
はじめに

動物による外傷は咬傷や刺傷など数多くある

が，今回我々は毒を有する動物（エイ）の刺傷に

より腸管脱出をきたした極めてまれな症例を経験

したので，若干の文献的考察を加えて報告する．

症 例

患者：39 歳，男性

主訴：右鼠径部刺創

既往歴：特記すべきことなし．

家族歴：特記すべきことなし．

現病歴：平成 13 年 11 月 20 日午前 10 時頃，船

上で漁の仕事をしていたところ網にかかった巨大

なエイの尾の毒棘により右鼠径部を刺傷．同日午

後 1時 40 分，救急車にて当院に搬送された．

入院時現症：意識清明．血圧 100�76 mmHg，脈
拍 89�分，体温 37.2℃．右鼠径部より腹腔外へ脱出
した腸管および大網の一部を認めた（Fig. 1）．

入院時検査所見：血液検査はWBC 14,520�µl
と上昇を認めたが，貧血などは認められなかった．

炎症反応の上昇もなく，他の生化学検査所見でも

異常を認めなかった．動脈血ガス分析にも異常は

認められなかった．

手術所見：下腹部正中切開にて開腹．脱出した

腸管は回盲部より口側約 1mの小腸で，大網の一

部とともに刺創部で絞扼され虚血性変化を来して

いた（Fig. 2）．しかし，腹腔内に還納後徐々に色

調が改善したため腸切は施行しなかった．また，

腹腔内を検索したが他に副損傷は認められなかっ

た．次に，腹壁形成前にエイ刺毒の特異性上，解

毒目的として刺創部を 40℃以上の温生食約 10l
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Fig. 1 On admission, the small intestine and the part

of omentum prolapsed from the wound in the ingui-

nal region.
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で 30 分間かけて十分に洗浄した．刺傷による創部

は精索のすぐ頭側であったが，脈管，精管の損傷

は認められなかった．術後の感染およびエイ毒素

の影響を考慮しmesh は使用せず，デブリードマ

ン後腹膜閉鎖，腹横筋腱膜を恥骨および iliopubic

tract に縫合し，内腹斜筋筋膜，外腹斜筋腱膜の欠

損部もデブリードマン後に縫合し，ペンローズド

レーンを留置した．

術後経過：全身状態は良好に推移し，特に呼吸

器，循環器系の異常も認められなかった．創部周

囲の発赤および腫脹を術後第 7病日まで認めた

が，熱発もなく次第に改善した．第 4病日より食

事を開始．第 12 病日に軽快退院となった．

考 察

エイ類はその多くが暖海に棲息し，日本近海に

は 13 科 63 種が棲息している．沿岸に棲息する種

としてはアカエイなど 10 種類以上が知られてお

り，そのすべてが尾部背面基部近くに 1ないし数

本の毒棘を持っている．毒棘には鋸歯状の細い側

歯があり，その所々に毒腺が存在する．毒棘は種

類によっては数 cm程度のものから数十 cmに達

するものもある（Fig. 3）1）～4）．

エイ刺傷による臨床像は大きく 2つに分けられ

る．すなわち，1つは棘自体による外傷でありこれ

Fig. 2 Intraoperative findings showed the small in-

testine about 100cm proximal from the terminal il-

eum with ischemic change（arrows）and the stab

wound in the inguinal region（＊）.

Fig. 3 Dasyatis akajei and its venomous spine（above）.

Dasyatis melanospilos and its venomous spine（below）.

（Quotation：Shouhei Shirai, An Illustrated Book of Injurious and Poisonous Marine

Animals, Marine project corporation, Tokyo, 1984, p212―231.）
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は刺創，裂傷となる場合がある．もう 1つの臨床

像としては毒棘に含まれる毒素の影響がある5）．

エイなどの海洋生物が有する毒の成分は一般に粗

毒と総称される蛋白・高分子ペプチドで，極めて

不安定なため解明が進んでいないのが現状である

が serotonin，5-nucleotidases，phosphodiesterase

活性が確認されており，これまでに 10 種類のアミ

ノ酸が同定されている5）～9）．毒による局所症状と

しては激しい痛み，腫脹，内出血，知覚異常など

があり7）～12），またしばしば壊死に陥る3）13）14）．全身

症状は，悪心，嘔吐，痙攣，血圧低下，呼吸困難，

不整脈15），などで，時として死に至ることもあ

る7）～12）．エイ毒はタンパク毒であるため，創部洗

浄，デブリードマンの他に 40～45℃の温浴を

30～90 分間かけて行うことが特異的な効果をも

つ1）～17）．受傷後の 2次感染および破傷風などに対

しても十分に留意し，適切な処置を行う．棘自体

による外傷に関しては，主要臓器などが直接損傷

された場合，それだけで致命傷になりえることが

ある．本邦において，エイの毒棘による大腿動脈

切断が原因で失血死した症例の報告があり2），一

方，海外では毒棘により脊髄損傷や肝臓損傷を受

けながらも救命しえた報告もある16）17）．臓器損傷

だけでなく同時に毒素の影響も常に念頭に置いて

おく．毒棘による心臓への直接損傷を受けたにも

かかわらず，出血による毒素の流排出が幸いし，

その影響を受けずに救命しえた例もあれば，同じ

く心臓を損傷したが，毒素による心筋壊死が原因

となり死亡した例もある7）．

今回，我々が経験した症例は腹腔内臓器に直接

の損傷は見られなかったが，腸管脱出という緊急

性ゆえに毒素に対する加療よりも腸管脱出に対す

る処置を先行せざるをえなかった．しかしながら，

エイ刺傷の特異性上，毒素による影響も考慮に入

れ，術中刺創部を 40℃以上の高温生食で十分に洗

浄したことが毒素に対しても有効であったと考え

られた．
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A Case of Prolapse of the Intestine Caused by a Stingray Injury

Moto Kashiwabara, Takashi Tajiri＊＊, Yoshiharu Nakamura,
Masao Miyashita＊＊, Eiji Uchida＊＊ and Gengo Kasai＊

Department of Surgery, Hasaki Saisei Hospital
Department of Internal Medicine, Hasaki Saisei Hospital＊

“Surgery for Organ Function and Biological Regulation”
Nippon Medical School, Graduate School of Medicine＊＊

Stingray wounds cause striking local trauma and inflammation due to venom and the sharp dorsal spines.
We report a rare case of intestinal prolapse from a stingray wound. A 39-year-old man injured inguinal by a
huge stingray while working on a fishing boat arrived by ambulance about 4 hours after injury. On arrival,
the small intestine prolapsed from the inguinal wound, necessitating emergency surgery in which the pro-
lapsed intestine was returned to the abdominal cavity. We debrided and irrigated the wound using saline
heated to over 40℃ because stingray venom contains a toxic protein that is broken down thermally. We at-
tribute the patient’s thankfully uneventful recovery to this combined treatment.
Key words：stingray, intestinal prolapse, venomous spine
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