
はじめに

今回われわれは，門脈ガス血症と閉塞性大腸炎，

穿孔性腹膜炎を伴った極めてまれで重篤な大腸癌

イレウスの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：57 歳，男性

主訴：腹痛，嘔吐

既往歴：急性心筋梗塞，糖尿病

家族歴：特記すべきことなし．

現病歴：2002 年 12 月 12 日腹痛を主訴に当院

内科を受診，イレウスと診断され入院した．保存

的治療によりいったん症状は改善したが，12 月 23

日原因検査のため下剤（ラキソベロン�）を内服し

たところ，翌 24 日未明より激しい腹痛，嘔吐が出

現したため外科紹介された．

現症：腹部全体の膨満と圧痛，頻呼吸が認めら

れた．

血液生化学検査：WBC 20,270�µl，RBC 572×
104�µl，Hb 17.0g�dl，Ht 50.6％，Plt 22×104�µl
と脱水および炎症所見を認めた．

血液ガス分析（空気呼吸下）：pH 7.174，PaO2

100mmHg，PaCO2 29.2mmHg，HCO3－10.3mmol�
L，BE－17.5mmol�L と代謝性アシドーシスを認
めた．

立位腹部単純X線写真：niveau を伴う著明な

大腸ガス像を認めた（Fig. 1）．

腹部CT：門脈内ガス，free air，腸管の著明な拡

張，腹水が認められた（Fig. 2）．

手術所見ならびに術式：便臭を伴う暗赤褐色の

多量の腹水と，回腸末端付近から S状結腸までの

広範囲腸管壊死を認めた．S状結腸にほぼ内腔を

閉塞する腫瘤と，同部に径 5mmの穿孔を認めた．

循環動態が不安定であったため second look op-

eration を前提とし，一部循環障害のある部分を残
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が，second look operation を前提とした緊急手術およびエンドトキシン吸着療法を含む集中治
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して回腸末端より約 80cm口側から腫瘤の 15cm

肛門側までの大量腸管切除を施行した．上述した

とおり second look operation を行う方針であり，

また後に述べるエンドトキシン吸着療法などの集

中治療を可及的速やかに開始するため，口側断端

は人工肛門として開口せずに腹腔内に留置し，腹

壁一層縫合にて仮閉腹した．なお，術中採取した

腹腔内膿汁培養にてBacteroides fragilis が検出

された．

切除標本：粘膜面の壊死性変化は，腫瘤の口側

から回腸末端 80cmに及んでいた．S状結腸に

25×55mmの全周性 2型腫瘤を認め，腫瘤に一致

して径 5mmの穿孔が認められた（Fig. 3）．

組織学的所見：腫瘍部に筋層にとどまる中分化

型腺癌を認めた．穿孔部は腫瘍に一致して存在し，

凝固壊死，出血が強く，筋層は消失していた．腫

瘍口側の結腸には粘膜出血と，粘膜下層の浮腫が

認められ，虚血性変化と考えられた．また，広範

囲に壁内微小血栓が認められた（Fig. 4）．

術後，血圧低下，頻脈，低酸素血症，DICを併

発した．人工呼吸器管理のもと，術直後と第 1病

日の計 2回のエンドトキシン吸着療法をはじめと

し，濃厚赤血球 4単位，新鮮凍結血漿 10 単位，濃

厚血小板製剤 30 単位の投与と，加えて蛋白分解酵

素阻害剤，カテコラミン，ヒト血漿蛋白製剤，抗

生剤，プロトンポンプインヒビターなどを使用し

た集中治療を行った．バイタルサインおよびDIC

スコアの改善がみられたため，37 時間後に sec-

ond look operation を施行した．

手術所見ならびに術式：腸管壊死は進行してい

なかった．前回一部に循環障害があった回腸断端

を約 15cm体外に引き出し人工肛門とした．腹壁

は，ネラトンで被覆した 1号 ETHILON�を用いて

一層縫合にて閉じた．

術後，上述の薬剤を用いた集中治療を続けたと

ころ，徐々に血圧上昇，脈拍数低下が認められた．

第 1回目の術後から低下していた白血球，血小

板・凝固能も徐々に回復し，初回手術から数えて

Fig. 1 Abdominal X-ray showed dilation and niveau

of the colon.

Fig. 2 Abdominal CT showed portal venous gas（arrow）（a）, free air（arrow heads）

（b）, dilation of the intestine and ascites.
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第 6病日にDICから離脱したため，蛋白分解酵素

阻害剤の投与を中止した．第 7病日，さらに全身

状態の改善がみられたため，カテコラミン，抗生

剤，プロトンポンプインヒビターを中止，第 11

病日には人工呼吸器から離脱した（Fig. 5）．第 14

病日から 39 度台の発熱が続き，腹部CTにて腹腔

内膿瘍によるものと判明．抗生剤投与およびドレ

ナージにて第 44 病日解熱し，第 59 病日に退院し

た．

考 察

門脈ガス血症とは重篤な消化器疾患の際に認め

られる比較的まれな病態で予後不良の徴候とされ

ており，特に腸管壊死を伴う場合は本邦報告例で

の死亡率は 50～60％と不良である1）～3）．原因とし

て，�腸管の壊死，炎症，潰瘍などによる粘膜の
損傷，�腸管内圧の上昇，�ガス産生菌の門脈内
移行が挙げられる4）．本症例では，腸管壊死がみら

れ，また大腸癌イレウスに加え下剤内服による腸

管内圧のさらなる上昇，術中の腹腔内膿汁培養で

ガス産生菌が検出されたことから，以上 3点のす

べてが関与していると考えられる．なお，下剤の

投与は当院内科で行われたものであるが，このよ

うな症例があることをふまえて，消化管通過障害

を有する例の原因検索の際には慎重な診断手順を

行うよう，今後院内で周知徹底したい．

閉塞性大腸炎とは，大腸閉塞性病変の口側に合

併する潰瘍性病変で，閉塞性大腸癌の 6～20％に

合併する5）～7）．S状結腸または下行結腸の部分的

虚血性病変にとどまることが多く，緩やかな経過

をとる．炎症が回盲部を越えて広範囲に腸管壊死

をきたした重症例は極めてまれであり，本邦報告

例は死亡例 4例を含めて 9例にすぎない8）～15）．原

因として，�腸管内細菌感染，�閉塞による腸管
内圧の上昇によって引き起こされる粘膜血流障

害，�蠕動運動亢進に伴う平滑筋スパスムによる
粘膜血流供給の障害，�動脈硬化，糖尿病などの
血管側因子などが挙げられる16）．さらに重症化の

原因として，�動脈硬化や糖尿病あるいは血管炎

Fig. 3 Macroscopic findings of the resected intestine . Mucosal necrosis was ob-

served from oral side of the tumor to 80cm length of the terminal ileum（a）. A

Borrmann 2 type tumor, 25×55mm in size, was noted at the sigmoid colon（b）with

a perforation 5mm in diameter（arrow）（c）.
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Fig. 4 Histlogically, a sigmoid colon tumor of moderately differentiated adenocarci-

noma invaded to the muscular layer. Neceosis, hemorrhage and defect of the mus-

cular layer were observed at the perforating site（a）. Congestion, hemorrhage and

edema were noted in the proper mucosal and submucosal layers of the oral side of

the tumor（b）. Parietal microthrombuses were observed at the same area（c）.

Fig. 5 Pre operative and post operative changes in white blood cell, platelet counts,

prothrombin time, and clinical time course.

WBC＝white blood cell, Plt＝platelet counts, PT＝prothrombin time, PMX＝poly-

myxin B immobilized fiber column
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などの細血管病変，�一時的血流障害後の血管内
皮細胞障害による腸壁内微小血栓形成あるいは血

流再開後の反応性充血による粘膜壊死，�腸管壁
の側副血行路の状態，�小動静脈の血流短絡およ
び毛細血管網の血流低下である steal phenome-

non などの因子が複雑に絡み合い，さらに�
ショックや脱水など全身状態の悪化が悪循環に拍

車をかけている可能性などが考えられている．本

症例では糖尿病が存在し，下剤による蠕動運動亢

進を契機として発症したと考えられる8）．組織学

的には腸管壁内微小血栓がみられ，上記の重症化

の要因とされる所見があった．

広範囲壊死を伴う大腸癌イレウスに対する治療

は，閉塞性病変，壊死腸管の全切除が必須である

とされる16）．しかし，腸管の大量切除は短腸症候

群をきたし，患者のQOLを著しく低下させる．ま

た，術中に循環障害の範囲を同定するのはしばし

ば困難なことが多い．本症例では S状結腸から回

腸にかけて腸管壊死がみられ広範囲腸管切除を必

要としたが，second look operation を行うことを

前提とし，初回手術では一部循環障害のある回腸

を残した．粘膜病変は可逆的な病変と考えること

できるとされており，虚血性変化を認めながら粘

膜が軽快した症例17）～20），潰瘍部分で縫合しても合

併症は認めなかったとする症例21），組織像で壊死

組織を認めたが術後に敗血症や多臓器不全への進

展兆候がなかった症例17）などの報告がある．本症

例でも再手術時には虚血性変化のみられた腸管は

やや回復傾向にあったため，その部分の腸管切除

は施行せずに挙上して人工肛門とし，結果的に切

除範囲を縮小することができた．また，術後敗血

症性多臓器不全に陥ったが，エンドトキシン吸着

をはじめとする集中治療を実施することにより救

命できた．

術後化学療法は，患者の performance status

や栄養状態が低下しているため不可能と判断し，

現在外来で半年ごとに胸部・腹部・骨盤CT撮影

およびCEA，CA19―9 の測定を行っている．2004

年 5 月時点で大腸癌再発は認められず，術後 2年

以内に再発の徴候がみられなければ，人工肛門閉

鎖を検討する予定である．

本論文の要旨は第 58 回日本消化器外科学会総会（2003

年 7 月，東京）で発表した．
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A Case of Ileus due to Colon Cancer Associated with Portal Venous Gas,
Obstructive Colitis and Perforating Peritonitis
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Kazuyuki Kusuda, Yu Suzuki, Yoshihiro Endo, Goro Kimizuka＊ and Michihiko Kitamura

Department of Surgery, Department of Pathology＊, Isawa Hospital

We report an extremely rare, severe case of ileus due to colon cancer associated with portal venous gas,
extensive intestinal necrosis, and perforating peritonitis. A 57-year-old man reporting severe abdominal pain
and nausea during examination for ileus had abdominal distension, tenderness, and tachycardia on physical
examination. Laboratory studies showed inflammation response and metabolic acidosis. Abdominal computed
tomography showed ascites, free air, and portal venous gas. Emergency surgery found reddish-brown ascites
with foul-smelling extensive intestinal necrosis from the ileum to the sigmoid colon. A tumor with circular
stenosis was located at the sigmoid colon, and perforation was observed at the tumor. Due to severe circula-
tion problems, he initially underwent a resection of the necrotic intestine, followed 37 hours later by second-
look operation. Polymyxin B immobilized fiber column and other intensive cares for respiratory failure and
disseminated intravascular coagulation were conducted postoperatively . The patient improved and was
discharged 59 days after the first operation.
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