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症 例 報 告

術前Double Balloon Endoscopyと術中内視鏡併用により大量腸切除を回避し得た，
出血性ショックを呈した空腸 Dieulafoy’s Lesion の 1 例

岐阜大学医学部附属病院消化器外科 1），同　腫瘍病理学 2）

田中秀治 1），村瀬勝俊 1），波多野裕一郎 2），松橋延壽 1），高橋孝夫 1），吉田和弘 1）

要旨：症例は 73 歳，男性。下血を主訴に当院へ緊急搬送された。上下部内視鏡，緊急小腸内視鏡を施行したが，
出血源を同定できなかった。腹部造影 CT 検査でも出血源は不明であり，集中治療室で経過観察の方針としたが，
その後大量下血から出血性ショックとなり，緊急開腹手術を施行した。術中，漿膜面からの観察では出血源同定
困難なため，術中内視鏡を行った。出血部位は同定できなかったが Treitz 靭帯より肛門側 20cm から 100cm の
範囲に鮮血を多量に認め，同範囲内に出血源が存在すると判断し，同部位 80cm の空腸部分切除を施行し，循環
動態は安定した。病理組織学的所見では，粘膜欠損部に破綻した拡張動脈の突出を認め，Dieulafoy’s lesion と診
断した。出血源同定困難であったが，術前小腸内視鏡と術中内視鏡併用により切除範囲を決定し，大量腸切除を
回避し得た空腸 Dieulafoy’s lesion の 1 例を報告する。

【索引用語】Dieulafoy’s lesion，小腸出血，ショック，小腸ダブルバルーン内視鏡

は じ め に

近年，カプセル内視鏡（capsule endoscopy：以下，
CE）や小腸ダブルバルーン内視鏡（double-balloon 
endoscopy：以下，DBE）の登場により，小腸出血の
診断・治療は進歩しているが，依然として難渋する場
合がある。今回，術前 DBE と術中内視鏡併用により，
大量腸切除を回避し得た，空腸 Dieulafoy’s lesion の 1
例を経験したため，報告する。

Ⅰ．症 例

患者：73 歳，男性。
主訴：心窩部痛，下血。
現病歴：心窩部痛・黒色便を認め，5 日後より大量下
血し，当院に救急搬送された。
既往歴：右視床出血による視床痛（セレコキシブ
200mg，ロキソプロフェンナトリウム 60mg），膀胱癌，
高血圧，高尿酸血症。
来院時身体所見：意識レベル JCS 0，BP 129/62mmHg，
HR 90/min ，SpO2 98％（room air），呼吸回数 24 回 /
分。腹部は平坦軟で圧痛なく，腹膜刺激症状を認めな
かった。直腸診では，硬結や圧痛なく痔核を疑う所見
はなく，暗赤色便の付着を認めた。
来院時血液検査所見：Hb 9.9g/dL，血小板 345×103/
μL，BUN 37.6mg/dL，Cre 1.57mg/dL，PT-INR 0.99，
APTT 24.3 秒，Fibrinogen 491mg/dL，FDP 3.0μg/
mL，D-dimer 1.2μg/mL と貧血，腎機能障害を認め
たが，血小板減少や高度の凝固障害は認めなかった。
血液ガス分析は，pH 7.360，Base excess -3.3，Lactate 

7mg/dL であった。
入院後経過：来院時の腹部単純 CT 検査では，腸管拡
張や内容物（凝血塊，液体貯留）充填の所見は認めな
かった。同日施行した上部内視鏡検査では，活動性出
血は認めず，下部内視鏡検査では，回腸末端から上行
結腸にかけて黒色便を認めたが，口側から新たな血液
流出を認めなかった。下血も治まり，経過観察となっ
たが，夜間より再度下血を認め，再出血後より，BP 
80/30mmHg 台，HR 110/min 台と血圧低下・頻脈を認
めた。翌日朝の血液検査は，Hb 4.1g/dL，血小板 188×
103/μL，PT-INR 1.10，APTT 26.0 秒，Fibrinogen 
245mg/dL，FDP 2.5μg/mL，D-dimer 0.8μg/mL
と貧血進行を認め，血液ガス分析は，pH 7.182，Base 
excess -16.7，Lactate 95mg/dL と代謝性アシドーシ
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図 1　手術所見
点線部：術中内視鏡で鮮血，血種を認めた部位，
二重線：腸管切離部位。
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スと循環不全を認めた。赤血球濃厚液 6 単位，新鮮凍
結血漿 2 単位を輸血後，緊急下部内視鏡検査を再度施
行し，回腸末端に凝血塊を認めたため，小腸出血を疑
い，緊急 DBE を施行した。経口的 DBE では，幽門
から 70cm 肛門側まで観察し，非ステロイド性抗炎症
薬（nonsteroidal anti - inflammatory drugs：以下，
NSAIDs）関連粘膜障害とみられる多発びらんを認め
たが，出血源は同定できなかった。経肛門的DBEでは，
Bauhin 弁から 40cm 口側に凝血塊を認めたが，出血
源は同定できず，同部口側に点墨・クリッピングを施
行した。続いて施行した腹部ダイナミック CT では，
空腸に限局した浮腫状の壁肥厚を認め出血部位として
疑われたが，明確な extravasation は認めなかった。
この時点で，下血が再度治まり循環動態も安定し，手
術を選択した場合でも切除範囲の決定が困難である可
能性があり，集中治療室での厳重な経過観察の方針と
した。しかし，入室 2 時間後から再度大量下血し，意
識レベル JCS Ⅱ-30，BP 83/39mmHg，HR 118/min
と出血性ショックとなった。血液検査は，Hb 5.6g/
dL，血小板 73×103/μL，PT-INR 1.39，APTT 40.3 秒，
Fibrinogen 87mg/dL，FDP 2.5μg/mL，D-dimer 0.5
μg/mL，血液ガス分析は，pH 7.227，Base excess -9.8，
Lactate 39mg/dL と貧血進行・血小板減少・凝固障害・
循環不全を認め，急速輸液と輸血を行い，緊急開腹手
術を行った。
手術所見：臍を中心に正中切開で開腹。全小腸を検索
し，漿膜面からの観察では出血源の同定は困難であり，
術中内視鏡を行った。術前 DBE の所見をもとに，
Treitz 靭帯から 20cm 肛門側の空腸壁を切開し，同部
から内視鏡を挿入し肛門側へと観察を行った。Treitz
靭帯から 250cm 肛門側まで観察し，出血源は同定で
きなかったが，挿入部より 80cm 肛門側までの範囲に
鮮血を多量に認め，同部位 80cm の空腸部分切除を施
行した（図 1）。切除後すみやかに循環動態は安定し，
機能的端々吻合を施行して手術を終了した。手術時間
3 時間 29 分，出血量 930mL，術前および術中輸血量
は濃厚赤血球液 16 単位，新鮮凍結血漿 20 単位，濃厚
血小板 20 単位，クリオ製剤 15 単位であった。
切除標本所見：径 2mm の露出血管を 1 ヵ所認め，背
景の空腸粘膜には多発びらんを認めた（図 2）。
病理組織学的検査所見：粘膜下の拡張した筋性動脈が，
粘膜欠損部で突出・破綻しており，Dieulafoy’s lesion
と診断した（図 3）。
術後経過：術後は気管挿管，人工呼吸器管理とし，集
中治療室に帰室した。集中治療室帰室後の血液検査
は，Hb 9.3g/dL，血小板 74×103/μL，PT-INR 1.07，
APTT 30.7 秒，Fibrinogen 169mg/dL，FDP 2.5μg/

mL，D-dimer 0.5μg/mL，血液ガス分析は，pH 7.445，
Base excess 1.5，Lactate 5mg/dL であった。術後 6
日目に抜管，術後 16 日目より食事開始し，術後 31 日
目にリハビリ目的に転院となった。術後 1 年 6 ヵ月経
過しているが，再発なく経過している。

Ⅱ．考 察

原因不明消化管出血（obscure gastrointestinal bleed-
ing：以下，OGIB）は，近年では「上・下部内視鏡検
査で異常を認めない原因不明の消化管出血」と定義さ
れ 1），そのうち 75％が小腸出血である 2）。小腸出血は
全消化管出血のうち約 5％と比較的まれで 3），診断が
困難なことが多い。本邦の小腸出血の原因は，血管性
病変 40.4％，炎症性病変 29.9％，腫瘍性病変 22.2％，
憩室 2.7％と報告され 4），65 歳以上の高齢者で血管性
病変が有意に多い傾向にある 1）。小腸血管性病変は病
理学的に，①静脈・毛細血管病変（Angioectasia），
②動脈病変（Dieulafoy’s lesion），③動脈・静脈病変

（arteriovenous malformation）の 3 つに分類される 5）。
このなかの Dieulafoy’s lesion は，小範囲の浅い潰

瘍面に露出した粘膜下層の動脈が破綻し大出血をきた
す病変である。病理組織学的には，Ul-Ⅱまでの浅い
潰瘍性病変で，粘膜下に拡張・蛇行する動脈を認め，
その一部が粘膜を貫通している所見が認められる 6）。
血管破綻は，粘膜下層の細血管の走行異常・拡張・微
小動脈瘤・動静脈奇形などの要因を背景に，二次的に
粘膜障害が加わり発生すると考えられている 7）。自験
例は，病理組織所見で粘膜下に異常な拡張した動脈を
認めており，これを背景に NSAIDs 関連粘膜障害が
加わり，動脈が露出・破綻したと推測される。

上下部内視鏡で出血源がなく小腸出血が疑われる際
の診断に関しては，本邦小腸内視鏡診療ガイドライン
の OGIB 診断アルゴリズム内で示されている 3）。この

図 2　切除標本
径 2mm の露出血管（矢印）を 1 ヵ所
認める。背景の空腸粘膜には多発びら
んを認める。
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なかでは造影剤アレルギーや腎機能障害がない限り，
造影 CT 検査が初期検査として位置付けられている。
CT 検査で小腸に異常を認めれば，病変に近い経路か
らのバルーン内視鏡を行うが，顕性出血持続例での挿
入経路は，血性腸液が出血部位の手がかりとなるよう
に，経口挿入が基本とされている 8）。大量出血や心肺
機能低下などで内視鏡施行困難な全身状態にある場合
は，Interventional Radiology（以下，IVR）や術中小
腸内視鏡併用の手術が考慮される。ただし，IVR では
動脈塞栓後の虚血性狭窄・壊死のリスクがあるため，
注意が必要である。CT 検査で異常なく，顕性出血が
持続または潜在性出血の場合は，CE が有用である。
CE でも異常がない場合は，経過観察もしくは出血症
状に応じて，バルーン内視鏡を行う手順となっている。
一方，American College of Gastroenterology（ACG）
ガイドラインでは，全身状態が安定した状態と大量出
血状態とを区別してアルゴリズムが作成されており 9），
自験例の様な大量出血症例に対しては，まず全身状態
を安定化させた後，血管造影が優先されている。血管
造影で異常を認めた場合は塞栓術が推奨され，異常が
なければ内視鏡または術中内視鏡併用下の手術が推奨
されている。OGIB に対する DBE 診断能は 43 〜 81％1）

で，出血による視野確保困難な場合は gel immersion 
endoscopy の有用性が近年報告されている 10）。出血点
不明の消化管出血の検出には，造影 CT 0.1 〜 0.3mL/
min 以上，血管造影 0.5mL/min 以上の出血が必要と
され，造影 CT のほうが有用との報告もある 11）。し
かし本症は出血・止血を間欠的に繰り返すため，出血
時に撮影しなければ同定困難であり，異常所見を認め
ない場合も，常に本症を念頭に置いて診療にあたる必
要がある。

治療は，内視鏡的止血術が有用で 9 割以上の止血率
が得られるが，血管造影下に経カテーテル動脈塞栓術

（transcatheter arterial embolization：以下，TAE）や

外科的治療が行われることもある 7）。
自験例を改めて検討すると，初期検査は造影 CT 検

査が望ましく，CT 検査で異常がなかったため続いて
CE を行う必要があった。自験例では CT 検査後に経
過観察としたが，再出血をきたし，全身状態の安定化
後の翌日夜間より DBE を開始しており，小腸内視鏡
検査による検索・出血源同定困難の判断・他科コンサ
ルトが遅れる結果となってしまった。また入院後の夜
間再出血時には，翌朝まで待つのではなく，タイミン
グを逸することなく，造影 CT，IVR を行い，必要に
応じて緊急手術も考慮すべきであった。IVR に関し
ては，DBE 後の造影 CT で extravasation を認めず放
射線科に consult し施行しなかったが，集中治療室入
室後は再出血直後で大量出血の状態にあり，IVR を
選択することで，extravasation を検出でき，TAE に
より緊急手術を回避できた可能性も考えられた。仮に
TAE による腸管壊死を認めた場合も手術が必要とな
るが，その場合でも術中血管造影や透視下で動脈塞栓
部位を確認することで，腸管切除範囲をより少なくす
ることができた可能性がある。以上より，自験例のよ
うな出血源を特定できない小腸出血に対する IVR は，
大量出血時で内視鏡施行困難な全身状態にある場合は
有効な選択肢である。しかし，ショック，アシドーシ
ス，凝固障害など患者の状態が最優先であり，IVR
ができず，出血源不明でも緊急手術を選択し，術中判
断で止血，切除をせざるを得ない症例も存在する。そ
のような症例に対する術中の切除部位決定法は，触診，
術中内視鏡，segmental clamping 法などが報告され
ている 11）。自験例では，病変が小さく，出血源同定
は不可能であったが，出血性ショックに対して迅速な
処置が迫られる状況で，術前・術中内視鏡所見から病
変存在範囲を推測したことが，大量腸切除回避に役
立ったと考える。

内視鏡挿入部位に関しては，口側から肛門側へ観察
を進め，出血源を同定する方法が報告されており 8）11），
自験例でも術前 DBE 所見をもとに，内視鏡挿入部位
を決定し，肛門側へ観察を進めた。出血源同定困難な
場合は，術中操作の影響で血腫が口側に逆流し同定が
より困難となる可能性もあり，小腸検索を最小限に抑
え，術中内視鏡へのすみやかな移行が望ましいと考え
られた。

結 語

出血源同定困難な症例に対して，術前 DBE と術中
内視鏡併用により，大量腸切除を回避し得た空腸
Dieulafoy’s lesion の 1 例を報告した。

図 3　病理組織学的所見
ヴィクトリア青 -H ＆ E 染色，浅い潰瘍
状病変（Ul-Ⅱ）の粘膜欠損部（矢印）
で，筋性動脈（矢頭）が突出している。
動脈壁は破綻しており，表面にフィブ
リンが付着している。
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A Case of Jejunal Dieulafoy’s Lesion with Hemorrhagic Shock, in Which Preoperative Double-Balloon Endoscopy 
and Intraoperative Endoscopy Allowed Avoidance of Massive Intestinal Resection

Hideharu Tanaka1）, Katsutoshi Murase1）, Yuichiro Hatano2）, Nobuhisa Matsuhashi1）, Takao Takahashi1）, Kazuhiro Yoshida1）

Department of Digestive Surgery, Gifu University Hospital1）

Department of Tumor Pathology, Gifu University Graduate School of Medicine2）

A 73-year-old man with thalamic pain after right thalamic hemorrhage was urgently hospitalized for massive mele-
na. Upper gastrointestinal endoscopy and colonoscopy showed no active bleeding. Emergency double-balloon small in-
testine endoscopy showed multiple erosions, which were judged as representing nonsteroidal anti- inflammatory drug-
induced mucosal damage, but the source of the bleeding could not be identified. No extravasation was identified on 
abdominal contrast-enhanced CT. The melena subsided at first, and the patient was watched closely in the intensive 
care unit. However, 2 hours later, the patient developed massive melena again, resulting in hemorrhagic shock, and 
emergency laparotomy was performed. Intraoperatively, no obvious abnormalities were found on the serosal side of the 
small intestine. When the endoscope was inserted from the incision site of the jejunum, which was 20 cm aborad to the 
ligament of Treitz, massive occult blood was observed in the bowel segment extending from 20 cm to 100 cm aborad to 
the ligament of Treitz. Therefore, partial resection of the jejunum was performed, following which the hemodynamic sta-
tus promptly stabilized. Histopathological examination of the resected specimen revealed a ruptured dilated artery pro-
truding from the mucosal defect, which was diagnosed as a jejunal Dieulafoy’s lesion.
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