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開腹術後に生じる腸重積症は比較的まれな術後合併

症であり，その中でも胃切除後吻合部空腸重積症は，

極めてまれである．今回，われわれは幽門側胃切除

Roux-en-Y 再建術後，16年を経て肛門側腸管が先進部

となり，Y吻合部へ重積を起こした成人腸重積の 1例

を経験したので，若干の文献的考察を加え報告する．

症 例

症例：41歳，男性

主訴：突然の腹部激痛，悪心，嘔吐

既往歴：25歳時，胃潰瘍にて開腹手術，18歳時，急

性虫垂炎にて虫垂切除術の既往がある．

家族歴：特記すべきことなし．

現病歴：平成 9年 5月15日23時頃より腹痛，悪心が

出現した．翌16日 2時頃より症状が増悪し，嘔吐を繰

り返したため，当院を受診した．

入院時現症：身長165cm，体重55kg，血圧142�86
mmHg，脈拍86�min，体温37.6℃．胸部に異常所見は認
めなかった．上腹部に軽度の膨隆を認め，腸蠕動音は

亢進していた．触診により臍上部に可動性に乏しい，

圧痛を伴う手拳大腫瘤を触知した．腹部全体は硬く，

腹膜刺激症状を認めた．下痢，下血などは認めなかっ

た．

入院時検査成績：血液一般検査では白血球数は

16,900�mm3と増加していたが，生化学的検査では異常
値を認めなかった．

腹部単純X線検査：上腹部に小腸ガスの貯留およ

び腸管の拡張とニボー形成を認めた（Fig. 1）．

腹部CT検査：上腹部正中に拡張した腸管ととも

に，腸管の壁肥厚および拡張した腸管内に，highden-

sity area と lowdensity area の交互に繰り返す，同心

円状の腫瘤陰影を認め，いわゆる超音波検査における

target like sign と同様の所見を認めた．その他の占居

性病変，腹水などは認めなかった（Fig. 2）．

以上により，腸重積症による腸閉塞および腹膜炎の

併発と診断し緊急開腹手術を施行した．

手術所見：開腹時，中等量の暗血性の腹水を認め，

腹膜，腸管はともに著しく癒着していた．癒着剥離術

施行したところ，幽門側胃切除後，Roux-en-Y 吻合によ

る再建術が施行されていた．シェーマのごとくY吻合

部は手拳大に拡張しており，この部分の肛門側腸管が

口側腸管内へ重積していた（Fig. 3, 4）．用手整復を試

みたが不可能であり，小腸部分切除術を施行，再度Y
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吻合にて再建した（Fig. 4）．

切除標本：肛門側腸管はY吻合拡張部に約13cmに

渡って重積しており，重積部小腸は血行障害による壊

死を呈していた．重積の先進部となるような腫瘤，ポ

リープなどの器質的病変は認めなかった（Fig. 5）．

術後経過：術後第25病日に軽快退院した．

考 察

開腹術後の合併症としての腸重積症は極めてまれで

Fig. 1 Abdominal radiogram：Retention of small intestinal gas dilatation of the

small intestinal tract and niveau formation were observed.

Fig. 2 Abdominal computed tomography（CT）：In

the median line of the upper abdomen, dilatation of

the intestinal tract, thickening of the intestinal wall

and a phyma with concentric high-density and low-

density areas were observed.

Fig. 3 Schema：The Y anastomotic site dilated to

fist size. Intussusception of the intestinal tract anal

to this area on the orifice side was noted.
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Table 1　Adult intussusception at the Y anastomotic site following gastrectomy

Relationship of 
doublechannel catheterPostoperativeJejunojejunal

intussuseception
Intussusceptional position
（from Y anastomotic site）DiseaseSexAgeCase

Presentation3 dyasDescent typeanal side 2 ～ 3cmCancerFemale581

No relationshipAbout 10 daysDescent typeanal side 10cmCancerMale772

Post extubation8 dyasDescent typeanal side 10cmCancerFemale373

PresentationAbout 7 daysAscendent typeanal side 10cmCancerMale654

No relationshipAbout 20 daysDescent typeanal side 20cmCancerMale685

No relationshipAbout 16 daysDescent typeanal side 3cmCancerFemale396

Not clear25 daysAscendent typeanal side 8cmCancerFemale487

Not clear14 daysDescent typeanal side 5cmCancerMale618

あり，発生頻度は成人腸重積症の1.2％～4.0％，かつ胃

切除後の患者においては0.07％～2.1％程度である1）．

術後腸重積症の大部分が胃空腸吻合術後に発生し，再

建術式としてはBillroth II 法によるものが多い1）．成

田ら1）の胃切除術後腸重積症の部位別の集計では，243

例中輸出脚120例，輸入脚 2例，Braun 吻合部34例，胃

腸吻合部17例，Roux-en-Y 脚 8 例，小腸重積のみ22例，

その他40例としている．われわれの検索範囲内でもY

吻合部に関与する腸重積症の報告は，過去50年間で 8

例を数えるのみである（Table 1）．これらは田中ら2）の

報告においてRoux-Y 吻合部重積と分類されている

が，これらの文献にみられた 8例の重積 type は，いず

れもがRoux-Y 吻合部付近での小腸―小腸重積であ

り，Roux-Y 脚重積と表現すべきであると思われ，本症

例が真のRoux-Y 吻合部の腸重積であると思われ

る1）～9）．

胃切除後腸重積症は術後 1か月以内に発症する早期

群と，術後数年から20年以上経過したうえで発症する

晩期群とに大別される．術後早期群ではRoux-en-Y

脚や，空腸輸出脚に発生することが多く，術後晩期群

では，胃空腸吻合部や，Braun 吻合に発生するものが

多いとされているが，自験例は，Y吻合部の重積が術

後晩期に発生している1）10）～13）．

成人腸重積症の原因としては腸管粘膜の器質的疾患

に起因するものが多く，病変部が腸管の蠕動運動を亢

進させ，肛門側の弛緩した腸管内に陥入することによ

り形成されるが，胃切除後の腸重積症では腸管の器質

的疾患を認めることはまれであり，腸管の痙攣，蠍動

異常，過酸，自律神経異常などの機能的因子，吻合部

の過大，輸出脚の過度の可動性と過長，空腸間膜の短

縮などの機械的因子などが推測されている1）2）7）．

自験例においては開腹時の所見より，著明な腸管お

よび腸間膜の癒着を認めており，腸管の痙攣，蠕動異

常などの機能的因子が原因となり，逆蠕動を引き起こ

Fig. 4 Intraoperative photograph：Intussusception

of the intestinal tract anal to the dilated Y anasto-

motic site was noted.

Fig. 5 Resected specimen：Intussusception of the

intestinal tract anal to the dilated Y anastomotic

site measured approximately 13 cm. The intussus-

ceptive site in the small intestine showed necrosis

related to circulatory disorder.
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し，Y吻合口へ篏入したものと推測される．

成人腸重積の診断方法は，腹部超音波検査，腹部CT

検査，上部消化管造影検査，内視鏡検査などが有用で

あるが14）15），自験例において腹部CT検査で拡張した

腸管内に，highdensity area と lowdensity area の交互

に繰り返す，同心円状の腫瘤陰影を認め，いわゆる超

音波検査における target like sign16）と同様の所見を認

めたこと，さらに同部の口側腸管の拡張，肛門側腸管

内容の虚脱などにより，術前に腸重積に伴う腸閉塞症

と診断した．

胃切除後腸重積症の治療については，一般的な成人

腸重積症の治療と同様，多くは開腹術が施行されてい

る．循環障害が認められなければ，ハッチンソン手技

にて整復し，整復不可能な場合は腸管切除術施行が必

要となる．再発防止として術中，輸出脚の固定や吻合

部の縫縮などが必要である1）11）．

自験例では重積を用手整復することができず，腸管

の血行障害も認めたため，小腸部分切除施行し，再度

Y吻合にて再建した．

本論文の要旨は第766回外科集談会において発表した．

稿を終えるにあたり，ご指導，ご助言いただきました掛川

市立総合病院外科成田 洋先生に深謝致します．
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A Case of Adult Intussusception in Whom Intussusception of the Intestinal Tract
Developed Anal to the Y Anastomotic Site after Gastrectomy

Gonta Okumura, Hideaki Kaneko Toshiya Maeda, Ricca Fukuda,
Yukari Yabuki, Atsusi Abiko Terufumi Yoshioka, Naoki Nibutani,

Kyouzi Yamada and Mitsuhiko Iwasaki
2nd Depertment of Surgery St, Marianna University, School of Medicine

A 41-year-old man at the age of 25 years, underwent gastrectomy of the pylorus for gastric ulcer. The pa-
tient consulted our hospital for sudden-onset of intense abdominal pain, nausea and vomiting at night. During
initial consultation, biochemical blood test revealed no abnormalities other than an increase in the leukocyte
count. However, abdominal radiography disclosed an ilues. Furthermore, abdominal computed tomography
（CT）demonstrated intussusception. Irritative peritoneal symptoms develped, and the patient was emer-
gently admitted to our hospital, and surgery was immediately performed. During laparotomy, a moderate vol-
ume of bloody ascites was observed. Roux-en-Y reconstruction had been performed following gastrectomy of
the pylorus. Intussusception of the jejunum, anal to the Y anastomotic site, was detected. The involved area
measured approximatery 13 cm, and manual reduction was difficult, however partial resection of the small in-
testine was performed. No abnormal findings were found on the intestinal mucosa, such as polyp that might
have formed the end of the intussusception. Adult intussusception at the Y anastomotic site following gastrec-
tomy, as observed in the present case, is extremely rare. We report this patient with reference to the litera-
ture.

Reprint requests：Gonta Okumura 2nd Depertment of Surgery, St, Marianna University, School of Medi-
cine
2―16―1 Sugao, Miyamae-ku Kawasaki, 216―8511 JAPAN

１９９９年９月 81（2277）


