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はじめに

腸間膜脂肪織炎は原因不明のまれな非特異性炎症性

疾患である。今回,我 々は経時的にCT検 査を施行 し

えた本症の 1治験例を経験 したので報告する。

症  例

患者 :83歳,男 性

主訴 :発熱,腹 痛

既往歴 :特記すべきことなし.

家族歴 :父,肺 癌.母 ,子 宮癌.

現病歴 :平成 7年 5月 29日発熱および腹痛が出現

し,近 医にて投薬治療を受けていた。 し かし, 6月 4

日より腹痛が増強 したため 6月 9日 当科受診,緊 急入

院 となった,

入院時現症 :身長158cm,体 重55kg.体 温37.2°C,

血圧138/70mmHg.貪 血,黄 疸なし.腹 部はやや膨満

し,全体にわたる圧痛,Blumberg徴 候,筋性防御を認

めた。

入院時検査所見 :白血球数の増加,CRPの 著明な上

昇,BUN,Creatinineの 軽度上昇を認めた(Table l).

入院時腹部 CT検 査所見 :腸 間膜 の脂肪組織 の

densityは広範囲に上昇 し,内 部にhigh densityな索

状影を認めた (Fig。1)。以上より,腸 問膜脂肪織炎も
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疑われたが,腹 膜刺激症状が強 く認められたため汎発

性腹膜炎の診断で当日開腹手術を行った.

術中所見 :小腸間膜は著明に肥厚し,小 腸はうっ血

で暗赤色を呈 した(Fig.2)。これらの変化はTreitz靭

帯 より肛門側30cmの 部位か ら回腸終末口側20cmの

部位まで及んだ。腸間膜脂肪織炎による腸間膜の肥厚

が血行障害の原因 と判断 し,小 腸間膜 に減張切開を

行ったところ,小 腸のうっ血は著明に改善 した。そこ

で小腸間膜の生検および腹腔 ドレナージ後閉腹 した。

病理組織学的所見 :脂肪細胞間にびまん性のリンパ

球,組 織球の浸潤 と線維の増生がみられ,肉 芽腫の形

成 も一部に認められた (Fig.3)。

術後経過 :術後 1日 目よリプレドニゾロン30mg/日

を開始し,徐 々に漸減させた.術 直後より白血球数,

Table 1 Laboratorv data on admission

症例は83歳の男性.腹痛 と発熱を主訴に来院した。腹部 CT検 査にて腸間膜の densityの上昇 と,そ

の内部にhigh densityな索状影を認めた。腸間膜脂肪織炎を疑 うも,腹 膜刺激症状が強 く認められた

ため,汎 発性腹膜炎の診断で開腹 した。小腸間膜のほぼ全域に肥厚を認め,小 腸の血行障害 も認めら

れた。術中,腸 間膜脂肪織炎 と判断し,小 腸間膜の減張切開,生 検および腹腔 ドレナージ後閉腹 した。

病理組織学校査でも腸間膜脂肪織炎の診断であった。術後第 1病 日よリステロイ ドを投与 し,腹 部症

状の改善 とCRPの 低下を認めた。また自験例では経時的に腹部 CT画 像を観察 し,この疾患に特徴的

と思われる腸間膜の densityの上昇 と,症状改善に伴うdensityおよびvolumeの 正常化が認められた

ので,併 せて報告した。

WBC    18,400/mm3

RBC   874× 104/mm3

Hb      12 2g/dl

Ht      35 1%

Plt   41 9× 104/mm3

PT       13 8 sec

APTT     42 6 sec

TP      6 1g/dl

C R P      2 7  5  m g / d i

GOT

CPT

LDH

rGTP

AMY

CPK

BUN

Cr

Na

K

421U/′

471U/′

2131U/′

971U/′

311U/′

281U/〃

30 8 mg/dl

1 58 mg/dl

130 mEq/′

4 8 mEq/′
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Fig. 1 Abdominal CT scans on admission, show-

ing an enhanced funicular lesion in diffuse thick-

ened mesentery. (1-a: middle abdomen, l-b:

lower abdomen)

a

b

Fig. 2 Photograph at laparotomy showing small
intestine with thickened and swollen mesenterv.

CRPの 減少を認め,第 7病 日には腹部症状の著明な改

善を認めた。第10病日に経口摂取を開始 し,第 20病日

には白血球数,CRPの 正常化をみた。第21病日には全

粥摂取可能であった。

術後 CT所 見 :第 7病 日の CT検 査ではdendtyの
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Fig. 3 Histological sections of mesenteric biopsy,
showing fat tissue diffuse infiltrated by
lymphocytes and histiocytes infiltration and area
of f ibrosis. (3-a : H.E x 100, 3-b: H.E x400)

a
D

上昇 した脂肪組織の範囲は減少したものの,下 腹部に

はまだ残存 していた (Fig.4).第 28病日の CT検 査で

はその部分はほとんど消失していた (Fig.5).

考  察

腸間膜脂肪織炎は原因不明のまれな非特異性炎症性

疾患であるlt冨 士原 らのは本邦49例を集計 し,平 均年

齢が52歳で,男 性に多かったと報告している。また,

部位別では大腸間膜例が34例であり,特 にS状 結腸間

膜例が20例と最多であったと述べている。一方,欧 米

では多 くが小腸間膜 に限局することが報告 されてい

る。.自験例は83歳と本邦では最年長の男性で,欧米に

多い小腸間膜例であった。本症の原因としては細菌感

染や過去の腹部外傷および手術 との関連などが考えら

れているが,現在,統一された見解はなく不明である。

主訴をみると自験例は発熱,腹 痛であった.ま た血

液検査では著明な白血球増多 とCRPの 上昇がみられ

たが,こ れらの炎症反応以外,特 有なものはないとさ

れている。画像診断では腹部超音波検査,CT検 査によ

る腫瘤の描出が有用 とされている。～い。われわれは術

腸問膜脂肪織炎の 1例
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Fig. 4 Abdominal CT scans, Tdays after the oper-
ation, showing decreased high density area of
mesentery, but still remained at lower abdomen.
(4-a : middle abdomen, 4-b: lower abdomen)

前,術 後にわたり計 3回 の CT検 査を施行 した。本症

の CT像 について,Mataら
4)は初期の腸間膜脂肪組織

の脂肪変性および炎症性変化が主体の時期には肥厚し

た腸問膜が脂肪組織 と同様にlow densityな腫瘤 とし

て描出されるが,さ らに進行し線維性増殖が主体の時

期では腫瘤の CT値 が上昇 し,high densityな腫瘤 と

して描出されるようになると報告している。自験例で

は術前の CT像 で腸問膜の dentttyは上昇 し,内 部に

high densityな索状影を認めており,進 行 した状態で

あったことが考えられた。また retrospectiveにみる

と,こ の CT像 こそがこの疾患の最大の特徴であり診

断の鍵 となる部分 と思われた。鈴木 ら7)はこの時期の

鑑別診断として悪性 リンパ腫,線 維腫などの充実性腸

間膜腫瘍を挙げている。そして術後第 7病 日の CT像

ではその範囲が徐々に限局 しhigh dendtyな 索状影

もほぼ消失し,第28病日の CT像 ではほとんど消失し,

腸問膜自体の volumeも 正常化していた。臨床的にも,

第 7病 日で腹部症状が著明に改善 し,第 28病日には炎

症反応 も陰性化 していた.本 症において CT像 が,こ

59 (1891)

Fig. 5 Abdominal CT scans, 28 days after the

operation, the high density area of mesentery has

disappeared. (5-a : middle abdomen, 5-b: lower

abdomen)

b

のような臨床経過を反映していることは,腹 部 CT検

査の有用性を示すとともに,そ の器質的変化が可逆的

であることを証明するものと考えられた。

治療 をみると,冨 士原 ら分の49例の集計で は32例

(65%)に病変部の摘出術が施行され,17例 に保存的治

療 (開腹生検を含む)力 なゞされている。自験例は開腹

したが,術 中に腸間膜脂肪織炎 と判断できたことから

陽問膜の減張切開と腹腔 ドレナージのみにとどめ閉腹

した。本疾患は腸管の壊死などがなければ腸切除,腫

瘤切除などの積極的治療は必要ないと報告され,閉 塞

を有する症例には人工肛門造設術あるいはバイパス手

術が施行されている。D。いずれにせよ本疾患は可逆的

な炎症性疾患であり,不 必要な陽切除は避けるべきと

考えられた。

薬物療法 としてはステロイ ド,免 疫抑制剤の投与が

試みられてお りい。り11),本例 と同様,生 検のみにとど

め,術 後プレドエンの内服が効果的であった との報

告。もみられた,本 症は予後良好で ser_limidngな疾

患 とも指摘されており1のステロイ ドの投与は有効な治
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療法の 1つ と考 えられた。 し か しなが ら本症 における

腸間膜の肥厚,炎 症 は可逆的なものであっても,そ れ

によって 2次 的に引 き起 こされる腸管のうっ血,壊 死

が不可逆性に進行することも考 えられ,自 験例のよう

に減張切開,腹 腔 ドレナージ術 を施行することも必要

と考 えられた。

予後 については,大 半が半年以内に症状軽快 し,自

然治癒する症例がほとんどだが,長 期間にわた り腫瘤

の残存がみられた り腹部不快,腹 痛などの症状が続 く

症例 もあると報告 されている131ま た悪性 リンパ腫や

胸膜中皮腫
14)などの悪性疾患 との合併 も報告 され,病

因だけでな く予後に関 しても今後の検討が必要 と考 え

る。
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腸間膜脂肪織炎の 1例

A Case of Mesenteric Panniculitis

Kentaro Yamaguchi, Takao Katsube, Akira Tsuchiya, Syungo Endo,
Takeshi Shimakawa, Hiroyuki Kato, Yoshihiko Naritaka,

Syunsuke Haga, Kenji Ogawa and Testuro Kajiwara
Department of Surgery, Tokyo Women's Medical College Daini Hospital

The case study is an 83-year-old male who had come to hospital complaining mainly of abdominal
pain and fever. CT scans of the abdomen showed an increase in the density of the mesenterium, and a high
density funicular image in the inner part. Although the patient was suspected of having mesenteric
panniculitis, diagnosis was pan-peritonitis because of the strong rebound tenderness and muscular
defence. Laparotomy was performed. Almost the whole area of the mesenterium of the small intestine
showed thickening, and blood circulation was impaired in the small intestine. During surgery, the
condition was confirmed as mesenteric panniculitis. Atonic incisions in the mesenterium of the small
intestine, biopsy, and abdominal drainage were performed. Mesenteric panniculitis was also diagnosed in
the histopathological examination. Steroids were administed from the first post operative day, improved
the abdominal symptoms and decreased the blood level of C-reactive protein (CRP). In this case, we
observed CT scans of the abdomen taken at different stages in time, this case showed both a normaliza-
tion in the density and volume which accompanies recovery from the symptoms. These findings character-
istic of mesenteric panniculitis are also reported in the present study.
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