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ABSTRACT

We report an operated case of a bezoar associated with adhesion ileus. A 83-year-old

female visited to our hospital as because of repeated nausea and vomiting. Abdominal X-

ray showed slightly dilated small intestine contained gas. CT scan showed dilated small

intestine and a mass in the stomach. Gastroscopic findings revealed a large size bezoar in

the stomach. The decision for sursical treatment was undertaken for this patient due to

presence of signs of ileus. Non invasive endoscopic therapy was not justified because of

difficulty to remove a large mass and possibility of failure which might augmented

worst condition of patient with ileus.Laparotomy was performed through the upper mid-

die abdominal incision. We removed the bezoar (size: 5.5×3.5cm, weight:450g) through

an incision on gastric wall. We investigated whole small intestine from Treitz ligament
to terminal lleum, but any sign of obstruction or presence of bezoar was not revealed.

Analysis of the bezoar showed about 98% of tannic acid. Postoperative course was un-

eventful. The patient was recovered and discharged from the hospital 8 days after opera-

tion. Ryukyu Med. J., 25(1,2)47-51, 2006

Key words: Bezoar, Ileus

緒　言

胃石は摂取した食物が胃液などにより変化を受け,冒
内で形成される異物のことで,近年の診断技術の進歩に
より発見されることが多くなってきた疾患である.

今回われわれは,癒着性イレウスを契機に発見された

胃石症例を経験したので文献的考察を加えて報告する.

症　例

症　例: 82歳,女性.
主　訴:腹痛,噛吐.

既往歴:胆石手術,胃部分切除術(平滑筋腫).
家族歴:特記すべきことなし.

現病歴: 2004年1月下旬,左側腰痛が出現.翌日,
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Table 1 Laboratory investigations data on admission

WB C :

RB C :

H b

HCT :

P i t :

CR P :

14,600 /u¥

482×104/〃1

13.7 g/d1

37.1 %
19.5×104/〃1

<O.l mg/dl

T-bi 1 : 0.6mg/dl
GOT　: 30IU/1

GPT　　　28IU/1
γ-GTP : 24IU/1

ALP　: 117IU/1
LDH　: 175IU/1
BUN　: 17.6mg/dl

C r　　: 0.6mg/dl
Gl u　: 145mg/dl

近医を受診.腰痛の診断で帰宅.昼食後より,腹痛,堰
吐が出現した.症状が改善しないため,当院救急外来を
受診となった.

入院時現症:身長148.1cm,体重38.6kg,体温37.1℃,

血圧146/90mmHg,脈拍60回/分,整　SP02　95%,
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Fig. 1 Plain abdominal X-ray film. Slightly dilated small

intestine contained gas are noted.

貧血,黄症は認めなかった.下腹部に限局した圧痛を認

めたが,反跳痛,筋性防御は認めなかった.

入院時血液検査所見:白血球の増多と高血糖を認めた
(Table 1).

腹部単純Ⅹ線検査所見: niveauを伴った小腸の拡張

を認めた(Fig.1 ).
腹部cT所見:胃拡張,胃内に腫癌状陰影,小腸の拡

張,腹水の貯留を認めた(Fig.2 ).
腹部超音波検査所見:胃内に音響陰影を伴った結石様

所見を認めた(Fig.3 ).
上部消化管内視鏡検査所見:幽門輪の手前に径5 cm

Fig. 3 Ultrasound of the mass is showing an lntraluminal

echogenic mass with acoustic shadows (arrow).

大の胃石を認めた. 5脚型把持相子,バスケット紺子を
用いて摘出を試みたが,もろく,把持不能であった

(Fig.4 ).

上部消化管造影検査:径4.5×4.5cm大の胃石を認め

た.ガストログラフインは,回盲部まで到達していたが,

小腸内に結石を疑わせるような明らかな所見は認めなかっ

た(Fig.5).
手術所見:腹部正中切開で開腹.腹壁-の癒着は認め

なかったが,小腸と小腸の癒着を認め,癒着剥離を行っ

た.胃を腹腔外-出し,胃体下部前壁に約6 cm切開を
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Fig. 6 Operative findings. The bezoar is removed from

stomach through an incision on gastric anterior wall

( arrow).

加え,胃内腔に胃石を確認.把持して摘出した.遺残結

石がないのを確認後,切開部は層々連続縫合で閉創した.
小腸はTreitz靭帯から回盲部まで内容物を移動させな

がら検索したが,大腸までスムーズに通過.明らかな病

変は認めなかった(Fig.6 ).

摘出標本所見:径5.5×3.5cm大,重量は450g.表面

は凹凸不整,割面はオレンジ色で蜂巣状を呈した胃石で

あった(Fig.7).
結石分析結果:結石分析結果は,タンニン98%であ

り,胃石は柿胃石と診断した.

術後経過:術後経過は良好で,術後5日目より食事を
開始.発熱,腹痛認めず,摂食は良好.また,創感染や
術後腸閉塞などの術後合併症も認めず,術後8日目に軽

快退院となった.

考　察

胃石とは胃に形成された結石のことで, Baudamant

(1779)による報告が最初とされ,本邦では三宅(1908)
により初めて報告されている.食物として摂取された物

質や,毛髪のように誤食した物質が胃内で不溶性の結石
となったものと定義され,幽門から排出困難となった不

消化の塊状物である1).胃石は構成成分より, ①植物胃
石(a:繊維胃石, b:果実胃石) , ②毛髪胃石, ③薬

物胃石, ④混合胃石に分類されている1).欧米では毛髪
胃石が圧倒的に多いのに対し,本邦では毛髪胃石は稀で,

植物胃石が75%と多く,特に柿胃石が80%を占めてい
る.柿胃石は柿の生産地にほぼ一致して東北,中国,四

国,近畿,九州などに多くみられ,柿を食べる11月か
ら12月に多発している.自験例は柿を食する習慣があっ

た.柿胃石の成因は,渋柿に含まれる可溶性のシブオー
ルが胃液中の塩酸によって不溶性となり凝固,析出する
ことにより結石形成-とすすむとされているが,胃内容

排出遅延が胃石形成を助長すると考えられており,その

背景因子として胃切除術,選択的迷走神経切離術例,糖



50 癒着性イレクスを契機に発見された胃石の1手術治験例

Table 2　Review of reported cases of ileus due to bezoar in the Japanese literature

Number of cases : 76 (Male : 45,Female:31)

Age : average 56 (range 29 to 83)

Past history : Post gastric operation

Gastrectomy, Billroth- I

Gastrectomy, Billroth-H

Selective vagotomy, pyroplasty

Selective vagotomy

Gastric ulcer, Duodenal ulcer

Diabetes mellitus

None

Others

Classification of bezoar : Phytobezoar

Diospyrobezoar

Trichobezoar

Others

Level of obstruction : Stomach

Duodenum

Jejunum

Ileum

Colon

Therapy : Incision

Partial resection

Manipulation

Endoscopic disruption

Observation

2 (2

5 (6

36 (47

32　42

1　u

64 (84.2%)
(10. 5%)

1 1.3%
2 (2.6%)
1 (1.3%)

2

7

4

6%
6%
4%
1%
3%

(50. 0%)

(3.9%)
(3.9%)

(36. 8%
(5.3%

(92. 2%)
(64. 5%)
(3.9%)
(3.9%)

尿病性自律神経障害患者も胃石形成の原因と考えられる.

残胃結石の成因に関し, Amjadら2'は胃切除術によっ
て幽門括約筋作用の消失による食物の混合が不十分とな
り,迷走神経切離術のため,胃運動の低下や,塩酸,ペ

プシンの分泌低下がおこるため,食物の排壮遅延,うっ
帯,消化作用の低下などがおこることで胃石発生を来す
と報告している.また, Cainら3)によれば,胃切除後

の残胃胃石99例について検討を行い,胃切除術による

蛋白分解作用の低下,胃内容の不完全な混合,迷走神経
切離術によるうっ血が原因であると報告している.胃石

の合併症として,胃潰疾,落下胃石による腸閉塞がある.
胃石による胃潰癖の合併は25-45%とされ, Palmer4>

は,胃石による圧迫壊死が胃潰癌の原因であると述べて
いる.胃石イレウスに関しては,医学中央雑誌で「胃石」,

「イレウス」をキーワードとして1983年4月から2004年
4月までの検索にて,本邦では76例報告されていた

(Table 2).年齢はon o0歳,平均年齢56歳.性差は
男性45例,女性31例.既往歴は胃手術38例(50%),胃・

十二指腸潰癌3例(3.9%)糖尿病3例(3.9%)既往歴
がないのが28例(36.8%),その他4例(5.:　であっ

た。摘出した胃石の種類は,柿胃石49例(64.5%),植
物胃石21例(27.6%),毛髪胃石3例(3.9%),その他

3例(3.9%)と柿胃石が一番多かった.閉塞部位は,
空腸36例(47.4%),回腸32例(42.1%),十二指腸5

例(6.6%:　胃2例(2.6";　結腸1例(1.3%)と小

腸に多く,空腸,回腸に有意差は認められなかった.
胃石の術前診断は困難なことが多いが,超音波検査で

は,単純性イレウス,紋拓性イレウスの鑑別のために腸

管壁の性状や,腸管内容物の動き,腹水貯留の有無の観

察に加え,音響陰影を伴った腫癌像として認められる.

腹部CTでは,腫癌内にair densityを含む内部が不均
一な腫癌像として認められることがある.胃石の治療は,
①溶解療法(パパイン製剤,パンクレアチン,重炭酸ナ

トリウム,セルラーゼ製剤) ②内視鏡的胃石摘出術,砕
石術③手術(切開,結石摘出術)などの方法がある.冒

石を認めた場合は,溶解療法は無効なことが多いため,
内視鏡的胃石摘出が第1選択の治療方法となるが,結石

が大きく,食道を通過しない場合は,径肛門的に排石可
能な大きさまで破砕を行う必要がある.破砕の大きさは,
2 cm以下にならないと小腸-の落下によるイレウスを

おこす可能性があるため,注意が必要である5).破砕す

る方法としては,スネア-や紺子を用いたり,レーザー
照射,電気水圧破砕法などがある.毛利ら6)によれば内
視鏡的な治療を行った29例中2例(6.8%)に腸閉塞を

合併したと報告されており,また宇野ら7)は落下胃石

腸閉塞症手術所見として,倣頓部から口側の小腸に壁内
血腫が認められたことから,結石通過による腸管-の損
傷の可能性が高いと報告している.術後の結石分析で,

柿胃石と診断したため,今後の再発予防として柿摂取は

行わないこと,不消化物の摂取をさけ,十分な岨境を行
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い一度に大量の食事摂取を控えるように食事指導を行っ

た.また,定期的な上部消化管内視鏡検査による経過観
察が必要と考えた.胃切除後や,迷走神経切離術後に発

症した腸閉塞症の治療に際し,胃石の可能性も念頭に置
いた問診,上部消化管内視鏡検査,超音波検査,腹部c

Tでの検索が重要であると思われた.
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