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門脈ガス血症の4救命例

大阪市立総合医療センター救命救急センター

福田 淑 一  月 岡 一 馬  川 崎 史 寛

松尾 吉 郎  吉 村 高 尚

門脈ガス血症 (以下,本 症)は 予後不良の徴候である。我々は腹部 CT像 で本症が明瞭にとらえら

れた4例 を経験し緊急開腹手術ですべて救命しえたので若干の文献的考察を加えて報告する。

症例は20歳から75歳の4例 (男性 1例,女性 3例 )。そのうち2例 は来院時重篤なショック状態であっ

た。原疾患は壊死性腸炎,閉 塞性大腸炎,絞 捉性イレウスおよび非閉塞性腸管梗塞でいずれも腸管の

壊死を伴っていた。 2例 が肝内門脈に,他 の2例 は腸間膜静脈内に本症が認められた。なお 1例 は

pneumatosis cystOides intesunansも伴っていた。いずれも緊急開腹で壊死腸管を全切除して救命し

えた。

本症は重篤な腸管壊死の存在を示唆しているゆえ,時 期を逸せず開腹するべきである。また,本 症

の診断に腹部 CT検 査が極めて有用で,腸 管壊死が疑われる急性腹症では本症の存在を念頭において

CTの ウインドウ幅を調節し門脈内ガス像の描出に努力するべきである。
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はじめに

門脈ガス血症 (以下,本 症)は 種々の消化器疾患で

みられる予後不良な兆候の 1つ である。本症は1955年

Wolfeと Evansl)の報告以来,欧 米では150例以上の報

告があるが,本 邦では原疾患の明白な報告例は1974年

福島らりの報告以来,現 在 までに検索 しえた限 り自験

例 を含め51例3ドゆでぁった.我 々は開院後10か月間に

4例 の本症を経験 しすべて救命 しえたので若干の文献

的考察を加えて報告する。

症  例

症例 1:75歳 ,女 性.腹 膜刺激症状を伴う強い下腹

部痛で発症 し,約 10時間後に救急搬送された.腹 部単

純 X線 検査で右上腹部に樹枝状のガス像を認め,腹部

CT検 査で肝右葉 S6枝 の問脈 内ガス像 と診 断 した

(ng,1,2a).緊 急開腹すると回腸末瑞部から約30cm

回側の回腸 と盲腸壁に点在する壊死を認め,回 盲部切

除術を施行 した。既往に高血圧があること,さ らに腸

間膜動脈本幹をはじめ辺縁動脈は触知可能であり組織

学的に上皮の壊死 ・脱落がみられ壊死性腸炎と診断し

た。術後10日で軽快退院した.

症例 2:51歳 ,女 性.糖 尿病 とうつ病で内服治療中
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Fig. 1 Plain abdominal X-ray of case 1 shows gas
in the intrahepatic portal vein (arrows).

(詳細不明),急 激な腹部膨満,嘔 吐で発症し,約 8時

間後に救急搬送された。来院時,意 識は混濁 し血圧は

触診で80mmH宮 とシヨツク状態であった。腹部 CT検

査で腸間膜静脈内にガス像を認めたので緊急開腹 した

(Fig。2b).腹 膜撤転部の18cm回 側の S状 結腸から回

盲弁を越えさらに280cm日 側の空腸 (Treitz靭帯から

120cm肛 門側)ま で連続 してすべての腸管が壊死に

陥っていた。直腸には多量の粘土状便塊が充満してお

りこの閉塞部位 と壊死 に陥った S状 結腸 との間には

約15cmの 肉眼的に正常な腸管が存在 していた。また

壊死腸管 と肉限的正常腸管 との境界は明瞭であった.

なお,上 下の腸間膜動脈本幹および壊死腸管の辺縁動
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脈の拍動は触知可能であった。手術は壊死腸管をすべ

て切除し空腸療および S状 結腸療を造設 した。組織学

的には上皮に壊死 ・脱落があり閉塞性空腸大腸炎と診

断した.術 後,敗 血症性ショックに対 して人工呼吸管

理および循環虚脱に対 して強力なカテコラミンサポー

トを行った。急性腎不全に対 しては持続血液浄化によ

る集中治療を行った。術後10日目にショックから離脱.

20日目には経回摂取可能 となって外科病棟へ転棟 し

た.な お,血 液培養検査は摩性であった。

症例 3:20歳 ,妊 娠 7か 月の女性.妊 娠28週に突然

の心鴛部痛が出現.通 院中の産婦人科で胎盤早期剣離

による胎児死亡のため緊急帝王切開術が行われた.し

かし術後 も腹痛は改善せず,全 身状態が悪化してきた

ため発症 7日 後に当センターに転送.来 院時,腹 部は

膨満 し理学的所見や画像上絞加性イレウス と判断 し

た。そして腹部 CT像 上腸間膜静脈内にガス像を認め
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たため緊急開腹 した(ng.2c,d).Treitz靭 帯から10

cm肛 門側で小腸問膜が捻転・絞樋し,同 部の空腸から

回盲部口側30cmの 回腸 まで470cmの 小腸が連続性に

壊死に陥っていた。そこで壊死腸管を切除し一期的に

吻合再建.術 後 7日 目に経回摂取を開始し14日目に外

科病棟へ転棟 した。

症例 4:74歳 ,男 性.突 然の前胸部から心筒部にか

けての激痛で発症 し近医入院.心 電図に異常なく,イ

ンウスとして保存的に加療されていたが状態が悪化 し

てきたため発症24時間後に当センターに転送.来院時,

血圧70/40mmHgと ショック状態であった.胸 腹部

CT検 査で上行大動脈から腹部大動脈の腎動脈分岐部

直前まで連続性に解離腔がみられたが周囲への出血は

全くなかった.同 時に末梢の肝内門脈枝に多量のガス

像がみられたため大動脈解離による上腸間膜動脈閉塞

症と診断し緊急開腹した (Fig.2c).Treitz靭帯の約

門脈ガス血症の4救命例

Fig. 2 CT scans
a) Abdominal CT scan of case 1 shows gas in the portal vein of the segment 6.
b) CT scan of case 2 shows numerous gas in the mesenteric veins (arrows). c, d)

CT scan of case 3 shows gas in the mesenteric vein (arrow). e) CT scan of case

4 shows numerous gas in the periphery of the intrahepatic portal vein.

a l b l c
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Fig. 3 Microscopic finding of case 4 shows the
mucosal necrosis and the various size of air-cyst
in the submucosal layer (pneumatosis cystoides
intestinal is).

50cm肛 側の空腸から3mに わた り非連続性に分節状

で点状の壊死部分が散在 していたが,腸 問膜動脈根部

や辺縁動脈の拍動は良好,し かも壊死部分が連続性で

ないことより非閉塞性腸管梗塞 と診断し,病 変部を全

切除したのち 1期 的に吻合再建 した。切除標本の病理

学的検索で粘膜下 に大小様々な気腫 (pneumatOds

cystOides intestinalis)がみられた (Fig.3)。なお,

前医の血液培養で E.cOhが 認められていた。術後は敗

血症による腎不全に対 して持続血液浄化を行ったが術

10日目に離脱できた。解離性動脈瘤に対 しては保存的

に降圧療法を行い術45日目に軽快退院した。

考  察

門脈ガス血症  (gas in the pOrtal venous system)

は比較的まれである。そして重篤な腸管壊死 を起す
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種々の疾患に併発し,予 後不良の兆候の 1つ としてと

らえられている。近年,CTや 超音波検査装置の普及 と

それらに伴う画像診断の向上によって本症への関心 も

高まり,本 邦でも報告例が増加 してはいるが,原 疾患

の明らかな報告 (DOAや 外傷を除 く)は検索しえたか

ぎりで自験例を含めわずかに51例3ドのでぁったロ

本症の死亡率は極めて高 く,欧 米ではLiebmanら の

が75%と しているほか,本 症が腸管壊死に起因する場

合には死亡率は90%を こえるとの Bloomら の報告ゆ

もある。一方,本 邦報告51例中予後不明の 1例 を除 く

50例では27例 (54%)が ,ま た腸管壊死合併例では29

例中19例 (65.5%)が それぞれ死亡 していた (Table

2 ) .

原因疾患 として Liebmanら のは成人64例を集計 し,

腸管壊死46例 (72%),潰 瘍性大腸炎 5例 (8%,こ の

うち 4例 は注腸検査施行中の発症例),腹腔内膿瘍 4例

(6%),小 腸閉塞 2例 (3%)お よび出血性胃潰瘍 2

例 (3%)を 挙げている.本 邦報告例では上腸間膜動

脈血栓症や絞犯性イレウスなどの広範囲腸管壊死をき

たす疾患が51例中30例 (59%)と 多かった (Table 2).

自験例は全てに腸管壊死がみられ,特 に症例 2, 3お

よび 4で は3m以 上の広範な腸管壊死を伴っていた.

本症は症例 1の ごとく腹部単純 X線 検査で も確認

できることがあるが,そ の診断には超音波検査や CT

検査が極めて有用である。特に腸間膜静脈内のガス像

はCTの ウインドー幅を調節することで,よ り明瞭に

描出することができる。 と ころで肝内における本症 と

胆管内ガスとの鑑別について,Siskりは胆管造影の際,

Table 1 Clinical view of 4 cases

gヽe shock Site of qas Necrotized bowel Operative procesure Diagnosis Accompanied with

l F ホ
i leo-cecal resection

pflmary anastomosrs

ileo-cecal
necrotizing
enterocolitis

HT,DM

2 F MV 甲
massive bowel resection

j€junostomy

sigmoidstomy

obstructive

jejuno-colitis
ＤＭ
　
苺

3 20 F 甲
massive resection
of small intestine

primary anastomosis
strangulated ileus

none

Pregnancy
7th months

lHPB な
massive r€section

of small intestine
pnmary anastomosrs

non-occlusive

mesenteric infarction
ｅｄ

ｍａ

ＨＴ

一導

岬

働

ａｎ

HT:hypertension, DM:diabetes mellitus , IHPv:intrahepatic portal vein, Mv:mesenteric vein
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leal €rcb,aclte dphFematous parcreatitis,Aclte Ffrhato6 cbleFnB
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Table 2 Diagnosis in 5l patients of GPVS in

Japanese literature (including our cases)

@- M- + - alE &ad unlmM

bcctusiwhstedcinfarction 3* 3 0 3 O
kd.r.lkrcti2ireentMohis 2 O 2 1 1kd.r.lkrcti2i@entMohis 2 O 2 1 1

l+hiccditis 2 0 2 2 0

肝辺縁 より2cm以 内の胆管は造影 されない というこ

とから,肝 辺縁より2cm以 内のガス像は門脈内のもの

と考えてよいと述べている。

本症の発生要因 として Liebmanら 7)は64例の集計

から①腸管の壊死性病変または重症の潰瘍性大腸炎に

よる粘膜損傷,② 高度の腸管拡張,そ して③腹腔内膿

瘍に起因する敗血症あるいはガス産生菌感染,を 挙げ

ている。
一方,実験的には福島ら2)は虚血による腸管壁

の透過性元進が原因であるとしている。また山口ら1の

は潰瘍性大腸炎の術中大腸内視鏡検査時に発生 した 1

例を報告し,同 時にSF4な どを用いた実験を行い腸管

内ガスの問脈系への移行は,拡散によるものではなく,

腸管内圧上昇により破綻 した粘膜に露出した微小静脈

への直接移行であると述べている。このように福島
2),

山口10とも本症の発症は腸管の粘膜損傷 と腸管内圧上

昇が必要条件である点で意見が一致してはいるが,腸

管内から門脈系へのガス移行機序については一定の見

解がない。 ところで自験例では全例 ともイレウス状態

に加えて腸管の壊死が存在 しており,や はり腸粘膜損

傷 と内圧上昇が本症の原因と考えられ,さ らに症例 4

では血中にE coHが 検出されてお り門脈系へのガス

産生菌の直接移行 も否定できなかった。

さて本症の合併症 として腸管気腫症 (pneumatOds

cystoides intestinalis:以下L PCI)カ ミチ旨掃寄さオして↓ゝ

る11)1カ
.実 際,Wol免 ら1)の症f71では 6例 中 3例 と半数

に PCIが 認められており,自験例でも症例 4に おいて

PCIが 認められた (Fig。3).PCIは 粘膜下層 と策膜下

層を中心にみられる大小不同の空胞である。一般的に

は腸管狭窄などの器質的変化がなければ,通 常開腹手

術は不必要で高圧酸素療法などの保存的治療で消失す

る予後の良好なものである。PCIの 詳細な発生機転は

不明であるが,機 械説,細 菌説あるいは化学説などが

いわれている.現 在のところ,消 化管内圧の上昇によ

り腸管内のガスが腸粘膜裂隙を経て腸管壁内に侵入 し

気腫を形成するという機械説が有力であるlD。ところ

で本症の痕跡 として腸管壁内の結合織にPCIが 残 り

うると三好 らいはのべているが,両 者の関連性,特 に

PCIが 本症の前段階状態か否かについての詳細な報告

はない。たとえば本症発生の機序が山口ら1ののいう露

出した微小静脈への直接移行 とするならば PCIは 本

症に合併 しないことにもなる。逆に PCIが 合併 した本

症では拡散または透過性元進によるガスの腸管壁通過

が必要となる。このように本症の発生機序については

なお解明されていないことが多い。

つぎに腸管か ら門脈系に入ったガスは門脈血流に

のって肝側へ移動し最終的には肝内門脈で トラップ ・

吸収されると考えられているの。しかし検査のタイ ミ

ングによっては症例 2や 3の ごとく腸問膜静脈にのみ

ガスが認められる場合 もありうるであろう。坂本 ら14)

は本症を肝内型 (肝内門脈に限局 したもの)と 肝外型

(門脈本幹,腸 間膜静脈,あ るいは大循環系にまで認め

られたもの,た だし肝内門脈ガスの有無は間わない)

に分け,予 後 との関係を検討した.そ の結果,肝 外型

の死亡率は72.9%と 極めて高 く肝内型の42.9%に 'ヒベ

予後不良であったとしている。 と ころで自験例では症

例 1と 4は 肝内型に,症 例 2と 3は 肝外型に相当する

が,全 例救命でき肝外型が重篤であるという傾向には

なかった。

本症の出現の時期について,綱 島らlDは原因疾患の

発症後,早 いもので 4時 間,遅 いもので21日であり多

くの症例では24～48時間で本症が確認できたと報告し

ている。また消失期間に関する詳細な報告はないが,

Lazarlのは潰瘍性大腸炎症例の注腸中に突然腹痛を訴

え同時に門脈内ガスをみたが,こ のガスが完全に消失

するのに 5日 を要したと述べている。自験例では症例

3で 消化器に原因した症状発症時期が不明であるが,

症例 1,2,4で はそれぞれ消化器症状発現後10時間,

9時 間,24時 間で本症を確認 した。なお,全 例で術後

1週以内に本症の消失をみている。

最後に本症の予後を左右するのはいうまでもなく原

因除去の時期であり,同 時にそれに伴 う敗血症ショッ

クの程度である。それ故イレウス状態に本症が認めら

れた場合には即刻開腹の絶対適応であると考える。

なお本論文の要旨は第45回日本消化器外科学会総会 (横

浜)に おいて発表した。
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Gas in the Portal Venous System -A Report of 4 Cases

Yoshikazu Fukuda, Kazuma Tsukioka, Fumihiro Kawasaki,
Yoshio Matsuo and Takahisa Yoshimura

Osaka City General Hospital, Emergency and Critical Care Medical Center

Gas in the portal venous system (GPVS) can rarely be detected in various digestive diseases. And
GPVS is commonly accepted as one of the signs of poor prognosis. We had four cases of GPVS revealed
on admission in the 10 months after the opening of our hospital. All the patients were saved by emergency
laparotomy. The ages of the one male and three female patients ranged from 20 to 75 years. Two patients
were in shock when they arrived at our hospital. The definitive diagnoses were necrotizing enteritis of the
ileo-cecal region, obstructive jejuno-colitis due to fecal impaction, strangulated ileus and non-occlusive
mesenteric infarction. In all cases, GPVS was associated with bowel necrosis and GPVS was noted on the
preoperative CT scan (Cases 1 & 4 in the intrahepatic portal vein, Cases 2 & 3 in the mesenteric vein). The
microscopic findings of case 4 showed pneumatosis cystoides intestinalis. GPVS clearly suggests severe
bowel necrosis, so a laparotomy should be performed as early as possible in such cases. An abdominal CT
scan is always extremely useful for detecting GPVS. Therefore, by adjusting the window level we have
to try to show GPVS on the CT scan in case of acute abdomen. Finally, it is also essential to keep GPVS
in mind, especially when the patient is suspected of having bowel necrosis.
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