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繰 り返す疲痕狭窄に対 して腹腔鏡補助下腸切除術を施行 した

アメーバ性大腸炎の 1例
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アメーバ性大腸炎の合併症としては稀な碗痕性狭窄に対して腹腔鋭補助 ド腸切除術 HAC)

を施行した症例を報菖する.症例は56歳,男性.アメ-バ性大腸炎を発症.メ トロこダゾ-ル

内服にて血便は軽快 したが,担旧 都,S状結腸に癖痕性狭窄を合併.計 4匝l内視鏡下にバルーン

ブジ-を施行したが狭窄による腸閉塞を繰り返すため,手術の方針となった.手術は腹腔鏡補

助下にS状結腸,回盲部を受動し,槽の小開腹別を使って体外にて切除,吻合を行った.手術時

間は3時間3分,出血量は445mlであった,病理組織検査にて潰癌廃疾による狭窄を認めたが,

アメーバ体は認められなかった.術後経過は良好であり,術後7日目に退院した.アメ-バ性大

腸炎に療痕性狭窄を合併することは稀ではあるが,外科的治療を要する場合もあり,Ⅰ戊Cは低

授撃で有効な治療法のひとつであると思われた.

監eywords:Amoebiceoiitis,Cicatricalstricture,hparoscopy-assistedcolorectalsurgeryHAC)

は じ め に

アメーバ性大腸炎は一般に軽症例が多く,発症

は緩徐で治療によく反応 し,内視鏡所見 も治療後

の癖痕が残 ることがあるものの短期間で改善す

る 1).しか しながら,頻度は低いものの療病狭窄

を形成する症例 も存在する2). 今回廃疾狭窄に対
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し腹腔鏡補助下結腸切除術 (Laparoscopy-assist-

edcolorectalsurgery:iAC)を施行 した症例 を経

験 した.
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図 1 下部消化管内視鏡検査 (12病日)

広範な浮腫状の粘膜と縦走酒場,全周性酒場を

認めた.

主訴 :腹部膨満､卜腹部痛.

家族歴 :特記事項なし.

既往歴 :特記事項なL.海外渡航歴なく,剛 埜

愛着ではない.

現病歴 :2007年 8札 駅で倒れたところを目

撃され,当院に救急搬送された.

入院時現症 :GCS4点 (E2VIM鉦 瞳孔散大.

末梢のチアノーゼ著明.呼吸数 10回/分.体温

37.2℃.血圧 88/36m mHg,心拍数 12年/分.腹部

は平坦,秩.

入院時検査所見 :白血球 28700存1と高値であ

り,CRPO.88mg/dまと軽度高値であった.GOT

321IU凡 GPT226IU/1と肝機 能 障害 を認 め,

BUNmg/dl,cre4.4mg/dlと腎機能障害を認めた.

血液 ガス分析にて pH6.595,ABE-35.1mEq/1と

著明な代謝性アシ ド-シスを認めた,

入院後経過 :入院翌 日に血性下痢を7行/日認

めた.同時に汎血球減少が出現 し,骨髄穿刺より

血球貧食症候群 と診断 され, ステロイ ド投与開

始.その後血便はいったん軽快するも再び増加.

入院 12日E3,下部消化管内視鏡検査施行した.

下部消化管内視鏡所見 (図 l):終末回腸から

全大腸にわたる広範な浮腫状の粘膜と縦走酒癌,

図 2 下部消化管内視鏡検査 (24病日)

厚い膿苔に覆われた渦癌とタコイボ状びらんを

認めた.

全属性漕癌を認め,虚血性腸炎が疑われた.酒場

底からの生検ではアメーバの栄養休は認めなかっ

た.

便培養からはMRSAが検出され バンコマイシ

ンの内服を開始.その後も10行/日以上の血性下

痢が続き,入院 24日冒,下部消 化 管 内 視 鏡 検査 再

検 した.

下部消化管内視鏡検査所見 (図 2):全大腸に

厚い膿苔に覆われた潰壕とタコイポ状びらんを認

めた.

病理組織学的検査所見 (図 3):粘膜層に炎症

細胞浸潤とアメ-バ栄養体を認めた.

以上の所見よりアメーバ性大腸炎と診断.メ ト

ロニダゾ-ル内服にて大腸炎は改善 した.

入院 2ヵ月後項より下腹部痛が出現,腹部単純

撮影にて下行結腸での通過障害が疑われ,下部消

化管内視鏡検査施行した.

下部消化管内視鏡検査所見 (図 -I):S状結腸

にpinhole状の狭窄を認め,パル-ンブジー施行

した.

1週け旧妾に2回日のバJL-ンブジー施行.スコ

-プ通過可能となった.

下部消化管内視鏡検査所見 (図 5):回盲弁に



460 新潟医学会雑誌 第 122巻 第 8号 平成 20年 (2008)8月

図3 病理組織検査 (内祝鏡下生検)

アメ-バ栄養体 (arrow)を認めた.

軽度の狭窄を認めた.パル-ンプジ-を施行した.

食事摂取可能となり,退院.息カ月後に再び下

腹部痛,畷姓が出現書腸閉塞の診断で入院.精査

にて回盲動 SDjunctionでの狭窄が認められ,内

視鏡下に2回バルーンブジーを施行.症状はいっ

たん改蓉するもののヶ1カ月後に再び狭窄による

腸閉塞を発症.手術適応と判断 し,腹腔鏡補助下

結腸切除術施行.回盲部切除術,結腸部分切除術

施行を施行した

摘出標本肉眼所見 (図 6):回盲弁,S状結腸に

全層性の線維化による腸管壁の肥厚を認めた.

病理組織検査所見 (図 7):潰癌癖痕による狭

窄を認めたが,悪性所見は認められなかった.ア

メーバ栄養体は認められなかった.

術後経過は良好で術後 7日目に退院.現在再発

を認めていない.

考 察

アメ-バ性大腸炎は熱帯,亜熱帯を中心に世界

中に分布 し,人体寄生原虫である赤痢アメーバ原

虫 揉ntamebahistolytica)による感染症と定義さ

れる1).赤痢アメーバ原虫の生活環は藤子と栄養

型からなり,成熟嚢子が経口摂取 されると下部小

図嶺 下部消化管内視鏡検査 (S状結腸)

pinhole状の狭窄を認めた.

図5 下部消化管内視鏡検査 (回盲部)

回盲弁に軽度の狭窄を認めた.

腸で脱嚢して栄養型アメ-バとなり,大腸に寄生

し発症する1),わが国では環境衛生の改善ととも

に 1978年には 6例 にまで減少 したが,その後

徐々に増加し,近年では年間 100伊j前後の届出が

あり,1960年代の水準に戻っている1).ハイリス

クダル-プとして,①男性同性愛者問での性感染
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図6 肉眼所見 (摘出標本)

金屑性の線維化による腸管壁の肥厚 (aTTOW)

を認めた.

症,②発展途上国からの帰国者 (輸入感染症),③

東症心身障害者収容施設での集団感染などが挙げ

られる1).自件例では同性愛行為,海外渡航歴と

も認められず,感染経路は不明であった.一般に

発症は緩徐で症状 も軽 く,治療によく反応 し予後

は良好である2).内視鏡所見は典型例ではタコイ

ポ状のびらんで,炎症が進むと大きく深い酒癌や

腸管全周にわたるびまん性の炎症が見られるが,

療痕が残ることがあるものの治療により短期間で

改善する2),廃疾性狭窄は稀な合併症であり,戟

告 もわずかである3)4).Adamsら3)によれば療病

性狭窄の頻度はアメ-バ性大腸炎の 0.80/Oで,一

般に単発で,直腸やS状結腸によく観察 されてい

る.また,Morreyら4)の報告では療痕性狭窄は

121例申2例 (1.7%)で,部位は横行結腸と直腸

であった.伊藤 ら2)は深部大腸に多発性癖痕性

狭窄を認めた稀な症例を報告 しており,本症例 も

同様に深部大腸に療痕性狭窄を認めており,比較

的稀な症例と考えられた.また,療痕怪狭窄に対

する治療として,内視鏡的拡張術を施行 した報告

は散見されるものの,切除を要 したとの報告はな

かった.

アメーバ性大腸炎に対する手術の報告はほとん

どが劇症型に対する緊急手術例 5)6)であり,腹腔

図7 病理組織検査 (摘出標本)

酒癌癖暁による狭窄 (arrow)を認めた,

強化手術の報告は認められなかった.本症例は劇

症型で緊急手術を要 した症例ではないこと,イレ

ウスではなかったことより腹腔鏡下手術が選択 さ

れた.良性の太腸疾患に対する腹腔鏡下手術は術

後合併症を減少 させるという報告 7)8),特に創感

染の発生頻度が低い 7)8),イレウスの発生頻度が

低い 7)8)との報告がある.また,術後樹 齢こつい

ては軽減 されるという報告 9)10)がある.そのほ

かにも腹腔胸手術の利点の報告は多数あり,有悶

性は異論のないところである.
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