道
拡張症の疑いで入院し，保存的食道拡張術を受げ一時

S良kTとなり，愁訴は軽侠しtc。

症例2松○

健，男性，27才

（初診

昭和37年4月17日）

現病鷹：17才の時カプセル入りの駆蝋剤を服用後食

症状の軽快をみた。ところが3才の時，急に頸痛を訴

道に灼熱感があったが，3・V4日で軽快した。18才の

えイレウスとして手術を受け，その後経過は順調であ

時某病院に受診し．喉頭神経症と診断された。その後

つたが，再び嘔吐が現われ，某病院で噴門成形術を受
けたが，効果は全く認められず丸田外科へ入院した。

現

症：体格小，栄養不良で体璽は標準より6〜7

kg少ない。頭部，顔面，四肢に異常なく，、肝，腎機能

にも異常はない。血液所見では赤1血球270×104，白血
ee6，

OOO，血色素78％で軽度の貧血を認める。白血球

百分率には異常はない。

も食道内異物感は張らず，26才の時当降耳轟科にて噴
門擁攣症の診断を受け当科に紹介された。

現

症；体格中等，栄養良，胸腹部に異常所見な

く，外診上特に異常を認めない。

レ線所見：下部食道より噴門にかけて狭窄を鋸めl
バリウムは噴門部において貯溜し、胃への移行は全く

認められない（写真6）。アトロビソ皮注後20分にて

食道レソトゲン所見：噴門部に移行する部位におい

食道下部の拡張は著明となったが，塚真7に示す如く

て食道は碧明に拡張し，バリウムの胃内への移行は

バリウムは胃内へは極く少墨しか移行しない。次に温

1時間観察するも全く認められず，この間頻圓に逆蠕

水を服朋させるとバリウムは容易に胃に移行したが，

動を認める吃写真1）。．te

X

し食道下部に陰影欠損等

この際噴門において畏さ約2㎝にわたる狭窄部を明ら
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かに認めた。ただし食道壁は平滑で，陰影欠損は認め

部に狭窄を認め，それより口側が著明に拡張していた

られなかつた（写真8）。

ので，食道胃窓隆部側々吻合を施行した。

食道鏡所見：食道入P部は硬く緊張性で，24cm以下

術後の経過：術後2週目に軽度の狭窄感，嘔吐をみ

は食道の拡張が著明となり，47・・v48c7nの部位において

たが，間もなく消失し以後順調な経過をとり25日日退

狭窄を認めた。粘漠には特に異常所見はない。以上の

院した。術後のレγトゲソ所見は写頁12の如くバリウ

所見より特発性食道拡張症として手術を施行した。

ムは吻合部を順調に通過し，術簡の愁訴も全く消央し

手術所見：上腹部正中切開にて開腹するに食道下部

た。

から噴門に至る部は著しく狭小であるが，とくに器質

的変化はみられなかつた。この症例に対しては食道
胃窓1癒部側々吻合術と左側迷走神経の動断を施行し

考
按
特発性食道拡張症はCardlospasm⑤，

た。

④，idiopathische

術後の経過：術優の経過は順調で愁訴は1肖失し，27
H

@N退院した。術後のレントゲソ検査では写輿9の如

く，バリウムは吻合部を通つて順調に胃に移行し，通

Achalasia
OesophagusdilatatiQn⑥，

Megaoesophagus⑥などいろいろの名称で呼ばれ
ている。その成因にっいてみても今日なお幾多の説が
ある。即ちWi11is①がはじめてこの疾患について報

過障碍は認められず，食道拡張も術前に比し軽快し

告したのは1672年であって，機械的拡彊法によつて油

た。

癒させ得たと報告している。その後Straus｝Fl￠ine「

翻3森○江○，22才，姓

等の先天1生瓢説，M・rinの鰭突説，

（初診昭和37年5月2日）

既往歴118才の時虫垂切除術を受けている以外著患

がない。
主 訴：食道狭窄感

「

Mik・1i・z④

の一次的噴門痙雛次的食道拡弓麟，El・h。・n⑦，

・

備腰来院1輔よ喰後の食鰍窄廓ζ現わ
れ，症状は次第に増強し，夕食が朝7Cなつてもなお食

Meltzer⑤，・Hertz④等の嚥下時における畷門部の反

射的弛緩の欠如説，Rosenheim⑤の食道壁アト轟一
原発説，Sauerbruch及びHackerら⑨， Jackson⑩等

の踊腱蝋5Z・KraLils，囎⑪等の迷酬犠の
機能異常乃至その中枢核の器質的変化税等がある。

道に残存しているが如く感ずるようになつた。食餌と

以上の如く本症の発生原因については種々の説があ

共に湿湯を飲むと食物は容易に胃に移行したという。

・って未だ定説はないが，以下これらの説について述べ

単年前からは水分も通過し難くなり蝋吐も現われて来

てみると，Kraulsは剖検例にょり左側迷幾神経幹に

、たが，お茶などを飲むと狭窄感は軽快し，嘔吐も現わ

高度の病変を認め，食道の収縮と畷門の膨開が同じ迷

れなかつた。その後食餌を摂取すると必ずその一部を

光神経によつて支配されていることをのべ，迷幾神経

嘔吐するようになり，又体重減少も現われて来た。

の障碍によって食道拡張と噴門痙攣がともに生じ，さ

現 症：体格中等，1血液傑，肝腎機能正常胸腹部に
らに本症の成立にはAuerbach神経叢も関与するの
異常所見はない。
であろうと考えている。容田・田村⑫等は両側迷幾神
レソトゲン検査所見：バリウム透視では写真10の如

経を中頸神経節以下で切断し，その結果著明な食道拡

く食道下部に狭窄を認め，食道下部は高度に拡張し，

張を作ることに成功している。又箋験的にAuerbach

バリウムの胃への移行は極く少量で辛うじて認められ

神経叢を破壊レ交感神経支配が優勢のため筋性調節

る程度である。ブXコバン皮注10分後には写真11の如

P：不可能となり輪状筋が攣縮し，且つ肥大して噴門

〈t刈ウム砒較的よ婿に移行するようになつた

狭窄が難することをみている。又R・k・⑫G・f一

が，食道下部の狭窄は消失しない。

finaro⑭，

Kay⑯等は下部食道のAuerbach神経叢

自律神経機能検査：イミダリン試験（一），エフエ

の変性消失が原因であると主張している。一方食道壁

ドリソ試験（＋），アトPtピン試験（＋），ビロカルビ

筋層の変化に重きをおく考えもあり，

St6hrは食道筋

ソ試験（＋〉である。

内の病変は神経の器質的変化の結果起るもので蝋なる

食道鏡検er ：食道入口部より30紺38備の部において
食道壁の拡張は著明であり，又噴門移行部において著

廃用性萎縮ではないとしている。本症の組織学的検索
において，永原⑯は食道内輪筋の硝子様変性が食道拡

明：な痙攣を認める。粘膜に異常所見はみられない。以

上の所見より特発性食道拡張症と診断した。
手術所見：上腹部正申切開にて開腹するに食道に器

質的変化はないが，噴門より3cm上方にわたる食道下

張の麗要なる因子であり，外縦筋の病変が噴門痙攣を

起すのであろうと考え，今後消化管平溜筋の病変に検
索の眼を向けるべきであることを強調している。一一・方

植田⑰は食道噴門部においてAuerbach神経叢にお
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ける神経細胞の消失，Meissne坤隆叢の破壊をみと 発表してL・る。 Rump・1は下部食遡1ミ11r部切除を行
め，か睦変化は局所的原因で発生し，不・1∫逆的変化 姉Ru・・p・1法を双W・・g・n・tee・⑥ltT部蛸
であるとしている。尚Alvarezの研究以来最近にお

を含めlll底部切除を行ない食道胃幽門前庭部吻合と

いては特発性食道拡張症は先天性匝大結｝1壕症と同一の
範疇に属する疾患であると見倣されている。

Ramstedtの幽門成形術を加えるWangensteen法

を提唱している。

以上の如く現今もっとも有力視されている説は迷走

以上の如く本症に対する乎術法は種々あるが，我々

神経異常説であるが，この説も詳細なる点に関しては

の症例にはいずれも食道胃緒擁i部側々吻合争1菅を施行し

諸家にょり見解を異にしており，一方では食道壁筋層

良好な結果を得た。た呈癒例！は幽門狭窄を含併して

の器臓的変化に垂きをおく見解もある。

いたので，その後幽門成形術と胃腸吻合術とを迫加す

本症の主要症状は一般に嚥下ll章碍であり，摂取物の

ることにより良好な経過をとるようになつた。以上の

停滞感，胸部H三迫感並びに嘔吐である。嘔吐による体

如く本症の治療はその原因が不明であるから，如何な

重減少も現われるが，食道癌にみる如きるい漉のない

る手術方法をとるべきか

種々論識もあろうが，1臓門部

ことが特徴である。又精神的要素と関係があり，天候

に器質的変化が高度な揚舎を除き膿来るだけ食道劉鴛T

の変化に際し，症状も増悪し，食物の顧類，特に冷た

篠部吻合の如き手術侵襲の少ない手術方法を選ぶこと

いものを摂取すると増悪する。又月経なども関係す

が妥嵐であると考えている。

るという。著藩らの症例においても症例1は嘔吐，癒

例2及び症例3は食道狭窄感を主訴として来院してい

結

る。
本症の診断については，物微ある脇床症状の他にレ

道拡張症を維験したので，その慨略を報優し，併せて

ソトゲソ検甕および食道鏡検査で診断される。しか
し凹

語

著者らは最近丸田タ悌1教室において3例の特発性食
丈献的考察を行なった。

ｺ部食道癌や，噴門癌との鑑別は早期においては困

難なこともある。又癌との鑑別の疑わしい時には
abrasive

文

balloonにょる癌細胞診，逆税可能胃カメラ

①Wiilis，

等も用いられる。本疾患に癌の合併することは稀であ
るが，酒井の統計的観察によれば欧米ではFaggeの
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715, 1913. @Gr6hndahl, N. B. : Nord. med $ide‑‑to‑side anastornosis between the intra‑‑

Ark,, 49:236, ]916. abdorninal portion of the esophagus and the

' fundus of the stomach weTe performed for

. AE$TRACT the patients.
Idiopathic dilatation of the esophagus is a X‑ray examination following tne operation
clinical entity charaeterized by evidence of revealed the by‑pass around the cardia.
obstruction at the cardia with an associated All of the patients have been fairely well
dilatation of the esophagus. Three cases of postoperatively.
the idiopathic dilatation of the esophagus were

l

