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症例報告 
 
 

腹腔動脈分岐異常が成因に関与したと考えられる 

背側膵動脈瘤の一例 
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菅原かおり 1)、山尾陽子 1)、塩塚かおり 1)、杉村美華子 1)、阿子島裕倫 1)、野口謙治 1)、田邊暢一 1)、 
高橋広喜 1)、岩渕正広 1)、真野浩 1)、鵜飼克明 1)、田所慶一 1) 
1) 国立病院機構仙台医療センター 消化器科 
 
≪抄録≫                         
膵十二指腸領域の動脈瘤は破裂した場合の致死率が高いため、特に有症状例では速やかな診断・治療を要

する疾患である。今回我々は腹腔動脈の分岐異常が成因に関与したと考えられる背側膵動脈瘤の一例を経験

した。症例は 65 歳女性、近医で施行された腹部超音波にて膵体部に結節を指摘され当科に紹介された。当

科における腹部超音波では膵体部に境界明瞭な約 8 ㎜径の低エコー結節を認めた。腹部ＣＴでは病変は造

影早期から著明に造影された。ＭＲＩではＴ1 強調画像、Ｔ2 強調画像共に低信号を示した。ドップラー超

音波内視鏡(EUS)にて病変全体に拍動性の血流が観察されたため動脈瘤を疑い、血管造影検査が施行された。

脾動脈から分岐した大膵動脈と、上腸間膜動脈から分岐した背側膵動脈の吻合部に動脈瘤が認められ、コイ

ル塞栓術が施行された。背側膵動脈瘤は極めて稀な動脈瘤でしばしば腹腔動脈起始部閉塞を伴う正中弓状靭

帯圧迫症候群が併存することが知られている。今回われわれは正中弓状靭帯圧迫症候群に加え、腹腔動脈の

分岐異常が成因に関与したと考えられる背側膵動脈瘤の一例を経験したので報告する。 
                  

キーワード：背側膵動脈瘤 膵十二指腸動脈瘤 正中弓状靭帯圧迫症候群 
（2012 年 1 月 17 日 原稿受領、2 月 16 日 採用） 
 
 
 

１ 諸言 

 

膵十二指腸動脈領域の真性動脈瘤は、破裂の危険性、

死亡率ともに非常に高い疾患である。しかしその多

くは無症状で経過し、破裂を契機に発見されること

が多い。このため救命のためには診断、治療の迅速

性と確実性が求められる。背側膵動脈瘤は膵十二指

腸動脈瘤の中でも極めて稀な疾患であるが、今回わ

れわれは正中弓状靭帯圧迫症候群による腹腔動脈

起始部狭窄に加えて、腹腔動脈および上腸間膜動脈
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の分岐異常が成因に関与したと考えられる背側膵

動脈瘤の一例を経験したので報告する。 

 

２ 症例 

 
患者：65 歳、女性。 
主訴：自覚症状なし。 
既往歴：十二指腸潰瘍、高血圧、高脂血症。 
現病歴：2011 年 2 月、近医の腹部超音波検査にて

膵体部腫瘤を指摘され、腹部 MRI で膵ラ氏島腫瘍

が疑われたため当科紹介受診となった。 
入院時現症：腹部平坦、軟。圧痛なし。腫瘤も触知

されなかった。 
入院時検査成績：炎症所見、貧血ともに認めず、生

化学検査でも明らかな異常は認められなかった。腫

瘍マーカーは CEA、CA19-9 ともに正常範囲内だっ

た。ホルモン検査ではインスリン値は正常範囲内だ

ったが , ガストリン値が 224pg/ml（正常上限

140pg/ml）と軽度上昇していた。 
腹部超音波：膵体部に長径約 8mm の境界明瞭な低

エコー病変を認め、部位により音響陰影と後方エコ

ー増強の双方を認めた。 
腹部 CT：膵体部の病変は単純 CT でやや低吸収の

境界明瞭な結節として描出された(図 1-a)。造影早

期相では脾動静脈に接するように描出され、動脈と

同程度に強く造影され、造影効果は門脈相、平衡相

で徐々に減弱した(図 1-b,c,d)。また、Axial 像(図 
1-e)、volume rendering 像(図 1-f)、MPR 像(図 1-g)、
通り腹腔動脈起始部に高度の狭窄が認められた。小

矢印は動脈瘤を示している(図 1-f,g)。 

腹部 MRI：病変は膵実質に比較して T1 強調画像で

低信号、T2 強調画像でもやや低信号を呈した(図

2-a,b)。 
内視鏡的逆行性膵管造影：膵体尾部の主膵管、分枝

膵管に明らかな異常は指摘できなかった。 
腹部超音波、腹部 CT、腹部 MRI の所見を総合す

ると、線維化の強い膵内分泌腫瘍や血管病変が鑑別

と考えられた。 
EUS: 病変は境界明瞭で、側方音響陰影は認めなか 
 

 

 
図１ 腹部 CT a) 単純 CT, b) 造影 CT 40 秒後, c) 造影 CT 

60 秒後, d) 造影 CT 120 秒後, e) 造影 CT axial 像, f) 造影

CT volume rendering 像, g) 造影 CT coronal 像, h) 造影

CT sagittal 像。a) 膵体部に矢印で示すように円形の低吸収

腫瘤が認められる。b) 造影早期相で結節(矢印)は動脈系と

同程度に強く造影される。c, d) 時間経過とともに結節(矢

印)の造影効果は動脈系と同程度に減弱する。e) 造影 CT 

axial 像で腹腔動脈根部(矢頭)に高度狭窄を認める。f, g) 矢

頭で腹腔動脈根部の高度狭窄、矢印で動脈瘤を示す。

h )Sagittal 像で腹腔動脈根部(矢頭)の高度狭窄が明瞭に描

出される。 
 
ったが、一部後方エコーの増強を認めた（図 3-a）。
ドップラーEUS で観察したところ非常に強いシグ

ナルが認められ、内部に乱流を示唆する所見も観察

されたため膵動脈瘤の診断となった(図 3-b)。 

腹部血管造影: 腹腔動脈からは左胃動脈と脾動脈

のみが分枝しており、脾動脈から分枝する大膵動脈

を介して動脈瘤が描出された(図 4-a)。一方上腸間
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膜動脈からは総肝動脈と右肝動脈が独立して分枝 

 

 
図２ 腹部 MRI a) 脂肪抑制 T1 強調画像、b) T2 強調画

像、c) 脂肪抑制 Gd 造影 T1 強調画像、a, b) 結節(矢印)は膵

実質に対して T1 強調画像、T2 強調画像いずれも低信号を

呈した。造影剤投与後に信号増強効果を示す。 

 

図 3 EUS 経胃走査 a) 通常観察、b) ドップラー、a) 膵

体部に境界明瞭な円形の低エコー結節を認める。一部後方エ

コーが増強して見える。b) ドップラーモードで強いシグナ

ルと乱流を示唆するシグナルの乱れが観察される。 

 

しており、上腸間膜動脈近位部から分枝する背側膵

動脈と、脾動脈から分枝する大膵動脈の吻合部に動

脈瘤が存在することが確認された(図 4-b)。動脈瘤

破裂の予防を目的とし、脾動脈脾動脈－大膵動脈経

路から、径 3-6mm のマイクロコイル総計 12 本を用

いて瘤を充填するとともに瘤側の大膵動脈も塞栓

した(図 4-c)。瘤の血流が消失したことを確認して

術を終了した。 
 

 
図 4 腹部血管造影 a) 腹腔動脈、b) 上腸間膜動脈、c) コ

イリング、a) 腹腔動脈からは左胃動脈(小矢頭)と脾動脈(大

矢頭)のみが分岐している。脾動脈から分枝する大膵動脈(小

矢印)を介して動脈瘤(大矢印)が造影される。b) 上腸間膜動

脈から総肝動脈(大矢頭)と右肝動脈(小矢頭)が独立して分岐

しており、上腸間膜動脈根部から直接分岐する背側膵動脈

(小矢印)と、大膵動脈(中矢印)の吻合部に動脈瘤(大矢印)が存

在する。c) 脾動脈－大膵動脈を介して 2Fr. Double angle

カテーテルで瘤に到達し、3-6mm microcoil 総計 12 本を用

いて瘤(矢印)を充填するとともに大膵動脈にもコイルを留

置した。 
 
３ 考察 
 
腹部内臓動脈瘤は比較的稀な疾患で、全動脈瘤に

占める割合は 0.1%～0.2%と言われている 1)。この

うち Stanley らの報告によると脾動脈瘤が約 60%
と最も多く、ついで肝動脈瘤が約 20%、上腸間膜動

脈瘤が約 10%の順で、膵十二指腸動脈瘤は 2%と極

めて稀である 2)。背側膵動脈瘤は膵十二指腸動脈瘤

に分類され、本邦での報告例は医中誌に 18 例認め

るのみである（表 1）。 
 
表 1 腹部内臓動脈瘤の頻度 

 
 
膵十二指腸動脈瘤の原因として膵炎に合併した
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仮性動脈瘤、腹腔動脈起始部狭窄、動脈硬化、先天

性異常、外傷、感染などが考えられている 3)。膵炎

に関連する仮性動脈瘤においては、膵液暴露による

動脈壁破壊によっておこる壁の脆弱化が主な原因

であると考えられている。一方、背側膵動脈瘤には

腹腔動脈起始部狭窄を伴う正中弓状靭帯圧迫症候

群がしばしば併存することが知られている。動脈瘤

発生の機序として腹腔動脈起始部の狭窄による血

流低下を代償するために膵近傍や膵十二指腸動脈

アーケードの血流が増加し、局所に血行力学的スト

レスが生じるためとの説が提唱されている 4)5)8)。膵

十二指腸動脈瘤と腹腔動脈起始部狭窄合併の頻度

に関しては、膵十二指腸動脈瘤の 68～74%に腹腔

動脈起始部狭窄を認め、逆に腹腔動脈狭窄患者の

80%に膵十二指腸アーケードの動脈拡張がみられ

るとの報告があり 5)、両者の因果関係は濃厚である

ことが推測されている。 
本症例の画像所見の特徴として、腹腔動脈起始部

の狭窄に加えて、以下のような分岐異常が認められ

る点が挙げられる。すなわち、腹腔動脈からは左胃

動脈と脾動脈のみが分枝しており、右肝動脈および

膵アーケードを介した求肝性の血流は上腸間膜か

ら得られていた。また腹腔動脈根部の高度狭窄、総

肝動脈と脾動脈の間に交通がないため求脾性の血

流が低下し、これを補うために上腸間膜動脈から背

側膵動脈―大膵動脈吻合への血流が増加している

と考えられる。本症例において動脈瘤は、上腸間膜

動脈近位から分岐する背側膵動脈と、脾動脈から分

枝する大膵動脈の吻合部に形成されており、背側膵

動脈、大膵動脈はいずれも通常より発達していた。

これらの所見から本症例における動脈瘤発症の原

因として、腹腔動脈と上腸間膜動脈の分岐異常によ

り膵十二指腸動脈アーケードに過剰な圧がかかっ

ていた可能性が推測される。 
背側膵動脈瘤はこの疾患自体が非常に稀である

上、非破裂例では自覚症状を呈さないことが多い 2)

ため破裂前の発見は難しいと言われている。藤澤ら

の報告 7)によると 81.7%の症例で瘤破裂が発見の契

機であった。非破裂例では，本症例のように腹部超

音波検査や腹部 X 線検査で瘤の石灰が偶然見つか

った例がほとんどであった。確定診断には腹部造影

CT や血管造影が必須である。破裂例では、後腹膜

血腫や腹腔内出血による急激な上腹部痛、背部痛、

腹部膨満感を訴えることが多く、十二指腸に穿破す

ると大量の消化管出血をひき起こすと言われてい

る 3)。膵周辺の後腹膜血腫が疑われ、造影 CT 等で

本疾患の可能性が疑われる場合には、時間をおかず

血管造影を行い、関与する動脈を同定して治療方針

を決定することが重要である。 
治療に関して、大石ら 5)の報告によると、膵十二

指腸動脈瘤の破裂例では瘤結紮、切除をはじめとし

た外科的治療が選択された症例が 42.5%と最も多

かったが、死亡率は 29.4%と、カテーテルを用いた

動脈塞栓術施行例における 4.9%と比較して有意に

高かった。また両者の間で再出血率に有意差はなか

ったとしている。出血源不明のまま緊急開腹手術と

なった場合には出血や血腫の中での出血点探索を

余儀なくされるため、治療には困難が予想される。

瘤が膵背面に存在する場合や瘤の位置が不明な場

合には，膵頭十二指腸切除などの侵襲の大きな手術

が行われる場合もある 3)8)。このため、膵十二指腸

動脈瘤の治療にはまず、低侵襲で安全性の高い血管

内治療（動脈塞栓術）が選択されることが多くなっ

てきている 3)。一方、瘤の責任血管への選択的挿入

が 困 難 で TAE (transcatheter arterial 
embolization) が完遂されない症例が 13%前後存

在するという報告もあり 6)、このような TAE 困難

例や多発例においては開腹手術の選択が望ましい

といわれている。 
膵十二指腸動脈瘤非破裂例の治療に限って見て

みると、1973 年から 2007 年までの間の調査では外

科的治療が 61%と最も多く選択されており、TAE
が施行された症例は 29.5%であった。その死亡率は

両者ともに 0%であり、未破裂の状態で発見されれ

ば治療法に関わらずその予後は良好であることが

推測される 1)。一方、膵十二指腸動脈瘤破裂の危険

はサイズには関係ないとする報告もあり 5)、非破裂

小動脈瘤についても治療適応となる可能性がある。 
一方、経カテーテル治療では本疾患の原因である

腹腔動脈起始部狭窄の改善は得難いため、膵十二指

腸動脈アーケードへの圧負荷は解除されない点に

は留意が必要である。本症例においても動脈瘤の異

時性、異所性再発の可能性は考慮に入れなければな

らず、厳重な経過観察が必要と考えられる。 
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日常診療において最も遭遇することが多い小径

(1.5-2cm 以下)の脾動脈瘤は経過観察されることが

多いが、脾動脈瘤以外の膵近傍の動脈に瘤が発見さ

れた場合にはサイズに関わらず治療適応となる可

能性があるので、腹腔動脈起始部狭窄の有無や膵十

二指腸アーケードとの関連について慎重に検討す

る必要があると考えられる。 

 

４ 結語 

 

腹腔動脈分岐異常が成因に関与したと考えられ

る背側膵動脈瘤の一例を経験したので報告した。 
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