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衝突し小腸損傷を来した一例
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〔要旨〕 サッカーによるスポーツ外傷において小腸損傷は極めて稀だが，受傷起点によっては起こり得
る外傷である．22 歳男性，プロサッカー選手．サテライトリーグの試合中，ルーズボールの競り合いで
相手選手と交錯し膝が腹部に入り受傷した．強い腹痛のため直後より立ち上がることが困難でありピッ
チ外へ退出し交代，腹痛が持続していたため近医へ救急搬送．経過観察入院後，受傷翌日の腹部造影 CT
検査にて上腹部に遊離ガス像及び腹水を認めたため試験開腹術施行，消化管穿孔及び汎発性腹膜炎との
診断で小腸穿孔部閉鎖術施行，術後 17 日で退院となった．術後 4 週で軽運動開始，術後 8 週で競技復帰
に至った．小腸損傷は交通事故に伴うシートベルト損傷などの鈍的外傷により生じるのが一般的である
が，コンタクトスポーツでも腹部への鈍的外傷となるプレーが起こり得る．頻度は少ないが考慮すべきス
ポーツ外傷の一つであり迅速な現場対応が必要とされる．
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搬送となる．搬送後腹部 CT 検査施行するも確定
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受傷翌日の腹部 CT 検査
肝表面に腹水貯留及び遊離ガス像を認める
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術中写真
トライツ靭帯より約 20cm 肛門側の小腸に 2/3
周性の穿孔

らは Sweden，Skaraborg 地区における 30 年間の
スポーツ関連腹部外傷は 136 例しかなく，さらに
小腸損傷はそのうち 3 例のみであったと報告して
いる２）．過去 17 年間でのサッカーにおける腹部外
傷の報告は，検索しうる限り自験例を含めて 19
例であり，うち小腸損傷は 2 例であった（表 1）．
稀ではあるが発症しうる外傷であることを知って
おかなければならない．
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受傷翌日の腹部 CT 検査
小腸周囲に腹水貯留及び浮腫像あり損傷を示唆

小腸損傷を発症する受傷起点としては椎体と
シートベルトに挟まれて生じるような直達外力に
よる狭圧損傷と管腔臓器内の内圧上昇による損傷
が挙げられるが，自験例では損傷部位がトライツ

診断に至らず経過観察入院，受傷翌日の腹部 CT
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検査再検で，肝表面の腹水貯留及び遊離ガス像を
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外力による狭圧損傷が考えやすい．サッカーの試

腹所見で，トライツ靭帯から約 20cm 肛門側の小

合には，腹部鈍的外傷を来しうる場面が多く存在
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あった．過去の文献にポジションまでの詳細な記
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表1
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サッカーにおける腹部外傷報告例

Authors

Year

Age

Sex

Injury Site

Mechanism

高木ら
Rawls De ら
Kocaoglu M ら
Dutson ら3）
牛田ら
Dobrinja ら4）
三井ら
Kara ら5）
大野ら6）
Vucetich ら7）
Eren ら
岡村ら
Michael ら
Padlipsky ら
Padlipsky ら
Tummers ら
水谷ら8）
水谷ら8）
自験例

2000
2001
2005
2006
2006
2008
2009
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2016
2017

14
15
14
16
17
26
17
18
16
55
13
15
18
15
17
17
16
16
22

Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Female
Male
Male
Male
Male

Spleen
Pancreatic body
Duodenum
Transverse Colon
Pancreatic body
Pancreatic body
Pancreatic body
Pancreatic body
Duodenum
Small Intestinal
Spleen
Gallbadder
Pancreatic body
Spleen
Spleen
Ascending Colon
Pancreatic body
Duodenum
Small Instestinal

Hit
Kneed
Kicked
Collision
Collision
Hit
Hit
Kneed
Kneed
Hit
Hit
Hit
Kneed
Collision
Kicked
Kicked
Kicked
Kicked
Kneed

※Collision は正面衝突，Hit はその他の衝突として区別した．

そうな瞬間は，腹腔内臓器損傷発生の心積もりを
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〔Abstract〕 Abdominal injury is rare in soccer games, but it can happen. This case is a 22-year-old professional
soccer player. In an official game, he crashed and was kneed by an opponent player. He felt severe abdominal pain,
and could not stand up, but went to the locker room. After he changed, the abdominal pain continued. The team
doctor decided to make an EMT call to transfer him to an emergency hospital. On the day of the injury, a definite
diagnosis could not be made. On the following day, he was diagnosed with small intestinal rupture based on repeated CT examinations, and he underwent emergency surgery. There was a perforation of the small intestine 20
cm peripheral of the ligament of Treitz. Seventeen days after the surgery, he was discharged from the hospital. At
4 weeks after the surgery, he started to exercise, and at 8 weeks, he returned to the game. Small intestinal injury
occurs due to blunt trauma like a seatbelt injury during a traffic accident, but it can happen during contact sports
like soccer. The injury is rare, but we have to consider it on the sports scene, and need to respond promptly.
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