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上腸間膜動脈根部閉塞を伴う前上膵十二指腸動脈瘤の 1切除例
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我々は上腸間膜動脈根部閉塞を伴う前上膵十二指腸動脈瘤の切除例を経験したので報告す
る．症例は 76 歳の女性で，腹部エコー検査にて腹部内臓動脈瘤を指摘され，血管造影検査を施
行したところ，動脈瘤は前上膵十二指腸動脈に存在し，上腸間膜動脈根部は閉塞していた．動
脈瘤径は 30mmと比較的大きく，開腹下に動脈瘤摘出術を施行した．瘤部の病理組織学的検査
所見は中膜の平滑筋融解・変性像が主体であり，本症例における動脈瘤発生には上腸間膜根部
閉塞に起因する血行動態の変化が関係していると考えられた．術後経過良好にて退院し，術後
5か月現在も症状なく経過観察中である．

はじめに
膵十二指腸動脈瘤は腹部内臓動脈瘤の約 2％を

占めるとされ１），発生原因として感染，膵炎や動脈
硬化のほか，腹腔動脈根部の閉塞・狭窄による求
肝性側副血行路としての血流増加と同動脈壁の脆
弱性が重なり発生する機序が指摘されており，欧
米での報告例の約半数がこの型であるとされてい
る２）．今回，腹腔動脈根部閉塞ではなく，上腸間膜
動脈根部閉塞が病因と考えられるまれな前上膵十
二指腸動脈瘤の 1切除例を経験したので，文献的
考察を加え報告する．

症 例
患者：76 歳，女性
主訴：特になし．
家族歴：特記事項なし．
既往歴：40 歳代から高血圧，喘息に対し内服治

療を受けていた．42 歳時に卵巣囊腫摘出術，52
歳時に腸管癒着剥離術，71 歳時に回腸憩室穿孔に
て小腸切除術を施行された．
現病歴：尿路感染症の診断にて他院入院中，ス

クリーニング目的の腹部エコー検査を施行したと
ころ，腹部内臓動脈瘤を指摘され紹介，入院となっ

た．
入院時現症：身長 141.2cm，体重 43kg ，血圧

143�81mmHg，脈拍 82 回�分，体温 36.6℃．腹部
平坦，軟，圧痛を認めず．腫瘤を触知せず．
入院時血液検査所見：特記すべき異常値なし．
腹部造影CT：膵頭部前面に径 30mm大の内臓

動脈瘤を認め（Fig. 1a），3D-CT血管撮影像にて胃
十二指腸動脈より末梢の動脈に瘤が存在している
ことが確認された（Fig. 1b）．
血管造影検査：腹腔動脈造影にて上腸間膜動脈

が造影され，上腸間膜動脈の血流は主に拡張した
後下膵十二指腸動脈により供給されていた（Fig.
2a）．また，大動脈造影検査にて上腸間膜動脈根部
が造影されず，上腸間膜動脈は根部にて閉塞して
いると考えられた（Fig. 2b）．
動脈瘤は前上膵十二指腸動脈に存在し，その分

枝と，上腸間膜動脈へ血流を供給する前下膵十二
指腸動脈へ，計 2本の流出路を有することが判明
した．加えて，前上膵十二指腸動脈分枝にも 4mm
大の動脈瘤が指摘された（Fig. 2c）．
経カテーテル動脈塞栓術による治療を考慮した

が，動脈瘤は 30mmと比較的大きく，流出路の塞
栓は困難と考えられ，開腹による動脈瘤摘出術を
施行した．
手術所見：腹部正中切開にて開腹．小網開放し，
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Fig. 1 a：Enhanced CT showed a splanchnic aneu-

rysm anterior to head of pancreas, measuring 

30mm in diameter（arrow）. b：3 dimensional CT 

demonstrated the aneurysm was present in the 

more peripheral artery than gastroduodenal artery.

（AIPD；anterior inferior pancreaticoduodenal ar-

tery, Ao；aorta, ASPD；anterior superior pancre-

aticoduodenal artery, CE；celiac trunk, CH；com-

mon hepatic artery, GD；gastroduodenal artery, 

LG；left gastric artery, PIPD；posterior inferior pan-

creaticoduodenal artery, PSPD；posterior superior 

pancreaticoduodenal artery, SMA；superior mesen-

teric artery, SP；splenic artery）
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Fig. 2 a：Selective angiography of celiac trunk 

showed posterior inferior pancreaticoduodenal ar-

tery mainly provided collateral supply for superior 

mesenteric artery. b：Aortogram showed complete 

occlusion of the superior mesenteric artery at its 

origin. c：More selective angiogram showed the an-

eurysm was present in anterior superior pancreati-

coduodenal artery（ASPD）. The aneurysm had 

two outflow tracts, anterior inferior pancreatico-

duodenal artery and branch of ASPD, and the lat-

ter involved 4mm aneurysm.
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総肝動脈，胃十二指腸動脈を確認後，網囊を開放
し，胃十二指腸動脈，前上膵十二指腸動脈を同定
した．動脈瘤に流入・流出する血管をテーピング
後，クランプテストを行い，動脈瘤の拍動消失を
目視下に確認した（Fig. 3）．同時に小腸辺縁動脈
の拍動有することを確認した．動脈瘤を膵臓より
剥離後，流入・流出血管を結紮切離し，前上膵十
二指腸動脈分枝に存在していた動脈瘤病変も含め
て摘出した．
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Fig. 3 Taping inflow and outflow tracts of the aneu-

rysm, we confirmed its beat disappeared and the 

beat of intestinal marginal artery not disappeared 

by cramping all the tracts.

Fig. 4 a：Pathological examination showed degen-

eration of the smooth muscle tissue in tunica 

media. There was no inflammation in pancreatic 

tissue around tunica externa（HE stain,×100）. b：

There was no segmental vacuolation in tunica me-

dia（elastica-van Gieson stain,×100）.

aa

bb病理組織学的検査所見：動脈硬化像というより
は，中膜の平滑筋融解・変性像が主体であった．
弾性線維染色において血管壁の中膜に分節性の空
胞形成は認められず，segmental arterial medioly-
sis の組織像としても非典型的で，中膜の変性所見
は 2次性のものと考えられた．外膜周囲に膵組織
が認められたが，炎症像は認めなかった（Fig. 4
a，b）．
術後経過：術後良好に経過され，腹部造影CT

にて動脈瘤摘出術後の確認をし，術後 9日目に退
院された．術後 5か月現在，腹部症状を認めるこ
となく，外来にて経過観察されている．

考 察
膵十二指腸動脈瘤は比較的まれな疾患で内臓動

脈瘤の約 2％を占めるとされ１），医学中央雑誌
（1973～2003 年）およびMEDLINE（1966～2003
年）にて「膵十二指腸動脈瘤」をキーワードに検
索したところ，本邦報告例は 73 例であった３）．男
女比は 3.3：1 と男性に多く，平均年齢は 58.0 歳，
平均動脈瘤径は 13.7mmと報告されている４）．
膵十二指腸動脈瘤の発生原因は，腹腔動脈閉

塞・狭窄による求肝性側副血行路としての血流増
加が 31.9％と最も多く，次いで動脈硬化（15.9％），
膵炎（8.7％），感染・外傷（4.3％）と続く３）．腹部
内臓動脈の中膜が分節性に融解し多発性動脈瘤が

形成される segmental arterial mediolysis という
疾患概念も最近注目されている５）．そのほか，膠原
病，中膜壊死，先天性，医原性および腫瘍浸潤性
といった原因が挙げられるが，原因が明確でない
症例も 37.7％と多い３）．本症例は膵炎，感染，外傷，
膠原病および先天性といった発生原因は既往歴・
病理組織学的検査所見より否定的である．本症例
は上腸間膜動脈根部に閉塞が認められ，それによ
る血行動態の変化，すなわち「求腸性側副血行路
（腹腔動脈→前上膵十二指腸動脈→上腸間膜動
脈）」としての前上膵十二指腸動脈の血流増加が今
回の動脈瘤発生に関与している可能性が考えられ
た．病理組織学的検査所見で認められた中膜の変
性所見は，動脈硬化を背景として動脈壁に血行力
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学的ストレスが加わって生じた変化として矛盾し
ない所見であった．一方，前上膵十二指腸動脈に
二つの動脈瘤が存在していた「多発性」という事
実に着目した場合，病理組織学的検査所見では非
典型的であったものの，segmental arterial medi-
olysis としての可能性は否定できないと考えられ
た．
腹腔動脈根部閉塞が膵十二指腸動脈瘤の発生原

因の約半数を占めると報告した欧米の論文２）６）と本
症例を比較した場合，同動脈に血行力学的ストレ
スが加わり動脈瘤が形成されるという点では同義
であるが，「上腸間膜動脈系→腹腔動脈系」に対し
て「腹腔動脈系→上腸間膜動脈系」と全く逆方向
の血行動態であり，現在まで上腸間膜動脈根部閉
塞を伴った膵十二指腸動脈瘤の本邦報告例はな
く，今回の我々の報告が初めてとなる．Moore
ら７）による英語文献のレビューでは，わずか 2例の
みが報告されている．
診断には腹部エコー検査，造影CT（3D-CT），

血管造影検査が有用である．特に，前者二つはス
クリーニング目的の検査として優れている．本症
例でも腹部エコー検査にて無症候性の動脈瘤が発
見され，3D-CTにてほぼ正確な動脈瘤の位置関係
まで把握可能であった．しかしながら，血管造影
検査では微細な動脈瘤の指摘や出血の有無，動脈
瘤周辺の血行動態も正確に把握可能である．本症
例のように上腸間膜動脈根部が閉塞し，同動脈が
膵十二指腸動脈から血流供給を受けていることを
把握するために血管造影検査は欠くことのできな
い検査であった．また，その情報によって適切な
治療方針を立てることが可能であった．
動脈瘤径と破裂の頻度には相関関係はないとの

報告もあり８），膵十二指腸動脈瘤は大きさにかかわ
らず発見されれば早期に治療すべきとされる３）．膵
十二指腸動脈瘤の治療は低侵襲であるTAEが第
1選択となるが，大動脈の第 3，第 4分枝にあたる
本動脈へはカテーテル挿入困難なことがあり，ま
た側副血行路発達による動脈瘤再開通といった欠
点もある．特に，膵十二指腸動脈周囲は側副血行
路が発達しやすい部位でもあり，近位遠位同時塞
栓に加えて動脈瘤内塞栓も施行しなければ再開通

の可能性が残る．また，coil migration による臓器
虚血，coil compaction による再出血といった
TAEの合併症についても熟知しておく必要があ
る９）．
本症例のように全身状態が安定し未破裂の症例

では，血管造影検査にて動脈瘤の形態・位置およ
び支配動脈の血行動態を正確に把握した後に，待
機的手術を行うという選択肢は比較的安全であ
る．開腹手術の 2次的損傷による膵液ろうなどの
合併症の危険性も否定できないが１０），それに勝る
利点はクランプテストによる動脈瘤の流入血管の
確認，上腸間膜動脈の血流確認が可能な点である．
本症例では前上膵十二指腸動脈瘤摘出により上腸
間膜動脈の血流障害が危ぐされたため，直視下の
クランプテストは特に有用であった．もっとも術
前の詳細な情報収集・分析の下に手術は過大侵襲
とならない術式の選択が重要である．
術後 5か月現在，腹部症状を認めることなく外

来経過観察されているが，後膵十二指腸動脈の血
流は依然増加状態にあり，膵十二指腸動脈瘤発生
のリスクは現在も抱えていることになる．定期的
な検査にて動脈瘤のスクリーニングを行い，動脈
瘤の存在が疑われた場合には早急に血管造影検査
を施行し適切な治療を行うことが重要であると考
えている．
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A Case of the Anterior Superior Pancreaticoduodenal Artery Aneurysm
with Complete Occlusion of the Superior Mesenteric Artery

Masaomi Ichinokawa１）２）, Kazuhiro Iwai１）, Yoshiyuki Matsumura１）２）, Seiji Mega１）,
Ryousuke Kawasaki１）, Toru Takahashi１）and Satoshi Kondo２）

Department of Surgery, Oji General Hospital１）

Department of Surgical Oncology, Hokkaido University Graduate School of Medicine２）

Aneurysms of the pancreaticoduodenal arteries are rare and account for only 2％ of aneurysms in the
splanchnic circulation. We report a case of anterior superior pancreaticoduodenal artery aneurysm with com-
plete occlusion of the superior mesenteric artery at its origin. A 76-year-old woman was admitted to our hospi-
tal, because an asymptomatic splanchnic aneurysm had been detected by abdominal ultrasonography during
a screening examination. Selective angiography showed that the aneurysm was 30mm in diameter and lo-
cated in the anterior superior pancreaticoduodenal artery, and an aortogram showed complete occlusion of
the superior mesenteric artery at its origin. Since it seemed very difficult to perform the complete coil emboli-
zation of the aneurysm and we were concerned about ischemia of the superior mesenteric artery, we per-
formed aneurysectomy by open surgery. Pathological examination showed degeneration of the smooth mus-
cle tissue in tunica media. The aneurysm was probably caused by hemodynamic stress produced by the in-
creased flow in compensation for the complete occlusion of the superior mesenteric artery at its origin. The
patient is doing well as of 5 months postoperatively.
Key words：pancreaticoduodenal artery, aneurysm, occlusion of the superior mesenteric artery
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