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腸重積を伴った腸アニサキス症の 1例

石川県済生会金沢病院外科

岩上  栄   川 上 和 之  川 浦 幸 光

腸アニサキスによる腸重積は極めて少なく自験例を含めて本邦報告例は5例 にすぎない。腸重積症

を伴った空腸アニサキス症の 1例 を経験 したので報告する。症例は46歳の女性,サ ケのマリネを夕食

に摂取した翌朝腹痛出現 した。近医受診 したが,嘔 吐出現 したため当院紹介入院となった。発症前の

鮮魚摂取よリアニサキス症を疑い上部消化管内視鏡検査では胃前庭部にたこいぽびらんを認め,さ ら

に十二指腸下行脚に発赤,浮 腫,び らんを認めたがアニサキス虫体は認めなかった。腹部超音波検査

では左上腹部に高 ・低エコー域が交互に配列した Multiple concentric ring signと称される腸重積症

に特徴的な所見を認めた。腹部 CTも 同心円状の層状構造を認めた。以上より,小 腸アニサキス症に

よる腸重積症の診断にて手術施行 した。手術所見では,Trdz靭 帯から10cmに 空腸一空陽型の腸重積

症を認めたため,HuchinsOnの 手技により整復 し空腸切除術を施行 した。以前は小腸重積症の診断は

困難 とされていたが腹部超音波検査および CT検 査により可能 となった。発症に至るまでの十分な問

診を行いアニキサスによる炎症性腫瘤がまれではあるが,腸 重積を引き起 こすことがあることを念頭

において診療することが重要であると思われた.
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結  言

成人の腸重積は小児 と比較 してまれな疾患である。

その原因としては小児の90%が 特発性であるのに対 し

て成人には,腫 場や炎症などの器質的病変を有したも

のが多いと言われている.そ の中でも腸アニサキス症

による腸重積は極めて少なく,我 々の検索したかぎり

で は自験例 を含 めて本邦報 告例 は 5例 にす ぎな

いの～1の。今回,我 々は術前の問診,腹 部超音波検査,

腹部 computed tomography(以 下, CTと 略記)に て

腸アニサキス症によると思われる空腸重積症 と診断

し,治 療 した 1症例を経験 したので若干の文献的考察

をカロえて報告する。

患者 :46歳,女 性

主訴 :腹痛,嘔 吐

既往歴 :42歳,子 宮頭癌にて子宮切除術

家族歴 :特記すべきことなし.

現病歴 :平成 6年 11月25日夜,サ ケのマリネを摂取

し,翌 朝腹部全体の痛みが出現した.近 医受診 し投薬

にて様子をみるが,嘔 吐出現 してきたため,平 成 6年
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11月27日当院紹介入院 となった。

入院時現症 :身長155cm,体 重53kg.貧 血 ,黄痘な

し,腫 瘤は触知せず,肝 臓および陣臓は触知 しなかっ

た。上腹部に圧痛を認めたが,反 跳痛,筋 性防御は認

めなかった。

入院時検査成績 :末梢血の白血球数が13,900/μlと

高 く,分 画では好中球が69%と 増力『していたが,好 酸

球は2%と 正常であった。血液生化学検査に異常はな

かった (Table l)。

Table 1 Laboratory data on admission

Blood examination

VヽBC   189× 102/″l

RBC    379× 104″1

HGB     12 9g/di

H C T     3 7 _ 7 %

MCV 95a

MCH     32 5pg

MCHC   34 2g/dl

PLT   34 9× 104//1

Blood chemistry

TP

GOT

GPT

LDH

ALP

γ―GTP

T,AMY

Na

K

Cl

BUN

Cr

STAB

SEG

Eo

61g/dl

18U/′

16U/′

354U/′

152U/′

7U/′

98U/′

138 mEq/′

5 1 mEq/′

105 mEq/″

15 4 mg/dl

0 4mg/dl

9 %

6 9 %

2 %

Mo       l%

L 0      1 9 %
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Fig. 1 Ultrasonography of the abdomen shows multiple concentric ring sign
(arrow).

Fig. 2 Abdominal CT scan shows multiple layer.
ed structure (arrow) with high and low density in
left upper abdomen

腹部単純 X線 検査 :拡張 した異常な小腸ガス像な

どは認めなかった。

上腹部内視鏡検査 :胃前庭部全体に,た こいぼびら

んを認めた。さらに十二指腸下行脚には発赤,浮 腫,

びらんを認めた。

腹部超音波検査 (ultrasonOgraphy:以下,USと 略

記):左 上腹部に拡張した上部小腸を認め内腔は高・低

エコー域が交互に配列 した multiple cOncentric ring

signを認めた (Fig.1).

腹部 CT検 査 :上部小腸に約10cmの 同心円状の層

状構造を認めた。しかし,先 進部の腫瘍の有無は不明

Fig. 3 Operative findings. Laparotomy display a
jejunal intussusception (arrow) localized 10cm
distal to Treitz ligament.

であった (ng。 2)。

以上 より腸アニサキス症による空腸重積症の診断

で,平 成 6年 11月28日緊急手術を施行 した。

術中所見 :上腹部正中切開にて開腹すると腹水な

し.Treitz靭 帯から約10cmの 部位で全長8cmに わた

るソーセージ様の拡張した空腸―空腸型の腸重積を認

めた (Fig。3).Hutchinsonの 手技により肛門側から

腸管を押し出して整復すると先進部には腫瘍は触知せ

ず,策膜面の高度な発赤 と腸管壁の肥厚を認めた(Fig.

4)。重積部位を中心に空腸を25cm切 除した。

切除標本肉眼所見 :切 除断端 口側 より1.3cmの 部
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Fig. 4 Vヽe reduced the jejunal intussusception

manually The serosa ofjeiunum Was reddish and

edematous(arrOw)

Fig. 5 Macroscopic findings of resected specimen
was not seen an anisakiasis, but seen in the size
of 3.5 x 3.3cm reddish mucosa (arrow) from oral
jejunal wedge.

位に浮腫を認め,35× 3.3cmの 発赤 した粘膜粗造な

部位を認めたが,アニサキス虫体は認めなかった(Fig.

5 ) .

病理組織所見 :肉眼的に粘膜粗造な部位を全割して

検索したところ,ア ニサキス虫体 と思われる寄生虫の

断面像が認められた。アニサキス虫体は粘膜下層に局

在 し,そ の周囲に著 しい好酸球浸潤を伴っていた。ま

た,空 腸壁は肥厚 し浮腫が強 く,一 部に出血性壊死が

見られ,ア ニサキス虫体が炎症性腫瘤を形成 し,そ こ

が先進部 となって重積 した腸重積症に矛盾しない所見

であった (Fig,6).

術後経過は良好で入院14日間,平 成 6年 12月10日退

院した。
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Fig. 6 NIicroscopic andingS reveal an anisakiasis

was seen in the size of 3 5× 3_3cm reddish

mucosa froni oraljdunal Wedge of resected speci‐

men.

考  察

成人腸重積症 は小児 と比べて少な く全腸重積症の

2%1),5～ 10%のを占めるといわれている。小児腸重

積症の原因の90%以 上が特発性であるのに対 して3ち

成人腸重積症の80%以 上りが器質的疾患に起因すると

いわれている。さらに成人の原因の約66%が 脂肪腫や

ポリープなどの良性腫瘍であ り。い特発性によるもの

と同様に,ア ニサキス虫体が誘因 となった腸重積症は

極めてまれで,現 在まで本邦報告例は自験例を含めて

5例 にすぎないの～1い。
_般 に成人腸重積症の経過は慢

性的で比較的軽い症状が反復 し,重 積状態も自然に整

復するが,再発 も多いといわれているlD.自
験例にはア

ニサキス虫体が空腸に穿入し,形 成された炎症性腫瘤

が先進部 となって近接小腸に重積 して急性に発症 した

ため,急 性腹症の臨床経過を呈 していた。

腸アニサキス症の診断には術前の詳細な問診の聴取

が重要で,発 症数日前の鮮魚摂取の有無でアニサキス

症を疑 うことができる。しかし,河 腸ヽアニサキス症の

上部消化管の内視鏡的診断は十二指腸の水平脚までが

限界で,そ れより肛門側の小腸アニサキス症およびそ

の腸重積症は不可能である.加 納ら1のは小腸アニサキ

ス症の早期診断において,1)発 症数日前の鮮魚の摂

取,2)腹 部単純 X線 撮影で小腸 loop像 ,立 位像で鏡

面像を認める,3)USで 腹水の貯留を認める,4)腹 水

が多いわ りに全身状態が良好で腹部の理学的所見 も軽

度である,の 4所 見を挙げている。

また,井 戸 ら10は USに おいて,1)比 較的多量の腹

水,2)イ 腸ヽの強い拡張,3)corn signを 伴う小腸の限



Table 2 .46 cases of intussusception caused by intestinal anisakiasis in the Japan literature

Reporter Age Sex
Chief

complaints
Intussusception

reglon
Preoperative

diagnosis Onset time Treatment

YamaneT)

Hayasi")

Kimue)

Mitani 'o)

our case

Ｆ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

　

Ｆ

abd pain

It abd pain

abd pain

lower abd
pain

abd pain
vomiting

ileum
jejunum

ileocecal region

sigmoid colon

jejunum

intussusception

strangrated ileus

intussusception

L - t +  l ^ , ,

L ^ l {  l ^ - ,

L - t f  l ^ , ,

several hours

L ^ t a  l ^ , .

i leectomy
jejunectomy

ileocecectomy

reduced by
Ba enema
jejunectomy
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it abd pain:left abdonlinal pain
Ⅲi unknoM′n

的診断は困難であ り自験例は良性疾患であったが,悪

性疾患の疑いの可能性がある場合には重積部 は整復せ

ずに腸切除を行 う必要があ り,術 者の状況に応 じての

判断が要求 されると思われる.

なお,本 論文の要旨は,第 230回北陸外科学会 (1995年2

月 :福井)に おいて発表した。
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A Case of Intussusception Caused by Aniakiasis of Small Intestine

Sakae Iwakami, Kazuyuki Kawakami and Yukjmitsu Kawaura
Department of Surgery, Ishikawaken Saiseikai Kanazawa Hospital

Intussusceptions caused by anisakiasis of the small intestine are very rare, and only five cases have

been reported in Japan. We report a case of intussusception due to a small intestinal anisakiasis. Patient

was a 46-year-old woman who had been suffering from abdominal pain twelve hours after eating raw

salmon. Endoscopic examination of upper gastrointestinal tract was considered as gastritis verrucosa and

erosive duodenitis. Ultrasonography indicated multiple concentric ring sign in the upper small intestine.

CT scan of the abdomen shows layer circle mass in the upper abdomen. Intussusception was manifested

by ultrasonography and CT scan of the abdomen. Under a diagnosis of intussusception caused by

anisakiasis of the jejunum, an operation was performed. After reducing the intussusception manually, the
jejunum was excised with end to end anastomosis. Although diagnosis of intestinal intussusception was
previously difficult, recently it has been possible to diagnose it by ultrasonography and computed

tomography. It is important to ask the patient details of the food ingested in cases of intussusception

caused by intestinal anisakiasis. Furthermore, it is necessary to bear in mind that an inflammatory mass

caused by intestinal anisakiasis can induce intussusception.
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