
Table 1　Laboratory data on admission

 mEq/l130Na /mm36,500WBC

 mEq/l3.2K /mm3281 × 104RBC

 mEq/l95Cl g/dl7.8Hb

 mg/dl33.5BUN %23.3Ht

 mg/dl0.7Cr /mm339.5 × 104Plt

 mg/dl0.0CRP g/dl6.4T. P.

（－）HbsAg g/dl3.4Alb

（－）HCVAbmg/dl0.2T. bil

 ng/ml6.6CEA IU/l13GOT

 U/ml＜ 5CA19-9 IU/l10GPT

 IU/l262LDH

 IU/l6γ-GTP

 IU/l51Amy

はじめに

食道裂孔ヘルニアに胃癌を伴った症例は文献的に散

見されるが，脱出の程度が高度で，胃軸捻転を伴った

胃癌症例はまれで，本邦での報告1）～3）は 3 例のみであ

る．さらに，胃軸捻転のうち臓器軸性軸捻転を伴った

胃癌症例は検索しえた限り認められず，本邦 1例目と

考えられ，文献的考察を加えて報告する．

症 例

患者：78歳，女性

主訴：嘔気，食欲不振

現病歴：1998年 4 月中旬ごろより嘔気，食欲不振が

出現したため 4月24日に当院受診し，精査加療目的で

入院した．

入院時現症：亀背あり．軽度の貧血を認めた．他に

特記すべき所見はなかった．

既往歴：特記すべきことなし．

家族歴：特記すべきことなし．

入院時検査所見：貧血と電解質異常を認めた．CEA

が6.6ng�ml と軽度上昇していた（Table 1）．
胸部単純X線検査所見：縦隔内に鏡面形成を伴っ

た消化管ガス像を認めた（Fig. 1）．

上部消化管造影X線検査所見：縦隔内に全胃が脱

出した，滑脱型食道裂孔ヘルニアで，臓器軸性胃軸捻

転を伴っており，upside down stomach を呈していた．

前庭部に不整な陰影欠損を認め，同部での狭窄も認め

られた（Fig. 2）．

胸上腹部CT検査所見：全胃の縦隔内への脱出を認

め，心臓が前方へ圧排されていた（Fig. 3）．

上部消化管内視鏡検査所見：食道には逆流性食道炎

の所見は認められなかった．胃の変形が強く，2度目の

内視鏡検査で幽門まで観察しえた．幽門部小弯側に

Borrmann 2型腫瘍を認め（Fig. 4），生検で高分化型腺

癌と診断された．以上より，臓器軸性胃軸捻転を伴っ

た滑脱型食道裂孔ヘルニアに合併した進行胃癌の診断

で平成10年 6 月23日に手術を行った．

手術所見：上腹部逆T字切開を加え開腹した．肝転
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Fig. 1 A chest X-ray film showed an air-fluid level in the mediastinum.

Fig. 2 Upper gastrointestinal series showed that the

patient had a sliding hernia with gastric volvulus in

an organoaxial form and a filling defect of the an-

trum（arrow）.

Fig. 3 Computed tomography（CT）revealed that the

entire stomach was dislocated toward the mediasti-

num.
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移，腹膜播種は認められなかった．滑脱型の食道裂孔

ヘルニアを認め，全胃が縦隔内に脱出しており，これ

を用手的に腹腔内に還納した．還納は比較的容易で

あった．食道裂孔は直径7cmと開大していた（Fig. 5）．

胃幽門部小弯側に腫瘤を触知したが，漿膜面への浸潤

は認められなかった．2群までのリンパ節郭清ならびに

幽門側胃切除術を行い，Billroth I 法で再建した．左右

の横隔膜脚の縫合による食道裂孔の縫縮ならびに横隔

膜脚への食道の固定を行った．

切除標本所見：A領域小弯側に直径30mm大の

Borrmann 2型病変を認めた．この病変部より肛門側に

2個の直径5mm大の山田 3型ポリープを認めた（Fig.

6）．

病理組織学的所見：主病変部はwell differentiated

adenocarcinoma，mp，ly2，v0，INFα，ow（－），aw
（－），n（－）で，2個のポリープは hyperplastic polyp

であった．

術後経過：術後 1週間の上部消化管造影X線検査

では残胃は腹腔内に存在し，十二指腸への通過は良好

であった．食道への造影剤の逆流も認めなかった．術

後50日で軽快退院した．

考 察

食道裂孔ヘルニアは臨床の場でしばしば経験する疾

患であるが，実際には脱出の度合が軽微なものが多い．

脱出の度合が高度になるに従いその頻度は極端に低下

し，全胃が脱出する症例は2％以下とされている4）．

胃軸捻転は，胃が生理的範囲を越えて回転した状態

をいうもので，噴門と幽門を結ぶ長軸に対して直角方

向に捻転する結果，大弯側が小弯側の上に位置する臓

器軸性（長軸性）捻転と，小弯中央と大弯中央を結ん

だ線に対して直角方向に捻転する結果，幽門側が噴門

側の上に位置する間膜軸性（短軸性）捻転と，その混

合型に分類される5）6）．病因として，原因不明の特発性

と，なんらかの腹腔内病変を有する続発性にわけられ

る6）．今回経験した症例は，全胃が脱出した滑脱型食道

裂孔ヘルニアであり，食道裂孔ヘルニアが原因となっ

た続発性の臓器軸性捻転を伴ったものと考えられた．

一方，食道裂孔ヘルニアに胃癌が合併した症例はま

れではないが，全胃が脱出し，軸捻転を伴った胃に胃

Fig. 4 Endoscopic examination showed a Borrmann

2 tumor on the antrum.

Fig. 5 Operative findings showed the entire stomach

was dislocated toward the mediastinum and the

esophageal hiatus was 7 cm in diameter.（Stomach

was put back to the abdominal cavity.）

Fig . 6 Macroscopic finding of resected specimen

showed a Borrmann 2 carcinoma on the lesser cur-

vature of the antrum and two polyps on the anal

side of the carcinoma（arrows and arrow head）.
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Table 2　Reported cases of gastric cancer with gastric volvuls caused by hiatal hernia

Type of volvulusSize of hiatus（cm）Type of hiatal herniaHistologyTypeLocationAge/sexAutherCase/（year）

－7slidingpor3M80/FIzumi1/（1993）

－3.5slidingsig3MAC80/FSatoh2/（1996）

－7mixedpor3MC79/FMatsuda3/（1996）

organoaxial7slidingtub 12A78/Fthis case4/（1998）

癌を合併した症例は非常にまれであり，本邦で 3例1）～3）

報告されているのみである（Table 2）．さらに，臓器軸

性軸捻転と分類しえた食道裂孔ヘルニアに胃癌を合併

した症例は本邦 1例目と考えられた．これら 4症例の

特徴は，いずれも78～80歳の女性であり，進行胃癌症

例であったことである．食道裂孔ヘルニア分類では

sliding type が 3 例と多い傾向にあった．また，いずれ

も upside down stomach を呈した症例であることも

注目できる．この upside down stomach は Bettex ら7）

が major forms と分類したものの一型であり，著者が

経験した症例も胃の脱出の度合が高度であり，軸捻転

も伴っており，この定義にあてはまる．

食道裂孔ヘルニアの手術適応として，保存的治療に

抵抗する逆流性食道炎，難治性食道潰瘍，食道狭窄，

癌合併，高度脱出のため臨床症状が著明なもの，があ

げられる8）．今回経験した症例は胃癌を合併したため

絶対的な適応があったが，もし胃軸捻転を伴った食道

裂孔ヘルニアのみであったとしても，全胃が脱出して

おり，臨床症状も認められたため，手術適応と考える．

食道裂孔ヘルニアの手術は胃の還納と，再発防止，逆

流防止を目的とする．この症例では術前に逆流性食道

炎を認めなかったことから，幽門側胃切除の後，左右

の横隔膜脚の縫合による食道裂孔の縫縮ならびに横隔

膜脚への食道の固定のみを行ったが，術後の消化器症

状もなく良好な術後経過を得られた．

胃軸捻転を伴った巨大食道裂孔ヘルニアにおける胃

病変の評価は困難なことが多い．変形胃のため，上部

消化管造影での病変描出が困難であったり，上部消化

管内視鏡検査の挿入が困難であり3），著者らの症例も

幽門部の観察ができたのは検査日を変えて行った 2回

目の検査であった．Table 2に示した 4症例のいずれも

進行癌であることもその早期診断の難しさを示してい

る．高度の胃の脱出を伴った食道裂孔ヘルニアを経験

した場合，胃癌の合併を念頭にいれ，解剖学的変形に

まどわされずに注意深く観察を行っていく必要がある

と考える．
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A Case of Advanced Gastric Cancer within Sliding Hiatal Hernia
Assosiated with Organoaxial Gastric Volvulus

Tatsuyuki Seshimo, Masao Ito, Kazunobu Monden and Tomoo Mizukami
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A 78-year-old woman was admitted to our hospital because of upper abdominal symptoms including nau-
sea and anorexia. A chest X-ray film showed an air-fluid level in the mediastinum. An upper gastrointestinal
series demonstrated a sliding hiatal hernia with gastric volvulus in an organoaxial form and a filling defect of
the antrum. The patient was diagnosed as having Borrmann 2 carcinoma of the antrum by the endoscopic ex-
amination. A laparotomy revealed that the entire stomach was dislocated toward the mediastinum. Subse-
quent distal gastrectomy and repair of the esophageal hiatus were performed. Herein we report the first case
of advanced gastric cancer within a sliding hiatal hernia associated with organoaxial gastric volvulus in Japan.
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