術前に診断し得た小腸脂肪腫による腸重積症に対して
単孔式腹腔鏡下手術を施行した一例
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要旨：小腸脂肪腫による腸重積症は比較的稀な疾患であり，腹腔鏡下手術の報告は少ない。今回，術前に診断し
得た小腸脂肪腫の腸重積症に対して単孔式腹腔鏡下小腸部分切除術を施行した一例を経験した。症例は 53 歳女性。
タール便を主訴に前医を受診し腹部造影 CT 検査で小腸の脂肪腫による腸重積症を疑われ当科へ紹介となった。
受診時に出血や腸閉塞の症状はなく待機手術の適応とした。手術は術前診断より臍部小切開の単孔式腹腔鏡下手
術を行った。術中所見では Treitz 靭帯に及ぶ空腸腸重積の所見を認め，小開腹創から用手的に重積を解除し，小
腸部分切除を施行した。術前に本症を診断し得た場合，単孔式腹腔鏡下手術の良い適応と考えられた。
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Ⅰ．序

論

化管内視鏡検査を施行されたが明らかな出血源は認
められなかった。腹部造影 CT 検査にて小腸に腫瘤

成人の腸重積症は比較的稀な疾患であるが，小腸

性病変を先進とする腸重積の所見を認め，小腸腫瘍

の腸重積症は良性腫瘍が原因となる場合が多い。小

による腸重積症の診断にて当科へ紹介となった。

腸脂肪腫を原因とするものは近年画像診断の進歩に

入院時現症：身長 152 cm，体重 50 kg。血圧 113/67

より術前に診断することが可能となってきている。

mmHg。脈拍 96 /分，整。腹部平坦・軟で圧痛はな

今回，術前に診断し得た小腸脂肪腫による腸重積症

く腫瘤も触知しなかった。眼球結膜は軽度白色であ

に対して単孔式小腸部分切除を施行した一例を経験

った。

したため，文献的考察を加え報告する。

入院時検査所見：WBC 8480 /μl，RBC 339 × 104 /
μl，Hb 9.8 g/dl，Ht 28.8 %，Plt 34.1 × 104 /μl と

Ⅱ．症

例

軽度の貧血を認めた。
腹部造影 CT 検査：空腸近位側の腸管が Treitz 靭帯

症例：53 歳，女性

近傍まで嵌入している腸重積の所見を認めた。腸重

主訴：背部痛とタール便

積の先進部に 60mm × 20mm 大の低濃度で境界明瞭

既往歴：特記すべきことなし

な腫瘤性病変を認め，CT 値より脂肪腫の診断となっ

家族歴：特記すべきことなし

た（図 1）
。

現病歴：背部痛とタール便を主訴に前医を受診し精

以上より空腸脂肪腫による腸重積症と診断した。

査となった。血液検査で貧血を認めたため，上部消

持続的な出血や腸閉塞の所見がなかったため待機手
1

術の適応とした。

図 1 腹部 CT 検査
a)

空腸近位側の腸管嵌入所見（白矢印）を認めた。

b)

先進部には 60 mm x 20 mm 大，辺縁整で脂肪濃度を呈する腫瘤（白矢印）を認めた。

手術所見：全身麻酔下で小開腹グローブ法による単
孔式腹腔鏡下手術を行った。腹腔内を観察したとこ
ろ，Treitz 靭帯近傍まで陥入する腸重積の所見を認
めた（図 2）
。腹腔鏡下での解除を試みたが，重積距
離が長く，鉗子での操作による腸管損傷が危惧され
たため，3 ㎝の小開腹を追加し直視下で用手的に
Hutchinson 手技にて重積を解除した。触診では先進
部は有茎性の腫瘍であった。腫瘍部を腹腔外へ挙上
し空腸部分切除にて腫瘍を摘出した後，腸管吻合を
行った。
摘出標本所見：腫瘍の大きさは 65 × 25mm で，表面

図 2 術中所見

平滑・軟であった。腫瘍の表面に潰瘍の形成を認め

Treitz 靭帯近傍まで陥入する腸重積の所見（黒矢印）

た（図 3）
。

を認めた。

病理組織学的所見：粘膜下層での成熟脂肪細胞の増
殖を認め小腸脂肪腫の診断であった。病理組織学的
にも粘膜面に潰瘍の形成を認めた。
術後経過：術後経過は良好であり術後 3 日目に経口
摂取を開始し術後７日目に退院となった。

図 3 切除標本所見
65 × 25 mm 大で表面平滑，有茎性の腫瘤であり，表面に潰瘍の形成を二か所（黒矢印）認めた。
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Ⅲ．考

察

腸重積症と診断することが可能であった。
腸管脂肪腫のように良性疾患による腸重積症に対
しては低侵襲かつ縮小手術が望ましく，近年では腹

成人の腸重積症は比較的稀な疾患であり，全腸重

腔鏡下手術の報告が散見される[14]。医学中央雑誌に

積症例の5%程度と報告されている[1]。その原因とし

おいて“脂肪腫”，“腸重積”，“腹腔鏡下手術”をキ

ては約90%の症例で器質的な疾患が存在し，大腸に

ーワードに 1995 年～2015 年の期間で検索したとこ

発生した腸重積症では悪性腫瘍が原因となることが

ろ，16 例の報告があった。術式に関しては腹腔鏡下

58%と多い。一方で，小腸に発生した腸重積症では

手術が 13 例であり，単孔式手術の報告は 3 例のみで

良性腫瘍が63-71%を占めており，その内，脂肪腫が

あった[15, 16, 17]。

最多であると報告されている[2, 3]。

小腸良性病変に対する腹腔鏡手術の利点は，重積

小腸脂肪腫は成長が遅い腫瘍であり，50-60 代で

部位の正確な診断が可能であることや，結腸と異な

症状を発症することが多い。腫瘍の好発部位は回腸

り剥離操作が不要であるため比較的容易に病変部を

末端であり，ほとんどの症例は単発性だが，多発性

体外へ受動できることなどが挙げられる。一方で，

にも起こり得る[4]。約 90%の症例は粘膜下層から発

術前に腸管壊死や悪性腫瘍が疑われるような症例で

生し，管腔内へ突出するように成長する[5]。腫瘍が小

は整復操作により穿孔・播種を引き起こす可能性も

さいうちは無症状で経過するが，2cm を越すと出血

あり十分な注意を要する。

や腸重積症などの症状を引き起こす可能性が高くな

本症例では術前に小腸脂肪腫による腸重積症と診

[6, 7]。永井らの本邦小腸脂肪腫

断し得たため単孔式腹腔鏡下手術による小腸部分切

46 症例の検討によると，臨床症状としては腸重積症

除を選択した。また，鏡視下での腹腔内観察により

に起因する腹痛・腹部膨満感が 64.6%と最も多く，

重積部位と範囲を容易に同定することができ，最小

次いで潰瘍形成による出血症状が 18.8%を占めると

の開腹創で適切な手技を行うことが可能であった。

ると報告されている

[8]。本症例においても，腫瘍の最

このように小腸脂肪腫による腸重積症に対する単

大径が 6.5cm で管腔内へ突出するように発生してお

孔式腹腔鏡下手術は，重積部位・範囲を特定できる

り，粘膜面に潰瘍形成を認めていた。これらの所見

ことにより安全で必要最小限度の侵襲にとどめる行

により腸重積症と出血症状を引き起こしたものと推

うことができ，良い適応と考えられた。

いう結果であった

察された。
腸重積症の診断には CT 検査が有用であるという
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