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　　　Two　cases　of　the　intesti且al　tuberculosis，　which　were　dithcult　to　differentiate　from　Crohn’s

disease；were　reported　with　a．review　of　the　literatures．

　　　Case　1：A60　year－01d　male　was　admitted　with　the　complaints　of　abdominal　pain，　vomiting

alld　diarrhea．　Distellsion　of　his　abdornen　with　tenderness　of　the　ileocecal　region　was　noted，　and

the　contour　of　distended　intestinal　loops　was　palpable．　Annular　stricture　in　the　ascending　colon

or　terminal　ileum　was　revealed　on　barium　enema．　He　was　suspected　of　having　a　colon　callcer　or

Crohn’s　disease　alld　underwent　resection　of　the　terminal　ileum　and　a　part　of　the　ascending　colo且

with　end－to－side　ileocolostomy．　The　specilnen　resected　showed　four　ulcerative　eigions　with

convergence　of　mucQsal　folds．　The　histological　studies　revealed　the　presence　of，　Langerhalls

giant　cells　and　some　epitheloid　cell－granulomas，　which　was　very　suggestive　of　intestinal　tuber－

culosis，

　　　Case　2：A48　yeaトold　male　visited　our　hospital　complaining　of　vomiting，　He　was　poorly－

nourished，　and　the　abdomen　was　distended　with　tenderness　in　the　epigastrium．　Sputum　and　stool

cultures　revealed　no　tubercle　bacilli．　Routine　barium　meal　studies　showed　multiple　stenotic

regions　with　normal　skip　area　in　the　small　intesine　and　ascending　colon．　These丘ndings　did　Ilot

correspond　to℃hose　of　typical　tuberculosis，　and　it　was　difヨcult　to　difFerenciate　from　Crohゴs

disease，　because　the　latter　shows　stricture，1inear　ulcer　and　cobblestone－1ike　fi鳳ding．　Gastro・

jejunostomy　and　partial　resection　of　the　small　intestine　was　performed．　Grossly　resected　specimell

showed　shallow　ulcers　and　scarred　areas．　Pathological　examinations　showed　caseation　granuloma
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with工angerhalls　giant　cells．　Similar且ndillgs　were　obserbed　in　the　mesenterial　lymphロodes．

　　Although　our　two　cases　were　di撮cult　to　difFerentiate　from　Crohn’s　disease　clinically，　the

diagnosis　was　determined　by　the皿icroscopic　examination　with　the　resected　tissues．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　for　publicatio皿；April　9，1980）

Key　words；腸結核（intestinal　tuberculosis）

　　　　　　クローソ病（Crohn’s　disease）

　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　とガスの通過する音とともにこれが消失した。
　　　　　　　　　緒　　　言
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入院時検査所見（表1）：血液検査で貧血および白

　腸結核は抗結核剤療法の出現により，これによく反　　血球増多はなく，血沈はやや尤進していた。検尿では

応するため現在ではあまり見られない疾患となってい　　異常はなく，化学検査では低蛋白血症は認められず，

る。一方，今までわが国には少ないと雷われていたク　　その他異常所見はなかった。また，入院時の胸部X線

P・一ン病や潰瘍性大腸炎が小腸，大腸X線診断の進歩　　では結核性病変などは認めなかった。

とともに脚光をあびている。しかしながら，腸結核は　　　腹部単純X線所見（写真1）：腸管の拡張ガス像お

わが国には元来多い疾患であり，報告例もまれならず　　よび鏡面像を認め，腸閉塞の所見であった。

見られている。これらの疾患は治療方針も全く異なっ　　　注腸X線所見（写真2）：回腸末端部が不明であっ

ており，腸結核の診断は現時点においてこそ大きな意　　たが，上行結腸と思われる部位に辺縁が平滑な漏斗状

義をもつと言えるであろう。最近，われわれは，手術前　　の高度の狭窄像が認められ，この狭窄部位が回腸末端

にクローソ病との鑑別診断が困難であった腸結核を2　　都と考えると盲腸に相当する部位が萎縮変形している

例経験したので，若干の文献的考察を加えて報告する。　ように思われた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入院後9日目にイレウス症状が高度となったため，
　　　　　　　　　症　例　　　　大鵬またはク。．ソ病の疑いで賄手t，itlを齢した。

　症例1：60才，男性。　　　　　　　　　　　　　　　　手術所見：右腹直筋傍切開で開腹すると，小腸，大

　主訴：下痢。　　　　　　　　　　　　　　　　　　腸，大綱が軽度の線維性癒着をおこしており結核性腹

　既往歴：17才頃より胃が弱く胃下垂といわれた。　　膜炎の所見であった。これを剥離すると漿液性透明な

1975年7月，腎孟腎炎の診断で約50日間の入院治療を　　腹水を大量に認めたのでこれを吸引した。小腸壁は全

うけた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体に浮腫状で高度に肥厚しており，小腸を口側より探

　家族歴：特記すべきことなし。　　　　　　　　　　　索すると，回腸末端部に3ヵ所の狭窄病変が認められ

　現病歴：1975年秋頃から腹部膨満，上腹部痛，嘔吐　　た。さらに，盲腸は鳩卵大の腫瘤を形成していたが，

が出現し，自覚症状の増強とともに下痢も出現し，某　　周囲組織とは癒着や浸潤などの所見はなく良性のもの

医へ入院したが原因がわからず退院した。その後も鼓　　と考えられた。回腸を60cmと上行結腸の口側2／3を一

腸，下痢が持続し，時に嘔吐することもあった。当院　　塊として切除し，回腸一上行結腸端側吻合を行った。

内科を受診し，腸狭窄として当科へ紹介されてきた。　　　切除標本肉眼所見（写真3）：回腸末端部には長さ

腹部単純X線所見で鏡面像が見られ，体重減少もある　　約30cmにわたって5～15cmの正常粘膜部をはさんで

ことから精査の目的で1977年2月8日入院した。　　　　4ヵ所の全周性の搬痕性狭窄があり，粘膜ヒダの消失

　入院時所見：身長171cm，体重48kg，体格中等度，　　とレリーフ集中際を認めた。盲腸部は胡桃大，弾性硬

栄養不良，顔面は蒼白，体温36．2°C，限瞼結膜に貧　　の厘瘤を形成しており，虫垂および周辺のリンパ節を

血なく，眼球結膜に黄疽は認められなかった。脈搏60　　その中にまき込んで一塊となっていた。内腔はきわめ

／min7整，血圧132／68mm　Hg，理学的所見で胸部に　　て狭く，写真2の注腸X線の辺縁平滑な高度の狭少部

異常はなかった。腹部は全体に膨隆しているが軟らか　　に相当すると思われた。

く腫瘤は触知しなかった。膨雑音は間歌的に金属性有　　　病理組織学的所見（写真4）：組織学的には狭窄部

響性雑音を聴取した。腹部が膨隆した時，回盲部に圧　　および回盲部漿膜下の腫瘤は何れも線維性の搬痕組織

痛があり1司部に膨隆した腸管を触知し，手で圧迫する　　で，その各所にランゲルハンス巨細胞を混じた特徴あ
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』

写真1　症例1の腹部単純X線所見　　　　　　　写真2　症例1の注腸X線所見（腹臥位）

　　　　　　　　　　　　　ド　　　　nv…網j　l肖；　．．／唄嘩lij轡∵　”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真3　切除標本肉眼所見
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写真4　病理組織学的所見（HE染色×80）

幽煕羅難騨鰹　メ
　　　　細，灘一謡・一灘、．，．、，鷺繍

写真5　症例2の小腸追跡X線所見（1）　　　　　　　　　　難鑛　　　　欝　…　　　　　　　　｝，，．tt・鐵1

　　　姦難第謙綴認騰覧讃　　　　馨｛義’　　　騒難
　　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真6　症例2の小腸追跡X線所見（2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kerkring雛襲が消失し凹凸不整である。

　　　霧、、「　誤「　　歪羅・　　’　　　tt『　、．・燃　　　　　　　　　　’

講翻麟謹蕪1譲轟
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，欝

ゼ

　　写真7　症例2の小腸追跡X線所見（3）

　　　　回腸末端部に全周にわたる粘膜
1　　　　集中があった。

　　　　　　　　　　　｛’g’　”

写真8　症例2の注腸X線所見
　　　上行結腸に全周性の砂時計様狭

　　　窄があった。
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写真9　症例2の術中写真
　　　トライツ靭帯から
　　　100cmの部の腸狭窄

灘
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表1　入院時検査所見　　　　　　　　　　　　　　　る類上皮性肉芽腫が点在しており，結核性病変である

　　　　　　　　〔血液検査〕　　　　　　　　　　　ことを示していた・結核菌染色を試みたが・明らかな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菌体は確認し得なかった。
1榊1翻・　　術後は鵬こ経過。，鰍、囎。退院。舗後

　　EC

幅C

血沈器

　43．5％

473×104

14，2g／dl

5，700

　15mm
　34mm

　31％　　　　　行ったツベルクリン反応は12×14mmで陽性であった。

356×IO4

10・59／dl　　　　症例2：48才，男性。

14・100　　　　　　主訴：嘔吐，吐血。

ll器　　既往歴・32才嚇疎翻騎をうけたが，骸に

罹患したことはない。

〔尿検査〕　　　　　　　　　　　　家族歴：特記すべきものはない。

1症例・1症例・
　　蛋白

　　糖
ウPビリノーゲソ

　ビリルビソ

　アセトン

沈渣WBC
　　　　RBC

　　　上　皮

十

1／数視野

　十

　現病歴：生来病弱で，過食時などに嘔吐することが

時々あり，軟らかいものを主に食べていた。’1978年2

　十　　　　　　月23日，凝血塊を混じた食物残演を3回嘔吐したが腹

　一　　　　　　痛はなかった。辰野病院外来を受診し精査のため入院

　十　一　　　　　　　した。

　　　　　　　　　入院時現症：身長167cm，体重51，2kg，体格中等度，

5－7／F　　　　栄養不良，顔色は蒼白で体温36．3°C，眼瞼結膜に盆

1／1－3F　　　　　血が認められたが・眼球結膜に黄疽はなかった。脈搏

15－20／F　　　　74／血in，整，血圧96／70mmHg，理学的には胸部に異

常なく，腹部はやや膨隆しており鵬周囲に軽度の圧痛

〔便検査〕　　　　　　　　　　　を伴う筋性防禦が認められたが，腫瘤は認められなか

潜血1　・　1＋　　埆また肝・脾は触知せず，月夏水貯留の所見は認め
られなかった。

〔化学検査〕　　　　　　　　　　　　入院時検査所見（表2）：血液検査にて貧血および

蜘1症例・　寡瀦罐継欝蝶濫憲塩購
　血清蛋白
　T．T．　T．

　Z，T。　T．

　GOT
　GPT
コレステロール

　Al－P

　　Na
　　K
　　Cl

　BUN
Creatinine

　CRP
　　Fe
梅毒血清反応

　ツベルクリン
反応

6．89／dI

　　3．0

　　7．0

　20
　　5

　170

　　7．0

144mEq／L

　3．5　〃

104　　〃

10

±

5・89／d1　　　　た。化学検査にて，低蛋白血症，尿素窒素の上昇およ

　0・6　　　　　び血清鉄の低下が認められた。

10’1　　　　　　喀疾結核菌検査：塗沫，培養ともに陰性。

19

13
　　　　　　　　　　表2　小腸結核とクローン病のX線所見105

1晶，／L・　小騰（・）1・・一癩・）
　4。3〃　　　　　潰　　　　瘍

106　　〃

30，5　　　周辺粘膜
　　　　　　　　　cobblestone
　1．01

　　　　　　　　　fistula
　十
46μ9／dl　　　辺縁所見

20×16mm

　輪状（2）

円形，不整形（1）

　正常（9）

　　一（9）

　　一（9）

求心性狭窄
　　＋ト～惜⑨

　不整硬化（9）

比較的限局性

長軸性（7）

　不整凹凸⑥

　　＋（4）

　ときに十（1）

片側性狭窄（3）

不整，硬化（8）

比較的広汎

　　　　（　）内は症例数

（中村裕一氏（4）より引用）
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　便結核菌検査：塗沫，培養ともに陰性。　　　　　　　狭窄が強かったため，この部分を切除し端々吻合を行

　レ線検査：腹部単純X線では鏡面像および異常陰影　　った。トライツ勒帯後方の病変（写真5）も狭窄が高

は認められなかった。　　　　　　　　　　　　　　　度であったが，切除が容易でないため，胃一空腸吻合，

　食道，胃透視では異常は認められず，胃カメラも施　　Braun吻合を行い閉腹した。

行したが出血源は判明しなかった。小腸と大腸の追跡　　　切除標本肉眼所見（写真10）：本症の病変は，腸管

レ線検査を行ったところ4つの病変を確認しえた。　　　の約10cmの長さにわたる浅い潰瘍と，その下層に発

　第1の病変は十二指腸のIIIrd．　portien　t／こあり，　　達する線維性の疲痕性病変で，潰瘍と正常部の境界は

狭窄像および口側十二指腸の著明な拡張があり，長軸　　明確であるが，局所に粘膜のポリープ状再生等の過形

に平行な線状潰瘍および粘膜集中像が認められ，写真　　成所見は認められなかった。したがって肉眼的には，

5の如く矢印の部分は憩室様に見えるが，辺縁が不整　　浅く広い粘膜欠損性病変があることから，結核よりも

であり，むしろ穿孔が被覆されたものと考えられた。　　むしろ潰瘍性腸炎の非定型的な慢性化例を疑われた。

さらにこれより肛門側の小EMzz第2の病変があり，長　　しかし，手術時に同様の病変が多発していたことから

さはレ線上，約12cmで正常のKerkringの搬襲が消　　結核症も否定できなかった。

失し，べったりとした粘膜で，凹凸を示す部分も存在　　　病理組織学的所見（写真11）：潰瘍底にはラソゲル

していた（写真6）。これよりさらに肛門側の小腸に　　ハンス巨細胞を伴った乾酪性肉芽腫が認められた。ま

・は，約10cmにわたる第3の病変が認められたが粗大　　た，リンパ節にも同様の所見が認められ，肉眼所見の

病変は認められなかった。ついで第4病変は回腸末端　　予想に反し，症例1と同様，結核症の典型的所見であ

部に2つのfi：周性にわたるきれいな粘膜集中を伴った　　った。通常，腸結核は罹患部位の範囲が狭いが，本例

病変があった（写真7）。一方，注腸透視では（写真　　は約10cmにもわたって上記の所見がみられ，腸結核

8）音腸部位がまったく不明で圓腸末端部が判然とせ　　としては異例のものであった。

ず，上行結腸に矢印のような全周性の砂時計様輪状狭
窄病変があり，外側に憩室様の突出を認めたが，これ　　　　　　　　　　考　　　察

が痩孔か否かは不明であった。　　　　　　　　　　　　腸結核は，ス1・レプトマイシン，カナマイシンなど

　以上より，本症例をクpe・一ソ病としたときの矛盾点　　の抗結核剤の出現以来，現在では比較的まれな疾患と

は，①下痢，下血等のためもっと栄養障害が強いはず　　なっているが，今なお忘れてはならない重要な疾患で

であり，②クローン病は通常単発性である点である。　　ある。本症の頻度については，増田ら1）の集計による

一一禔C腸結核とすると，①痩孔はあまり作らない，②　　と，1963年から1967年に発生した全腸管疾患1，982例中

第2の病変（写真8）について収縮機転がもっと強く　　58例（2．9％）であり，四方ら2）の結腸，直腸に発生

なるはずである，などの矛盾点が生じてくる。回腸末　　した腸結核に限定した1964年から1968年の集計による

端部の第4病変（写真7）は腸の収縮機転の程度から　　と，結腸，直腸の良性疾患1，047例中，結核は96例（9

腸結核の像であるが，第2病変（写真6）はむしろク　　％）であった。

ローソ病の像であった。また，上行結腸の痩孔様変化　　　男女比は四方ら2）によると，男47％女53％で，年

をTascheとみれば腸結核といえるが，憩室様突出　　令は20～49才に多く，19才以下は少なく，50才以上は

とみれぽクローン病の特徴を帯びてくる。しかし注腸　　漸減している。増田ら1）の集計でもほぼ同様で20～49

で空気を入れた時これがはっきりしてくるので憩室様　　才に多く，女性に多く見られている。

突出と思われた。全体的にみて，クP一ソ病が最も疑　　　自覚症状で多くみられたものは，四方ら2）によれば，

わしいと考え，クローン病の疑いのもとに手術を施行　　腹痛（80％），やせ（29％），便通異常（28％），悪心，

した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘔吐（24％），発熱（10％），下血（7％）であり，理

　手術所見（写真9）：中腹部正中切開で開腹したと　　学的所見としては，圧痛（63％），腫瘤触知（57％），

ころ，1・ライツ靭帯の後方に，漿膜にも変化のある狭　　血沈充進（38％），貧血（26　％），糞便潜血反応陽性

窄病変があり，腸間膜リソパ節を数個触知し，そのうち　　（22％），白血球増多（18％）などとなっている。われ

1個を摘除した。小腸を肛門側にたどると，トライツ　　われの第1例は，以前より腹痛，腹部膨満，嘔吐があ

靭帯から100，200，215，245，255，305cmの各部分　　　り，腸狭窄症状が強くなり大腸癌またはクローン病に

に狭窄があり，トライツ靭帯から100cmの部分が最も　　よる腸閉塞として緊急手術を行ったため，腸結核は疑
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クローソ病と鑑別が困難であった腸結核の2例

われず術前診断を誤まったものである・また，第2例　　ている。しかし，湯川ら7）は，腸結核の潰瘍は小腸で

は以前より時々嘔吐することがあり，凝血塊を混じた　　は輪状（全周性）のものが多いのに対し，大腸では長

ものを嘔吐し精査のため入院した。本例については，第　　軸に平行なものも少なくなく，敷石状隆起cobble－

1例の経験もあり，初めから腸結核を疑ったが，結核の　　stone（偽ポリープより数が多く間隙が狭い）が大腸結

既往はなく，X線所見も定型的な腸結核の像とは言え　　核26例中5例に見られたとしている。また偽ポリープ

ず，むしろクローソ病を考えやすい所見であった。われ　　は潰瘍性大腸炎のそれと同様，半球状の粟粒大からえ

われの症例のように肺に結核病変のないいわゆる「原　　ん豆大の隆起で，結腸に14例，直腸に3例みられた。

発性腸結核」も古くから報告されており，Wigら3）　　また腸管の短縮，狭少化，変形は盲腸，上行結腸起始

は67例中37例（55．2％）に，中村ら4）は12例中10例　　部でとくに著明で，26例中8例に十二指腸潰瘍にみら

（83．3％）にその発生をみており比較的多いものと思　　れる様なTasche像を呈したと述べており，症例2

われる。しかし，中村の例を除けば半数以上は肺結核　　の上行結腸の痩孔様変化（写真8）はTascheと見る

病変を有しており，本症の診断に肺結核の既往の有無　　のが妥当であろう。自験例2例ともに盲腸，回腸末端部

が有力な根拠になりうる。　　　　　　　　　　　　　がまったく不明であり，第1例は注腸の際，上行結腸

　本症の診断には結核性病変の病歴とツベルクリン反　　の狭窄病変と思われた部位は，実際には結核性の狭窄

応および胸部レ線写真上，結核性病変の証明が参考に　　のため口側が拡張し肛門側が注腸により拡張した回腸

なる。ツベルクリン反応については湯川ら5）は，21例　　末端部であった（写真2）。第2例は，経口法では写

の腸結核全例が陽性であったと報告しており，クロー　　真8の狭窄病変が回腸宋端部のバウヒン弁の部位と考

ン病と鑑別が困難で，かつツベルクリソ反応が陰性の　　えたが，注腸によりこれは上行結腸であり，写真7の

場合はクP一ン病を疑うべきであると述べている。　　　肛門側病変が圓腸末端部であることが判明した。盲腸

　腸結核のX線所見は，従来からStierlin’s　sign，　　と上行結腸起始部が一体となり，回腸宋端部と直線状

String　sign，充満不良，回腸宋端部の円錐形化など　　に接続したためであり，湯川ら5）は21例中11例にこの

が特微的であると言われているが，これらはあくまで　　所見が見られたと報告し，この原因は，潰瘍性大腸炎

間接症状であり，二重造影により潰瘍および癒痕の形　　のように潰瘍が粘膜内の浅い部位に澗漫性に生ずる場

態，性状，個数，またpseudopolypの有無，偽憩室，　合は変形が軽度であるが，腸結核では潰瘍が粘膜下の

配列の差など個々の所見を十分検討することが必要で　　深部にまでおよぶため，限局性で非対称的で盲腸部の

ある。それによってクローン病との鑑別も可能である。　変形が高度になるためであるとしている。

中村ら4）は腸結核9例，クローン病8例を集計し，両　　　便中，喀疾中の結核菌培養は，症例1では行ってい

者のX線所見を比較しているが，腸結核では潰瘍によ　　ないが，症例2では陰性であった。便中結核菌の証明

るNischeを描写できたのは9例中3例だけで，表2　　も陽性の場合は少なく，かつ肺結核を合併した場合に

のごとく，長軸に直角な潰瘍による中等度から高度の　　はほとんど診断的価値がないとされるが，丸山ら8）は

求心性狭窄と辺縁の硬化所見および口側腸管の拡張が　　糞便の培養で結核菌を証明したのは5例中1例で，培

特徴的所見でありoクローン病に比較し各潰瘍の拡が　　養陰性であった4例中2例では糞便とともに排出され

りは限局性であり，cobblestone様の隆起所見や痩　　た粘液の塗沫培養中に結核菌が証明されたとし，糞便

孔形成はみられず，潰瘍より離れた粘膜面は正常所見　　そのものより粘液を用いると結核菌を検出しやすいと

を示すとしている。一方，クローン病の場合は，長軸　　　している。

性潰瘍，c。bblestone様隆起所見，壌孔形成，潰瘍　　　腸結核の診断基準としてPaustianら9）は，①組織

対側の片側性狭窄，周辺粘模の不整凹凸，比較的長い　の動物接種または培養にて結核菌を証明すること，②

範囲にわたる辺縁の不整，硬化，狭窄などの所見がみ　　病変部の病理組織学的検索にて結核菌を証明すること，

とめられ，狭窄は腸結核の輸状狭窄と異なるために1．1　　③病理学的に乾酪壊死を伴った結核性肉芽腫を証明す

側腸管の拡張は軽度であるとしている。日本消化器病　　ること，④腸間膜リソパ節の生検にて病理学的に結核

学会クロ・・一ン病小委診断基準6）では，この他の臨床，　　症の証拠をとらえると共に，手術所見の典型的肉限所

病理所見として，全層性炎症性病変（腫瘤または狭　　見が記載されていること，以上4条件のうち1つ以上

窄），サルコイド様非乾酪性肉芽腫，肛門部病変（難　　が必要であるとしている。自験例はいずれも③④の基

治性潰瘍，非定型的痔痩または裂肛）を診断基準とし　　準を満足しているが病変部の病理学的検索で結核菌を

　No．　5，　1980　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　533



彦坂・中藤・降旗・広野・松崎・丸山

証明できなかった。診断基準の④はクロ・・一ソ病との　　現在ではまれな疾患となりつつある腸結核について，

鑑別上重要と考えられるが，黒丸10）も腸間膜リソパ節　　レ線像による診断を中心に述べた。

結核の約90％は腸結核を合併することから，腸間膜リ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文　　　献
ソバ節の石灰化像は腸結核を疑う上に重要な所見とし

ている。また，上記4条件を証明するのに内視鏡によ　　　1）増田正典，細田四郎：老年者における消化器疾患

る生検が不可能な場合は開腹手術によるほかはなく術　　　　の特異性　2）腸疾患．日老年医会誌，6：37－44，

前診断が困難になる。したがって，八尾ら10）および湯　　　　1969

川ら5）は，腸管X線所見で腸結核の所見があり，抗結　　　2）四方r4－，新井正美，松村高典：結腸および直腸

核療法剤によく反応する場合は腸結核確診例としてよ　　　　の良性疾患一全国集計を中心として．外科，32：

いとする治療的診断を主張しており，クP一ソ病と鑑　　　　493－507，1970

別が困難な場合には，手術を行う前にまず抗結核療法　　　3）Wig，　K．　L．，　Chitkara，　N．L．，Gupta，　S．P．，

を試みて治療効果を観察すべきであると述べている。　　　　Kishore，　K．　and　Manchanda，　R．L．：11eo・

　腸結核の肉眼所見については，①病期および症状の　　　　cecal　tubercul。sis　with　particular　reference

程度により多彩な病変を示す。②病変は間に非罹患部　　　　to量solation　of　myc。bacterium　tubercul。sis．

位をはさんで多発する。③部位別では回腸，轍こ回腸　　　　Am　Rev　Respir　Dis，84：169－178，1961

・末端部に多く，空腸には少ない。④罹患部位の範囲の　　　4）中村硲一，八良恒良，渡辺英伸：小腸クローン病

多くは3cm以下と狭く，非罹患部位とは鮮明に境界　　　　のX線診断．胃と腸，10　：　1015－1026，1975

される。⑥初期の病変として，粟粒大から麻実大の結　　　5）湯川永洋，林　正也，宮本新太郎，湯川研一，谷口

核結節およびその壊死物質が粘膜を破って腸管内に排　　　　春生：治療からみた腸結核．胃と腸，12：1655一

出され，粘膜に小潰瘍が認められるが，病変が進展す　　　　1665，1977

ると結核性潰瘍とよばれる大豆以上の潰瘍形成とそれ　　　6）山形磁一ほか；クローソ病診断基準（案）．日消

による輪状狭窄が認められるようになる。⑥潰瘍の辺　　　　会誌，73：1467－1472，1976

縁は不整なことが多いが，周辺粘膜とは鮮明に境界さ　　　7）湯川永洋，湯川研一：腸結核．治療，8：1199一

れている。⑦レリーフ集中は潰瘍に伴って認められる　　　1205，1976

ことが多いが，その有無は潰瘍の性状および病期によ　　8）丸山雅一，杉山憲義，舟田　彰，佐々木喬敏，

り異なる。などの特徴があるとしている12）。第1例の　　　　馬場保昌，増田幸久，竹腰隆男，高木国夫，高橋

切除標本は上記の記載と一致したきわめて典型的な肉　　　　孝，中村恭一，遠藤次彦，熊倉腎二：回盲部結核

眼所見であるが，第2例は腸結核としては狭窄病変の　　　　症の診断一手術例12例についての考察一．胃と腸

長さが長く，この所見からだけでは必ずしも典型的と　　　　9：865－881，1974

はいえず，X線上，クローシ病と誤まったものと考え　　　9）Paustian，　F．　F．　and　Bockus，　H・L・：So・

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　called　primary　ulcerohypertropic　ileocecal

　腸結核は抗結核療法剤によく反応し，また自然治癒　　　　tuberculosis，　Am　J　Med，27：509－518，1959

もあることから，潰瘍の搬痕治癒が生じ，腸狭窄症状　　10）黒丸五郎：腸結核の病理．pp．92－94医学書院，

が発現するまではまず内科的療法を行うが，狭窄症状　　　　東京，1952

が出現する前に，本症と診断することは困難なことが　　11）八尾恒良，小川　清，下田悠一郎，渡辺英伸：腸

多い。搬痕となった場創こは抗結核剤は無効であり手　　　結核の小腸X線像の分析．胃と腸，12：1467－1480，

術の適応となる。第1例のように病変が限局している　　　　1977

場合は問題はないが，第2例のように病変が多発して　　12）武田儀之，中lLl卓，下田悠一郎，北川晋二，

いる場合は，狭窄が高度な部位のみ切除し，他の病変　　　　西原春實，松井正典，松浦啓一，渡辺英伸：小腸

は抗結核療法剤で病変の進行を抑えることでよいと考　　　　に多彩な病変を認めた腸結核の1例．胃と腸，12：

えている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1519－1525，1977

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（55．4，9受稿）

　　　　　　　　　　結　　　語

　最近われわれが経験した腸結核の2例を中心として，
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