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十二指腸血管腫の出血後に門脈血栓を合併した非常にまれな症例を経験したので報告する．
症例は 63 歳の女性で，上腹部痛の精査・加療目的で入院したところ，5日目に突然下血が認め
られた．腹部CTでTreitz’s 靱帯近傍の後腹膜に境界不明瞭な腫瘍像が認められ，また入院時に
は存在しなかった門脈から上腸間膜静脈にかけての広範な血栓形成を認めた．上下部消化管内
視鏡検査では病変部を指摘できず，小腸内視鏡検査にて十二指腸第 4部に暗赤色顆粒状の腫瘍
が認められ，生検にて血管腫と診断された．肝機能障害や，下痢，腹痛など血栓に由来する症
状が認められなかったことから，まずは出血の原因除去を先行させる方針とし，十二指腸第 3，
4部切除，空腸部分切除，十二指腸空腸吻合術を施行した．術後の経過は良好で 3か月後の腹部
CTでは，門脈血栓は自然消退していた．

はじめに
消化管血管腫は消化管のあらゆる部位に見られ

るものの，十二指腸に発生することは非常にまれ
である．我々がMEDLINE，JMEDPlus にて「十
二指腸血管腫」，「十二指腸海綿状血管腫」をキー
ワードに 1981 年から 2006 年まで検索したとこ
ろ，本邦で 10 例の報告を認めるのみであっ
た１）～１０）．今回，我々は大量出血を来した十二指腸血
管腫に門脈血栓を合併した 1例を経験したので，
文献的考察を加えて報告する．

症 例
患者：63 歳，女性
主訴：腹痛，下血
既往歴：20 歳代に子宮外妊娠にて卵巣切除術

を，7年前に肝血管腫にて肝左葉切除術を他院で
施行されていた．
家族歴：特記すべき事項なし．
嗜好歴：喫煙歴なし．機会飲酒．
現病歴：上腹部痛の精査・加療目的で近医に入

院したところ，入院後 5日目に突然黒色便が出現
した．入院時 13.6g�dl だったHbは一時 6.9g�dl
まで低下したが，上部および下部消化管内視鏡検
査では明らかな出血源は認められなかった．腹部
CT所見では，Treitz’s 靭帯近傍で十二指腸との境
界が不明瞭な約 5cm大の不均一に造影される腫
瘍を認めた．また，入院時に施行した腹部CTでは
認めなかった門脈血栓の合併が指摘されたため，
十二指腸腫瘍，門脈血栓症の診断で当科に紹介さ
れ入院した．
入院時現症：身長 151cm，体重 48kg，意識清明，

血 圧 110�70mmHg，脈 拍 74 回�分・整，体 温
36.5℃．眼瞼結膜に貧血を認めたが，眼球結膜に黄
疸はなかった．腹部は平坦・軟で，自発痛・圧痛
はなかった．また，皮疹も認められなかった．
入院時血液生化学的検査所見：前医での輸血に

より貧血は改善していた．血小板は 25.7×104�µl
と正常範囲で，肝機能異常はなく，凝固線溶系は
PT 80.6％，APTT 37.5 秒，AT III 112.6％，FDP
3.8µg�ml，Protein C 102.4％，Protein S 110.6％と
正常範囲内であった．抗核抗体も陰性であった．
腹部CT所見：Treitz’s 靭帯近傍の後腹膜に約

日消外会誌 ４１（1）：87～92，2008年

＜２００７年 5月 31 日受理＞別刷請求先：柿沼 大輔
〒113―8603 文京区千駄木 1―1―5 日本医科大学付
属病院外科



88（88） 日消外会誌 41巻 1 号門脈血栓を合併した十二指腸海綿状血管腫

Fig. 1 Enhanced abdominal computed tomography 
showing a portal vein thrombus（a arrow）, which 
was not recognized in the scans obtained before 
the patient developed rectal bleeding（b）, and a 5-
cm lesion with an ill-defined margin, adjacent to 
the 4th portion of the duodenum（a, b）.

a

b

Fig. 2 Portography showed a thrombus extending 
from the portal vein to the superior mesenteric 
vein（a arrow）. Angiography of the superior mes
enteric artery showed no abnormality（b）.

a

b

5cm大の淡く不均一な造影効果をもつ境界不明
瞭な腫瘤を認めた（Fig. 1a）．また，上腸間膜静脈
から門脈本幹，肝内門脈枝に至る門脈血栓が認め
られ（Fig. 1a矢印），これは下血が出現する 5日前
の入院時CTでは認められなかった（Fig. 1b矢
印）．
腹部血管造影検査所見：上腸間膜動脈造影検査

の門脈相では，上腸間膜静脈から肝内門脈にかけ
ての広範な血栓形成を認めたが，肝内門脈は 3次
分枝まで確認可能であった（Fig. 2a）．しかし，上
腸間膜動脈造影検査の動脈相と腹腔動脈造影検査
で，腫瘍に一致する部位に明らかな腫瘍濃染や綿
花様の pooling 像は認めなかった（Fig. 2b）．また，
肝 S8 に血管腫を認めた．
上部消化管内視鏡検査所見：十二指腸第 2部ま

で観察したが，異常所見を認めなかった．
下部消化管内視鏡検査所見：盲腸まで観察した

が異常所見を認めなかった．
ダブルバルーン小腸内視鏡検査所見：十二指腸

遠位部に，暗褐色顆粒状，易出血性の隆起性病変
を認めた（Fig. 3a）．粘膜下腫瘍，gastrointestinal
stromal tumor などを疑い生検施行．海綿状血管
腫と診断された．同時に施行した小腸造影X線検
査では，十二指腸第 4部に隆起性病変を認めた
（Fig. 3b）．
入院後経過：以上より，門脈血栓を合併した十

二指腸血管腫による消化管出血と診断した．血栓
に由来する肝機能障害，下痢，腹痛などの消化器
症状，消化管静脈瘤などの所見が認められなかっ
たことから，まずは出血の原因除去を先行させる
方針とし十二指腸血管腫に対し手術を施行した．
術中所見：腹腔内は肝左葉切除術後を反映して

上腹部を中心に癒着性変化が強かった．癒着を剥
離し十二指腸を後腹膜から授動したところ，暗赤
色で柔らかい顆粒状腫瘍を認めた（Fig. 4a）．腫瘍
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Fig. 3 Double-balloon enteroscopy showing a red-
dish brown tumor in the duodenum（a）. Duodenal 
radiography revealed that the tumor was located 
in the 4th portion of the duodenum（b）.
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Fig. 4 At operation, a reddish brown granular tu
mor in the mesentery of the duodenum and jeju
num（a）. A part of the tumor protruded into the lu
men of the duodenum（b）.

a

b

はTreitz’s 靭帯を越えて空腸上部の腸間膜内まで
及んでいた．他部位の小腸とその腸間膜に腫瘍性
病変は認められず，この部位が出血源と断定し十
二指腸第 3部，第 4部切除，空腸部分切除術およ
び十二指腸空腸吻合術を施行した．
摘出標本所見：十二指腸から上部空腸間膜を主

座とする 5cm大の腫瘍で，その一部が十二指腸管
腔内に突出していた（Fig. 4b）．
病理組織学的検査所見：粘膜下層から腸間膜に

位置する海綿状血管腫であり，血管腫内には一部
器質化した血栓の形成を認めた（Fig. 5）．
術後経過：術後経過は良好で，術後 30 日目に退

院した．以降，外来にて経過観察していたところ，
退院から 2か月後の腹部CTにて，門脈血栓の消
失が認められた（Fig. 6矢印）．

考 察
消化管に発生する血管腫は比較的少なく，全消

化管腫瘍の 0.3％を占めるに過ぎないと報告され

ている１１）．その中でも十二指腸血管腫は，本邦で会
議録記事もあわせて 10 例１）～１０）しか報告がなく，そ
の中で門脈血栓を合併したという報告は認められ
なかった．消化管血管腫に関しては，Kaijser１２）は病
理組織学的に I型：多発性静脈拡張症，II 型：海
綿状血管腫 A）びまん性 B）限局性ポリープ状，
III 型：単純性毛細血管腫，IV型：胃腸病変を
伴った血管腫症の 4型に分類している．本症例は
II 型に分類され，大型で腸管壁内外に発育しやす
いというこの型の特徴に一致している．
本症例は既往として巨大肝血管腫があり，他院

にて肝左葉切除術を施行されている．さらに，残
存する肝右葉（S8）にも血管腫が存在していた．
消化管や肝臓に血管腫が多発する疾患としては，
いわゆるBlue Rubber Bleb Nervus 症 候 群１３），
Rendu-Osler-Weber 病１４）などが有名である．しか
し，本症例は家族歴で問題がないことから遺伝的
素因がなく，皮膚血管腫を認めないことや，消化
管血管腫が単発であることなどからその可能性は
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Fig. 5 Microscopic findings showed proliferation of 
the large and small vessels with a thrombus.

Fig. 6 Abdominal  computed  tomography  con
ducted about 3 months after the operation showed 
disappearance of the portal thrombus（arrow）.

低く，偶然の合併例であると考えられた．
門脈血栓に関しては，1）血管壁の障害，2）血

流の異常，3）血液凝固機能異常のいずれかの原因
で生ずるとされ１５）１６），具体的には肝硬変や肝悪性腫
瘍，腹腔内の炎症や外傷，膠原病，脾摘後などに
見られることが多い１７）．本症例は良性疾患のため
門脈壁，上腸間膜静脈壁への直接浸潤所見はなく，
また Protein C や Protein S，AT III などを含め
た血液凝固機能検査もほぼ正常範囲内であった．
血栓形成が指摘された数日前の腹部CT所見では
門脈血栓は認められなかったことや，血管腫切除
後に血栓が消退したことなどから，血栓形成の原
因は 2）の血流の異常が最も考えやすい．すなわ
ち，もともと腫瘍内で血栓が存在していたところ
に出血が加わって，血流が大幅に減少したために
一気に血栓を形成し，腫瘍の drainage vein であ
る空腸静脈を介して上腸間膜静脈内へ血栓が拡大
していった可能性が高いと考えられた．今回，検
索しえた 10 例の十二指腸血管腫（Table 1）のうち
7例は血管腫からの出血を伴っていたが，血栓を
合併した症例はなかった．しかし，急性の門脈血
栓は肝不全の危険もあること１８）から，消化管血管
腫の合併症として出血のみではなく血栓形成につ
いても念頭に挙げる必要があると思われた．
門脈血栓の治療に関しては，現時点で定まった

治療法はない．血栓が急激に形成され本幹が完全
閉塞した場合には肝不全を引き起こすこともある
が，フローが保たれている場合にはまったく症状
を呈さない場合も多い．しかし，腸間膜静脈に由

来する急性の門脈血栓症は時に致命的になること
が知られており，このような場合には早期の抗凝
固療法を勧める報告１９）がある．また，interventional
radiology による血栓除去により良好な血行動態
の改善を得たとの報告もある２０）．本症例も上腸間
膜静脈から門脈本幹に続く血栓症であり，血栓溶
解抗凝固術，血栓摘除術の適応について検討した．
しかし，①肝機能障害や腸管血流の out flow block
による下痢，腹痛など，血栓に由来する症状が認
められなかったこと，②経過中に血栓の明らかな
進展が見られなかったこと，③消化管出血を来し
た直後であるということから，まずは出血の原因
除去が必要であると考え，十二指腸血管腫に対す
る手術療法を先行させた．
十二指腸腫瘍の存在診断は，水平部途中までは

スクリーニングの上部消化管内視鏡検査にて観察
可能であるため比較的容易である．しかし，本症
例は十二指腸第 4部に腫瘍が存在し，その診断に
ダブルバルーン小腸内視鏡が極めて有用であっ
た．2001 年 Yamamoto ら２１）により報告されたダブ
ルバルーン内視鏡は比較的低侵襲に全小腸の観
察，処置が可能であり，その有用性が報告されて
いる２２）～２６）．本症例においても，正確な消化管内の存
在部位を診断できるだけでなく，生検により組織
学的な診断まで術前に下すことができた．本症例
を含め本邦で報告された十二指腸血管腫 11 例を
Table 1にまとめた．年齢は平均 56.5 歳（7～85
歳）で，男性 4例，女性 7例であった．生検に関
しては本症例を除き 10 例中 3例１）６）９）で施行されて
いたが，後出血などの重大な合併症の記述はない．
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Table 1 Reported cases of duodenal hemangioma in japan

TreatmentLocationHistologySymptomSexAgeYearAuthor

endoscopic polypectomy2ndcarvenous hemangiomatarry stoolF721987Furuya10）
ethanol injection2ndcapillary hemangiomatarry stoolM201991Amaha9）

endoscopic polypectomy2ndcapillary hemangiomatarry stoolM551991Tadokoro8）
resection1stcarvenous hemangiomahematemesisF691992Hata7）
resection3rdcapillary hemangiomatarry stoolF852000Maeda6）

endoscopic polypectomy2ndcapillary hemangiomavomitF752001Yoshino5）
resection3rdcarvenous hemangiomavomitM 72002Terui4）
resection3rdcarvenous hemangiomanoneM402002Inoue3）
resection3rdcarvenous hemangiomatarry stoolF532005Oikawa2）

endoscopic polypectomy1sthemangiomatarry stoolF832006Ohara1）
resection4thcarvenous hemangiomatarry stoolF63Present case

本症例でも生検後やや出血を認めたものの，生食
の局注により止血可能であった．しかしながら，
内視鏡検査所見からは同部が出血源であることは
ほぼ明らかであり，生検が非常に危険な手技であ
ることは間違いない．術前確定診断を得られると
いう利点と，出血コントロール不能時には緊急開
腹術になるという欠点を常に天秤にかけ，極めて
慎重に生検の適応を決定すべきであると思われ
た．
主訴は下血が 11 例中 7例と最も多く，経過中出

血を来した症例は 10 例であった．存在部位は十二
指腸第 2部までが 6例で，内視鏡的治療が行われ
た 5例はいずれも第 2部までの症例であっ
た１）５）８）～１０）．本症例でも小腸内視鏡的治療を検討し
たが，腫瘍が第 4部に存在し内視鏡的操作が困難
な位置であること，全身状態が比較的良好で，耐
術が十分可能であったことから，点墨のみ施行し
外科的切除の方針とした．
術式に関しては本症例を加え，11 例中 6例で開

腹による腸管部分切除術が施行されており，全例
で良好な術後経過をたどっていた２）～４）６）７）．血管腫は
病理組織学的には良性疾患であることから，もと
より拡大手術は不要である．今後は，侵襲の少な
い小腸内視鏡的止血術の適応をどこまで拡大して
いけるかが問題となってくると思われた．
病理組織学的検査所見においては，日本医科大学第 2

病理教授内藤善哉先生にご指導頂きました．ここに深謝致
します．
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A Case of Duodenal Cavernous Hemangioma with Portal Thrombus

Daisuke Kakinuma, Yoshiharu Nakamura, Eiji Uchida, Takayuki Aimoto,
Kazumitsu Cho, Gotaro Masuda＊, Hiroyuki Onodera＊, Hideaki Takasaki＊,

Hiroshi Yoshida and Takashi Tajiri
Department of Surgery, Nippon Medical School
Department of Surgery, Kamisu Saiseikai Hospital＊

A 63-year-old woman admitted for upper abdominal epigastric pain reported rectal bleeding five days after
admission. Subsequent abdominal computed tomography showed a retroperitoneal tumor 5cm in diameter
with an ill-defined margin adjacent to Treitz’s ligament and a thrombus extending from the portal vein to the
superior mesenteric vein, not recognized in scanning before she developed rectal bleeding. Upper gastrointes-
tinal endoscopy and colonoscopy showed no abnormality. Double-balloon enteroscopy showed a reddish-
brown granular tumor protruding into the lumen in the fourth portion of the duodenum, diagnosed by biopsy
as cavernous hemangioma. The portal thrombus was observed because liver function parameters were con-
sistently maintained within normal limits. Resection of the third and fourth portions of the duodenum and part
of the jejunum was successful, and the thrombus had disappeared from scanning 3 months later without fur-
ther intervention.
Key words：duodenal cavernous hemangioma, portal thrombosis
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