
はじめに

腸間膜脂肪織炎は，腸間膜脂肪組織に発生する

原因不明の非特異的炎症性疾患で，特徴的所見が

乏しいため診断が難しく，治療法も確立されてい

ない．本疾患の予後は一般的には良好で，再発は

通常少ないとされている．今回，大量の乳糜腹水

で発症し，保存的治療後約 8か月で再発した比較

的まれな小腸間膜脂肪織炎の 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：77 歳，女性

主訴：腹部膨満感，腹痛

現病歴：上記で当院婦人科を受診，外来にて精

査を行ったが原因が特定できず外科紹介となっ

た．

来院時現症：腹部膨隆著明であるが圧痛，筋性

防御は認められず，明らかなイレウス症状もな

かった．眼瞼結膜は軽度の貧血を認めた．

既往歴：高血圧で内服治療中．

51 歳時子宮筋腫で腹式単純子宮全摘術および

片側卵巣切除術．

臨床経過：CTで小腸間膜根部に石灰化を伴う

腫瘤像が認められ，また腹水貯留が著明であった

（Fig. 1a）．血液検査ではWBC 6,220�mm3（Seg.
74.4％）とほぼ正常であったが，CRPの上昇（6.8

mg�dl）および CA125 310U�ml（正常＜35），可溶
性IL-2受容体（soluble IL-2 receptor；以下，sIL-2r）

941U�ml（正常 220―530）と異常高値が認められ
た．腹水の穿刺吸引を行ったところ，黄白色調に

混濁し，中性脂肪が 216mg�dl と大量に含有され
ており乳糜腹水と診断された．腹水の細胞診では

悪性細胞は認められず，一般細菌培養，抗酸菌培

養および結核 PCRも陰性であった．Gaシンチ，リ

ンパ管シンチでも明らかな所見はなかった．利尿

剤などで治療を開始したが腹水の貯留量は変わら

ず，3か月後にCTを再度施行したところ，石灰化

を伴う腫瘤像は増大していたため，腹腔内の悪性

疾患特に悪性リンパ腫を疑い，診断・治療目的で

2002 年 4 月 16 日に腹腔鏡手術を施行した．腹腔

内には約 3.8L の乳糜腹水が貯留しており，腹腔鏡

で腹腔内を観察すると，小腸間膜は硬化・短縮し

ていた．術前CTで認められた腫瘤像は肥厚した

腸間膜であったため，同部の生検を行い，迅速検
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大量の乳糜腹水で発症し，保存的治療後約 8か月で再発した小腸間膜脂肪織炎の 1例を経

験した．症例は 77 歳の女性で，腹部膨満感を主訴に受診し，CTで著明な腹水と小腸間膜根部

に腫瘤像が認められた．可溶性 IL-2 受容体が高値であり，悪性リンパ腫を疑い診断・治療目的

で手術を施行した．乳糜腹水が貯留しており小腸間膜は硬化・短縮していた．生検で腸間膜脂

肪織炎と診断され，保存的治療により腹水は自然消退した．退院後他院で経過観察されていた

が，約 10 か月後に再度腹満感で受診した．CTで大量の腹水が再貯留し左水腎症も併発してい

た．画像診断からは腸間膜脂肪織炎を疑ったが，腫瘤像が増大していたため手術を施行した．

前回に比較して炎症が強く，高度に肥厚した腸間膜の生検を行い，腸間膜脂肪織炎と診断され

た．術後は問題なく経過し，現在外来でステロイド治療中で，腹水もほぼ消失している．
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査で腸間膜脂肪織炎と診断された．明らかな腸管

の狭窄部位は認められず手術を終了した．

退院後，腹水が軽度貯留したが，その後自然消

退した．CTでも腹水はほぼ消失していたが，腸間

膜根部の腫瘤像はさらに増大していた（Fig. 1b）．

CA125 は 140U�ml と減少していたが，sIL-2r は
1,110U�ml と依然高値を呈していた．
その後，他院にて経過観察されていたが，2003

年 2 月に再度腹満感で当院婦人科外来受診，CT

では，大量の腹水が再貯留し左水腎症も併発して

いた．sIL-2r が 1,310U�ml とさらに増悪しており，
CA125 も 370U�ml と再上昇していた．画像診断
からは腸間膜脂肪織炎が疑われたが，腹水の再貯

留およびCT上腫瘤像の増大も認められ，悪性疾

患を完全に否定できないため，2003 年 4 月 15 日

に再度腹腔鏡下に腹腔内を観察した．乳糜腹水を

3.5L 吸引，腹腔内は前回に比較して炎症が強く，

小腸漿膜・腸間膜はリンパ液のうっ滞により不均

一な白色調に変色していた．高度に肥厚した腸間

膜の生検を行い，迅速検査に提出したところ腸間

膜脂肪織炎と診断され，悪性所見は認められな

かった（Fig. 2）．腸管の狭窄部位もなく，術後ス

テロイド治療を行うこととし手術を終了した．

術後経過：術後は問題なく経過，第 10 病日より

プレドニン� 30mg�日の内服を開始し，第 18 病日
に退院となった．術後 2か月経った 2003 年 6 月現

在外来にてステロイド治療中であり，腹水もほぼ

消失している．左水腎症は軽快していないものの，

sIL-2r は 864U�ml と減少し，CA125 も 210U�ml
と軽快傾向である．

Fig. 1 CT finding a：2001.11.20 b：2002.9. 6

CT（a, b）findings showed a mass in the mesentery

of the small intestine became enlarging and iso to

high density gradually（arrow）. A“hypodense fatty

halo”sign could be seen on CT（b）（arrow head）.

Fig. 2 Histopathological sections of mesenteric bi-

opsy showed non-specific chronic inflammatory cell

infiltration, severe fat necrosis and marked fibrosis.

（a：H. E. stain×40, b：H. E. stain×100）

72（698） 日消外会誌 37 巻 6 号大量の乳糜腹水を伴った再発腸間膜脂肪織炎の 1例



考 察

腸間膜脂肪織炎は良性疾患であるためその治療

は最小限にとどめるべきで，線維化が強く腸管閉

塞を伴わないかぎり手術適応となることはなく，

画像診断の果たす役割は大きい1）．本疾患の診断

は困難であるが，特徴的な画像診断と経過より近

年，本疾患と診断される症例が増えてきている．

特に，CTは脂肪組織の検出に優れることから，し

ばしば診断の決め手となり，自験例でも有用で

あった．CT所見の報告は多彩であり，その病期に

よる組織学的所見を反映したものとなっている．

すなわち，炎症，脂肪壊死が線維化に優位な状態

においては，吸収値の上昇した脂肪を主体とする

不均一な low～iso density mass として描出され，

内部に血管の走行が確認される．一方，線維化が

優位な状態においては，CT上，一部に脂肪織が認

められることがあるものの，大部分は軟部組織陰

影を主体とする比較的均一な high density mass

として描出される2）．このため，悪性腫瘍など特に

腹膜播種，悪性リンパ腫との鑑別が困難となって

おり，CTガイド下もしくは腹腔鏡下生検で確定

診断が必要となる．尾形ら3）は，切除標本による検

索で線維化の強い部分はCT上造影の弱い部分に

相当し，部分的な血流低下による変化であると報

告している．慢性炎症により部分的な血流低下が

起こり線維化・石灰化が起こっていると思われ

た．自験例のように腫瘤の中に石灰化を伴った脈

管が開存していることは腸間膜脂肪織炎を支持す

る重要な所見であった（CT―Fig. 1b）．臨床症状と

して腹痛，発熱，腹部膨満感などが報告されてい

るが，本疾患に特徴的なものはなかった．また，

血液生化学検査においても，白血球数の上昇，赤

沈亢進，CRP上昇などの炎症所見がみられる程度

であった．自験例においては，CRPはやや高値を

呈するものの，白血球数は正常であり，それらの

値は全経過中ほぼ一定値を示していた．特記すべ

き点は，悪性疾患を念頭において精査を行ってい

たため，たまたま測定していた腫瘍マーカーであ

る sIL-2r が経過中漸増し，CA125 は腹水の貯留量

の増減と非常によく相関していたことである．T

細胞はウィルスや細菌などの微生物や，蛋白，あ

る種の刺激物質などの侵入時や体内での発生時に

は活性化され分裂増殖すると言われている．その

際，IL-2 が作用するためにT細胞表面上に IL-2

受容体が表出し，一部は遊離して血清中に出現す

る．よって sIL-2r は悪性腫瘍や各種感染症，免疫

の活性化が示唆される各種の病態や状況下など，

多くの疾患で高値を示すようになる．また，CA125

は腫瘍マーカーではあるが，炎症のみでも病変が

腹膜，胸膜，心�，子宮内膜に及ぶと中皮細胞の
増殖が起こり，CA125 が産生されると言われてい

る．自験例において，乳糜腹水が一過性に消失し

た時期にCA125 が低値を示し，腹水が再貯留した

際にCA125 が再上昇したという臨床経過と考え

合わせると，腹腔内の炎症とCA125 が非常によく

相関していた．水谷ら4）は，術前 sIL-2r，CA125

が異常高値を呈した小腸間膜脂肪織炎の症例にお

いて，原因病巣切除後にこれらの腫瘍マーカーが

正常化したと報告している．本疾患で sIL-2r，

CA125 の上昇の機序について言及した過去の文

献は認められなかったが，何らかの原因で腸間膜

の脂肪織に炎症が起こり，これによって sIL-2r，

CA125 が上昇していると思われた．よって，これ

らの腫瘍マーカーが治療効果や再発の指標になる

可能性もあると考えている．逆に，本疾患におい

て，sIL-2r，CA125 が保存的治療後も高値を呈す

る場合は，再発の危険性が高く，何らかの薬物療

法や外科的切除術などが必要になる可能性が示唆

された．

乳糜腹水を伴った腸間膜脂肪織炎の症例は医学

中央雑誌で調べたかぎりでは自験例を含め 2例し

かなく非常にまれな症例であった4）．乳糜腹水の

発生機序として，水谷ら4）は，脂肪織炎により腸管

からのリンパ流出路が障害され広範な小腸リンパ

管が閉塞，破綻することによってリンパ液が腹腔

内に漏出し発生すると述べている．つまり，腸間

膜の血流障害はなくリンパ流のみが選択的に障害

されていたこと，また術前 sIL-2r が異常高値を認

めていたことより考察し，腸間膜リンパ管内での

局所的，特異的な自己免疫反応が原因となる可能

性を示唆している．しかし，自験例においては，

腹水のリバルタ反応が陽性で，比重も 1.020 と上
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昇しており，漏出性ではなく滲出性腹水であった．

よって，著者らはこの乳糜腹水の発生機序として，

何らかの原因で腸間膜の脂肪織に炎症が起こり，

リンパ管の透過性が亢進し，リンパ液が腹腔内に

滲出した結果生じたと考えている．

腸間膜脂肪織炎については，本邦では 1968 年に

木下ら5）が最初に報告し，四万村ら6）が 1997 年にそ

れまでの本邦 58 症例を検討し報告している．今

回，四万村らの報告以降，2003 年現在までの自験

例を含めた症例 133 例中 127 例について四万村ら

の報告と比較検討してみた．四万村らによる報告

を前期とし，1997 年以降の 127 例の報告を後期と

した．年齢分布は，前期は 4歳～85 歳（平均年齢

53.8 歳）で，後期は 27 歳～86 歳（平均年齢 58.7

歳）であった．男女比は，前期が 18：11，後期も

78：49 で，いずれもほぼ 3：2で男性に多い傾向

にあった．文献的に術前に診断がついた症例は，

前期が 58 例中 12 例（21％）であったのに対し，

後期は 127 例中 51 例（40％）と約 2倍になってい

る．これは，本疾患の認知度が上がったことと，

CTなどの画像診断の進歩によるところが大きい

と思われる．

治療においては，深田ら7）の 1999 年の報告によ

ると，81 例中 66 例（81.5％）に外科的処置が施行

されており，保存的に治療されたものは 81 例中

15 例（18.5％）であった．そのうち腸管安静のみで

治療したものは 7例（8.6％）のみであった．オー

バーラップする症例はあるものの，1997 年以降の

症例では，腸管安静のみ 27 例，ステロイドなど薬

物投与 20 例，試験開腹 18 例，腫瘤または腸管切

除術 62 例と保存的治療が 127 例中 47 例（37％）に

行われており，確定診断がつけば保存的治療が優

先される傾向にあった．実際，確定診断がつけば，

より多くの症例が腸管安静やステロイド投与など

の保存的治療で改善するものと予想される．保存

的治療での病悩期間は平均 6か月で，約 7割の患

者が 1年以内に治癒し，腫瘤も消失するとされ

る9）．治療に関しては線維化，腫瘤形成など器質的

病変に進行する以前の早期治療が肝要であるとい

われている．特に，ステロイド治療は，炎症が強

く線維化の少ない症例で有効で，線維化が進むに

つれて効果も低くなる傾向であった．ステロイド

の投与方法も確立されたものはなく，リンデロン�

の持続静注 1週間で軽快した症例8）から，プレドニ

ン�内服で軽快し，中止後再発したため長期プレド

ニン�を再内服した症例9）までさまざまである．ス

テロイド注腸などを使用した症例報告10）もあり，

今後ステロイド治療を含めた腸間膜脂肪織炎に対

する治療方法の確立が必要であると思われた．

本疾患の予後は一般的に良好で，大半が半年以

内に症状も軽快し自然治癒する症例がほとんど

で，通常再発は少ないとされている．しかし，再

発を繰り返している症例11）や，7年後に再発した報

告例12）もあり，長期に及ぶ厳重な経過観察が必要

であると考えられる．近年，確定診断がつけば保

存的治療が行われることが多くなってきており，

再発形式，再発までの期間など症例を積み重ね検

討していく必要があると思われた．自験例は，1

年以内に再発し乳糜腹水の貯留した非常にまれな

小腸間膜脂肪織炎の 1例であった．特に，腹水の

自然消退により臨床症状は軽快したものの，CT

検査では腸間膜の腫瘤像は増大しており，臨床症

状と画像診断に大きな差異が認められた．悪性疾

患を含めた他疾患の合併が完全に否定できず再手

術を行ったが，結果的にステロイド治療が有効で

あり，診断・治療に非常に難渋した症例であった．

本症例においては，CA125，sIL-2r が病期の進行

を非常によく反映しており，腸間膜脂肪織炎症例

を経過観察する上で，1つの指標になる可能性が

示唆された．
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A Case of Recurrent Mesenteric Panniculitis with Large Amount of Chylous Ascites

Yasunori Yoshimoto1）, Ryoichi Shimizu1）, Toshihiro Saeki1）, Yoshinari Maeda1）,
Akio Narimatsu2）, Akiko Inokuma2）and Mutsuo Takahashi3）
1）Department of Surgery, Ogori-Daiichi General Hospital

2）Department of Gynecology, Ogori-Daiichi General Hospital
3）Basic Laboratory Sciences, Yamaguchi University School of Medicine

We report a patient with mesenteric panniculitis associated with a large amount of chylous ascites recur-
ring after conservative therapy. A 77-year-old woman reporting abdominal fullness was found in abdominal
CT to have a large amount of ascites and a shadowy mass with calcification in the mesentery of the small in-
testine. We conducted surgery to diagnose and treat her under a diagnosis of malignant lymphoma, indicated
by elevated soluble IL-2 receptor. Laparoscopic findings showed chylous ascites and a sclerotic, shortened
mesentery of the small intestine. The mass in the mesentery was diagnosed as mesenteric panniculitis upon
biopsy. Ascites disappeared with conservative treatment. She was readmitted for abdominal fullness about 10
months later. Abdominal CT showed large amount of ascites and lt. hydronephrosis. We conducted a second
operation on suspicion of malignancy, since a shadowy mass in the mesentery of the small intestine had en-
larged. Laparoscopic findings showed inflammation of the abdominal cavity even severes that at the last op-
eration. Biopsy of the highly sclerotic, mesentery was again diagnosed as mesenteric panniculitis. Her postop-
erative course was uneventful, and she is being treated as an outpatient with steroid therapy without ascites
recurrence.
Key words：mesenteric panniculitis, chylous ascites
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