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症例報告

過食後の急性胃拡張により胃壊死をきたした 1例

国立水戸病院外科,同  病 理部
草

臼田 昌 広  小 泉 雅 典  園 府田博之

中原 千 尋  植 木 浜 一  柴 崎 信 悟
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過食後の急性胃拡張により胃壊死をきたした 1例 を経験 した。症例は66歳の男性,器 質性精神病で

他院精神科に入院中突然の激 しい腹痛を訴え始めたため当院紹介となった。来院時,腹 部は著明に膨

隆し板状硬,上 腹部を中心に圧痛を認めた。腹部単純 X線 写真で胃壁内ガス像を認めた。CTで は肝

左葉を中心 とする肝内門脈のガス像 と大量の残湾で著明に拡張した胃および胃壁内ガス像を認めた。

発症前の過食の有無は不明であったが以上の所見より急性胃拡張による胃壊死 と診断し緊急開腹手術

を施行 した。胃内に大量の食物残澄を認め,幽 門部の一部を除 く胃のほぼ全域で粘膜の壊死が認めら

れた.胃 全摘術を施行 し術後経過は良好であった。過食後の急性胃拡張による胃壊死はまれな疾患で

あるが,本 症例のような精神疾患を基礎 とした発作的過食後の激しい腹痛では常に念頭におかなけれ

ばならない。この際 CTや 単純 X線 写真検査の所見は診断に有用である。
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はじめに

胃はその豊富な血流 と側副血行路のため虚血に陥 り

にくく胃壊死は極めてまれな疾患である。今回我々は

精神疾患を基礎 とする過食後急性胃拡張による胃壊死

の症例を経験 したので文献的考察を加えて報告する。

症  例

症例 :66歳 ,男 性

主訴 :腹痛

既往歴 :24歳分裂病発症。それ以後,向 精神薬を内

服 しており入退院を繰 り返 している.65歳 一過性脳虚

血発作 (TIA)発 症,こ の時,高 血圧,陳 旧性心筋梗

塞,器 質性精神病,パ ーキンソン症候群 と診断された。

内服薬 :32歳 よリバルプロ酸ナ トリウム600mg/日 ,

塩酸プロメタジン100mg/日 ,メシル酸ブロモクリプチ

ン50mg/日 ,プ ロペ リシアジン100mg/日 .65歳 より硝

酸イソソルビド10mg/日 ,ニ フェジピン20mg/日 .

現病歴 :器質性精神病,症 候性てんかん,パ ーキン

ソン症候群のため他院精神科入院中の1997年5月20日

午後 5時頃,突 然の激しい腹痛を訴え始めたため精査

治療目的で当院紹介,転 院となった.こ の時点では,

過食を含めた発症の明らかな誘因の有無は不明であっ
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た。

入 院 時 現 症 お よ び血 液 検 査 所 見 : 血圧9 4 / 6 2

mmHg,脈 拍数120/min,体温34,7°C.腹部は膨隆著明,

板状硬,上 腹部を中心 として圧痛を認めた。血液一般

検査では白血球数11,700/mm3と 上昇を認めたが明 ら

かな貧血や血小板減少は認めなかった,動 脈血液ガス

分析 (r00m air)ではpH 7.312,Pa02100 8mmHg,

PaC02 39 9mmHg,HC03~ 20.2mmo1/′ ,Base

Excess-5 4mmo1/′と代謝性アシドーシスを認め

た。

腹部単純 X線 検査所見 :胃内に大量の残澄を認め

た。胃の輪郭に沿う細かい気泡の並びを認め,こ れは

体位変換で移動しなかった。これらより胃壁内ガスの

存在が疑われた (Fig.1).

腹部 CT検 査所見 :肝左葉を主体 とする肝内門脈の

ガス像を認めた。胃は大量の残湾のため著明に拡張し,

壁内に気泡状のガス像を認めた。腹腔内遊離ガス像は

認めなかった。腹腔動脈,上 腸間膜動脈の造影は良好

であった (Fig。2).

以上の所見より急性胃拡張による胃壊死 と診断し緊

急開腹手術を行った。

手術所見 :胃 は著明に拡張し胃およびその周囲の組

織は浮腫を呈 していた。胃穿孔は認めなかった。胃体

下部で大彎に沿う切開を加えると胃内は麺類 と思われ
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I「ig.l Plain X‐ ray fllm (left decubitus view)

shows the gas、 vithin the gastric、vall as lines Of

bubbles

Fig. 2 CT scan shows bubbles within the gastric
wall, the gas within the portal vein in the liver
and massive gastric dilatation.

る残澄を含む大量の食物残査 (約5,000ml)で満たされ

ていた。 こ れを可及的に取 り除き内腔を観察すると幽

門部の一部を除 く胃のほぼ全域で,壊 死 していると思

われる黒褐色の粘膜がみられた (Fig。3)。術式は胃全

摘術 とし再建は,胃 穿子しが無かったことを考慮 し一期

的に Roux‐Y吻 合で行った,

病理組織所見 :胃粘膜の壊死および脱落 と筋層の弄

薄化,毛 細血管内の鬱血が認められた (Fig。4).

術後経過はおおむね良好で術後 9日 目より経口摂取

を開始 し術後19日目には全身状態良好で引き続 き基礎

疾患の治療を受けるため前医に転院 となった,

また,発 症当日午後に家人が持ってきておいたカッ

プ麺などの多量の食物がみあたらないことが術後判明

した。
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Fig. 3 Macroscopic finding of the resected stom-
ach. Necrosis of almost whole gastric mucosa in
shown except antrum.

Fig. 4 Microscopic finding of the resected stom-

ach. Necrosis and defect of the mucosa is shown
(Hematoxylin and eosin stained, x 20) .

考  察

胃はその豊富な血流 と発達 した側副血行のため広範

囲の虚血性壊死は極めてまれであり,本 邦では著者の

検索しえた範囲で同疾患の報告は認められなかった。

Cohenl)は剖検23,836例のうち胃梗塞は 4例 のみ と報

告している。実験的にも胃はその支配動脈すべてを結

索しても壊死には陥らず,こ の際同時に静脈の結然を

行うことが必要とされている2湾).すなわち静脈系の鬱

血が重要であり,実 際鬱血性心不全が胃壊死の発症機

転 となっていると思われる報告 も認める41本
症例は

術前検査の結果や,術 後判明した過食発作の存在を示

唆する状況証拠,術 中所見より,極 度の過食により発

症 した急性胃壊死 と考えられるが,そ の発症機序 とし

ては急激な胃への食物負荷による胃内圧の上昇および
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拡張により静脈系の鬱血および血流不全が生じ,最 終

的に広範囲の虚血性壊死 にいたった もの と推測 され

る。実際胃内腔を空気ないしba1loonで加圧 し血流変

化を調べたイヌの動物実験的では胃内腔圧が20cmH20

以上になると静脈圧を上回り,急 激な血流低下を招 く

ことが示されている。同実験での血流低下は組織学的

には粘膜層および粘膜下層で顕著で,ま た胃の部位別

にみると胃体部で特に著明で対照群に比べて有意差を

認めるが,幽 門部では対照群 との有意差を認めないと

いう結果がしめされている。本症例および他の同様の

症例0～915)で幽門部のみが虚血性壊死 を免れている場

合があるということをみると興味深い結果である。ま

た過食以外の原因として,胃 内容物の停滞,嘔 吐能力

の低下が挙げられる1い
。胃内容は胃液の分泌を刺激 し

さらに内容量は増力回, これにより幽門からの流出が困

難 となり最終的に静脈圧をこえると胃壊死に陥る。本

症例では術後,過 食発作のあった状況証拠が判明して

いるのでこれが最 も原因として考えられるが,長 期間

抗コリン作用を有する向精神薬を内服 していたので,

消化管運動機能の低下で胃内容物の停滞があり,さ ら

に同薬物による制吐作用により,嘔 気,嘔 吐があらわ

れず上記機序で胃壊死を発症した可能性は否定できな

い。著者らが検索しえた範囲では明らかな同薬 と胃拡

張による胃壊死の因果関係を示唆する報告は認めな

かった.

胃壊死に陥る過食後急性胃拡張の症例は通常精神疾

患を基礎 とした発作的大食がほとんどで,若 年者に多

い。そのなかでも特に神経性食思不振症の大食発作が

原因 となっている報告が多いいlll~1。.本 症例は器質性

精神障害を基礎疾患にもつが,同 疾患を有しておらず

むしろ高齢であり,そ ういった意味では珍しい症例 と

いえる。
一般的に精神疾患を有する患者では,そ の詳細な現

病歴の聴取が困難でかつ愁訴が不明瞭なことが多 く術

前の正しい診断が難しい。したがって正確な診断がで

きず保存的治療に固執 してしまい重症化する症例が少

なく無い。このような場合の術式は一期的再建は不可

能で胃全摘 と一過性食道痩造設がなされている。1い.

本症例でも術前の過食発作の有無は不明の急性腹症で

あり高齢者 ということを考慮すると鑑別すべき疾患は

多 く診断は容易ではなかった。 しかし,術 前検査の腹

部単純 X線 写真および腹部 CTが 特徴的な所見 を呈

していることが診断根拠 となり発症から比較的早期に

手術 し1期 的再建をしえたと思われる。その X線 検査

所見 としては極度 に拡張 した胃および大量の内容物,

体動で位置を変えない胃の輪郭 に沿 う細かい気泡の並

びである4"ゆ
.本 症例ではさらに肝内門脈ガス像 も認

めた。 これは壊死 により胃粘膜内に発生 したガスが門

脈内に移行 した ことによるもの と思われる。

以上,若 子の報告をふまえ本症例 を考察 してきた。

精神疾患を有する患者では,通 常極めておこり難い胃

壊死 を発症す るほ どの過食 をす ることがあ り,し た

がって過食後急性 胃拡張による胃壊死 は,精 神疾患を

有する患者の腹部膨満著明な急性腹症では鑑別 しなけ

ればならない疾患の 1つ といえる.し か しこのような

患者では明確な現病歴 と愁訴の聴取が困難なことがあ

り,こ の際に X線 検査所見が診断に有効であるといえ

る.
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Gastric Necrosis Caused by Acute Gastric Dilatation after an
Episode of Bulimia -A Case Report-

Masahiro usuda, Masanori Koizumi, Hiroyuki Kouda, chihiro Nakahara,
Hamaichi Ueki and Shingo Shibazaki*

Department of Surgery, Mito National Hospital
*Department of Pathology, Mito National Hospital

We report a case of gastric necrosis caused by acute gastric dilatation after an episode of bulimia.
A 66-year-old man entered Mito National Hospital with complaints of progressive abdominal pain and
distention. He had been in another hospital for treatment of a psychiatric disease. The gas within the
gastric wall was observed as lines of bubbles on plain films. Bubbles within the gastric wall, gas within
the portal vein in the liver and massive gastric dilatation were observed on CT scans. Although no episode
of bulimia before the onset was known, the findings of x-ray and CT confirmed the bulimia and the
diagnosis of gastric necrosis caused by gastric distention. An emergency laparotomy was performed.
Much ingested food was in the stomach and almost the whole gastric mucosa was necrotic excepr parr
of the antrum. Total gastrectomy and Roux-Y esophagojejunostomy were performed. Patients suffering
from psychiatric disease with severe abdominal pain and distension may suffer from gastric necrosis after
bulimia, although it is definitely uncommon. For the diagnosis, x-ray and CT scanning are very valuable.
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