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特発性食道破裂の診断と治療

東海大学　消化器外科　島　田　英　雄

はじめに
　食道破裂や穿孔の原因は多岐にわたるが①特発

性食道破裂②異物による食道穿孔③外傷性穿孔④

悪性腫瘍による穿孔④医原性穿孔などがあげられ

る。原因により、診断に至までの経過や選択すべ

き治療法も異なってくる。

　主題の特発性食道破裂に関しては、１７２４年に

Herman Boerhaave が初めて報告し、Boerhaave

症候群と呼ばれている。１）本邦においては、１９３５年

の吉田らの報告に始まる。２）大量飲酒や大食後の嘔

吐を契機に、激しい胸痛や腹痛また呼吸苦等と症

状は劇的であり、早期に適切な処置がなされない

と、急速に全身状態の悪化を認めることが多い。

また、重篤な合併症として縦隔炎や膿胸の併発に

より治療がさらに難渋する症例も少なくない。

　比較的まれな疾患であるため、本疾患を再認識

する意味からも、特発性食道破裂の診断と治療の

実際について自験例を呈示しながら解説する。

Ⅰ．特発性食道破裂の病因と病態
　本邦では１９８７年に貴島らが２００例をまとめた報

告がある。３）食道には器質的な異常がないと考えら

れており、飲酒後の繰り返す嘔吐などを契機に発

症する。

　食道破裂の機序に関して、胃内容が嘔吐される

際には、幽門の閉鎖と下部食道括約筋の弛緩と腹

腔内圧上昇により食道内に胃内容が逆流する。さ

らに上部食道括約筋の弛緩に伴い口腔から排出さ

れて内圧は低下する。しかし、これら一連の協調

運動がうまく行かず、上部食道括約筋が弛緩しな

いと食道内圧が急激に上昇し食道破裂が発症する

と推測されている。

　下部食道に好発することに関しては、胃内圧変

化を最初にうける領域であることや、左側に多い

ことに関しては、下部食道における周囲支持組織

や解剖学的な問題が指摘されている。４）５）症例のほ

とんどが下部食道の左側に破裂を認めるが右側に

破裂し、その位置が胸部中部食道であった報告も

ある。６）７）

Ⅱ．特発性食道破裂の臨床症状
　初発症状は極めて特徴的であり、大飲酒後や大

食後の繰り返す嘔吐に続く激烈な心窩部痛や胸背

部痛であることが多い。また、適切な対応が遅れ

全身状態が急速に悪化してショック状態で搬送さ

れる症例も経験する。

　初診時の問診や触診は、本疾患診断の重要な鍵

となる。食道破裂の疾患概念がまったく頭に無い

と、突然の激しい腹痛のため急性腹症や呼吸困難

などの症状から呼吸器疾患、胸背部痛から循環器

系疾患などが疑われ、誤った方向に検査が進めら

れ、確定診断に至るまでに不用意な時間が費やさ

れる。（表１）

　触診所見も重要であり、前胸部から頸部にかけ

ての握雪感（皮下気腫）を認めれば、問診とかね

合わせ特発性食道破裂を強く疑う所見である。８）
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　自験１８例の初発症状についてみると、胸痛が５

例、胸背部痛が５例、心窩部痛が４例、吐血が４

例であった。全例が突然の発症であり、バイタル

サインの変動を認める症例など全身状態の重篤性

を感じることが多かった。

Ⅲ．特発性食道破裂の検査と画像診断
　早期診断とその後の治療法選択に必要な検査と

して①胸部Ｘ線、②ＣＴ検査、③食道造影、④内

視鏡検査などが代表的検査としてあげられる。

１）胸部 X線

　如何なる施設においても胸腹部X線は、一番に

行なわれる検査である。胸部X線の診断ポイン

トは、見過ごしやすい、わずかな皮下気腫や縦隔

気腫に気が付くかどうかに尽きる。

　多量の気腫や水気胸の所見であれば見逃すこと

はない。多量胸水や気胸の所見を認めた際には直

ちに、胸腔ドレーン挿入の処置が必要である。胸

部X線の的確な読影が早期診断への第一歩であ

り、その重要性を強調すべく、自験の食道穿孔に

おける初診時胸部X線を呈示する。

（図１，２，３，４）

２）胸部 CT検査

図１：症例１．初診時の胸部�線
　　　　わずかな皮下気腫の所見

図２：症例２．初診時の胸部�線
　　　　典型的な縦隔気腫、皮下気腫の所見

図３：症例３．初診時の胸部�線
　　　　水気胸の所見

　胸部X線では診断が難しい、わずかな気腫所見

もCT検査であれば容易に診断することができる。

また縦隔気腫の程度、胸腔や縦隔内における液成

分貯留の状況も客観的に評価できることが最大の

利点である。

　膿瘍形成例では、的確なドレナージ法を決定す

るための指標にもなる。術後経過例における残存

膿瘍の有無やその後のドレーン管理にも欠かせな
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図４：症例４．初診時の胸部�線
　　　　胸水貯留が目立ち縦隔偏移の所見

い検査である。９）

３）食道造影検査

　食道造影の一番の目的は造影剤漏出の有無によ

る食道破裂の確定診断である。

　食道造影の際には①誤嚥防止、②注入した造影

剤の回収、③その後の管理のためにも経鼻胃管を

挿入し、水溶性造影剤（ガストログラフィン）を

用いて検査を行なう。

　造影剤の漏出があれば、その部位や大きさ、造

影剤が食道破裂部から漏出し縦隔内に限局してい

るか（以下：縦隔内限局型）、あるいは胸腔内に

漏出するか（以下：胸腔内穿破型）を確認する。

漏出造影剤の食道内へのドレナージ状況の確認も

破裂形態の判定とともに重要な事項である。（図

５）

４）緊急内視鏡検査

　食道破裂や穿孔の原因は多岐に及ぶことは先に

述べた。食道異物等の治療を含めた内視鏡検査は

重要について異論はないが、特発性食道破裂と診

断された後の内視鏡検査の必要性については議論

のあるところと思われる。１０）

　全身状態が悪く、緊急に外科的手術が必要な症

図５：食道造影所見
　　　　a）造影剤は縦隔内に限局（縦隔内限局型）
　　　　b）造影剤は胸腔へ漏出（胸腔内穿破型）

例には行なうべきでない。保存的治療の適応と判

断された症例では、穿孔状況の確認、詳細な粘膜

損傷の状況や出血の有無等の情報が得られる。緊

急内視鏡の注意事項として、①気胸のある症例で

は、緊張性気胸となる危険性があるため、胸腔ド

レーン挿入後に施行する。②挿気は可能なかぎり

少なくする。③短時間で検査を終了する。配慮が

必要である。自験例のうち、吐血を主訴に来院し

たため、上部消化管の出血性病変を疑い、先ず緊

急内視鏡検査が施行され、食道破裂と診断された

症例もある。

Ⅳ．特発性食道破裂の治療
�縦隔内限局型での保存的治療

　特発性食道破裂に対する基本治療法方針は穿孔

部の縫合閉鎖と胸腔、縦隔のドレナージ術である。

しかし、縦隔内限局型であれば保存的治療の適応

となる症例も存在する。保存的治療が可能な症例

としてCameronら１１）は、①破裂が縦隔内に限局し

ていること②縦隔内に形成されて穿孔腔の食道内

ドレナージが良好であること③症状が軽度である

こと④感染兆候が軽微であることをあげている。

（表２）

保存的治療では①禁食、②中心静脈栄養、③経鼻

胃管による食道内間歇持続吸引、④感受性を考慮

しての抗生剤の投与、⑤プロトンポンプ阻害剤や
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Ｈ２受容体拮抗剤の投与（下部食道における逆流

防止機構の傷害も想定しての目的と創傷治癒の点

からも胃散分泌の抑制をはかるべき考え）を行

なっている。１２）

�特発性食道破裂の外科手術：

■開胸による手術操作

　胸腔内穿破型と診断されれば緊急手術の適応で

ある。施行される手術内容は①食道破裂部の縫合

閉鎖②縫着や被覆術③洗浄およびドレナージ

チューブ挿入である。１３）１４）

　破裂部は縫合閉鎖により治癒しても縦隔、胸腔

内ドレナージが不良で縦隔炎や膿胸を併発し、そ

の治療に難渋する症例を経験する。ドレナージ

チューブ挿入については以下に記載する縫合固定

また持続洗浄を行うことで対応している。その他

T-tube を使用しドレナージ手技の有用性につい

ても報告されている。１５）

�開胸操作

　食道破裂部の縫合閉鎖と適切な縦隔および胸腔

ドレナージを行なうことが目的であり、食道破裂

側の開胸操作で行なう。

　通常、破裂部は下部食道左側が好発部であるこ

とから、左第７肋間開胸で行なっている。破裂部

が右側にあれば同様の操作を右開胸で行なうこと

になる。

�開胸所見による操作

　開胸所見は穿孔形式、発症後経過により大きく

異なる。胸腔内穿破型では、胸腔内に多量の食物

残渣が存在する。化学刺激も関与して臓側および

壁側胸膜にも炎症が波及し、黒褐色の壊死物質の

付着を認めることが多い。

　先ずは食物残渣が消失するまで胸腔内洗浄を行

う。縦隔内限局型であれば反応性の胸水貯留を認

め穿孔部に近接する臓側胸膜が黒褐色に胸腔側に

緊満膨隆している。切開すると貯留内容が排出さ

れ、食道粘膜が翻転し穿孔部を確認することがで

きる。（図６）

�破裂部縫合閉鎖法

　破裂部縫合に関して最も注意しなくてはならな

い点は、外縦走筋穿孔部から観察される粘膜破裂

部よりも実際には大きい点である。

（図７）

　内輪状筋を少し切開しても穿孔粘膜（粘膜下層）

の口側、肛側端を確実に露出し縫合を行わないと、

完全な穿孔部閉鎖とはならないからである。われ

われは、健常食道が確認できるまで食道を剥離し

穿孔部の肛側および口側のテーピングを行い軽く

牽引し良視野を確保している。吸収糸を用いて

層々に粘膜縫合は連続縫合を、続いて外膜筋層の

結節縫合を行なっている。（図８）

�縦隔ドレナージ法

　食道に沿って縦隔内に残渣や汚染物の貯留を認

める際には、胸膜を切開して十分に洗浄を行い胸

腔側へのドレナージが可能な状態にしておく。

�縫着術

図６：縦隔内限局型での開胸所見
胸膜は黒褐色の色調で膨隆し、血性胸水の貯留を認める。
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図７：食道破裂部の状態
　　　　a）食道露出時に観察される破裂部。
　　　　b）実際の破裂径は a）よりも大きい。

図８：食道破裂部の縫合閉鎖
　　　　a）胸膜を切開すると食道破裂部が観察される。

b）筋層を少し切開して粘膜破裂部の断端を確認
する。
c）破裂部の口側、肛側部を確認し粘膜縫合を終了
する。（吸収糸の連続縫合）
d）筋層の縫合は吸収糸の結節縫合で施行する。

　破裂部に対する縫合閉鎖後の補強処置である。

　縫合閉鎖に心配のある症例には、行なうべき考

えである。縫着に用いられる臓器や組織として、

胃底部、大網、胸膜などがあげられる。われわれ

は、胃底部の縫着を標準とし食道裂孔をやや開大

し胃底部を胸腔内に引き出して可及的に巻きつく

ように縫着している。（図９）

�ドレナージチューブ挿入法

　術後膿胸に備え適切な位置にドレナージチュー

ブを挿入しておくことが必要である。１６）

　椎体と胸部下行大動脈間から横隔膜背側部に膿

瘍を形成しドレナージに難渋した経験から、同部

に 32Fr 胸腔ドレーンと 18Fr セイラムサンプ

チューブを並べて挿入し、吸収糸を用いて数箇所

固定し対向洗浄が可能となる。さらに横隔膜背側

と肺尖部背側に向けて 32Fr 胸腔ドレーンを挿入

している。（図１０，１１）

■開腹による手術操作

　標準治療は、前述のごとく開胸ドレナージ術と

破裂部の縫合閉鎖と考えている。開腹操作で良好

な経過例から開腹操作による利点の報告も

ある。１７）１８）

　食道裂孔を十分に開大しての、穿孔部縫合閉鎖

と大網被覆が行なわれている。縦隔、胸腔の洗浄

とドレナージに関しては、一般的には開胸操作が

優れていると思われる。

�特発性食道破裂に対する内視鏡的治療

　特発食道破裂に対する内視鏡的処置として穿孔

部のクリップ閉鎖や Self-expandable metallic 

stent（SEMS）の挿入例が報告されている。１９）２０）

　破裂部から縦隔内への消化液漏出を防止する目

的として、SEMS挿入は、簡易で有用な手技であ

る。しかし、食道ステントの固定や挿入位置、食

道ステント回収時の問題などもある。現時点では、

術後症例での難治性瘻孔の閉鎖目的には良い適応

と思われが、初期治療としては慎重に症例を選択

し行うことが肝要である。

図９：胃底部縫着術
　　　　a）破裂部を層々に縫合閉鎖し終了する。
　　　　b）食道裂孔をわずか開大し胃底部を縫着する。
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Ⅴ．特発性食道破裂の自験臨床例

　特発性食道破裂の治療件数は年間１例程度に過

ぎず、比較的稀な疾患と言える。

　２００３年までに本院で１８例の特発性食道破裂を経

験した。性別は１例を除き全例が男性であった。

縦隔内限局型は５例、胸腔内穿破型は１３例である。

発症から受診あるいは診断までに要した時間は４

時間から１３５時間（平均：２４．２時間）であった。破

裂部については好発部の下部食道が１７例であり、

胸部中部で右側に破裂した症例は１例であった。

縦隔内限局型のうち２例に保存的治療が選択され、

他の症例は開胸による手術が施行された。主な合

併は膿胸、創感染であり、これら症例では長期入

院が必要であったが全例経口可能となり退院する

ことができた。

おわりに
　本疾患が念頭にないと早期診断することは困難

である。特発食道破裂はわれわれ施設においても

年間に１件程度と忘れたころに、再び次の症例を

図１０：胸腔ドレナージチューブの固定と洗浄：
１：32Fr トラカールを使用。左隔膜上背側から
胸部下行大道脈沿いに固定する。（低圧持続
吸引用）

２：１と伴走させて 18Fr のセイラムサンプ
チューブ（固定）

３：左横隔膜上背側に 32Fr トラカールを挿入
４：肺尖方向の背側に 32Fr トラカールを挿入

図１１：胸部ドレナージチューブ挿入後の状態
　　　　a）術後の胸部Ｘ線でドレーンの位置を確認
　　　　b）ドレーン管理中の胸部ＣＴ所見
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経験する感がある。

　的確に早期診断を行うには、問診や胸部X線所

見の判定が重要であり、食道造影所見による確定

診断後の治療法選択の手順について解説した。

（表３）
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