
緒 言

炎症性線維性ポリープは，消化管に発生する良性腫

瘍であり，胃に多いとされるが，小腸に発生すること

はまれである．今回，我々は腸重積を合併した回腸炎

症性線維性ポリープの 1例を経験したので，若干の文

献的考察を加えて報告する．

症 例

症例：80歳，女性

主訴：腹痛，腹部膨満感

既往歴：35歳時，子宮筋腫にて子宮全摘．79歳時，

両眼白内障にて手術．

家族歴：特記すべきことなし．

現病歴：平成11年 5月，繰り返す腹痛と腹部膨満感

を主訴に近医を受診し，イレウスの診断で恵佑会札幌

病院に紹介入院となる．

入院時現症：身長156cm，体重54kg，血圧132�70
mmHg，脈拍85�分，整．腹部は膨満し腸蠕動の亢進が
認められ，下腹部に軽度圧痛を有する可動性の腫瘤を

触知した．

入院時検査所見：白血球数8,100�mm3，CRP 0.5mg
�dl と炎症反応は軽度であった．好酸球の増加は認め
られなかった．

腹部単純X線検査：小腸ガスが著明に増加し，鏡面

形成が認められた． ロングチューブ造影検査：回腸にロート状の閉塞を

認め，口側腸管の拡張を認めた（Fig. 1）．

腹 部 造 影 computed tomography（以 下 CTと 略

記）検査：右下腹部に同心円状の層状構造を有する腫
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成人腸重積を合併した回腸炎症性線維性ポリープの 1例を経験したので報告する．症例は80歳の女

性で，繰り返す腹痛と腹部膨満感を主訴に近医を受診し，イレウスの診断で当院紹介となった．ロン

グチューブ造影検査および腹部CT検査にて腸重積によるイレウスと診断し，開腹手術を施行した．術

中所見では，回盲弁より60cm口側の腫瘍を先進部とした回腸回腸型の 3重の腸重積を認め，腫瘍を含

めた回腸部分切除術を施行した．切除標本では大きさ54×48×36mmの，頂部に被覆粘膜の欠損を伴っ

た弾性硬の有茎性腫瘤を認め，病理組織学的に炎症性線維性ポリープと診断された．小腸炎症性線維

性ポリープの本邦報告例は自験例を併せ82例であり，その84.8％は腫瘍を先進部とする腸重積を合併

し発症する．我々の 1例と併せ，本邦報告例につき検討を加えて報告する．
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Fig. 1 Contrast x-ray study through a long intestinal

decompression tube showing dilatation and obstruc-

tion（arrow）of the small intestine.
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瘤を認めた（Fig. 2）．

以上より，回腸の腸重積による腸閉塞と診断し，開

腹手術を施行した．

手術所見：腹部正中切開で開腹し，腹水，癒着は認

めず回腸回腸型の腸閉塞を認めた（Fig. 3）．用手的に

整復したところ，回盲弁より60cm口側の腫瘍を先進

部とした 3重の腸重積であった．重積していた腸管に

著明な腫脹，発赤を認め，リンパ節の腫大も認めたた

め，腫瘍を含め約40cmの回腸部分切除術を施行した．

摘出標本所見：腫瘍は頂部に被覆粘膜の欠損を伴っ

た弾性硬の有茎性腫瘤で54×48×36mmの大きさで

あった（Fig. 4）．

病理組織学的所見：腫瘍は粘膜下腫瘍の形態を示

し，その広がりは粘膜下層から粘膜筋板，粘膜固有層

へも進展し，頂部では被覆粘膜が欠損していた（Fig.

5）．また，深部で一部固有筋層にも炎症所見を認めた．

線維性結合組織の増生，小血管の増生，炎症細胞の浸

潤を認め，炎症性線維性ポリープと診断された（Fig.

6）．

術後経過は良好で，3週間後に退院した．術後 5か月

経過し，再発は認められない．

考 察

炎症性線維性ポリープは，消化管にみられる好酸球

浸潤を伴った原因不明の肉芽腫性病変として，1920年，

Konjetzny1）が polypoid fibroma と報告して以来さま

ざまな名称で報告されてきた．Helwig ら2）は，この病変

の臨床病理学的特徴から，炎症性線維性ポリープ（in-

flammatory fibroid polyp：以下，IFPと略記）という

Fig. 2 CT scan shows the well-defined solid mass（ar-

row）and thickening of the bowel wall.

Fig. 3 On laparotomy, an ileo-ileal intussusception

was observed. The leading point of the intussuscep-

tion was a hard rubber-like tumor , about 60 cm

proximal to the ileocecal valve.

Fig. 4 The tumor was 54×48×36 mm in size, and

there was an defect of the covering mucosa at the

top of the tumor（arrow）．

Fig. 5 The cut surface of the tumor was uniform and

milky white in color. The tumor was pedunculated

and located mainky in the submucosal layer.
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名称を提唱し，以来この名称が広く使われている．Ure-

les ら3）は，消化管における原因不明の好酸球浸潤を来

す疾患を，その臨床像と組織学的特徴から

Class 1：diffuse eosinophilic gastroenteritis，Class

2：circumscribed eosinophilic infiltrated granuloma

の 2 型に分類している．Class 1は末梢好酸球の増加が

認められ，臨床的には何らかのアレルギー性疾患の既

往が見られることがある．これに対しClass 2では末梢

好酸球の増加もなく，臨床的にアレルギー性疾患との

関連もない．Helwig の提唱した IFPは Class 2に属す

るものと思われ，自験例においても末梢好酸球の増加，

アレルギー性素因はともに認められなかった．

IFPの成因については，アレルギー説，腫瘍説，炎症

説などが考えられているが，Helwig ら2）のあげた臨床

病理学的特徴から，炎症説が有力であり，機械的刺激

や外傷性要因による何らかの炎症性変化に伴う増殖反

応であると考えられる．

IFPの消化管における発生部位について，Johnstone

ら4）は89例を検討し，胃60例，回腸17例，結腸 5例，空

腸 4例，十二指腸 3例，食道 1例であったと報告して

おり，胃に多く，小腸には比較的少ない．当院では小

腸と食道に 1症例ずつ IFPを経験しており，食道につ

いては久須美ら5）が食道巨大ポリープの 1例として報

告している．小腸については，当院での1981年 7 月か

ら1999年 9 月までに経験した十二指腸を除く小腸腫瘍

が17例（悪性リンパ腫 7例，平滑筋肉腫 2例，脂肪腫

2例，平滑筋腫 1例，異所性膵 1例，）カルチノイド1

例，腺癌 1例，肺癌小腸転移 1例，IFP 1例であり，IFP

は 1例目である．

本邦での小腸 IFPの報告としては，赤尾ら6），今津

ら7），佐尾山ら8），北原ら9）の集計と，それ以降の鈴木

ら10）の報告などがあり，検索しえた範囲では自験例も

含め82例の報告がある．本邦の小腸 IFPについて，年

齢，性別，部位，形態，大きさ，腸重積合併率につい

て検討した．年齢は 1歳から90歳，平均51.3歳で，男女

比は30：51（不明 1例）で女性に多い．発生部位は回

腸末端より150cm以内の発生が81例中55例（不明 1

例）と67.9％を占める．形態としては，有茎性，亜有茎

性のものが多く，今回の集計では，79例中58例（不明

3例）の73.4％を占めている．大きさとしては最大径で

5～120mm，平均36.6mmとなっており，20～60mm

のものが81例中73例（不明 1例）と90.1％を占める．腸

重積合併率は79例中67例（不明 3例）と84.8％に及び，

臨床症状としては，腸閉塞による腹痛，嘔吐が多く，

まれに下血で発症する．

自験例では，消化管造影および腹部CTにより腸重

積と術前診断された．腸重積は，腹部CT検査で同心円

上の層状構造を呈する腫瘤としてとらえることが特徴

的であるとされ10），本症例でも診断の根拠となった．

しかし IFPの質的術前診断は極めて難しく，多くの症

例が腸閉塞の診断で緊急手術がなされ，切除標本の病

理組織学的検索によって初めて IFPであることが判

明している．

治療は腫瘍を含めた小腸部分切除術が行われ，再発

の本邦報告例はなく一般に予後は良好である．

腫瘍は肉眼的には，腸重積による虚血により表面に

びらんや粘膜欠損を伴い，暗赤色を呈していることが

多い．割面は白色から灰白色，内部は均一であり，変

性，出血を伴うこともある．本症例でも腫瘍は頂部に

粘膜欠損を伴った弾性硬の有茎性腫瘤であり，割面は

灰白色，内部は均一であった．

IFPの成立ちとしては，粘膜下層にその主座を有し

粘膜深層部や固有筋層にも及ぶとされており11），今回

の検討でも，病理学的に記載のあった症例の主座はす

べて粘膜下層にあった．

病理組織学的特徴について，Helwig ら2）は，�線維芽
細胞，線維細胞および疎性膠原線維の増生．�好酸球
およびリンパ球浸潤とリンパ濾胞の形成．�毛細血管
およびリンパ管の増生と拡張．�小血管を中心とした
線維性結合織の同心円状配列の形成，が特徴的である

と述べており，自験例においても，線維性結合織の増

生，小血管の増生，炎症細胞の浸潤を認め，IFPと診断

された．

Fig. 6 The proliferation of fibrous connective tissues

and small blood vessels. Infiltration of inflammatory

cells.
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A Case of Intussusception due to an Inflammatory Fibroid Polyp in the Ileum

Hirohumi Uehara1）3），Tatsuya Abe1），Masanobu Kusano1），Takaya Kusumi1），Masao Hosokawa1），
Masahiro Fujita2），Satoshi Kondo3）and Hiroyuki Kato3）

Department of Surgery1）and Department of Pathology2），Keiyuukai Sapporo Hospital
Second Department of Surgery, Hokkaido University School of Medicine3）

We report a case of inflammatory fibroid polyp（IFP）of the ileum with intussusception. An 80-year-old
woman was admitted to the hospital for abdominal pain and abdominal fullness with a provisional diagnosis of
intestinal obstruction. Contrax X-ray study through a long intestinal decompression tube and abdominal CT
scanning indicated intussusception of the ileum. On laparotomy, ileo-ileal intussusception was found. The lead-
ing segment of the intussusception consisted of a hard rubber-like mass, about 60 cm proximal to the ileocecal
valve. Partial resection of the ileum including the mass was performed. The mass was pedunculated and
measured 54×48×36 mm, with ulceration of the covering mucosa at the top. The mass was confined mainly
to the submucosal layer. a diagnosis of inflammatory fibroid polyp was made based on the histological features
consisting of proliferating fibrous connective tissue and small bllod vessels, with inflammatory cell infiltration.
IFP of the ileum is rare and frequently causes intussusception（in 84.8％ of the reported cases）．The 82 cases
reported in Japan, including our case, are reviewed.
Key words：inflammatory fibroid polyp, intussusception, small intestinal tumor
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