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結腸癌に起因する腸重積症の2例

大阪市立大学医学部第 1外科

山下 好 人  大 平 雅 一  川 添 義 行

池原 照 幸  奥 野 匡 宥  曽 和 融 生

腸重積を呈した大腸癌の2例を報告し,文 献的考察を加えた。症例 1は22歳,女 性.主 訴は腹痛,

下血.腹 部超音波および注腸検査にて右側横行結腸部に腸重積を認め,非 観血的に整復.再 度施行し

たと腸検査,大 腸内視鏡検査にて盲腸に腫瘤形成型の癌腫を認め,根 治手術を施行した.症 例 2は75

歳,男 性.主 訴は下血.注 腸検査にて腫瘤形成型のS状 結腸癌と診断.そ の後に腹痛が出現し,大 腸

内視鏡検査にて癌による腸重積を認め,整 復せずに根治手術を施行した。自験例を含めた1981～1990

年までの本邦報告37例と同時期の当科での切除単発結腸癌症例259例を比較検討した。腸重積を呈した

結腸癌37例の検討では発生部位はS状 結腸に51.4%と最も多く,次 いで盲腸癌が32,4%を占めた。ま

た腫瘤径は腸重積の発生要因とはならず,壁 深達度では早期癌で比較的,腸 重積を起こしやすく,肉

眼型別では限局型腫瘤が腸重積を呈しやすかった.
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緒  言

成人の腸重積症は比較的まれな疾患である。1958年

Sanderら つの1,252症例の集計ならびに1976年堀 らり

の181症例の集計によると成人腸重積症は小児例 と異

な り器質的疾患,特 に腫瘍によるものが多 く,大 腸腫

瘍による腸重積症では約70%が 悪性であるといわれ

る。この悪性腫瘍による腸重積症は,治 療の上からも

他の腸重積症 と区別する必要があると考えられるが,

結腸癌による腸重積症に関する統計論文は余 り多 くな

い。そこで今回,結 腸癌に起因する腸重積症の 2例 を

経験 したので報告 し,最 近10年間の本邦報告例の集計

ならびに同時期の当科における切除単発結腸癌259症

例 との比較検討を行った。

症  例

症例 1:22歳 ,女 性

主訴 :腹痛

現病歴 :1990年3月 頃から食事ならび体動には関係

のない腹痛が時々,出 現するようになり,下 血,嘔 気,

嘔吐も出現するようになったため, 4月 11日当院を受

診した,

入院時現症 :栄養状態良好.踏 部に手掌大,弾 性硬,

表面平滑,移 動性良好な腫瘤を触知した。

<1992年 3月 11日受理>別 刷請求先 :山下 好 人

〒545 大 阪市阿倍野区旭町 1-5-7 大 阪市立大

学医学部第 1外科

検査成績 :便溶血反応陽性.RBC 460× 104/mm3,

Ht 30.5%,Hb 9.4g/dl,WBC 4,700/mm3,PLT

44.5X104/mm3と 軽度の小球性貧血を認めた。腫瘍

マーカーおよび他の血液検査,尿 検査に異常は認めな

かった。

腹部超音波検査 !右上腹部～踏部にかけて可動性の

ある腫瘤エコー像を認め,直 径4～5cmの 層状構造い

わゆる
“
target‐like sign"を皇 し,腸 重積が疑われた

(Fig. 1).

注腸検査 :横行結腸中央部でカニ鉄状の陰影欠損を

認め (Fig。2A), この陰影欠損は検査中に上行結腸ま

で移動 したが,そ れよリロ側は造影されなかった。そ

Fig. l Ultrasonographic exaHlination showing
`target‐

like sign'.
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Fig. 3 Gross specimen showing the type 1 cancer
(3 .5  x  3 .0cm) .

注腸検査 :S状 結腸に6cm大 の隆起性病変を認め,

それよリロ側は造影されなかった (Fig。4).

入院 7日 日頃より下腹部痛が出現した。

腹部 computed tomography(CT)検 査 :中心部に

ガス像を伴い,層 状構造を示す腫瘤陰影がS状 結腸の

位置に存在し,腸 重積を疑った (Fig.5).

大腸内視鏡検査 :肛門より10cmに て 1型 の腫瘤が

認められたが,フ ァイパーを進めると腫瘤はS状 結腸

まで移動し,腸 重積を起こしていると考えられた。内

視鏡下の生検では高分化腺癌と診断された。

以上より腸重積を呈したS状 結腸癌と診断し,2月

2日,手 術を施行した。

手術所見 iS状 結腸が腫瘍を先端として肛門側へ重

積していた。重積の整復は行わずにS状 結腸切除,R2

Fig. 2 Barium enema showing obstruction at the transverse colon. Claws-like
shadow was seen at the edge of obstruction (left). Following barium enema
showing a tumor in the caecum (right).

の後,腹 痛は消失し,腹 部腫瘤 も触知しなくなったた

め,再 度,注 腸検査を施行し,盲 腸に隆起性病変を認

めた (Fig。2B).

大腸内視鏡検査 :盲腸に約3cmの 1型 腫瘤を認め,

表面は結節状でもろく,演 瘍は伴っていなかった。内

視鏡下の生検では高分化腺癌 と診断された。

以上より,腸 重積を呈した盲腸癌 と診断し, 5月 29

日,手 術を施行した。

手術所見 :盲腸外側～間膜反対側に腫嬉を認め,移

動盲腸を合併していた.右半結腸切除ならびに R2リ ン

パ節郭清術を施行 した。大腸癌取扱い規約めに準ずる

と,ScPoHoM(一 )N(一 )で あった。

摘出標本 :盲腸に3.5×3.Ocm大 の 1型 の癌腫を認

めた (馳 .8).

組織学的所見 :高分化腺癌で壁深達度は pm.リ ン

パ節転移は認められなかった。

術後経過 :経過良好で,術 後 1年 4か 月の現在,再

発を認めていない。

症例 2:75歳 ,男 性

主訴 :血便

現病歴 :1989年夏頃より腹痛を伴わない下血が出現

するようになり,1990年 1月 19日入院 となった。

検査成績 :便潜血反応陽性.RBC 393× 104/nlm3,

Ht 30.4%,Hb 9.9g/dl,WBC 5,700/mme,PLT

33.5X104/mn3と軽度の小球性貧血を認めた。腫易

マーカーおよび他の血液検査,尿 検査に異常は認めな

かった。
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ng. 4  Bariuln enema Sho、 ving ObstructiOn at the

siと11lold c010n and a tumor(6cm in diameter)at

the edge of obstruction

Fig. 5 CT scan showing a mass with a layer and
central gas at the sigmoid colon.

Fig. 6 Gross specimen showing
( 5 . 2 x 4 . 4 c m ) .

the type I cancer

のリンパ節郭清術を施行した。大腸癌取扱い規約に準

ずると,S2POHoM(― )Nl(十 )で あった。

摘出標本 :腫瘍は5.2×4.4cm大 で 1型 の癌腫で

あった (Fig.6).
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組織学的所見 :粘液産生傾向の強い腺癌で衆膜を超

える浸潤を示し, 1群 の リンパ節 (No.241)に 転移を

認めた。

術後経過 i経過は良好で,術 後 1年 7か 月の現在,

再発は認めていない。

本邦集計例

1981年1月 ～1990年12月の医学中央雑誌および学会

誌から調べえた腸重積を塁した結腸癌症例35例に今回

報告 した 2例 を加え,当 科で同時期に切除された単発

結腸癌259例とその臨床像を比較検討した。

1)発 生頻度 i当科の結腸癌における腸重積の発生

頻度は0.8%(2/259)で あった。

2)発 生部位 :当科で切除された結腸癌の51.4%は

S状 結腸癌で,上行結腸癌がこれに次いでおり,盲腸癌

は8.5%と 少なかった。一方,腸 重積を呈した結腸癌の

発生部位 は S状 結腸 が51.4%と 最 も多 く,盲 腸 が

32.4%と これに次いで多 く, この 2つ の部位で83.8%

を占めた (Table l).

3)腫 瘤径 :腸重積を呈 した結腸癌の腫瘤径をlcm

ごとに分け,発 生頻度 との関係を検討したが,そ の 2

者に相関は認めなかった。

Table 1 Location of the colon cancers associated
with intussusception

37 colon cancers associated with intussusception

A lli       S

514%

|

V : appendix C: caecum A: ascending colon
T: transverse colon D: descending colon S: sigmoid colon

Table 2 Invasion depth of the colon cancers as-
sociated with intussusception

37colon cancers associated with intussusceDtion

糎 C A T D S TOTAL %

0 0 0 0 1 5 6

0 0 0 0 0 3 3

pm 0 4 0 0 0 4 8

0 4 1 1 0 2

1 1 2 0 0

0 1 0 0 1

unKnown

V: appendix C: caecum A: ascending colon
T: transverse colon D: descending colon S: sigmoid colon

/ ｀ヽ 、
T    D

2 7 %  2 7 %
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Table 3 Tumor type of the colon cascers associat-

ed with intussusception

37colon cancers associated with intussusception

V tappendix C icaecum A:ascending colon

T t transverse coton D i descending coすon S i stOmold colon

4)壁 深達 度 :当 科 の結 腸 癌 で は壁 深 達 度 sが

699%を 占め,早 期癌の書」合は9.6%で あるのに対し,

腸重積を呈 した結腸癌では早期癌が28.2%を 占めた

(Table 2).

5)肉 限型 :当科の結腸癌では,2型 が52.5%と 最も

多 く,3型 が30.1%と これに次ぎ,1型 は3.1%を 占め

るに過ぎなかった。腸重積を呈 した結腸癌では 1型 が

34.3%を 占め, 2型 , 0型 を含めた限局型腫瘍が,

94.3%を 占めた (Table 3).

考  察

成人腸重積症は比較的まれな疾患で,全 腸重積の

6%前 後を占めるにすぎない。。。また,乳 幼児期に多

くみられる,い わゆる特発性の腸重積に比べ,器 質的

要因に基づ くものが,約 90%を 占めるといわれ,な か

でも腫瘤によるものが多いと報告されている.そ こで

今回,本 邦における腸重積を呈 した結腸癌37例を集計

し,当科での切除単発結腸癌259例とその臨床像を比較

検討した。発生部位の検討では,当 科で切除された結

腸癌の約半数は S状 結腸癌であ り,盲 腸癌は8.5%と

少なかったのに対 し,腸 重積を呈した結腸癌の発生部

位は S状 結腸が51.4%で ,結 腸癌全体からみれば頻度

の少ない盲腸癌が32.4%と これに次いで多かった.こ

のことから腸重積は S状 結腸癌,盲 腸癌に併発 しやす

く,そ の原因として腸管の移動性が大きいこといと,さ

らに盲腸においては,そ の形状が盲端 となっており,

この部位に腫瘤を形成した場合,腫 瘤が先進部 となり

重積をおこしやすいことが考えられる。壁深達度の検

討では,当科の結腸癌における早期癌の占める割合は,

9,6%と 少ないのに対し,腸重積を皇した結腸癌では早

期癌が28.2%を 占め,早 期癌の方が比較的,腸 重積を

結腸癌に起因する腸重積症の2例 日消外会誌 25巻  7号

起こしやすいと考えられ,他 の報告でも,早 期癌のほ

うが癒着,浸 潤などがなく重積を生じやすいと推測さ

れているの0.た だ,周 囲組織への癒着,浸 潤がなけれ

ば,進行癌においても腸重積併発例は多 くり,壁深達度

が主たる発生要因とは考えにくい。肉眼型の検討では,

当科の結腸癌 は 2型 が52.5%と 最 も多 く,3型 が

30.1%と これに次 ぎ, 1型 は3.1%に 過 ぎないのに対

し,腸 重積を呈した結腸癌では 1型が343%と 最も多

く,これに限局型である2型 ,0型 を合わせると94.3%

を占めた。以上より,腸 重積の発生要因としては癌の

発生部位ならびにその形態が重要であ り,盲 腸または

S状 結腸の内腔に突出するような限局性腫瘤で周囲組

織に癒着,浸 潤がないものに腸重積が併発しやすいと

考えられる。

結腸癌に起因する腸重積の診断については,今 回の

集計中67.6%(25/37)が消化管透視または大腸内視鏡

検査によって診断されているが,CTま たは超音波検

査によっても診断は可能 とされているり。今回の集計

で,CT検 査で診断されたのは 2例 (5.4%),超 音波検

査で診断されたのは5例 (13.5%)と少なかったが, こ

れは腸重積症が下血を主訴とすることが多いために消

化管透視や大陽内視鏡検査が超音波または CT検 査に

先だって施行されていることが原因の 1つ と考えられ

る.超 音波検査や CT検 査は自験例においても明瞭な

腸重積像が得 られ,そ の診断は容易であり,侵 襲が少

なく,容 易に行える検査 として腸重積症の早急なる診

断に役立つものと考えられる。
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Two Cases of Intussusception Caused by Colon Cancers

Yoshito Yamashita, Masaichi Ohira, Yoshiyuki Kawazoe, Teruyuki Ikehara,
Masahiro Okuno and Michio Sowa

First Department of Surgery, Osaka City University Medical School

Two cases of intussusception causd by colon cancer are reported with a review of the literature. In case 1 the
patient was a zz-yearold woman with abdominal pain and melena. An ultrasonography and a barium enema
revealed an intussusception into the right transverse colon and it was reduced by the barium enema. The following
barium enema and colonoscopy revealed that the intussusception was caused by type 1 carcinoma of the caecum,
and a curative operation was performed. In case 2 the patient was a 75-year-old man with melena. A barium enema
revealed type 1 sigmoid cancer. A colonoscopy after aMominal pain revealed an intussusception caused by the
cancer. Intraoperatively, without reduction, a curative operation was performed. \ile compared 37 cases so far
reported inJapan, including our 2 cases, with294 cases of colon cancers which were resected in our surgical
department. The main sites of the intussuscepted cancer were the sigmoid colon (51.4%) and the caecum (32.4%).
The tumor size was not related to the frequency of intussusception, and it was relatively easy for early cancers to
intussuscept. Almost all the colon cancers associated with intussusception (93.1%) were of the non-infiltrating type.
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