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シングルバルーン小腸内視鏡を用いて小腸ポリープ切除

　　　　　　を施行したPeutzJeghers症候群の1例

前川　昌平，佐々木隆士，中村　桜子，古形　修平t八木 誠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　　旨

　症例は4歳10か月の男児．間欠的腹痛を主訴に前医を受診腹部超音波検査にて腸重積症を

指摘された．下口唇の色素沈着と家族歴とからPeutzJeghers症候群が疑われ，小腸病変の精査

加療目的にて当科紹介となった．当院のCTで小腸小腸型の腸重積を認め，先進部としてポリー

プの存在が示唆されたため全身麻酔下にシングルバルーン小腸内視鏡を施行した．手技や安全性

に問題なく，切歯から60cmの空腸内に25　mmと8mm大のポリープ2個を発見して切除した、

小腸内視鏡は2000年にわが国で開発されたが，小児ではダブルバルーン内視鏡による治療報告

は散見されるもののシングルバルーン内視鏡を使用した報告はほとんどない．シングルバルーン

内視鏡は，小児の小腸病変の精査・治療においても選択肢の一つになり得ると考えられた．

索引用語：Peutz－Jeghers症候群，シングルバルーン小腸内視鏡，ポリープ切除，小児腸重積

1　はじめに

　Peutz－Jeghers症候群（以下，　pJS）は，［唇や足踵

などのメラニン色素斑と消化管の過誤腫性ポリポーシ

スを合併する常染色体優性遺伝病である．70～90％で

小腸に多発ポリープを認めD，ポリープによる腸重積症

は47．1～67．1％に生じると報告されている2）3）．小腸疾患

に対する治療はかつて観血的治療が中心であったが、

2000年にダブルバルーン小腸内視鏡（doubユe　baUoon

enteroscopy：DBE）が‘｝，2007年にシングルバルーン小

腸内視鏡（single　balloon　enteroscopy：SBE）が5），それぞ

れわが国で開発されて以来，特に成人領域ではバルーン

内視鏡治療がgold　standardとなっている6）．一方小児領

域では，2009年頃からDBEによる治療報告が散見され

ているがSBEによる治療報告は極めて少ない．今回わ

れわれは，当院において既存のシステムに追加する形で

すでに導人されていたSBEを用いてPJSに伴う小腸ポ

リープの切除を行ったので，文献的考察を加えて報告する．

II症

患児：4歳10か月，男児．

例

近畿大学医学部外科学教室小児外科部門

責任著者：佐々木隆士　〒589－8511大阪府大阪狭山市大野東

　　　　377－2　近畿大学医学部外科学教室小児外科部門

　主訴：腹痛

　家族歴：母親の下口唇に黒色斑を認めるが消化器疾患

は指摘されていない．母方の祖母が37歳時に結腸癌に

て死亡している．

　現病歴：生後3か月から下口唇に黒色斑を認めてい

た．4歳9か月頃より反復する間欺的腹痛を訴え前医を

受診し，腹部超音波検査で小腸小腸腸重積を指摘され

た．また，上部消化管内視鏡検査にて胃内に2mmの

Isp胃底腺ポリープを数個指摘されたがT下部消化管内

視鏡検査では隆起性病変は指摘されなかった．PJSのポ

リープによる小腸小腸重積が疑われたが，前医ではそれ

以上の精査・処置の対応が困難とのことで当科に紹介と

なった．なお丁前医でLKB1／STK11遺伝子が調べられ

たが変異は1司定されなかったT

　入院時現症：身長106．5cm（＋0．2　SD）．体重IZ8　kg

（＋　O．6　SD），血圧92／51　mrnHg，脈拍75／min，体温36．5°C，

全身状態は良好．眼球結膜貧血なし．下口唇に多発する

黒色斑を認めた（図1）．腹部は平坦で軟，腫瘤は触知

せず疾痛や圧痛も認めなかった．腸蠕動音は良好に聴取

した．

　血液検査所見：貧血や炎症反応上昇はなくtその他も

異常所見を認めなかった．

　腹部X線検査所見：腸管拡張所見やニボー形成を認

めなかった．

　腹部Computed　tomography（CT）検査所見：上位空
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　　　　　図1　口唇部所見

下口唇部に多発する黒色斑を認めていた．

図2　腹部CT所見

　小腸に腫瘤性病変（⇒）を認めており，小腸小腸型の

重積を認めた．重積の口側腸管には明らかな拡張はな
くT腸閉塞の所見は認めなかった．

腸にポリープを疑う腫瘤性病変と．これを先進部とする

小腸小腸型腸重積を認めた（図2）が，重積の［側腸管

には明らかな拡張はなく，腸閉塞の所見は認めなかった．

　以上より，PJSに伴う小腸ポリープによる腸重積が腹

痛の原因と診断したがt不完全な重積と解除がくり返さ

れて腸閉塞には至っていないと考えられたため，全身麻

酔ドでSBEによる小腸観察およびポリープ切除を計画

した．

　治療所見および経過：内視鏡（OLYMPUS，　SIF－Q260）

による観察および処置は，二酸化炭素ガス送気にて行っ

た．切歯から60cmの空腸内に25　mm大のIspポリープ

829

　　　　　　　図3　小腸内視鏡所見

　（a）切歯より60cm部に25　mm大のIspポリープを
認めた．（b）（a）のすぐ近傍に8mm大のIsポリープ
を認めた．（c）切除断端の粘膜欠損部位をクリッピング

にて閉鎖，止血した、

（図3a）と，その近傍に8mm大のIsポリープ（図3b）

を認めた．いずれも，表面は渦巻き様でいわゆる“や

つ頭状”を呈する典型的なPJSのポリープであった．

ポリープ基部の粘膜下に生理食塩水を局注（OLYMPUS，

Single　Use　Injector　NM600／610，　NM－610U－0425）し
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　　　　　　　図4　病理組織学的所見

　乳頭状，鋸歯状の形態を示す過形成性の上皮を認め，

間質には粘膜筋板が樹枝状を呈していた、

て粘膜を浮かせ，Ispポリープは25　mmスネアマス

タ　（OLYMPUS，　DISPOSABLE　ELECTROSURGICAL

SNARE，　SD－210U－10）を用いた内視鏡的粘膜切除術

（Endoscopic　mucosal　resection：EMR）を施行，　Isポリー

プはコールドスネア（Boston　Scientific，　CAPTIVATORTMII，

MOO561220）を用いて切除した．止血を確認し，　EMR後

の粘膜欠損部を回転クリップ装置（OLYMPUS，　Rotatable

Clip　Fixing　Dev｛ce　HX－110UR）を用いてクリッピングし

て閉鎖した（図3c）．その後肛門側小腸を可及的深部ま

で観察し，切除の適応がない2～3mln大のポリープ様

病変数個の他に異常がないことを確認して終了した．術

後合併症を認めず，2口目から食事を開始して3口目に

退院となった．

　術後腹痛は消失し，5か月現在症状の再発を認めてい

ない．

　病理所見：摘出した大小ポリープはいずれも乳頭状，

鋸歯状の形態を示す過形成性の上皮に覆われ，間質には

粘膜筋板が樹枝状の形態を示す像を認めていた．核異型

は乏しかった（図4）．以上より組織学的にもPJSによ

るポリープであると診断された．

III考 察

　PJSは．口唇や足踵などのメラニン色素斑と消化管の

過誤腫性ポリポーシスを合併する常染色体優性遺伝病で

あり，50，000～200，000出生に1人に生じる稀な疾患であ

る1）　3）7）．責任遺伝子として第19番染色体短腕（19p13．3）

に局在するserine－threonine　kinase　11（STKII）遺伝子

が同定されており8〕，PJSの96％で変異t欠失，プロモー

ター領域のメチル化，loss　of　heterozygosityなどの遺伝
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子異常を認めるが9卿，残り数％では自験例のように異

常が見つからないため，他の責任遺伝子の存在も予想

されている11）、STK11は，すでに報告されていた癌抑

制遺伝r一のliver　kinase　B1（LKB1）遺伝子と同一であ

り，しばしばLKB　1／STK　11とも記載される12）．　PJSの約

半数において消化管や消化管外（乳腺，子宮・卵巣t膵

臓肺など）に悪性腫瘍が発生し13），一般成人に対する

相対危険度は9．9～15．2倍と高率であると報告されてい

る14）15）．また，悪性腫瘍発生リスクは加齢によっても上

昇し，20歳30歳40歳50歳60歳でそれぞれ2％，

5％，17％，31％，60％，70歳以上では85％になると

言われている16）．

　一方，PSJの過誤腫性ポリープそのものについても，

近年hamartoma－adenoma－carcinoma　sequence’7）という概

念が提唱されており，腺腫や腺癌の発生ポテンシャルが

あると考えられている．これら悪性化ポテンシャルと

PSJのポリープサイズとの関連について須田ら］81は，ポ

リープの悪性化は直径10mm未満では認めなかったが

10～30mmでは2．0％に，30　mm以上では8．8％に認め

ていたと報告しt檜沢らもポリープのサイズが10mm

を超えると5％に癌，20％に腺腫を認めたと報告lq｝し

ている．また，20mm以Fのポリープの腺腫合併率は

1．5％であるがt20　mmを超えると腺腫・腺癌の合併率

は26．7％になるという大宮らの報告もある2°）．結果的に

今回切除した2つのポリープでは病理組織学的に（上皮

の過形成傾向は見られたものの）腺腫や腺癌の所見は見

られなかったが，7歳でPJSのポリープ癌化による小腸

癌を外科的に切除した症例が報告21，されていることか

ら，われわれは10mmを超えるポリープに関しては積

極的に切除すべきであると考えている．もちろん今回の

2個目のポリープのように10mmに満たなくても．今

後増大して10mmを越えることが予想され，しかも他

のポリープと同じ視野にて容易に処置が可能であるよう

な場合は，少しでも全身麻酔や処置の回数を減らすため

にも，同時に切除してよいと考える．

　PJSでよく知られたもう一つの合併症に腸重積があ

る．PJSの70～90％で小腸にポリープを認め1），これを

先進部とする小腸小腸型の腸重積症が47．1～67．1％に生

じる2｝3）．またその約半数は20歳までに起こると言われ

ている1）．ポリープなど器質的病変に伴う腸重積の高圧

涜腸による整復は困難かつ再発リスクが高く22）Tまた小

腸小腸型の腸重積では重積部に充分な圧がかかりにくい

こともありさらに整復成功率は低くなる．完全に腸閉塞

が成立している場合には消化管内視鏡自体が禁忌となる

ため手術治療を行うが，開腹手術では腸重積整復後に腸
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管外からの視触診でポリープを同定し，腸管に小切開を

おいて病変切除を行う：S）．また，より低侵襲性を求めて

小開腹1｝，腹腔鏡下L’：3｝，腹腔鏡補助下24）などの手法の報

告もある．しかしながらこれらいずれの方法も，前述の

ごとく腸管外からのポリープ同定，腸管切開によるポ

リープ切除　という点は変わらないため，軽重はあって

も腸管の変形や癒着は不可避であり，また本症のような

多発するポリープでは取り残しによる症状再発・再燃の

リスクも少なからずある．繰り返す開腹術は癒着性イレ

ウスや副損傷の高リスクであり．さらなるpolysurgery

や医原性の短腸症候群の原因25）にもなる．また，開腹

手術後の内視鏡の深部挿人は，明らかな食物の通過障害

がなくても変形や癒着のために一般に困難とリスクを伴

う．以ヒからわれわれはtPJSの診断・治療においては，

腸重積の所見があっても腸閉塞の所見を認めない場合に

は小児でも初期から積極的に内視鏡治療を選択すべきで

あると考えている．

　近年の小腸疾患の診断・治療の飛躍的向hは，

2000年のYamamotoら4）によるDBEの開発に始まり，

2007年のSBEの市販5）によって確立されたと言える．

DBE，　SBEを併せてバルーン内視鏡（balloon　assisted

enteroscopy：BAE）というが，　BAEは当初は先行する

DBEを中心に発展したため，小児領域でもDBEを用い

た治療の報告が圧倒的に多い．しかしながらBAEの浸

透に伴い，最近では各施設の既に導入されている内視鏡

ビデオスコープシステムに合わせてDBEとSBEのいず

れかが選択されることが多くなっているようである．

831

当院でも2007年から，既存のシステムに追加する形で

SBEが導入され，主に成人領域で施行されてきた．　BAE

のコンセプトは，バルーン付きのオーバーチューブ（ス

ライディングチューブ）で腸管を把持または手繰り寄せ

てスコープ本体を先へ進めるという操作の繰り返しであ

るが，DBEとSBEの大きな違いは，スコープ側に装着

するバルーンの有無とバルーンの素材であり，それによ

り操作方法が異なっている．2種のデバイスの特徴を表

に示す（表1　）　4’26）　：s：sb．　DBEは2つのバルーンを交互に膨

らませてスコープと外筒を交ig1に進めることによりス

コープを進めるのに対し，SBEはスコープでアングル

をかけつつ外筒を進め，外筒のバルーンを膨らませてア

ングルを解除することにより進めていく．そのためSBE

はDBEよりもコシのあるスコープを使用する（前述

のごとく，既イ∫：のスコープシステムに依存する）．また

バルーンの素材として，SBEはシリコン製で最大拡張

時径が7Cmであるのに対しDBEはより伸縮性に富む
ラテックス製で最大拡張時径が10cmとなっている27｝．

これらの特徴から，理論LはDBEのほうが強い腸管把

持力が期待でき，SBEはDBEと比較すると安定性や深

部挿入性の点で劣るとの報告28）もあるが，実際には小

腸，特に小児においてはバルーンを7cm以上に拡張す

る必要はほぼなく，自験例でも充分な腸管把持が得ら

れ．挿入操作，処置時の視野固定にも全く支障がなかっ

た．BAEが可能な年齢・体重について，本邦では中村

ら34）は安全性と操作性の面からBAEの施行は2歳以上

が望ましいと報告しているが，海外ではUrsら35）が生

表1バルーン小腸内視鏡デバイスの比較

ダブルバルーン（図5） シングルバルーン（図6） 比較

開発年

販売元

素材

2000年

富1：フィルム

ラテックス製

最大拡張時　10　cm

バルーン径

腸管把持力　優

操作方法

深部到達性

操作性

操作時間

コスト

スコープ先端とオーバーチュー
ブの2つのバルーンを交互に膨
らませてスコープを進めていく．

優

良

良

高

2007年

オリンパス

シリコン製

7cm

良

つ

を
く

つ

ン
し

け
一
て

か

ル

め

を
バ
進繊

ア

ユ

ス

で
チ

て

フ
一
せ

一
バ

ま

コ

一
ら

ス
オ
膨
良
優
優
安

スコープシステムの国内シェア
に差がある．

ダブルバルーンはラテックスア
レルギー患児には使用できない．

小児小腸では7cmでもf分．

実際には操作者の技量に依存し，
優劣をつけがたい、
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図5　ダブルバルーン小腸内視鏡（富士フイルム（株））

富上フィルム（株）社製ダブルバルーン小腸内視鏡3e）

図6　シングルバルーン小腸内視鏡（オリンパス（株））

オリンパス（株）社製シングルバルーン小腸内視鏡31）

後12か月・体重7．92kgの小児に経口的DBEを行った

報告があり，検索した範囲ではこれが最年少・最軽量で

ある．また，SBEはDBEよりも操作がシンプルで施行

時間が短いとも報告されており32）33］t全身麻酔下で行う

小児ではこの点でもSBEが有利かもしれない．さらに．

ラテックス製のDBEに対し，シリコン製のSBEはアレ

ルギー素因を有する患児にも安全に使用でき，これは

将来にわたって反復施行が予想されるPJS症例におい

て非常に重要なアドバンテージである．以ヒから，SBE

は小児領域においても安全性，操作性の点でDBEと遜

色のない有用なデバイスであると考えられた．
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　BAEは，成人領域においては急速な普及とともに多

くの知見の蓄積が進んでおり，消化管穿孔，出血，膵

炎などの偶発症のリスクは0．72％とされている36＞が，

DBEおよびSBEの偶発症の発生率に差がないとされて

いる33）’一方で小児領域においてはBAEを施行してい

る施設はまだ限られており，リスクに関する詳細な検討

は充分されているとはいえない、その中で萩原らは最

近、小児症例におけるBAEの偶発症の発生率は3．5％

で，生検以外の処置を行わない場合に限っては1．0％と

安全性についても成人と同等であると報告している37）．

われわれは術前説明の際に消化管穿孔などの偶発症につ

いて患者家族に十分なインフォームドコンセントを行

い，術中も偶発症が生じた際には直ちにわれわれが単孔

式腹腔鏡手術を施行できる体制・準備を整えたうえで．

消化器内科医によるSBEを用いた観察およびポリープ

切除を施行した．自験例は結果として偶発症は認めな

かったが，小児に対するBAEの施行はこのように、小

児外科医とともに施行し，同時に緊急で小児外科手術を

施行できる準備を整えることが肝要であると考えられた．

著者ならびに共著者に申告すべき利益相反状態はない．

　（T’を終えるにあたり，本患児の治療にご尽力いただきまし

た近畿大学医学部消化器内科学教室米田頼明先生，樫田博史先

生，病理組織学的診断と知見についてご教授いただきました近

畿大学医学部病理学講座榎木英介先生，筑後孝章先生に深謝い

たします．

　本稿の要旨は第54回日本小児外科学会近畿地方会（2018年

8月．兵庫）にて発表した、）
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Polypectomy　ofJejunal　Polyps　by　Single－Balloon　Enteroscopy　in　Peutz－Jeghers　Syndrome：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ACase　Report　and　Literature　Review

Shohei　Maekawa，　Takashi　Sasaki，　Sakurako　Nakamura，　Shuhei　Kogata，　and　Makoto　Yagi

Division　ofPediatric　Surgery，　DePartm吻（ゾSurgery，　Kinda71　UniversめFaculりげ～lfedicine

　　A4year　and　lO　month　boy　presented　wlth　lntermlttent

abdominal　pain　occurring　for　several　days，　and　intussusception

was　revealed　by　abdominal　u］trasonography．　Suspected　of

having　Peutz－Jeghers　syndrome　because　of　the　pigmentation

on　his　lower　lip　and　family　history，　he　was　referred　to　our

hospital　for　further　examination　and　treatment．　After　confirming

Key　words：Peutz－Jeghers　syndrome，　single－balloon

enteroscopy，　polypectomy，　pediatric，　intLlssusception

CorresPondence　to：T7kashi　Sasaki，　Z万1／ision　Of　Pediatric　Surgery，

De♪artment　Of　Sμ瑠¢1夕，　Kindari　Un　iversity．Facu／砂Of』lfedilcine，377－2

0hno－Higash71，0saha－Savαnf，a，　Osa力a，5898511脚

the　intraluminal　polypoid　lesion　at　the　intestinal　illtussしLsception

site　by　abdominal　CT，　single－balloon　enteroscopy（SBE）was

conducted　under　general　anesthesia．　Polyps（25　and　8　rnm）

were　found　at　the　upPer　jejunum　60　cm　from　the　incisor，

and　polypectomies　were　subsequently　performed　safely

and　successfully．　Balloon－assisted　enteroscopy（BAE）was

first　developed　in　Japan　in　2000　and　has　been　used　widely

in　adults．　However，　irl　the　pediatric　population，　the　use　of

BAE　is　still　ur〕common；furthermore，　the　use　of　SBE　is

rarely　reported．　Our　present　experience　suggests　that　SBE

is　feasible　for　the　diagnosis　and　treatment　of　small　bowel

lesion　even　in　chi］dren．
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