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【緒言】 

小腸腫瘍(small bowel tumor: SBT)は稀な疾患で、その早期では症状に乏しいため

発見が遅れることが多い。それ故、小腸悪性腫瘍は他の消化管悪性腫瘍と比較して一

般的に予後が悪い。従来、深部小腸の検査は内視鏡到達が困難な部位であったことか

ら、主に間接的評価法である小腸 X 線経管法(fluoroscopic enteroclysis: FE)が用いら

れてきた。しかし、FE は患者の不快感が強く、放射線被曝量も多いことが欠点であ

った。コンピュータ断層撮影(computed tomography: CT)は広く普及しているが、SBT

の診断能は高くない。近年、カプセル内視鏡(videocapsule endoscopy: VCE)とダブル

バルーン内視鏡(double-balloon enteroscopy: DBE)の登場により小腸全体の内視鏡観

察が可能となり、小腸病変の診断能は飛躍的に向上した。本研究では、CT、FE、VCE

および DBE の SBT 診断能を比較した。さらに、外科的あるいは内視鏡的治療後の結

果についても評価した。 

 

【対象と方法】 

2003 年 6 月から 2011 年 5 月に名古屋大学医学部附属病院において DBE を施行し

た 806 人の患者のうち、SBT を認めた 159 人（18％）を対象とした。SBT は十二指

腸水平脚から回腸末端までの腫瘍と定義した。SBT の最終診断および局在は、造影

CT、FE、VCE、DBE、外科手術所見、DBE 下生検、DBE 下摘除・外科切除後の病

理検査により総合的に診断した。 

リンパ管腫については症状のあるもののみを対象とした。上記 159 人の患者に対し

合計 218 件（経口的アプローチ 129 件、経肛門的アプローチ 89 件）の DBE 検査を

施行した。159 人中 121 人に単純・造影 CT を、80 人に FE を施行した。VCE 検査

は DBE 前(91 人)または DBE 後(10 人)に施行した。DBE 後の VCE は SBT が DBE

で到達不能であった場合や治療後の評価目的で行った。DBE 後の観察期間中央値は

22.5 ヵ月(範囲 0-90 ヶ月)。造影 CT、FE、VCE の各検査と DBE の検査間隔の中央値

(範囲)は、それぞれ 6 日(0-1097 日)、12.5 日(0-408 日)、5 日(0-1379 日)であった。 

統計分析として、各検査値の比較は Mann-Whitney U テストを使用した。CT、FE、

VCE および DBE の SBT の診断率の比較は McNemar テストを用いた。薬物治療、

内視鏡および外科的治療後の累積全生存曲線は Kaplan-Meier 法を使用し、log-rank

テストで評価した。P 値が 0.05 未満をもって統計学的に有意差ありとした。 

 

【結果】 

SBT の臨床病理学的特徴を(Table 1-4)に示す。SBT の発生率は消化管間質系腫瘍

(GIST)および血管腫(P=.0160)を除き女性より男性に高かった。良性腫瘍の年齢は悪

性腫瘍より若かった (P=0.0046)。悪性腫瘍は良性腫瘍より有症状例が多かったが

(P=0.0046)、悪性腫瘍の 34％、良性腫瘍の 57％は無症状であった。腸閉塞、小腸出

血は有意差を認めなかった。SBT の 71%(195/276)は遠位の十二指腸または空腸に局

在したが、カルチノイドは回腸のみで認めた(P=0.0070)。GIST(P=0.0154)および腺腫
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(P=0.0097)は、主に十二指腸または空腸に局在した。症状出現から診断に至るまでの

期間を Table 5 に示す。悪性腫瘍のうち、小腸癌は 39 ヶ月（中央値）、GIST は 76 ヶ

月（中央値）と診断の遅れが認められた。 

DBE と VCE の全小腸観察率はそれぞれ 80/101(79%)および 42/53(79%)であった。

SBT のサイズおよび種類（上皮性／非上皮性）別の造影 CT、FE、VCE、DBE の診

断率を Table 6 に示す。DBE 後に行なわれた VCE の診断率は 100%(10/10)であった。

CT、FE、VCE および DBE で指摘された SBT のサイズは 47±30 mm(5-120mm)、45±29 

mm(3-120mm)、26±25 mm(2-115mm)および 30±28 mm(2-120mm)であった。造影

CT と FE は直径 10mm 以下の腫瘍で診断率が低く(P<0.0001)、VCE と DBE は腫瘍

サイズにかかわらず高い診断率であった。直径 10mm を越える SBT の造影 CT 診断

率は粘膜下腫瘍(92%)に比し上皮性腫瘍(58%)で低かったが(P=0.0003)、FE と DBE

はどちらも高い診断率であった。直径 10mm を越える SBT の VCE 診断率は上皮性腫

瘍(91%)に比し粘膜下腫瘍(78%)で低かったが、有意差はなかった(P=0.3020)。造影

CT、FE、VCE および DBE の比較は、VCE と DBE の診断率が造影 CT より高かっ

た(P=0.00008 および 0.00000001, Table 7A および B)。また、DBE の診断率は VCE

より有意に高かった(P=0.0004, Table 7C)。腫瘍部位別では、十二指腸遠位または上

部空腸において VCE の診断率は低い傾向であった(37/51, 73%)。VCE によって見落

とされた SBT のうち、14 病変(74%)は十二指腸遠位あるいは上部空腸の病変であった。

造影 CT および VCE を組み合わせると SBT 診断率は 91%となり、DBE と有意な差

は認めなかった(99%, P=0.0771, Table 7D)。DBE 下の生検、内視鏡摘除標本の組織

学的診断率を Table 8 に示す。上皮性腫瘍および粘膜下腫瘍の組織学的診断率は、98%

および 90%であった(P=0.0982)。 

SBT159 例の治療内容を Table 9 に示す。DBE 後の予後は転移性腫瘍、腺癌、悪性

リンパ腫、GIST の順に生存率の低下を認めた(P<0.0001, Figure 1)。 

合併症は DBE で 2 例に穿孔、1 例に急性膵炎を認めた、VCE では腺癌 2 例、悪性

リンパ腫 1 例でカプセルの滞留を認めたが、DBE によって回収された。 

 

【考察】 

SBT の診断学と治療学は VCE と DBE の登場により飛躍的に向上した。本研究は

CT、FE、VCE、DBE 各検査の SBT 診断率およびその比較解析を行った。VCE と

DBE は造影 CT と比較して高い診断能を有していた。造影 CT は 10mm 以下の小さな

腫瘍のみならず大きな上皮性腫瘍においても検出が低いことが明らかとなった。また

DBE は VCE と比較してもより高い診断率を有していた。VCE は近位の小腸で SBT

の見落としが多かったためである。ヨーロッパの多施設共同研究では、VCE の

SBT(n=106)の見落とし率は 18.9％であり、今回の検討の見落とし率(18.8%)と同等だ

った。VCE の見落としは送気が不可能であること、十二指腸や近位空腸の急速な通過

スピードに対応できない２フレーム／秒の定時的な撮影速度が原因と推測される。

VCE の診断率は、通過速度に応じて撮像速度を調整する adaptive frame rate 機能を
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搭載することや画角を広げることで改善されると推測される。本研究の結果より VCE

と CT の検査を組み合わせることで、DBE と同等の高い診断率が得られたことから、

VCE と CT の組み合わせが SBT のスクリーニング方法として推奨される。 

さらに DBE の利点は内視鏡下生検または腫瘍摘除が可能であることであり、本研

究では SBT128 例(92%)で正確な組織学的診断が可能であった。特に、悪性リンパ腫

と転移性小腸癌では、生検で診断が得られれば不必要な手術をせずに化学療法や放射

線療法を行うことも可能となる。日本の 7 施設での DBE 研究グループから、DBE は

GIST を除いたほとんどすべての SBT において組織学的診断が可能であったが、

GIST22 症例においては 9 例(41%)のみが可能であったと報告している。本研究でも

GIST(4/6; 67%)、迷入膵(3/6; 50%)、平滑筋腫(1/2; 50%)といった粘膜下腫瘍は組織学

的診断率が低いことが示された。その理由として、GIST は血流豊富なため生検によ

り大量出血する危険性があり、我々は潰瘍部分から 1 検体のみ生検を行うか、出血源

であることが明らかであれば生検せずに外科切除するようにしていることも挙げられ

る。 

もう一つの DBE の利点は内視鏡的治療である。悪性腫瘍は残念なことに病期の進

んだ状態で発見されており、本研究でも空腸粘膜癌の 1 例を除いて内視鏡治療の適応

はなかった。しかし、手術適応症例であっても術前に点墨等のマーキングをすること

で、開腹ではなく腹腔鏡補助下手術が可能となった。過誤腫、腺腫、脂肪腫等の良性

腫瘍は開腹せずに DBE で摘除できることから、内視鏡治療の良い適応である。 

SBT の予後においては、Cunningham らは 1970 年～1991 年の小腸原発悪性腫瘍

73 例を解析し、生存期間（中央値）が腺癌および悪性リンパ腫は 13 ヵ月、肉腫（GIST）

は 18 ヵ月、カルチノイドは 36 ヵ月と報告している。しかし、最近の分子標的治療薬

や抗体療法の出現により化学療法の成績は改善しており、小腸領域の悪性リンパ腫や

GIST は本研究でも示されたように Cunningham らの報告より予後が改善されている

と思われる。 

 

【結語】 

VCE は侵襲なく全小腸を内視鏡観察できるが、現在の機種では SBT の見落としが

問題であり、SBT のスクリーニングは VCE と CT の組み合わせ検査が推奨されるこ

とが本研究により明らかになった。一方、DBE は組織学的診断、内視鏡治療および術

前のマーキングが可能で小腸腫瘍の治療・予後において有用な検査であることも明ら

かになった。 
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