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嬬動ともに正常であるが，上腹部の圧痛点に一致して
消化管の憩室は十二指腸にもっとも多く，大腸，食

幽門部前庭に憩室様の造影剤貯溜とその上部にガス像

道がこれについでいるが，胃憩室は稀なものとされて

がみとめられた。十二指腸球部は扁平でガス陰影はみ

いる。胃憩室についてはHirsch（1913）が始めて記

られるが造影剤の通過は良好であつた。

載し，Baillie（1936）が病理解剖学的方面から，更に

Ake「lund（1921）がレ線像について詳細な報告を行

図1．

つている。本邦では堤（1919）の報告以来レントゲソ
診断学の進歩により症例数が増しているとはいえ1959
年までに39例にすぎないと丸岩は述べている。

我々は最近上腹部痛を訴えて来院した患者に，術前
レ線検査により胃幽門部に憩室を発見して手術的に治
癒させたのでその概要を報告する。

症

例

症例：45才，男子，農業。
主訴：上腹部の疹痛。
家族歴，既往歴：特記すべき事項なし。
現病歴：昭和33年12月20日誘因と思われるものなく

上腹部に癒痛を訴え，某医のレ線検査の結果，十二指
腸潰瘍の診断を受け，内服薬の投与を受けたが軽快せ

ず鈍痛がつx

いていた。昨年1月2日に至り発作性に

上腹部の激痛を訴えるようになつた。疹痛はときどぎ
背部に放散し，同日夜入院した。

入院時所見：体格中等度，栄養良好，顔貌はやN苦
悶状。体温36．7°C。豚博，整，緊張良好。皮膚は脱
水のため乾燥し，舌には白苔が著明に認められた。咽
頭，頸部，胸部に異常所見は認められず。腹部は平坦
で柔かく，上腹部中央に限局して強い圧痛があつたが
腫瘤はみとめられない。肝，脾は触れず，又腹水もな
かつた。
血液所見：尿，糞便，肝機能などに異常はみとめら

れなかつた。胃液は総酸度最高72，遊離塩酸最高51

手術所見：気管内麻酔のもとに上腹部正中切開で開
腹すると，幽門部，十二指腸球部附近には線維性の癒
着がみとめられた。レ線所見と一致して前庭小轡側に

胃壁の極めて薄い部分があり，同部は胃の収縮に伴い

（Katsch−Kalk氏法）にて漸高型の曲線を示した。乳

母指頭大，嚢状に膨隆した。癒着剥離後，憩室を含め

酸反応は陰性。

て型の如く胃切除を行つた。

レ線所見：レ線的には図1のように鈎状胃で緊張，

術後経過は良好にて第15病日に退院した。
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叉は半数以上を占めている。
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形態：成因に関係するのでその形は種々であるが多
くは嚢状，球状であり，すべて単発性である。

性別：爽2に示す如く，45：17，略々3dにて男
性に多く，年令別にみると高瀬の9才を最年少とし

症状：本龍の症状は一般消化露憩塾にみられるよう
に，無症状に経過するものから，激痛を訴えるものま

て10才以下1例にて，10才代4例、20才代6例，30才

で種々の症状があり一定していないが一般には上腹

代8例，40才代27例，50才代13例，60才代7例，70才

部疹痛，悪心，嘔吐，下痢，腹部膨満感，食慾不振な

以上6例となり，30才代以上82に比して30才以下は18

どがあげられ，なかでももつとも多いのは疹痛で，

にて・年令の進むに従い疲例数を増して40〜50才代に

Dphne11は85％森は77％に存するというが，これら
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診断：近時闘鏡．胃カメラ技術の糖達によつてこの

種の症例も報告されるよ勤ζなつたとはい海確実な
診断はレ線による以外ないが，AkerlUnClはレ線学

の症状は胃十二指腸潰瘍・胃炎などの含併症，続発症
の癒状と考えられるものが多いので，合併症，続発疲

的特徴としてつぎのように述べている。即ち田憩察の

がなければ一生症状を示さずに終るものが多いといわ

陰影は周の陰影から｛突mし，5こは孤立し，形態は穏4

れている。

雑多であるが，概ね円形を星していて充盈ならびに拡

合併症；胃十二指腸潰蕩，眠1貢L，穿孔性腹膜炎，岡

癌

張の度合により変化し、殿軟可変の輪廓をもつて，舞劉

閾良性腫瘍，楓石，留下重など種々な疾患があ

り，これら舎併症Vi

Ott。ham

IX36．5％に，森は28．9

囲に炎症崔ヒ機転のレ線所見はみとめられない。通常
畷r

に，渡辺は55。1％にみられるという。又憩室肉身では

1部にあつて・上D造影剤の貯？iY｛e

X

tL時間以上に及

び・立f立｝こてガス像癒順点に現わすという。

憩室炎が考えられるが，本例の如く明らかブよ離鷹炎

我々の矧ダ睡も立偉酬ス勲認め，なお5四糊以

像を示した症例は少く，唯降旗が2例に憩察炎を経過

上のバリ：L一ムの貯溜な認めた。診断は一般に容易で

した所見がみとめられたと述べている。

あるが・レ線的には証明しえたが予術の際認めえなか

分類ならびに成悶：霧憩室はその形態上から完全，
不完全の別があり，入口部が狭く内腔の広いものを完
全憩室，そうでないものを不完全憩室といつている。

つたという胃壁の攣縮により機能的に現われる憩霊
像，潰瘍性ニツシr｝癌性潰甥・横隔膜ヘルニアの鑑
別には注意すべきであろう。

組織学的所見から憩室壁が漿膜，筋周，糊莫の3層よ

治療：憩室の存在が確定されたとき，合併癒臨旅

りなる真性憩室と筋周を欠く仮悔憩蜜の別あり，5Lre

疲状，続発症・成因の如何によつて瀬術侵襲の嬰否が

生の時期により先天性憩室，後天性憩室とに区別され，

決定されるべきであろう・即ち憩塞炎のあるとき，岡

胃蜜の脆弱部に内圧の影響な受けて形成されるものを

十二指陽濃瘍の合併しているとき・山血・穿孔のある

厭排性憩室，更に胃壁が周囲臓器の病変，主として癒

とき，内科的治療によつても症状が改瀞されないとき

着による牽引などが加わつて発生したものを牽引性憩

外科的治療の対象とすべきことはいうまでもないが・

室としている、

癌や肉腫の発生母地として又炎症，穿孔の危険のある

欝

成因については分類が多種多様であるように，今日
なお多数の見解があつて必ずしも一致していないが，

胃壁に先天的又畷天的に何等かの原因で脆弱部があ
り，内圧の影響を受けて憩室を形成するという説に賛

ものも対象とされてよい。叉外科療法の匙歩した現在
本症にはす・Lんで積極的外科療法を行うべきであると

の意見もある。

意娠するものが多い。・の説より細ボ継が離
．潜に多くしかも噴門部に好発するというどとも了解で

ma語

我々は十二指腸潰瘍として某医に治療を受けていた

きる。噴門部は解剖学的にもつとも筋層がうすく，大

が，突然上腹部に激痛を訴えて来院した患者について

血管が貫入するため抵抗減弱部があり，食物が食道か

レ線検査で胃憩室を発見し胃切除を行い・組織学的に

ら胃に落下する際，もつとも抵抗を受ける。又胃内圧
ゐ完進したときこの部がやはり抵抗減弱部としてその

胃憩室および憩室炎を証明した1例を経験し，併せて
本邦例について文献的考察を加えた。

圧力を強く受けるからである。

又憩室壁に膵，十二指脇，肺組織の迷入，胎生組織
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