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経カテーテル動脈塞栓術にて止血しえた傍乳頭憩室大量出血の 1例

神戸労災病院外科

光辻 理 顕  市 原 隆 夫  裏 川 公 章

経カテーテル動脈塞栓術にて止血 しえた傍乳頭憩室からの大量出血の 1例 を経験 したので報告す
る。症例は82歳男性,吐 下血を主訴にショック状態で緊急入院.食 道胃内視鏡検査で出血源はみられ

ず,腹 部 US,CTに て解体部に φ12mmの 嚢胞が確認された。内視鏡的逆行性胆道膵管造影法を施行
し傍乳頭憩室に新鮮血の貯留がみられたが,膵 管造影では膵管の拡張な く嚢胞 との交通 もみられな
かった。出血シンチグラム (99mTc),腹部血管造影検査でも出血源を同定できなかった。再度の大量

出血時にも傍乳頭憩室より新鮮血の流出をみ,憩 室からの出血 と診断し,前 上,前 下,後 上le~十二指

腸動脈にゼルフォームとマイクロコイルを用いて基栓術を行った。その後膵炎症状出現するも保存的

治療にて軽快 し,再 出血なく経過良好である。制御困難な出血に対 しTAEは 有用であり,循環動態の

安定 した時期には考慮されてよい方法である
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はじめに

傍乳頭憩室は十二指腸憩室のなかでは比較的頻度は

高いが,消 化管大量出血の原因となることはまれであ

るll~41今
回われわれは経カテーテル的に前上 (ante

rior superior pancreaticoduodenal artery:以 下,

ASPDと 略記), 前下 (anterior inferiOr pancreati‐

coduodenal artery:以下,AIPDと 略記),後 上膵十

_才旨腸動脈 (posteriOr superior pancreaticoduodenal

artery:以 T, PSPDと 略言己)に塞オ全術 (transcatheter

artedal embolizadOn:以 下,TAEと 略記)を行い止

血 しえた本症の 1例 を経験 したので,若 干の文献的考

察を加え報告する。

症  例

忠者 :82歳の男性

主訴 :吐下血

家族歴,既 往歴 :特記すべきことなし,

現病歴 :1994年 8月 12日早朝,大 量の吐下血をきた

しショック状態で当科受診 となり1,200mlの 輸血を行

い,緊 急食道胃内視鏡検査を施行 したが出血源は確認

できないまま緊急入院 となった。

入院時現症 :血圧80/42mmHg,脈 拍94/min,意識は

清明,顔 面蒼自で眼験結膜は貧血著明であった。腹部

は平坦 ・軟で理学的所見に異常はなかった.直 腸診で
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は赤褐色の血液の付着を認めたが,腫 瘍などの病変は

なかった。

入院時検査 :自血球数13,000/mm3と 増カロし赤血球

数269×104/mm3,Hb 8,7/dl,Ht 24.5%と 中等度の

貧血を認めた.血小板数214× 104/mm3,出 血時間など

は正常域であった。生化学校査では BUN 48.4mg/dl,

LDH 3391u/′と上昇 し,総蛋白は6.Og/dl,アミラーゼ

は1811u/′,腫瘍マーカーはCEA 4.3ng/ml,CA19 9<

2.OU/mlで あった (Table l).

腹部超音波検査 (ultrasonic scaning:以下,USと

略記):ls~に腫大なく,棒石,膵管の拡張はなかったが,

膵体部に φ12mmの 内部均一なcysdc lesionがみ ら

Table I Laboratory data on admission

RBC   269× 104/mm3

VヽBC    18,000/mm3

Hb        8 7g/dl

H t      2 4  5 %

Pit     21 4X104/mm3

Bleeding tilne

2′00″

ThorOmbo test 9_1%

HPT      91%

PT       l1 8″

APTT      21″

Fibrinogen     213 1ng/dl

CEA       4.3 ng/ml

CA19 9    <20U/ml

TP

T―Bll

GOT

CPT

LDH

GGTP

ALP

CPK

Amy

BUN

Cr

Glucose

Na

K

60g/dl

0 6mg/dl

121u/1

91u/1

3391u/1

161u/1

1221u/1

3 9 1 u / 1

1811u/1

48 4 mg/dl

O.9 1ng/dl

144 mg/dl

138 mEq/1

4.l mEq/1
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Fig. 1 Abdominal US at 16th Aug.
low-echoic round mass at the body of
atic duct was not dilatated.

Fig. 2 Abdominal CT shows the homogenious
low density cystic lesion at the body of pancreas
(arrow).

れた.以 後,下 血の続 く8月 20日にも再検を行ったが

変化はみられなかった (ng.1).

Computed tomography(以 下,CTと 略記):腹 部

USと 同一部位に,内部は均一で low densityなcystic

lesionを認め, CT値 は4±6.5で血液 (33±6.4)と は

明らかに異なっていた (Fig.2).

内視鏡的逆行性胆道膵管造影法 (endOscopic retro‐

grade cholangiopancreaticography:以 T, ERCPと

略記):Vater乳 頭の肛側に示指等大の傍乳頭憩室を

認め,同 部に新鮮血の貯留がみられ慎重に憩室内を観

20th Aug.(right)show the

(arro、vs),and the main pancre‐
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(left)and

pancreas

Fig. 3 The duodenoscopic picture shows the par-

apapillary diverticulum, and it was covered with

fresh blood.

察したが潰瘍,露 出血管を確認することはできなかっ

た(Fig.3)。また乳頭部の検索をし,造 影チュープの

挿入,吸引も行ったが膵管からの出血はみられず,US,

CTで みられた襲胞は描出されなかった。

腹部血管造影検査 :入院当日の腹腔動脈造影,上 腸

間膜動脈造影で も明 らかをr extravasation, pseu‐

d o a n e u r y s mを認めず出血点は同定できなかった。ま

た99 m T cを用いたシンチグラムでも出血を思わせる消



その後 も下血を繰 り返すため 8月 23日,再 度十二指

腸内視鏡施行すると,前 回同様傍乳頭憩室に新鮮血の

貯留を認めたため憩室内出血 と診断した。そこで 8月

24日 に再度腹部血管造影 を行 い (Fig。4),そ して

ASPD,PSPDに カテーテルを挿入 しゼルフォームに

て塞栓 したが,上 腸間膜動脈からの造影で膵頭部 まで

の血流が認められ,AIPDに ゼルフォームとマイクロ

コイルにて塞栓術を行った (Fig.5)。 その後貧血の進

行 もな く止血 に成功 した。しか しTAE施 行翌 日に

Fig.4 Angiography shOws ASPD (arrow A),

PSPD(arrOw B)and AIPD(arrow C)
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化管に一致 した集積 はみられなかった。

止血しえた傍乳頭憩室大量出血の 1例 日消外会誌 28巻  7号

386°Cの 発熱,心 衛部鈍痛の出現,白 血球数14,000/

mm3,ァ ミラーゼ7551u/′と上昇を認め,CTを 施行 し

たところ膵頭部は腫大 し浮腫がみられ辺縁不明瞭で急

性膵炎と診断された。しかし保存的に治療を行い軽快

し退院した。退院 1か 月後の内視鏡検査では数個の発

赤を認めるのみで,血 液貯留やびらんなどの異常はな

かった。以後,経 過良好である。

考  察

傍乳頭憩室は十二指腸憩室のなかでは最も頻度が高

く66%か ら87.7%。とされているが,臨 床症状がみら

れるのは全体の10%か ら20%1)で,多 くは上腹部不定

愁訴に対する上部消化管造影法検査中に発見されてい

る。合併症 としては胆道系疾患,憩 室破裂,出 血,穿

孔,憩 室周囲炎,腫 瘍性変化,十 二指腸閉塞,憩 室内

結石などのがあるが,1986年 以降に大量出血 として報

告されている検索 しえた12例を示す (Table 2).自験

例は上下消化管内視鏡で出血源の不明な突然の吐下血

により発症 し,葱 室内血液貯留により出血部位の推定

がなされたのであり,膵 管から流出した血液が憩室内

に貯留 したとも考えられ,鑑 別診断 として膵嚢胞から

の出血が挙げられた.し かし裏胞内の CT値 が血液よ

りも低 く描出されること,ERCPで 乳頭への挿管時に

膵管より血液の逆流がなかったこと,膵 管 と襲胞 との

連続性が証明されなかったことから除外した。出血の

Fig. 5 Angiography shows a defect of ASPD (arrow 1) and pSpD (arrow 2) at
the head of pancreas after TAE with gelfoam, and a defect of AIpD (arrow 3)
after TAE with gelfoam and microcoli.
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Table 2 Reported cases of rnassive hemorrhage

113(1733)

frOm parapaplllary diverticulum in Japan

Case Auther Age Sex Pathology Treatment Literature

Sugano
F r r r r r v q

Ozaka
Igarashi
Kashiwagi
Tanaka
Uchida
T ^ : : - ^

Yamada
Nishida
Kohda
Shibuya
our case

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｍ

Ｍ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｍ

erroslon
aber. panc.
ulcer
errosion
e. vessel
errosion
panc. ca.
^  - . ^ ^ ^ ^ l

e. vessel
e. vessel
foreign body
e. vessel

ope.

ope.

ope.

ope.

ope.

ope.

ope.

ope.

endoscopic

TAE
ope.

endoscopic

TAE

Jpn J Gastroentero1 83:1246, 1986

J Jpn Clin surg 47:698, 1986

J TOkyO WVOmen'sヽ 4ed College 57:250-253, 1987

Jpn J GastrOentero1 84: 1708, 1987
Prog Dig Endosc 35:303-306, 1989

Ehime Med 8:664-369, 1989

GastrOenterol Endosc 32:115-124, 1990

Gastroenterol Endosc 35:54-58, 1991

Prog Gastroenterol Endosc 40:311-314, 1992

Jpn J Clin Radio1 37:597-600, 1992
Prog Gastroenterol Endosc 41:302-304, 1992

Endosc Dig 5:1477-1481, 1993

aber. panc,=aberrant pancreatic tissue, e. vessel-eroded vessel, panc. ca.=pancreatic cancer, ope.=operation

原因としては憩室炎,憩 室内の潰瘍,び らん,憩 室内

露出血管,粘 膜下膵組織,異 所性胃粘液腺,ポ リープ,

大動脈憩室療,静 脈への穿通などが報告されているめ.

報告例では露出血管を認めたものが 5例 と最 も多 く,

ついでびらんを伴ったものが 3例 であった。自験例で

は内視鏡的には露出血管,憩 室内異物などを確認でき

なかった。

本症の治療法 として外科的には憩室の性状や存在部

位などの病態に応 じた方法が選択されているが,報 告

例においては9例 に開腹手術が施行されており,非 開

腹で止血 した報告は内視鏡的にエタノール局注法によ

り止血された 2例 ゆい,ゼ ルフォームを用い TAEに て

治療 した症例のが自験例を含めて 2例 のみである。手

術術式 として文献的には憩室切除術か憩室内翻埋没術

であり,胃 切除 Billroth II法あるいは Roux‐Y吻 合に

よる再建術や十二指腸括約筋形成術や膵頭十二指腸切

除術などが追加 されている場合 もある1)。消化管出血

の非手術的治療法における止血成功率は内科的治療

40～80%,内 視鏡的治療75～100%,血 管カテーテルを

用いた治療75～100%のと報告されている。しかし内科

的治療では重症出血例の止血は困難で,内 視鏡的治療

による止血でも胃内血液充満や大きい脈管からの出血

あるいは膵管出血などは困難である.血管造影では0.5

m1/min以 上の動脈出血があればextravasationがみ

られるといわれつ,消 化管大量出血では診断と同時に

TAEが 適応となる。TAEに よる緊急止血法は1972年

Roschら 的によって十二指腸潰瘍からの出血を自己凝

血塊を用いて止血して以来急速に普及し,本 邦でも胃

十二指腸のDieulafoy潰瘍,食 道静脈瘤などの消化管

出血に対して施行され止血しえた報告があるの"～111

ただ膵頭部 は血管網が高度に発達 してお り本法により

血行速断を行 うためには十分な周囲の動脈の塞栓が必

要で,膵 の血流不足 による組織障害,膵 炎が危 ぐされ

る。自験例では ASPD,AIPD,PSPDの 塞栓 を行 い

TAE後 に膵炎症状 を呈 したが,軽 症の急性膵炎で保

存的な治療 により軽快 している。

TAEは 非侵襲的であ り高齢者や pOor riskな症例

には有用であ り,循 環動態の安定 した早期には考慮 さ

れ うる止血法である。
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A Case Report of Massive Hemorrhage frorn Parapapitlary Diverticulum Treated by
Transcatheter Arterial Embolization

Masaaki Mitsutsuji, Takao Ichihara and Tomoaki Urakawa
Department of Surgery, Kobe Rosai Hospital of the Labor Welfare Corporation

We report a case of massive hemorrhage from parapapillary diverticulum treated by TAE. An
82-year-old man was seen at our hospital with the chief complaints of hematemesis and blood bowel
discharge. Laboratory tests showed RBC of 269 x 10almm3, Hb of 8.7 s/ml and Ht of 24.5%, indicating
anemia. Urgent gastrointestinal endoscopy did not reveal any source of hemorrhage. Abdominal US and
CT showed a cyst at the body of the pancreas. At ERCP, parapapillary diverticulum was seen and it was
covered with fresh blood. The pancreatic duct was not dilatated and there was no relation between the
cyst and the pancreatic duct. Scintigram for gastrointestinal hemorrhage and abdominal angiography
showed no bleeding focus. At the second endoscopic examination, the diverticulum was covered with fresh
blood as before, so we diagnosed the hemorrhage from the diverticulum. TAE was performed for ASPD,
PSPD and AIPD with gelfoam and microcoil. After this, the patient developed the complication of acute
slight pancreatitis, but it remitted with conservative treatment. Re-bleeding was not seen. When vital
signs are stable, TAE is valuable for stopping hemorrhage which is hard to control.

Reprint requests: Masaaki Mitsutsuji Department of Surgery, Kobe Rosai Hospital of the Labor
Welfare Corporation
4-I-23 Kagoike-dori, Chuou-ku, Kabe, 651 JAPAN




