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多量の腹腔内遊離ガス像を呈した腸管嚢胞様気腫の 1例

富士吉田市立病院外科,`群 馬大学第 2外科

石川  仁   佐 々木啓明  中 神 克 尚
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腸管嚢胞様気腫はまれな疾患であるが,腹腔内遊離ガス像を呈 し緊急手術の対象となることがある。

われわれは_L部消化管穿孔の診断にて開腹し,空 腸の腸管嚢胞様気腫であった 1例 を経験 したので報

告する。症例は35歳,男 性.主 訴は腹部膨満.平 成元年 6月初めより腹部膨満が増強し, 6月 19日当

科受診し,腹 部膨満 と腹部 X線 上腹腔内遊離ガス像を認め,消 化管穿孔の診断で手術 となった。手術

時,腹腔内遊離ガスと腹水を認めたが,消化管穿孔部はなく,Treitz靭帯から約50cmの 空腸に,10cm

の長さにわた り腸管壁の浮腫 と肥厚を,ま たその領域の腸間膜の衆膜下にも多数の小空胞を認めたた

め,腸 管襲胞様気腫の診断で空腸部分切除を施行した。摘出標本は,粘 膜面に直径約5mmの 赤い,軟

らかい隆起を多数認め,病 理組織学的には,空 腸粘膜面は正常で,粘 膜下に多核巨細胞などの肉芽組

織に囲まれた大きさの異なる多数の嚢胞が認められ,原 発性腸管嚢胞様気腫 と考えた。
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はじめに

腸管襲胞様気腫は比較的まれな疾患であり,腸 壁に

多数の合気性嚢胞を///成し,腹 腔内遊離ガス像を呈 し

緊急手術の対象となることがある。今回われわれは,

多量の腸管内ガス貯留と腹腔内遊離ガス像から消化管

穿孔を疑って開腹 し,空 腸の腸管嚢胞様気腫であった

1例 を経験 したので若千の文献的考察を加え報告す

る。

症  例

患者 :35歳,男 性.

主訴 :腹部膨満.

既往歴 :10年前に糖尿病を指摘され食事療法を行 う

も5年 前より治療を中止.

家族歴 :特記すべきことなし。

現病歴 !平成元年 1月 中旬より腹部膨満あ り当科受

診し,注 腸検査を行 うも異常所見なく経過観察 してい

た。 6月 初めより腹部膨満が増強し6月 19日当科受診

した。腹部単純 X線 写真で多量の腹腔内遊離ガス像が

認められ,上部消化管穿孔の診断にて緊急入院 となる。

入院時所見 :腹部膨満は著明であったが,軟らかく,

自発痛,圧 痛は認めず,ま た打診上鼓音を呈したが,

腸管拡張時の鼓音 とは異なるものであった。
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free air in the abdoHlinal cavity

入院時血液検査 :術前の緊急血液検査所見では,軽

度の白血球増加 と脱水様の所見が認められた (Table

l ) 。

入院時レン トゲン検査所見 :胸部単純写真では肺野

には異常を認めないが,多 量の腹腔内遊離ガス像によ

る両側の横隔膜の挙上を認めた(Fig,1).腹 部単純写

真では仰臥位で多量の腹腔内遊離ガス像と小腸内ガス

像を,ま た立位では鏡面形成を認めた。消化管穿孔を

疑って施行 したガス トログラフィンによる透視では

胃 ・十二指腸の部位においては造影剤の消化管外への

流出は認められなかった (Fig.2).

以上より,腹 部所見とガス トログラフィンによる造

影所見から,非 定型的消化管穿孔による麻痺性イレウ

スを疑って緊急手術を施行した.

手術所見 :上腹部正中切開にて開腹すると,多 量の

Table 1 Labolatory data on admission

WBC  8100/mm3  TP  6 6g/dl

RBC 478× 104/m品 3   T B11 0 5mg/dl

Hb    17_5g/dl    GOT  25 1U/L

Ht    44 3%     GPT  211U/L

PIt 29 2× 104/mm3  BuN 80mg/dl

Cr   1 4mg/dl

Na    139 mEq/1  BS  123 mg/dl

K     45 mEq/1  AMY 35 1U/L

Cl     104 mEq/1
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無色無臭の気体の放出と約1,600mlの淡黄色漿液性の

腹水を認め,ま たイレウスチューブより約1,800mlの

腸内容を吸引除去した。腸管の癒着はなく,胃 十二指

腸および腸管を詳細に観察するも明らかな穿孔部は認

めず,Treitz靭帯から約50cmの 空腸に,10cmの 長さ

にわた り腸管壁の浮腫性肥厚を,ま た同部の空腸装膜
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下とその領域の腸間膜衆膜下に米粒大から小指頭大の

大小多数の空胞を認めた,こ の部の肉眼的観察では空

胞が破れた部位は発見できなかったが,空 腸の腸管嚢

胞榛気腫の診断にて約15cmの 空腸部分切除,洗浄,ド

レナージを施行した (Fig。3).

摘 出標本所見 t切除 した空腸の粘膜面に直径約5

Fig. 1 Plain chest X-ray films (Upright position)

a: antero-posterior projection, b: lateral projection. The films show a large

amount of free air in the abdominal cavity and elevation of the bilateral diaphrag'

ma.

Fig. 2 Plain abdominal X-ray films

a: supine position, b: upright position. The films show a large amount of intesti-

nal gas and niveau formation in upright position.

【“
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Fig. 3 Intraoperative findings
A number of various size vacuoles were observed in
the subserosal layer of the jejunum and mesoje.
junum.

Fig. 4 Macroscopic findings of the surgical speci.
men
A number of small and soft polypoid lesions were
observed in the jejunal mucosa.

mmの 発赤を伴 う,軟 らかいスポンジ様,無 茎性の隆

起性病変を多数認めた。穿孔部はなく,漿 膜下の空胞

は圧迫により容易に破裂し,含 気性襲胞であることが

認められた (ng.4).

病理組織学的所見 :空腸粘膜面には異常を認めな

かったが,粘 膜下に多数巨細胞などの肉芽組織に囲ま

れた大小多数の嚢胞が認められ,そ の内腔は一層の平

坦な細胞で覆われていた (Fig.5,6),

術後経過 :一時麻痺性イレウスを併発したが保存的

療法にて軽快した。術後の ドレーンからの気体の流出

は明らかでなかった。 し かし血液ガス検査上低酸素血

症が約 2週 間持続 し,マ スクによる酸素の長期投与を

必要 とした。糖尿病のコントロールを行い, 7月 28日
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Fig. 5 Microscopic findings of the jejunum
Variant size cysts are observed in the submucosal
layer (H.E. x 10)

Fig, 6 Microscopic findings of the cyst wall
The inner surface of the wall of cysts is composed
of a l ining of f lat cel ls. (H.E. x200)

退院となった。

考  察

腸管嚢胞様気腫は腸管壁内,特 に粘膜下または集膜

下に多数の含気性襲胞を形成する比較的まれな疾患で

ある。

発生部位は Kosぎち江里らり,斉 藤 らりの報告による

と小腸特に回腸,次 いで大腸に多 く発生するといわれ

ている。最近では自井 らりは大腸発生,特 にS状 結腸に

多いと報告している。男女比は Kossの 統計では3.51

1で あるが,最 近の報告では女性の報告例が増加して

きている。

症状は,小 腸例では一般的には特有の症状はなく腹

部膨満感などの腹部不定愁訴であ り,大 腸,特 にS状

結腸例では,粘 血便,下 痢などと報告されている.
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術前診断は腹部単純 X線 撮影で腸管壁に沿って大

小多数の類円形の気胞が, ブ ドウの房状に認められ,

大腸pllでは注腸で多数の類円形の隆起性病変が認めら

れるのが特徴的であるといわれているが,本 邦例では

多量の腹腔内遊離ガス像 と腸管内ガス像が主な症状で

あ り,大 腸のような所見は認めなかった,内 視鏡によ

る観察では粘膜下の嚢胞様隆起性病変は,一 般に表面

は正常で,近 接して存在するとシャボン玉が重なった

ようにみえるといわれているが,本 症例では内視鏡は

行っていない。衆膜下の気胞が破裂して,free airとし

て認められ,本 症例のように緊急開腹手術がなされた

報告"もある。

発生原因には機械説,化 学説,細 菌説,肺 原説など

の諸説がある。機械説は幽門狭窄や腸閉塞が存在する

と胃腸内圧が上昇し,腸 管内のガスが腸粘膜の上皮細

胞の間隙よリリンパ管などに侵入し発生するといわれ

ている。本症例では発症半年ほど前から腹部膨満が出

現しているが,術 後の内視鏡検査で胃十二指腸には異

常を認めず,腸 管嚢胞様気腫が先行して free airによ

り2次 的に腸閉塞症状を来したものと考えたい。化学

説は trichloro‐ethyleneの使用の職業歴を持つものに

多発 しているとい う報告いからの説であるが,本 症例

にはその使用の既往歴はなかった。細菌説はガス産生

の細菌が腸壁内に侵入し,本 疾患が発生するというも

ので,乳 幼児に発生する壊死性腸炎に高率に合併 して

いるとして受け入れられているが,臨 床面で局所の炎

症所見がみられないことや,襲 胞性気腫内に細菌を証

明できないことからも否定的であ り,本 症例も発熱や

白血球増加はなく,腹水の細菌培養でも陰性であった。

肺原説は閉塞性肺疾患や慢性肺疾患などで咳嗽時に肺

胞の裂隙より侵入したガスが縦隔を経由して後腹膜,

腸間膜,腸 管壁に達するとい うものである。本症例は

術後血液ガス値の低値持続のため約 2週 間の酸素投与

が必要ではあったが,多 量の free airの存在から考え

るとこの説も直接は該当しない。またほかに開腹手術

の既往歴もなく,腸 炎,胃 下垂などもなく本症例は他
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疾患を合併 しない
“
primary pneumatosisル

のとぃって

よいと考 える。

嚢胞様気腫の治療 としては,通 過障害,出 血などの

合併症がないかぎりは,外 科的処置は必要ないといわ

れ,最近は酸素吸入療法の有効性 も報告 されているが,

本症例のように多量の free airを伴い,イ レウス症状

を伴 うものに対 しては緊急の開腹手術を行 うことは,

他疾患の存在を否定す るためにも止むを得ない と考 え

る。その際,腸 管切除 した症例で も再発 した との報告的

もあ り,本 疾患の成因を念頭にいれて手術手技を考慮

し,治 療に当たることが重要である。
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A Case Report of Pneumatosis Cystoides Intestinalis Associated with a l^arge
Amount of Free Air in the Abdominal Cavity

Hitoshi Ishikawa, Yoshiaki Sasaki, Katsunao Nakagami, Jun Horiguchi,
Syuuichirou Asaumi and Yukio Miyamoto*

Department of Surgery, Fujiyoshida Municipal Hospital
*Second Department of Surgery, Gunma University, School of Medicine

Pneumatosis cystoides intestinalis is uncommon, but sometimes presents as free air in the aMominal cavity
and may require an emergency operation. We report a patient treated for pneumatosis cystoides intestinalis in the
jejunum, in hom gastro'intestinal perforation was suspected before surgery. The patient as a 35-yearold man. His
chief complaint was abdominal distension gradually increasing during about 20 days before admission. He
consulted our department onJune 19, 1989. Marked abdominal distension and free air in the abdominal cavity were
revealed by X-ray. From these findings, gastro-intestinal perforation was suspected and an emergency laparotomy
was performed. The operative findings ere as follows: 1) 1600 ml of light yellow, clear serous ascitic fluid; 2) absence
of perforation; 3) edematous thickening of the jejunal wall over 10 cm in length at approximately b0 cm from
Treitz's ligament;4) a number of vacuoles of various sizes in the subserosal layer of the jejunum and its mesentery.
A diagnosis of pneumatosis cystoides intestinalis was made and the jejunum including the lesion was resected. The
specimen showed a number of soft polypoid lesions about 5 mm in diameter in the mucosa. Histopathological
examination revealed a number of cysts in the submucosal layer and these cysts were surrounded by
granulomatous changes including polynuclear giant cells in the stroma. Moreover the inner surface of these cvsts
was covered by a lining of flat cells, and this was considered a case of "primary pneumatosis".
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