
はじめに

下部食道の異所性胃粘膜は比較的まれな症例で

あり，そのほとんどが無症状である．内視鏡検査

で粘膜の色調の違いや色素散布で不染帯を呈する

ことにより発見される場合が多い．また，食道穿

孔は重篤な合併症を併発することが多く，治療に

難渋する場合が多い．今回，我々は食道の異所性

胃粘膜部の穿孔と潰瘍の形成が認められた症例を

経験したので文献的考察を含めて報告する．

症 例

患者：52 歳，男性

主訴：心窩部痛

既往歴：平成 10 年より十二指腸潰瘍と診断さ

れ抗潰瘍薬（H2 blocker）を投与されていたが，最

近数週間は内服していなかった．また，最近数年

は内視鏡検査を受けていなかった．

家族歴：特記事項なし．

現病歴：平成 14 年 3 月 26 日の午後より心窩部

痛を自覚し，深夜に嘔吐が出現，疼痛が増強した

ため，近医を受診した．上部消化管内視鏡検査で

下部食道に潰瘍を認めた．胸腹部CTで皮下気腫

と両側胸水が認められたため，食道穿孔を疑われ

当院へ紹介入院となった．

入院時現症：意識清明，血圧 150�72mmHg，脈
拍 144�分整，呼吸回数 55 回�分であった．頸部か
ら胸部，上腹部にかけて皮下気腫が認められ，心

窩部痛と呼吸困難を認めた．

入院時検査所見：血液生化学検査で，白血球数

10,000�µl，CRPは 1.6mg�dl と軽度の上昇がみら
れたが，肝・腎機能・電解質などには異常は認め

られなかった．末梢動脈血検査所見では pH：

7.416，Po2：49.6mmHg，Pco2：43.5mmHgと低酸

素血症を呈していた．

上腹部内視鏡検査：下部食道に凝血塊を伴う潰

瘍の形成が認められた（Fig. 1）．

CT検査：両側の胸水貯留，胸部から頸部・顔

面にかけ著明な皮下気腫像が認められた（Fig.

2）．

食道造影検査：食道胃接合部上方 6cmの部位
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が多いが，潰瘍の合併も念頭に置きながら定期的な内視鏡検査を行い，潰瘍の早期発見と治療

が必要と考えられた．
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から左胸腔内へ造影剤の漏出が認められた（Fig.

3）．食道穿孔と診断し，同日緊急手術が施行され

た．

手術所見：右第 5肋間にて開胸すると胸腔内に

汚染した暗赤色胸水が認められた．食道胃接合部

より約 4cm口側の食道左壁に約 2cmにわたり穿

孔部位が確認された．食道を剥離し，食道を気管

分岐部の高さで離断した．再建は，胃管を作成後，

胸腔内で食道胃管吻合を行った．

術後経過：術直後より縦隔洞炎に起因する敗血

症に陥り，一時的に全身状態の悪化を認めた．第

7病日に気管切開による人工呼吸管理を行った

が，縫合不全や膿瘍の形成はなく，次第に全身状

態は改善した．第 22 病日に経口摂取を開始し，第

41 病日に気管内チューブを抜去した．第 65 病日

に退院し，現在は健常な日常生活を送っている．

病理組織学検査所見：食道胃接合部直上から上

方に 10×30mmの，周囲組織の挫滅・損傷を伴っ

た穿孔が認められた（Fig. 4）．穿孔部近傍の食道

扁平上皮内には著明な急性炎症細胞を伴う食道潰

瘍を，異所性胃粘膜の存在とほぼ一致して認めた．

穿孔部の胃側には食道扁平上皮を認め，穿孔部と

胃粘膜との連続性やBarrett 上皮，逆流性食道炎

は認めなかった．悪性所見は認められず，異所性

胃粘膜より発生したと考えられる潰瘍の穿孔と診

断された（Fig. 5）．

考 察

1805 年に Schmidt によって食道の異所性胃粘

膜の存在が報告され，その後の報告では，その頻

度は 2－10％とされている1）～4）．内視鏡的に偶然

見つかる場合が多く，ほとんどが上部食道括約筋

直下付近に存在し，下部食道には少ないとされて

Fig. 1 Endoscopy shows the ulcer perforation with

blood in the lower part of the esophagus.

Fig. 2 Abdominal computed tomography reveals bi-

lateral hydrothorax.

Fig. 3 Esophagography shows that a contrast me-

dium leaks into the left intrathoracic space from the

6 cm above the esophago-gastric junction.
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いる．異所性胃粘膜の発生については，Barrett

食道と同様に後天性であるという意見と，胎生期

の円柱上皮の遺残による先天性であるという意見

がある．異所性胃粘膜は，病理学的には主細胞と

壁細胞より構成され，その多くは正常胃底腺と類

似している4）．内視鏡的には，光沢のある淡いピン

ク色を呈し，周囲の正常食道粘膜とは異なってい

る2）．臨床的にはこれらのほとんどは無症候性で

あり，特別な治療を必要としない場合が多い．し

かし，潰瘍形成や出血5），狭窄6）7），穿孔8），腺癌9）10）

などの合併がみられることがある．

異所性胃粘膜における潰瘍形成に関しては，胃

酸とペプシンの分泌が原因と考えられている9）．

自験例では，抗潰瘍薬（H2 blocker）が処方されて

いたが，穿孔発症前の数週間内服していなかった

ため，潰瘍を形成したことが推測された．これま

での文献報告例で食道の異所性胃粘膜に発生した

潰瘍の穿孔例は 1例のみであった9）．その症例で

は，開胸による胸腔内洗浄および穿孔部の 1期的

閉鎖と肋間筋弁による被覆が行われていたが，術

後に縦隔炎と多臓器不全を併発し死亡していた．

自験例では，臨床的には特発性食道破裂と診断さ

れ，治療を行った．病理学的には異所性胃粘膜が

存在し，周囲に炎症所見が認められたことより，

潰瘍が存在したと考えられた．以上より，下部食

道の異所性胃粘膜に潰瘍が存在し，食道壁が脆弱

になっていたため，激しい嘔吐による食道内圧上

昇が契機となり穿孔を起こしたと推測された．

食道穿孔は比較的まれな疾患であり，多くは特

発性である．治療法としては，洗浄・ドレナージ

術，単純閉鎖と筋皮弁による被覆・閉鎖，1期的あ

るいは 2期的食道切除・再建11），食道ステント留

置12）などさまざまな方法が報告されている．治療

方針の決定に関しては，穿孔の発生原因や診断ま

での時間，患者の全身状態や縦隔炎の程度などを

総合して，慎重に選択しなければならない11）．死

亡率は，治療の開始時期，全身状態，治療法によっ

て一概には言えないが，保存的治療で 23％，食道

切除術で 29％，1期的閉鎖で 18％という報告があ

る13）．自験例では比較的若年者であり，発症から

短時間であること，食道潰瘍の存在が診断されて

いたことより食道切除の方針とした．一般的な食

道穿孔の術後は縦隔炎や敗血症，さらに他臓器不

全に陥ることもしばしばみられる．自験例も気管

切開による呼吸管理を必要としたが，縫合不全や

膿瘍形成を併発しなかったために長期化は避けら

れた．

異所性胃粘膜に発生した潰瘍の穿孔はまれであ

るが，内視鏡検査で異所性胃粘膜が発見された場

合には，潰瘍の発症も念頭に置きながら定期的な

内視鏡検査を行い，潰瘍の早期発見と治療が必要

と考えられた．

Fig. 4 Resected specimen shows the ulcer perfora-

tion in the lower esophagus . The ulcer is match

with ectopic gastric mucosa, but dose not continue

with the esophago-gastric junction.

Fig. 5 Ectopic gastric mucosa with prominent infil-

tration of inflammatory cells was histologically

found around perforation site.
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A Case of Esophageal Perforation of Ectopic Gastric Mucosa

Hideo Arima, Shoji Natsugoe, Masahiro Tokushige, Kanehiro Matsushita,
Masataka Matsumoto, Hiroshi Okumura, Sumiya Ishigami,

Shuichi Hokita and Takashi Aikou
First Department of Surgery, Kagoshima University School of Medicine

We present a case of ectopic gastric ulcer perforation of the esophagus. A 52-year-old man receiving
medication for a duodenal ulcer experienced sudden epigastralgia and increased pain after serious vomiting.
Based on highly suspicious for esophageal perforation, he was admitted. Barium study and computed to-
mography showed a perforation at the left side of the lower esophageal wall. Under a right thoracoabdominal
approach, we conducted esophagectomy and esophagogastrostomy. Postoperatively, sepsis due to serious in-
flammation in the mediastinum occurred. He gradually recovered without anastomotic leakage or mediastinal
abscess. In resected specimens, perforation of the ectopic gastric mucosa in the lower esophagus was found
pathologically. No symptoms usually occur in ectopic gastric mucosa of the esophagus, and such lesions are
found incidentally by endoscopy. We should thus be mindful of the risk of perforation and explain it to patients
with such lesions.
Key words：esophagus, perforation, ectopic gastric mucosa
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