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高度直腸狭窄をきたした直腸憩室症の 1例

県立広島病院第 1外科

石川 哲 大  大 石 幸 一  大 城 望 史

木村 ま り  角 舎 学 行  板 本 敏 行

日中 一 誠  山 本 泰 次  大 城 久 司

症例は65歳の男性で,主 訴は腹部膨満感.直 腸鏡検査で腫瘍性病変 と高度の狭窄がみられた.生 検

病理では悪性像はなかったが,直 腸癌 として腹会陰式直腸切断術 (Miles手術)を施行 した。8cm大 ,

弾性硬の腫瘤を認め,直 腸は著明に狭窄し周囲臓器へ強国に癒着していた。摘出標本病理では悪性所

見なく,直 腸の急性,慢 性憩室炎と診断された。術後経過良好で,24日 目で退院した。

他の結腸憩室症に比べて直腸のものはまれであり,臨 床症状を有する症例の報告は本邦では自験例

を含めて15例のみであった。これらのうち9症 例に対して Miles手術 3例 ,Hartmann手 術 3例 ,低

位前方切除術 1例 ,pull‐through法 1例 ,骨盤内臓全摘術 1例 が施行された。術式はやや過大侵襲かと

思えるが,骨 盤腔内に炎症性腫瘤を形成 し,著 明な狭窄を伴うものは術前診断,特 に癌 との鑑別は難

しく,病 変部の切除にも難渋する疾患である。
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はじめに

消化管憩室症のうち直腸に発生する憩室はまれとさ

れ,本 邦では21471の報告をみるのみである.わ れわれ

は高度の直腸狭窄をきたし腫瘍を疑って腹会陰式直腸

切断術を施行 したが,病 理組織学的に直腸憩室症 と診

断された 1例 を経験 した。この 1例 について若干の文

献的考察を加えて報告する。

症  例

患者 :65歳,男 性

主訴 :腹部膨満感

家族歴 :特記すべきことなし,

既往歴 :27歳,椎 間板ヘルニア.50歳 ,胆 石症にて

胆摘術.

現病歴 :3年 前から排便時に肛門部不快感があり,

近医にて内痔核 として加療中であった.発 熱や疼痛は

ないものの症状軽快せぬため,平 成 7年 8月 他医受診

し,直 腸診で弾性硬の腫瘤を指摘され当院へ紹介,亜

イレウス状態もあることから直ちに入院となった。

入院時現症 :栄養状態は良好,貧 血なし.腹 部は軟,

軽度膨隆あり.発 熱なし.

入院時検査成績 :血液生化学的検査ではWBCは
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7,800で自血球分画に異常所見な く,CRPは 陰性であ

り,そ の他の検査所見にも異常を認めなかった。便潜

血反応は陽性であつた。CEAは 5.Ong/mlで あつた。

注腸 X線 検査 :平成 6年 4月 (今回入院の 1年 4か

月前)に他医で施行 した注腸 X線 検査では,直 腸下部

に約8cmに わた り高度狭窄を認め,少 量の造影剤が壁

外に漏出した像 もみられた (Fig。1)。当時は排便に支

障なく,こ れ以上の精査は施行されず,腸 管の狭窄所

見のみで原因病変の診断には言及されていない。

直腸内視鏡検査 :肛 門縁 より8cmの 直腸 に全周性

の腫瘤を認め,フ ァイバー通過は不能であった (Fig.

2).所 見上は直腸腫瘍 と判断されたが,同 部からの生

検結果はGrOup IIであった。

骨盤部 CT検 査 :肛門部に近接 して4×3cm大 の腫

瘤を認め,造 影剤によって辺縁が輪状に陰影増強され

た。その口側の直腸壁は著明に肥厚しており,連 続す

る病変 と考えられ直腸腫瘍 と診断された。この腫瘤は

前立腺や外肛門括約筋,肛 門挙筋に接しており,腫 瘍

浸潤 として矛盾 しない所見であつたが,周 囲のリンパ

節腫大は認めなかった (Fig.3).

術前検査をまとめると,直 腸内視鏡検査では直腸粘

膜の生検結果に悪性所見は出なかったものの,高 度狭

窄をきたす全周性の腫瘤の診断は直腸腫瘍が最 も考え

られた。骨盤部 CT検 査でも同様に進行期直腸腫瘍 と
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Fig. l  Barium enema  shOwred marked

stenosis and the transudation Of cOntrast

(April,1994)
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Fig, 3  Pelvic CT demOnstrated the rectal tumor

(arrOHF,4× 3cm in size)、 vith ring‐shaped enhan‐

cement

Fig. 4 Resected specimen. Rectal canal was

almost obstructed by the tumor in the length of 8
cm. Rectal mucosa was normal in macroscopic

findings.

は勝眺に,右 方は骨盤内側壁に,ま た後方は仙骨前面

に強国に癒着しており,壁 外進展の著明な進行期直腸

腫瘍 と考えられた。このような病変の状況 と術前に亜

イレウス状態であったことから,直 腸 と仙骨前面の間

を鋭的に切離して腹会陰式直腸切断術を施行 した,摘

出標本では,腫 瘤は直腸右側を中心に位置し,骨 盤右

壁 と仙骨前面の方向に広がってお り,直 腸内腔は8cm

にわたってほとんど閉鎖 していた.腫 瘤圧側端から肛

門縁までの距離 (AW)は 4 5cmで あった (Fig。4).

割面像で筋層を貫 く憩室を認め,そ の装膜側には炎症

性の肉芽形成がみられた (Fig.5).

病理組織学的所見 :摘 出標本の憩室部の Masson_

T拭chrOm染 色のルーペ像では,赤 く染まった固有筋

層を貫いて憩室内面を覆う粘膜の陥入を認め,漿 膜側

rectal

media

Fig. 2 Proctoscopic examination showed tumor.
ous lesion and severe stenosis of the rectum.

判断された。

手術所見 :開腹所見では腹水はなく,肝 臓にも異常

はなかった。手拳大,弾 性硬の腫瘤を腹膜翻転部から

骨盤底部にかけて触知し,剣 離操作を進めたが,前 方
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7,179例に施行 した注腸検査中,大 腸全体の憩室は697

例 (97%),直 腸憩室は4例 (0.06%)で あったとし,

Walstedら 2)は4,854例中の大腸憩室は192例 (40%),

直腸憩室は4例 (008%),ま た古藤 らゆは13,860例中

3例 (0.02%)に 直腸憩室を認めたとしている。直腸

に憩室が発生 しにくい理由として,骨 盤底部では会陰

筋などの周囲組織が直腸壁を保護するように取 り巻い

ていること,腸 管の嬬動運動が著明でないこと,壁 が

比較的脆弱 となる腹膜垂が存在 しないことなどが挙げ

られている2ン).本邦における直腸憩室の報告例は,わ

れわれの検索では自験例 を含めて21例Dり5た19のみで

あり,6例 は注腸 X線 検査により偶然発見された症状

軽微のものであった。臨床症状を有するものとしては

15例が報告されてお り,その平均年齢は59.5歳(8～ 87

歳),男 性11例,女 性 4例 であった(Table l)。これら

のうち, 6例 には保存的治療 (内視鏡的止血や血管塞

栓術を含む)が 行われたが,他 の 9例 は外科的処置が

行われた。外科的処置を要した 9例 は,下 血,膿 瘍形

成,穿 孔性腹膜炎,狭 窄などの症状,病 像を呈 してお

り,急 性および慢性炎症によって保存的には治療困難

な病態に至ったものと思われた,下 血が主症状であっ

たものは2例 (症例 1, 6)で ,症 例 1に は低位前方

切除術が施行され,胃 膵組織を含む潰場合併の 8歳 男

Fig. 5 The fixed cross section of resected speci-
men showed diverticulum of the rectum penetrat.
ing through the muscle layer (arrorv).

では憩室周囲に強い繊維化をともなう像がみ られた

(Fig.6a).憩 室部粘膜の HE染 色の弱拡大像では過

形成所見のみで悪性像は指摘されなかった(Fig.6b).

考  察

大腸憩室症のうち他部位に比較して直陽に発生する

ものはまれとされているが,注腸 X線 検査を行った症

例中の頻度 としては次のような報告がある。関 ら】)は

FiS. 6 Histological findings of rectal diverticulum.
a. The mucosa of rectal diverticulosis penetrated through the proper muscle
layer, Masson-Trichrom's staining, x4. b. Hyperplasia was observed in the
mucosa of rectal diverticulum with no malignancy, hematoxyllin eosin stain-
ing, x 100.
a l b
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Table l  15 cases of rectal diverticulosis with clinical symptoms reported in Japan

Case year age, Sex chief complaints qual i ty  of  d ivert iculum treatment
pre-ope.

diagnosis
1 48, fernale melena single low anterior resection

2 44, n■ale anal pain, melena
黙皆と:阜

dVeltlc耐j軌 conservative

3 63, n■ale abd.  pa in ,  me lena single,  d ivert icul i t is Hartmann's ope.
4 1982 46i l■lale melena diverticulitis Miles' ope.

5 87,male abd. pain, appetite loss single conservative

6 8, male melena ulcer formation resection, pull-through

7 69, female abd. discomfort single conservative

8 71, n■ale pain multiple, diverticulitis,
stenosis

Hartmann's ope,

81, felllale melena multiple conservative

82,female melena s ing le embolization and
l igat ion of  ar tery

11 63,l■lale abd.  pa in ,  me lena
:瑠盈Fに

ropeforおO軋 Hartmann's ope.

12 1990 34,male anal  pain,  melena mult ip le,  d ivert icul i t is ,
stenosis. abscess

Miles' ope

83,Inale melena, constipation multiple, ulcer formation endoscopic hemostasis

1 4 48, nlale hematurla perforation, stenosis
abscess

total pelvic exenteration

65,lllale abd. full sensation single, stenosis Miles' ope.

児の症例 6に は病変部切除を伴 うpull‐thrOugh術 式

が施行された。下血に微細穿孔,膿 瘍形成などを合併

した 3例 (症例 3, 4,11)で は Hartmann手 術が 2

例,Miles手 術が 1例施行されてお り,病変部の局所切

除には難渋 した結果の術式選択であった と推測 され

る。

これらのほか,直 腸の狭窄症状を呈 して手術を余儀

なくされたものが自験例を含めて 4症 例 (症例 8,12,

14,15)み られた。この型の直腸憩室は,壁 外に形成

された膿瘍の器質化により腫瘤を形成 して直腸狭窄を

生 じたものと考えられる。自験例では平成 6年 4月 に

他院で施行 した注腸 X線 検査で直腸下部に高度狭窄

が認められ,こ の時点で憩室炎の直腸周囲への波及や

腫瘤形成が起 こりつつあったことが示唆される。腫瘤

形成型の直腸憩室は直腸腫瘍 との鑑別が困難であり,

外科的切除によって病理診断を得る以外には術前診断

は難 しい13)が
,今 回集計 した狭窄を呈 した腫瘤形成型

の直腸憩室 4例 では全症例 とも術前には確定診断はな

されておらず,腫 瘍によるイレウス症状 と判断して手

術に臨んでいた。自験例では術中においても進行期の

直腸腫瘍以外の診断を考慮 しておらず,骨 盤右壁,仙

骨への腫瘍国着部では可及的切除 として Mlles手 術

による直腸切断術を施行 した。摘出標本においては下

部直腸に手拳大 (約8cm径 )の 腫瘤がみられ高度の腸

管狭窄を呈 していたが,肉 眼的に粘膜面は正常 と思わ

れ,割 面像や病理組織像で直腸憩室炎による病像 と診

断された。

狭窄をきたすほどの直腸憩室炎の長期的進行に関し

ては,憩 室粘膜の破綻を招いた炎症が,直 腸の周囲組

織が遊離腔でないため外膜に沿って徐々に進行 して腫

瘤を形成するもの1的と考えられている。この型の直腸

憩室に対する切除術式は,症例 8が Hartmann手 術,

症例12が Miles手術,症 例14が骨盤内臓全摘術,自 験

例が Miles手術を施行 してお り,骨 盤底部に拡がる高

度の炎症病変の切除がいずれも困難であったことが窺

われる。

自験例の術後経過は順調で,人 工肛門自己管理の訓

練の後,術 後25日目に退院 した。術前経過に関しては,

肛門部不快感,腹 部膨満感などの症状を有する疾患の

鑑別診断として直腸憩室症を考慮すべきであったと考
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えられた。 しか しなが ら,直 腸憩室症で腫瘤形成,直

腸狭窄 に至った状態では術前診断が非常 に困難 であ

り,術 前に悪性所見を否定 して も,病 変部の切除は侵

襲の大 きい術式によらなければ難 しい病態である。

本稿を終えるにあたり,本 症例の病理組織学的検査にお

いてご尽力,ま た適切なご助言をいただいた県立広島病院

病理の福原敏行先生に深謝致します。
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A Case Report of Rectal Diverticulosis with Severe Rectal Stenosis

Tetsuo Ishikawa, Kouichi Ohishi, Takafumi Ohshiro, Mari Kimura,
Takayuki Kadoya, Toshiyuki Itamoto, Issei Tanaka,

Taiji Yamamoto and Hisashi Ohshiro
The First Department of Surgery, Hiroshima Prefectural Hospital

We report a case of rectal diverticulosis accompanied by severe rectal stenosis. A 65-year-o1d male
patient complained of a sensation of abdominal fullness. Upon proctoscopic examination, a tumorous
lesion and severe stenosis were recognized in the rectum. Although pathological examination of the tissue
biopsy specimen showed no malignancy, the condition of this lesion was recognized as being consistent
with a rectal carcinoma. Thus abdominoperineal resection of the rectum (Miles' operation) was perfor-

med. The elastic hard tumor was approximately 8 cm in length, producing remarkable stenosis and
extensive attachment to other pelvic structures. Pathological examination of the specimen revealed acute
and chronic diverticulitis of the rectum with no malignancy. The post-operative course was uneventful
and the patient was discharged 24 days after the operation. Compared to other forms of colonic diver-
ticulosis, there are few reports in the literature regarding rectal involvement and only 15 cases, including
our case, with pertinent clinical symptoms have been reported in Japan. Among these 15, 9 cases
underwent relatively aggressive surgical treatment against the rectal lesions, as follows: 3 cases of Miles'
operation, 3 of single barrelled colostomy (Hartmann's operation), 1 of low anterior resection, 1 using the
pull-through method and I of total pelvic exenteration. Concerning rectal diverticulosis, accurate pre-
operative diagnosis may be difficult when an inflammatory mass in the lower pelvic cavity and severe
rectal stenosis have developed, especially in the terms of the differential diagnosis from rectal carcinoma.

Reprint requests: Tetsuo Ishikawa Department of Surgery, Matsuyama Red Cross Hospital
1 Bunkyou-Machi, Matsuyama, 790 JAPAN




