
はじめに

食道壁内血腫は食道粘膜下に血腫を形成するまれな

疾患である1）．今回，我々は非外傷性腹直筋血腫にて経

過観察中に食道壁内血腫をきたした長期透析患者の 1

例を経験したので報告する．

症 例

患者：48歳，女性

主訴：胸痛，吐血

家族歴：特記すべきことなし．

既往歴：糸球体腎炎による慢性腎不全のため，23年

前より 1週間に 3回の血液透析を施行中，高血圧にて

降圧剤を内服中．

現病歴：平成11年 1月19日の血液透析中に左下腹部

痛，左下腹部腫瘤が出現したため当院を受診した．腹

部造影 computed tomography（以下，CTと略記）（Fig.

1）では左腹直筋と連続する80mm×80mmの内部造影

効果を有する�胞状骨盤内腫瘤が認められ，magnetic
resonance imaging（以下，MRI と略記）では内腔はT1

強調で very high intensity，T2強調では low intensity

と high intensity が混在していた．これらの所見から

非外傷性巨大腹直筋血腫と診断し，保存的治療の方針

で外来にて経過観察中であった．平成11年 5月 6日夕

方より胸痛を自覚し，5月 7日朝，血液透析前に吐血し

たため当院を受診した．

初診時現症：身長152cm，体重51kg，体温36.0℃，血

圧178�60mmHg，脈拍84�分整，眼瞼結膜に軽度の貧血
を認めた．触診上，胸腹部に異常所見を認めなかった．

血液生化学検査所見：白血球数7,300�µl と炎症所見
はなく，Hb 8.7g�dl と軽度の貧血を認めた．プロトロン
ビン時間12.2秒，活性部分トロンボプラスチン28.2秒，

トロンボテスト221.8mg�dl と凝固系には異常所見を
認めなかった．

心電図，胸部単純X線写真上も異常所見を認めな

かった．

食道内視鏡検査所見：切歯列より約20cmの上部食

道から食道胃接合部にかけて，内腔をほぼ閉塞する青

紫色の血腫を認めた．下部食道の一部では粘膜が�離
しており，吐血の出血源と考えられた（Fig. 2）．

胸部単純CT所見：中下部食道に，やや high den-

sity で偏在性に食道内腔を圧排する腫瘤像を認めた．

それ以外には縦隔，胸腔内に異常所見を認めなかった

（Fig. 3）．

以上より食道壁内血腫と診断し，絶食，中心静脈栄

養による保存的治療を行った．血液透析はヘパリンの

使用を中止し，メシル酸ナファモスタットにて施行し
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た．第 5病日に自覚症状は消失し，第11日病日の食道

造影では，造影剤の通過は良好で，粘膜面に不整を認

めなかった．第13日病日の食道内視鏡検査では血腫は

完全に消失し，一部粘膜脱落による潰瘍形式を認めた

が，第21病日には潰瘍瘢痕を残すのみで，他に異常所

見を認めなかった（Fig. 4）．

患者は第22病日に退院し，食道狭窄などの合併症を

起こすことなく，約12か月の現在，無再発にて外来通

院中である．また腹直筋血腫は15か月経過した現在，

約10mmと縮小しており，引き続き経過観察中である．

考 察

食道壁内血腫は食道粘膜下層に血腫を形成するまれ

な疾患であり1），1957年のWilliams2）の報告にはじま

り，本邦でも食道壁内血腫，食道粘膜下血腫あるいは

食道血腫として約30例が報告されている．

成因としては機械的刺激と出血傾向をきたし易い基

礎疾患の合併の 2つに大別される3）．前者は異物嚥下，

外傷，嘔吐などによるものであり，後者は基礎疾患と

して血液透析を施行しているもの，抗凝固療法をうけ

ているものなどである．また，近年では内視鏡治療の

発達にともない食道静脈瘤硬化療法（EIS）後の食道壁

内血腫の合併も散見されるが4），EIS による合併症を

除いた本邦報告例22例について検討した（Table

1）1）3）5）～18）．性別は男性10人，女性12人で男女差は見ら

れず，平均年齢は52.5歳（32～75歳）であった．主訴は

嘔血が19例（86.3％）と最も多く，その他に胸痛（36.3

Fig. 1 Abdominal enhanced CT reveals a heterogenous mass lesion with enhance ef-

fect, which is arising from the rectus sheath, spreading into the pelvic space.

Fig. 2 Endscopic findings at the initial examination shows a bluish submucosal ele-

vated lesion on the posterior wall of the esophagus（A）and a defect of the mucosa

at the esophagogastric junction（B）.
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％），嘔吐（27.3％），心窩部痛（22.7％），嚥下困難（13.6

％）などが認められた，成因では機械的刺激によるも

のが17例（77.2％）と圧倒的に多く，その他は血液透析

中の 3例，腹硬変のため血小板，凝固能の低下を示し

た 1例，aspirin 内服中の 1例であった．

検査所見では内視鏡検査で食道壁に長軸方向に拡が

り，内腔に突出した青紫色の腫瘤として認められ11），

食道造影では表面平滑な陰影欠損として描出される．

また，血腫が破綻すれば，縦軸方向に食道と並行した

造影剤の貯留（double barrelled esophagus）を認める

こともある19）．胸部 CTでは食道壁に high density の

壁肥厚を認めるのみであるが，MRI では急性期でT1

強調，T2強調ともに低信号，亜急性期ではT1強調で高

信号，T2強調で低～高信号の腫瘤像として描出され，

診断に有用である10）．

治療は絶食および輸液による保存的治療が主体で，

多くは発症後 1週間から 3週間で自覚症状の改善，血

腫の消失を認める．また血腫の破裂により吐血で発症

した場合にも，大量出血によりショックに至った症例

の報告はなく，緊急内視鏡検査を施行すれば診断は容

Fig. 3 Mediastinal CT demonstrates of the esophageal wall extending from mid por-

tion of esophagus to the esophagogastric junction（white arrows）.

Fig. 4 Endscopic findings；A：13 days later, the hematoma disappeared and a shal-

low ulcer was observed at the lower esophagus. B：22 days later, endoscopic ex-

amination shows no abnormal findings.
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Table 1　Reported case of spontaneous intramural hematoma of the esophagus in Japan

TreatmentBleeding 
tendencySymptomLocationAgeSexYearAutherNo.

conservativeaspirinHematemesis, Chest pain, EpigastralgiaUML43Ｍ1984Shima5） 1

conservativeHematemesis, DysphagiaU58Ｍ1986Furusawa6） 2

conservativeHematemesis, VomitingUM40Ｆ1986Konagaya7） 3

conservativeHematemesis, VomitingU42Ｆ1986Konagaya7） 4

conservativeCRF, HDEpigastralgiaUnknown63Ｍ1991Ohshika8） 5

conservativeHematemesis, Chest pain, EpigastralgiaML44Ｆ1993Furukawa9） 6

conservativeHematemesis, Chest painUML43Ｍ1994Takami10） 7

conservativeHematemesis, EpigastralgiaU41Ｍ1994Zeniya11） 8

conservativeHematemesis, VomitingUML45Ｍ1994Zeniya11） 9

conservativecirrhisisHematemesis, Chest painUML64Ｍ1995Yamada1）10

conservativeHematemesis, VomitingML75Ｍ1995Nagata12）11

conservativeHematemesis, Chest painUML73Ｆ1996Koyama13）12

conservativeHematemesis, VomitingU57Ｆ1996Nagayama14）13

conservativeCRF, HDHematemesis, NauseaML51Ｆ1997Hasebe3）14

conservativeHematemesis, DysphagiaL32Ｍ1997Hasebe3）15

conservativeHematemesis, VomitingUML60Ｆ1997Amagai15）16

conservativeHematemesisU57Ｆ1997Tanaka16）17

conservativeChest painUML60Ｆ1997Tanaka16）18

conservativeChest pain, DysphagiaML44Ｍ1998Matui17）19

conservativeHematemesis, EpigastralgiaUML67Ｆ1998Endou18）20

conservativeHematemesisU49Ｆ1998Endou18）21

conservativeCRF, HDHematemesis, Chest painML48Ｆ1999Our case22

CRF : chronic renal failer　HD : hemodialysis　U : upper esophagus　M : middle esophagus　L : lower esophagus

易である．病変は浅い潰瘍を形成し，後遺症を残さず

治癒するため，外科的治療は行うべきではないとされ

ている20）．これに加え透析患者ではヘパリンの使用に

よる出血の助長を避けるため，透析ではヘパリンを中

止し，メシル酸ナファモスタットを使用すべきである．

本邦では死亡例の報告はなく，再発例も 1例を見るの

み21）で予後良好な疾患であるといえる．

非外傷性腹直筋血腫，いわゆる特発性腹直筋血腫も

比較的まれな疾患で，上・下腹壁動静脈の破綻による

ものと考えられている22）．疾患概念の普及とCT・

MRI などの画像診断の進歩により，今日では正診率は

著明に向上しているが，自験例のような巨大なもので

は腹腔内腫瘍あるいは膿瘍と誤診され手術を施行され

る例も少なくない．

透析患者の消化管出血は重篤な合併症の 1つで，胃

十二指腸潰瘍，胃炎，急性胃粘膜病変，虚血性腸炎な

どがみられるが，食道出血としてはMallory-Weiss 症

候群，食道静脈瘤破裂などが散見されるのみであ

る23）24）．透析患者は凝固因子の過剰生産のため血液凝

固能は亢進しているにもかかわらず，血栓性合併症よ

りむしろ出血性合併症のほうが多い．これは存在する

尿毒症性の血小板機能の低下，貧血，血管壁の障害な

どによると考えられる25）．本例においてもこれらの要

因が関与した可能性があると考えられるが，確定は困

難である．しかしながら，今後も血管破綻に起因する

同様な疾患を発症する可能性もあり，厳重な経過観察

が必要であると考えている．
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Spontaneous Intramural Hematoma of the Esophagus
in a Patient Receiving Chronic Hemodialysis
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Masato Momiyama, Tsuyoshi Igami, Shusaku Ohira, Yu Takahashi,

Takeshi Amemiya and Susumu Miyazaki
Department of Surgery, Nagoya Daini Red Cross Hospital

Intramural hematoma of the esophagus is a rare disease, but its outcome is fairly good. We report a case
of spontaneous intramural hematoma of the esophagus following a rectus sheath hematoma in a patient re-
ceiving chronic hemodialysis, and also review 21 cases reported in Japan. A 48-year-old woman receiving
chronic hemodialysis was admitted to our hospital with a chief complaint of hematemesis. Emergent endo-
scopic examination revealed a submucosal mass protruding into the lumen between the midportion of the
esophagus and the esophagogastric junction. The patient was diagnosed with intramural hematoma of the
esophagus and treated conservatively. She became asymptomatic on the 5th hospital day. Esophagogram
with gastrografin taken on the 11th hospital day showed no irregularity of the esophageal wall. In a subse-
quent endoscopy on the 13th hospital day, the hematoma had disappeared and a shallow ulcer due to dissec-
tion of the mucosa was observed in the lower esotphagus, which was replaced with normal mucosa by the 22
nd hospital day. She was discharged free of symptoms on the 23rd hospital day.
Key words：intramural hematoma, esophagus, hemodialysis
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