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症例は 71 歳の男性で，一昼夜続いた頻尿とその後出現した腹部膨満感を主訴に当院を受診し
た．高血糖，尿中ケトン体陽性，および代謝性アシドーシスを認め，糖尿病性ケトアシドーシ
スと診断し，緊急入院のうえ，保存的治療をただちに開始した．入院後腹部膨満感が徐々に増
悪し，腹部CTを施行したところ，下腸間膜動脈根部の閉塞，同支配領域の腸管の濃染不良およ
び直腸狭窄を認めた．下部消化管内視鏡検査を施行したところ，直腸に軽度の狭窄を認め，さ
らにその口側で広範な粘膜の全周性壊死を認めた．下腸間膜動脈閉塞症による広範な支配腸管
の壊死と診断し，緊急手術を施行した．下行結腸から直腸にかけて広範な大腸壊死を認めた．
壊死腸管を切除，断端は端々吻合し，さらに回腸人工肛門を造設した．術後経過は良好であっ
た．本症例は，糖尿病性ケトアシドーシスによる高度の脱水が動脈閉塞を起こした原因と考え
る．

はじめに
急性腸管膜動脈閉塞症は，急速に広範囲な腸管

の虚血・壊死を起こす極めて予後不良な疾患で，
本邦でも高齢化，生活の欧米化に伴い増加傾向に
ある．しかし，その多くは上腸間膜動脈（以下，
SMA）領域であり，下腸間膜動脈（以下，IMA）領
域の閉塞はまれである．今回，糖尿病性ケトアシ
ドーシス（以下，DKA）に合併した急性下腸間膜
動脈閉塞症に対し手術を施行した症例を経験した
ので若干の文献的考察を加え報告する．

症 例
患者：71 歳，男性
主訴：頻尿，腹部膨満感
既往歴，家族歴：特記事項なし．
現病歴：夜間頻尿が続き，症状改善せず，翌朝

当院内科を受診した．来院時意識清明であったが，
血液検査にて糖尿病性ケトアシドーシスと診断
し，同日緊急入院となった．入院時より下腹部異

和感を自覚していたが，徐々に腹部膨満感が増悪
していったため，精査を進めた．
入院時現症：意識清明．血圧 150�50mmHg，脈

拍 96 回�分，体温 36.3℃，軽度の腹部膨満を認める
が，腹痛，圧痛はなかった．
入院時血液検査所見：高度の炎症所見を認め，

さらに高血糖，ケトアシドーシスを認めた（Table
1）．
腹部単純X線検査：S状結腸の著明な拡張を

認めた（Fig. 1）．
腹部CT：動脈相で下腸管膜動脈の濃染が見ら

れず，同血管の支配領域の腸管の濃染不良も認め
た．また，直腸に狭窄を認めた．骨盤腔内に少量
の腹水を認めたが，腹腔内遊離ガス像はなかった
（Fig. 2）．
この時点で，直腸の器質的狭窄または腸管虚血

による麻痺性腸閉塞を疑った．腹膜炎症状がな
かったため，保存的治療を続けていたが症状の改
善が見られず，大腸の閉塞機転を確認するために
下部消化管内視鏡検査を施行した．
下部消化管内視鏡検査：肛門縁より 10cmの直
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Table 1 The laboratory data on admission

g/dl8.3TP：/mm319,200WBC：
mg/dl0.6TB：/mm3477×104RBC：
IU/l64AST：g/dl15.7Hb：
IU/l45ALT：%47.9Ht：
IU/l329LDH：/mm334.0×104Plt：
mEq/l138Na：
mEq/l5.9K：Blood gas pressure
mEq/l96Cl：7.167pH
mg/dl43.1BUN：24.7pCO2
mg/dl1.6Cr：115.9pO2
mg/dl4.09CRP：11.4HCO3
mg/dl819FBS－18.0BE

Urinal ketone　　 2＋

Fig. 1 Plain abdominal X-ray on admission showed 
that sigmoid colon was extended remarkably.

Fig. 2 Abdominal CT scan showed that occlusion 
of IMA（arrow）（a）, poor blush of intestinal wall 
within the limits of the area of IMA and stenosis at 
the rectum（b）.
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腸に全周性の狭窄を認め，さらにその口側は全周
性の粘膜壊死を認めた（Fig. 3）．
以上の所見から，急性下腸間膜動脈閉塞症によ

る広範な腸管壊死と診断し，入院後 3日目で緊急
手術を施行した．
手術所見：腹腔内には少量の腹水を認めたが，

腹膜炎の所見はなかった．下行結腸から直腸腹膜
翻転部のやや口側まで連続性に腸管壊死を認め
た．壊死腸管を切除し，端々吻合した．吻合部腸
管は軽度の浮腫を認めたため，回腸人工肛門造設
術を施行し吻合部の安静を図った．
切除標本：切除腸管は約 56cmで，粘膜面は連

続性に壊死に陥っていた（Fig. 4）．
病理組織学的検査所見：切除腸管壁には著明な

虚血性変化がみられ，一部は壁全層性の壊死に
陥っていた．断端部の腸管壁は正常であった．組
織内血管における，動脈硬化像や静脈内血栓を認
めた．腸間膜動脈内の血栓性閉塞像は不明瞭で
あった．
術後経過：術後 4日目より食事を再開し，経過

は良好であった．創感染を認め，洗浄処置を続け
たため，入院期間が長期化したが，術後 55 日には
軽快退院した．

考 察
急性腸間膜動脈閉塞症は腸間膜血管に急性閉塞

性変化を生じ，その結果支配領域の腸管浮腫，出
血，壊死などの虚血性変化とそれに伴う重篤な病
態を引き起こす疾患である１）．本邦での本疾患の報



98（1860） 日消外会誌 40巻 11号急性下腸間膜動脈閉塞症

Fig. 3 Colonoscopy suggested stenosis at the rec
tum（a）and extensive necrosis at oral site from 
there（b）.
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Fig. 4 The length of resected colon was 56 cm. Mu
cosal layer of this was extensive necrosis.

告例は少なく，1986 年から 2006 年まで，医学中央
雑誌で「急性下腸間膜動脈閉塞症」をキーワード
に検索したところ，これまで自験例を含め 19 例で
（Table 2）２）～１６），男性，高齢者，心血管系の併存疾
患を有する患者に多い傾向がある１５）．なお，DKA
に合併した急性腸間膜動脈閉塞症は，国内外を含
め現在まで報告例はない．
発症の原因として，血栓と塞栓に分けられ，前

者は動脈硬化や開腹手術後または腹部外傷後に発
症しやすく，後者は弁膜性心疾患や心房細動等に
併発しやすい１６）．発症部位は SMA領域が圧倒的
に多く，本邦では下山ら１７）によれば，SMA領域
186 例に対し，IMA領域は 11 例と圧倒的に少な
い．その理由は，SMAは広い口径をもって大動脈
から分岐するのに対し，IMAは中結腸動脈および

内腸骨動脈との間に吻合があり，十分な側副血行
路により梗塞が起こりにくいと考えられてい
る１８）．
SMA閉塞症の臨床像は，初期には急性腸管虚

血症状として激烈な腹痛や下痢が出現し，そのま
ま進行すると腸管壊死から汎発性腹膜炎を来し，
24 時間前後でショック状態に至り１９），死亡率は
60～80％と高率で極めて予後不良である２０）２１）．そ
の要因として，まれな疾患で診断がつかず経過観
察されてしまうことが多い，閉塞部位が SMA近
位であることが多く広範な腸管壊死となる，多発
塞栓が高頻度であることが指摘されている１９）．基
礎疾患としては循環器系疾患を高率に合併してお
り，とくに初診時には注意が必要である．
IMA閉塞症について，その病悩期間は SMA

閉塞症に比べて長い傾向がある．それは解剖学的
に IMAは口径は狭く，大動脈に対し鈍角に分岐
しており，塞栓よりも血栓が原因となることが多
く，血流低下から虚血に至るまでの時間が長いた
めと言われている２２）．本疾患の予後は死亡率が約
35％と SMA閉塞症ほどではないが不良である．
その原因として，高齢者に多いこと，基礎疾患と
して心血管系疾患の併存が多いこと，初期には腹
部症状が乏しく早期診断が困難なこと１６），術前に
すでにショックに陥っている症例が多いこと１０）２３），
虚血腸管の範囲が術前診断よりも広範囲で術後縫
合不全を来す割合が高いこと１０），などが挙げられ
る．
本症例は来院時代謝性アシドーシスを認め，さ
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Table 2 Reported cases of acute inferior mesenteric arterial occlusive disease in Japan

Prog
nosisOperation

Duration 
of the 
symptom

HistorySymptomSexAgeAuthor/Year

deathprobe lapa
rotomy

24 hoursAfabdominal distention, anal bleedingF81Kurata/1985 2）

deathautopsy―aneurysm, DMabdominal pain, shockM69Munakata/1986 3）
deathresection24 hoursvalvular disorderadominal pain, shockM45Fujioka/1986 4）
deathresection24 hoursfibroid lung，RAabdominal pain, vomit, shockF57Okushi/1986 5）
deathresection10 hourshypertention, aneurysmabdominal pain, vomit, shockM80Okushi/1986 5）
deathautopsy16 hoursAfadominal pain, vomit, shockF78Kinoshita/1988 6）
aliveresection6 hoursanginaabdominal painM80Miyagi/1989 7）
deathprobe lapa

rotomy
30 hoursbrain infarctionabdominal pain, vomit, diarrheaM62Ohara/1989 8）

deathresection48 hours―abdominal pain, feverM54Ohara/1989 8）
deathautopsy7 dayspulmonary tuberculosisabdominal pain, fever, diarrheaM75Ohara/1989 8）
deathresection48 hours―abdominal pain, shockM67Yamamoto/1990 9）
aliveresection6 hoursarteriosclerosis, ischemic 

heart disease
abdominal pain, vomitF78Kawakita/1990 10）

aliveresection29 hoursarteriosclerosisabdominal pain, vomit, diarrhea, shockF79Morita/1992 11）
alivenon resection―asthmaasthma attackF43Kishimoto/1996 12）
aliveresection96 hoursbladder cancershockM89Sugiura/1998 13）
aliveresection24 hoursAf, DM, hypertentionabdominal pain, vomitF82Sekine/2001 14）
deathresection48 hourschronic renal failureabdominal pain, vomit, feverM82Hanai/2002 15）
deathresection48 hourschronic renal failure, myo

cardial infarction
abdominal pain, shockF71Nakazawa/2004 16）

aliveresection79 hoursDMabdominal distentionM71Our case

らに高血糖，尿中ケトン体陽性であったことから，
DKAを最も疑い治療を開始した．その後，速やか
にアシドーシスは改善し，手術時にはアシドーシ
スはほぼ消失していた．結果的に腸管壊死に陥っ
ていたため，これによるアシドーシスの影響も考
えられるが，入院後の保存的治療に著明に反応し
たことから，DKAの影響が最も大きかったと考
える．
入院後，DKAに対する治療中に腹部症状が増

悪し，本疾患と診断したうえで緊急手術に至るま
で約 3日が経過している．その原因として，腹部
症状の進行が比較的緩徐であったこと，内視鏡検
査を施行するまで腸管虚血の診断が困難であった
ことが考えられる．
本症例の発症原因は，DKAによる高度の脱水

により血栓形成が促進したためと考える．さらに，
基礎疾患に糖尿病があり，切除検体の病理組織学
的検査所見で組織内血管に動脈硬化像や静脈内血
栓が見られたことから，病変部周囲の血流障害が
持続し，側副血行路の形成も阻害されたとも推測

できる．とくに，CT上も総腸骨動脈から，内腸骨
動脈系にかけて連続性に血管壁の石灰化を認めた
ことから，内腸骨動脈系の血流が乏しかった可能
性も考えられる．
本症例は手術時にはすでに腸管壊死に陥り腸管

切除を余儀なくされたが，腸管穿孔・腹膜炎に至
る前に緊急手術ができたことが救命しえた最大の
要因と考える．また，吻合部付近の血流の問題や
緊急手術であったため前処置が不良であったこと
などが懸念されたため，回腸に人工肛門を造設し
たことも術後合併症を回避できた一因と考えてい
る．術前に敗血症性ショックを伴っていない症例
の死亡率は 57.1％であるのに対し，術前にショッ
クを伴った症例の死亡率は 83.3％であり，術前の
敗血症性ショックの有無が予後を大きく左右する
との報告もある１１）．本疾患を疑った際は，常に腸管
壊死の可能性を念頭に入れた厳重な経過観察が必
要で，期を逸せず手術を行うことが重要と考える．
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A Case of Acute Inferior Mesenteric Arterial Occlusive Disease with Diabetic Ketoacidosis

Junya Oguma, Masahiko Aoki, Kei Hosoda, Hiromu Kido,
Kingen Natsu, Hikaru Tamura and Tetsu Amemiya
Department of Surgery, Otawara Red closs Hospital

A 71-year-old man undergoing an overnight checkup for pollakiuria and gastromegaly was suspected from
labo data to have hyperglycemia, ketonuria（DKA）, and metabolic acidosis, and diagnosed with diabetic ke-
toacidosis. Despite conservative treatment, his gastromegaly gradually worsed, and abdominal CT suggested
occlusion of the inferior mesenteric artery（IMA）, poor blush of the intestinal wall within the limits of the IMA,
and rectal stenosis. Colonoscopy suggested stenosis of the rectum and extensive necrosis at the oral site, yield-
ing a diagnose of extensive colon necrosis caused by inferior mesenteric arterial occlusive disease, necessitat-
ing emergency surgery. A necrotic lesion extended from the descending colon to the rectum. We resected the
necrotic colon and reconstructed it by end-to-end anastomosis, followed by ileostomy. The postoperative
course was uneventful. The cause of disease in this case appeared to be severe hypovolema by DKA causing
arterial occlusion.
Key words：acute inferior mesenteric arterial occlusive disease, diabetic ketoacidosis, emergency surgery
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