
はじめに

Degos 病は特有の皮疹で発症し，高率に消化管

穿孔による腹膜炎や胸膜炎，心膜炎，中枢神経系

の病変を合併する予後不良な疾患である1）．今回，

汎発性腹膜炎を発症したが手術時，剖検時に明ら

かな穿孔部位を認めなかったDegos 病を経験し

たので報告する．

症 例

症例：24 歳，女性

主訴：腹痛，呼吸困難

家族歴，既往歴：特記事項なし．

現病歴：1999 年 8 月頃より背部，両手指を中心

に掻痒のない紅色丘疹が出現した（Fig. 1）．近医

にて投薬を受けるも症状が改善しなかったため，

2000 年 2 月に当院皮膚科を受診しDegos 病の診

断を受けた．アスピリンの内服のみを行っていた

が，2001 年 3 月 28 日頃より腹部不快感が出現し

近医受診，入院となった．同年 4月 3日より 39℃

台の発熱を生じ，翌日より呼吸困難と動脈血酸素

飽和度（SpO2）の低下を認めたため同年 4月 5日

に当院呼吸器内科紹介，転院となり，気管内挿管

による人工呼吸管理となった．しかし，腹部膨満

症例は 25 歳の女性で，1999 年 8 月頃より掻痒のない紅色丘疹が出現し，Degos 病の診断を

受けた．以後，アスピリン内服のみ行っていたが，2001 年 4 月初めより腹部不快感が出現し，

近医入院となるも消化管穿孔による汎発性腹膜炎が疑われ当科紹介となり，緊急手術を施行

した．開腹したところ，淡血性の膿性腹水を多量に認め，さらに小腸には全長にわたり炎症を

強く認めた．腸管の拡張は著明であったが，狭窄や明らかな穿孔部位は認められなかった．以

上の術中所見より，腸管の安静および減圧のため，回腸瘻造設術のみを施行した．一時退院し

たが，疼痛高度にて再入院となった．経過中に突然呼吸不全となり呼吸管理を行ったが，同時

に膿性腹水を認めたため，腹腔ドレナージも施行．その後全身状態の改善に努めるも，敗血症

により第 91 病日に永眠した．剖検にて小腸に多発性に病変を認めるも明らかな穿孔部は認め

られなかった．
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Fig. 1 A papular lesion with an erythematous border

on her trunk
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Table 1　Labolatory data on admission　

（　）：normal range

WBC 8,000 /μl （3,200 ～ 9,600）

RBC 5.08 × 106 /μl （4.28 ～ 5.66）

Hb 13.9 g/dl （13.6 ～ 17.4）

Plt 223 × 103 /μl （155 ～ 347）

GOT 41 IU/L （12 ～ 30）

GPT 36 IU/L （8 ～ 35）

ALP 222 IU/L （112 ～ 330）

LDH 542 IU/L （254 ～ 474）

s-Amylase 43 IU/L （56 ～ 176）

BUN 7 mg/dl （8 ～ 20）

Creatinine 0.5 mg/dl （0.4 ～ 1.0）

Na 136 mEq/L （135 ～ 147）

K 3.2 mEq/L （3.5 ～ 4.8）

Cl 96 mEq/L （98 ～ 108）

Ca 8.9 mg/dl （8.6 ～ 10.5）

TP 6.1 g/dl （6.5 ～ 8.2）

Albumin 3.5 g/dl （4.2 ～ 5.3）

CRP 11.0 mg/dl （＜ 0.3）

Glucose 93 mg/dl （68 ～ 106）

と胸水，腹水が認められたため，消化管穿孔によ

る汎発性腹膜炎が疑われ当科紹介となる．

入院時現症：身長 154cm，体重 49kg，体温

38.4℃，血圧 120�64mmHg，脈拍 132�分，整．腹
部は全体に膨隆し圧痛を認めたが，明らかな筋性

防御は認められなかった．背部と両手指には，辺

縁不整，境界不明瞭な紅色丘疹を散在性に認めた．

入院時一般検査所見：TPが 6.1g�dl，Kが 3.2
mEq�L と低下，CRPが 11.0mg�dl と上昇を認め
る他は，白血球数などを含め正常範囲内であった

（Table 1）．

腹部CT：著明な胸水，腹水の貯留を認めるも

腹腔内に明らかな free air は認めなかった．

以上より，原疾患とその後の経過より消化管穿

孔が強く疑われたため，2001 年 4 月 5 日，緊急手

術を施行した．

手術所見：開腹したところ，約 2,000ml 以上の

淡血性の膿性腹水を認め，さらに小腸には全長に

わたり炎症を強く認めた．腸管ならびに腸間膜の

肥厚は著明であったが，拡張や狭窄，肉眼的に明

らかな穿孔部位は認められなかった．胃，小腸，

大腸には全体にわたり梗塞部と思われる白斑が多

数存在し，かつ全体に軽い虚血性の変化を認めた

が，壊死，血管の閉塞を認めず，拍動も良好であっ

た（Fig. 2）．以上の所見より，大腸の安静および

減圧のため，ループ式回腸瘻造設術，腹腔ドレナー

ジ術のみを施行した．また，腹水培養の結果，Can-

dida Albicans のみが認められた．

術後経過：敗血症性ショックの状態であった

が，集中治療により全身状態は徐々に改善して

いった．第 11 病日に気管内チューブを抜管，第 15

病日に一般病棟に帰棟となった．第 23 病日より経

口摂取を開始し，その後は経過良好にて第 51 病日

に退院となった．しかし，その翌日より全身の疼

痛が出現し，同日当科再入院となった．保存的に

鎮痛剤などを使用し疼痛の緩和に努めたが，疼痛

コントロールが今一つ不良だったため，鎮静も施

行した．第 73 病日に突然下顎呼吸が出現したた

め，気管内挿管し呼吸管理を行った．同時に膿性

腹水を多量に認めたため腹腔ドレナージ術も施行

した．その後，全身状態の改善に努めるも，敗血

症にて第 91 病日に永眠した．

剖検所見：消化管は全体として一塊になってお

り，前腹壁との間のみに少量の膿を認めた．消化

管は，結腸に瘢痕化した潰瘍形成を認めるほか，

胃や腸管の漿膜には散在性にアフタ様の病巣を

伴っていたが，肉眼的にはいずれにも明瞭な穿孔

部を認めなかった．胸膜には出血を認めた．心�
液は膿性であったが，心膜にはDegos 病に由来す

Fig. 2 Inflammation and white spot was observed at

the serosa of the entire small intestine . Although

marked dilatation was found, no macroscopic perfo-

ration was seen in the small intestine.
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る病変を認めなかった．

病理組織所見：ほぼすべての腸管にわたり，粘

膜下層や漿膜下層の小動脈の内膜が線維性に肥厚

し，内腔の狭小化を伴っていた．また，2次性の血

栓形成や器質化を伴っており，炎症細胞浸潤は目

立たなかった（Fig. 3）．

考 察

Degos 病は 1942 年に Degos ら1）によって初め

て報告された疾患であり，悪性萎縮性丘疹症とも

呼ばれている．世界的にもまれな疾患であり，我々

がMedline，医学中央雑誌にて検索しえた範囲内

では全世界で約 130 例，本邦で約 30 例が報告され

ているにすぎない2）．若年男性に発症のピークが

あるとする報告もみられるが3），本邦報告例では

明らかな性差はないようである．年齢は 10 代から

最高 86 歳4）まで報告があり，広い年代にわたり発

症しうる．その病因としては遺伝的因子，virus，

糖や脂質の代謝障害，自己免疫などが考えられて

いるが，詳細はいまだ不明である．病理学的には

炎症細胞浸潤の軽度な微小血管の内膜増殖性血管

炎が特徴的であり，その血管炎による微小血栓形

成，虚血によって組織が壊死に陥り，消化管，心，

腎，肺，胸膜，中枢神経系などをはじめとした全

身の各臓器に潰瘍，穿孔，出血，炎症などが起こ

るとされている5）．Degos 病の 92％は皮膚病変

が先行するが，3％は消化管病変が初発し，5％は

中枢神経病変が初発する．皮膚病変が先行した場

合は，その特徴的な皮疹ならびに皮膚生検にて診

断可能であるが，皮膚病変が先行せず，消化管病

変や中枢神経病変が先行した場合にはDegos 病

の診断に苦慮することが多い6）．また，診断確定の

ための小腸生検は，小腸穿孔，腸瘻を生じ，患者

を死に至らしめる場合もあるため禁忌とされてい

る7）．他臓器への合併症としては，中枢神経系には

脊髄症や視神経障害，脳動脈瘤，脳出血，脳梗塞

などの病変がみられるほか8）～10），心膜炎，胸膜炎

などもみられることがある11）12）．Degos 病に対し

ては，副腎皮質ステロイド，免疫抑制剤などは明

らかな効果が得られておらず，有効な治療法は確

立していない．特にDegos 病に由来する神経症状

に対しても，ステロイドは症状の改善には寄与し

ないとされ8）10），むしろ潰瘍と出血を助長し，小腸

穿孔のリスクを高めるとされる13）．皮疹のみで経

過している症例は比較的経過の長い例が多いが，

穿孔性腹膜炎や中枢神経系の病変を合併した症例

の予後は不良であり，そのほとんどが数か月～数

年の経過で死亡するとされている．

本邦におけるDegos 病の報告例は約 30 例ほど

であり2）4）8）～12）14）～24），そのうち明らかに腹膜炎を合

併していた症例は自検例を含め 18 例であった

（Table 2）．そのほとんどは皮膚病変が先行して

おり，腹膜炎によって発症した症例は 1例のみで

あった．腹膜炎の原因はほとんどが腸穿孔による

ものであるが，中には自検例のように明らかな穿

孔部を認めない症例も散見された．手術術式は，

開腹所見にもよるが腸切除，穿孔部縫合閉鎖，ド

レナージのみなどと多岐にわたっており，術中判

断の困難さを物語っている．転帰としては，半数

の症例が死に至っているが，年齢，性別，皮疹出

現から腹膜炎に至るまでの経過期間などと生命予

後の間の明らかな因果関係は少ないように思われ

た．

皮膚病変が先行したDegos 病の場合，経過が長

期にわたるときには消化器症状などの自覚症状が

なくとも，関係各科が連携して定期的な消化器病

変の精査が必要であると考えられた．また，抗血

Fig. 3 Small arteries within the subserosa of the jeju-

num showing fibrous thickening of the intima and

luminal narrowing

（Elastica-Masson trichrome stain, ×10）
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Table 2　The reports of the Degos disease associated with peritonitis in Japan

complications in other organsoutcomeproceduressite of perforation
（number）

A period from the
appearance of skin
region to the

peritonitis（month）

sexageyearauthorNo

deathpatch, drainagejejunum（1）3F171966Nohara1

deathunknownjejunum～ colon（many）7M301972Yamamoto2

deathunknownunknown2M311975Yanagihara3

livedrainageileum30F341981Ogino4

deathresectionjejunum36F291978Hashizume5

deathresectionileum24M441981Masu6

deathresection, closurejejunum, ileum（4）15M421983Konno7

unknown

total gastrectomy, 

drainage

distal gastrectomy, 

stomach（2）48F681987Takahashi8

liveresectionstomach（1），ileum（2）（－）M471988Kanai9

liveclosuretransverse colon（1）16F441988Shimazu10

liveclosure, drainageileum（1），48M531992Sakuma11

cerebral aneurysm, old 
cerebral infarction, old 

intracerebral

deathdrainageunknown15F621994Hamaya12

hemorrhageliveunknownunknown12M161998Torii13

deathresectionileum（1）5M632000Shimizu14

liveclosureileum6M442000Satoh15

optic neritisdeathclosure, drainageileum（1）30F542000Yagi16

pericarditis, pleuritislivedrainageunknown1 weekM452001Matsuoka17

deathileostomy, drainageunknown20F252003present case18
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小板薬やプロスタグランジン製剤などが一部の症

例においては奏功したという報告11）14）15）19）もみられ

ており，今後のDegos 病における予後の改善につ

ながる可能性が示唆された．

なお，本稿の要旨は第 172 回日本消化器病学会東北支部

例会において発表した．
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A Case of Degos Disease without Macroscopic Gastrointestinal Perforation

Munenori Nagao, Yuji Funayama, Hiroo Naito1）, Kouhei Fukushima,
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（GI & Colorectal Surgery）, Tohoku University Graduate School of Medicine,
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A 25-year-old woman with typical itch-free red papulae from August 1999 was diagnosed with Degos dis-
ease. She took oral aspirin from then on, but reported abdominal discomfort in April 2001. We undertook lapa-
rotomy based on suspected diffuse peritonitis due to gastrointestinal perforation. Serobloody, purulent mas-
sive ascites had accumulated in the peritoneal cavity, and inflammation was observed along the entire small
intestine. Despite marked dilation, no macroscopic perforation was seen in the small intestine. We conducted
construction of a loop ileostomy for intestinal decompression, but she died of sepsis on postoperative day 91.
Multiple inflammatory lesions were observed in the small intestine at autopsy, but no perforation was appar-
ent macroscopically.
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