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バリウム腹膜炎症の4例

川崎医科大学救急医学

仁科 雅 良  藤 井 千 穂  荻 野 隆 光

1992年9月 までの11年間に川崎医科大学救命救急センターにおいて手術治療したバ リウム腹膜炎症

例は 4例 であった。男性 1例 ・女性 3例 ,年 齢は52歳から87歳まで,平 均68歳であった。病変は胃 ,

十二指腸漬瘍 3例 ,直 腸癌 14211,検査は上部消化管造影 3例 ,注 腸造影 1例 ,穿 孔部位は胃 ・十二指

腸 2例 ,結 腸 ・直腸 2例 であった.治 療 として穿孔後短時間での徹底的な洗浄,バ リウム除去 ととも

に胃潰瘍穿孔の 1例では胃切除を,十 二指腸漬瘍の 1例では大綱包埋挿管法を施行した。結腸穿孔の

2例 には人工肛門造設術を施行した。予後は全例が生存であった。

1例 に結腸再吻合術を試みたが, 2度 にわた り狭窄をきたし,結 局人工肛門が必要であった。病理

組織所見では微細なバ リウム粒子が肉芽腫様の反応をきたし狭窄をおこしたと思われた。 し たがって

結腸穿孔によるバ リウム腹膜炎後における結腸端々吻合については慎重な対応が必要 と思われた。

Key worde: barium peritonitis, perforation of colon, stenosis of anastomosis

は じめに

バ リウムが漏出しておこる
“パ リウム腹膜炎

"は
,

重篤な経過をとることが知 られているll~3)。
今回われ

われは,当 施設で経験 したバ リウム腹膜炎症例につい

て検討 し,ま たバ リウム腹膜炎後に結腸吻合を試みた

症例について報告する。

自験例の検討

1982年から1992年9月 までの約11年間に,川 崎医科

大学救命救急センターにおいて,手 術治療 したパ リウ

ム腹膜炎症例は 4例 であり,男 性 1例 ・女性 3例 ,年

齢は52歳から87歳まで,平 均68歳であった(Table l)。

なお全例が他院からの紹介例である。

検査の理由となった病変は胃 ・十二指腸潰瘍 3例 ,

直陽癌 1例 であった。穿孔前に行われた検査は,上 部

消化管造影が 3例 ,注 腸造影が 1例 であった,穿 孔部

位は 24211が胃 ・十二指腸の漬瘍, 1421が直腸癌であっ

た。 1例 (症例 3)は ,十 二指腸潰瘍のため,上 部消

化管造影をうけたが,翌朝下行結腸の穿孔をきたした。

結腸 。直腸穿孔の 2例 では術前白血球数が減少 してい

亨そこ.

穿孔後手術までの時間は 4～ 16時間,平 均103時 間

であった。手術治療 として,温 生理的食塩液による徹

底的な腹腔内洗浄 とバ リウム除去を行 うとともに,胃
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漬瘍穿孔の 1例では胃切除(Biliroth‐H法 )を,十 二指

腸漬瘍の 1例 では大網包埋挿管法"を施行した。結腸

穿孔の 2例 には,人 工肛門造設術を施行した。予後は

全例が生存であった。なお直腸癌に対する注腸造影に

より穿孔 した症例 4で は,人 工肛門造設により救命 し

えたが,癌 腫については87歳とい う高齢のため,家 族

が希望せず根治術は施行していない.

次に下行結腸穿孔をきた した症4213について述べ

る.

症  例

症例 :62歳,女 性

主訴 :腹痛

既往歴 :33歳,卵 巣摘出術.58歳 ,高 血圧 ・心肥大

を指摘されるも放置 していた。

家族歴 t特記事項なし,

現病歴 :近医にてバ リウムを用いた上部消化管造影

検査を受け,十 二指腸漬瘍を指摘された。下剤も投与

されたが,便 秘気味であった。翌朝 6時 ころに突然,

下腹部痛が出現したため同医を受診し,腹部単純 X線

写真上バ リウムの腹腔内への漏出を認めたので,12時

15分当施設へ紹介搬送 となった。

現症 :血圧158/88mlnHg,脈拍90/分,呼吸数28/分,

体温35.7℃.顔 面は苦悶様.心 音,呼 吸音に異常を認

めず.腹 部は平坦で,板 状硬であった。腸音は聴取 し

なかった。

検査所見 :来院時の血液検査所見では,WBCi
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Table 1 Review of cases of barium peritonitis at Department of Acute Medicine of Kawasaki Medical School
over a eleven year period

case 1 3 4

age

sex

Previous examination

Site of perforation

Preoperative duration

wBc
Operation performed

Culture of ascitis

Postoperative complication

Result

52

M

UGI

gastric ulcer

4  h r

6,300

gasttectomy(B‐ II)

survived

71

F

UGI

duodenal ulcer

12 hr

14,800

duodenostomy

α‐S″の″οじ軽

挽 &筋

6α″成これ

cardiac fallure

survived

62

F

UGI

descending colon

t h r

1 ,000

colostomy

E. coli

Klebsiella

Bacteroides

Staphyl. aureus

cardiac failure

septic shock

survived

barium enema

rectal cancer

16 hr

2,900

colostomy

E. coli

Enterobacter

Bacteroides

survived

８７

Ｆ

UGI : upper gastrointestinal series

1,000/″1,Hti 28.3%,Hb i 12.8g/dl,Pit i 18.9×

104/″1,Na t 142mEq/′,K:2.9mEq/′ ,BS i 307mg/

dl, T‐Bil:0.9mg/dli GPT:131U/″ ,Amy:1,262

1U/′,と 白血球数減少および血清アミラーゼの増加が

著明であった。動脈血液ガス分析 (r00m air)では,

pH:7.366, PC02:38,7mmHg, P02:72mmHg,

BE!-2.lmEq/′ であった。

来院時の腹部単純 X線 写真では,結腸に残存するパ

リウムおよび明らかに腹腔内に漏出したバリウムが認

められた (Fを.1),

以上の所見から結腸穿孔によるバリウム腹膜炎と診

断し,直 ちに緊急開腹術を施行した。

手術所見 !開腹すると,腹 腔内にはパリウムと糞塊

を混じた汚濁した腹水が多量に貯留していた。 これを

除去し,'腹腔内を検索すると下行結腸に8cmの 長軸方

向の穿孔があった。悪性腫瘍 ・憩室 ・虚血などの所見

はなかった,20,000mlの温生理的食塩液で徹底的に洗

浄するとともに,付 着したバリウムを愛護的に除去し

た。肉眼的にはパリウムを完全に除去することができ

た。穿孔部を腹壁に挙上し人工肛門とした。

術中からseptic shock状態のため,抗 生剤 ・グロブ

リン製剤 ・昇圧剤などを使用した集中治療を行い,状

態は改善した.第 7病 日から経口摂取を開始した。術

後の腹部単純 X線 撮影上もバ リウムの残存は全 くみ

られなかった。

患者および家族の強い希望により第48病日,人 工肛

門閉鎖術 ・結腸吻合術を施行した。処置した穿孔部を

Fig. 1 Roentgenogram on admission reveals free
barium in peritoneal cavity.

含めて下行結腸を10cm切 除し,端 々吻合 した。 し か

し,第 62病日イレウス状態となり,ガ ス トログラフィ

ン⑥にて注腸造P//を行ったところ,吻 合部の狭窄を認

めた(Fig.2).こ のため第63病日狭窄部を切除し再び
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Fig. 2 Gastrografin@ enema on 62th day reveals
stenosing lesion of anastomosis

端々吻合した。

しかし十分に吻合口を確保したにもかかわらず,再

び狭窄をきたした。 こ のため絶食 ・高カロリー輸液で

保存的に治療したのち,第143病日人工肛門造設術を施

行した。 日 側を左上腹部に人工肛門とし,肛 側断端を

縫合閉鎖 した。その後の経過は順調で,第 167病日独歩

退院となった。

病理組織所見 :最初に穿孔 した上行結腸には腫瘍や

日消外会誌 26巻  5号

憩室などの異常を認めなかった。狭窄をきたした吻合

部の病理組織所見では,微 細なバ リウム粒子を中心と

した肉芽腫様の強い炎症反応がみられた(Fig。3)。こ

の変化は衆膜面に強 く認めた。

考  察

バ リウムが漏出した穿孔性腹膜炎は,バ リウム腹膜

炎 と呼ばれ,重 篤な経過 を とることが知 られてい

る1)～3).実験的検討によれば,バ リウムあるいは糞便の

単独汚染よりも,バ リウムと糞便の合併した腹膜炎の

方がはるかに死亡率が高い的.本 邦4/1ではその死亡率

は22.0%と報告されている。"。しかし,そ の発生頻度

は注腸造影 1万 回につき2～ 4例 といわれ。,未 報告

allも多いと思われる。

今回,当 施設におけるパ リウム腹膜炎症421を検討し

たが,予 後は全例良好であった。 こ れは,穿 孔後比較

的短時間で手術治療が開始できたこと,術 中に大量の

温生理的食塩液による徹底的な洗浄 とパ リウムの除去

を行ったこと,呼 吸 ・循環を中心 とした術後管理や抗

生剤の進歩などによると思われた.わ れわれは術中の

腹腔内洗浄 として,結 腸穿孔では100～200m1/kgの洗

浄をめやすにしているいが,パ リウム腹膜炎ではさら

に多 く,400m1/kgで施行していた。また洗浄液にウロ

キナーゼを混 じると有効であるとの報告もあるlい。

症例 3で は,結 腸には病変がないにもかかわらず上

部消化管造影後に結腸穿孔をきたした。このような症

例の報告は,本邦では 5例 だけである1'。これはバ リウ

ムが硬使 となり結腸穿孔をきたしたためであ り,い わ

ゆる特発性 (宿便性)結 腸穿孔
12jの1型 とも考えられ

る.高 齢者の消化管造影ではたとえ結腸に病変がなく

とも,検 査後のバ リウム排泄にとくに留意する必要が

バ リウム腹膜炎症の4例

Fig. 3 The microscopic view of stenosing lesion of anastomosis shows granulomatous reac-

tion with barium particles. (black arrows)
(Fig. 3a: HE stain, x25, Fig. 3b: HE stain, x5)
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あると思われた。

この症例に結腸吻合術を試みたが,十 分に吻合口を

確保 したにもかかわらず, 2度 にわた り狭窄をきたし

結局人工肛門が必要であった。決 して安易に吻合を試

みたわけではないが,反 省すべき点と思われた。病理

組織所見から考えると,た とえX線 写真上または肉眼

的にバ リウムの残存がみられなくとも,微 細な粒子は

残っており, これが肉芽腫様の反応をきたして狭窄を

おこしたと思われる。 し たがって結腸穿孔によるバ リ

ウム腹膜炎後における結腸端々吻合については慎重な

対応が必要 と思われた。本邦報告例をみると,上 行結

腸癌の 1例 に右半結腸切除術が行われているが1め
, こ

の症421は後腹膜腔への穿孔が主であ り衆膜へのバ リウ

ム付着はわずかであったと思われる。その他の結腸穿

孔例では,Hartmann手 術や人工肛門造設術が行われ

ている。つ11)。またバ リウムが結腸直腸の粘膜内に入

り,肉 茅腫を形成 したとの報告もある】ゆ.本 症例では,

パ リウムは粘膜面にはほとんどみられず,衆 膜面側に

強い変化がみられた。衆膜面に付着 したバ リウムによ

り狭窄が形成されたと思われる.
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Four Cases of Barium Peritonitis

Masayoshi Nishina, Chiiho Fujii and Ryukoh Ogino
Department of Acute Medicine, Kawasaki Medical School

During eleven years, four cases of barium peritonitis were surgically treated at the institution. Two cases
received upper gastrointestinal series and perforated at the site of gastric ulcer and duodenal ulcer, one case
received barium enema and perforated at the site of rectal cancer. Another case received an upper gastrointestinal
series and perforated at the descending colon. Surgical procedures including gastrectomy, gastrostomy or
colostomy were performed with peritoneal lavage, fluid resuscitation, and increased antibiotics. All patients
survived. In the case of perforated descending colon, partial colectomy was perfomed secondarily. However the
anastomosis stenosed twice, and the microscopic finding showed a granulomatous reaction with barium particles.
This case suggests that one must keep in mind the possibility of stenosing of anastomotic due to granulomatous
reaction with barium particles.
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