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症 例 報 告

ポリエチレングリコール服用後に発症した

特発性食道破裂の1例
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要

特発性食道破裂 (Boerhaave症候群)は,堰吐,分娩,排便などにより食道内症が急激に上昇

し食道壁が金屑に渡り破綻する疾患である.初期症状が急性腹症や呼吸器系疾患と類似 してい

るために診断が遅れ重篤となる場合があり,縦隔炎や膿胸を合併し,致死率が高いため早期診

断と適切な治療方針の選択が東要であるとされている.今回,大腸内視鏡検査の前処置として

ポリエチレングリコ-ル (PEG)服用後に発症した特発性食道破裂の 1例を報告する.症例は

52歳,女性.前医で便秘の精査のため大腸内視鏡の前処置としてPEGを内服後に唯吐,吐血し

た.心商都に激痛が出現 したため前医を受診 し,食道破裂を疑われて当院へ救急搬送 された.

CTにて左胸腔内に胸水 ･気胸を認め,下部食道 ･下部大動脈周囲の縦隔気腫を認めた.食道造

影で胸部下部食道左側壁より造影剤の縦隔への漏出を認めたため,食道破裂と診断し手術を施

行した.経腹的アプローチにて,横隔膜正中切開から左胸腔に至り,横隔膜直上の食道左壁に約

10mmの裂創を認めた.裂創を縫合閉鎖し,胃底誹で被覆した.術後は経過順調で第 14病削 二

退院した 本症例では大腸内視鏡の前処置としてPEGの内服後であったため汚染が少なく,ま

た発症早期に治療が開始されたため良好な経過をたどったと思われた.またPEGの内服速度が

本症の予防に重要と思われた.
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緒 言

特発性食道破裂 (Boerhaave症候群)は,堰吐,

分娩,排便などにより食道内圧が急激に上昇し食

道壁が全層に渡り破綻する疾患である.初期症状

が急性腹症や呼吸器系疾患と類似 しているために

診断が遅れ重篤となる場合がある.また,縦隔炎

や膿胸を合併し,致死率が高いため早期診断と適

切な治療方針の選択が重要であるとされている.

今回我々は,太河馴内視鏡検査処置としてポリエチ

レングリコ-ル 津EG)の服相後の畷吐により発

症 し,早期に診断され,手術により救命 しえた特

発性食道破裂の 1例を経験 したので文献的考察を

加え報告する.

症 例

症例 :52歳女性.

主訴 :=粘部痛.

家族歴 :特記すべき事なし.

既往歴 :特記すべき車なし.

現病歴 :2008年 12札 前医で便秘の精査のた

め下部消化管内視鏡検査の前処置で PEG1,000ml

を30分で服用したところ噛吐,吐血した.その直

後より心商都に激痛が出現 したため前医を受診

し,食道破裂を疑われ発症から6時間後に当院へ

救急搬送となった.

入院時所見 :来院時意識清明,血圧 110/67

mmHg,心拍 78/分 ･整,心商部から前胸部にか

けての激しい痔痛あり.皮下気腫なし.

入院時検査所見 :WBCll,400/両 Hgb12.3

g/dl,Ht36.8%,Pit203,000/pl,CRY0,04mg/dl

と軽度の白血球 上昇をみとめた 動脈血ガス分析

(酸 素 3L投 与 ~~F) PaO2165mmHg,PaCo2

44mmHg,pH7383,B.E.0.6mEq/l

胸部単純 Ⅹ線 (図1):左胸水を認めた.

胸部造影 CT (図 2):左胸腔に胸水,気胸を認

めた.また,下部食道,下行大動脈周囲の縦隔気

腫を認めた

食道造影検査 (図 3日 横隔膜直上の胸部下部

食道左側壁より造影剤の縦隔への漏出を認めた.

図1 胸部単純X線

左胸水を認める

入院後経過 :発症形式,画像所見よりPEGの

暇吐により誘発された食道破裂と診断し,発症か

ら7時間後に緊急手術を施行した.

手術所見 :右半側臥位で左開胸 ･開腹の両者に

対応可能な体位とした,破裂部は横隔膜直上の左

側食道壁であった事,堰吐の誘引がPEGの内服

である事から汚染は軽度と考えられたため,上腹

部正中切開で手術を開始した.横隔膜正中切開か

ら左胸腔に至ると,胸水が 1,000ml吸引できた.

縦隔,左胸腔の汚染はPEGの内服のため食物残

液もなく軽度であった.食道を授動すると横隔膜

直上に約 10mmの縦走裂創を認めた.裂BIj部を ト

リミングして別を全層 (一部 Gambee)縫合で閉

鎖した.大綱による被覆を考えたが大綱が薄かっ

たため,胃底部を授動 しfundicpatchとして穿孔
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図2 胸部造影 CT

左胸腔に胸水,気胸を認める,また下部食道,下行大動脈周囲の縦

隔気腫を認める.

縫合部を被覆 した.左胸腔内に ドレーンを2本

(肺底部,胸部大動脈椎骨側面),左横隔膜下にシ

リコンドレーンを留置し,腸癌を作成して手術を

終了した.

術後経過 :第 10病 目に術後食道造影で造影剤

の漏出は認めなかった.第 11病日に食事を開始

し,第14病日に退院した.

考 察

特発性食道破裂の約 70%は堰吐により引き起

こされ,堰吐時に急激に胃食道内圧の上昇により

食道壁が縦走方向に裂傷を受け,胃内容が縦隔内

から,さらに縦隔胸膜を穿破 して胸腔内に押 し込

まれる病態であり,内視鏡挿入時や内視鏡的粘膜

下層切開剥離術による医原性穿孔とは大きく病態

が異なる.好発部位は下部食道左壁である.近年,

本症の認識は高まっているが,初診時の診断率は

約 30%程度と言われている1).適切な診断と治

療が遅延した場合は縦隔炎や膿胸を併発して不幸

な転堀となり致死率は33%と高い2).自験例で

365

は早期に診断がつき,発症後 7時間で治療が開始

された.

本症の治療には外科的治療と保存的治療があ

り,近年では抗菌薬や栄養管理の進歩 により保存

的治療例 も散見 される.Cameronら3)は保存的

治療の適応について 1):破裂が縦隔内に限局して

いる,2):破裂孔を通 して食道内に ドレナージが

なされている,3):症状が軽微である,4):重篤な

感染が起こっていない,を挙げている.また,良

田 畑 まyL記に加えて 5):破裂孔が小さい,6):全

身状態が安定している,7):膿癌形成を認めない,

の3項目を保存的治療の適応に加えている.しか

し,本症の多くが発症直後に激痛を訴え,致死率

の高い疾患である事から羽生ら1)は診断確定 後

の早急な外科的治療を勧めている.また沖淫ら5)

は,発症後 24時間以内に手術できれば炎症が軽

度なため縫合閉鎖を行い,それ以降に診断がつい

たものはまず保存的治療を行い,外科的治療の適

応も検討するとしている.一方,福岡ら6)は24

時間以上経過して診断されても保存的治療で ドレ

ナ-ジが不十分である場合,難治性膿胸を併発 し
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図3 食道造影検査 (水溶性造影剤による)

横隔膜直 j二の胸部 卜部食道左壁より造影剤の

縦隔への漏出 (矢印)を認める.

て入院が長期化する事もあるため,開胸術を含め

た有効な ドレナージを念頭において治療を進める

事が重要であるとし,Wangら7)も,治療開始ま

での時間とは関係なく破裂部の 一期的縫合閉鎖が

重要であると述べている.

手術のアプローチについては,経腹,経胸,経

胸腺などがあり,従来は開胸による修復術が行わ

れてきたが,特発性食道破裂の 90%以上は下部

食道に発生する8) ことを考えると侵襲の少ない

経腹的アプローチの有用性は高く,開腹経食道裂

孔 アプローチによる手術症例が)報告も増加してい

る9)10).しかし経腹のみの場合では破裂部の閉鎖,

ドレナ-ジが不十分になりやすいとも考えられる1).

本症例ではPEG内服中のため汚染が少ないと考

えられた事,発症早期に診断できた事,横隔膜直

上の破裂であった事より,経腹的アプローチを第

---選択としたが,経腹にて操作が困難な場合に備

えて左開胸が可能な右半側臥位での手術体位を選

択した.

本症の外科治療は ま)破裂別の----潤㌻的閉鎖,2)

閉鎖部の被覆による補強,3) ドレナージである.

破裂別の閉鎖に際しては筋層の破裂部よりも粘膜

の破裂部が大きくなるため十分に粘膜まで縫合す

ることが重要と島田ら4)は述べている.補強は

従来,大網,横隔膜,腎 底部などが柳 ､られてい

る.本症例では大網で被覆を予定 していたが , 大

綱が薄かったため腎底部を用いた.豪鹿ら11)は

食道裂孔付近の操作を要 した場合には,晩期合併

症としての胃食道逆流予防のためhndicpatehお

よびhndopiicationを行うことが望ましいと述べ

ている.ドレナ-ジは破裂による縦隔,胸腔の ド

レナージと将来的に生じる可能性のある縫合不全

に対処できるように留置すべきである.幕内ら12)

は経胸腔的に縦隔へ ドレナ-ジチュ-プを複数留

置 し,術後に洗浄することを推奨 している.本症

例でも,食道に沿う方向で肺底部と胸部大動脈椎

骨側面に ドレ-ンを留置 した.さらに食道縫合部

の安静,また縫合不全により長期に渡り経口摂取

が不能になる場合もあるため栄養管理の面から順

境,ないしは胃癌の作成が有効と考えられ 7),本

症例でも腸壕を作成 した.

保存的治療は厳重な経過観察の元に施行される

べきである.破裂部の閉鎖にはCoveredexpand-

ablemぬ iicstentの挿入が報告されている13㌧ し

かし,症状が安定 した際には速やかにステントを

抜去する必要があり,赤池 13)らもこの点を問題

にしている.また,CTや超音波所見を参考にし

ながらの胸腔 ドレナージの必要性を羽生らは述べ

ている11.

PEGによる本症の発症は本邦で 1例 14日保存

的治療),海 外で封列 15)16)17)(外科的治療)があ

る.貴下ら14)の治療例では早期診断,pEG内服

後で重篤な縦 隔汚染の可能性が少ない事などによ

り保存的治療を施行したが,58日間の入院を要し

た . 一万,本症例では 14日の入院期間であった.
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このことより,汚染が少ない場合では積極的な外

科的治療により入院期間を短縮 させる事も可能と

駿われる.現在,大量の PEG内服による大 腸 内 視

鏡検査前処置が一般的であるが,唯姓の予防 が 大

切であり,裏下 ら14)は胸焼けや便秘などの症状

を有する症例では PEG服用速度 (lL/hT)の制

限,胃腸機能調節薬,大腸刺激性下剤の追加が必

要であると述べている.本症例でもlLの PEGを

30分で服用 したため唯吐 し,食道破裂が生 じたと

考えられ 服用速度も重要と思われた.

お わ り に

PEG服鞘 薮に特発性食道破裂を発症 し,経腹的

アプロ-チで一期的縫合 ･胃底部被覆 ･ドレナー

ジを行った一例 を報告 した.本症は致死率の高い

疾患である事を考えると外科的治療を第-選択と

すべきと思われ,さらに PEGの服用速度が堰吐

反射の予防に重要と考えられた.
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