
はじめに

Churg-Strauss syndrome（以下，CSSと略記）はア

レルギー性肉芽腫性血管炎とも呼ばれ，全身の肉芽腫

性血管炎に基づく種々の臨床症状を呈する疾患であ

る1）．喘息症状をはじめ多発性単神経炎，消化器症状，

皮膚症状と多彩な臨床症状を呈するが，消化管穿孔例

は死亡率も高く予後不良である2）．今回われわれは

CSSの確定診断後，ステロイド療法中に消化管穿孔を

来した 2例を経験したので報告する．

症 例 1

患者：64歳，女性

主訴：腹痛

既往歴：平成 9年より気管支喘息様発作がみられ

た．

現病歴：平成11年10月15日喘息症状の悪化にて当院

呼吸器内科を受診し，血液検査にて白血球44,000�
mm3，好酸球72％，血清 IgE値5,000U�ml と異常高値
を指摘され，血液内科入院となった．大腿四頭筋生検

にて血管炎像を認め，CSSと診断された（Fig. 1）．Pred-

nisolone 30mg�day より治療を開始し好酸球増多，喘

息症状の改善を認めたが，平成12年12月20日，突然腹

痛が出現し，消化管穿孔および汎発性腹膜炎の疑いに

て緊急手術を施行した．

手術所見：開腹すると淡黄色の腹水を認め，回腸末

端より50cmの部位に穿孔を認めた．穿孔部を含め小

腸を4cm部分切除して端々吻合を行い，腹腔内を洗浄

してドレーンを留置した．

術後 5日目にドレーンより腸液の排出あり，縫合不

全もしくは再穿孔を疑い，緊急に再手術を施行した．

開腹すると縫合不全はなく，Treitz 靭帯より100cm

肛門側から前回吻合部までの間に 3か所のあらたな穿

孔を認めた．吻合部を含め小腸を140cm切除して端々

吻合を行った．術後 prednisolone 40mg�day を連日投
与し経過観察していたが，平成12年 1月24日喘息症状

の悪化にて人工呼吸器管理となった．平成12年 1月30

日消化管出血がみられ，それに伴いショック状態と

なったため，小腸出血を疑い腹部血管造影X線検査を

施行した．上腸間膜動脈造影にて明らかな出血部位は

みられなかったが，空腸動脈に広狭不整を伴った狭窄

を認め，血管炎の所見と考えられた（Fig. 2）．また，

腹部CT検査にて腹水の貯留と腸管の肥厚に加え，胆

�内出血を認めた（Fig. 3）．そのため再々手術にて，
まず胆�を摘出した後に他臓器を詳細に調べると，広
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範囲にわたる小腸および左側結腸壊死，上部消化管出

血，後腹膜出血を認め，全身の血管炎の増悪を伴う

CSSの終末状態にて救命は困難と判断し閉腹した．患

者は術後 4時間後に死亡した．

切除標本肉眼所見：小腸間膜付着対側にUl-II～III

の潰瘍があり，初回手術時の標本にて 1か所，再手術

時の標本にて 3か所に穿孔を認めた（Fig. 4a，b）．ま

た，胆�粘膜面に多発した潰瘍を認め，punched out
様の穿孔部を 1か所認めた（Fig. 4c）．

病理組織学的所見：小腸のHE染色では所見に乏し

かったが，Elastica-Mason 染色にて軽度の好酸球浸潤

と血管炎像を認めた．なお，肉芽腫は目立たなかった

（Fig. 5a）．胆�壁に全層性の壊死を認め，瘢痕性血管
炎がみられた（Fig. 5b）．

症 例 2

患者：67歳，男性

主訴：腹痛

既往歴：平成 9年より気管支喘息様発作がみられ

た．

現病歴：平成12年 3月17日下肢の脱力感，歩行困難

にて当院へ搬送された．血液検査にて白血球数18,000

�mm3，好酸球65％と異常高値であり入院となったが，
生検した末梢神経のElastica-Mason 染色にて血管炎

像を認め，CSSと診断された（Fig. 5c）．神経学的には，

両下腿遠位部の末梢神経支配領域に一致した表在知覚

の低下を認め，多発単神経炎の所見と考えられた．平

成12年 3月24日 よ りmethylprednisolone 1,000 mg�
day 連続 3日間のパルス療法を施行し，以後60mg�day
に減量して治療中であったが，H12年 4 月 3日，突然の

腹痛と腹膜刺激症状が出現し，消化管穿孔の疑いにて

緊急手術を施行した．

手術所見：開腹すると多量の汚染腹水を認め，回腸

末端より110cmの部位に穿孔を認めた．また，その口

側20cmに色調の悪い部位を認め，穿孔部を含め小腸

を40cm切除して端々吻合を行い，腹腔内を洗浄した

後ドレーンを留置して終了した．

切除標本肉眼所見：肛門側断端より9cmの部位に

帯状の潰瘍と穿孔部を認めた（Fig. 4d）．

病理組織学的所見：粘膜下層を主体に動脈性血管の

Fig. 1 Microscopic findings of muscle biopsy shows

destruction of internal and external elastic lamel-

lase and angitis with eosinophile proliferation．（HE

staining×100）

Fig . 2 Superior mesentric angiography shows ir-

regular and stenotic change of the jejunal artery

（→）．

Fig. 3 Abdominal CT demonstrates ascites, swelling

of the intestine and bleeding in the gallbladder.
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Fig. 4 Case 1：Macroscopic appearance of resected small intestine（a, b）and gall-

bladder（c）．Case 2：Macroscopic appearance of resected small intestine shows the

perforation site surround with ulcer（d）．The arrows show the perforation site at

each specimen.

Fig. 5 Case 1：Microscopic findings of resected small intestine（a：Elastica-Mason

staining×50）and gallbladder（b：HE staining×50）show angitis and eosinophile

proliferation slightly. Case 2：Histologically vasculitis and nerve fiver loss are seen

at the nerve biopsy．（c：Elastica-Mason staining×50）

Microscopic findings of resected ileum show obliteration of submucosal vessels and

destruction of elastic lamellase. These are not contradictory to cicatrized vasculitis.

Eosinophile proliferation and granulation are inconspicuous．（d：Elastica-Mason

staining×50）
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閉塞と再疎通を散見し，腸間膜では血管周囲の線維化

がみられた．また，Elastica-Mason 染色にて弾性板の断

裂もみられ，治療後の瘢痕期血管炎として矛盾しない

所見であった．好酸球，肉芽腫の形成は目立たなかっ

た（Fig. 5d）．

術後 3か月を経た現在，prednisolone 12mg�day の
維持量にて経過観察中である．

考 察

Churg-Strauss syndrome（以下，CSS）はアレルギー

性肉芽腫性血管炎とも呼ばれ，1951年に Churg と

Strauss が Allergic angitis and allergic granulomato-

sis として結節性動脈周囲炎（PN）から分離，独立させ

た疾患である3）．1952年に Zeek がこれを allergic

granulomatous angitis（AGA）の名称で壊死性血管炎

の 5病型の 1つとして分類している4）．長澤，吉田らに

よる本邦74症例の集計から，厚生省脈管障害調査研究

班の臨床診断基準5）が作成されており，それによれば臨

床所見として�気管支喘息，�好酸球増多，�血管炎
症候群を 3主徴とし，気管支喘息以外に皮膚・神経・

消化管・心症状など多彩な症状を呈することが特徴で

ある．われわれが経験した 2症例は 3主徴をみたし，

さらに検査所見と特徴的な臨床経過も加味してCSS

と診断された．特に症例 2では末梢神経，消化管でそ

れぞれ血管炎像が認められているが，検索した限りで

は報告例はなかった．

病理組織学的に，典型例では血管周囲に肉芽腫様変

化を認めるが，CSS患者の剖検例で血管外肉芽腫を認

めたものは全体の44％という報告もあり，必須ではな

い1）．

CSSの発生機序は1）アトピー性素因者の気道への

抗原刺激が好酸球の局所への動員と活性化を誘発し，

サイトカインが分泌されて気管支喘息，末梢神経障害

とともに一部の血管炎を起こす．2）抗原刺激によって

免疫複合体が形成され，直接血管壁に沈着して壊死性

血管炎を生ずる，3）血管外肉芽腫による中小血管の狭

窄や閉塞による循環障害によって血管炎が形成され

る，などが考えられている1）6）．

治療はステロイドであり，ステロイドの大量投与を

行うと大半の臓器症状は数週間以内に寛解する．長澤

らの報告でも本邦におけるCSS患者74例での死亡率

は19％であり，予後は著しく悪いわけではない1）7）．

しかし，消化管穿孔を来したCSSは極めて予後不良

で，近藤らによると本邦で消化管穿孔を合併したCSS

患者20例の死亡率は55％と高率であった2）．また，消化

管穿孔の原因となる潰瘍は不整型で浅く，その発生に

は血管炎による虚血が関与していると考えられてい

る8）9）．われわれの症例 1では，3回目の手術の直前に

施行した腹部血管造影X線検査にて空腸動脈の病変

を確認しており，このことを裏づけるものと考えられ

た．なお，AGAにおける血管炎の所見を血管造影にて

確認した報告は，これまでのところ本邦では 2例に過

ぎない10）11）．

本症では血管炎の生じる過程で好酸球の関与が示唆

されているが，これに適合する治療としてステロイド

投与が効果的である．しかし，急性炎症性変化は改善

しても，一度形成された血管内膜の線維化，肥厚，血

栓の器質化による血管の狭窄は解除されないとの報告

が多い12）13）．われわれの症例でも，切除標本に血管炎

像は明らかに認められたが，好酸球浸潤は軽度であっ

た．このことはステロイドの効果は，急性期をすぎて

内腔の狭窄を示すような血管炎病変には及ばないこと

を示唆している．したがって，消化管穿孔を来たす症

例では，腸管壁の血流障害が不可逆性となっており，

ステロイド治療を継続しても，穿孔の再発をきたす可

能性が高いと考えられる．
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Two Cases of Churg-Strauss Syndrome Presenting with Small Intestinal Perforations

Taro Oshikiri1）2），Fumitaka Nakamura1），Mitsuru Dohke1），Tomoshige Masuda1），
Kyousuke Miyazaki1）2），Hiroyuki Kaneko1）2），Nobuichi Kashimura1），Osamu Matsunami1），

Satoshi Kondo2）and Hiroyuki Katoh2）

Department of Surgery, Teine Keijinkai Hospital1）

Second Department of Surgery, Hokkaido University Hospital2）

A 64-year-old woman admitted due to severe asthma was found to have vasculitis at muscle biopsy and
eosinophilia and was diagnosed with Churg-Strauss syndrome（CSS）．Despite steroid therapy, perforations
of small intestine occurred 2 times a week, requiring emergency surgery. Worsening vasculitis led to gangre-
nous cholecystitis and gastrointestinal necrosis and bleeding, and the patient died despite emergency surgery.
A 67-year-old man who had a history of asthma admitted due to lower limb listness was found in nerve biopsy
to have eosinophilia and vasculitis and diagnosed with CSS. Ileac perforation following steroid pulse therapy
necessitated emergency surgery. Pathological findings indicated angitis in both cases despite preoperative
steroid therapy. CSS prognosis is generally not so poor, indicating the need to watch for possible reperforation
in patients with complications of gastrointestinal perforation since steroid therapy does not improve angitis.
Key words：Churg-Strauss syndrome, gastrointestinal perforation, allergic granulomatous angitis
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