
はじめに

特発性食道破裂は，急激な胃食道内圧の上昇を契機

として発症する，極めて致命率の高い疾患である．本

邦でも 1987 年に貴島ら1）が 200 例の症例を集計するな

ど，次第に本疾患に対する認識が浸透しつつある．

本疾患の発生機転としては食道内圧の急激な上昇に

伴う食道胃協調運動の失調が考えられており，手術に

よる縫合閉鎖が治療の第 1選択となっているが，食道

はその解剖学的背景から縫合不全の危険性が高率につ

きまとう．今回，我々は高齢者に発症し，有茎大網被

覆を用いて 1期的縫合閉鎖しえた 1例を経験した．縫

合部の補強として，有茎大網被覆は大変有効であると

考えられたので報告する．

症 例

症例：75 歳，男性

主訴：嘔吐，左上腹部痛，呼吸困難

既往歴：高血圧，前立腺肥大

家族歴：特記すべきことなし．

現病歴：H11 年 3 月 20 日，午前中老人会で飲酒し，

帰宅後も飲酒したところ，17 時頃嘔吐した．19 時 30

分にも再び嘔吐し胸痛，呼吸困難が出現したため某循

環器科を受診した．心電図，心エコーを施行したが異

常を認めなかった．左上腹部に圧痛を認めたことから

急性腹症を疑い当院搬送，入院となった．

入院時現症：血圧 152�82 脈拍 82
左上腹部に圧痛を認めた．また，呼吸困難もあった．

入院時検査所見：血液生化学 白血球の増多（WBC

14,500（�ul））を認めた．他に特記すべき所見なし．
胸部X線像所見：左肺は完全に虚脱しており，縦隔

は右側に偏位していた．また縦隔，皮下に気腫像を認

めた（Fig. 1a）．その後チアノーゼも出現したが，アー

ガイルカテーテルにより脱気した結果，気胸，チアノー

ゼは著明に改善した（Fig. 1b）．また，脱気時，同時に

汚染した胸水も吸引された．

胸部CT所見：左胸腔内全域にわたる胸水の貯留を

認めた（Fig. 2）．発症歴・汚染胸水が吸引されたこと

から特発性食道破裂を疑い上部消化管内視鏡検査を施

行した．

上部消化管内視鏡所見：食道下部左側壁に穿孔部位

を認めた．特発性食道破裂と診断し，発症 21 時間後に

手術を開始した．

手術所見：手術は右側臥位，左第 8肋間開胸・開腹

にて行った．胸腔内には食物残渣を含む多量の汚染し

た胸水が貯留しており，これを吸引すると，下部食道

左側壁に約 2cmの穿孔を認め，同部位の浮腫状変化は
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認めなかったが，その近傍の胸膜は欠損していた．

縦隔は汚染され，壊死性の黒色変化が上縦隔にまで

およんでいた．術式は穿孔部を合成吸収糸にて単結節

縫合したのち，左胃大網動脈を茎とする大網片を作成

し，横隔膜外側の切開部より挙上，閉鎖部周囲に縫合

固定した（Fig. 3）．胸腔内を洗浄後，縫合部近傍と背

側胸腔にドレーンを留置し，閉創した．

術後経過：術後経過は良好で，術後第 4病日より飲

水を開始した．第 8病日に施行した食道ガストロ造影

では，縫合不全，狭窄を認めず（Fig. 4a），第 9病日よ

り食事開始，第 23 病日で退院となった．現在外来通院

中であるが，順調な経過をたどっている（Fig. 4b）．

考 察

特発性食道破裂は，1724 年に Boerhaave2）により，初

めて報告されて以来，本邦でも 1987 年に貴島が 200

例の集計を行うなど，次第に本疾患に対する認識が深

まってきている．

Fig. 1 Chest X-ray demonstrated left pneumothorax and mediastinal emphysema

（a）. Pneumothorax and dyspnea were successfully managed by the intrathoracic

drainage（b）.

Fig. 2 Chest CT scan revealed left hydropneumotho-

rax.

Fig. 3 The esophageal rupture was sutured and the

site was reinforced with a pedicled omental cover-

ing.
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本疾患の発生機序としては，�急激な食道内圧の亢進
�同時に存在する食道胃協調運動の失調�解剖学的局
所抵抗減弱部の 3つの因子が考えられている3）．好発

部位は下部食道左側壁で1），理由として下部食道の筋

層の弱さ，神経血管の流入部である点，左側壁に隣接

臓器による支持機構が弱いことなどが考えられてい

る．発症経過としては中年の男性が大量飲酒により嘔

吐した後，胸痛または腹痛を訴え受診するというのが

典型的で，本症例でも発症年齢を除いては典型例に属

すると考えられた．また，発症年齢は前述したように

中年男性に圧倒的に多く，70 歳以上は全体の 3％とま

れである1）．本性例の初診時の正診率については 30

％1）と低くなっている．これは特発性食道破裂が比較的

まれな疾患であることに加えて胸痛，呼吸困難，上腹

部痛などの初発症状から心疾患や急性腹症と誤診して

しまうためである．本症例では当院搬送後，発症時の

エピソードと汚染胸水を認めたことから特発性食道破

裂を疑い，上部消化管内視鏡検査にて確定診断しえた．

次に治療法について述べる．治療は外科的手術療法

と保存的治療に大別される．保存的治療としては絶食

下の IVHによる栄養管理，抗生剤の使用，経食道・経

胸腔ドレナージなどが中心となる．最近では栄養管理

と画像診断の進歩に伴い，より重症と考えられる症例

に対する保存的治療の奏効例も報告されるようになっ

た4）．しかし患部に対するドレナージが開胸術に劣る

と考えられ，救命しえたとしても入院期間が著しく長

くなる1）などの理由から，患者の全身状態が許せば手術

を行うのが妥当であろう．

外科的治療の原則は早期診断・治療開始による 1期

的縫合閉鎖術であるが，発症後，時間の経過とともに

破裂部の炎症・汚染がすすみ術後縫合不全のリスクが

高くなる．1期的縫合閉鎖の安全限界として，Abbot

ら5）は発症後 12 時間，Bennett ら6）は 18 時間，Ander-

son7）は 24 時間と報告しているが，食道の解剖学的特

徴，すなわち血流に乏しく漿膜を欠くことから発症後

比較的早期に手術を行った症例といえども縫合不全は

高率に起こるとされ，佐藤ら8）によれば発症後 24 時間

以内に縫合閉鎖を行った例に限っても 33％に縫合不

全を認めたとしている．こうした背景からこれまで縫

合不全を防止する目的で胃彎隆部9），心膜10），大網11）

などで被覆する術式が報告されてきた．本症例に対し

て縫合閉鎖のみを行った症例では 42％の縫合不全が

発生しているのに対し，縫合閉鎖に加えて何らかの補

強術を行った例では縫合不全は 17％と比較的少なく，

良好な成績をあげている8）．これらの症例には縦隔の

汚染状態，破裂傷の大きさや炎症性変化の程度の差異

も存在することから，安易な比較は慎まなければなら

ないが，こうした補強術の有用性はあるものと考えら

れた．中でも大網は移動性に富み強力な創浄化作用・

癒着作用を有することから被覆臓器としてもっとも理

Fig. 4 No suture failure or stenosis of sutured site were recognized by the upper

gastrography 8 days after operation（a）. Upper gastrointestinal fiber revealed no

stenosis of the sutured site after discharge（b）. The esophageal rupture was su-

tured and the site was reinforced with a pedicled omental covering.
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想的であると考えられる．本邦における有茎大網被覆

を加えた症例は，今回検索した限りでは自験例を含め

8例11）～17）報告されているが，1例に縫合不全を認めた

のみで全例救命しえており，縫合閉鎖の補強術として

有用な方法であると考えられた．大網による補強法の

場合胸腔内の感染巣を腹腔内にまで広げる危険性を指

摘するものもあるが18），今回検索した限りではそのよ

うな報告はみられなかった．本症例でも高齢者発症と

いう不利な条件にもかかわらず，縫合閉鎖部に大網被

覆を付加することで縫合不全を招くことなく，順調な

回復をみた．

特発性食道破裂は治療開始が遅れると重篤な転帰を

きたす疾患であるが，同時に急性腹症や心疾患との鑑

別が問題になる疾患でもあり，早期診断のためには本

疾患について正しく認識していることが大切である．

また，大網の創浄化作用に注目した有茎大網被覆術は

1期的縫合閉鎖が不完全と思われる症例に対する追加

的な手技にとどまらず，本疾患に対する標準術式にな

りうる治療法と思われた．
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A Case of Spontaneous Esophageal Rupture of Old age successfully managed
by Pedicled Omental Covering
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Spontaneous esophageal rupture is rare in old age. We treated such a rupture successfully managed by
suturing of the ruptured site and reinforcement by pedicled omental covering. A 75-year-old man seen by lo-
cal physician reported vomiting, followed by chest pain, dyspnea, and abdominal pain after an episode of
drinking. No signs of abnormality were seen in electrocardiography or echocardiography, so he was referred
to our hospital with suspected acute abdomen. Upper gastrointestinal scopy showed rupture in the lower
esophagus. Under a diagnosis of spontaneous esophageal rupture, we conducted emergency surgery 21 hours
after symptom onset. After thoracotomy and laparotomy with an incision of the diaphragm, the esophageal
rupture was sutured and the site reinforced with a pedicled omental covering to prevent suture failure. No su-
ture failure or stenosis of the sutured site was seen postoperatively. The man was discharged 23 days after
surgery. For spontaneous esophageal rupture, we found the pedicled omental covering procedure useful for
reinforcing sutures.
Key words：spontaneous esophageal rupture, pedicled omental covering procedure, old age
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