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はじめに

上部消化管出血のまれな原因として,膵 周辺動脈の

動脈瘤破裂による胆 ・膵管内出血が報告されている。

動脈瘤破裂による出血では,急 激にショック状態に移

行するため,術 前診断が通常困難で,適 切な外科治療

を逸することが多い。

今回われわれは,慢 性陣炎に合併した胃十二指腸仮

性動脈瘤穿破による膵管出血症例を経験 し,膵 頭十二

指腸切除で治癒せしめたので文献的考察を加えて報告

する。

症  例

症例 :65歳,男 性,無 職.

主訴 :吐血,下 血.

家族歴 :特記すべきことなし,

既往歴 i40年来, 日本酒 3～ 4合 /日,10年 前から
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ビール10本/日の飲酒歴を有す。            科 に再入院し,精 査の結果,十 二指腸粘膜の出血,び

現病歴 :昭和49年ころより,脂 周辺の腹痛が年数回  ら んと診断された。11月4日病因確認のため,endos‐

出現するようになったが放置していた。昭和56年8月   COpic retrograde cholangiopancreatography

15日なんらの誘因なく眩畳とともに転倒し,某 病院で  (ERCP)を 試みたところ大十二指腸乳頭部からの出血

極度の貧血を指摘された。頭部 computed tomogra‐  が 確認されたので本学第 1外科に入院した。

phy(CT)検 査で異常なく,腹 部 CT検 査で解石が確   入 院時所見 !身長164cm,体 重49kg.血 圧100/80

認された。約 1カ月間入院して軽快したが,同 年 9月   mmHg,脈 拍104/分.限 険結膜に高度の貧血あるも,

27日,10月 8日 と吐 ・下血を反復するので,某 病院外  眼 球強膜に黄染なし,胸 ・腹部に異常所見なし.臨 床

検査成績では,中 等度の貧血と血清アミラーゼ値の軽

度上昇がみられたにすぎなかった(表1).Pancreatic

function diagnOstant(PFD)testは24,3%と著明な低

表 1 臨 床検査成績

320×104

8.2g/dl

26.8%

6500

33.l X 10

95mg/dl

O.3mg/di

231U/L

151U/L

75KA

421U/L

4821U/L

3701U/L

DM pattem
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図 1 腹 部単純 X線 像.第 2～ 3腰椎高に相当する部

位に横走する粗悩な石灰化像をみる。

り際管内に出血した慢性際炎の 1例  日 消外会誌 20巻  9号

図 3 腹 腔動脈造影.胃 十二指腸動脈の末檎側に,

23× 2 2cmの動脈瘤を認める。

図 2 十 二指腸ファイバースコピー所見.大 十二指腸

乳頭開田部より1条の持続性出血をみる。

値を示した。使港血反応は,グ アヤック法,オ ル トト

ルイジン法ともに強陽性を示した。腹部単純 X線 写真

で,第 2～ 3腰椎高に相当する部位に,横 走する粗惟

な異常石灰化像がみられた(図 1)。腹部 CT検 査でも,

陣全体にわたる石灰化像が確認された。ERCPを 試み

たところ,大 十二指腸乳頭開田部よりの持続性出血が

確認された (図2).解 管造影は不成功に終わったが,

胆管造影で総胆管末端部にtubular stenosisが認めら

れた。腹腔動脈造影で,冒十二指腸動脈末浦側に2.3×

2.2cm大 の動脈瘤が確認された(図3).以 上の所見か

ら, 胃十二指腸動脈仮性動脈瘤膵管内穿破に起因する

膵管出血の診断で開腹 した。

術中所見と術後経過 :膵は触診上全体に硬 く,頭 部

に拍動性腫瘤を触知した,76%ウ ログラフィン30mlを

胃十二指腸動脈仮性動脈瘤内に穿刺注入すると,仮 性

動脈瘤を含めて国右肝動脈 ・右胃大網動脈が造影され

図4 術 中動脈造影.胃 十二指揚動脈瘤内に穿刺と入

した造影剤が肝管および十二指腸内控へ流出する。

ると同時に,造 影剤は拡張した膵管を経て十二指腸内

へ流出した(図4).動 脈層輸出入血管の結熱を試みた

が,膵 および周辺組織 との癒着が強固で目的を果たさ

ず,止 むなく膵頭十二指腸切除術を施行した。体部切

除断端の膵管は5×8mmと 拡張し,粟 粒大の膵石で充

満 していた。消化管再建は今永 I法 に準じた。術後経

過は順調で,血 中ア ミラーゼ値は正常に復 し,PFD

testも41.8%と 改善され,術後28日日に全治退院 した。

病理学的所見 i胃 ・十二指腸動脈は破綻 し,血 腫を

作 り,仮 性動脈瘤を形成している(図5).動 脈壁は内

膜の肥厚,内 弾性板の伸展,直 線化ならびに解離がみ

られ,血腫の外縁に沿って動脈壁構造は次第に消失 し,

血腫の壁の大部分は肉芽組織 とその外方に続 く線維性

結合織によって構成されてお り, ここに拡張した末浦

膵管,島 状に残存する膵外分泌腺組織, リンパ球浸潤

がみられる(図6)。半連続切片の検索により, この血
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図 5 仮 性動脈瘤の病理組織所見.左 端には結紫によ

る動脈壁の変形がある.矢 印 (↑)よ り上方および

右方の矢印 (↑↑)ま では動脈壁の構造が確認され

るが,両 矢印の部を境にして内弾性板の解離 ・消失
があり,動 脈壁としての所見はみられない。血腫の

周辺は,肉 芽組織 と末檎肝管を含む結合組織 より

なっている.■ 印は次の図 6に その拡大像を示す。

(HE× 54)

図6 胃 十二指腸動脈壁.図 5の矢頭印 (▲)の 部の

拡大像で,内 膜は高度の肥厚を示し,内 弾性板は拡
張に伴う仲展 ・直線化を示す.(HE,× 37)

腫は著しく拡張した解管に移行し,解 管内には凝血塊

の充満が認められる(図7)。また手術的に切除された

解実質は,高 度慢性膵炎の像を呈していた。

考  察

胃十二指腸動脈の動脈瘤は極めてまれな病態で,

1923年Segall'が動脈硬化を基礎とした外傷性胃十二

指腸動脈瘤の 1例を報告して以来,今 日までに30数例

の報告をみるにすぎないつゆ。その原因は,動脈硬化性・

外傷性などと多様であるが,慢 性膵炎に起因したもの

が11例と多く,本 病態が慢性陣炎に密接な因果関係を

177(2239)

図 7 膵 管の病理組織所見.高 度に拡張した解管内腔

には凝血塊が充満し,壁 の破綻 ・壁内出血 ・上皮細

胞の剣脱ならびに炎症細胞浸潤 も認められる。

(HE.×160)

有することがうかがえる。われわれの症例も,膵 石を

有する慢性解炎に胃十二指腸動脈の仮性動脈瘤が合併

した極めて貴重な症例と考えられる。

Eckhauserりは,胃十二指腸動脈瘤の59%に 陣炎が関

与すると述べ,その成因としてacinar cellの壊死と癖

管の破綻,活 性膵酵素の逸脱, これによる動脈壁の消

化融解から仮性動脈瘤が形成される経過を想定してい

る。本症例では, アルコール性慢性解炎を基礎とする

膵組織の荒廃とそれに起因した動脈壁の変性 ・壊死,

仮性動脈瘤の形成があり,そ の輝管への穿破による陣

管出血という臨床的経過が病理組織学的にも確認され

た。慢性膵炎に起因するものとしては,胃 十二指揚動

脈のほか,牌 動脈。～6).解十二指腸動脈のゆ.肝 動脈いな

どの動脈瘤も報告されている。本症に特異的症状はな

く,急 速にショックに移行する吐血 ・下血或は腹腔内

出血で突発し,高 い死亡率 (25～40%)めを示す。本症

例では,消 化管大量出血の原因究明のために行われた

緊急内視鏡検査で大十二指腸乳頭部よりの出血を確

認,腹 腔動脈造影で動脈瘤の診断を術前に的確になし

得た。諸家の報告のごとく,原 因不明の消化管出血に

対しては,汎 用内視鏡による緊急内視鏡検査 とvis‐

ceral arteriographyが有用であることを強調したい。

本症の治療として動脈塞栓術1い
,電気凝固療法10,動

脈結繁術1りおよび膵顕十二指腸切除術1うなどが報告さ

れている。一般的には仮性動脈瘤の切除術が推奨され

るが,慢 性陣炎に合併した仮性動脈瘤では,わ れわれ

の症例のように膵ならびに周囲組織との癒着が高度

で,陣頭十二指腸切除術の止むなきに至る症例もある。
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しかし,術 後成績は比較的良好である。interventional

angiographyの 発展は,緊 急避難処置 としての動脈塞

栓術を可能 とし,Stabilel分は,動 脈塞栓術によって止

血に成功した症711を報告 している.し かし,動 脈塞栓

部位の再開通,二 次的仮性動脈瘤の続発,そ の破裂の

可能性もあり,塞 栓術は救急止血的処置に位置づけら

れるべきで,基 本的には観血的 ・直接的治療法を採用

すべきものと考える。

む す ぴ

消化管大量出血の原因が,慢 性膵炎に合併する胃十

二指腸動脈仮性動脈瘤の主膵管内穿破による膵管出血

であった症例を,陣 頭十二指腸切除術で全治せしめた

ので報告 した。慢性膵炎の経過中に消化管大量出血を

認めた場合には,膵 周辺動脈の仮性動脈瘤破裂を考慮

し,汎用内視鏡による十二指腸までの緊急内視鏡検査,

腹腔動脈造影などの visceral angiographyが,そ の診

断および治療方針の策定に必須不可欠であることを強

調した。interventional angiographyの発展で,動 脈

塞栓術による救命的緊急止血が可能 となったが,手 術

的動脈瘤摘除ないしは結繁術が根治的治療法であるこ

とを強調した。また,本 症例のような慢性陣炎を病因

とする胃十二指腸動脈仮性動脈瘤では,手 技的にも,

またその根治性からも,解 頭十二指腸切除術が適切な

手技であることを報告した。
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