
緒 言

痔瘻より癌の発生をみることは以前から知られてお

り，痔瘻の約0.1～0.3％に発生すると報告されてい

る1）．しかし，糞瘻より発生した癌の報告はまれであ

る．

今回，膀胱癌術後に糞瘻を生じ，約15年経過した後，

同部位に癌が発生し巨大腹部腫瘤を形成した瘻孔癌の

1例を経験した．根治切除後大腿筋膜張筋筋皮弁によ

る腹壁再建を用いたので報告する．

症 例

患者：68歳，男性

主訴：下腹部腫瘤

家族歴：特記すべきことなし．

既往歴：49歳時，膀胱癌．

現病歴：1974年 8 月頃より血尿に気付く．精査の結

果，移行上皮癌，Grade II と診断され，同年 9月膀胱部

分切除，左尿管新吻合術を施行した．以後，膀胱照射，

アドリアマイシン膀胱内注入を行っていた．1980年 3

月膀胱癌局所再発に対して膀胱全摘，回腸導管造設術

を施行，術後腹腔内膿瘍から S状結腸が穿孔し皮膚と

瘻孔を形成した．以後，瘻孔は閉鎖と再開通を繰り返

していた．1994年11月頃より下腹部腫瘤を自覚．1995

年 1 月23日当院泌尿器科を受診，瘻孔部より細胞診を

行い，腺癌の診断で大腸癌を疑い，1995年 3 月20日当

科紹介となった．
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患者は68歳の男性．主訴は下腹部腫瘤．理学的所見で糞瘻を中心に大きさ200×120mmの弾性硬の

腹部腫瘤を認めた．大腸X線造影検査で S状結腸に壁外性圧排による全周性狭窄を認めた．腹部CT

で不整形腫瘍の内部は不均一であり，ガス像を認めた．腹部MRI では両側総腸骨動静脈，直腸への浸

潤は認めなかった．腫瘍の生検では高分化型腺癌の診断が得られた．以上より，糞瘻から発生した巨

大瘻孔癌の診断でHartmann 手術，腹壁合併切除，恥骨部分切除，両側大腿筋膜張筋筋皮弁で腹壁再

建を施行した．切除標本では腫瘍は瘻孔を中心に存在し，皮膚面と S状結腸との間に瘻孔を認めた．

病理では結腸の粘膜面に原発部位が存在しないことから糞瘻原発の癌と診断された．糞瘻より発生し

た瘻孔癌の報告は自験例を含め 3例とまれで，腹部腫瘤を主訴とし，切除不能例が多く，根治切除で

きた症例は 3例中自験例のみであった．
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Fig. 1 A large mass around the fecal fistula in the

lower abdomen which was markedly exposed over

the skin.

症例報告



入院時現症：身長178cm，体重54kg．眼瞼結膜に貧

血を認めた．下腹部に触診上200×120mmの巨大腫瘍

を認めた．腫瘍の一部は皮膚面に露出しており，その

中心部に糞瘻を認めた（Fig. 1）．

入院時検査所見：白血球数13,500�mm3，ヘモグロ
ビン8.6g�dl と白血球数の増加と貧血を認めた．血清ア
ルブミン値は2.1g�dl と低下し，carcinoembryonic an-
tigen（CEA）は10.8ng�ml と上昇していた．
大腸X線造影検査所見：S状結腸に全周性の壁外

性の圧迫，狭窄を認めたが，粘膜面に異常を認めなかっ

た（Fig. 2）．

大腸内視鏡検査所見：肛門縁より25cmの部位で全

周性の狭窄を認めたが，潰瘍性病変はなく，粘膜面に

軽度浮腫を認めた．

経静脈性尿路造影：軽度の両側水腎症を認めたが，

腫瘍による浸潤，圧排は認めなかった．

Computed tomography（CT）検査所見：下腹部に大

きさ約20cm大の腹壁へ浸潤する腫瘍像が認められ

た．腫瘍の辺縁は不整で，内部の性状は不均一であり，

ガス像を認めた．両側鼠径リンパ節は腫大しており，

Fig. 2 Barium enema showed the obstruction of the

sigmoid colon due to the extraluminal compression

（arrow）．

Fig. 3 The rectum was free from the tumor in the

cross picture of MRI.

Fig. 4 The saggital picture of MRI showed a large ir-

regular tumor around the fistula（arrow）．

Fig. 5 The wide abdominal defect was reconstructed

using tensor fascia lata myocutaneous flap.
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総腸骨動静脈に腫瘍の浸潤を認めなかった．

Magnetic resonance imaging（MRI）検査所見：下腹

部正中に17×11×8cm大の辺縁不整で大きな陥凹を

伴う腫瘍を認めた．腫瘍の後方と腸管との境界は不明

瞭であるが，直腸とは離れていた（Fig. 3，4）．

下腹部腫瘤生検所見：腹壁の腫瘍露出部より生検を

行い，高分化型腺癌の病理診断を得た．

以上より糞瘻より発生した巨大瘻孔癌の診断で1995

年 3 月27日手術を施行した．

手術所見：下腹部腫瘤縁より約2cmの距離を置い

て皮切を加え開腹した．腹水はなく，腹腔内は小腸の

癒着が高度であった．腫瘤は S状結腸，直腸を巻き込

んでいたが，左右総腸骨動静脈への浸潤はなかった．

Hartmann 手術と広範腹壁合併切除，また恥骨にも浸

潤を認めたため，恥骨の一部も合併切除した．広範な

腹壁欠損部に対してはマーレックスメッシュによる補

強と両側大腿筋膜張筋筋皮弁で再建した（Fig. 5，6）．

切除標本肉眼所見：切除標本は250×170×120mm

と巨大で，弾性硬，中心部は壊死に陥り膿瘍を形成，

皮膚面と瘻孔を形成していた．また S状結腸とも瘻孔

を形成していた．しかし直腸，S状結腸の粘膜面には癌

を思わせる所見を認めなかった（Fig. 7）．

切除標本組織学的所見：癌は瘻孔を中心に広範囲に

存在し，明らかに皮膚に露出していた．直腸，S状結腸

の粘膜に原発癌と考えられる所見がないこと，組織型

が腺癌であることから瘻孔癌と診断された（Fig. 8）．

術後経過：術後17日目に皮弁の一部が感染し壊死に

陥り，術後83日目に筋皮弁の再移植を試みたが，皮弁

と腹腔内の癒着がひどく断念し，遊離皮膚移植に終

わった．この際術中に左外腸骨動脈を損傷したため，

人工血管置換を行った．術後101日目に人工血管が感染

し，吻合部より出血し，人工血管除去と外腸骨動脈の

結紮を行った．術後129日目に左下腿全体に膿瘍を形成

し，難治性で敗血症を併発したため，術後151日目に左

下腿切断術を施行した．以後，経過良好で術後211日目

リハビリ目的で他院に転院した．1996年 7 月27日局所

に癌再発を認めなかったものの肝転移で死亡した．

考 察

痔瘻より癌が発生することは1931年 Rosser2）により

肛門管への慢性刺激が悪性変化を生じる可能性のある

ことを指摘して以来，数多くの報告がなされている．

Fig. 6 Schiema of reconstruction. Fig. 7 A：The large resected specimen included the

wide abdominal wall and sigmoid colon.

Tumor was extended around the opening of the fis-

tula（black arrow）．B：The back view of the re-

sected specimen . Black arrow showed internal

opening of the fecal fistula in the sigmoid colon. No

lesion suggesting a primary cancer was detected in

the sigmoid colon.
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Table 1　Characteristics of the fistula cancer arising from fecal fistula

Survival 
time

Histological
diagnosis

Operative procedure
or therapy

Site of 
the fistula

Cause of 
fistula formationChief complaintSexAgeAuthor

5 monthssquamous cell
carcinoma

right colectomy
postoperative radiation

ascending
 colon

abscess of
the kidneyweight lossfemale76McCune

12 monthsmucinous
adenocarcinoma

inoperable
radiationcecumappendicitisabdominal massfemale62Shigematsu

16 monthswell differentiated
adenocarcinoma

Hartmann’ s operation
patial resection of the
abdominal wall and
the pubic bone

sigmoid 
colon

abdominal abscess
after operation of
the urinary bladder

cancer

weight loss
abdominal massmale68Abe

（This case）

痔瘻からの癌化の証明が可能な早期症例の発見は困

難であるため，痔瘻から癌が発生したとみなす

Rosser3）の条件が広く普及している．Rosser3）の臨床的

条件は以下のものである．

�癌が瘻孔形成以前に存在していたという可能性を
否定できるほど十分に長い瘻孔歴があること．

�直腸，肛門内に原発性の癌がないこと．
�痔瘻の出口が肛門陰窩か肛門管にあること．
また Skir4）は瘻孔癌の条件としてもっとも重要なの

は難治性瘻孔が存在する時間であるとしている．つま

りゆっくりと発育する癌が瘻孔形成以前に存在したこ

とを否定できるだけの期間，具体的には瘻孔形成より

約10年以上経過していれば癌は続発性であり，慢性炎

症により引き起こされたと考えてよいとしている．

痔瘻だけでなく難治性瘻孔からの癌化の報告は以前

よりみられ，慢性骨髄炎の瘻孔より癌化した報告5）や毛

巣洞より生じた癌の報告6）などが散見される．糞瘻より

発生した癌の報告もまれであるが報告されている7）8）．

自験例では瘻孔形成から15年経過していること，瘻

孔形成していた S状結腸やさらに口側の大腸の粘膜

面に原発癌病巣がないこと，瘻孔が存在していたと思

われた部分を中心に癌を認めることから糞瘻原発と診

断した．

直腸，肛門を除く大腸との瘻孔より発生した瘻孔癌

の報告は非常にまれで，1930年以降検索しえた範囲で

は 2例の報告があり7）8），自験例を含めた 3例について

示した（Table 1）．この 3例につき臨床病理学的に検討

すると，瘻孔形成から癌発生までの期間は長期にわた

るものが多く，最短で15年，最長で40年であった．主

訴は全例腹部腫瘤であり，体重減少は 3例中 2例に認

めた．瘻孔の開口部位は盲腸が 1例，上行結腸が 1例

で自験例は S状結腸であった．治療については Shige-

matsu ら7）の盲腸との糞瘻から癌が発生した症例では

腫瘍が坐骨に浸潤していたため手術不能と考えられ，

放射線治療を行った．McCune ら8）の上行結腸との糞瘻

から癌が発生した症例では姑息的に右結腸切除だけを

行い，放射線療法を併用した．根治切除ができたもの

は自験例のみであった．組織型については粘液癌が 1

例．扁平上皮癌が 1例，高分化型腺癌が 1例であった．

切除後の転帰については最長生存例でも自験例の術後

1年 4か月であり，予後不良と考えられた．

糞瘻より発生した瘻孔癌は腹壁腫瘤を主訴とするこ

とが多く，早期発見が難しいため壁外性発育をし，広

範に腹壁に進展するため，根治的な切除に際しては腹

壁の再建を必要とする．自験例でも下腹部の大きな欠

Fig. 8 A：Cancer was extended around the sigmoid

colon. B：Histological picture revealed wall differ-

entiated adenocarcinoma.
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損を生じたため，下腹壁再建に大腿筋膜張筋筋皮弁と

マーレックスメッシュを用いた．しかし，術後回腸導

管からの尿漏れと移植筋皮弁の壊死がメッシュの感染

の原因となった．また，人工血管の感染から左下腿膿

瘍，敗血症を生じ，左下腿切断をせざるをえなかった．

その結果，患者は装具を着用し歩行可能とはなったも

のの，術後の quality of life（QOL）を下げた結果とな

り，反省させられた．このような過大侵襲時の異物使

用に際しては，感染に対する細心の注意，予防が重要

であると思われた．
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A Case of a Large Fistula Cancer Associated with Fecal Fistula

Tetsuya Abe, Kaoru Azekura, Kiyoshi Hiramatsu, Masashi Ueno,
Hirotoshi Ohta, Takashi Takahashi, Akio Yanagisawa＊

and Yoh Katoh＊

Department of Surgery and Department of Pathology＊，Cancer Institute Hospital

A 68-year-old man was admitted to our hospital complaining of a large abdominal mass. A firm irregular
mass measuring 200×120 mm was palpated around the opening of a fecal fistula. Barium enema revealed
stenosis of the sigmoid colon due to extramural compression. Abdominal computed tomography showed a
heterogeneous mass containing air. Abdominal magnetic resonance imaging revealed that the rectum and the
bilateral common iliac artery and vein were not involved by the tumor. A biopsy specimen revealed well-
differentiated adenocarcinoma. Finally the tumor was diagnosed as a large fistula cancer associated with a fe-
cal fistula. Hartmann's operation with wide concomitant resection of the abdominal wall and pubic bone was
performed. The large defect of the abdominal wall was repaired with bilateral tensor fascia lata myocutane-
ous flaps. Macroscopically the huge resected specimen had grown around the fistula which communicated
with the sigmoid colon. Histological diagnosis was adenocarcinoma arising in the fecal fistula, because no pri-
mary lesion was found in the sigmoid colon. Cancer originating from a fecal fistula is rare；only three cases in-
cluding this case have been reported in the literature. The chief complaint was a large abdominal mass in the
three patients and curative resection was performed only in our case.
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