
Fig. 1 CT scan showed massive subcutaneous em-

physema and mediastinal emphysema（arrows）.

Table 1　Laboratory data on admission

T-Bil 1.8 mg/dlWBC 3,820 /mm3

AST 43 IU/LRBC 470×104 /mm3

ALT 37 IU/LHgb 13.6 g/dl

LDH 274 IU/LHct 40.1 %

ALB 3.3 g/dlPLT 19.0×104 /mm3

TP 5.5 g/dl

T-Cho 128 mg/dlBlood gas analysis

BUN 31.8 mg/dlpH 7.510

Cr 2.18 mg/dlPO2 81.9 torr

CRP 17.92 mg/dlPCO2 24.1 torr

Na 148 mEq/LBE －2.2 

K 3.49 mEq/LSAT 97.1 %

Cl 107.4 mEq/L（O2 7 l/min）

Glu 179 mg/dl

症例報告

縦隔気腫，後腹膜気腫，腸間膜気腫，皮下気腫を呈した
宿便性 S状結腸穿孔の 1例
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皮下気腫を呈した極めてまれな宿便性 S状結腸穿孔を経験した．症例は 87 歳の男性で，脳梗
塞の既往，高度の慢性便秘があった．2002 年 11 月 13 日突然嘔吐が出現し，翌日には意識レベ
ル低下，血圧低下のため紹介入院となった．腹部は全体に緊満しており，圧痛，筋性防御を認
めた．血液検査で白血球減少，肝・腎機能障害を認めた．体部CTにて腹腔内遊離ガス像および
縦隔，後腹膜から S状結腸間膜，さらに頸部，左側胸部から左側腹部にかけての広範な皮下気
腫を認めた．開腹すると，下行結腸から直腸にかけて著明な拡張を認め，拡張した S状結腸の
内側から腸間膜側に 4.5×3.4cm大，楕円形の穿孔部位が存在した．S状結腸間膜は気腫状で腹
腔内汚染は高度であり，Hartmann 手術を行った．病理では穿孔部に憩室は認めず，高度の便秘
によって S状結腸壁が圧迫壊死に陥り発症したと考えられた．

はじめに
宿便性大腸穿孔はまれな疾患とされていたが，

慢性便秘や長期臥床にある高齢者で多く発症し，
高齢化に伴い近年報告例が散見される．大腸内に
高度の宿便が存在し腹腔内に漏れるため大腸穿孔

の中でも重篤な経過をとることが多い．今回，
我々は高度の宿便性 S状結腸穿孔によって，後腹
膜気腫，縦郭気腫および左側腹部，左側胸部，頸
部にかけての広範な皮下気腫を呈した症例を経験
したので報告する．
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Fig. 2 Abdominal CT scan showed enlarged rectum with feces（arrows）（A）and sigmoid 

colon, developing into intraperitonial fecal mass（arrow heads）（B）.
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症 例
患者：87 歳，男性
主訴：意識レベル低下，ショック状態
既往歴：陳旧性脳梗塞，高血圧，脳梗塞後遺症

のため左半身不全麻痺があり車イスまたは床上で
生活していた．以前より便秘がちであり，下剤や
浣腸による排便処置を行い，4～5日毎に排便が
あった．宿便の原因となるような薬剤内服歴はな
かった．
家族歴：特記すべきことなし．
現病歴：2002 年 11 月 13 日突然嘔吐出現．11

月 14 日より意識レベル低下を認め，近医よりの紹
介にて当院受診，血圧低下，呼吸不全によるショッ
ク状態で入院となった．
入院時現症：身長 165cm，体重 49cm．体温

36.3℃，血圧 79�38mmHg，脈拍 114�min．呼吸数
32�min．O2 SAT 89％（room air）．腹部緊満し腹
部全体に圧痛および筋性防御を認めた．
入院時検査所見：白血球減少，肝・腎機能障害

およびアシドーシスを認めた（Table 1）．
体部CT：腹腔内遊離ガス像を認めた．また頸

部，左側胸部から左側腹部にかけて広範な皮下気
腫および縦郭気腫も認めた（Fig. 1）．左側結腸内
には大量の糞便貯留があり，S状結腸間膜より左
側後腹膜にかけて気腫像も認めた（Fig. 2A，B）．
以上より消化管穿孔による汎発性腹膜炎の術前診

断にて同日緊急手術を行った．術前のAPACHEII
スコアは 29 点，PASSUMスコア１）２）では，Physi-
ological score（以下，PSと略記）は 48 点，Opera-
tive severity score（以下，OSSと略記）23 点で，
Postoperative mortality risk は 93.2％であった．
手術所見：全身麻酔下に中下腹部正中切開にて

開腹したところ，腹腔内に汚染腹水が多量に存在
し，左側結腸，S状結腸から直腸にかけての著明な
拡張を認めた．とくに S状結腸は著明に拡張して
右側へと張り出しており，S状結腸の内側から間
膜側に約 4cm大の穿孔口を認めた．S状結腸間膜
内から後腹膜にかけて気腫および便の漏出があ
り，さらに腹腔内にも泥状便を多量に認めた．開
腹時腹水培養にて，Enterococcus sp.，Bacteroi-

des sp.，Clostridium perfringensが検出された．腹腔
内汚染も高度で，高齢者であることを考慮して，
救命，安全性を考えてHartmann 手術を選択し
て，穿孔部を含めた拡張した S状結腸を切除，人
工肛門造設を行った．穿孔口は 4.5×3.4cm大で，
楕円形の形状をしていた（Fig. 3A，B）．
病理組織学的所見：組織学的に穿孔部位には筋

層が部分的に消失し壁全層が断裂していた．残存
上皮には悪性所見は認めず，また憩室も認めな
かった．間質には全層性に高度のリンパ球浸潤・
好中球浸潤を含む炎症細胞浸潤および出血や血栓
所見も認めた（Fig. 3C）．
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Fig. 3 （A）：macroscopic findings showed oval sha-

ped perforation measuring approximately 4.5× 

3.5cm on the medial, dorsal border（arrows）.（B, C）：

Microscopic findings around the perforation revea-

led necrosis of the wall with infiltration of inflamma-

tory cells without diverticulitis and malignancy.

以上より，本症例は宿便性大腸穿孔と考えられ
た．術後は人工呼吸管理を行いながら，術当日よ
りエンドトキシン吸着療法を行った．術後 2日目

には右胸水貯留で右胸腔ドレナージを行い，約 2
か月間右胸水貯留が持続した．術後 7日目にいっ
たん気管内挿管チューブを抜管したが，術後 12
日目には呼吸状態が再び増悪して再挿管となっ
た．術後 14 日目に気管切開を行い，約 1か月間の
呼吸管理を行った．また体部CTで下腹部に腹腔
内膿瘍を認めたため，エコーガイド下に経皮的膿
瘍ドレナージも行った．術後 SIRS 持続期間は 35
日間であった．術後 1か月目頃より喀痰が多くな
り，難治性の肺炎を合併した．経管栄養と経静脈
栄養を併用し，術後 4か月目に胃瘻を造設した．
その後も肺炎の緩解増悪を繰り返し，人工呼吸器
の装着を繰り返したが，術後約 9か月で肺炎で永
眠された．

考 察
Huttunen ら３）によれば，宿便性大腸穿孔は突然

の腹痛で発症し，便秘以外に明らかな原因のない
大腸穿孔で，腹腔内や穿孔部近傍に硬便が存在し，
憩室が除外されたものと定義されている．また，
その穿孔部の特徴として円形または楕円形で辺縁
に壊死や炎症所見を認める４）．Shatila ら５）によると
宿便性大腸穿孔の術後死亡率は 37％であり，Ser-
pell ら６）は，病変部腸管の切除と exteriorization
が最も術後死亡率が低いと報告している．
落合ら７）によれば，本邦では女性に多く，平均年

齢 65.7 歳，穿孔部位は S状結腸が 65.4％と 2�3
を占め，直腸，直腸 S状結腸移行部の順とされる．
穿孔方向は腸間膜側と腸間膜対側が半数ずつであ
り，術式はHartmann 手術が選択されることが多
い．発症から 24 時間以上経過して手術した場合は
手術死亡率は 25％と高率であると報告されてい
る．自験例は穿孔部位の形態も楕円形であり，穿
孔部近傍に圧迫壊死像と辺縁の炎症像を認め，宿
便性穿孔と考えられた．宿便性穿孔の誘因として
は，圧迫の他に nonsteroidal anti-inflammatory
drugs（NSAIDs）も原因になりうるため，慢性便
秘症の患者へのNSAIDs の投与は慎重に行うべ
きとの意見もある８）．
一方，消化管穿孔と気腫との関連性について

Walker ら９）によれば，消化管由来で皮下気腫を呈
した 79 例のうち，結腸および直腸由来が 25 例と
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Table 2　Reported cases of stercoral perforation presenting with emphysema

R/O EmphysemaLocationAge/SexAutherYearCase

pararenal～mediastinumD85/FStrutynsky29）19871

retro, intraS45/FHoriguchi30）19932

pararenalS87/FKasai28）19993

retro, intra, mediastinum, mesenteric, subcutaneousS87/MOur case20044

R/O Emphysema：range of emphysema, D：descending colon, S：sigmoid colon, mediastinum：pneumomediastinum, retoro：

retroperitonial air, inra：intraperitonial air, mesenteric：mesenteric emphysema, subcutaneous：subcutaneous emphysema

最多であった．穿孔の原因は憩室炎，癌，外傷の
順に多く，皮下気腫の進展範囲は腹部，大腿部，
胸部，頸部の順であった．また，2次性腹膜炎の
17％にClostridium属が検出されるが，消化管穿孔
で広範な皮下気腫を生じる機序としては，Clos-

tridium perfringensなどによるガス産生よりも消化
管内腔と後腹膜腔や皮下組織などの間の圧勾配に
よるとされている．Quigley ら１０）によると，正常な
軟部組織内圧は 5cmH2O であるが，蠕動中の消化
管内圧は 60cmH2O にも達すると報告されてお
り，腸間膜側の穿孔部から漏れ出たガスは，後腹
膜から neurovascular bundle に沿って縦隔へ，腸
腰筋に沿って大腿へと広がり，さらに皮下気腫へ
進展すると考えられる．また，Fiss ら１１）は腹腔内の
遊離ガスも腸間膜や壁側腹膜の亀裂部から皮下気
腫へと進展しうると報告している．Cohen ら１２）に
よると，縦郭気腫，気胸，皮下気腫を呈するもの
の，腹腔内遊離ガスを認めなかった大腸穿孔症例
の報告もみられ，後腹膜気腫や皮下気腫，縦郭気
腫，気胸など広範囲の気腫を呈する場合には腹腔
内遊離ガスが存在しなくても消化管穿孔を疑うべ
きと考える．広範な気腫を生じた消化管穿孔は一
般に予後不良とされており１０），広範な抗菌スペク
トルをもつ抗菌薬の投与や栄養管理を含めた全身
管理が重要である．
津村ら１３）は大腸穿孔における多臓器症障害の独

立危険因子はAPACHEII スコアが 17 点以上で
あると報告している．星名ら１４）は高齢者の腹部緊
急手術の検討で POSSUMスコアは術後死亡や術
後合併症発生の予測に有用であると報告してい
る．本症例では術前のAPACHEII スコアは 29
点，POSSUMスコア１）では PS48，OSS23，Postop-

erative mortality risk は 93.2％と予後不良である
ことが予測された．本症例では穿孔部は S状結腸
であったが，腸管が著明に拡張しており，人工肛
門造設のみにとどめる手術を行うことは困難で
あったため，Hartmann 手術を行った．予後不良が
予測される場合の術式の選択は慎重に行う必要が
あるが，本症例のような著明な腸管の拡張を伴う
大腸穿孔の場合は腸管切除も止むを得ない場合も
あると考えられる．また術後 SIRS の持続期間も
35 日間と長期にわたり，SIRS 離脱後も肺炎の寛
解増悪を繰り返し，約 9か月後に肺炎で死亡した．
本症例のような広範に皮下気腫を呈した宿便性穿
孔症例でもAPACHEII スコアによる重症度の判
定や POSSUMスコアによる予後予測は有用であ
ると考えられた．
筆者らが医学中央雑誌（1983 年から 2004 年 4

月まで）およびmedline（1974 年から 2004 年 4
月まで）にて検索しえた限りでは，現在までに約
60 例の皮下気腫を伴った大腸穿孔の報告があ
る９）１２）１５）～２７）．宿便性大腸穿孔としては，後腹膜気腫２８）

や縦郭気腫２９），後腹膜気腫と腹腔内遊離ガス３０）を合
併した報告はあるが，自験例のような腹腔内遊離
ガス，後腹膜気腫，縦郭気腫，頸部から胸腹部に
わたる広範な皮下気腫を呈した報告例は認めな
かった（Table 2）．自験例は多発性脳梗塞および高
度の便秘を伴っており，大量の宿便により S状結
腸は右側へ著明に拡張して張り出し，S状結腸壁
が被薄化し圧迫壊死して腸間膜側へ穿孔し，後腹
膜側から縦郭，頸部へ進展して皮下気腫を生じた
と考えられた．
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We report an extremely rare case of stercoral perforation of the sigmoid colon presenting as subcutaneous
emphysema on admission. A 87-year-old man with a history of cerebral infarction and ongoing severe consti-
pation suddenly vomited. In November 13, 2002, he was referred for reduced consciousness and hypotension
the next day. Leukopenia, and hepatic and renal dysfunction were confirmed. Computed tomography of the
abdomen showed free gas in the abdominal cavity, and emphysema was apparent from the sigmoid mesen-
tery to the retroperitonium and mediastinum, with extensive subcutaneous emphysema in the left abdominal
and thoracic and cervical regions. Based on these findings, we conducted emergency surgery under a diagno-
sis of diffuse peritonitis caused by perforation of the digestive tract. A large volume of contaminated ascites
was found in the abdominal cavity and the descending colon, sigmoid colon, and rectum were markedly di-
lated. The perforation was located at the dilated sigmoid colon on the medial and dorsal border. The sigmoid
mesentery was emphysematous, and a large quantity of caddy stool had leaked into the abdominal cavity.
Hartmann’s procedure , peritoneal lavage , and drainage were done . Pathological testing of excised tissue
showed no diverticuli in the perforated area and, although the stool was not hard, the wall of the sigmoid colon
had become necrotic due to severe constipation and the subsequent increase in intestinal pressure.
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