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Von Recklinghausen病に併存した慢性

特発性偽性腸閉塞症の 1手術例

公立学校共済組合中国中央病院外科,岡 山大学医学部第 1外科
・

折田 泰 造  原 藤 和 泉  松 本 三 明
Ⅲ
 笠 原 潤 治

折田洋二郎  中 井  肇   小 林 直 哉  田 中屋宏爾

症例は28歳男性で,腸 閉塞の症状にて入院 した。Von Recklinghausen病を認めたが,開 腹術の既

往はなかった。消化管造影にて,十 二指腸球部からトライツ靭常にかけて異常な拡張像を認めた。保

存的治療にて,症 状改善 しないため,原 因不明のまま開腹術を施行したが,腸 閉塞の原因となる病変

部は確認できなかった.手 術所見臨床経過より,慢 性特発性偽性腸閉塞症の診断に至った。初回手術

施行後 も腸閉塞症状持続 し,約 8か 月後,消 化管バイパス手術を施行 した。(jejunO‐jejunostomy,

jejuno‐cecostomy,jejunostomy).術後腸閉塞症状を再発することなく,社 会復帰し日常生活も可能

となった.治 療法が確立 されていない難治性の本疾患において外科的療法は批判的であるが,消 化管

バイパス手術は有用な治療法になるのではないかと期待している。自験例を含め本邦報告例は48例を

数え,文 献的考察を変えて検討 した。

Key words: chronic idiopathic intestinal pseudo-obstruction syndrome, jejuno-jejunostomy and
jejuno-cecostomy for ileus, Von Recklinghausen disease

はじめに

慢性特発性偽性腸閉塞症 (chrOnic idiopathic intes・

tinal pseudo‐obstruction syndrOme, 以 T CIIPと 田各

す)は,1970年 に Maldonadoら 1)により報告された臨

床的に原因不明の腸閉塞を繰 り返す難治性疾患であ

る。今回われわれは,消 化管バイパス手術を施行 し,

術後順調に経過 した CIIPの 1例 を経験 したので報告

するとともに, 自験Tfllを含め検索できた本邦報告夕」48

711について文献的考察を変えて検討した。

症  例

患者 :28歳,男 性.

主訴 1腹痛,嘔 気,嘔 吐.

既往歴 :26歳時,腸 閉塞の診断にて保存的治療を受

け軽快.開 腹術の既往なし.Von Recklnghausen病

併存.

家族歴 :特記すべきことなし.家 系に CIIP認 めず.

現病歴 :昭和63年4月 11日,腹 痛,嘔 気,嘔 吐を認

め近医受診.腹 部単純 X線 写真にて,腸 閉塞の診断を

受け当院に紹介された。
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入院時現症 1独歩入院,血 圧110/70,脈拍84/分,腹

部軽度膨隆緊満するも,腸 雑音の元進,金 属音は認め

なかった.体 幹に神経線維腫 とCaに、aぃlait spotを認

めた。血液生化学検査にて,特 に異常所見は認められ

なかった。

入院後経過 1絶食,高 力Pリ ー輸液下にイレウス管

を挿入し,保 存的治療を開始した。イレウス管よりの

造影にて,十 二指腸の異常な拡張像を認めたが (Fig.

1)直腸に至る消化管には明らかな閉塞部位,狭 窄部位

は認められなかった.症 状改善 しないため,原 因不明

のまま 5月 13日に開腹術を施行した.術 中所見は十二

指腸球部より回腸までの腸管の拡張 と腸管壁の非薄化

を認めるも,明 らかな閉塞部位は指摘できなかった。

術後,再 度腸閉塞症状出現し, 7月 13日に 2回 目の開

腹術を施行したが,癒 着性腸閉塞であった。腸閉塞症

状を再々繰 り返すため, 2次 的に腸閉塞を生ずる基礎

疾患を精査したが異常は認められなかった。手術所見,

臨床経過 よりCIIPの 診断に至った。イレウス管 より

の 1日 の吸引量は2,000mlか ら6,000mlに もおよび,

イレウス管による音痛が強いため,12月 7日 に減圧 目

的 として消化管バイパス手術を施行した。

手術方法 !ト ライツ靭帯 より約100cmの 部位にて
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Fig。 l Duodenography AbnOrmal dilatation of

the duodenum M′as Observed froni the bulb tO the

Treitz's ligament.

拡張した空腸を切離し,空腸断端の日側を回盲部にて,

jeiunO‐Cecostomyを施行した。空腸断端の肛門側は,

減圧 目的にてjeiunOStomyとして,左 下腹部に造設し

た。バイパスの経路として jejuno‐jejunostOmyを施行

した (ng。2)。

病理所見 :拡張 した空腸の一部を切除標本 とした

が,固 有筋層間の Auerbachお よび Meissner神経叢

は過形成を呈 してお り,脱 落の所見は認められなかっ

ツ【i.

バイパス手術後は順調に経過 し,平 成元年 4月 26日

に退院となったが,11月 26日に突然の下腹部痛 と血尿

を生じた。点滴腎孟造影にて右尿管結石が判明したが

保存的治療にて改善した。バイパス手術後は揚閉塞症

状は 1度 も生じておらず,現 在社会復帰している。

考  察

1970年に Maldonadoら 1)は
,消化管に器質的機能的

閉塞病変がないにもかかわらず,長 期間にわたって,

原因不明の反復する腸閉塞を,慢 性特発性偽性腸閉塞

症 (CIIP)と名付けている。慢性偽性腸閉塞症りは,特

発性 (CIIP)と,基 礎疾患に続発 して生ずる2次 性うに

大きく分類できる。CIIPは ,最 終的に 2次 性の慢性偽

性腸閉塞症を除外診断して初めて診断が下される疾患

と考えられる。以下, 自験例を含め検索できた本邦報

告Trl148例(小児26421,成人22例)に ついて検討 してみ

た.な お,Von Recklinghausen病 の併存例は, 自験
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Fig. 2 This is the schema of bypass operation.

Jejunum is cut at the position about l00cm from
the ligament of 

'heitz.

I) jejuno-jejunostomy, II) jejuno-cecostomy, III)
jejunostomy

( Operation method )

Trelt2-→ ④
(100cm)

例以外にはみられなかった。

病因,病 理 :消化管における運動能の低下が指摘さ

れているが1ル),詳細は不明である。病理学的にも,特

徴的な組織像は指摘されていない1鴻)。自験例では,標

本採取部位が適切であったかどうかは問題であるが,

拡張した空腸の切除標本にて固有筋層間の神経叢は過

形成を呈 してお り,腸 閉塞による2次 的変化とも考え

られた。

遺伝性 :Anurasらいは,家 系的発生4/1を報告してい

る.本 邦4/11では,同胞発生4/12組(三浦 らり,天野らり,

親子発生例 1組 (木戸らり,家 系内集積例 1組 (松橋

ら1い)の 4組 が報告されている。遺伝形式としては,常

染色体優性遺伝 とする意見がある11)12j.

性別,発 症年齢 :検索できた本邦47例中,男 性30例

(63.8%),女 性17421(36.2%)と男性が多い結果となっ

ているが,性 差は認められないという意見もあるい).

発症年齢は,各 年齢層にみられるが,10歳 代から20歳

代に好発するとい う意見もある。.検 索できた本邦40

例では小児21例中14frll(66.7%)が新生児期に発生し,

成人19例中14例 (73.7%)が 10歳代から20歳代にかけ

て発症 している。新生児期 と20歳前後に好発する傾向

が示唆されている.最 高発症年齢は74歳である。

発症年齢から診断時年齢までの推定期間 i CIIPの

診断に至るまでの推定期間は,検 索できた小児19例で

は平均2.4年,成 人19例では平均7.3年を要 してお り,
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CIIPの診断がいかに困難であるかを示唆している.

臨床症状 :腹部膨満感,腹 痛,嘔 吐,下 痢,便 秘,

脂肪便などに加え,発汗異常1)がみられている。検索で

きた本邦43例では,腹 部膨満感が小児例で69.6%,成

人例で55.5%と 最も多 く全体T/11でも628%を 占めてい

る。以下,全 体例の中で嘔吐(465%),腹 痛(20.9%),

便秘 (186%),下 痢 (14.0%)と なっている。小児421

では新生児期における Hirschsprung病との鑑別診断

が重要 と思われる。

病変部位 1全消化管が罹患臓器 と考えられるが小

腸,十 二指腸,大 腸の頻度が高いい。検索できた本邦39

例において,小 腸 (667%),十 二指腸 (513%),大

腸 (513%),食 道 (20.5%)の 順である。小児例では

大腸 (73.7%)>小 腸 (57.9%)>十 二指腸 (31.6%),

成人例では小腸 (750%)>十 二指腸 (700%)>大 腸

(30.0%)と好発部位に相違がみられている.胃 は小児

1例 のみである。

合併病変 t尿路系異常が高率にみられることが特徴

的であるSゆ)1カ.検 索できた本邦33471中244/1(72.7%),

Von Recklinghausen病 に併存した慢性特発性偽性腸閉塞症  日 消外会誌 25巻  5号

小児4/1178.9%,成人例64.3%と何らかの尿路異常を合

併 している。小児例で高率に合併した巨大勝脱が成人

frllでは 1例 もみられず,興 味ある相違点である。

X線 検査 :腹部単純 X線 では,例外なく機械的閉塞

の所見を呈している1ン)。消化管造影では食道下部の嬬

動運動の低下が指摘されており1〃),十二指腸の球部や

下行脚か らの異常に拡張 した所見 も特徴的 とされ

る1)の(Fig.1).小腸,大 腸では拡張や排泄遅延がみら

れ,胃 は正常の場合が多いlン).

治療 法 i有 効 な治療 法 が ない の が現 状 で あ り

TPNl的,抗生物質,消化管運動機能促進剤,(特に Cisa,

prideが有効)14)などのごとく,対 症療法による長期間

の管理が中″らとなっている。外科的治療法では,根 治

的手術が困難なために否定的な報告が多いが1レ)1',術

前診断が困難なために診断不明のまま開腹される場合

が多い。検索できた本邦42例中27例 (64.3%)が ,何

らかの開腹術 を うけてお り,単 開腹例 は,小 児例

182%,成 人fr150 0%と全体例の33.3%におよんでい

る。また,同一症例で繰 り返し開腹される場合も多 く,

Table l Reported cases of CIIP in」 apan Non adult cases N0 1～ 26(26), Adult cases

No 27～ 48(22). ⅢNot k■own
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成人例で 5回 開腹された症例が 2例 あ り, 自験例でも

3回 開腹 している。CIIPに おいては,polysurgeryの

危険性が多分にあ り考慮すべき問題である。有効な治

療法がなく,保 存的治療の限界と判断した場合自験711

のごとく,消 化管二重バイパス手術は腸閉塞症状の減

圧 目的も兼ねた最終的治療法 として有用なのではない

かと期待 している。なお,自験例におけるCIIPと Von

Recklinghausen病との関連性は,明 確に指摘するこ

とができなかった。

本症例は第64回中国四国外科学会総会にて発表した。
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Famitiat herediャ  (十 ) case NO(9,10)(13.34)(39,40)(42)
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Experience of Successful Operation on Chronic Idiopathic Intestinal Pseudo-obstruction
Syndrome Associated with Von Recklingfrausen's Disease

Taizo Orita, Izumi Harafuji, Mitsuaki Matsumoto*, Junji Kasahara, Yojiro Orita,
Hajime Nakai, Naoya Kobayashi and Koji Tanakaya

Department of Surgery, Chugoku Chuo Hospital of Mutual Benefit Society of Public Schools
*First Department of Surgery, Okayama University School of Medicine

A 28-year-old man with the symptoms of ileus was admitted to our hospital. Though we suspected Von
Recklinghausen's disease, there was no past history of laparotomy. A barium contrast study of the gastrointestinal
tract revealed an abnormally dilated image from the duodenal bulb to the Treitz's ligament. Because it was
impossible to find the cause of and then improvement in the symptoms of the ileus, we conducted an exploratory
laparotomy without a clear reason. But, we could not find any lesion that caused ileus. Therefore, from the
operative findings and clinical progress, we diagnosed this case as chronic idiopathic intestinal pseudoobstruction
syndrome. After approximately 8 months of conservative treatment, a bypass operation on the gastrointestinal
tract was performed (ejuno-jejunostomy, jejunocecostomy, jejunostomy) for relief of the symptoms of ileus. After
the operation, this patient was permittd to resume normal daily living and has had no relapses of the symptoms of
ileus. The operation may be a critical treatment for this intractable disease whose treatment has not yet been
established, but we expect a bypass operation on the gastrointestinal tract to become a useful method of treatment.
Including this case, 48 cases in Japan were reviewed.
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