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はじめに

腹部内臓血管に発生する動脈瘤は比較的まれな疾患

である。この疾患は特徴的な症状に乏しく,破 裂によ

る出血などを伴って初めてその存在が確認されること

が多いようであるlL今 回われわれは後腹膜出血をき

たした副腎動脈瘤破裂の症例を経験 したので若子の文

献的考察を加えて報告する。

症  例

患者 :53歳,男 性.

主訴 :前胸部痛.

既往歴 :生来健康で入院歴なし,以 前より高血圧を

指摘されていたが加療はされていなかった。嗜好 とし

て飲酒は少々,喫 煙は 1日 20本程度たしなんでいた。

現病歴 !1990年12月18日,朝 方,前 胸部痛があった

がす ぐに軽快 した。同日夕方同様の症状が出現したた

め某病院へ緊急入院した。入院後は左季肋部の激痛を

訴え始めた。血圧220/120mmHg,心 電図上著明な左室

肥大を認めたが心筋梗塞の所見はなく,血 圧のコン ト

ロールもでき痛みも軽減 したため経過観察 されてい

た。翌朝には痛みも軽度 となってお り,午 前中に撮影

した腹部単純 X線 写真では両側の psOas shadowは

比較的明瞭に観察されていた(Fを.1)。 しかし昼食を

Fig. I Bilateral psoas shadow could be clearly
observed on the abdominal X-rav film.

少量摂取 した後 より左季肋部～側腹部に激痛が出現

し,そ の後左腹部に明らかな膨隆を触知するように

なった。その時撮影 した腹部 X線 写真では,両 側の

psoas shadowは もはや観察できず,小 腸ガスも出現

し腹膜炎を強 く示唆していた(Fig.2)。腹部超音波,

腹部 computed tomography(CT)に ても左腎周囲に
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外科

腹部内臓血管に発生する動脈瘤は比較的まれな疾患とされている。なかでも副腎動脈瘤の報告は少
ない。今回われわれは後腹膜出血をきたし緊急手術を行った富‖腎動脈瘤破裂を経験したので報告する。
症例は53歳,男 性.前 胸部痛を主訴に近医を受診,血 圧のコントロールのみで翌日まで経過観察され
ていたが,昼 過ぎ頃より左季肋部～側腹部痛出現し腹部膨隆も著明となったため当科紹介された,腹
部 computed tomOgraphyにて左腎周囲に異常陰影認め,血管造影では左副腎動脈領域に径8nlln大の

瘤を認めた。副腎動脈瘤破裂による後腹膜出血の診断にて緊急手術施行.手 術は出血部位を発見しそ
の動脈壁を縫合閉鎖した。術後経過は十二指腸演瘍よりの出血を認めたが,保 存的加療にて止血し術
後34日目に軽快退院した。血管造影法の進歩とともに,今 後こうした内臓動脈瘤の報告が増加すると
考えられ,ま た急性腹症の鑑別診断として考慮すべき疾患の1つであると考えられる。
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Fig. 2 The abdominai film showed haziness over

entire abdomen, and small intestinal gas shadow

appeared, so peritonitis was suggested.

モ

Fig. 3 An abnormal density area was present

around left kidney on the abdominal CT- scan.

異常陰影認め,進 行性の貧血あり状態増悪したため後

腹膜出血疑いにて12月19日当科紹介 となった (Fig.

3).

当科紹介後緊急にて enhanced CTお よび腹部大動

脈造影を施行した。

CT所 見 :Ll以下のレベルより左腎周辺に異常陰影

あり腫瘤の形成を認めた (Fig.4),

血管造影所見 :左副腎動脈領域に一致 して径8mm

大の動脈瘤を認め,静 脈相では造影剤の ppOlingも認

めた (Fig,5).

これらの所見から左副腎動脈に発生した動脈瘤の破

裂による出血 と診断し,同 日緊急手術を施行した。
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Fig. 4 The abnormal shadow, which was present

around left kidney, increased on the abdominal

CT-scan at our hospital.

Fig. 5 Panaortic-angiography revealed a suprar-

enal artery aneurysm of 8.0mm in diameter.
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Fig. 6  The suprarenal artery aneurysm was nOt

present

手術所見 :上下腹部正中切開にて開腹,左 側後腹膜
は著明に膨隆 してお り血腫を形成していた。またこの

後腹膜領域からの出血の影響 と考えられる腹腔内出血

も認めた。下行結腸外側後腹膜を切開し血腫を除去し

出血源を検索するに左腎より下方には出血は認めず,

左腎上方すなわち副腎表面からの動脈性の出血を認

め,術 前診断通 り副腎動脈層の破裂による出血 と判断

した。 こ の動脈瘤を切除するには周囲組織の損傷が大

きいと判断し出血を認めた動脈壁を縫合閉鎖 し止血 し

た。後腹膜および腹腔内の出血は約2,000mlであ り,術

中17単位 (3,400ml)の輸血を行った。

術後経過 :術後 4日 目から経 口摂取開始 したが, 8

日目にタール便を認め胃内視鏡検査にて十二指腸球部
の潰瘍からの出血 と診断, ヒスタミンH2措 抗剤投与

などの保存的な治療にて出血は軽快 した。術後28日目

に施行した腹部血管造影では,動 脈瘤は造影されず,

術後34日目に軽快退院した (Fig.6)。

考  察

腹部内臓血管に発生する動脈瘤患者の来院時の主訴

としては,腹 痛,心 寓部痛,背 部痛,腹 部腫瘤触知,

吐血,下 血などが挙げられているがいずれも特異的な

症状,徴 候に乏しく症状のみから他の疾患 との鑑別診

断は困難である。一方,そ れは破裂を伴 うと致命的で

あることも少なくない。文献では報告例の約22%が 破

裂など重篤な状態で発見され,その うちの8.5%が 死亡

例であるといわれているの。その発生原因としては動

脈硬化性変化 (高血圧)に よるもの,外 傷,感 染,特

異性中膜変性,手術後の続発性などが考えられている。
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その発生部位は,Deterlinピ)によれば1,424例中陣動脈

46.6%,腎 動脈21.7%,肝 動脈16.2%,上 腸間膜動脈

8.3%,腹 腔動脈3.5%,胃 十二指腸動脈0.5%と 報告さ

れている.今 回のわれわれの症例のような副腎動脈瘤

は非常にまれであり,検 索 し得た限 りでは本邦では和

田らりが両側性副腎動脈瘤を報告 しているのみであ

る。その症例は前胸部から上腹部にかけての疼痛を主

訴とした患者で,高 血圧の精査中に発見されたもので

あ り,わ れわれが今回経験 した症例 と初発症状が類似

している。また WaterwOrthめの報告 した症例は,66

歳,男 性, フ ットボールの試合でショック状態となり

緊急入院,上 腹部の著明な圧痛 と筋性防御を認め胃潰

瘍の穿孔による急性腹症 との診断のもと開腹術を施行

され,副 腎動脈瘤破裂による後腹膜出血 と判明した。

瘤壁の組織は中膜欠損であった.わ れわれの症例では

動脈炉壁の組織は残念ながら不朔であるが,合 併症に

高血圧があることや外傷の既往がないことなどから,

動脈硬化によるものであると推察される。

これら内臓動脈瘤の治療には外科的治療のほかにカ

テーテルを用いた塞栓塞療法。つも施行されている。こ

の基栓術の利点としては,動 脈造影に引き続いて施行

でき,繰 り返 しおこなえ,手 術の危険性の高い症例に

も施行可能であることなどが挙げられているが,一 方

で Linaら ゆは gelfoamに よる塞栓術により動脈瘤が

破裂 したと報告 してお り,合併症618湾)も少なくない。ま

たカテーテルによる塞栓療法の長期予後はまだ確定 し

ていないため,施 行には慎重を期すべきであ り今後こ

の点を検討してゆ く必要がある1のとの意見もあるよう

である。

内臓動脈瘤の発生の特徴 として多 くの場合男性に発

生する率が女性のそれより高いなかで,陣 動脈瘤は男

性より女性に発症する頻度が高 く, 4～ 5倍 にのぼる

といわれている11な かでも数回の妊娠,出産を経験 し

た女性に多いと言われ中年女性が腹痛などで訴えてい

る場合牌動脈瘤も鑑別診断の 1つ に挙げられるべきで

あろ夕 1)l121.

一般に内臓動脈嬉は小さい場合には無症状に経過す

ることが多 く,早 期診断は困難である。また,症 状は

前述 したような不定愁訴 として訴えられることが多 く

他の疾患 との鑑別が容易ではない. しかしいったん破

裂を伴 うと死亡率が高いことや,最 近の血管造影法の

進歩 とその安全性などを考慮 して,CTゃ 超音波など

非侵襲的検査にて確診が得 られない場合,内 臓動脈瘤

の存在を考慮して腹部血管造影を施行することも一法
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であると考 えられる。そ うすることによって今後未破

裂で発見 される症例 も増 えるであろ う。

また破裂を伴 った場合でも,術 前出血部位が確認 さ

れている場合 とそ うでない場合では死亡率 に差があ

り,確 認 されていない方が死亡率が高い といわれてお

り,血 管造影にてで きる限 り出血部位を同定 してお く

ことが重要である1り
.

また血管造影にても確診が得 られず急性腹症の診断

にて開腹を余儀な くされた場合にもこの疾患を考慮に

入れてお くことも有用ではないか と考 えられる1).
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A Case of Ruptured Suprarenal Artery Aneurysm

KazuyaHorike, Hiiru Yoshida, Nobuo Saoyama, You Tsuda, Daisaku Harauch,

Ketsuhiro Tanaka and Eitaroh Masuda

Department of Surgery, Zentsuji National Hospital

Visceral artery aneurysms of splanchnic vessels are uncommon. We present a case of massive retroperitoneal

hematoma due to rupture of a suprarenal artery aneurysm. A S3-year-old man with sudden onset of sevefe lower

retrosternal and epigastricpain was admitted to a nearby hospital. The next day, severe abdominal pain and

abdominal distension developed. He was transferred to our hospital in the after noon. Panaorta angiography

revealed a suprarenal aneurysm g.0 mm in diameter. Laparotomy disclosed much retroperitoneal blood and a large

clot. The bleeding vessel was ligatedand sutured. The postoperative course was uneventful but a peptic ulcer and

he was sent home on the 34th postoperative day. As far as we could find in the literature, this case was the second

one inJapan. Visceral artery aneurysms of splanchnic vessels will be diagnosed more frequently because of further

improvement in diagnostic techniques such as angiography'
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