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症例はタール便と高度の貧血を認めたため緊急入院となった 84 歳の男性で，上部，下部消化
管内視鏡検査では明らかな出血部位は同定できなかった．腹部骨盤造影CT，および出血シンチ
グラフィーにて回盲部付近，および口側小腸の最低 2か所の出血源が予測された．出血のコン
トロールがつかず頻回の輸血を要したこと，これ以上の術前検査を行う体力的，時間的余裕が
なかったため，患者に十分な説明，同意を得たうえで開腹止血術を施行した．術中内視鏡検査
を付加したことにより，出血源として空腸 gastrointestinal stromal tumor 以外に回腸の vascu-
lar ectasia を同定することができ，これら 2か所を切除することにより治癒可能であった．同病
変は内視鏡検査以外では同定不可能であった．可能なかぎり，小腸出血の診断・治療に際して
は腫瘍性病変の有無にかかわらず，内視鏡検査による全小腸の観察が強く望まれる．

はじめに
消化管 vascular ectasia（以下，VE）は，Margulis

ら１）が術中血管造影検査にて診断し arteriovenous
malformation として報告したのが最初である．そ
の後Galdabini２）がこのような病変を病理組織学的
立場から angiodysplasia と称して以来，1疾患単
位として認められるようになってきた．近年，カ
プセル内視鏡やダブルバルーン小腸内視鏡の開発
により診断や治療も可能となりつつあるが，いま
だ一般的に普及している技術とは言いがたいのが
現状である．今回，我々は術中内視鏡により小腸
gastrointestinal stromal tumor（以下，GIST）およ
び小腸VEからの出血部位を確認し，病変部を切
除することにより治療しえた症例を経験したので
報告する．

症 例
患者：84 歳，男性
主訴：タール便，貧血
既往歴：虫垂炎術後，両側鼠径ヘルニア術後，

前立腺肥大術後．高血圧症，脳梗塞，気管支喘息
に対し内服治療中．
家族歴：特記すべきことなし．
現病歴：特別養護老人ホーム入所中，食事摂取

量の低下とタール便に職員が気付き，平成 19 年 4
月当院救急外来を受診．Hb 4.6g�dl と高度の貧血
を認めたため緊急入院となった．
入院時検査所見：貧血以外にBUN 52mg�dl，

Cr 1.7mg�dl，TP 4.0g�dl，ALB 2.0g�dl と，腎機能
障害，低栄養を認めた以外は凝固能を含め異常所
見を認めなかった．心臓超音波検査では弁膜症を
認めなかった．
上部消化管内視鏡検査：出血源と思われる病変

は指摘できなかった．
下部消化管内視鏡検査：前処置が不良で，横行

結腸まで観察，それより口側は観察不能だった．
可視範囲内には凝血塊を認めたが，出血源と思わ
れる病変は指摘できなかった．
腹部骨盤造影CT：回盲部付近の腸管内への造

影剤の漏出を認め，同部位からの出血と考えられ
たが，正確な部位の同定は困難であった（Fig. 1）．
その他，明らかな腫瘍性病変などは認めなかった．
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Fig. 1 Abdominopelvic enhanced CT showed dia
pedesis of the contrast material into the lumen of 
ileocecal region．

Fig. 2  Scintigram for gastrointestinal hemorrhage 
with Human Serum Albumin Diethylenetriamine-
pentaaceteic acid Technetium（99mTc-HSA-D）：Im-
age obtained 6 hours after injection showed a ra-
dio active site on the left side of the pelvis．

出血シンチグラフィー：6時間後の画像にて骨
盤内正中やや左側よりに集積を認め，腸管内への
出血が考えられた．これはCTで指摘されていた
部位とは合致せず，別の部位からの出血と考えら
れた（Fig. 2）．
以上の検査所見より，内視鏡検査では確認でき

なかった口側小腸と回盲部付近 2か所からの出血
が考えられた．腹部血管造影検査も考慮したが，
腎機能障害がある点と，シンチグラフィーよりも
感度が劣るため施行しない方針とした．小腸内視
鏡検査（ダブルバルーン法，およびカプセル法）の
施行も考慮したが，当センターでは施行できず転
院の必要があること，出血のコントロールがつか
ず頻回の輸血が必要であったこと，などから時間
的余裕がないと判断した．患者に十分な説明，同
意を得たうえで開腹手術を予定した．術前に出血
部位の同定ができなかったため，術中小腸内視鏡
検査を追加する方針とした．
術中所見：開腹するとTreitz 靭帯から約 20cm

肛門側の空腸，腸間膜対側に壁外性に発育した直
径約 3cmの凹凸不整な腫瘍を認めた．全小腸，結
腸を検索したが視診，触診上，異常な血管走行な
ど，これ以外の異常所見を認めなかった．次に，
用手的に誘導しながら経口的に小腸内視鏡を挿入
した．先に指摘した部位に潰瘍を伴う粘膜下腫瘍
を認め，潰瘍面には血液滲出および露出血管を認
めた．また，回盲弁から約 50cm口側に小びらんを

認め，VEと診断した（Fig. 3）．その他，上行結腸
に扁平隆起性病変を認めた．出血源となりうる病
変は，空腸の粘膜下腫瘍と回腸のVEしか指摘で
きず，このVEが先に CTにて指摘されていた出
血源と考えた．上行結腸の扁平隆起性病変は腺腫
が最も考えられたが，多量の便の付着など前処置
が十分でないこともあり，十分な肉眼診断は困難
だった．空腸の粘膜下腫瘍に対しては空腸部分切
除術を施行した．一方，内視鏡検査で認めた回腸
のVE，および上行結腸の隆起性病変に対しては，
内視鏡下での処置（凝固療法や粘膜切除術など）も
考慮したものの，状況から 1番確実な方法を選択
した．若干切除範囲が大きくなったものの，これ
らの病変部をすべて含めるように右結腸切除術を
施行した．
病理組織学的検査：空腸の腫瘍は紡錘形から一

部多角形で，やや好酸性で豊富な胞体を有する細
胞の充実性増殖から成っていた．免疫組織学的検
査ではKIT（＋＋），CD34（＋），α-smooth mus-
cle actin（＋），S-100（＋），desmin（－）であっ
たことよりGISTと診断された（Fig. 4）．切除した
回腸全体に粘膜下層の血管拡張がやや目立ち，び
らんが確認された部位付近には粘膜下出血や異常
な細動脈壁の肥厚が認められた（Fig. 5）．これら
はVEとして矛盾しない像と考えられた．結腸の
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Fig. 3 Intraoperative enteroscopy．a：A submuco-
sal tumor with ulceration was observed 20 cm anal 
side from ligament of Treitz．Oozing and exposed 
vessel were also observed at the bottom of the ul-
cer．b：A small erosion was observed 50cm oral 
side from ileocecal valve．

Fig. 4 Histological and immunohistochemical find
ings of the jejunal tumor．a：Proliferation of spin
dle shaped cells．（HE stain×400）．b：The tumor 
cells were positive for KIT（×400）．

Fig. 5 Microscopic findings of the ileal lesion 
showed submucosal hemorrhage and abnormal 
thickness of the arteriolar wall of the submucosa．
（HE stain×40）扁平隆起性病変は管状腺腫だった．

術前に指摘された口側小腸と回盲部付近の 2か
所の出血源は，それぞれ空腸GISTと回腸VEで
あった．術後経過は良好で，術後 19 日目で退院と
なった．退院後約 2年が経過している現在，下血
の再発は認めず，貧血も来していない．

考 察
小腸はその解剖学的特徴から，内視鏡的診断，

治療が困難な臓器であったが，カプセル内視鏡や
ダブルバルーン小腸内視鏡の開発により，小腸疾
患に対する診断・治療戦略が大きく変わりつつあ
る３）．しかし，いまだ一般的に普及している技術と
は言いがたいのが現状である．小腸出血が疑われ
る場合，その原因として血管性病変，腫瘍性病変
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などが考えられる．このうち，血管病変に起因す
る腸疾患としては虚血性腸疾患，血管形態異常，
血管性腫瘍病変に分類され４），さらに血管形態異常
については古くはMoore ら５）が年齢，遺伝性の有
無，病変部位や肉眼形態などから三つのタイプに
分類していた．しかし，術前の臨床像や画像検査
所見からこれらを厳密に鑑別不可能なケースが多
く，さまざまな病名が使用されている．このうち，
粘膜下層の正常静脈と，粘膜固有層の毛細血管の
拡張からなる数mm大までの微細病変はこれま
で angiodysplasia，angioectasia，telangiectasia，
angiectasia などと呼ばれているが，ここでは消化
器内視鏡用語集６）で推奨されている vascular ecta-
sia（VE）という用語を使用した．
腸管のVEは拡張した微細血管が密に集簇する

非腫瘍性病変であり，臨床的に腸管出血の原因と
なる．発生機序としては，長期にわたる腸管運動
によって粘膜下の静脈が筋層を貫通する部分で不
完全な閉塞を来し，細静脈や毛細血管が拡張し，
さらに毛細血管括約筋の機能不全がじゃっ起され
て動静脈短絡が形成されるとされている７）．この
他，合併している心疾患を原因とした心拍出量の
低下が腸管粘膜の虚血・低酸素状態をじゃっ起
し，それが粘膜下層の動静脈短絡と血管拡張の形
成を促進しているとする説８）や，心・肺・血管疾患
を高頻度に合併し，好発部位が終末動脈であるこ
とから微小循環における慢性的な低酸素状態の関
与を示唆する説９）もあり，後天性の病変と考えられ
ている．
VEは内視鏡検査によって偶然発見される無症

候性の病変も多く，その発生頻度は邦人では 0.5～
1.0％程度との報告もあるが定かではない１０）．60
歳以上の高齢者，女性，右側結腸に多く，多発傾
向があるとされており，痛みを伴わない繰り返す
下血，血便（自然止血と再出血）が特徴とされて
いる１０）～１２）．VEの診断には内視鏡で確認すること
が確実ではあるが，前処置が困難な場合は選択的
な血管造影検査が有用とされている１１）．それ以外
にCTや出血シンチグラフィーなども施行される
が，いずれも出血していなければ病変部を描出す
ることができず，また部位の特定が困難なことか

らその精度は高いとは言いがたい．したがって，
これらの検査で出血が疑われた場合は，必ず内視
鏡検査での確認が必要である．
検査により偶然指摘された病変の治療について

は，「必要がない」１２）とする表現から「してはいけな
い」１３）まで諸説あるが，出血源と考えられる病変に
ついては治療の必要がある．内視鏡的治療法とし
ては光凝固としてアルゴンプラズマ凝固が汎用さ
れており，同法は病変部に直接接触せず熱凝固の
深度が浅く広範に凝固が可能であり，腸管穿孔の
リスクが低く有用とされている１１）．この他，熱凝
固，局注法や粘膜切除術，また血管造影下での塞
栓術，薬物治療としてはエストロゲン，プロゲス
テロン，ソマトスタチン，オクトレオチド徐放剤
などによるホルモン療法による治療も報告されて
いる１１）～１３）．これらの治療によっても止血が得られ
なかったり，再出血を繰り返す場合は外科的切除
の適用となる．術中検索法としては触診，術中内
視鏡，透見法，区域クランプ法，腸管切開による
直視法などがあるが，その中では術中内視鏡検査
が最も有効とされている１４）．コントロール不良な
消化管出血で出血部位が小腸と考えられる場合，
定時手術であればVEも念頭におき，術中内視鏡
の準備が必要である．また，VEは多発しているこ
とが多いので，1か所病変部を見つけただけで満
足することなく，全小腸を観察する必要がある．
術中内視鏡検査は経口，経肛門的に内視鏡を挿入
し誘導する方法と，腸管に小切開を加えそこから
挿入する方法がある．これにより全小腸の観察可
能となるが，出血源の診断率は 70～100％と報告
されている１５）．一方，粘膜損傷や粘膜内血腫，腸間
膜損傷といった合併症率も 0～52％とも報告され
ており１５），米国消化器内視鏡学会のガイドライン
では「経験ある内視鏡医が，同検査を施行する必
要性があると判断された症例にのみ施行するべき
である」，としている１６）．確認された病変部に対し
内視鏡下治療により腸管切除を回避する方法も考
えられる．
本症例では開腹時GISTが肉眼的にも確認さ

れ，下血の原因として最も考えられた．しかし，
術前のCTにて回盲部付近の病変も示唆されてい
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たため，術中小腸内視鏡検査により全小腸の観察
を行い，回腸のVE病変を同定，治療することがで
きた．このとき，内視鏡下での処置や切除範囲を
最小限に止めるような局所切除術ではなく，上行
結腸の隆起性病変を含めるように右結腸切除術を
選択した．低栄養状態下で複数か所の腸管吻合を
した際の合併症のリスクや手術時間，術後再出血
のリスク，内視鏡で局所に到達できる可能性，ま
た，その処置の確実性などを考慮し，若干切除範
囲は大きくなったものの本術式を施行した．同病
変は内視鏡検査以外では確認することは不可能で
あり，可能であるかぎり小腸出血の診断・治療に
際しては腫瘍性病変の有無にかかわらず，内視鏡
検査による全小腸の観察が強く望まれる．一方，
術前のCTにて指摘できなかった直径約 3cmの
GISTは，術後に矢状断や前額断の再構築画像で
も描出できず，腫瘍の濃度が周囲の腸管壁と同レ
ベルで区別がつかなかったことが原因と思われ
た．
キーワードを「vascular ectasia」，「angioecta-

sia」，「angiodysplasia」，「telangiectasia」，「angiec-
tasia」，「gastrointestinal stromal tumor（GIST）」と
して PubMed では 2008 年までの全年，医学中央
雑誌では 1983～2008 年まで検索したが，両疾患の
合併症例は 2例の報告を認めるのみであった１７）１８）．
それぞれ，十二指腸１７）と空腸１８）に GISTを認め，VE
は GISTの直ぐ近傍に存在していた．本症例のよ
うに異なる場所にGISTと VEが存在していた症
例は過去に報告はなく，極めてまれであった．
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A Case of Ileal Vascular Ectasia with Jejunal Gastrointestinal Stromal Tumor which were Diagnosed
Accurately by Intraoperative Enteroscopy

Nobuo Kanazawa, Takashi Yoshida, Hideo Mitsui,
Doichiro Iizuka, Tomio Arai＊ and Kojiro Kuroiwa

Department of Surgery and Department of Pathology＊,
Local Independent Administrative Agency Tokyo Metropolitan Geriatric Hospital

An 84-year-old man with tarry stool and advanced anemia admitted in an emergency was found in upper gas-
trointestinal endoscopy, colonoscopy, abdominopelvic enhanced computed tomography（CT）, and scintigra-
phy for gastrointestinal hemorrhaging to have, at least two bleeding sites in the ileocecal region and in the left
side of the small intestine. Laparotomy identified a submucosal tumor 20cm distal from the ligament of Treitz.
Intraoperative enteroscopy showed a submucosal tumor at the same site and a small erosion 50cm proximal
to the ileocecal valve and flat elevated lesions at the ascending colon. The jejunum was partially resected for
the submucosal tumor, and colectomy was done on the right side with ilectomy for the ileal erosion and flat
colonic elevations. Histopathological study showed gastrointestinal stromal tumor（GIST）for the jejunal sub-
mucosal tumor, vascular ectasia for the ileal erosion, and tubular adenoma for the flat colonic elevations. Bleed-
ing has not recurred. Enteroscopy was the only procedure enabling ileal vascular ectasia to be diagnosed ac-
curately. In a diagnosis of small-intestinal bleeding, we strongly recommend total enteroscopy for the entire
small intestine, including intraoperatively, regardless of tumor existence.
Key words：vascular ectasia, GIST, intraoperative enteroscopy
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