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放射線照射後にイレウ
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はじめに

腸管膜様包奏症 (peritonitis chronica nbrosa incap‐

sulata)は自色ないしは灰自色の線維性被膜によって,

主として小腸が覆われた状態 となる比較的まれな疾患

である1)。われわれは,放 射線照射が原因と考えられ,

イレウスにて発症 し,腹 部 CTに て特徴的な所見が得

られた腸管膜様包慕症の 1例 を経験 したので報告す

る。

症  例

症例 :62歳,女 性

主訴 t腹部膨満感,嘔 気

家族歴 i特記すべきことなし.

既往歴 :子宮頭癌のため,当 院婦人科にて1992年6

月12日広範子宮全摘術を行い,子 官癌は keratinizing

squamous cell carcinoma, pT2bMONl, stage IIb2)で

あった.術 後 6月 29日から8月 6日 にかけて,骨 盤腔

に計40Grayの リエアック放射線照射を施行された。

現病歴 :1992年10月頃 より両下肢の難治性浮腫,

1993年3月 頃より肝機能障害が出現した。 3月 15日の

腹部 CT検 査では脂肪肝および腹水を認めたが,再 発

を示唆する所見はなかった。 3月 下旬より食思不振,

腹部膨満感が出現,徐 々に増悪し, 4月 27日腹部単純

X線 写真にてイレウスと診断され当院婦人科に入院
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放射線照射後にイレウスにて発症 した腸管膜様包家症の 1例 を経験 したので報告する.症 例は,子

宮頭癌のため広範子宮全摘術 と術後放射線照射を受けた既応を持つ62歳の女性で,腹 部膨満感,嘔 気

を主訴に来院した。放射線障害による腸管癒着性イレウスの診断で腸切除術を施行した。終末回腸が

厚さ約lmmの 被膜に覆われた10.8×7.6×7.4cmの 腫瘤を形成 してお り,腸 管膜様包慕症 と診断 し

た。腸管膜様包家症は比較的まれな疾患で,本 邦では1970年以降現在までに本例を含め23例の報告が

あるのみで,放 射線照射に起因した本症の報告は本例が初めてである。また,本 症の術前診断は困難

であるが,本 例では腹部 CTが その特徴的な所見をとらえていた.

Key words: peritonitis chronica fibrosa incapsulata, adhesional ileus, radiation enteritis

した,

現症 :身長151cm,体 重35.5kgと 栄養不良.血 圧

110/60mmHg,脈 拍72/min,整 .皮 膚および眼球結膜

に黄疸なし.限 験結膜に貧血あ り。両下肢に著明な浮

腫を認めた。

腹部所見 :下腹部正中に手術赦痕を認め,下 腹部を

中心に中等度の腹部膨満 と腹水を認めたが,筋 性防御

や反跳圧痛は認めなかった。触診にて拡張した腸管を

触知 し,圧 迫にてグル音を聴取 した。腫瘤は触知 しな

かった。腸雑音は微弱.直 腸内指診ではダグラス寓に

異常を認めなかった。

血液検査所見 :白血球数減少,貧 血,軽 度の肝機能

障害,低 タンパク ・低アルプミン ・低 コレステロール

血症を認めた。

腹部単純 X線 所見 :上腹部に数値の小腸鏡面像を

認めた。骨盤内には小さな鏡面像および小ガス像を認

めるのみだった。

腹部 CT検 査所見 :内部に少量のガスと液体の貯留

した小腸が,塊 状になって骨盤内に存在し,表 面平滑

で類円形の腫瘤を形成 していた.腫 瘤を形成 した小腸

壁には肥厚がみられ,造 影にて high densityを示し,

絞れを示唆する所見は認めなかった.ま た,腫 瘤周囲

に腹水,後 腹膜および腸間膜には浮腫を認めた (Fig.

1).

絶飲食,IVH管 理にて経過観察したが,腹 部単純 X

線写真上の鏡面像が消失 しないため,イ レウス管を留
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Fig。 l Abdo■ linal CT revealed terminal ileum

resembling a lump(enhanced CT)

Fig. 2 (a) Operative findings revealed terminal

i leum resembling a lump of 10.8x7.6x7.4cm

and covered with a white capsule. (b) Cut sur-

face of the resected specimen.

置し,鏡 面像消失後,小 腸造影 X線 検査を施行した。

小腸造影 X線 検査所見 !小腸は骨盤内で強 く屈曲

し,そ の肛門側で先細 りおよび途絶像を認めた。

以上より,放 射線障害による癒着性イレウスと診断

し,保存的治療では改善傾向が認められなかったため,
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6月 2日 手術を施行 した.

手術所見 :下腹部正中切開にて開腹すると,自 色の

線維性被膜に包慕されて表面平滑な塊状を呈 した小腸

が骨盤内に存在し,腸 管膜様包慕症 と診断した (Fig.

2a).包 豪腸管は,右 側では回盲部,前 下壁では勝批,

後下壁では直腸 と強国に癒着 してお り, これらを鋭的

に景J離した.包 慕腸管の周囲以外には癒着を認めず,

骨盤内には少量の腹水を認めた.癌 の再発を示唆する

所見はなかった。被膜切除や包家された小腸の剣離は

困難で,包 慕腸管の肛門側が回腸末端部にまで達 して

いたため,回 盲部を含めて包慕腸管を切除し,小 腸断

端を上行結腸に端側吻合した。包豪腸管は108× 7.6×

7 4cmで ,厚 さlmm前 後の被膜により,表面平滑で類

円形の腫瘤を形成し,腫 瘤内部には管腔径の大小不同

な小腸が一塊 となっていた (Fig.跡 ).残 存小腸の長

さは125cmと なった。

組織学的所見 t被膜は硝子様線維にて形成され,包

慕された小腸も硝子様線維にて相互に癒着していた。

Fig。3 Histological IIndings of specimen(HE.

stai五)。(a)Capsule was consisted of hyaline

membrane(× 20) (b)Severe atrophy was seen

in the epithelial membrane of incapsulated intes‐

tine(X20)
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小腸粘膜には強い萎縮像があ り,繊 毛上皮の脱落を認

めた。粘膜下層には線維化と肥厚を認めたが,急 性炎

症性変化は認められなかった。また,小 動脈壁には強

い硝子化を認めた (Fig,3).

術後経過 :術後経過は良好で,術 後 5日 目より経口

摂取を開始 し,同 15日目に退院した。

考  察

腸管膜様包慕症は,1907年 Owtschinnikowがperi‐

tonitis chronica incapsulataとして報告 して以来,

peritonitis llbroplastica incapsulata, peritoneal en・

capsulation,腸管被膜症,糖 衣腸,被 包性線維性慢性

腹膜炎,慢 性被包性腹膜炎など,多 くの名称で報告さ

れ て い る,比 較 的 まれ な疾 患 で あ る1)。.1969年

Yamagaら 。は本邦症421124例を集計し,原因の明らか

な84例中,炎 症性69例 (82%),非 炎症性15例 (18%)

で,炎 症性の内訳は結核性524/1(62%),非特果性17例

(20%)と 報告している.

このように,過 去には結核性が多 く報告され,本 症

自体も結核性腹膜炎の一亜型 と考えられていたが,結

核および結核性腹膜炎の激減した近年では,腸 管膜様

包家症の報告は比較的まれであ り,そ の原因のほとん

どは非特異性炎症である。著者らが検索 しえた範囲で

は,1970年以降現在までの本邦報告4/1は,本 例を含め

23211あり,結核性が疑われる症例は No.4,No.5の 2

例のみで,他の21例はすべて非特異性炎症性であった。

発症年齢は26～77歳で平均571歳 ,男女比は13:10で,

中高年の男性に多い傾向がみられた.他 の特徴的所見

として,記載のある12例中10421に栄養不良が認められ,

また,12例 中 9例 に腫部腫瘤が触知された。非特果性

炎症性21例の推定原因の内訳は,開 腹術 9例 ,長 期腹

膜透折による機械的 ・化学的慢性刺激や感染 3 all,膵

癌 1例 ,肝 硬変 1例 ,腹 膜炎 1例 ,骨 盤内放射線照射

1例 (本4/11),不明 5例 であった (Table l).

以上のごとく,結 核以外にも,反 応性腹水が引き起

こされる種々の疾患では,腹 水が反復吸収される過程

で腸管装膜面に線維素が異常に沈着 して膜様の線維性

組織が形成 され,腸 管が包奏 されると考 えられるた

め1),本
症は腸管癒着症の特殊型 と考えるべきと思わ

れる。

上記の23例中で記載のある17例の うち,包 募臓器が

小腸のほぼ全体 もしくは他臓器にもおよぶ症例が14例

と大部分で,小 腸の一部のみが包表された症例は,本

例を含め 3421に過ぎなかった, これら3例 は,い ずれ

も回腸が包家されてお り,本 例以外の 2例 の被膜形成

放射線照射後にイレウスにて発症した腸管膜様包家症の 1例   日 消外会誌 27巻  7号

の原因は,い ずれも腹膜透析であった。一方,開 腹術

に起因した症例は,記 載のある症例すべてが小腸のほ

ぼ全体もしくは他臓器まで包家されてお り,本 allの場

合 とは異なっていた。

放射線照射に起因した本症の報告は,本 例が初めて

である。小腸は,最 大耐容線量が50～60Grayと され

る。大腸に比べ,放射線に対する耐性が弱い。.さ らに,

婦人科疾患に対する放射線照射では,外 部照射野に小

腸の大部分が含まれるための,本 例のごとく40Grayの

照射でも,小 腸に放射線障害が起こりうると考えられ

る。小腸の放射線障害には,照 射開始直後から始まる

早期障害 と,照 射終了後数か月以降に発現する晩期障

害とがあ り,早 期障害は放射線による小腸粘膜の急性

炎症である。.晩 期障害は腸管壁の微小循環障害が病

変の主体であ り。,照 射開始後 2か 月から1年前後に

最も多いとされる。.本例の臨床症状の出現時期は,晩

期障害の最も起きやすい時期 と一致する。また,組 織

学的には血栓性動脈炎すなわち小動脈壁の肥厚 と血栓

形成,お よび粘膜下層の線維化と肥厚が特徴的で,粘

膜は萎縮を来す。。これらの組織学的所見は,本例のも

のと一致する。以上のことから,本 例においては,放

射線照射に起因して腸管膜様包家症を来 したと考えら

れた。

また,そ の機序 としては,放 射線障害による腸管 リ

ンパ流の うっ滞や腸管壁の透過性元進に,骨 盤内後腹

膜の リンパ浮腫などが加わって,反応性腹水が発生し,

この腹水が反復吸収される過程において,微 小循環障

害により嬬動運動が減弱した回腸の漿膜面に線維素が

沈着 し,膜 様物を形成 したと考えられた。

本症の臨床症状は,慢 性の腸管通過障害に基づ く症

状であ り,特 徴的なものはなく,症 状のみから診断す

ることは困難である。消化管造影にても,腸 閉塞に類

似 した所見を示すため,確 定診断に至るのは難 しく,

術前診断は腸閉塞,虫 垂炎,卵 巣嚢腫などとされてい

る (Table l)。本例では,腹 部 CTに て,壁 の肥厚し

た小腸が一塊 となって形成された,表 面平滑な類円形

の腫瘤 とその周囲の腹水が描出され,腹 部 CTに より

腸管膜様包慕症の特徴的な所見をとらえることが可能

と考えられた。

手術手技 としては,原 因疾患が存在する限 りは再発

の可能性があるので,被 膜切除や癒着剣離を施行する

ことが最も望ましい。しかし,本 例では,被 膜が強固

に小腸と癒着していたため,腸切除を余儀なくされた.
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Table 1 Reported cases of peritonitis chronica fibrosa incapsulata in Japan since 1970.

No author egc&scx prcoporative nuHtional palPable S絶 operanon

1 Yokota
ln5

41M rbdominal prin ileus (→ ell of the smrll
intBtinc

decapsulattn

T s u k u s h i

1976

68M abdominal Pain

abdominal distention

rdhsionrl

ileus

CAPD (→ tminrl ileum bylass

3 rdh6ionrl

ileus

CAPD tdminrl ileum bypus

66M constipation
appctitc loss
b.w.loss

Intstinrl

adhuion
90cm frcm Trcitz

ligimena- sigmid
colon

rffition of

smdl intctinc

5 Kimura

1981

49M nausct
vomiting

tcutc

rppcndicitis gymptOm
くり

small intesl統

bowcl rstion
(60cm)

abdominal pain
naussa

abdomind distcntion

rdhsional
ilcus

cholsystcctomy
rt.hcmicoleiomy

almost aはoF山博

sma11 1はestin

bowel restion
(20cm)

7 Aktyama

1982

adhcstond Si8HBOidectomy

Tobioka

1983

70M rMominrl pein

fcvq
vdmi t ino

PanCreatc diabeteg くつ all of the htes陥 bい y

Gotou

1983

54M vomiting

rbdominal p8in
abdomiml distmtion

intcslinrl

stmsis
chirhosis ω (う rll of dE inGrinc

rtqnrchlivcr,olon
d6|Psuhlion

rdhciotomy

Sttbita

1984 vomlting

iLus rppcndcctomy

hystcrcclomy
bowcl rq3etion

(→ (→ att of院藤md

in臨血“100cmj

由hiotomy

Ok8

1984

44M rbdominrl prin 1leus

gastic SNrr

rmdl inrBdtF P茄■l gastrctomy

KunD

1985

49M rppcnd€tomy intBaind
fistnlir-etion

gsEcctomy

rt.hcmicolectomy
gsEo&junostomy

64M diarher
Yomiting
rhdddinr! nrin

acIle

appendicitis

ileccolostomy

Sudcu

1985

26F naurct
vomiting

abdominal distention

8PpendtCins
virerrl orgus bowel rstion

(70cm)

dcrpsulttion

Iwashita

1986

51M rbdominal pain

turbid rscitcs

pdtonitis CAPD smrll intestine

Matsunam 72F abdominrl tumor
abdominal distcntion

overirn cyst ptttOnttis all oF the intestine rdh6ioromy

Hannzawa

1988

59M ilcus cholecystectomy

!rstr@tomv
bowel resction

W a d a

1989

aklominal distcntion ileus peritonitir 4UCm tlom tteilz
ligrment- l5cm

decapsulation

rdheiotomy

K 8 n n d 8

1989

50M abdominal pain rdhqionrl
ileus

rppend@tomy
rdhsiotomy

rmdl intsrinc

Sakagaml

1990

69M adhesional

ileus
cholecyst€riomy idhsiotomy

Katsuki
I  OO1

77F voniting
r l cmine l  d is ten t inn

oyst ulqinc crmt viserrl orgus biopsy

prttent nausca
abdominal distcntion

adhes10nal hysterectomy
irr.liriinn

( ‐) tminal ileum bowel rsetion

CAPD:continuous rmbuhtory peritoml dialysis
SMT:submucrl tum
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A Case of Peritonitis Chronica Fibrosa Incapsulata Presenting as Ileus after Irradiation

Atsushi Sato, Makoto Kataoka, Yoshiyuki Kuwabara, Yasuyuki Kureyama, Hiroyuki Kawamura,
Noriyuki Shinoda, Taketoshi Kashima, Kouji Hattori, Hidenori Sumida,

Masahiro Kimura, Koichiro Nakano and Akira Masaoka

Second Department of Surgery, Nagoya City University Medical School

A case of peritonitis chronica fibrosa incapsulata presenting as ileus after irradiation is reported. A 62-year-old
women who had a past history of radical hysterectomy and irradiation after surgery due to uterine cancer visited
our hospital complaining of abdominal distention and nausea. We diagnosed adhesional ileus due to radiation
enteritis, and performed laparotomy. Operative findings revealed terminal ileum resembling a lump of 10.8 X 7.6 X
7.4 cm, and covered with a white capsule I mm thick. She was diagnosed with peritonitis chronica fibrosa
incapsulata. The Japanese literature contains reports of only 23 cases of this disease since 1970. This is the first
report of this disease caused by irradiation. Preoperative diagnosis of this disease is considered very difficult. In
this case, abdominal CT could retrospectively demonstrate characteristic findings of incapsulated intestine.
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