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右側結腸に穿孔性多発潰瘍を認めた腸型

ベーチェット病疑診の 1手術例

国立療養所柳井病院外科 (Ⅲ現 あ かね会土谷総合病院外科)
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右側結腸に穿孔性多発潰瘍を認めた腸型ベーチェット病疑診の 1手術例を経験したので報告する。

症例は46歳の女性で,既 往歴に日腔内アフタ性潰瘍を認めた。入院後汎発性腹膜炎の診断で緊急開腹

し,右 側結腸に多発性穿孔を認め,右 側結腸広範切除術を施行 した。切除標本では結腸の随所に大小

不同の紡錘形を呈する境界明瞭な強い打ち抜き状の潰瘍およびびらんを認め,少 なくとも15か所以上

で穿孔していた。術後外陰部アフタを認め,human leucocyte antigen(HLA)B5,B51が 陽性であ

ることより腸型ベーチェットが疑われた。今回のごとく特徴的な潰瘍形態を呈 した結腸型ベーチェッ

ト多発穿孔例は文献的に非常にまれと考えられた。
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はじめに

ベーチェット症候群はすべての消化管に潰瘍性病変

を形成する可能性があるが,中 でも腸管に発生するこ

とが多 く,腸型ベーチェットと呼ばれる11腸
管の中で

は小腸に頻度が高 く,結 腸限局型の多発穿孔例はまれ

である2卜り。今回我々は,日 腔内アフタ性潰瘍が先行

し,急 性腹膜炎の診断で緊急開腹 したところ,上 行結

腸から横行結腸にかけて多発性に穿孔性の潰瘍 を認

め,術 後経過中に外陰部アフタを認めた,腸 型ベー

チェット病疑診の 1手術例を経験 したので報告する。

症  例

患者 :46歳,女 性

主訴 :腹痛,発 熱

家族歴 :特記すべきことなし.

既往歴 :44歳時より再発性日腔アフタあり,同 時期

に尿路感染症にて入院加療.

現病歴 :1994年 3月 17日より腹痛,発 熱を認め近医

にて抗生物質などの投与による保存的治療を受けてい

たが,症 状の改善を認めないため 3月 25日当院受診 し

同日入院 となった.

入院時理学的所見 :身長148cm,体 重43kg,眼 験結

膜に貧血なし,眼 球結膜に黄疸なし.口 腔内および回

<1996年 5月 8日受理>別 刷請求先 :山中 達 彦
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唇に有痛性のアフタを4～ 5か 所認めた (Fig。1).頸

部 リンパ節の腫大なし.胸 部は異常所見なし.腹 部は

平坦,軟 であり,全 体に圧痛を認めたが,腹 膜刺激症

状は認めなかった。神経学的に異常所見を認めなかっ

た。

入院時血液検査成績 :入院時,末 梢血白血球数の上

昇,血 清 CRPの 陽性化を認めた。また HBS抗 原陽性

で,軽 度の肝機能障害を認めた (Table l).

入院後経過および手術所見 :入院後,セ ファム系抗

生物質の投与による保存的治療を行 うも腹痛,発 熱は

持続 した.入 院後 5日 目 (1994年3月 29日)に 腹部全

Fig。 l  Aphthoid ulcers M′ere seen On the lip The

、vhite fur covered the surface Of these ulcers
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Fig. 2 Macrowopic finding of the resected colon.
A. Multiple ulcers with various size and depth
were seen in the resected specimen. The colon
was perforated with these ulcers at various
points.

B. Discrete and punched out ulcers with a spin-
dle like configurations were seen in the entire
resected specimen.

B

体の反動痛を認め,胸腹部単純 X線 検査にて腹腔内遊

離ガス像を認めたため,腹 膜炎の診断にて緊急開腹術

を行った.腹 腔内には多量の膿および便汁を認め,盲
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Fig。 3 MIicroscopic IInding of the ulcers(H.EA×

4 B × 1 0 0 ) .

A. Ulcers penetrated through the mucosa into

the muscularis propria or serosa.

Bo Nonspecillc inflammatory iniltrate、 vas seen

in the neighborfood of the ulcers

A

B

腸,上 行結腸から横行結腸にかけて多発性に穿孔を認

めた。腹腔内を大量の温生食にて洗浄後,右 側結腸広

範切除術を施行した.術 中腹腔内の糞便による汚染が

高度となったことおよび残存大腸の潰瘍再発を考慮

し,一 時的にループ型の回腸療造設術を施行した。

切除標本および病理組織学的所見 :切除標本の肉眼

所見 (Fig.2A,2B)で は切除結腸の全体に境界明瞭

な多数の強い打ち抜き状の漬瘍およびびらんを認め,
一部の近接した潰瘍は癒合しあっていた。潰瘍の形態

は粘膜ひだと同方向に長軸を有する紡鍾型のものが多

く認められ,少 なくとも15か所以上の潰瘍が穿子Lして

いた。またアフタ様潰瘍も認められた,回 腸には病変

を認めなかった.組 織学的 (ng。3A,3B)に は,潰

瘍近傍に肉芽の形成と好中球を混じた慢性炎症細胞の

浸潤を認め,一 部には膿瘍形成を伴っていた.こ れら

の潰瘍は下掘れ傾向が強く,固 有筋層の破壊を認め,

Table 1 Laboratory data

WBC    18,500/mm3

Neu St   23 0%

Neu Seg  64 0%

Lym     90%

Eosi     40%

Mono    30%

RBC    438× 104/uL

Hb      13 6g/dl

Ht      39 8%

Pits    64 3×104/uL

CRP    >10 0 mg/dl

T.P       74g/dl

Alb

T Bll

GOT

GPT

LDH

ALP

γ‐GTP

Amylase

T Chol

BUN

Crea

3 . 6 g / d l

l , O m g / d l

671U/′

631U/′

1101U/′

5351U/″

1931U/″

40S―U

173 mg/ml

10 7 mg/dl

0 0mg/dl
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Fig. 4 Endoscopic finding of the stomach showed
multiple small aphthoid ulcers in the stomach
and bulbus of the duodenum. This figure shows
the ulcer on the bodv of stomach.

一部のものは穿孔していた.腸 間膜脂肪組織には一部

出血,一 部炎症巣が見られ,後 者は穿子し性潰瘍からの

炎症波及 と思われた。腸問膜 リンパ節及び回腸には著

変を認めなかった。

術後経過 :術後はセフェム系抗生剤投与下に輸液管

理を行った。術後 1日 目より,胃 療からの出血を認め

たため,プ レドニゾロン20mg/dayの 静脈内投与を開

始 したところ軽快 した。術後 1週 目より徐々に減量 し,

術後 2週 目には中止した。術後10日目より後腹膜腔に

膿瘍を形成 したが,同 部に超音波ガイド下に穿刺法に

てカテーテルを留置し,洗 浄を行い完治した.術 後 1

か月目からはサラゾスルファピリジンを1.5g/day経

口投与 した。術 3か 月日より外陰部にアフタ様潰瘍を

認めた.

術後 2か 月の上部消化管内視鏡検査では十二指腸球

部,胃 角部,胃 体部などにアフタ様潰瘍を認めた(Fig,

4).術 後 3か 月の大腸内視鏡検査では残存大腸に異常

はな く,小 腸時間透視 X線 検査にても異常を認めな

かった。また術後行った HLA‐typingの結果 は B5そ

してその Split antigenであるB51が 陽″
性であった。

回腸慶は2ピ ースタイプの人口肛門装具による自己

管理 とした後,術 後 7か 月日に閉鎖 し,術 後経過良好

にて1994年11月27日退院した。

考  察

腸型ベーチェットはベーチェット病の厚生省特定疾

患診断基準において副症状の 1つ として挙げられてい

る。ベーチェット病の病型は完全型,不 全型,疑 いの

3型 に分けられるが,腸 型ベーチェット手術症例の病
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型を,ベ ーチット病全体 と比較すると,不 全型の頻度

が完全型に比べ高いのが特徴である2L主 症状別頻度

では回腔内アフタはベーチェット病全体 と同程度に高

く,外 陰部漬瘍は腸型ベーチェットの方が明らかに高

率であるll~め
.我々の症例 も日腔内アフタを認め,術後

3か 月日より,外陰部にアフタを認めた。さらに HLA‐

typingの結果,B5そ してその Split antigenである

B51が陽性であった。以上より本症例は,ベーチェット

病の厚生省特定疾患診断基準中の 2主 症状 と 1副 症

状,さ らに参考 となる検査所見の中の一項目を認めた

ことより,ベ ーチェットの疑いに該当すると考えられ

た。

ベーチェット病 とHLAの 相関については B5そ し

てその Split antigenである B51と の密接な関連性が

報告されている動の.我 々症例においても,B5,B51が

陽性であった。腸型ベーチェットとHLA‐DR4と の相

関 も報告 されているが0,本 症例 においては陰性で

あった。

腸型ベーチェットの罹患部位では馬場の123手術症

例の集計
4)によると小腸型が37.4%と 最 も多 く,続 い

て小腸 ・結腸型35,9%,結 腸型22.9%の 順であった。

今回の症例は上行結腸から横行結腸にかけて多発性に

漬瘍を認め,回腸病変は認めず,結 腸型 と考えられた。

潰瘍病変部では,小 腸 ・結腸型および小腸型は過半数

が多発例であるが,結 腸型では過半数が単発例であ

る3)4).腸型 ベーチェットの 穿 孔 の頻 度 は39,4%

～45.4%と 高いが2J41,小
腸病変に多 く,結 腸病変には

まれである。.今 回の文献検索では,本症例のごとく結

腸型で,無 数の多発潰瘍を認め,多 発性に穿孔した症

例は馬場の集計りに含 まれた 2例 のみであった。肉限

的には,潰 瘍の特徴は回腸においてはほぼ円形で打ち

抜き様 (punched Out)の 小さいが辺縁鋭の深い潰瘍

で,潰 瘍底は白苔で覆われている11し かし大腸 に散

在,多 発する潰瘍は多様な形態を皇する.即 ち浅いび

まん性の潰瘍り,不 整形ないし類円形の浅い潰瘍り,ア

フタ様潰瘍り10,回 腸によくみられる潰瘍 と同様の打

ち抜き様の潰瘍ll)1のなどである.本症例は,多数の大小

不同の紡錘型の打ち抜き様の潰瘍が,一 部で癒合しあ

い,多 発性に穿孔しており,浅 いものではアフタ様の

潰瘍 もあった。これらの潰瘍 と腸間膜付着部 との位置

関係はなかった.

病理組織では,潰 瘍病変部に限局 して壁全層性にリ

ンパ球形質細胞を主体 とする非特異的肉芽を認めるこ

とが特徴的である11ま た粘膜下層の結合組織,さ らに
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は穿孔例では固有筋層 までが破壊 されて消失 してお

り, penetratilag``collar‐stud(孝禁ボタン)" apperance

を呈する1め
。また小静脈炎

11ち
細静脈のリンパ球性血管

炎を認める症例 もある141本 症例は壁全層性に肉芽の

形成 と好中球を混 じた慢性炎症細胞の浸潤 を認めた

が,静 脈炎の所見は認められなかった。

単純性潰場 も肉眼的に打ち抜き様の深い潰瘍を呈す

るため,本 疾患 との鑑別が問題 となるが,形 態学的,

組織学的には両者を鑑別することは困難であり,ベ ー

チェット病の診断基準に基づいた症状の有無によって

行われているのが現状である1910。
本症例は外陰部の

アフタ様潰瘍を術後 3か 月日より認め,ベ ーチェット

病の疑いがさらに強 くなった。このように,ベーチェッ

ト病の症状が腸管病変後に出現することもあり,単 純

性潰瘍 と診断された症例 も長期にわた り経過観察する

ことにより腸型ベーチェットと診断される可能性 もあ

ると考えられる1め1の
.

術後の上部消化管内視鏡検査では十二指腸球部,胃

角部,胃 体部などにアフタ様漬瘍を認めた。白鳥らの

報告ではベーチェット病に伴 う消化器病変の中では胃

の 病 変 は1 / 6 6 ( 1 . 5 % ) 2 ) , 馬場 らの 報 告 で は3 /

131(2.3%)1)と非常にまれであるが,穿 孔例 もあり本

疾患においては全消化管の系統的検査を要する。

本症例は緊急手術 となったが,手 術症例中のその頻

度は50～60%り4)と
依然 として高いと考えられる。小潰

瘍やアフタの段階で早期に発見 し,早 期に内科的治療

を開始することが重要である。また手術例の再発率は

高 く,30～ 75%のついと報告されてお り術後の注意深い

経過観察を要する.

本稿の要旨は第100回周南医学会 (1994年9月)に おいて

発表した。稿を終えるにあたり,本症の病理学的診断につき

御協力頂いた厚生連周東総合病院,石 黒公雄先生に深謝致

します。
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An Operating Case RepOrt of Probable lntestinal Behcet's Disease with

Perforating Multiple Ulcers in the Right Colon

Tatsuhiko Yamanaka, Kazunari Okada, Mamoru Takahashi,
Masahiko Takemoto and Taisou Tamura

Department of Surgery, Yanai National Hospital

We report surgical case of probable intestinal Behqet's disease with perforating multiple ulcers in the
right colon. A 46-year-old woman visited our clinic complaining of abdominal pain and fever on March
25, 1994. She had recurrent aphthoid ulcers of the oral cavity and lips. An emergency operation was
performed under a diagnosis of perforating peritonitis on day 5 after admission. There were multiple
perforations in the cecum and ascending and transverse colon. Right extensive hemicolectomy was
performed. Macroscopic examination of the resected colon revealed multiple discrete and punched-out
ulcers and erosions. These ulcers were shaped like a spindle and perforations were seen in at least 15
points in the resected specimen. Microscopically there was a nonspecific inflammatory infiltrate in the
neighborhood of the ulcers. These ulcers penetrated through the mucosa into the muscularis proria or
serosa. According to the postoperative study of HLA types, HLA-B5 and HLA-BwS1 were detected and
genital aphthoid ulcers also appeared postoperatively. Therefore intestinal Behqet's disease was suspect-
ed. A case like this was thought to be very uncommon because of the multiple perforations due to the
characteristically shaped ulcers in the colon.

Reprint requests: Tatsuhiko Yamanaka Department of Surgery, Akane Foundation Tsuchiya Gen-
eral Hospital
3-30, Nakashimacho, Nakaku, Hiroshima, 730 JAPAN




