
症例報告

無症候性孤立性上腸間膜動脈解離の 1例
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症例は 54 歳の男性で，尿管結石経過観察目的のCTにて上腸間膜動脈（superior mesenteric
artery；以下，SMA）の解離が診断され当科紹介となった．小腸虚血を疑わせる腹部症状なく，
CT上解離動脈の拡張なく解離腔より分枝する空腸動脈も認められなかったため，抗血小板剤
の内服および血圧コントロールにて経過観察とした．1年目の CTにて解離腔の完全な血栓閉
塞が認められた．この時点で SMAに解離腔による真腔の圧迫や解離腔の拡張所見なく，小腸虚
血，腹部症状も認められなかった．大動脈解離を伴わない孤立性の SMAの解離は比較的まれで
あり，小腸虚血症状を呈し緊急大量腸切除を必要とすることもあるが，解離腔による真腔の圧
迫や血栓塞栓を原因とする虚血症状，動脈瘤化を呈さない場合は，保存的に治療し良好な成績
が得られることもあるため，症状および検査所見を十分に検討し，治療方針を決めることが肝
要であると考えられる．

はじめに
大動脈解離を伴わない上腸間膜動脈（superior

mesenteric artery；以下，SMA）の動脈解離は比
較的まれな疾患である．しかし，ひとたび小腸虚
血を起こすと致命的ともなりうる重篤な症状を呈
してくる可能性もある．今回，我々は無症状にて
発見され，保存的治療にて良好な経過をとった
SMA解離の症例を経験したので報告する．

症 例
症例：54 歳，男性
主訴：なし
既往歴：虫垂炎手術（若年，時期不明），内痔核

手術（18 歳），尿管結石（39 歳，53 歳，ウロカル
ン 1.35g�日内服），高血圧（50 歳 140～150�90，内
服なし），脳梗塞（50 歳，内服なし），痛風（53
歳，アロプリノール 200mg�日内服）．
家族歴：特記すべきことなし．
現病歴：平成 13 年 3 月，右背部痛にて泌尿器科

受診，尿管結石の診断にて通院治療，平成 14 年 9

月両側背部痛出現，尿潜血 3＋であったため尿管
結石の診断にて泌尿器科入院となった．入院中の
腹部造影CTにて両側尿管結石，および SMAの
解離が診断されたが小腸虚血を疑わせる腹痛等の
腹部症状なく血液生化学，腹部X線検査でも異常
を認められなかった．背部痛は 2日で消失し退院，
外来経過観察となった．その後，腹痛などの症状
は認められていなかったが，12 月になり以前診断
されていた SMA解離について外科コンサルトと
なった．この時点で腹部造影CTを再検，検査上解
離動脈の拡張なく解離腔より分枝する空腸動脈も
認められなかったため，抗血小板剤（アスピリン
100mg�日）の内服および血圧コントロール（自己
血圧チェック，内服なし）にて 1回�月の外来経過
観察とした．すでに初回 SMA解離の診断から 3
月無症状で経過しており，造影CT上も変化が認
められなかったため，検査は半年ごとの造影CT
とした．外科にて行った血液検査でも末梢血生化
学，凝固線容系に異常は認められなかった．
腹部CT：SMA起始部より 5cm長にわたり動

脈解離を認める（Fig. 1A，B）．偽腔は開存し径の
拡張なし．偽腔より分岐する空腸動脈もない．半
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Fig. 1　A：Contrast-enhanced CT scan showed iso-
lated dissection of the proximal superior mesen-
teric artery（SMA）. B：3D reconstructed view 
showed true and false lumen of SMA. The true lu-
men was not compressed by the false lumen.
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Fig. 2　6 month later, CT scan showed dissection of 
SMA without any enlargement of false lumen.

Fig. 3　A：CT scan at another 6 months showed a re
gressed, completely thrombosed false lumen. B：3D 
reconstructed CT scan showed a normally dilated 
true lumen at the origin of the SMA.
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年後のCTでも，偽腔は開存していたが拡張傾向
は認められず（Fig. 2）．外科初診より 1年後の CT
で偽腔は血栓性閉塞していた（Fig. 3A，B）．CT
上，真腔の狭窄なく小腸虚血所見も認められな
かった．2年間の経過中，腹痛等の腹部症状の訴え
は認められなかった．

考 察
孤立性の SMA解離は比較的まれな疾患であ

り，その経過や予後についてまだ不明な点が多い．
過去にはその激烈な腹痛から，腸間膜動脈血栓症
を含む急性腹症として緊急手術を施行したとする
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報告も多い．近年ではCT診断の進歩により，解離
の状態の正確な診断，CTによる経過観察によっ
て，保存的に治療が可能であるとする報告が増え
てきている１）２）．
医学中央雑誌にて「上腸間膜動脈」，「動脈解離」

のキーワードにて検索したところ，1983～2005
年 ま で で 本 邦 報 告 例 が 46 例 あ っ た（Ta-
ble 1）１）～６）８）～３２）．このうち，手術治療となったのは
18 例であった．これを 2000 年までと，それ以降で
みてみると，それぞれ 8例�14 例，10 例�32 例と
なっており，近年では手術を必要とする割合が少
なくなっていることがわかった．その理由として，
CT診断の進歩から無症状にて偶然発見される症
例が増えたこと，CTや 3DC-CTが比較的容易に
撮影でき，以前より正確な画像経過観察ができる
ようになったこと，過去の症例では本疾患を鑑別
診断として考えず，抗凝固療法の遅れから小腸虚
血を進行させてしまっていることなどが．近年，
手術を回避できている要因と考えられた．手術の
内訳としては，2000 年より前では，解離性動脈瘤
に対し動脈瘤切除，バイパス術を施行しているが，
2001 年からでは同手術例が 6例で，腸切除を必要
とした例が 3例であった．2例は開腹時腸虚血所
見を認めず試験開腹となっていた．手術を施行し
ない例では，ほとんどが抗血小板剤を内服し，経
過中に解離腔は血栓性閉塞していた１）～２０）．
本疾患はそのほとんどが，中高年の男性に多く，

本邦報告例でも女性例は 2例にすぎない．突然の
腹痛にて発症することが多いが，食後の腹痛であ
ることが多いとされる．これは，腸管内容の増加
に伴う相対的血流減少によるものと考えられる．
そのほとんどが動脈本幹に発症し部位としては大
動脈からの分岐部から 1～6cmの部分におこる３）．
原因としては動脈硬化，中膜の変性，繊維筋異形
成などが考えられているが，手術標本上原因が
はっきりせず，特発性とされることも多い．その
診断には腹部造影CTが有用であり，必ずしも血
管造影検査を必要としない．また，本幹中枢部に
発症することが多いことから，カラードプラを用
いた超音波検査も有用である３）．多くの症例が保存
的に治療できているが，偽腔の拡大による真腔の

閉塞，瘤化した偽腔の破裂，大量腸管壊死例の報
告もあり，診断は迅速に行わなければならな
い４）～７）．腹部 CTは腸管の虚血状態の診断にも有用
である．また，発症早期では解離の状態が刻々と
変化していることを考え，CTの間隔を短くしな
ければならないと考えられる．緊急手術の適応と
しては，真腔血栓閉塞や末梢への解離の進行によ
る腸管虚血，動脈瘤の破裂によるショックがあげ
られ，この診断にもCTは有用である．慢性期では
食後の腹痛などの腹部アンギーナといった慢性腸
管虚血症状，動脈瘤の 2cm以上の拡大があげられ
る．また，近年では偽腔による真腔の圧迫狭窄に
対しステント留置術を行い良好な結果が得られた
との報告もある８）．いずれにしても，急性期におい
ては，腸管虚血の疑いがあれば迅速に手術を決定
し腸管切除を免れうるゴールデンアワーの 6～8
時間以内の手術施行が必須である．
保存的治療における抗凝固療法，抗血小板剤の

投与については確立した方法はないが，偽腔によ
る真腔の圧迫，狭窄は，さらなる末梢の血栓性閉
塞を来す恐れがあることから，抗凝固療法，抗血
小板剤の投与は重要である．薬物治療として，ヘ
パリンを用いた抗凝固療法を施行し，その後外来
にてワーファリンを用いた抗凝固療法や，抗血小
板剤の投与を行うことが一般的である．ただし，
真腔の血流低下がない症例では，必ずしも抗凝固
療法や抗血小板剤の投与を必要としないという考
え方もある２）．また，6か月にて 50％以上の症例に
おいて解離腔の血栓性閉塞が認められるとされ
る９）．
上腸間膜動脈解離に対する治療方針として，急

性期は重症腸管虚血や瘤破裂を認めた場合は手術
治療を行い，発症時に上記症状が認められない場
合で偽腔による真腔の圧迫狭窄所見があれば，抗
凝固療法，抗血小板剤治療を行い，真腔の狭窄所
見が認められない場合には経過観察のみとする．
ただし，これら保存的治療を選択した場合には，
多くの症例で偽腔が血栓閉塞する発症後 6か月ま
では超音波検査やCTを含めた経過観察が必要で
あると考えられる．6か月の時点で偽腔が閉塞し
ていない場合はその後も偽腔の拡張，解離の進行
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Table 1 Reported cases of superior mesenteric artery dissection in Japanese literature

False LumenSurgical, Medical TherapyLocationSexAgeYearAuthorNo.

―aneurysectomy, bypassgraftingtrunkM531989Koto21） 1
persistent―trunkM561994Ambo22） 2
unknown―trunkM661995Yamagata23） 3
―aneurysectomy, reconstractiontrunkM471995Ando24） 4
―aneurysectomybranchM511996Otsuka25） 5
―aneurysectomy, bypassgraftingtrunkM611996Murata26） 6

disappeared―trunkM591997Gatayama27） 7
―aneurysectomy, bypassgraftingtrunkM471997Murata28） 8
―aneurysectomy, bypassgraftingtrunkM641997Murata28） 9
―patch repairtrunkM701997Murata28）10

thrombosed―trunkM441997Nakamura29）11
diminished―trunkM551998Yasuhara20）12
disappeared―trunkM451998Yasuhara20）13
thrombosedbypassgraftingtrunkM462000Iha30）14

―aneurysectomytrunkM612001Sagiuchi31）15
disappeared―trunkM562001Torishiama11）16

―aneurysectomy, bypassgraftingtrunkM422002Hirai12）17
thrombosed―trunkM632002Takayama13）18

―aneurysectomy, bypassgraftingbranchF512002Kugai14）19
disappeared―trunkM422002Kimura10）20
unknown―trunkM712002Kimura10）21
persistent―trunkM692002Kimura10）22
unknown―trunkM482002Kimura10）23
thrombosed―trunkM512002Kimura10）24
unknown―trunkM702002Kimura10）25
―aneurysectomy, bypassgraftingtrunkM572002Matsumoto5）26
―aneurysectomy, extensive bowel resectiontrunkF712003Oda4）27

thrombosed―trunkM512003Tanikawa15）28
―bypassgraftingtrunkM562003Takemura16）29

thrombosedanti coaglanttrunkM572003Kondou3）33
thrombosedanti platelet, anti coaglanttrunkM732004Ohmi9）34
unknownanti platelettrunkM772004Abe19）35
persistentileocecal resectiontrunkM662005Mizushima32）30
―test lapalotomytrunkM552005Kojika17）31

thrombosedtest lapalotomytrunkM552005Watanabe18）32
thrombosedstenttrunkM592005Miyamoto8）36
ruptureileal resectionbranchM782005Ishikawa6）37
thrombosedanti platelettrunkM532005Hori1）38
thrombosedanti platelettrunkM592005Hori1）39
thrombosedanti platelettrunkM492005Hori1）40
persistentanti platelettrunkM392005Hori1）41
thrombosedanti platelettrunkM622005Hori1）42
persistent―trunkM472005Sugiyama2）43
persistentanti platelettrunkM432005Sugiyama2）44
persistentanit coaglanttrunkM582005Sugiyama2）45
persistent―trunkM422005Sugiyama2）46
thrombosedanti platelettrunkM54Our case47

の可能性あり，引き続いての画像診断による経過
観察が必要と考えられる．
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A Case of Spontaneous Isolated Dissection of the Superior Mesenteric Artey

Yoshinobu Akiyama, Kenji Omagari, Kentaro Matsubara, Minoru Kitagou,
Hiroaki Hattori, Fumio Suzuki and Hitoshi Otaka
Department of Surgery, Tachikawa Hospital

We report the case of a 54-year-old man with asymptomatic isolated dissection of the superior mesenteric ar-
tery（SMA）found in CT. Three-dimensional reconstructed CT showed that the true lumen was not com-
pressed by the false lumen but no aneurysm had formed. Conservative therapy with an anti platelet agent
was chosen,because the patient was asymptomatic for intestinal ischemia. CT 1 year later showed a re-
gressed, completely thrombosed false lumen and a normally dilated true lumen at the origin of the SMA. Soli-
tary SMA dissection is rare. In some cases massive small intestine resection is required, but some cases re-
ported well to anti platelet or anti coagulant therapy, as in our case.
Key words：superior mesenteric artery, isolated dissection, mesenteric ischemia

〔Jpn J Gastroenterol Surg 41：1619―1624, 2008〕

Reprint requests：Yoshinobu Akiyama Department of Surgery, Tachikawa Hospital
4―2―22 Nishikicho, Tachikawa, 190―8531 JAPAN

Accepted：January 30, 2008

�2008 The Japanese Society of Gastroenterological Surgery Journal Web Site：http :��www.jsgs.or.jp�journal�


