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頸部外切開により摘出した咽頭腔外魚骨異物の2症例
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　咽頭腔外魚骨異物は稀である。頸部外切開により摘出した2例を経験したので報告する。症例1は
34歳男性。CTで下咽頭後壁内の異物を認めたが上部消化管内視鏡および直達喉頭鏡では確認でき
ず，誤飲4日後に頸部外切開により下咽頭収縮筋内に埋没する11 mmの魚骨を摘出した。症例2は67

歳女性。初診時に内視鏡で咽頭異物を指摘できず，魚骨誤飲7か月後にCTで甲状腺に刺入する異物
を認めた。症状が乏しいため当初は手術への同意が得られなかったが，咽頭違和感の増強により14
か月後に手術を施行し，21 mmの魚骨を摘出した。異物誤飲時には咽頭に異常を認めなくても咽頭

腔外異物の可能性に留意することが重要である。
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序　　文

　魚骨異物は日常診療でよく遭遇する疾患であるが，

異物誤飲の病歴と咽頭痛があるにも関わらず，詳細な

診察によっても異物を認めないことがある。その場

合，稀ではあるが，咽頭腔外異物の可能性を考える必

要がある1,2。咽頭腔外異物は重篤な合併症を来すこと

があるため3,4，迅速な診断，摘出が重要である。今

回，魚骨異物が下咽頭腔外に迷入し，1例は早期に，も

う1例は長期間経過後に，摘出した症例を経験したので

報告する。

症例提示1

症例: 34歳，男性

主訴: 嚥下痛

既往歴: 特記すべきことなし

現病歴

　夕食時にカサゴを食べた後より嚥下痛が生じたため

近医救急外来を受診し，魚骨異物を疑われたため同日

Figure 1.  CT images of case 1.  (A) Axial and (B) sagittal views revealed a high density
foreign body (arrows) positioned transversely in the left retropharynx and in the front of the
retropharyngeal space.
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当科救急外来へ紹介された。

初診時所見

　甲状軟骨左側周辺に持続する疼痛を訴えるも，咽喉

頭領域の視診と内視鏡にて明らかな異物や粘膜腫脹，

損傷は認めなかった。体温は36.3度で，血液検査では

白血球数13,300/μl (正常値: 4,000〜9,000/μl) と増多を

認めたが，CRPは0.22 mg/dl (正常値: 0.30 mg/dl以下) と

正常範囲であった。その他に特記すべき異常所見を認

めなかった。

頸部単純CT所見

　水平断にて下咽頭後壁内やや左側寄りに魚骨と考え

られる線状陰影を認めた。魚骨は後壁粘膜面にほぼ平

行に位置し，咽頭後間隙には及んでいなかった (Figure

1)。

経過

　消化器内科医による上部消化管内視鏡検査を追加施
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行したが，明らかな異常所見を認めず，経過観察目的

で翌日未明に入院となった。絶飲食，点滴抗菌薬投与

による保存的治療で咽頭痛は軽減傾向であり，咽喉頭

に感染徴候を認めなかった。

　入院3日目にCTを再度施行したところ下咽頭後壁の

同部位に線状陰影を認めた。再構築3次元CT画像にて

陰影は長さ1 cmの棘状の魚骨であることが疑われた。

下咽頭後壁正中付近より左下方向に下咽頭収縮筋 (甲状

咽頭筋) 内へ刺入したものと推測された。頸部での高さ

は喉頭隆起から甲状軟骨下縁のレベルに位置していた

(Figure 2)。同日に全身麻酔下直達喉頭鏡検査を施行し

たが，異物や粘膜損傷などの異常所見を確認できず，

咽頭腔外異物の診断で翌入院4日目に左頸部外切開手術

を行った。

手術所見

　CT所見を参考に喉頭隆起から輪状軟骨の高さで胸鎖

乳突筋前縁に沿って5 cmの皮膚切開を加え，胸鎖乳突

筋前縁を剥離して甲状腺左葉上極と上喉頭神経外枝を

Figure 3.  Intraoperative findings of case 1.  (A) The foreign body (arrow) was identified in
the inferior constrictor muscle.  (B) The removed fish bone measured 11 mm in length.
SH, sternohyoid muscle; OH, omohyoid muscle

Figure 2.  Three-dimensional reconstructed CT of case 1.  The foreign body appeared to be a
spine-like fish bone (arrows) pointed obliquely downward.  It is directly located (A) beneath
the laryngeal prominence and (B) posterior to the thyroid cartilage.
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同定した。甲状軟骨を右側に翻転し，反回神経損傷を

避けるため甲状軟骨下角より上方で甲状咽頭筋を上下

方向に切開した。

　挿入された経鼻胃管を指標として咽頭近傍の触診を

繰り返すも異物は確認できず，示指頭が筋層内に入る

まで切開を広げてようやく切開部後上側で魚骨先端が

触知され，摘出した (Figure 3A)。周囲組織に明らかな

感染徴候を認めず，手術時間は1時間8分であった。摘

出された魚骨は長さ11 mmであった (Figure 3B)。

術後経過

　術後は咽喉頭に異常を認めず，咽頭痛も軽快したた

め翌日より食事を再開した。術後経過良好につき，術

後6日目に退院した。

症例提示2

症例: 67歳，女性

主訴: 嚥下痛

既往歴

　アレルギー性気管支肺アスペルギルス症 (プレドニゾ

ロン2 mg/日内服中)，慢性副鼻腔炎，高血圧

現病歴

　夕食時にカレイの骨を飲み込んだ後より左側の嚥下

痛が持続するため翌日近医耳鼻科医院を受診した。咽

喉頭に明らかな異常を認めず，同日当科に紹介され

た。

Figure 5.  CT images of case 2 at 14 months after mistakenly swallowing a fish bone.  (A) Axial
view revealed an ill-defined border (arrow) between the left lobe of the thyroid gland and
esophagus.  (B) Sagittal view showed the foreign body (arrow) inclining backward.

Figure 4.  CT images of case 2 at 7 months after mistakenly swallowing a fish bone.  (A) Axial
view revealed a high density foreign body (arrow) penetrating the left lobe of the thyroid
gland.  (B) Sagittal view demonstrat a linear shape foreign body (arrow) between hypopharynx
and the thyroid gland.
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初診時所見

　咽喉頭領域の視診と内視鏡にて明らかな異物や粘膜

腫脹，損傷は認めなかった。消化器内科医による上部

消化管内視鏡でも明らかな異常所見を認めず，経過観

察となった。

初診後経過

　その後症状は消失したが，初診から6か月後より咽頭

痛が再発し，1か月経過しても持続するため近医耳鼻科

医院を受診した。左披裂部の軽度腫脹と発赤を認めた

ため，同日当科に紹介された。精査目的で入院を勧め

たが同意せず，内服抗菌薬処方の上で3日後に再診し

た。再診時には痛みと左披裂部所見はほぼ改善してい

た。

再診時頸部単純CT所見

　輪状軟骨左側に20 mmの線状陰影を認め，下咽頭梨

状陥凹粘膜下の魚骨異物遺残として矛盾しない所見で

あった。下端は甲状腺左葉内に達し，周囲に低吸収域

を認めたが単純CTであり，浮腫または膿瘍の鑑別は困

難であった (Figure 4)。

再診後経過

　魚骨の咽頭腔外遺残の可能性があり，摘出には頸部

外切開が必要であることを説明したが，症状が軽快し

ていたため同意が得られなかった。しばらくは咽頭違

和感のみ認めていたが，誤飲より14か月後に違和感が

増強したため，手術に同意した。術前血液検査では白

血球数5,000/μl，CRP 0.12 mg/dlであり，その他にも明

らかな異常を認めなかった。

頸部術前頸部単純CT所見

　前回の検査と比べて線状陰影が後方に傾いており，

下端近傍では甲状腺左葉と食道の境界部が不明瞭化し

て，炎症や瘢痕形成が疑われた (Figure 5)。

手術所見

　左頸部輪状軟骨下縁の高さに5 cmの皮膚横切開をお

Figure 7.  CT images of case 2 at 3 months after surgery.  (A) Axial and (B) sagittal views
revealed a remaining esophageal fistula (arrows) located posteriorly to the left lobe of the
thyroid gland.

Figure 6.  Intraoperative findings of case 2.  (A) The foreign body (arrow) was embedded in
the scar tissue surrounding the pharynx and the left lobe of the thyroid gland.  (B) The removed
fish bone measured 21 mm in length.  SH, sternohyoid muscle; OH, omohyoid muscle
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き，胸鎖乳突筋前縁から深部へ剥離を進めたが，下咽

頭から甲状腺左葉上極付近の瘢痕形成が著明であっ

た。組織の同定や剥離は非常に困難であったが，瘢痕

を慎重に分けるとその中から魚骨が露出し，摘出した

(Figure 6A)。魚骨周囲には脆弱な肉芽組織および少量

の膿汁を認めた。

　魚骨露出部近傍の瘢痕組織は切除したが，甲状腺周

囲瘢痕部は副損傷を避けるためそのままとした。埋没

部下端は食道への瘻孔となっていた。手術時間は1時間

30分であり，摘出された魚骨は長さ21 mmであった

(Figure 6B)。

術後経過

　術後は咽喉頭に明らかな異常を認めなかったが，食

道瘻孔からの感染予防のため，絶飲食とした。術後8日

目に嚥下造影検査を施行し，明らかな造影剤の漏出を

認めなかったため，同日より食事を開始した。その後

問題なく，術後10日目に退院した。しかし，その後も

咽頭違和感は持続し，術後3か月のCTでは甲状腺周囲

の軟部組織陰影は縮小していたが，食道盲端瘻孔の残

存を認めた (Figure 7)。また歌唱時の高音発声は困難で

あり，上喉頭神経麻痺が疑われたが，日常生活上に問

題はなく，外来にて経過観察中である。

考　　察

　魚骨異物は魚がよく食される東アジア地域で多くみ

られる4。本邦では咽頭異物全体の95%以上を占め，そ

の8〜9割が口蓋扁桃もしくは舌根部に認められるた

め，9割以上が視診または咽喉頭ファイバースコピーに

より診断される1,5。しかし，容易に診断できない場合

は下咽頭，頸部食道，喉頭など観察困難な部位の異物

だけでなく，咽頭腔外異物を疑う必要がある。

　咽頭腔外魚骨異物は0.4〜2.6%と稀であるが1,2，診断

が遅れた場合には重篤な合併症を来しうる4。魚骨異物

の検出率はCTが単純X線よりも有意に良好であると報

告されており2,6，咽頭腔外異物を疑う場合には特にCT

が有用である。CTでは膿瘍などの合併症有無を同時に

診断できる点でも優れているが，初診時のCTで魚骨を

発見できず，症状の再燃のために再検査で発見された

報告もあり，注意を要する7。

　症例1では上部消化管内視鏡や直達喉頭鏡検査にて魚

骨を発見できなかったが，CTでは下咽頭後壁内に局在

する異物を診断できた。また3次元CTを再構築するこ

とで魚骨の形状や角度，周囲構造物との位置関係と

いった全体像がより明瞭化した。長い骨ほど食道に近

い深部に刺入しやすいと報告されており5，咽頭腔外魚

骨異物の報告はほとんどが長さ20 mm以上であるが3,4,7-15，

本症例では11 mmであった。本症例では過去の報告と

同様にCT検査と3次元CT再構築画像は，魚骨の有無だ

けでなく，的確な部位診断とアプローチ方法の検討に

非常に有用であった7,8,10。

　しかし，魚骨はその形状から頸部の嚥下や回旋運

動，手術操作に伴って組織内を移動することがあり，

診断，治療に難渋することがある3。そのため，CT撮

影から治療までは短期間であることが望ましい。ま

た，魚骨が咽頭収縮筋を貫通すると咽頭痛が軽快，消

失すると報告されている7,16。症例2は診断までに時間

を要し，このことを痛感させられる症例であった。魚

骨異物が長期の経過観察で完全に消失したという報告

もあるが17，一定期間経過した後でも合併症を来しう

るとも報告されており13，受診時や受診後に症状が一

過性に改善した場合でも咽頭腔外異物の可能性は念頭

に置いておくことが重要である。実臨床では誤飲した

異物による粘膜損傷のみの場合も多いため，被曝や医

療経済の問題も併せて，全ての異物患者にCTを施行す

るかどうかは判断が分かれるが，少なくとも症状再燃

や合併症等の可能性については患者・家族に十分に説

明しておくことが望ましいと考えられる。

　迷入部位としては，症例1のような咽頭収縮筋12や椎

前筋8，椎前間隙など咽頭後壁が多いとされている15。

しかし喉頭蓋谷からオトガイ舌筋10，中咽頭後壁から

胸鎖乳突筋13，中咽頭側壁から顎二腹筋3のような離れ

た組織内への迷入の報告もある。また，症例2のように

甲状腺内に迷入した症例は，本邦で今までに6例の報告

がある4,7,12,15。魚骨は下咽頭や頸部食道粘膜への刺入を

介して甲状腺に迷入すると考えられるが，当症例も含

めてほとんどが左葉であり，刺入部と甲状腺の位置関

係・接触面積などの解剖学的条件が関与する可能性が

推測されている12。

　異物誤飲による合併症は誤飲後2日を超えると有意に

増えるが4，咽頭腔外魚骨異物では感染を併発してから

の発見例が多く，その期間のほとんどは2日間以上経過

してからであった18。また頸部膿瘍形成を認める頻度

は4〜17%であり2,7,13，2日目発症のものも認めたがほと

んどが5日目以降であった11-13。その他に縦隔炎，縦隔

膿瘍，食道穿孔，食道周囲炎，大動脈穿孔，心タンポ

ナーデ，皮下気腫，気管浮腫・狭窄，反回神経麻痺等

の重大な合併症が報告されている9。咽頭腔外異物摘出

のほとんどは2日目以降であったが7，6か月以上 (最長

20か月) の長期経過後摘出例は4例のみであった4,12,14,19。

これらからは，咽頭腔外異物の診断，治療は咽頭痛以

外の合併症が出現しないと困難であることとともに，

症例2のように長期間著明な症状がなく経過することは

稀であると推定された。

　治療は頸部外切開による摘出が第一選択であるが，

経口的摘出の報告もあった9,14,18,20。経口的摘出のために

重要な点としては口腔内からの距離，感染の有無，位

置関係の把握が挙げられており18，症例1からはサイズ

や角度も難易度を決める要因になると考える。しか

咽頭腔外魚骨異物の2症例
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し，頸部組織中での異物探索は，「干し草の山の中の針

を見つけること」や，「深海中の針を釣り上げること」

に例えられるほど困難である4。経口的摘出では鉗子操

作や視野に限界があるため，明らかに腔外異物である

ことが診断できている場合においてはその適応は少な

いと考えられる20。

　このように咽頭腔外異物の診断，治療は困難である

が，感染や膿瘍形成は状況をさらに困難にするため，

異物の同定と摘出は可及的速やかにすることが肝要で

ある15。症例1では，筋内の短小な魚骨を見つけること

は正に深海中の針であったが，CTによる正確な位置把

握と早期の頸部外切開が奏功した。症例2では，瘢痕化

により副損傷の危険性が高い困難な手術となった。術

後に食道瘻孔や違和感が残存していることを併せる

と，早期の摘出を強く勧めるべきであったと考える。

　稀な咽頭外魚骨異物2例の経験し，それらの経験から

診断と治療の注意点を中心に述べた。魚骨誤飲後に異

物を認めない症例に遭遇したときには，症状有無にか

かわらず咽頭腔外異物の可能性に留意して診療にあた

ることが重要ある。しかし，安易にCTや上部消化管内

視鏡検査に移行するのではなく，まずは口蓋扁桃や舌

根部を中心に異物の見落としがないか，詳細な診察を

行う姿勢が耳鼻咽喉科医として重要である。
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Two cases of an extrapharyngeal fish bone migrating to
the retropharynx and the thyroid gland

Shunsuke Miyamoto, Atsuko Maki, Hiroshi Hosono, Meijin Nakayama, Makito Okamoto

Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Kitasato University School of Medicine

Extrapharyngeal migration of a fish bone is rare.  We reported two cases of a foreign body migrating to the
extrapharynx after mistakenly swallowing a fish bone.  The first case was a 34-year-old male who presented
with odynophagia.  Although CT showed a foreign body in the retropharynx, neither endoscopy nor direct
laryngoscopy disclosed it.  A 11-mm fish bone was embedded in the inferior constrictor muscle and was
removed by cervical incision 4 days after mistakenly swallowing a fish bone.  The second case was a 67-year-
old Japanese female who presented with odynophagia.  Because of no abnormality on endoscopy and
symptomatic improvement, a foreign body migrating into the left thyroid gland was diagnosed with CT 7
months after mistakenly swallowing a fish bone.  She had refused surgery due to minimal symptoms before
final worsening pharyngeal dysphoria.  A 21-mm fish bone was removed surgically from the scar tissue
surrounding the pharynx and the left thyroid gland 14 months after mistakenly swallowing a fish bone.  It is
important to pay extra careful attention to the possibility of extrapharyngeal foreign body for those patients
with an accidental fish bone ingestion.

Key words: extrapharyngeal foreign body, fish bone, cervical incision, long-term presence, thyroid gland
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