
はじめに

近年，人口の高齢化，食生活の変化，糖尿病の増加

などにともない血管性疾患症例も増加している．これ

らの疾患に対して人工血管置換術を施行する症例も多

い．今回，我々は腹部大動脈瘤にて人工血管置換術後，

約 1年10か月後に発症した 2次性腹部大動脈十二指腸

瘻（以下，本症と略す）の 1例を経験したので文献的

考察を加え報告する．

症 例

患者：60歳，男性

主訴：発熱，下血

家族歴：特記すべきことなし．

既往歴：平成 6年脳梗塞．平成 9年 1月，腎動脈以

下の腹部大動脈瘤にて人工血管（ダクロン・ストレー

トグラフト）置換術を受けた．

現病歴：2～3日前から38～39℃の高度発熱にて平

成10年10月23日来院，同日緊急入院した．

経過：諸検査施行したところ多量の下血を認めた．

手術前現症：脳梗塞の後遺症にて軽度の右半身麻痺

を認めた．腹部所見では前回の手術創以外に異常を認

めなかった．38℃の発熱であった．

手術前検査成績：WBC 8,900�µl，RBC 272×104�
µl，Hb 8.1g�dl，Ht 24.3％，CRP 3.8mg�dl，貧血とCRP

上昇を認めた．その他，血液生化学的検査にて異常を

認めなかった．

腹部CT検査所見：人工血管内に鏡面像を呈する小

ガス像が認められた（Fig. 1）．消化管への造影剤の流

出は認めなかった．

十二指腸内視鏡検査所見：十二指腸水平脚に白苔を

伴った円形の大きな潰瘍を認めた（Fig. 2）．

腹部超音波ドプラ検査所見：人工血管内に多少の乱

流を認めるが，明確な異常所見は認められなかった．

ガスなどは描出されなかった．

以上の所見より，2次性大動脈十二指腸瘻の診断で

11月16日緊急手術を施行した．

手術所見：当初より非解剖学的血行再建を予定し，

手術は右腋窩―両側大腿動脈バイパスを造設した後に

腹部の操作に移った．

上下腹部正中切開にて開腹した．十二指腸と人工血

管は高度に癒着しており十二指腸水平脚潰瘍と接して

いた部位の人工血管は直径約20mm・円形・黒黄色に

変色していた．また十二指腸と人工血管を剥離する際

に少量の膿の流出を認めた．

Fig. 3のシェーマのように十二指腸潰瘍と大動脈・

人工血管吻合部中枢側にピンホールの瘻孔を認めた．

感染人工血管と十二指腸水平脚を切除し大動脈断端閉

鎖ならびに十二指腸空腸吻合術を施行した．

最終的な再建図を Fig. 4のシェーマに示した．

摘出標本：直径約20mmの十二指腸潰瘍を認め，人
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工血管との直径約2mmの瘻孔が確認された（Fig. 5）．

病理組織学的検索では，潰瘍と瘻孔の所見を認めたが

仮性動脈瘤もなく，人工血管の劣化・変性なども認め

られず原因特定などの一助にはならなかった．

術後経過：術後に無石胆�炎を発症したが，PTGBD
を施行し軽快，経過良好にて退院した．現在，外来通

院中である．

考 察

2 次性大動脈消化管瘻は比較的まれな致死率の高い

合併症である1）2）．

1956年 Humphries ら3）が大動脈人工血管置換術にと

もなう大動脈十二指腸瘻を報告して以来，欧米を中心

として報告されるようになった．発生率は0.4～4％と

少ないが，死亡率は40～70％と高い4）～6），臨床上問題

となる病態である．

本邦においては，1996年第24回日本血管外科学会総

会（旭川）の人工血管感染シンポジウムの際，シンポ

ジウム参加の施設と一般演題として発表された施設の

計26施設におけるグラフト感染の発生率は腹部大動脈

関係は平均2.0％で，その多くは鼠径部であり，大動脈

十二指腸瘻は平均0.7％にみられた7）．

当科における人工血管置換術は75例で，人工血管感

染は 4例認められた．大腿動脈・人工血管吻合部感染

が 3例で 2次性大動脈十二指腸瘻は初めての症例であ

る．

原因として，人工血管劣化，仮性動脈瘤，高血圧，

Fig. 1 Abdominal computed tomograpy（CT）showed the small pocket of gas（ar-

row）in the descending aorta.

Fig. 2 An endoscopy revealed the huge ulceration

（arrow）in the 3rd portion of the duodenum.

Fig. 3 Schema of the aortoduodenal fistula.
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fistula

ulcer

自己管理の変性などが考えられているが，自験例にお

いては，摘出標本に上述したような所見は認められな

かった．瘻孔形成のメカニズムとして，人工血管と自

己血管の吻合部または血管縫合糸あるいは人工血管自

身が，十二指腸と癒着し，十二指腸の運動が制限され，

機械的刺激や血行不良が原因で十二指腸水平脚の潰瘍

が誘発され瘻孔形成にいたると考えられている．さら

に，その潰瘍と瘻孔によって血管内へ細菌が進入して

菌血症が誘導されたと推察される．

臨床症状・血管造影および十二指腸内視鏡所見より

本症の診断は可能であるが，自件例においては腹部

CTが診断に最も有用であった．健常人では血管内に

ガスが存在することはありえないが，自験例ではCT

で人工血管内にガス像が描出された．この原因として，

消化管内のガスが瘻孔から血管内に流入した．ガス産

生菌によりガスが発生したなどが考えられるが，その

後，下血つまり瘻孔症状が出現したことから考えると

何らかのチェックバルブ機構が働いていて血管内にガ

スが流入したものと思われる8）．自験例ではこのCT

像にて本症を疑診した．

また，今回施行しなかったが，Gaシンチグラム（感

染部位に集積するため），血管造影（瘻孔部からの造影

剤の漏出の確認）なども診断上有用であろう．

治療は外科的治療の絶対適応である．自験例では手

術時，人工血管と十二指腸の剥離の際に膿の流出を認

め，人工血管部分除去・再置換も考慮したが感染人工

血管の全摘術および非解剖学的血行再建術を選択し

た9）．感染人工血管の全摘または部分切除かの選択は

難しい問題であるが，文献的4）6）9）には基本的には全摘，

感染の程度が軽度の際には部分切除，とされている．

部分切除にて軽快しない場合の予後は不良であること

も考慮に加え自験例は全摘出を選択した．

2次性大動脈腸管瘻の予防対策として，確実な吻合，

出来うるかぎりの自己血管でのwrapping，人工血管

と十二指腸をはじめとする腸管とが直接接しないよう

大網などの組織をその間に置く，などが有効であろう．

Antonino ら10）による人工血管素材を用いた実験的検

討において，Dacron と PTFEの比較では，PTFEは人

工血管周囲の炎症反応が少なく 2次性大動脈腸管瘻の

形成も認めなかったが，Dacron は炎症反応が強く 2次

性大動脈腸管瘻の形成も認められた．また，PTFEを

使用した縫合糸も近年開発されている．このように組

織反応が少なく感染に強い人工血管の素材や縫合糸の

開発が必要であろう．また，allo graft 置換は欧米では

良好な終果を示しており，さらに zeno grfat 置換，ク

ローン技術による人血管の開発も検討されるべきと思

われる11）．

Fig．4 Schema of the extra-anatomical revasculariza-

tion.

Fig. 5 Specimens of the infected graft and duode-

num.
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また，人工血管感染予防対策としては手術野の十分

な消毒，抗菌コートされた人工血管使用，血液やリン

パ液の貯留は細菌の培地となるため止血を厳重に行う

などがあげられる．

本再建術の長期的合併症としては血栓症，人工血管

閉塞，人工血管劣化・変性などがあり特に，大血管置

換症例よりも血栓症，人工血管閉塞が発生しやすいと

思われる．自験例は平成12年 9月現在，合併症もなく

元気に外来通院加療中である．
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CT Evaluation of Secondary Aortoduodenal Fistula：A Case Report
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A secondary aortoenteric fistula directly communicates between the gastrointestinal tract and the aorta
in patients undergoing major surgery on the aorta, often aortic graft replacement. In a case of secondary aor-
toduodenal fistula we treated, a 60-year-old man admitted due to repeated episodes of fever had undergone an
aortic bypass graft 1 year and 10 months previously. Abdominal computed tomograpy（CT）showed the small
pocket of gas in the graft. Endoscopy revealed a huge ulceration in the third portion of the duodenum. Extra
anatomical revascularization between the right axillary and the bilateral femoral arteries was conducted first,
removal of the old graft and partial resection of the duodenum. The postoperation course was uneventful.
Two years and fifth months later, he remains a in excellent condition.
Key words：secondary aortoduodenal fistula, aortic bypass graft operation
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