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はじ8めに

成人腸重積症は小児の腸重積症に比べて比較的まれ

な疾患であ り,全 腸重積症の約 5～ 10%を しめ,器 質

的原因の明らかなものの多いことが特徴であるll~り.

われわれは最近10年間に 9例 の成人腸重積症を経験

したので,そ の臨床的検討を行い若子の文献的考察を

加えて報告する。

I.自 験例の検討

昭和53年 1月 1日 から昭和62年12月31日までの10年

間に教室で扱った腸重積症は224211である。その うち小

児の症例を除いた15歳以上のいわゆる成人腸重積症は

9例 41%で あった。年齢は16歳から75歳,平 均47歳で

あ り,性 別は男性 6例 ,女 性 3例 と男女比は 2:1で

あった。

9例 の うち 7例 がいわゆる原発性で, 2例 が術後の

腸重積症であった (表 1).

臨床症状 としては,腹 痛が 7例 (77.7%)と 最も多

く,つ いで嘔吐 371j(33.3%)で ,腫 瘤触知,腹 部膨

満,便 秘がそれぞれ 2例 (28.6%)で あった。そのほ

か,下 痢, タール便,食 欲不振,体 重減少などの多彩

な症状が認められた。

発症より当院で治療を開始するまでの経過時間を検

討してみると,24時 間以内のものは 1例 と少なく, 4

日～ 7日 までが 3例 と最も多 く, 1カ 月以上たった症

例も2例 あった。これを原発性のものに限ると2日 以

内のものは 1例 もなかった.ま た,最 長経過時間の症
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表 1 教 室における成人腸重積症症例

例は症例 9の 8カ 月であった,

術前診断はイレウスと診断された症例が 6例 と最も

多 く,腸 重積と診断しえた症例はわずか 2例 にすぎな

かった (表 1).

原発性腸重積症 7例 はすべて何らかの原因となる器

質的病変を有し,結 腸病変が 3例 ,小 腸病変 (空腸 1

例,回 腸 3例 )が 4例 であった。その うち悪性腫瘍は

5例 と多 く,結 腸癌 2例 ,空 腸癌 1例 ,回 腸悪性 リン

パ腫 1例 ,回 腸平滑筋肉腫 1例 と多彩であった。

術後腸重積症は 2例 で, 2例 とも胃切除後でしかも

再建法は Billroth I法であった。

重積型″まc01ocolic type 3例, ileoileal type 3例,

jttundejunal type 2例,1leoileocolic type l例で,

3筒性が8例 と圧倒的に多く5衛性はわずか 1例 (症

例 8)で あった。

また下行性腸重積症が8例 とほとんどをしめしてお

り, きわめてまれである上行性 (逆行性)腸 重積症も

1例 (症例 5)み られた,

治療についてみると,注 腸整復は 1例 もなく全例開
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腹手術を施行してお り, 8例 は腸切除を行い, 1711は

開腹徒手整復であった。悪性疾患が疑われ リンパ節郭

清を行った症pllは54/1で,その うち 1例 は良性であ り,

4例 の悪性症例中 2例 に組織学的に リンパ節転移を認

めた。また症例 7は悪性であったが,す でに遠隔転移

をおこしてお り, リンパ節郭清は行わなかった。

以上の 9症 例の中からきわめてまれである逆行性

(上行性)腸 重積症の 1例 を報告する。

2 . 症 例

患者 i48歳,男 性 (症例 5).

主訴 t腹痛.

既往歴 :20年前,虫 垂切除術。 4年 前,脊 椎分離症

にて手術.

家族歴 :特記すべきものなし.

現病歴 i2日 前より腹痛出現,近 医受診し鎮痛剤の

投与 うけ一時軽快も,再 び腹痛増強し嘔吐を伴 うよう

になり,当 院に紹介入院した。

入院時現症 1体格中等度,栄 養状態良好.顔 貌苦悶

状.眼 険結膜に貧血なし,眼 球結膜に黄染なし。胸部

理学的所見は異常なし.腹 部所見は腹部全体に抵抗,

圧痛著明,腸 雑音減弱あ り。

入院時血液検査 :白血球13,600/1111n3と上昇 してい

たが,そ れ以外は正常であった。

腹部単純 X線 写真 :図 1に示す とおり,上腹部に横

行結腸 と思われる異常ガス像を認め, このガスは腸管

壁に添い,あ たかも腸管が内容であるかのようであっ

図 1 腹 部単純 X線 所見 :上腹部に横行結腸と思わ

れる異常ガス像を認め, このガスは陽管壁に添い,

あたかも揚管が内容であるかのようである。
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た。また,横 隔膜下の遊離ガス像は認められなかった。

以上より,腸 重積が関与しているであろう絞抗性イ

レウスの診断で開腹手術を施行した。

手術所見 :開腹時,横 行結腸 と下行結腸が膨満拡張

しその中に S状 結腸が逆行性に進入 し重積をおこし

ていた(図2).部 分的に整復 したのち,先 進部に腫瘍

を認めたため S状 結腸を切除し端端吻合を行った。

切除標本 iS状 結腸の腸間膜反対側 に2.5×2.0×

2 0cmの 山田HI型のポ リープを認め,粘 膜面は浮腫状

で暗赤色を呈 していた。病理組織所見は広基性で粘膜

が繊毛状に増殖した villous adenomaがみられ,粘 膜

下層は edematousで あり,粘膜内にはところどころに

出血が認められた (図3).

術後はとくに合併症もなく術後23日目に軽快退院し

た。

図 2 開 腹時所見 ;横行結腸と下行結揚が膨満拡張
し,その中にS状結腸が逆行性に進入し重積をおこ
していた。

下行結協



1988年10月

図 3 病 理組織所見 !広基性で粘膜が繊毛状に増殖 し

たvillous adenomaが みられる。(H‐E,× 5)

3 . 考 察

腸閉塞症の うち腸重積症の占める割合は,恩 田ら'

によれば11.3%で,大 半は幼少児における腸重積症で

あ り1歳未満に発症するものが圧倒的に多い6)。当教

室は成人疾患を扱 うことが多く,小 児疾患の割合が比

較的少ないことから,他 施設に比べ成人腸重積症の占

める害」合が41%と 高率であったと考えられる。

成人の腸重積症は手術後に起こるものを除いた原発

性腸重積症 と術後腸重積症に大別され,前 者を狭義の

成人腸重積症とよがことが多いようであるの.

成人腸重積症 の うち術後腸重積症の発生頻度は

Sarrらゆは34.2%,尾崎らりは22.7%と報告している。

誘因 となった術式については Sarrらゆの254/11中癒着

性腸閉塞の術後が10例,腹会陰式直腸切断術後が 3例 ,

左結腸半切除術後が 2例 などで, 冒切除後はわずかに

1例であった。これに対し,本 邦では胃切除後の腸重

積症が圧倒的に多 く, しかもBlllroth II法(結腸前)

に最も多いの～11).自験例では 9 all中2 all(症4/114, 6)

が術後腸重積症であ り, 2症 711とも胃切除後ではあっ

たが,術 式は Blllroth I法であった。
一方,原 発性腸重積症を教室では10年間で 7例経験

した。まず発生年齢に関 しては17歳から75歳の平均

488歳 で,Weilbaecher)の145例の平均年齢50.5歳と

い う報告 とほぼ一致している。男女別では性差はない

といわれるが1ち自験例では男性 5例 ,女性 2471と男性
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に多 くみられた.臨 床症状では腹痛が多 く,経 過は比

較的緩慢であ り,粘 血便を呈 した症lrllはほ とんどな

かった。つぎに,部 位別に分類すると大腸 3421,小腸

3例 ,回 盲部 14/1と本邦諸家の報告11)121に比べると大

腸重積症が多 く,回 盲部重積症が少なかった。

治療については,乳 幼児の場合は特発性が多いので

造P//剤の注腸による非観血的整復もかなり有効な場合

が多いが,成 人は器質的病変を伴い, とくに悪性腫瘍

に起因するものが多いので腸切除術が原貝Jとなってい

るの。また術中の触診で腫瘤を触知するような場合は

整復を行 うことなく重積腸管をそのまま切除し,悪 性

が強 く疑われる場合には全身状態が不良な場合を除き

所属 リンパ節も含めて広範囲に切除するように奨めて

いるの,自験例 74/1では非観血的整復は 1例 もなく,全

例開腹術を行い, しかも全例腸切除を行った.遠 隔転

移をおこしていた l frlを除き,悪 性疾患が疑われた 5

例には リンパ節郭清が行われた。

逆行性 (上行性)腸 重積症は1789年John Hunterに

よって提唱されたが,非 常にまれとされている.ま れ

なひとつの理由として Heinischlゆは日側腸管の内圧

元進 に よる自然緩解 を指摘 してい る。欧米では,

Akehursど。が103例の逆行性陽重積症を集計し報告 し

ている。本邦では1952年に広瀬19が11例の逆行性小腸

重積症を集計してお り, さらに1965年には池尻 ら1いが

あらたに27例を加え合計38例の逆行性小腸重積症を集

計している。また畠山ら1つは胃切除後逆行性腸重積症

の本邦第 6例 目を経験 し,報 告 している。それ以後本

邦の逆行性腸重積症に関し,著者らは 4例 1211ゆ～2いの文

献的報告を検索 しえている。

症状は一般の成人腸重積症と同様に非特異的腸管閉

塞症状が主であ り, また術前検査が制約されることが

多いので術前診断が困難なことが多い。しかし,腹 部

単純 X線 像で逆行性腸重積症のほ うが順行性 よりも

先進部を腫瘤陰影 として認めやすい。その理由は,重

積部よリロ側のガスが外筒 と内筒の間に入 りやす く,

重積腸管の先進部が順行性より腫瘤様陰影 として認め

やすいためである20レ1)。自験例でも上腹部の巨大なガ

ス像のなかに腫瘤様陰影が認められた.治 療について

は一般の成人腸重積症に準ずるが,注 腸整復はまず困

難 と思われるため,ほ とんどすべて手術適応 と考えら

れる。

4 。ま と め

最近10年間の教室で経験 した成人腸重積症 9例 と,

その うちの 1例 としてきわめてまれである逆行性 (上



80(2434)

行性)腸 重積症を報告 した,

文  献

1)Wellbaecher D, Bolin JA, Heam D et ali

lntussusception in aduits.Am J Surg 121:531
--535, 1971

2)Brayton D, NO可 iS WJ: Intussusception in

adults.Am J Surg 88:32-43, 1954

3)Ponka 」 L: Intussusception in infants and

adults.Surg Gyneco1 0bstet 124:99-105, 1967

4)BOnd MR,Robeis」 B: Intussusception in the

adult.Br J Surg 51:818-824, 1964

5)恩 田昌彦,安部 智 ,滝沢隆雄ほか :イ レウスの成

因と成立機序.消 外 5:1523-1530,1982

6)松 村長生,中田昭世,松崎孝世ほか :本邦の40外科

施設における腸重積症の現状.外 科 33:951
--956, 1971

7 ) 坂部 孝 : 成人 揚 重 積 症. 外 科 M o o k  3 5 !

80--85, 1984

8)Sarr MG,Nagomey DM,Mc1lrath DCi POs‐

toperative intussusception in the adult. Arch

Surg l16:144-148, 1981

9)尾 崎行男,牧野正人,池 田正英ほか :術後腸重積症
の検討.外 科診療 24:352-354,1982

10)日 中茂夫,日置正文,野 口員吾ほか :胃切除後腸重

積症一本邦報告154例の統計的観察一.外科 40:

995--999, 1978

11)堀  公 行 :状人腸重積症-6治 験例 と本邦最近10

年間の報告症例の集計を もととして一.外 科

逆行性腸重積症の1例を含む成人腸重積症9例 の検討 日消外会議 21巻  10号

38: 692--698, 1976

12)尾 崎行男,中尾 実 ,前田迪郎 i成人腸重積症の検

1寸. 夕1春斗  39: 1520--1523, 1977

13)Heinisch HM, Tierexpenmentelle erfahrun‐

gen dittr die Entstehung und Spontanlosung der

retrograden DaminvaginatiOn, Zeitschrift f廿

Kinderheilkunde 102: 172--178, 1968

14)Akehurst AC: Retrograde intussusception.Br

J Surg 43 1 207-213, 1955

15)広 瀬輝夫 :ポ リーブ様腺腫による空腸逆行性五筒

状重積症の 1治験例.臨 外 7:405-408,1952

16)池 尻 勝 ,中日嘉則,永井 彰 ほか :成人の小腸逆

行性五筒状重積症の 1例.臨外 20:1287-1289,

1965

17)畠 山陽一
,河田良唯,八倉万之助ほか i成人空腸重

積症 2例 .奈 良医誌 15:395-399,1964

18)細 羽俊男,成 末允勇,向 井晃太ほか iS状 結揚ポ

リーブ癌を先進とした逆行性腸重積症の 1例 .外

呑斗  45 1 749--751, 1983

19)加 藤真史,八尾直志,南 真 司ほか :空腸脂肪腫に

よる成人逆行性腸重積症の 1例.外 科診療 27t

l15--118, 1985

20)安 積靖友,内 藤仲三,福 田 裕 ほか :S状 結腸ポ

リープによる成人逆行性腸重積症の 1例. 日臨外

医会議 47:240-243,1986

21)Strake L: Intussusception in adults. Diagn

lmag 49: 15--22, 1980




