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腹腔内遊離ガスと門脈ガス血症を伴った腸管気腫症の 1例
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症例は 70 歳の女性で，脳梗塞症後の寝たきり状態で介護施設に入所中であったが，腹痛と腹
部膨満を主訴に来院した．来院時血圧は 83�33mmHg，脈拍 88 回�分，体温 35.0℃であった．
腹部膨満と圧痛を認めたが筋性防御はなかった．血液生化学検査では白血球増多，CRPの上昇
を認めた．腹部X線検査で腹腔内遊離ガスを，腹部CTでは腹水と肝両葉の門脈ガス，小腸壁
の肥厚と腸管気腫を認めた．腸管壊死による消化管穿孔，汎発性腹膜炎を疑い，緊急手術を施
行した．手術所見では腸管壊死，腸管穿孔はなく多量の腹水を認めたのみであった．腹腔洗浄，
盲腸瘻，空腸瘻，胃瘻造設術を施行した．術後は空腸瘻からの経管栄養により栄養状態も改善
し介護施設へ転出となった．本症例は，明らかな原因は不明であるが，便秘による腸管内圧の
上昇に伴い，粘膜損傷部から腸管気腫と門脈ガスを発症し，漿膜のmicroperforation により腹
腔内遊離ガスが生じたと推測された．

はじめに
腸管気腫症（pneumatosis intestinalis；以下，

PI）または腸管囊腫様気腫症（pneumatosis
cystoids intestinalis；以下，PCI）は，腸管壁内に
貯留する多数の含気性小囊胞を特徴とするまれな
疾患である．また，門脈ガス血症（portal venous
gas；以下，PVG）は腸管壊死などに伴って発症す
ることが多く，予後不良の徴候とされている．今
回，我々は腹腔内遊離ガスと門脈ガス血症を伴っ
た腸管気腫症の 1例を経験したので報告する．

症 例
患者：70 歳，女性
主訴：腹痛，腹部膨満
既往歴：64 歳時に脳梗塞にて左片麻痺．
現病歴：脳硬塞症後の寝たきり状態で介護施設

に入所中であったが，平成 17 年 11 月下旬より高
度の便秘と腹部膨満あり，12 月上旬腹痛と腹部膨
満の増強を主訴に当院救急外来を受診した．
入院時現症：身長 142cm，体重 39kg，体温

35.0℃，血圧 83�33mmHg，脈拍 88 回�分，腹部所
見では腹部膨満と圧痛を認めたが，反跳痛や筋性
防御は認めなかった．
入院時検査成績：白血球 15,140�µl，CRP 3.06

mg�dl と炎症所見がみられた．総蛋白は 3.5g�dl
と低値であり，Na 125mEq�l，K 4.8mEq�l，Cl 96
mEq�lと電解質異常を認めた．動脈血液ガスでは
Base excess 値－4.9mmol�lと軽度のアシドーシ
スを認めた（Table 1）．
胸部単純X線検査：右横隔膜下に多量の腹腔

内遊離ガスを認めた（Fig. 1）．
腹部単純X線検査：拡張した小腸ガス像が著

明であった（Fig. 2）．
腹部CT所見：肝表面に腹腔内遊離ガスと多量

の腹水を認め，さらに肝両葉の門脈末梢側に樹枝
状の門脈ガスを認めた（Fig. 3a）．門脈中枢側から
上腸間膜静脈にかけても，air collection がみられ
た（Fig. 3b）．また，小腸腸管壁に含気性小囊胞が
存在している所見がみられ，腸管気腫症の状態で
あった（Fig. 3c）．
腹部所見は比較的緩やかであったが，意志疎通

の困難もあり，疼痛の状態を判断するのに苦慮し
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Table 1　Laboratory data on admission

mg/dl16.3BUN/μl15,140WBC
mg/dl0.3Cre/μl277×104RBC
mEq/l125Nag/dl10.6Hb
mEq/l4.8K%29.9Ht
mEq/l96Cl/μl25.8×104Plt
mg/dl3.06CRPg/dl3.5T.P.

mg/dl0.6T-Bil
BGA（room air）U/l30GOT

mmHg21.5PCO2U/l19GPT
mmHg65.4PO2U/l341LDH
mmol/l17.6HCO3U/l307ALP
mmol/l－4.9BE

た．検査および画像所見より腸管壊死による消化
管穿孔，汎発性腹膜炎を疑い緊急手術を施行した．
手術所見：空腸から回腸に及ぶ広い範囲で腸管

の浮腫がみられ，結腸は腸管拡張が著明であった．
しかし，穿孔や腸管壊死，腫瘍性病変もなく癒着
も皆無であった．多量の漿液性腹水を認めたが，
手術時採取した腹水培養でも細菌は認めなかっ
た．高度の便秘により外来受診を繰り返し，食欲
の低下もみられていたこともあり，腹腔洗浄ドレ
ナージに加え，腸管の減圧と経管栄養を目的に，
胃瘻および空腸瘻（Treitz 靭帯より約 30cm部位）
を造設，さらに拡張した結腸の減圧を目的に盲腸
瘻を造設した．
術後経過：術中より低血圧，乏尿とショック状

態であったが，術後はショックから離脱し，空腸
瘻からの経管栄養により栄養状態も改善した．術
後 42 日目に撮影した腹部CTでは，腹水は残るも
のの，肝両葉にみられた門脈ガスは消失していた
（Fig. 4a）．門脈中枢側の air collection も消失して
いた（Fig. 4b）．また，小腸腸管壁にみられていた
腸管気腫症も消失していた（Fig. 4c）．術後 94
日目に介護施設へ転出となった．

考 察
PI または PCI は，腸管壁内の粘膜下層と漿膜下

層を中心に大小不同の空胞を形成している状態で
あり，本邦では 1901 年にMiwa１）が剖検例で初め
て報告している．発生機序として腸管内圧の上昇
により，粘膜の損傷部位からガスが流入する内圧
説２），ガス産生菌が粘膜下に進入しガスを産生する
細菌説３），慢性肺疾患により肺胞が損傷し，漏れた
空気が縦隔・後腹膜を経由して腸間膜・腸管壁に
達する肺原説４），トリクロロエチレンの曝露によっ
て発症する化学説５）があげられる．自験例は脳梗塞
後寝たきり状態であり，慢性的な高度の便秘のた
めしばしば緩下剤を用いていた．したがって，腸
管蠕動運動の低下を認め，腸管ガスの貯留により
内圧が上昇し，腸管粘膜損傷部位から腸管気腫が
生じたものと考えられた．

Fig. 1 Plain chest X-ray on admission shows free 
air under the right diaphragma.

Fig. 2 Plain abdominal X-ray on admission shows 
dilated loops of intestine.
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一方，PVGは 1955 年にWolfe ら６）が小児例につ
いて報告したのが最初で，成人例は 1960 年に
Susman ら７）によって報告されている．発生機序と
して腸管粘膜の損傷，腸管内圧の上昇，ガス産生
菌の門脈内移行が考えられている８）．上腸間膜動脈
閉塞症，絞扼性イレウス，壊死性腸炎，敗血症な

ど腸管虚血や腸管壊死を伴う疾患に多いが，急性
胃拡張，大腸内視鏡検査施行時などの発症も報告
されている９）．Kinoshita ら１０）は 2001 年までの欧米
文献より，門脈ガス血症の基礎疾患と死亡率につ
いて報告しているが，それによると腸管壊死を合
併する門脈ガス血症は 182 例中 79 例（43.4％）で

Fig. 3 Abdominal CT scans on admission shows he
patic portal venous gas in bilateral hepatic lobes
（arrow）（a）, superior mesenteric venous gas
（arrow）（b）, and pneumatosis cystoids intestinalis 
of the small intestine（arrow）（c）.

Fig. 4 Abdominal CT scans on 43 days after the op
eration shows disappearance of hepatic portal ve
nous gas（a）, superior mesenteric venous gas（b）, 
and pneumatosis cystoides intestinalis of the small 
intestine（c）.
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Table 2　Case reports of pneumatosis cystoids intestinalis with hepatic portal venous gas

ResultCauseOperationTreatmentFree
air

PVG
（location）PI（location）ComplaintSexAgeYearAuthor

deadunknown（－）nothing（－）bil.lobenot mensionedDOAF331988Kokubu14）1
aliveNOMIresectionoperation（－）rt.lobeileumabdominal

pain
F871990Shiomi15）2

deadstrangulated
ileus

resectionoperation（－）bil.lobesmall intestineabdominal
pain

F541992Moriwaka16）3

aliveSMA occulusionresectionoperation（－）lt.lobesmall intestine,
colon

abdominal
pain

M541992Kuwabara17）4

aliveSMA occulusionresectionoperation（－）bil.lobesmall intestinechest painM741996Fukuda18）5
aliveSMA occulusionresectionoperation（－）bil.lobejejunum～colonabdominal

pain
M711998Sugawara19）6

alivenecrotizing
enteritis

resectionoperation（－）bil.lobeileumabdominal
pain

F691998Shiomi20）7

alivenecrotizing
enteritis

resectionoperation（－）bil.lobesmall intestineabdominal
pain

M711998Oshima21）8

aliveischemic colitis（－）conservative（－）rt.lobeT-colonabdominal 
pain

F661999Kawamoto22）9

aliveconstipation（－）conservative（－）bil.lobeD-colonvomittingM771999Udaka23）10
alivenecrotizing

enteritis
resectionoperation（－）bil.lobececum～T-colonabdominal 

pain
F751999Udaka24）11

alivestrangulated
ileus

resectionoperation（－）rt.lobeileumabdominal 
pain

F741999Nakagawa25）12

aliveischemic colitis（－）conservative（－）bil.lobesmall intestineabdominal 
pain

F682001Ohtsubo26）13

aliveNOMIresectionoperation（－）bil.lobesmall intestineabdominal 
pain

M682001Tomita27）14

aliveNOMIresectionoperation（－）bil.lobeileumnoneF692002Sakamoto28）15
alivestrongyloidiasis（－）conservative（－）bil.lobeA, D-colonappetite lossM612002Teruya29）16
alivestrongyloidiasisresectionoperation（－）bil.lobeileumabdominal 

pain
F822002Teruya29）17

aliveSMA occulusionresectionoperation（－）lt.lobesmall intestine,
colon

abdominal 
pain

M772002Ogata30）18

aliveileus（－）conservative（－）bil.lobeileumabdominal 
pain

M592003Shizawa31）19

deadNOMIresectionoperation（－）bil.lobesmall intestineabdominal 
pain

M602004Niizeki32）20

aliveischemic colitis（－）conservative（－）bil.lobeA-colonabdominal 
pain

F752004Koshikawa33）21

alivedrugresectionoperation（－）bil.lobeA-colondrunkennessF192004Ito34）22
aliveNOMIresectionoperation（－）lt.lobesmall intestineabdominal 

pain
F652004Kobayashi35）23

alivemucosal injury（－）conservative（－）bil.lobesmall intestineabdominal 
pain

F752004Kobayashi35）24

deadSMV thrombosisresectionoperation（＋）bil.lobesmall intestine,
colon

abdominal
distension

F512005Shono36）25

deadnecrotizing
enteritis

resectionoperation（－）lt.lobesmall intestine,
colon

comaF372005Shono36）26

aliveSMA occulusionresectionoperation（－）bil.lobesmall intestineabdominal 
pain

F742005Takahashi37）27

aliveNOMIresectionoperation（－）bil.lobesmall intestineabdominal 
pain

F882005Kaminishi38）28

deadnecrotizing
enteritis

resectionoperation（－）bil.lobesmall intestineabdominal 
pain

M772005Fujii39）29

aliveNOMIresectionoperation（－）bil.lobeD-colonabdominal 
distension

M572006Matsumura40）30

aliveconstipationdrainageoperation（＋）bil.lobesmall intestineabdominal 
distension

F70Our case31

PI：penumatosis intestinalis PVG：portal venous gas
DOA：death on arrival NOMI：nonocclusive mesenteric ischemia
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あり，死亡率は 75％と高値で予後不良であった．
一方，腸管壊死のない門脈ガス血症の死亡率は
30％以下であった．本邦でも上松ら１１）が門脈ガス
血症 52 例をまとめ，腸管壊死症例が 30 例，腸管
非壊死症例が 13 例で，死亡率はそれぞれ 60％，
15.3％と報告している．さらに，Peloponissios
ら１２）は門脈ガス血症 11 例中 9例に腸管気腫症を
伴い，全例に腸管虚血，腸管壊死を認め，死亡率
は 73％と報告し，腸管気腫症を伴う門脈ガス血症
では腸管虚血，腸管壊死の可能性が高いと示唆し
ている．門脈ガス血症の診断は腹部X線検査，超
音波検査，CTで可能である．特に，CTで精度が
高く，肝辺縁から 2cm以内に存在する肝内末梢の
樹枝状のガス像によって胆管気腫と鑑別できるだ
けでなく，腸管虚血や壊死の有無，腸管気腫の合
併，基礎疾患の有無も検索が可能である．Schin-
dera ら１３）は CTで描出された門脈ガス血症 11 例
中 9例（81.8％）に腸管気腫症を認め，11 例中 6
例（54.6％）に腸間膜虚血がありその死亡率は 50％
と報告している．
腸管気腫症に門脈ガス血症を伴った症例は本邦

では自験例を含め 31 例（医学中央雑誌で「腸管気
腫」「腸管囊腫様気腫症」，「門脈ガス血症」をキー
ワードとして 1983 年 1 月から 2006 年 12 月まで
検索：会議録除く，および関連文献）であった１４）～４０）

（Table 2）．腸管壊死症例は 20 例（65％）で全例手
術を行ったが，死亡例は 5例で死亡率は 25％で
あった．原因不明の症例 1例に死亡例があったが，
非腸管壊死例は 10 例（32％）で死亡例はなく，保
存的治療を行い救命しえた症例が 7例含まれてい
た．保存的治療例は便秘，寄生虫，腸閉塞，虚血
性腸炎などが原因となっているものであった．越
川ら３３）は保存的治療が可能であった症例を報告し
ているが，その中で本邦における門脈ガス血症の
保存的治療報告例 23 例を検討している．保存的治
療の可能性を検討すべきものとして，（1）腹痛が軽
度で腹膜刺激症状がない，（2）発熱が軽度，（3）腹
痛がすみやかに改善，（4）腸管の減圧が有効，（5）腸
管気腫が合併することがあるが限局的，（6）門脈ガ
スの量は関連が少ない，など腸管壊死が存在しな
い所見がみられることとしている．

門脈ガス血症と腸管気腫症に加え腹腔内遊離ガ
スを呈したのは自験例を含め 2例のみ３６）であり，
腸管壊死を伴わない症例は初めてである．自験例
では原因は不明であるが，腸管内圧の上昇に伴い
粘膜損傷部から腸管気腫と門脈ガスを発症し，漿
膜のmicroperforation によって腹腔内に遊離した
可能性が推測された．
門脈ガス血症あるいは腸管気腫症の手術適応の

判断は腸管壊死の有無による．理学的検査に加え，
検査所見，画像所見より腸管壊死が存在しないこ
とが明らかであれば保存的治療が可能であるとい
える．結果的にみれば自験例は腸管壊死がなく保
存的治療が可能であったかもしれない．しかし，
門脈ガス血症の原因疾患の多くが上腸間膜動脈閉
塞症や非閉塞性腸管虚血症であることに加え，腹
腔内遊離ガス像を有し，血圧低下を伴う状態で
あったことから，腸管壊死による消化管穿孔を疑
い手術を選択した．腸管気腫症に門脈ガス血症を
伴った症例でも緊急手術により救命しえた症例も
多く，腸管壊死が疑われる症例では時期を逸する
ことなく開腹手術を行うのが重要であると考え
る．

文 献
1）Miwa Y：Uber einen fall von pneumatosis cystoi-
deus intestirum hominis. Zbl Chir 28：427―428,
1901

2）Meyer MA, Ghahremani GG, Clements JL et al：
Pneumatosis intestinalis. Gastrointest Radiol 25：
91―105, 1977

3）Gillon J, Tadesse K, Logan RFT et al：Breath hy-
dorogen in pneumatosis cystoids intestinalis. Gut
20：1008―1011, 1979

4）Keyting WS, McCarver RR, Kovarik JL et al：
Pneumosistis intestinalis：a new concept. Radiol-
ogy 764：733―741, 1961

5）Yale CE, Balish E, Wu JP：The bacterial etiology
of pneumatosis cystoids intestinalis. Arch Surg
109：89―94, 1974

6）Wolfe JN, Evans WA：Gas in the portal veins of
the liver in infants. Am J Roentgenol 74：486―
489, 1955

7）Susman N, Senturia HR：Gas embolization of the
portal venous system.Am J Roentgenol 83：
847―850，1960

8）Liebmann PR, Patten MT, Manny J et al ：
Heopatic-portal venous gas in adults. Ann Surg
187：281―287, 1987



2008年 5 月 77（551）

9）勝見正治，河野暢之，山口敏郎：術中大腸ファイ
バースコピー時の門脈ガス血症．消外 6：600―
601, 1983

10）Kinoshita H, Shinozaki M, Tanimura H et al：
Clinical features and management of hepatic por-
tal venous gas. Arch Surg 136：1410―1414, 2001

11）上松俊夫，北村 宏，岩瀬政紀ほか：腸管壊死を
伴わない門脈ガス血症の 1例．日臨外会誌 60：
1370―1374, 1999

12）Peloponissios N, Halkic N, Pugnale M et al：He-
patic portal gas in adults. Arch Surg 138：1367―
1370, 2003

13）Schindera TS, Triller J, Vock P et al：Detection
of hepatic portal venous gas：its clinical impact
and outcome. Emerg Radiol 12：164―170, 2006

14）國分茂博，木田芳樹，堀池重治ほか：Portal Ve-
nous Gas（PVG）の 4例．腹部救急診療の進歩
8：1023―1027, 1988

15）塩見正哉，蜂須賀喜多男，山口晃弘ほか：門脈ガ
ス血症を呈した非閉塞性腸管梗塞症による限局
性腸管壊死の 1例．日臨外医会誌 51：2702―
2707, 1990

16）杜若幸子，杜若陽祐，渡邊克司ほか：腸管気腫を
伴った門脈ガス症の 1例．臨放 37：511―514,
1992

17）桑原義之，片岡 誠，佐藤篤司ほか：門脈ガス血
症を伴なった急性上腸間膜動脈閉塞症の 1救命
例．日消外会誌 25：3007―3011, 1992

18）福田淑一，月岡一馬，川崎史寛ほか：門脈ガス血
症の 4救命例．日消外会誌 29：1697―1701,
1996

19）菅原俊道，岡田伸之，鈴木 克ほか：門脈ガス血
症を伴った急性上腸間膜動脈閉塞症の 1救命例．
日消外会誌 31：955―959, 1998

20）塩見精朗，近森正幸，北村尚史ほか：門脈ガス血
症の 2例．日腹部救急医会誌 18：915―919,
1998

21）大島郁也，尾崎正彦，有我隆光ほか：門脈ガス血
症と腸管気腫症を呈した壊死性腸炎の 1例．日臨
外会誌 59：2855―2858, 1998

22）川本 仁，神辺真之，山根浩介ほか：門脈ガス血
症および腸管壁内気腫を呈した虚血性大腸炎（一
過性型）の 1例．臨放 44：1577―1580，1999

23）宇高徹総，堀 堅造，安藤隆史ほか：酸素吸入療
法が奏功した門脈ガス血症状を呈した大腸嚢腫
様気腫症の 1例．臨外 54：525―527, 1999

24）宇高徹総，堀 堅造，安藤隆史ほか：門脈ガス血
症を呈した結腸腸管嚢腫様気腫症の 1例．日消外
会誌 32：1227―1230, 1999

25）Nakagawa T, Suga H, Yokoyama T et al：A case
of a cecal hernia accompanied by portal venous
gas. 東女医大誌 69：637―642, 1999

26）Ohtsubo K, Okai T, Yamaguchi Y et al：Pneuma-
tosis intestinalis and hepatic portal venous gas
caused by mesenteric ischemia in an aged person.
J Gastroenterol 36：338―340, 2001

27）冨田 隆，高橋宏明，早川弘輝：門脈ガス血症と
腸管嚢腫様気腫症を呈した壊死性腸炎の 1例．日
臨外会誌 62：1970―1974, 2001

28）阪本研一，福地貴彦，二村直樹：発症初期のみ門
脈ガス血症を呈した非閉塞性腸管虚血症の 1例．
日臨外会誌 63：439―443, 2002

29）照屋 剛，島袋誠守，古堅智則ほか：糞線虫症に
起因すると考えられた門脈ガス血症の 2例．日消
外会誌 35：663―667, 2002

30）尾形 徹，水流重樹，谷本康信：門脈ガス血症を
伴った急性上腸間膜動脈閉塞症の 1例．日臨外会
誌 63：1910―1913, 2002

31）志澤良一，関戸 仁，小金井一隆ほか：保存的に
軽快した門脈ガス血症を呈した術後単純性イレ
ウスの 1例．日臨外会誌 64：1221―1225, 2003

32）新関浩人，道家 充，中村文隆ほか：非閉塞性腸
管虚血症にともなった門脈ガス血症の 1例．日本
大腸肛門病会誌 57：71―75, 2004

33）越川克己，杉本博行，金子哲也ほか：保存的治療
で軽快した腸管気腫症を伴う門脈ガス血症の 1
例．日消外会誌 37：527―532, 2004

34）伊東 功，中村知己，元宿めぐみほか：上行結腸
気腫性腸炎の 1例．日腹部救急医会誌 24：
1169―1172, 2004

35）小林寿久，佐藤裕信，中垣 卓ほか：門脈ガス血
症の 3例．道南医会誌 39：57―59, 2004

36）庄野嘉治，中森幹人，山上裕機ほか：門脈ガス血
症を伴った腸管虚血症．消外 28：67―72, 2005

37）高橋保正，長田 明，大河内信弘：上腸間膜動脈
閉塞症による門脈ガス血症の経時的変化を認め
た 1救命例．日臨外会誌 66：2782―2786, 2005

38）上西 宏，若原正幸，梶間敏彦ほか：門脈ガス血
症と腸管嚢腫様気腫症を呈した非閉塞性腸管梗
塞症の 1例．日外科系連会誌 30：182―185,
2005

39）藤井 真，吉川善子，池田重雄ほか：大腸癌・肺
癌切除後に腸管嚢腫様気腫症および門脈ガス血
症を発症した 1例．手術 59：2029―2032, 2005

40）松村雅方，吉川和彦，妙中直之ほか：門脈ガス血
症および腸管嚢胞気腫を伴った直腸癌の 1例．外
科 68：482―485, 2006



78（552） 日消外会誌 41巻 5 号腹腔内遊離ガスと門脈ガス血症を伴った腸管気腫症

A Case of Pneumatosis Cystoides Intestinalis with Intra-Abdominal Free Air and
Hepatic Portal Venous Gas

Hideki Isobe, Makoto Takiguchi, Takuya Miura, Toshiyuki Moriya,
Ken-ichi Hayashi, Yukio Inaba and Syuichi Watabe

Department of Surgery, Yamagata Prefectural Kahoku Hospital

A 70-year-old woman bedridden due to cerebral infarction sequela and admitted for abdominal pain and dis-
tention had a blood pressure of 83�33mmHg, a heart rate of 88 beats�min, and a body temperature was 35.0℃.
Physical examination showed abdominal distension and tenderness, but no peritoneal irritability. Biochemical
blood examination showed increased white blood cell（WBC）and C reactive protein（CRP）. Abdominal X-ray
showed free air. Abdominal CT indicated ascites, hepatic portal venous gas, thickened intestinal wall, and
pneumatosis cystoideus intestinalis in the wall of the small intestine. Suspected intestinal perforation due to in-
testinal necrosis and diffuse peritonitis necessitated emergency laparotomy. Intra-abdominal inspection
showed neither intestinal necrosis nor perforation. Following intra-abdominal lavage, cecostomy, jejunostomy,
and gastrostomy, nutrition was recovered using enteral nutrition, and she was discharged on postoperative
day 94. In this case, we suspected increased intraluminal intestinal pressure due to constipation caused pneu-
matosis cystoides intestinalis and hepatic portal venous gas through mucosal disruption. Microperforation of
the serosa was thought to cause intraabdominal free air.
Key words：pneumatosis cystoides intestinalis, portal venous gas, intra-abdominal free air
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