
Table 1   Laboratory findings
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はじめに

上部消化管内視鏡検査の普及に伴い十二指腸の

腫瘍が発見される機会が増えている．中でも十二

指腸脂肪腫は従来まれな疾患とされてきたが1），

近年，報告例が増加しており2）3），その治療法も内

視鏡的摘除が積極的に行われるようになってきて

いる4）5）．しかし，外科手術が必要な症例に対し腹

腔鏡を用いて手術を行った報告は少ない．今回，

我々は腹腔鏡補助下に腫瘍摘出術を行った十二指

腸脂肪腫の 1症例を経験したので，若干の文献的

考察を加えて報告する．

症 例

症例は 53 歳の女性で，上部消化管内視鏡検査に

て十二指腸下行脚に長径約 30mmの表面平滑で

やや黄色調，径 20mm程度の茎を有する隆起性病

変を認め，十二指腸粘膜下腫瘍と診断された．H

14 年 12 月 10 日精査加療目的にて当院紹介とな

る．

入院時現症：身長 160cm 体重 68kg 体温

35.7℃ 血圧 112�75mmHg 脈拍 68 回�min，整
結膜に貧血・黄疸なく，心音，呼吸音に異常なし．

腹部は弾性軟，圧痛なし．表在リンパ節触知しな

かった．入院時検査所見では貧血も認められず，

血液生化学的にも特に異常は認めなかった（Ta-

ble 1）．

上部消化管内視鏡検査：十二指腸下行脚ほぼ乳

頭対側に長径約 30mmの表面平滑でやや黄色調，

20mm程度の茎を有する隆起性病変を認めた

（Fig. 1）．鉗子で圧迫すると軟らかく（Cushion
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sign 陽性），可動性があった．

低緊張性十二指腸造影：十二指腸下行脚に

22×40mm大の辺縁平滑な腫瘤を認めるが，十二

指腸壁の進展は良好であった（Fig. 2）．

腹部CT：十二指腸下行脚に腫瘤陰影を認め均

一な fat density であることより，脂肪腫であると

考えられた（Fig. 3）．

以上より，十二指腸下行脚の有茎性脂肪腫と診

断した．内視鏡的切除も考慮したが腫瘍径が比較

的大きいことと茎の径が 20mm程度あることか

ら，出血および穿孔のリスクが高いと判断し手術

を行うこととした．術式は腹腔鏡補助下に腫瘍摘

出術を行う方法を選択した．

手術方法：臍下の 12mmのトロッカーをカメ

ラポートとし，10mmのトロッカーを傍正中部よ

り，5mmのトロッカーを左右の下腹部よりそれぞ

れ 1本ずつ挿入した．

腹腔鏡下に十二指腸を下大動脈前面まで授動

し，次に傍正中の創を 4cmに延長して十二指腸を

腹腔外にまで引き出した（Fig. 4）．そして十二指

腸壁を小切開し腫瘍を摘出した（Fig. 5）．そして，

茎の断端は 3―0 吸収糸にて連続縫合を行い処理し

た．十二指腸壁の切開創は 3―0 吸収糸にて連続縫

合を行い，さらに 3―0 絹糸にて奬膜筋層縫合を追

Fig. 1 Duodenal endoscopy shows bulgy, yellowish

tumor with a smooth surface at the second portion

of the duodenum.

Fig . 2 Hypotonic duodenography shows a tumor

with a smooth surface at the second portion of the

duodenum（arrow）, and the good stretched duode-

nal wall.

Fig. 3 Abdominal CT shows even fatty density in

second portion of the duodenum.（arrow）

Fig. 4 Intraoperative photograph（1）shows the de-

tached the second potion of the duodenum up to the

front of the descending aorta.
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加して閉鎖した．吻合部付近にペンローズドレー

ンを留置し，手術を終了した．手術時間は 2時間

01 分，腹腔鏡操作に要した時間は 45 分であった．

十二指腸の減圧目的にて胃管を幽門輪付近まで進

め，術後 2日目まで留置した．その後の経過も問

題なかった．

病理組織学的所見：腫瘍は 45×40mm，割面は

黄色調，充実性で均一であった．病理組織学的検

査では，十二指腸粘膜上皮には著変はなく粘膜下

において異型の乏しい脂肪細胞の集族より成る腫

瘍が見られ，脂肪腫と診断した（Fig. 6）．

考 察

十二指腸良性腫瘍は比較的まれな疾患とされて

いるが，その中で脂肪腫は 6％を占めるとされて

いる6）．近年，上部消化管内視鏡の普及に伴い，症

例数が増加している．その診断について板野ら7）

は，内視鏡所見が重要で，正常粘膜に覆われた平

滑でやや黄白調の腫瘤であり生検鉗子で押すと軟

らかく（cushion sign），よく動くことが特徴である

と述べている．また，CTにて腫瘍部のCT値を測

定することで質的診断が可能であり安全かつ有用

であるとも述べている．本症例も上述のような特

徴を有し，術前に脂肪腫との診断が可能であった．

十二指腸脂肪腫の本邦報告例は，著者らが「十

二指腸」と「脂肪腫」をキーワードに医学中央雑

誌で 2003 年 9 月まで検索しえた限りでは，自験例

を含め 109 例であった．これらについて検討した

ところ，発症年齢は 22 から 83 歳まで広く分布し

平均年齢は 60.6 歳であった．男女比は男性 39 例，

女性 69 例（不明 1例）と女性に多く見られた．治

療法については内視鏡的ポリペクトミーを行った

症例が 52 例，手術を行った症例が 47 例であった．

治療法別に腫瘍の形態をみると，ポリペクトミー

では，有茎性：亜有茎性：無茎性＝22：17：10

例（不明 3例）であるのに対し，手術症例は有茎

性：亜有茎性：無茎性＝13：9：14 例であった．

（不明 11 例）一方腫瘍の大きさはポリペクトミー

症例では平均 20.6mm，手術症例では平均 36.9mm

であった（Table 2）．有茎性で小さい腫瘍ほど内視

鏡的治療が選択されている．その適応について妹

尾ら8）は，何らかの臨床症状を有する場合や小さく

ても診断的意味がある場合，今後増大し手術治療

の必要が出た場合の侵襲の大きさを考慮し十分な

インフォームドコンセントを得たうえでの切除の

場合と述べている．一方で，大橋ら9）は内視鏡的治

療困難例を，�無茎性�大きさ 50mm以上（ただ
し，困難さは少ない）�出血や狭窄などの合併症
を有する症例と述べている．実際に，中村ら10）は

Vater 乳頭に近接した十二指腸脂肪腫に対して乳

頭部への影響を考慮し手術療法を選択している

し，Napolitano C ら11）は狭窄を合併する症例に対

して，またKrachman MSら12）は出血を合併する

症例に対して，それぞれ手術療法を選択している．

内視鏡的治療と手術療法の選択について，現在の

ところ明確な基準はないが13），本症例については

最大径 40mmと比較的大きく，茎の部分も 20mm

Fig. 5 Intraoperative photograph（2）shows the tu-

mor lifted out of abdomen.

Fig. 6 Pathological findings shows the tumor com-

posed of benign adipose cells in the submucosa.
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Table 2　Case reports of duodenal lipoma in Japan
（n=109）

Age（year）22 ～ 83（mean 60.6）polypectomy

Male　39　Female　69（unknown 1）Sex

52 casesTheraphy

47 casesoperation

10 casesothers

47operation52polypectomy

13pedunculated10pedunculatedform

9sub-pedunculated17sub-pedunculated

14non-pedunculated

（unknown 11）

22non-pedunculated

（unknown 4）

36.9mm20.6mmmean size

であったため，出血に加えて穿孔のリスクも大き

いと判断し外科的治療を選択した．

その術式については腫瘍の形態から，十二指腸

を十分脱転することで小開腹創より腫瘍切除可能

と判断し，十分なインフォームドコンセントを得

たうえで腹腔鏡補助下に腫瘍摘出術を行うことと

した．術中に留意する点として，第 1に背側に下

大静脈が走行するためこれを損傷しないように脱

転することが挙げられる．これについては，鉗子

で十分に十二指腸を持ち上げ下大静脈との間を超

音波凝固切開装置にてゆっくり剥離することで，

損傷を回避することが可能であった．第 2に十二

指腸を腹壁へ持ち上げるために，どこまで遊離を

すすめるかであるが，下大動脈前面まで脱転する

ことに加え，十二指腸と結腸の間の剥離を，下腸

間膜静脈が露出するまで十分に行うことが必須で

あると考えられた．これらの手技は腹腔鏡下胆�
摘出術や腹腔鏡補助下結腸切除術などの手術と比

べて，特別異なる器具や手技を用いることなく施

行可能であった．本症例については腹腔鏡操作に

費やした時間が 45 分と比較的短時間であること

や，縦 4cmの小開腹で手術を施行し得たことから

腹腔鏡を用いることで手術侵襲を軽減できたので

はないかと推察される．

十二指腸脂肪腫に対して内視鏡的ポリペクト

ミーが比較的安全に行われるようになり14）～16），今

後も増加すると思われるが，一方で困難な症例に

対しては手術療法も考慮されるべきであると考え

る17）18）．その際には本症例のように腹腔鏡を用い

た手術を選択する事で治療の低侵襲化に多少でも

貢献できるのではないかと思われる．

今回，われわれが調査した手術療法を行った症

例のうち，腹腔鏡補助下に行ったものは本症例の

他には臼井ら19）の報告のみである．また，他の十二

指腸良性疾患にて行った報告も散見される

が20）21），現在のところ一般的に行われている術式

とは言い難い．しかし，本症例を経験し，少なく

とも十二指腸下行脚から水平脚入口部の良性疾患

で部分切除や腫瘍切除術を必要とする症例には有

用であると思われた．

また，砂村ら22）は十二指腸乳頭部癌について，

Carcinoma in situ を含むAdenoma または pT1N

0M0 であることが条件で，膵頭十二指腸切除が危

険と考えられるような症例と限定した上で，経十

二指腸的局所切除術の可能性を述べているが，こ

のような術式を行う場合にも応用可能ではないか

と思われる．

今後はさらに症例を追加し，適応となる疾患や

手術手技を明確にすることが課題であると考え

る．
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A Case of Duodenal Lipoma with Laparoscopy-assisted Tumor Resection
―Analysis of Reported 109 Cases of Duodenal Lipoma in Japan―
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A 53-year-old woman was found in endoscopy to have a bulgy, yellowish tumor with a smooth surface at the
second portion of the duodenum was diagnosed with duodenal lipoma. The tomor was 30 mm across and had
a wide 20 mm peduncle. Given the tumor size and wide peduncle, endoscopic polypectomy was not attempted
due to the risk of bleeding and perforation. The tumor was resected with laparoscopic assistance. The first
step in this operation is detaching the duodenum up to the front of the descending aorta, and lifting it out of
abdomen through the extended paramedial wound. The second step is tumor resection via a small incision in
the duodenal wall. The pathological diagnosis was lipoma. This procedure is very useful in treating benign
duodenal tumors, which exists at the second portion or entrance of the third portion of the duodenum. It may
feasibly be applied to local resection of carcinoma of the duodenal papilla.
Key words：duodenal lipoma, laparoscopy-assisted resection, endoscopic polypectomy
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