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後腹膜気腫像から診断された十二指腸憩室穿孔の 1例
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腹部 X線 と腹部 CTか ら後腹膜気腫を診断された,十二指腸第 3部憩室穿孔の 1例を経験した。症
例は39歳の主婦で,右 側腹部痛出現し,腸 閉塞が疑われ入院した。保存的に加療されたが,第 3病 日
には体温38℃,自 血球数15,500/mm3,c反応性タンパク(CRP)27.3mg/dlと著名な炎症所見を塁し,
腹部単純 X線 および腹部CTで 後腹膜気腫が認められ,消 化管穿孔が疑われた。手術所見では,後 腹
膜脂肪組織に気腫と炎症性浮腫状変化が認められた。右側結腸を内側に脱転すると,十 二指腸第 3部
の直径約lcmの 憩室が穿孔し,直 径約4cmの 黄白色調の膿瘍を形成していた。憩室を切除せず十二指
腸腔内に翻転埋没し,Z縫 合を加えた。膿からはγ‐ストレプトコッカスが検出された,回 復は良好で
術後17日で退院した。本邦では十二指腸憩室穿孔はこれまでに15例報告されているが,す べて第 2部
憩室であり,検 索しえたかぎりでは本例が本邦第 1例 目の第 3部憩室穿孔例である.
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はじめに

十二指腸憩室は上部消化管透視検査や内視鏡検査に

おいて偶然発見されることが多 く,そ れ自体は珍 しい

所見とはいえず,合 併する胆道系疾患以外の症状を呈

することもまれで,普 段は臨床的に問題にならない。

我々は腹痛で発症し,腹部 X線 と腹部 CTと から後腹

膜気腫を診断され,外 科治療 された十二指腸第 3部 憩

室穿孔の 1例 を経験 したので,症 例を報告 し,文 献的

考察を加えた。本例は本邦における十二指腸憩室穿孔

例の15例日であ りかつ第 3部 憩室穿孔例 としては第 1

4211目の報告である。

症  例

患者 :39歳,主 婦

主訴 :腹痛

既往歴 :虫垂切除術 と腹式子宮全摘術を受けてお

り,数 年来の踏周囲痛 と便秘を訴えていた。

家族歴 1特記すべきことなし.

現病歴 !1992年3月 12日午後 2時 ごろから,右 側腹

部から下腹部にかけて絞るような疼痛が出現して徐々

に増悪 し,腸 閉塞が疑われ同日入院した。

入院時現症 :身 長158cm,体 重51kg,血 圧144/88
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mmHg,脈 拍数60/分,体温37.9℃で,眼球結膜に貧血,

黄疸なく,頭 頭部,心 肺,四 肢に異常所見なく,腹 部

では暦部から下腹部にかけて限局 しない圧痛,反 跳痛

が認められた,筋 性防御なく,腸 腰筋徴候,閉 鎖神経

刺激徴候は認められず,腸 嬬動音は減弱していた。便

潜血は陰性だった。

入院時検査所見 :入院時血液化学検査所見では自血

球16,300/mm3, LCR(Large cell ratiO)82.1%と 左

方移動が認められ,CRPO.2mg/dl,肝 機能,腎 機能,

電解質,尿 沈澄所見は正常だった (Table l).

Table l  Laboratory data On ad■lissiOn

WBC 16ゃ lXj/mm3

Stab      2t/9
Seg       75%
E価 ■o    2%
Baso    Ot/9

Mono   3%
LymPh   17%

RBC 477x 104/mm3

Hb 14.6g/dl
Ht  42.7%

P1 24.8x104/mm3
Na 138 mEq/1

K  4.O mEq71

C1  103 mEq71

Ca 10.Omゴ dl
P  40mg/dl
BUN 5.7 mg/dl

Cr O.4 mg/d:

TP     7.Og/dl
ALB    40 grdi
■Bil   仇 7mytll
D.Bil   o.2 mg/di
ALP    99 1u/1
COT    9 1LT71
CPr    2 1U/1
LDH    176 1U71
AMY    74 1U/1
CLU    l16 mg/dl
CRP   は 2mプ di
Urina,sis

CraviⅢ  l.lx15
Urobilinogem O.l EU
Protd■  (_)
PH       6.9
Glu    (_)
Ketone    (‐)
RBC    O_1/HPF
WBC   O‐ 1/HPF



94(2654)

Fig. 1 Plain abdominal X-ray show the presence

of many bubbles in retroperitoneal space along

the inferior border of the liver.

入院後経過 :絶食,経 鼻胃管挿入,輸 液で保存的に

加療 したが,腹 痛の改善なく,第 3病 日の 3月 14日に

は,体 温38.0℃, 自血球15,500/mm3,LCR 88.5%,

CRP 27.3mg/dlと著名な炎症所見を呈した。

胸部単純 X線 所見 t肺野異常陰影や胸水貯留像,横

隔膜下空気像は認められなかった。

腹部単純 X線 所見 :拡張腸管や液面像はなく,後腹

膜肝下縁に沿って気泡像が多数認められ,後 腹膜気腫

と考えられた (Fig.1)。

腹都 CT所 見 i下大静脈,腎 周囲脂肪組織,膵 頭部

周囲に広がる後腹膜気腫が認められたが,膿 瘍腔は明

確には描出されなかった(Fig.2)。以上の所見を総合

的に判断し,消 化管穿孔による後腹膜気腫および膿瘍

形成が強 く疑われ,内 科的治療で改善がみられないた

め,緊 急開腹手術の適応 と判断された。

手術所見 :全身麻酔下に腹部正中切開で開腹した。

回盲部衆膜や大網,腸 間膜根部に広 く後腹膜気腫が認

められた。後腹膜脂肪組織は膵頭部から十二指腸外側

にかけて浮腫状に肥厚していた。盲腸,上 行結腸の後

腹膜付着部を切離 し,右 側結腸を前方に脱転 して,後

腹膜臓器を露出した。上腸間膜静脈に接する十二指腸

第 3部上に,直 径約4cmの 黄白色調の膿瘍形成が認め

られた(Fig。3).膿 瘍腔を開放すると黄白色調の膿が

少量流出した。十二指腸第 3部 の直径約lcm大 の憩室

が膿瘍腔に穿通 していた(Fig。4).憩 室が小さく,孤
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Fig. 2 Abdominal computed tomography show

retroperitoneal emphysema (-), extending

around the inferior vena cava, perirenal fat, and

the pancreas head.

立性で,周辺の十二指腸壁が炎症から免れていたので,

憩室を切除せず,憩 室を十二指腸腔内に翻転埋没し,

Z縫 合した後に,衆膜筋層縫合を追加し補強した,大網

を穿孔部近傍に留置 した後に,腹腔を温生食で洗浄し,

閉鎖式 ドレーンを膿瘍腔に留置して,手術を終了した。

術後経過 :膿 からは γ‐ス トレプ トコッカスが検出

された。術後創感染を起こしたが,回 復は良好で術後

17日で退院した。

考  察

十二指腸憩室は胃レントゲン透視検査の 1～ 5%,

上部消化管内視鏡検査の 9～ 20%,剖 検例の 2～ 22%

に認められるといわれている1レ).我々の症例は十二指

腸第 3部 の壁外性憩室穿孔であったが,一 般に十二指

腸憩室の67%は 十二指腸第 2部 に存在し,30%は 大腸

憩室を合併するといわれる分.約 95%の 十二指腸憩室

は無症状であるが1),嘔気嘔吐,腹 満感,絞 施感,心 鴛
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ng。 3 YellowiSh‐ white absce弱

diameter 、vas detected close to

superior mesenteric vein

in about 4cm
the root of the

部不快感などの非特異的な症状を自覚することもあ

る。本例では,数 年来の踏周囲痛を訴えていたが,憩

室に由来する症状であったかどうかは明らかでない。

医学文献データベースは
JMEDICINE"か ら,1970年

以降の十二指腸憩室穿孔例について検索 したところ,

本邦では疫学的統計はなく,著 者らの集計しえた範囲

で14例報告されていたい1めにすぎない (Table 2).

十二指腸壁外性憩室による胆石,膵 炎以外の合併症

の発生はまれであるがぅ出血,穿 孔,に 指腸狭窄,

憩室炎などの報告がある11我 々の症例では,憩室が切

除されなかったので,術 後病理検査による病因検討が

できなかったが,憩 室炎が先行し,炎 症を背景に穿孔

したことが強 く疑われた。胆石,消 化管出血,膵 炎は

合併 していなかった。

診断には腹部単純 X線 検査,上部消化管透視検査,

腹部 CT検 査,上 部消化管内視鏡検査,腹 部超音波検

査などが有用である1り
。本frlでは腹部単純 X線 検査 と

n g . 4  D i v e r t i c u l u l n

forated at the third
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in about lcm diameter per‐

portion Of the duodenum.

腹部 CTで 後腹膜気腫が診断されたが,CT上 ,明 らか

な膿瘍腔を同定できず,膿 瘍は術中に確認された。本

例の術前診断は消化管穿孔による後腹膜気腫だった.

Julerら
15)は十二指腸憩室穿孔の術前診断として,急性

胆嚢炎,穿 孔性十二指腸漬瘍,急 性虫垂炎などが多 く,

術前診断の困難さを指摘している。

確定診断は手術所見によることが多いが,Julerら19

は十二指腸憩室穿孔に関わる所見 として,(1)胆 汁に

汚染された傍十二指腸蜂寓織炎,(2)十 二指腸外側の

後腹膜浮腫,(3)傍 十二指腸膿瘍,(4)後 腹膜気腫,

(5)黄 色落片状の後腹膜滲出液,(6)右 横隔膜下膿瘍

をあげている。本例では術中にまず(2),(4)が認めら

れ,後 腹膜腔に位置する十二指腸穿孔が疑われた。右

側結腸を内側に脱転して後腹膜腔を広 く露出すると,

(1),(3),(5)に続 き十二指腸第 3部 の憩室穿孔が認め

られ,確 定診断に至った。
一般に無症状の十二指腸憩室は外科的治療の対象に

ならないが,症 状のあるものや合併症を併発した例で

は外科的治療が必要 とされることもある。出血ゃ十二

iculum
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指腸狭窄を合併する例では,憩 室切除術または憩室を

含めた十二指腸切除術が基本術式 となる。穿孔例では,

本例のように憩室が小さく周辺十二指腸壁の炎症が軽

微なときは,憩 室埋没術が簡便である.し かし一般的

には周辺十二指腸壁の炎症が強く,憩 室の埋没が困難

であることが普通であり, この際は憩室を含めた十二

指腸切除術が適応 となる1ゆ.炎 症が強い十二指腸吻合

には常に吻合不全の危険があり,大 網や空腸衆膜を用

いて吻合部を補強する処置(大網または装膜パ ッチ術)

を追加した り,吻 合部を安静にするために胃空腸吻合

術を追加した りすることもある1う。

本711では腹部単純 X線 検査でまず後腹膜気腫が診

断され,以後の外科治療に結びついたわけで,CT万 能

の時代に今一度腹部単純 X線 検査の重要性を強調 し

稿を終える。

なお,本 論文の要旨は第54回日本臨床外科医学会総会に

おいて発表した。
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A Case of Diverticular Perforation of Duodenum at the Third Portion,
Diagnosed by Retroperitoneal Emphysema and Abscess

Hirohisa Miwa, Takao Matsuura, Hiroshi Kitahara, Sigenori Aoki, Nobuaki Shinozaki*,
Kazunao watanabe*, Noriyuki saeki*, Kouichi Maekawa* and rakao Suzuki*

Department of General Surgery, Chigasaki Tokusyuukai Medical Center
*Department of General Surgery, Shonan Kamakura Medical Center

We report the firstJapanese case of the diverticular perforation of duodenum at the third portion, diagnosed by
retroperitoneal emphysema and abscess. A 39-year-old woman was admitted to our hospital under suspicion of
small bowel obstruction. Supportive therapies were fairly effective. On the third hospital day, she had a body
temperature of 38'C, WBC count of 15,5000,/mm3, and CRP of 27.3 mgldl. Abdominal plain X.ray and enhanced CT
reveald pneumoretroperitoneum, and gastrointestinal perforation was suspected. On laparotomy, retroperitoneal
emphysema and edema were seen. The right colon was mobilized anteriorly. A small diverticulum in the third
portion of the duodenum was perforated and surrounded by yellowish-white abscess. The diverticulum was
inverted into the duodenal lumen and a z-stitch was placd. 7-streptococci was culturd. The postoperative course
was excellent. In Japan, 15 cases of diverticular perforation of the duodenum have been reported, all located in the
second portion of the duodenum. This is the first report of diverticular perforation of the duodenum at the third
portion in this country.
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