
緒 言

虫垂は外科臨床の中で取り扱われる頻度の高い臓器

の 1つであるが，ほとんどが急性虫垂炎とその合併症

である．合併症としてはほかの消化管と同様に腫瘍や

重積などがまれに存在する．今回，我々は回盲部の重

積を伴わず，虫垂のみが盲腸内に重積する原発性虫垂

重積症を経験したので，若干の文献的考察を加えて報

告する．

症 例

症例：57歳，女性

主訴：右下腹部腹瘤

家族歴：特記すべきことなし．

既往歴：特記すべきことなし．

現病歴：平成 9年11月初めより右下腹部に腫瘤を自

覚し近医受診．精査目的にて当院紹介となった．

入院時現症：右下腹部に軽度圧痛を認めたが腫瘤は

触知しなかった．

血液生化学検査所見：異常所見は認められなかっ

た．

腹部超音波検査所見：右下腹部の横走査で target-

like appearance を認めた（Fig. 1）．

腹部造影CT検査所見：回盲部付近に層状構造を認

めた（Fig. 2）．

注腸造影検査所見：盲腸内腔に立ち上がりが急峻で

表面平滑な母指等大の細長い腫瘤を認めた．腫瘤の先
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症例は57歳の女性．右下腹部の腫瘤を主訴として受診した．腹部超音波検査では，右下腹部に target-

like appearance を，腹部造影CT検査では，回盲部付近に層状構造を認めた．注腸造影では，盲腸内

腔に立ち上がりが急峻で表面平滑な母指頭大の細長い腫瘤を認め腫瘤の先端には小さな陥凹を認め

た．虫垂は造影されなかった．大腸内視鏡検査では，虫垂根部に一致して盲腸内腔に突出し，先端に

開口部を有し，基部にくびれを有する紡錘型の腫瘤を認めた．開口部にカニュレーションし，造影し

たところ管腔構造が証明された．以上の検査所見より，虫垂内翻による虫垂重積症と診断し手術を施

行した．腹腔鏡下に重積した虫垂の整復と，虫垂切除を試みたが強固な癒着のため整復は不能であっ

たので小開腹を行い回盲部を創外に引出し回盲部切除術を施行した．切除標本では，盲腸内に突出し

た5×2cmの内翻した虫垂を認めた．
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Fig. 1 Abdominal ultrasonography showed target-

like appearance（arrow）.
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端には小さな陥凹を認めた．虫垂は造影されなかった

（Fig. 3）．

大腸内視鏡検査所見：虫垂根部付近に盲腸内腔に突

出する約30mmの紡錘型の腫瘤を認めた．腫瘤の先端

には開口部を認め基部はくびれていた（Fig. 4）．先端

部の生検では悪性所見は認められなかった．引き続き

内視鏡下に開口部にカニュレーションを行い造影した

ところ内部の管腔構造が証明された（Fig. 5）．

以上の検査所見より，虫垂内翻による虫垂重積症と

診断し手術を施行した．

術中所見：腹腔鏡下に重積した虫垂の整復と，虫垂

Fig . 2 Abdominal enhanced CT showed layered

structure at the cucum（arrow）.

Fig. 3 Barium enema showed a crab-finger finding in

the cecum with nonfilling of the appendix（arrow）.

Fig. 4 Endoscopic picture showed polypoid mass like

foreskin and glans and dimple on the top of the

mass in the cecum（arrow）.

Fig. 5 After cannulating dimple and injecting con-

trast medium, lumen was appeared.
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Table 1　

TypeOperation 
method

Diagnosis
（pre op.）

CF 
dimple at the top

Barium enema 
filling defect 
filling appendix

Sym-
ptomAge/SexAuthor

BHemicole.SMTSubmucosal tumor
（＋）

（＋）
（－）

P57/WItou 1

BIC ResSMTSubmucosal tumor
（＋）

（＋）
（－）

（－）25/MChijiiwa 2

BApp.SMTSubmucosal tumor
（＋）

（＋）
（－）

P26/WOkamoto 3

BApp.IAPolypoid lesion
（＋）

（＋）
（－）

P25/WShinohara 4

EIC Res.PolypPolypoid lesion
（－）

（＋）
（－）

P22/MKanno 5

BApp.？Submucosal tumor
（＋）

（＋）
（－）

（－）39/MItakura 6

EPolypec.PolypPolypoid lesion
（－）

（＋）
（－）

P68/WHirabayashi 7

EIC Res.SMTSubmucosal tumor
（－）

（＋）
（－）

OB42/MMarubashi 8

B（－）IAPolypoid lesion
（－）

（＋）
（－）

（－）57/WMarubashi 9

BIC Res.IAPolypoid lesion
（＋）

（＋）
（－）

M57/WOur case10

P : pain, M : mass palpable, OB : occcult blood, SMT : submucosal tumor, IA : intussusception of appendix, 

IC Res. : ileocecal resection, App. : appendectomy, Hemicole. : hemicolectomy, Polypec. : polypectomy

切除を試みたが炎症所見が強く整復は不能であった．

右下腹部に小切開を加え回盲部を創外に引出し回盲部

切除術を施行した．

摘出標本肉眼所見：盲腸内に突出した5×2cmの内

翻した虫垂を認め，先端には開口部を認めた．腫瘤を

長軸に沿って開いた割面では虫垂のおよそ1�2が盲腸
内に内翻していた（Fig. 6）．

病理組織学的所見：漿膜には線維結合織の増生が目

立ち，一部に微小膿瘍形成もしくはリンパ濾胞形成を

認めたが，重積の先進部となるような病変は認めな

かった（Fig. 7）．

以上より，先進部病変を伴わない特発性虫垂重積症

と診断した．

Fig . 6 Macroscopic finding of the resected in-

tussescepted appendix.

Fig. 7 Microcopic appearance of the invaginated ap-

pendix：No specific pathological change leading in-

tussusception is noted.
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考 察

先進部病変を伴わない原発性虫垂重積症は非常にま

れな疾患であり，頻度はCollins1）によれば手術例，剖検

例の0.004～0.01％と報告されている．現在までに内外

の文献に200例前後の報告があるが，本邦ではMED-

LINE，医学中央雑誌にて検索しえた範囲では自験例を

含め10例の報告を認めるにすぎない（Table 1）2）～9）．本

疾患の分類としてはMcSwain10）分類（Fig. 8）やそれに

修正を加えたAtkinson11）分類が用いられている．

Fraser12）によれば，続発性あるいは不完全型重積の頻

度が高いとされ，本邦でも 7例が不完全型重積の型で

あった．

虫垂重積の発生機序については，糞石などの異物や

粘液のう腫，カルチノイドなど良悪性腫瘍を排出しよ

うとする虫垂の蠕動により粘膜の重積を来すという説

が一般的である12）13）．実際，本邦でも，Itou ら2）が糞石

を伴う虫垂重積例を報告している．

臨床症状としては間欠的に繰り返す右下腹部主体の

腹痛が特徴的で，下痢や粘血便，さらには右下腹部腫

瘤を伴う場合もあるが，無症状で偶然発見されること

も多い12）．確定診断には注腸造影検査，大腸内視鏡検

査，腹部超音波検査などが有用とされている．注腸造

影検査上の典型的な所見として，“colied-spring ap-

pearance”と称される長楕円形の陰影欠損が挙げられ

ている．大腸内視鏡検査では腫瘤の頂上に虫垂開口部

を浅い陥凹として認め，腫瘤の表面は正常粘膜で覆わ

れ，平滑で光沢があることより，Chijiiwa ら3）らその所

見を foreskin と glans のごとくと形容している．本邦

でもほとんどの例においてこれらの所見が認められて

いる．しかし，大部分の症例が術前には虫垂炎，虫垂

腫瘍，良悪性腫瘍，過形成ポリープと診断され，開腹

所見で初めて虫垂重積症と診断されている．今回，我々

は内視鏡下に開口部にカニュレーションを行い，造影

を施行し，内部の管腔構造を確認し虫垂重積症と術前

診断しえた．開口部からの造影は確定診断を行う上で

有用と考えられた．

治療は放置すれば急性虫垂炎を併発する可能性もあ

り，また，虫垂粘膜下腫瘍に起因した虫垂重積症の報

告例もあるので手術による切除が妥当である．岡本ら4）

によれば術中に診断がつけば虫垂切除を行えば十分で

あると述べている．しかし，実際には癒着が強く重積

の整復は困難であり，回盲部切除術，重積部を含めた

虫垂切除術が施行された症例が多い．
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A Case of Idiopathic Appendiceal Intussusception

Takeshi Amemiya, Hirosi Hasegawa, Seiji Ogiso, Masaya Shiomi, Masato Momiyama, Tsuyoshi Igami,
Shyusaku Ohira, Yu Takahashi, Keisuke Uehara and Susumu Miyazaki

Department of Surgery, Nagoya Daini Red Cross Hospital

A 57-year-old woman was admitted to our hospital because of a palpable mass in the right lower
quadurant of the abdomen. Abdominal ultrasonography（US）and computed tomography（CT）showed a
target-like appearance on right lower abdomen. Barium enema showed a crab-finger finding the cecum with
nonfilling of the appendix. Endocopic examination of her colon showed polypoid mass, foreskin and glans-like
in the cecum. After cannulation dimple and injection of contrast medium, the lumen was appeared. A diagno-
sis of primary appendiceal intussusception was determined. However appendiceal intussusception was not in-
proved by laparotomy, so ilececal resection was carried out. Sugical specimen shoewd the appendix invag-
nated into the cecal lumen, mesuring 5×2cm in size.
Key words：appendix, intussusception
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