
症例報告

限局性蜂窩織炎性上部空腸炎の 1例
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症例は肝疾患の既往がない 73 歳の女性で，腹痛，嘔吐を主訴に当院を受診した．腹部CT
で小腸の限局性浮腫を認め，腹部所見などより汎発性腹膜炎と診断し，緊急開腹手術を行った．
Treitz 靭帯より肛門側へ約 50cmの上部空腸が約 12cmにわたり暗赤色に発赤し，著明に腫大
していた．漿膜面には膿苔の付着を認め，混濁した腹水も認められたが，明らかな穿孔や穿通
部などは認められなかった．切除標本では粘膜は浮腫状ではあるものの全体にきれいで，数か
所に直径約 2mm程度の小さいびらんが認められるのみであった．なお，アニサキス，魚骨，薬
物などの異物は認められなかった．病理組織検査では粘膜層はよく保たれているが，粘膜下層
が著明に肥厚し，同部にび慢性に好中球の浸潤が認められた．グラム染色では粘膜下層にグラ
ム陽性球菌が多数認められ，何らかの原因で粘膜に小びらんが形成され，同部からの細菌侵入
により，局所の急激な蜂窩織炎を来たしたものと考えられた．

はじめに
消化管の蜂窩織炎といえば虫垂炎が一般的であ

るが，まれに胃や大腸にもみられることがある１）．
今回われわれは，上部空腸に限局した原因不明

の蜂窩織炎を来たした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
患者：73 歳，女性
主訴：腹痛，嘔吐
既往歴：高血圧，高脂血症，骨粗鬆症，緑内障，

神経因性膀胱，膀胱結石，内痔核などがあり，発
症前 5種の服薬加療があるが，アレルギー疾患や
膠原病，慢性肝疾患などの既往はなし．
家族歴：特記すべきことなし．
現病歴：2002 年 11 月 20 日，昼食を摂取した後

より腹痛が出現し，その後嘔吐が続いたが，自宅
で我慢をして様子をみていた．翌 11 月 21 日早朝，
腹痛が増悪し当院内科を受診した．腹部所見など
より汎発性腹膜炎を疑われ，外科に紹介となった．
生活歴：元来肉好きで，最近魚介類を食べた覚

えは全くないとのことであった．
上記疾病に対する常用薬としては，シンバスタ

チン，ベシル酸アムロジピン，アルファカルシドー
ル，フルニトラゼパム，メシル酸ドキサゾシンを
数年来内服中であるが，特にこれまで副作用を指
摘されたことはないとのことであった．
入院時現症：身長 142cm，体重50kg ．体温

37.1℃．貧血・黄疸は認めず．血圧 146�80mmHg，
脈拍数 82 回�分・整，呼吸数 20 回�分・規則的．
腹部は平坦ではあるが，全体に圧痛が強く，Blum-
berg 徴候陽性で，筋性防御を認めた．
入院時血液検査所見：白血球数 13,000�mm3

（eosin 2％），CRP 2.6mg�dl（2＋）と白血球増多な
らびに軽い炎症反応の上昇が認められたが，血液
像での好酸球の増多は認められなかった．また，
T-bil 0.69mg�dl ，GOT 20IU�l，GPT 19IU�l，
ALP 177IU�l，CHE 0.84∆pH，γ-GTP 14IU�l と
肝機能異常も認められなかった．
腹部単純X線検査所見：腹部中央の正中から

やや左寄りに腸管の麻痺像を思わせるガス像が認
められたが，全体に消化管ガスは少なく，free air
も認められなかった．（Fig. 1）
腹部CT所見：小腸に約 12cmにわたり，著明
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Fig. 1　Abdominal X-ray showed slight paralytic 

small intestine with air-fluid level in the middle ab-

domen, but the intrabowel gas collection was little 

observed as a whole.

Fig. 2　Abdominal computed tomography（CT）

showed dilated and edematous small intestine.

な浮腫が認められたが，明らかな free air は認め
られなかった（Fig. 2）．その他，下腹部を中心に
腹水の貯留が認められた．
結局，病因ははっきりしなかったが，少なくと

も小腸が関係したなんらかの原因で汎発性腹膜炎
を起こしているものと判断し，緊急手術に踏み
切った．
開腹所見：腹腔内全体に混濁した腹水が中等量

貯留していたが，悪臭は認められなかった．なお，
後の一般細菌培養検査結果でも，細菌は認められ
なかった．
病変部はTreitz 靭帯より肛門側へ約 50cmの

上部空腸で，約 12cmにわたり暗赤色に発赤し，著
明に腫大し，一部漿膜面には膿苔がべっとり付着
していた．その他に病変はなく，同部が壊死に陥っ
ているか，その寸前と判断し，切除を行った．
切除標本所見：粘膜は浮腫状であったが全体に

きれいで，点々と数か所に直径約 2mm程度の小
さいびらんが認められるのみであった（Fig. 3a）．

漿膜面には膿苔がべっとりと付着していたが，明
らかな穿孔や穿通部などは認められなかった
（Fig. 3b）．なお，アニサキス，魚骨，薬物など
の異物は認められなかった．
病理組織検査所見：粘膜層はよく保たれている

が，粘膜下層が著明に肥厚し，同部にび慢性に好
中球の浸潤が認められた（Fig. 4a）．また，好酸球
の異常増加や肉芽腫，血管病変（フィブリノイド
変性を伴う血管炎など），鬱血，血栓形成などは全
く認められなかった（Fig. 4b）．
グラム染色では粘膜下層にグラム陽性球菌が多

数認められたが（Fig. 5a），膿苔付着がみられた漿
膜側にはほとんど細菌は認められなかった（Fig.
5b）．
以上の所見から，原因は不明であるが蜂窩織炎

性空腸炎と診断した．
術後経過は良好で，19 日目に退院した．
なお，念のため 12 月 6 日，大腸内視鏡検査を

行ったが，炎症性腸疾患などを示唆する異常所見
は全く認められなかった．

考 察
小腸に腸炎を起こしたり，汎発性腹膜炎を来た

す原因として，外傷，寄生虫（アニサキス迷入な
ど），異物刺入（魚骨など），薬剤による腐蝕，虚
血性病変（血栓・塞栓症），Crohn 病，膠原病（結
節性動脈周囲炎，腸管Behçet など），好酸球性腸
炎などが考えられる２）～６）．しかし，本例では小腸の
局所に寄生虫や異物などは認められず，また，好
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Fig. 3　（a）Macroscopic findings of the resected 

specimen showed marked edematous mucosa and 

a few mucosal injuries such as erosion. （b）The se-

rosa was coated by much purulent fibrinous 

exudate.
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Fig. 4　Microscopic findings of the resected speci-

men showed marked edema and marked diffuse in-

filtration of neutrophilic leukocytes（HE staining 

×1）（a）and no granulomas, vessels with fibrinoid 

degeneration sugesting the connective tissue dis-

eases were found（HE staining×20）（b）.
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酸球の異常増加や肉芽腫，血管病変なども認めら
れず，さらに膠原病などの基礎疾患も伴わず，こ
れらはすべて否定された．結局，病理組織学的特
徴から蜂窩織炎性腸炎で矛盾がないため，最終診
断として原因不明の蜂窩織炎性空腸炎と診断し
た．
蜂窩織炎性腸炎はわれわれが医学中央雑誌およ

びその引用文献をもとに検索（1982 年から 2003
年まで）しえた限りでは，これまで 70 数例の報告
があるが１）７）～１２），大半が大腸の病変かまたは消化管
全体に広範囲に認められていたものの一部分とし
てであり，小腸に限局していたものは，中村ら１０）

の回腸末端部 90cmにわたり認められたもののみ
で，本例のように上部空腸に限局していたものは
みられない．
本腸炎の病因としてこれまでの報告では，ほと

んどの例で基礎疾患として慢性肝疾患があり，特
に肝硬変などの肝機能代償不全状態のなかで起こ

りやすいといわれている１）７）～１２）．安達ら７）によると，
非代償性肝硬変の病態下にあっては，1．門脈およ
びリンパ系のうっ滞，それに伴う腸壁の著明な水
腫状態．2．腸管粘膜上皮の微細構造的な障害．3．
腸管粘膜層の局所免疫の低下．4．腸管内容の停滞．
5．腸内細菌層の変化（腸管の局所免疫の低下．治
療の影響などとも関係して）．6．肝の免疫低下．細
菌の除去能低下．7．肝機能障害から全身的な代謝
障害による抵抗力の減弱（広い意味での免疫不全
状態）．などが起こっており，腸内細菌の侵入に対
する腸管のmucosal barrier が傷害されやすい状
態にあることがその要因であろうと推察してい
る．しかし，本例では血液検査ならびに術中肉眼
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Fig. 5　Many gram-positive cocci were found in sub-

mucosal layer（Gram’ s staining×400）（a）, but few 

in subserosal layer（Gram’ s staining×400）（b）.
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的肝所見でも肝硬変などの肝障害は全く認められ
なかった．
一般的特徴としては，病変の主座は粘膜下層に

あり，著明な炎症・浮腫を来たすが，粘膜病変に
乏しいといわれており１）７）～１２），本例でもまさにその
ような所見が認められた．また，膿性あるいは混
濁した腹水を伴う汎発性腹膜炎を合併しているこ
とが多いといわれており１）７）～１２），本例では漿膜面に
膿苔の付着と汎発性腹膜炎とまではいえないが，
混濁した腹水の貯留が認められた．
原因としては本例では肝疾患は認められないた

め，慢性肝疾患と関連した鬱血，リンパの鬱滞，
局所免疫能の低下は考えにくく，また膠原病や血
管疾患，全身的な免疫不全なども伴わず，これら
を強く示唆する腸管の病理組織所見も認められな

かった．ただ，本例では粘膜に小さなびらんが数
か所認められ，病理組織検査で粘膜下層内にグラ
ム陽性球菌が多数認められたことから，同部粘膜
になんらかの局所免疫能の低下があり，同部腸管
内から細菌が侵入し，蜂窩織炎を来たしたのでは
ないかと考えられる．しかし，このような小びら
んが数か所形成された原因は不明であり，そもそ
もこのびらんが今回の蜂窩織炎の原因なのか結果
なのかも不明である．
正確な術前診断は，他の非外傷性小腸穿孔の場

合と同じく通常困難と考えられるので２）３）６），腹部に
汎発性腹膜炎の所見があり，CTで著明な腸管浮
腫を認めた場合，本症も念頭においておく必要が
あると思われる．
治療としては，正確に術前診断ができれば，抗

生物質投与で保存的に経過をみるという方法も考
えられるが，伊原ら８）の報告では抗生物質の投与を
行っても効果を示す前に死亡してしまうほど急激
な経過をたどる例が多いとしており，通常，汎発
性腹膜炎の所見を呈しておれば，開腹手術に踏み
切らざるをえないと思われる．さらにその上で，
腸管切除の是非については，病変が胃の場合は切
除のほうが予後がよいという報告もあり１３）１４），本例
のように漿膜面に明らかな膿苔の付着をみるよう
なものは，切除せざるをえないのではないかと思
われる．
予後に関しては，一般に肝障害が基礎にあるこ

とから，敗血症を伴い重症化することが多く，極
めて不良といわれている１）７）～１２）．しかし，本例のよ
うに重篤な基礎疾患がない場合，早期に適切な治
療を行えば，通常の蜂窩織炎性虫垂炎などと同じ
く予後は良好と思われる．
本論文の要旨は第 174 回近畿外科学会（平成 15 年 11
月 22 日，神戸市）において発表した．
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A Case Report of Acute Localized Phlegmonous Upperjejunitis

Yasuhiro Nakamura, Sadamu Takahashi, Okitsugu Nishimura and Kouhei Shoumori＊

Department of Surgery, Municipal Yashiro General Hospital
Division of Organ Pathology, Tottori University, Faculty of Medicine＊

A 73-year-old woman without primary disease such as chronic hepatitis or liver cirrhosis admitted for severe
abdominal pain with frequently vomiting on Nov 21, 2002, was found in physical abdominal examination to
have muscle guarding and rebound tenderness. Abdominal computed tomography showed prominent thick-
ening of the wall of the small intestine, suggesting inflammatory intestinal edema. Under suspected panperito-
nitis due to unknown inflammatory intestinal disease, emergency laparotomy was undertaken. A moderate
amount of nonodiferous turbid yellow ascites was found throughout the abdominal cavity and a 12cm dark-
colored upperjejunum located about 50cm on anal side from the Treitz ligament, with edema and coated puru-
lent fibrinous exudate were confirmed. She underwent partial resection of the jejunum, abdominal irrigation,
and drainage. The resected specimen showed a few mucosal erosions and edema, but no parasites, such as
Anisakis, foreign bodies, fish bones, etc．, were found. Culture of ascites showed no pyogenic bacteria. Histopa-
thologically, the resected specimen was characterized by suppurative inflammation associated with marked
edema and marked diffuse infiltration of neutrophilic leukocytes and gram-positive cocci in submucosa, but
without eosinophilia. These findings were identical both macroscopically and microscopically to those of
phlegmonous enteritis. We made a diagnosis of acute localized phlegmonous jejunitis due to suspicion of bacte-
rial infection from small erosions of unknown origin. The patient was discharged 19 days postoperatively with-
out complications. Although, in many reports, this disease often has a poor prognosis because of poor liver
function, the abscence of primary disease may indicate good prognosis to undergo treatment adequately.
Key words：phlegmonous enteritis, upperjejunum
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