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豊見山　健,仲里秀次,末田　南,川満博昭,上田　真

沖縄県立宮古病院　外科

Foreign bodies in the gastrointestinal tract: A review of eighty cases
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ABSTRACT

Foreign bodies in the gastrointestinal tract are commonly encountered m clinical

practice. Many foreign bodies traverse the gastrointestinal tract without incident, but

others cause complications such as obstruction, perforation and abscess formation. Pur-

pose: To examine clinical characteristics of the foreign bodies in the gastrointestinal tract

and to determine the optimal management. Patients and Methods: Forty-one male and

thirty-nine female cases, who were managed for foreign bodies in the gastrointestinal tract

m our hospital between April 2002 and March 2005 were studied. Result: The fish bone

was the most common foreign body, followed by com, battery, shrimp shell, padlock, press

through package, key, plastic, marble, dental bridgework, seed, and capsule. Fifty-nine of

these were in the pharynx, four in the esophagus, eight in the stomach, nine in the small

bowel, two in the colon, and one in the rectum. Most foreign bodies were expelled from

the anus without any treatment (47%; n-39). Endoscopic or direct removal was possible in

43% ( n-36) of the patients. Surgery was required in only 10% (n-8). Seven patients showed

perforation and one showed intraabdominal abscess, and all of these complications were

treated by surgical intervention. Two patients developed retropharyngeal abscess. They

were able to be conservatively treated. Conclusion: Pharyngeal and esophageal foreign bod-

les may require urgent direct or endoscopic removal. Foreign bodies m the stomach do

not require immediate removal unless they are deemed likely to cause perforation or ob-

struction. Other objects may be expelled on their own without any treatment. Comphca-

tions including perforation and abscess were treated by surgery or antibiotic therapy.

There was no mortality or major morbidity in this series. Ryukyu Med. J., 26{ 1,2) 69--74,
2007
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緒　言

消化管異物は日常診療においてしばしば遭遇する疾患

である.何事もなく消化管を通過して自然排出されるこ

とも多いが,症例により消化管閉塞や穿孔,膿癌形成な

どの合併症を起こし対応に苦慮することもある.そのた

めそれぞれの消化管異物症例に対して,的確な初期判断

と治療が要求される1).当院の消化管異物症例を検討し,

症例ごとの対応や治療方針について示した.
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対象と方法

2002年4月から2005年3月までの3年間に当院で経

験した消化管異物80例が対象で,年齢,性別,異物の

種類,停滞部位,異物摂取から初診までの時間,診断,

処置,予後などについてretrospectiveに検討した.消
化管とは咽頭から肛門までとした.
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Table 1 Anatomic location and foreign bodies

Pharynx

Fish bone

Shrimp shell

Dental bridgework

Seed

Capsule

Esophagus

Fish bone

Com

Stomach

Battery

Padlock

Fish bone

Com

Plastic

Marble

54

o

1

1

1

59

4

8

Small bowel

Fish bone

Press through package

Com

Key

Colon

Fish bone

Rectum

Fish bone
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Fig. 1 Distribution of the patient age.

fe'r　ミ

男性41例,女性39例で男女差なく,年齢は9ヶ月か
ら90歳で5歳以下が22例(27.51;　70歳以上が14例

(17.J　　と小児と高齢者に多い傾向であった(Fig. 1).
異物の種類は魚骨67例,コイン3例,電池2例,えび

殻2例,南京錠1例, PTP (press through package)
1例,プラスチックシート1例,鱒l例,ビー玉1例,
差し歯1例,梅干の種1例,カプセル1例であった(重

複あり).魚骨はすべての年代で最多であった. 5歳以

下では電池2例,ビー玉,コイン,梅干の種それぞれ1
例と多様な異物を認めた. PTPは80歳代の症例であり,

統合失調症の既往のある50歳代の症例で複数異物(コ
イン,南京錠,鍵)を認めた.

部位は咽頭59例,食道4例,胃8例,小腸9例,結

腸2例,直腸1例であった(Table 1).胃異物では魚

骨は1例のみで,電池,南京錠,コイン,プラスチック
シート,ビー玉と多様であった.その他の部位ではすべ

て魚骨が最多であった.咽頭膿癌の2例,腹腔内膿癌
の1例はすべて魚骨が原因であり,小腸穿孔6例中5

例は魚骨( 1例はPTP)で,大腸穿孔の1例も魚骨が
原因であった.

異物摂取から初診までの時間は,咽頭異物は1時間
以内が24例(41%)と最多で6時間以内19例(32%)

と比較的早期に受診した症例が多く, 24時間以上は2
例(3%)であった.食道異物では4例中2例が1時間
以内で1例が24時間以上であった.胃異物では8例中5

例が1時間以内で24時間以上は2例であった. ′J瑚易以

下では24時間以上経過していた症例がほとんどであっ
た.異物の種類とは関係なく咽頭から胃までの上部消化
管異物では短時間で受診しており,小腸以下の消化管異

物では異物摂取から初診までの時間は長い傾向であった.

診断は咽頭では視診とファイバースコープで行い,冒
は単純レントゲンと内視鏡,直腸は直腸診で診断されて

いた.その他の部位はCT検査が有用であった.小腸4
例,胃1例,結腸1例,直腸1例は本人家族とも異物

を摂取した状況を確認できていなかったが,その他の症
例はすべて,異物を摂取した時期や摂取状況について本

人あるいは家族により確認されており,病歴聴取は診断
確定に重要であった.

治療は経過観察の末自然排出36例,直視下摘出20例,
内視鏡的摘出16例,外科的摘出8例であった(Table　2 ).
合併症は消化管穿孔が7例あり,全例外科的治療を要

した.咽頭後膿癌は2例あり,いずれも抗生剤投与の

みで軽快したが,腹腔内膿癌の1例は外科的ドレナ-
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Table　2　Treatment

Pharynx

Passed spontaneously

Direct removal

Endoscopic removal

29

20

10

Esophagus

Endoscopic removal　4

Stomach

Passed spontaneously　7

Endoscopic removal　1

59　　Small bowel

Surgery

Passed spontaneously

Colon

Endoscopic removal

Surgery

Rectum

Surgery

Table 3　Complication and prognosis

Complication Treatment

Perforation

Small intestine

Colon

Intraabdommal abscess

Retropharyngeal abscess

All patients showed good prognosis.

Surgery

Surgical drainage

Antibiotic therapy

Fig. 2 Abdominal computed tomography scan showed a

foreign body (arrow) in the small bowel.

ジを要した.治療後の予後は全例良好であった

(Table　3).

m JiiS'ii

症例1:手術例.
症例: 88歳　女性.
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主訴:腹痛,発熱
現病歴:老人保健施設に入所中の方で,関節リウマチが

ありステロイド(デキサメサゾン)の内服治療を受けて

いた.当院受診の前日より腹痛,発熱を認め,症状が軽
快しないため当院入院となった.
経過:腹部理学所見では上腹部に圧痛と反跳痛を認めた.

腹部単純レントゲン写真では明らかな異常を認めなかっ

た.腹部CT検査を行なったところ,小腸内に直線状の

high densityとその中心から突き出したair density,
さらにair density内に錠剤と思われるhigh density
を含む異物を認めた.形態からPTP包装が強く疑われ

た.その周囲にfree airを確認した(Fig. 2) PTP
包装による小腸穿孔と診断し,緊急手術を行った.

Treitz靭帯から約10cmの部位に穿孔を認めた( Fig. 3a).
異物除去後,穿孔部のデブリードメントを行い,穿孔部

を縫合閉鎖した.術後に入所中の施設に確認したところ,
症状を発症した前日の内服薬のPTP包装が確認されて

おらずこれを飲み込んだものと推察した.術後偽膜性腸
炎を合併したが内科的治療で軽快し退院した.

症例2:非手術例.
症例: 55歳　男性

主訴:異物を飲み込んだ

現病歴:統合失調症で当院精神科入院中であった.夜間
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(a)

Fig. 4 (a) The abdominal roentgenogram revealed multiple foreign bodies in the gastrointestinal tract. There were

two padlocks in the stomach, one key and a com in the small bowel.

(b)All foreign bodies passed spontaneously.

に鍵を飲み込めという幻聴があり,鍵,南京錠,コイン　　さも5cm以下であり,診察上も腹膜刺激症状を認めな
を飲み込んだ.翌日,看護師が気付き主治医にて腹部単　　かったので,自然排出を期待し経過観察の方針とした.

純レントゲン検査が行われた.消化管異物の診断で外科　　以後,腹痛や発熱なく経過し,すべての異物は6日目

紹介となった.　　　　　　　　　　　　　　　　　　に肛門より自然排出された. (Fig. 4b).

経　過　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考　察

腹部レントゲン上,胃内に南京錠,小腸に鍵とコイン　　　消化管異物とは,本来消化管内に存在しない物が消化

を認めた(Fig. 4a).異物は鋭的異物ではなく,大き　　管内に停滞する状態であり,経口的に侵入したものと,
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経肛門的に挿入されたものがある2).経口的に侵入した

異物のうち　80-90%は自然排出され10-20%が内
視鏡的に摘出され,約1%が外科的処置を必要とする

といわれている3).本検討では80例中8例10%に外科
的処置が行われており,他の報告よりも多かった.これ

は本検討では魚骨等の鋭的異物がほとんどであり,合併
症をおこす頻度が高かったためと考えられた.また,外

科的処置は穿孔などが発症してから比較的早い時期に施
行されておりこのことが治療後の予後が良好であった理
由と考えた.

停滞部位や異物の種類は国や地域,年齢により異なる.

本邦においては鈴木らの消化管異物355例の報告による
と食道318例,胃29例,十二指腸3例,小腸2例,大腸2

例,直腸1例で異物の種類では食物塊が70%と最多であっ
た>. Webbの242例の報告によると咽頭39例,食道181

例,胃19例,小腸3例で, 10歳以下では硬貨が66%と最
多で,骨,ピンと続いている. 11歳以上では食物塊が60

%で,骨,繊維,錠剤,コイン,義歯などであった3).
Nandiらの中国(香港)からの報告では魚骨が59.8%で,

他の動物の骨をあわせると84%が骨であった5).鈴木ら
の報告では咽頭異物が含まれておらず,魚骨は355例中

9例のみと少なかった. Webbの報告では咽頭異物の多
くが魚骨であり, Nandiらの報告でも咽頭,食道異物

の多くが魚骨であった.魚骨は咽頭,食道異物となりや
すいと考えられ,本研究で咽頭異物が多かった理由は異

物の種類で魚骨が多かった事と関連していると思われた.
小児,精神科疾患,意識レベルの変化(薬物使用,飲

酒,痴呆),義歯,消化管狭窄,小骨の多い動物(魚,
良)を常食とする慣習,囚人,密輸者などが消化管異物

の高リスクといわれている6).近年では高齢者の消化管
異物が増加し, PTP誤飲によるものが増加している1).

当院でも小児と高齢者が多く,魚を好んで食べる食習慣
の影響から異物の種類は魚骨が全体の86%と大部分で

あった.魚骨の種類はウナギ,サンマ,タカサゴ,ウツ
ボ,ブダイ,ハマフエフキ,アジ,イワシ,サバ,アイ
ゴなど多様であった.これらは宮古島では日常よく料理

に使われる食材であった.また,食事をしながら好んで

飲酒をする習慣からか,成人男性では飲酒をしていた症
例が多かった. Nandiらの報告の症例は全例が中国人

で,香港では魚を好んで食べる食習慣があり,食事には,
はしを使用するとの記載があり,本研究の症例と類似点

があった.症例1で示したごとく,高齢者でPTP誤飲
による消化管穿孔を1例認めた.

診断は病歴聴取と理学所見,単純レントゲン検査が重
要である.意識清明で理解力のある成人または子供の場

合は,誤飲したという訴えで来院し異物の種類を特定で
きることが多い.しかし,乳幼児,精神科疾患患者,囚

人などでは聴取困難なことも多く,家族や近くにいた人
からの問診が必要である7).問診や理学所見である程度

の診断をつけ,単純レントゲン検査で停滞部位と異物の
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形や大きさを確認する. Free airや気腫像などの所見

があればCT,内視鏡検査などを適宜追加する.腹膜炎

の所見を認める場合は緊急開腹術を考慮するというのが

一般的な初期診断の方針である8, 9)

異物の種類や停滞部位によりその後の対応は変わって

くる.咽頭異物は停滞していた時間により後咽頭膿癌の

危険があるため,食道異物は自然排出の可能性が低く時

間の経過とともに粘膜浮腫などを起こし摘出困難となり,

さらに24時間以上経過すると合併症のリスクが増加す

るために,いずれも早期の摘出が必要である1,10)胃十

二指腸異物は6 -10cm以上のものは通過障害が起こる

可能性があり,鋭的異物は穿孔の危険性があるので内視

鏡的除去を考慮する.小腸以下では同一部位に3-7

日以上とどまる場合や穿孔,閉塞症状が出現した場合は

外科的に摘出する3, 6, 8-10)鋭的異物の合併症のリスクは

15-35%程度であり,可能であれば内視鏡的に摘出し

たほうが良い3,10)ボタン電池は食道では　42時間で

壊死や穿孔を起こす可能性があるので早急な摘除が必要

である.胃以降では合併症なく自然排出することが多い

ので症状がなければ摘除する必要はないとするもの

と3,6)可能ならば摘出すべきとのものがある2,7)下

剤,唯吐剤,制酸剤の有用性は証明されていないが,食

道から十二指腸までの異物ではグルカゴンの使用で通過

を促進するとの報告がある3, 8, 10)

消化管異物に対する当院の方針を示す.咽頭,食道異

物は直視下あるいは内視鏡的に早期摘除,胃十二指腸異

物では合併症のリスクが高いもの,すなわち鋭的異物や

大きい異物,ボタン電池などは,内視鏡的摘出を試みる.

また1週間以上停滞しているものなども内視鏡的摘出

を行なう. /用募以降の異物は自然排出を期待し経過観察

とする.消化管穿孔や閉塞などの合併例,自然排出困難,

内視鏡的摘出困難例は外科的手術の適応としている.ま

た受診時に明らかな異物を認めない症例では経過観察と

しているが,いずれも大きな合併症なくこの方針は有効

であった.

当院における消化管異物の80例を検討し,消化管異

物症例に対する方針を示した.宮古島では魚を好んで食

べる食習慣があり,そのことの影響から当院での異物は

魚骨による咽頭異物が最も多かった.直視下,内視鏡下,

外科的に異物が除去されたのは44例(55%)で,膿痩

形成,穿孔などの合併症を認めた症例が10例あったが,

いずれも適切な外科的あるいは内科的治療で予後は全例

良好であった.その他の症例は特別な治療を要さず経過

観察の末自然排出しており,当院での消化管異物に対す

る対応や治療方針は有効であった.
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