
食道憩室は発生部位により咽頭食道憩室（以下
Zenker 憩室）、中部食道憩室、横隔膜上憩室があり、
その中でも Zenker 憩室の占める割合は低く、本邦
では稀な疾患である。今回、頸部（甲状腺・副甲状
腺）エコー検査を契機に偶然発見された Zenker 憩
室の症例を経験したので報告する。
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頚部エコー検査を契機に偶然発見された食道憩室の2例

発　表　者 松下　淳 福岡県　鞍手町立病院

共同研究者 子川　一生、石田　美千代、如田　貴子、山本　俊輔、村井　浩平、舩津　史郎、
八代　晃

総頸動脈 内頸静脈 

【横断像】 

食道 

甲状腺左葉 

      

【症例 1】 79歳 女性 
【主  訴】 発熱、頚部痛 
【現病歴】 2010年6月1日より発熱が持続。近医受診し 
              抗生剤等の処方受けるも改善なく、6月14日 
             当院受診。炎症反応高値で、以前より認めて 
              いた頚部痛も増強したため、精査加療目的に 
       にて入院となる。 
【既往歴】 右甲状腺腫瘤：2009年8月FNACにて腺腫と 
                                    診断され他院にて経過観察 
【入院時検査成績】  
(血液・生化学検査所見)                                                                                           

  WBC 232×102  RBC 408×104  Hb 11.1  Ht 34.4  PLT 46.1 
  TP 6.3  AST 13  ALT 8  LDH 150  ALP 266 γ-GTP 33     
  BUN 8.7  CRE 0.6  Na 142  K 3.9  Cl 105   
  CRP 13.6  ESR 31mm/hr.   

   

      

【はじめに】  
 食道憩室は発生部位により咽頭食道 
憩室(以下Zenker憩室)、中部食道憩室、
横隔膜上憩室がありその中でもZenker
憩室の占める割合は低く、本邦では稀 
な疾患である。 
 今回、頚部(甲状腺・副甲状腺)エコー
検査を契機に偶然発見されたZenker憩
室の症例を経験したので報告する。 
 

（検査目的）頚部痛原因精査のため甲状腺エコー依頼 
左葉背側に境界明瞭な径21×13mmの腫瘤   
（性状）境界部は低エコー 内部は充実性反射 高輝度エコーが混在 
       境界部と食道との連続性あり 

甲状腺左葉 

食道 

【縦断像】 

【検査所見】 

      

松下  淳  
福岡県 鞍手町立病院 臨床検査科 
 

頚部エコー検査を契機に偶然発見された 
食道憩室の２例   
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症例1は79歳　女性。頚部痛の原因検索のため甲
状腺エコー検査を実施したところ、甲状腺左葉背側
に径20×13mm の内部に充実性反射と粗大高輝度
エコーが多数混在する腫瘤を認めた。

【縦断像】 甲状腺左葉 

食道 

（検査目的）慢性腎不全の定期検査で副甲状腺エコー依頼 
【検査所見】左葉背側に境界明瞭な径9×5mmの腫瘤   
       （性状）境界部は低エコー 内部は充実性反射と一部高輝度エコー混在 
               境界部と食道との連続性あり 

内視鏡検査所見 

食道内腔 

憩室 
食物残渣 

・入口部直下左側に憩室 
・内部に食物残渣あり 
・可視範囲に腫瘍性病変なし 
⇒食道憩室と診断 

CT検査所見 

食道 

気管 

甲状腺右葉 
甲状腺左葉 

甲状腺左葉背側、食道左側に内部にエアーを含む軟部陰影 

CT診断：食道憩室 

CT検査所見 

甲状腺右葉 甲状腺左葉 

甲状腺左葉背側に食道と連続する軟部影     内部にエアー 

食道 

気管 

CT診断：食道憩室疑い 

気管 

【横断像】 
甲状腺左葉 

【症例 2】 74歳 女性 
【主  訴】めまい、嘔吐 
【現病歴】 2005年7月頃より嘔気、気分不良にて当院を受診 
              し、糖尿病、高血圧を指摘される。2006年5月に 
              下肢浮腫出現、腹水貯留を認め除水治療のため 
              入院となったが、改善に乏しく腎機能低下も認め 
              たため血液透析へ変更、以後外来通院となる。 
              2011年2月に右大腿骨頚部骨折術後のリハビリ 
              目的にて入院となる。 
【既往歴】虫垂炎術後 
【入院時検査成績】 
(血液・生化学検査所見) 

  WBC 71.9×102   RBC 385×104   Hb 11.5  Ht 36.5  PLT 22.2 
  TP 6.4  ALB 2.4  AST 8  ALT 4  LDH 116  BUN 44.9  CRE 6.0   
  Na 135  K 4.4  Cl 103  Ca 7.5  IP 2.4  CRP 0.8    
 血糖随時 141  HbA1c 4.8 
  

      

 差異：内部エコーは食物残渣による充実性反射とエアー      
による高輝度エコーが特徴である。 
     症例１では腫瘤サイズが大きいためより多くエアー 
     が混入したものと考えられる。 

【２症例のエコー像の共通点と差異】 
症例１ 症例２

境界

辺縁低エコー

食道との連続性

腫瘤サイズ 20×13mm 9×5mm

高輝度エコー混在 多 少

明瞭

あり

あり
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症例2は74歳　女性。慢性腎不全の定期検査にて
副甲状腺腫大の有無を目的に検査を実施し、甲状腺
左葉背側に径9×5mm の内部に点状の高輝度エ
コーを有する低エコー腫瘤を認めた。2症例ともに
腫瘤の性状は、サイズに差があるものの、内部に粗
大な高輝度エコーが混在、境界明瞭、辺縁低エコー、
境界部と食道壁との連続性を有する特徴を認めた。
甲状腺左葉背側に腫瘤性病変を認めた場合には、甲
状腺や副甲状腺の腫瘤との鑑別を行う上で、食道憩
室の存在も念頭に置き検査を行うことが重要である。

【まとめ】 

１．頚部エコー検査を契機に偶然発見さ 
  れた食道憩室の症例を経験した。 
２．食道憩室は甲状腺と接して描出され 
  る場合が多く、甲状腺や副甲状腺腫 
  瘤との鑑別が重要である。 
３．甲状腺左葉背側に腫瘤性病変を認 
  めた場合には、食道憩室の存在も念 
  頭に置き検査を実施することが必要 
  である。 

【はじめに】生活環境の欧米化に伴う動脈硬化性疾
患の増加傾向、ハイリスク者を早期発見するための
スクリーニング検査の必要性、頚動脈硬化が循環疾
患の発症予測因子になるというエビデンスの蓄積に
より、頚動脈エコーの有用性が高まってきている。
頚動脈エコー検査は、現在特定健康診査に基づく、
平戸市国民健康保険の二次健診の項目として導入さ
れており、当初、循環器医師が実施していたものを、
2011年度より検査技師が行うことになった。二次
健診受信者ならびに、当院受信者の中で頚部エコー
を受けたものを対象とし、内膜中膜複合体（IMT）、
プラークの有無を調査した。頚動脈は、動脈硬化が
最も起こりやすい血管であり、かつ、エコーで見や
すい血管で近年では、頚動脈の IMT の計測は、動

脈硬化の程度を判定する重要な指標となっている。
高脂血症の指標として LH 比を求めた。LH 比もま
た新たな動脈硬化指数として注目されている。今回、
年齢、血圧、血中脂質、血糖、喫煙など、リスク
ファクターごとに分類し、とくに内膜中膜複合体
IMT との関係を考察したので報告する。

対象者は2011年4月より2012年8月までの、当院
検査室で頚部エコー検査を受けた184名で、男性88
名・平均年齢70.1歳、女性96名・平均年齢75.1歳
である。
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頸動脈エコー検査を取り入れて

発　表　者 小田　栄子 長崎県　国民健康保険平戸市民病院　臨床検査班

共同研究者 市山　恵子、山口　未来、種岡　新、押淵　徹

4
1

13

24 25

20

10
3

8

19

34

28

4

30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代

男性 女性

対象者の年齢 

男性 88名 平均 70.1 才 
女性 96名 平均 75.1 才 

人 

○IMTとは、頸動脈の「内膜中膜複合体厚」のこと 
 
○IMTの正常値は、1.0mm以下 

IMTとは 
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