
はじめに

非特異性多発性小腸潰瘍症は，主として若年者

に低蛋白血症，低色素性貧血などをきたす疾患で

あり，腸閉塞を呈することは少ないとされている．

我々は腸閉塞にて発症した非特異性多発性小腸潰

瘍症の 2例を経験したので報告する．

症 例 1

患者：26 歳，男性

主訴：腹痛

既往歴，家族歴：特記すべきことなし．

現病歴：1996 年 10 月 22 日，腸閉塞にて入院し

たが，イレウス管挿入にて軽快した．同年 11 月 24

日より，再び腹痛，腹満感出現し，腸閉塞の診断

にて 11 月 25 日入院となった．

入院時現症：身長 171cm，体重 66kg．腹部は軽

度の膨隆を認めたが軟で，臍部周辺に軽度の圧痛

を認めた．

入院時検査所見：赤血球 468 万�mm3，Hb 15.4
g�dl，白血球 5,900�mm3，CRP（－），TP 6.0g�dl，
Alb 3.8g�dl と，貧血および炎症所見は認めなかっ

たが低蛋白血症を認めた．便潜血反応は陽性，

Mantoux 反応は陰性．腹部単純写真では拡張した

小腸ガスを認め腸閉塞の所見であった（Fig. 1）．
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歳の男性．繰り返す腸閉塞にて入院．小腸造影にて回腸に粘膜集中像をともなう潰瘍，多発す

る輪状狭窄を認めた．小腸潰瘍による狭窄にて腸閉塞を呈したと診断し，回腸切除術と狭窄形

成術を施行した．症例 2：31 歳の男性．繰り返す腸閉塞と貧血にて入院．逆行性回腸造影にて

回腸末端に不整形潰瘍と軽度の狭窄像を認めた．小腸潰瘍による狭窄にて腸閉塞を呈したと

診断し回腸切除術を施行した．いずれの症例も切除標本では，亜輪状傾向の潰瘍あるいは潰瘍

瘢痕を認め，それに伴い腸管の狭窄を呈していた．組織学的にはUl-II の潰瘍が主体であり，

狭窄部では線維化が著明であった．以上から非特異性多発性小腸潰瘍症による腸閉塞と診断

した．
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Fig. 1 Abdominal X-ray in case 1 showed much of di-

lated small intestinal gas.
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入院後経過：保存的治療にて入院翌日には腸閉

塞は改善したが，以後も時々腹痛を認めた．小腸

造影検査（ゾンデ法）では粘膜集中像をともなう

潰瘍，多発する輪状狭窄を回腸に認めた（Fig. 2）．

小腸潰瘍による狭窄にて腸閉塞を繰り返している

と診断し，12 月 2 日手術を施行した．回腸末端よ

り 20 から 170cmにかけて 13 か所の腸管の狭窄

を認めた．このうち 20 から 40cmでは狭窄が著明

であり回腸切除術を行い，他に 9か所の狭窄形成

術を施行した．

切除標本所見：切除した小腸の 4か所に亜輪状

潰瘍を認め，それに伴う腸管の狭窄を認めた．そ

の他に小さな小潰瘍瘢痕を散在性に認めた．他の

粘膜は正常所見であった（Fig. 3a）．

病理組織学的所見：組織学的には多数のUl-II

の潰瘍および潰瘍瘢痕を認め，粘膜下層には著明

な線維化および軽度の炎症細胞浸潤を認めた．特

異性炎症の像は認めず，非特異的多発性小腸潰瘍

症と診断した（Fig. 3b）．

経過良好にて 12 月 25 日退院となったが翌年 1

月 29 日を最後に受診していない．

症 例 2

患者：31 歳，男性

主訴：腹痛，嘔吐

既往歴：3歳時に腸切除術（詳細不明），10 歳時

Fig. 2 X-ray examination of the small intestine in

case 1 showed multiple ulcers with fold conver-

gency and circular stenoses in the ileum（arrows）.

Fig. 3 a：Macroscopic view of the resected speci-

men in case 1 showed four circular ulcers. b：Mi-

croscopic findings of the resected specimen in case

1 showed multiple healed ulcer（Ul-II）, much fibro-

sis and non-specific inflammation in the submucosa

（HE stain, ×20）

Fig. 4 Abdominal X-ray in case 2 showed much of di-

lated small intestinal gas.
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に虫垂切除術．

家族歴：特記すべきことなし．

現病歴：1996 年頃より腹満感，腹痛を時々認め

た．2001 年 2 月，腸閉塞にて入院したが保存的治

療にて軽快した．2001 年 5 月中旬より腹痛，嘔吐

が出現し当院受診．腹部単純写真にて少量の拡張

した小腸ガス（Fig. 4），およびHb 6.6g�dl の貧血
を認め，5月 21 日精査目的に入院となった．

入院時現症：身長 168cm，体重 61.0kg．腹部は

平坦，軟で圧痛なし．

入院時検査所見：赤血球 363 万�mm3，Hb 6.5
g�dl，白血球 5,600�mm3，CRP（－），TP 6.2g�dl，
Alb 3.8g�dll と強度の貧血と低蛋白血症を認めた．
便潜血反応は陽性，Mantoux 反応は陰性．

入院後経過：腸閉塞は入院後すぐに軽快し小腸

造影検査（ゾンデ法）を行うと回腸の多発性の潰

瘍を疑った．逆行性回腸造影検査では回腸末端に

不整形潰瘍，軽度の狭窄像を認めた（Fig. 5）．小

腸潰瘍による狭窄にて腸閉塞を繰り返していると

診断し 6月 15 日手術を施行した．回腸末端付近よ

り口側約 50cmに及ぶ腸管壁の肥厚と拡張を認め

た．病変が回腸末端から 5cmから 20cm付近に病

変が集中していたため，同部位の回腸切除術を施

行した．

切除標本所見：切除した小腸には多数の小潰瘍

瘢痕がみられた他，やや広範に粘膜の萎縮像がみ

られ，比較的大きな潰瘍を示唆する像を認めた．

ところどころに狭窄がみられ同部では亜輪状傾向

の潰瘍あるいは潰瘍瘢痕形成を認めた（Fig. 6a）．

病理組織学的所見：ほとんどがUl-II の潰瘍瘢

痕で，粘膜の萎縮が広がっている部分は，多発性

のUl-II の潰瘍瘢痕により形成されたものと考え

られた．粘膜層および粘膜下層には炎症細胞浸潤

や線維化を認めた．また狭窄部にはUl-III の潰瘍

瘢痕あるいはUl-II の潰瘍形成がみられ，粘膜下層

の線維化が特に著明であった．特異性炎症の所見

はみられず，非特異性多発性小腸潰瘍症と診断し

た（Fig. 6b）．

経過良好にて 7月 2日退院となった．退院後は

腸閉塞症状なく，貧血および低蛋白血症も改善し

た．

考 察

小腸の炎症性潰瘍性疾患は，組織学的検索にて

原因を特定できる特異性腸潰瘍と，特定できない

広義の非特異性腸潰瘍に大別され，そのうち組織

Fig . 5 The retrograde enterography in case 2

showed multiple irregular ulcers and stenoses in

the terminal ileum（arrows）.

Fig. 6 a：Macroscopic view of the resected speci-

men in case 2 showed multiple small healed ulcers

and circular ulcers. b：Microscopic findings of the

resected specimen in case 2 showed healed ulcer

（Ul-III）in the stenotic lesion.（HE stain, ×20）
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所見に肉眼像および臨床像を加味することによっ

て特定の疾患概念を構成しうる場合，狭義の非特

異性腸潰瘍と呼ばれている1）．非特異性多発性小

腸潰瘍症（以下，本症）は岡部ら2）によって提唱さ

れた疾患概念で，現在では狭義の非特異性腸潰瘍

のなかのひとつの独立した疾患単位と認識されて

いる．主として若年者に発症し中～下部小腸の浅

い多発性潰瘍からの慢性持続性の潜出血を主病像

とする原因不明の疾患である3）．臨床的には小腸

からの慢性持続性出血と，それに伴う低蛋白血症，

低色素性貧血が中心であり，腸閉塞を呈すること

は多くない．笠原ら4）は本症の本邦報告 92 例のう

ち 12 例で腸閉塞症状を呈したとしている．この集

計以降我々が検索したところでは，はっきりと腸

閉塞を呈した非特異性多発性小腸潰瘍症の報告は

6例5）～10）にみられるのみであるが，慢性持続性出血

を主症状とする例でも，腹満や腸蠕動の亢進など

の小腸潰瘍による狭窄症状を呈した報告は散見さ

れる．本症の潰瘍は輪走または斜走し，ほとんど

がUl-I～II の浅い潰瘍であるとされているが，と

きにUl-III の潰瘍もみられる．自験例でもほとん

どがUl-II の潰瘍であったが，特に亜輪状潰瘍によ

る狭窄部の粘膜下層では線維化が著明であった．

また自験例 2の一部の狭窄部では潰瘍瘢痕は浅部

固有筋層に達し，Ul-III の潰瘍瘢痕であった．本症

の潰瘍は亜輪状傾向となることが多く，Ul-III で

ある場合やUl-II であっても長期間の潰瘍を繰り

返しにて著明な線維化を伴い全周性の狭窄を形成

することにより，腸閉塞を発症しうると考えられ

る．

本症の診断には小腸造影が有用であり，病変が

回腸に好発することより逆行性回腸造影がとくに

有用である．多発する辺縁硬化像，粘膜集中像，

Kerckring 皺襞の片側性欠如が特徴的で，隣接す

る潰瘍病変の間には正常粘膜が介在する．腸結核

との鑑別が問題となるが，腸結核では両側性の変

形，狭窄であり，萎縮瘢痕帯のなかに輪状潰瘍が

存在することにて鑑別可能である11）．また腸結核

との鑑別にはMantoux 反応や細菌培養も有用で

ある．また回腸の病変を主体とすることよりク

ローン病との鑑別が問題となることもあるが，ク

ローン病では肉眼的には敷石像，縦走潰瘍の有無，

組織学的には全層性炎症と肉芽腫の存在を認め

る．検査所見では低色素性貧血，低蛋白血症を認

めるが，CRPや赤沈などの炎症反応は陰性か軽度

陽性のことが多く，クローン病とは異なる．

本症に対する治療法としては，副腎皮質ステロ

イド，Salazosulfapyridine，蛋白同化ホルモン，抗

プラスミン剤などの薬物療法は無効であること

や，本症は再発率が高く長期に経過することを考

慮すると，まず完全静脈栄養，経腸栄養などの栄

養療法が主体になると思われる．出血は栄養療法

にて止血するが，狭窄の強い症例では効果がない

とされており12），自験例のように経過中に腸閉塞

を繰り返す場合には外科的治療が必要である．本

症は高率に再発を繰り返す疾患であることを考慮

した術式を選択する必要があり，病変が広範囲に

存在する場合には，短腸症候群を防ぐため自験例

1で行ったように狭窄形成術も有用である．症例

1は退院後 1か月を最後に受診しておらず，症例

2は特別な治療は行っていないが，今のところ症

状の再発を認めていない．笠原ら4）は術後の再発率

は約 45％としているが，松井ら12）は本症で手術療

法を行った場合すべての例に再発がみられたと報

告しており，今後も経過観察を要する．

本症は小腸潰瘍からの慢性出血による症状が中

心であるが長期間の経過により腸閉塞を呈するこ

ともあり，原因不明の腸閉塞を繰り返す場合は本

症も考慮する必要がある．
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Two Cases of Nonspecific Multiple Ulcers of the Small Intestine Causing Ileus
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We report two cases of nonspecific multiple ulcers of the small intestine causing ileus. Case 1：A 26-year-
old man admitted for repeated symptoms of ileus was found x-ray examination of the small intestine to have
multiple ulcers with fold convergency and circular stenoses in the ileum. Ilectomy and stricturoplasty were
done based on a diagnosis of ileus due to ulcers of the small intestine. Case 2：A 31-year-old man admitted for
repeated symptoms of ileus and anemia was found retrograde enterography to have irregular ulcers and
stenoses in the terminal ileum. Ilectomy was done based on a diagnosis of ileus due to ulcers of the small intes-
tine. In both cases, resected specimens showed circular ulcers and ulcer scars forming stenoses. Histological
findings showed most ulcers were Ul-II, and fibrosis was prominent in stenoses. Both cases were diagnosised
as nonspecific multiple ulcers of the small intestine causing ileus.
Key words：nonspecific multiple ulcers of the small intestine, ileus
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