
症例報告

心不全，胆囊穿孔，間膜軸性胃軸捻転を伴った食道裂孔ヘルニアの 1例
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食道裂孔ヘルニアに全胃の間膜軸性捻転を契機に心不全と胆囊炎を合併し，その保存的治療
中に胆囊が穿孔したまれな症例を経験した．症例は上腹部，背部痛，呼吸困難を主訴とする 79
歳の女性で，急性腹症の診断で転送されてきた．胸部単純X線撮影で肺うっ血像と縦隔にガス
像があり，腹部CTおよび超音波検査で胆囊腫大と壁肥厚所見より，食道裂孔ヘルニア，胆囊炎
および心不全の診断で保存的な治療方針とした．3日目に心不全，7日目に腹痛は軽快し，消化
管造影検査で，胃の間膜軸性軸捻転を認めた．腹部CTで，肝外側区腹側に内部が均一な液体が
貯留しており，食道裂孔ヘルニアと胆囊穿孔の診断で開腹した．全胃がヘルニア囊内に滑脱し，
胆囊は穿孔し，肝外側区腹側に胆汁湖を形成していた．胆囊摘出術とNissen 手術を施行した．
経過は順調で，術後透視でヘルニアや胃食道逆流もなく，術後 3年を経過した今日健在である．

はじめに
全胃が食道裂孔ヘルニア囊内に滑脱し，間膜軸

性の捻転を契機に心不全と胆囊炎を合併すること
はまれである．今回，呼吸困難を主訴とし，心不
全を呈した間膜軸性胃軸捻転を合併した混合型食
道裂孔ヘルニアの保存的治療中に胆囊が穿孔した
手術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：79 歳，女性
主訴：上腹部，背部痛，呼吸困難
家族および既往歴：特記すべきことなし．
現病歴：平成 15 年 2 月下旬，突然上記主訴が出

現し，近医を受診した．急性腹症の診断で当院に
搬送された．
入院時現症：身長は 160cm，体重は 51kg ，体温

は 36.8℃，脈 拍 は 78 回�分 整，血 圧 は 142�66
mmHg，呼吸回数は 40 回�分であった．眼瞼結膜
に貧血はなく，眼球結膜に黄疸もなかった．両側
胸部に湿性ラ音を聴取したが，心雑音はなかった．
腹部は平坦で，右上腹部に圧痛がみられたが，筋

性防御やBlumberg 兆候はなかった．浮腫もな
かった．
入院時血液検査所見：WBCは 16,000�mm3 ，

CRPは 16.0mg�dl と，炎症所見がみられた．GOT
は 63IU�l ，GPTは 51IU�l ，LDHは 227IU�l ，
ALPは 495IU�l と，軽度上昇していた．血清K
値は 2.9mEq�lと低下し，動脈血液ガス検査で
PaO2も 65.5mmHgと低下していた．腫瘍マーカー
は，CA19―9 が 250U�ml と上昇していた（Table
1）．
胸部単純X線像：心陰影と一致して縦隔内に

空気を認め，両肺野は軽度うっ血していた．腹腔
内遊離ガス像は認めなかった（Fig. 1）．
腹部超音波検査所見：肝臓および膵臓に異常は

なく，胆囊は腫大して壁は 3層構造を示した．胆
囊内部に胆砂がみられたが，acoustic shadowはな
かった（Fig. 2）．
腹部CT所見：胆囊の拡張と壁の肥厚がみられ

た．
入院後経過：以上より，胆囊炎，食道裂孔ヘル

ニア，心不全の診断で入院となった．胆囊炎に対
して禁飲食下に，スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム（SBT�CPZ）を投与し保
存的に治療した．入院時より強かった呼吸困難や
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Fig. 1 A chest X-ray film showing pulmonary con-

gestion and an air bubble in the mediastinum.

（arrow）

Fig. 2 Ultrasonograms showing a swollen gallbladder with a thick wall and debris 

in the gallbladder.

Table 1 Laboratory data on admission

Na 145 mEq/lWBC 16,000  /mm3

K 2.9 mEq/lRBC 357×104 /mm3

Cl 109 mEq/lHb 11.2 g/dl

Amy 15 IU/lHt 33  %

FBS 127 mg/dlPlt 25.4×104  /mm3

CRP 19.0 mg/dlTP 6.0 g/dl

Alb 2.9 g/dl

Blood gas（room air）GOT 63 IU/l

pH 7.414GPT 51 IU/l

PaCO2 35.5 mmHgLDH 227 IU/l

PaO2 65.5 mmHgALP 495 IU/l

HCO3－ 22.7 mEq/lγ-GTP 29 IU/l

B.E. －0.7T-Bil 0.5 mg/dl

SaO2 93.3  %CPK 15 IU/l

BUN 25 mg/dl

Tumor markerCr 0.8 mg/dl

CEA 1.1 ng/ml

CA19―9 250 U/ml

動脈血酸素分圧の低下などの心不全症状に対し，
酸素と利尿剤を投与し，入院第 3病日に心不全症
状は軽快した．入院翌日より継続していた 38℃台
の発熱に対し，入院第 5病日より SBT�CPZ から
塩酸セフォゾプラン（CZOP）に変更したところ，
入院第 7病日より腹痛は軽減し，解熱傾向となっ
た．全身状態が改善したため食道裂孔ヘルニアの
精査目的で以下の検査を施行した．
胸腹部CT所見：胆囊の腫大は軽減し，壁の肥

厚は消失した．肝外側区前面に内部が均一な液体
が貯留しており，その尾側は一部胆囊と癒合し連

続していた．縦隔内には air density level の消化
管がみられた（Fig. 3）．
上部消化管造影検査所見：縦隔内に幽門部を含

めた全胃が滑脱し，短軸方向に軸捻転を起こして
いた（Fig. 4）．
以上の検査所見から，胆囊穿孔と食道裂孔ヘル

ニアの診断で，入院第 10 病日に手術を施行した．
手術所見：上腹部弧状切開で開腹したところ，

肝外側区腹側と三角間膜，ヘルニア内に滑脱した
胃と大網に挟まれた部位に，緑色でゼリー状の胆
汁湖がみられた．胆汁湖は胆囊頸部に連続し，胆
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Fig. 3 Abdominal and thoracic computed tomograms showing a low-den-

sity area in front of the lateral lobe of the liver（arrow）and an air area of 

density between the heart and the mediastinum（arrow heads）.

Fig. 4 Upper gastrointestinal series showing the 

stomach in the mediastinum with mesenteroaxial 

gastric volvulus.

囊は穿孔部につながっていた．胃は食道裂孔，傍
食道裂孔を通り滑脱し，いわゆる混合型食道裂孔
ヘルニアであった．大網も一部ヘルニア内に滑脱
していたが，横行結腸は滑脱していなかった．ヘ
ルニア門は約 5cmで周囲との癒着はなかったた
め，容易に胃と大網を用手的に整復できた（Fig.
5）．迷走神経を確認温存しながら腹部食道を露出
し，cuff を作製した．ヘルニア門を閉鎖し cuff
を横隔膜に固定した（Nissen 法）．食道内腔は経口
的に挿入した内視鏡（XQ200，OLYMPUS）が通過
できる太さとした．次いで，胆囊を摘出し手術を
終了した．
切除標本肉眼検査所見：胆囊壁は浮腫状で高度

に肥厚し，粘膜は一部脱落していた．肝床対側の

胆囊頸部が穿孔しており，胆石はなかった．
病理組織学的検査所見：炎症性細胞の浸潤は高

度で，壊疽性胆囊炎であった．
術後経過：術後経過は順調で，術後胃透視では

ヘルニアはなく，胃食道逆流もなかった．術後 3
年目の今日，通常の日常生活を送っている．

考 察
食道裂孔ヘルニアは加齢とともに発生率が高く

なり，日常診療や胃内視鏡施行時によく遭遇する
女性に多い傾向の疾患である１）．本邦における食道
裂孔ヘルニアの形態学的分類は，Zaino の分類に
基づいた平嶋１）によって滑脱型（Type I），傍食道
型（Type II），混合型（Type III）に分けた分類が
主に使用されている．頻度は圧倒的に滑脱型が多
く，純粋な傍食道型は稀とされる．ヘルニアが小
さい場合には無症状のことが多いが，多くは大き
なヘルニア門を持つ傍食道型や混合型では，胸腔
内苦悶，胃ビラン，胃軸捻転，腸管閉塞などの合
併症を呈することがあり注意を要する２）．
自験例のように，胃軸捻転を伴った巨大な食道

裂孔ヘルニアについて医学中央雑誌で「食道裂孔
ヘルニア」「胃軸捻転」をキーワードとして 1983
年から 2003 年までについて検索しえた 22 例をま
とめた３）～２２）（Table 2）．大きなヘルニア囊を有して
いるものは圧倒的に女性に多く，平均年齢は 74.2
歳と高齢者に多い傾向にあった．軸捻転は，噴門
と幽門を結ぶ長軸に対して直角方向に捻転し，大
彎側が小彎側の上に位置する臓器軸性（長軸性）捻
転と７），小彎中央と大彎中央を結んだ線に対して直
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Fig. 5 An intraoperative picture showing gallbladder perforation, and a“bile 

lake”（arrow）in front of the lateral lobe of the liver（a）. The entire stomach

（arrow heads）prolapsed into the hernial sac through the esophageal and 

paraesophageal hiatus（b）.

a b

Table 2 Reported cases of esophageal hiatal hernia associated with the gastric volvulus

ComplicationsOperative procedureVolvulus typeHernia typeAge・SexYearAuthorNo.

Suture of hiatus・
Fixation

OrganoaxialCombination42・F1990Ichinose3）1

Hill?OrganoaxialSliding72・F1991Nakai4）2

Heart failure・
Gastric ulcer

Hill・Billroth-IUnknownSliding?87・F1992Matsui5）3

Heart failureSuture of hiatus・
Fixation

OrganoaxialParaesophageal71・F1994Kawashima6）4

Heart failure?NissenOrganoaxialCombination81・F1994Ishii7）5

CholecystitisHillUnknownParaesophageal?78・F1994Ono8）6

Closure（Patch）MesenteroaxialParaesophageal66・M1996Washio9）7

Early gastric cancerSuture of hiatus・
Proximal gastrectomy

MesenteroaxialCombination71・F1996Urayama10）8

Progressive 
gastric cancer

Suture of hiatus・
Total gastrectomy

OrganoaxialCombination79・F1997Matsuda11）9

Transverse colon cancer・
Cholecystlithiasis

Suture of hiatus・
Fixation・Pyloroplasty

MesenteroaxialUnknown88・F1998Morinaga12）10

Nissen・PyloroplastyOrganoaxialParaesophageal65・F1998Yoshida13）11

Heart failureNissenOrganoaxialParaesophageal74・F1998Yoshida13）12

Mesenterium commune・
Umbilical hernia・
Cholecystlithiasis

Nissen・
Pyloroplasty

OrganoaxialUnknown74・F1999Nagai14）13

Vomitting of the bloodNissen
（Laparoscopic）

OrganoaxialCombination84・F2000Idani15）14

Heart failureNissenOrganoaxialCombination70・F2000Umezawa16）15

PEGMesenteroaxialSliding?79・F2001Koichi17）16

CholedocholithiasisSuture of hiatus・
Fixation

OrganoaxialParaesophageal76・F2001Kawachi18）17

Pneumonia・
Wheezing

Nissen
（Laparoscopic）

MesenteroaxialCombination84・F2001Ishihara19）18

Suture of hiatus・
Fixation

MesenteroaxialParaesophageal89・F2001Kono20）19

Mesh・
Fixation to duodenum

MesenteroaxialCombination73・F2002Hasebe21）20

NissenOrganoaxialUnknown51・F2003Tsuji22）21

Heart failure・
Cholecystitis

NissenMesenteroaxialCombination79・FPresent case22
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角方向に捻転し，幽門が噴門の上に位置する間膜
軸性（短軸性）捻転９）に分類される．軸捻転につい
ては，臓器軸性のものが多い傾向にあった．合併
症として，ヘルニア内容によって心臓が圧迫され
た結果心不全となった症例が 22 例中 6例，胆石症
や胆囊炎を合併した症例は 4例であった．その他，
癌の合併例もあった．
胆囊炎を合併する理由は，胃がヘルニア囊内に

嵌頓し軸捻転を起こしたことで，膵頭十二指腸が
頭側に牽引，変位され，総胆管の屈曲や軸変位が
起こる．結果として，胆道内圧の上昇，胆汁うっ
帯，それに伴う細菌感染などが引き金となって胆
囊炎が起こるものと考えられる．自験例は入院時，
胆囊炎症状があり，またヘルニア囊に胃が嵌頓し
たことで心臓が圧迫されて心不全症状を呈してい
た．経過から推測すると，まず無症状の食道裂孔
ヘルニアがあり，それによる慢性的な胆囊炎を合
併し，そこへ急激にヘルニア囊への全胃の嵌頓と
間膜軸性捻転が加わり，胆道内圧がさらに上昇，
感染を合併し，心不全が増悪したと考えられる．
胆囊穿孔の理由は，抗生物質による保存的治療で
感染は制御できたものの，軸捻転は解除されてい
ないため胆道内圧は上昇したままであり，感染に
より脆弱となっていた胆囊壁が穿孔したものと推
測される．
食道裂孔ヘルニアに対しては，症状がないか，

あっても軽度のものには治療の必要はない．しか
し，症状が中等度でも苦痛が軽度なら保存的治療
でよく，これが無効なら手術を考慮する．自験例
のように滑脱が高度で，陥頓，逆流性食道炎，潰
瘍，貧血などがあれば外科的手術を要する１）．
外科的治療は解剖学的修復と逆流防止手術から

なり２），食道全周を胃底部で縫縮するNissen 手術
が第 1選択となることが多い．従来は開腹手術で
行われてきたが，近年，Dallemagne ら２３）が最初に
報告した，侵襲の少ない腹腔鏡を用いた手術も広
く行われ，大きなヘルニア囊を有しているものも
安全に行われている１５）１９）．自験例は心不全の保存的
療法後であり，術中の心機能や呼吸機能の増悪が
危ぐされたこと，また術前から胆囊炎穿孔が疑わ
れ限局性胆汁性腹膜炎を呈していたため，腹腔鏡

下手術ではなく開腹手術を選択した．心不全に対
しては，自験例のように保存的治療で改善するな
ら，全身状態の回復を待って待機手術が望ましい．
心不全の原因が，食道裂孔ヘルニアから全胃の間
膜軸性捻転による心臓への圧迫であり，内視鏡的
に胃捻転の整復は試みても良い治療手技の一つと
考えられる１７）．保存的に改善が望めず全身状態が
悪化するようなら，ヘルニア内容の圧迫解除しか
方法がなく，時機を逸せずして手術を施行すべき
である．
なお，本論文の要旨は第 65 回日本臨床外科学会総会

（2003 年 11 月，福岡）で発表した．
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An Esophageal Hiatal Hernia Associated with Heart Failure, Gallbladder
Perforation and Mesenteroaxial Gastric Volvulus―A Case Report―

Toshio Okabe, Fumio Watanuki, Susumu Ohwada＊ and Yasuo Morishita＊

Department of Surgery, Watanuki Hospital
Department of Thoracic and Visceral Organ Surgery, Gunma University Graduate School of Medicine＊

We report a case in which the entire stomach prolapsed into a large esophageal hiatal hernia with mesen-
teroaxial gastric volvulus, resulting in acute congestive heart failure and cholecystitis with perforation. A 79-
year-old woman admitted for epigastric and back pain and dyspnea was found in chest X-ray showed pulmo-
nary congestion and an air bubble in the mediastinum. Ultrasonography and abdominal computed tomograms
（CT）showed a swollen gallbladder with a thick wall. Under a diagnosis of esophageal hiatal hernia, acute
cholecystitis, and acute congestive heart failure , we conducted conservative treatment . Heart failure im-
proved after 3 and abdominal pain after 7 days. An upper gastrointestinal series showed that the entire stom-
ach had migrated into the mediastinum with mesenteroaxial gastric volvulus. Abdominal CT showed a cystic
lesion near the lateral lobe of the liver. Surgical treatment was selected under a diagnosis of esophageal hiatal
hernia with volvulus and gallbladder perforation. The stomach prolapsed into the mediastinal hernial sac and
the gallbladder was perforated with a“bile lake”near the lateral lobe of the liver, triangular ligament, and
stomach. A cholecystectomy and Nissen fundoplication were done, and her postoperative course has been un-
eventful in the 3 years since surgery.
Key words：esophageal hiatal hernia, gallbladder perforation, mesenteroaxial gastric volvulus

〔Jpn J Gastroenterol Surg 39：1797―1802, 2006〕

Reprint requests：Toshio Okabe Department of Thoracic and Visceral Organ Surgery, Gunma University
Graduate School of Medicine
3―39―15 Showa-machi, Maebashi, 371―8511 JAPAN

Accepted：April 26, 2006

�2006 The Japanese Society of Gastroenterological Surgery Journal Web Site：http :��www.jsgs.or.jp�journal�

胃軸捻転合併食道裂孔ヘルニア24（1802） 日消外会誌 39巻 12号


