
はじめに
Crohn 病と回腸癌の合併は，小腸癌自体の発生

頻度が低いこともあり非常にまれで，わが国では
数例が報告されているにすぎない．しかしCrohn
病の罹患率が高い欧米では早くからその危険性が
指摘されてきた1）．Crohn 病が発生母地と考えら
れた回腸癌の 1例を経験したので文献的考察を加
えて報告する．

症 例
患者：59 歳，男性
主訴：発熱，腹痛
既往歴：10 年以上前から腹痛，血便を自覚する

ことがあった．
現病歴：1999 年 6 月 20 日に発熱，腹痛を自覚

し前医を受診．受診時に撮影した腹部X線写真で
小腸ガスを認めたため，イレウスの診断で同日緊
急入院した．絶食にて保存的に軽快し，経口摂取
を開始したがイレウス症状が再燃したため 7月 8
日にイレウス管を挿入した．その際のイレウス管
造影（Fig. 1）で回腸に多発する狭窄所見と縦走潰
瘍を認めCrohn 病と診断された．絶食と中心静脈
栄養で経過観察していたが改善傾向に乏しいため

8月 16 日からプレドニンとサラゾピリンの内服
を開始した．その後も緩解と再燃を繰り返し 11
月 30 日にイレウス管を再挿入した．その際のイレ
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Fig. 1 Contrast study with long intestinal tube（July

21, 1999）disclosed severe stricture and longitudinal

ulcer（arrow）. It was evidences of the diagnosis as

Crohn’s disease.
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ウス管造影（Fig. 2）で，回盲弁から約 30cm口側
で依然狭窄所見を呈しており回復が望めないこ
と，造影剤の小腸壁外への漏出が認められ，瘻孔
形成を合併した可能性があることから狭窄部切除
の方針となった．
初回手術時所見：回盲弁から約 30cm口側で壁

の肥厚，狭窄を認め一部膀胱壁と癒着していた．狭
窄部回腸 10cmと膀胱壁の合併切除術を施行し
た．
初回手術標本肉眼所見：小腸壁は全体的に肥厚

しており膀胱への瘻孔形成を認めた．粘膜面は凹
凸不整で結節状の粗造な隆起を認めたが肉眼的に
癌の浸潤範囲を認識することは困難であった
（Fig. 3）．
初回切除標本病理学的所見：粘膜全体，約 10×

4cmの範囲に中分化腺癌を認め瘻孔を介して膀
胱壁に浸潤していた．深達度 si で剥離面，肛側断
端に癌の露出を認めた（Fig. 4）．
初回手術後経過：剥離面，肛側断端に癌の露出

があることから追加切除が必要と判断され 2000
年 1 月 24 日に術中病理診断が可能な当科を紹介

された．
当院入院時血液検査所見：Hbが 9.7g�dl と貧

血を認めるほか異常所見を認めなかった．また腫
瘍マーカーはCEA：4.34ng�ml，CA19-9：11.8U�
ml といずれも正常範囲内であった．
以上から小腸型Crohn 病に合併した回腸癌と

診断し 2月 18 日，追加切除術を施行した．
追加手術時所見：前回手術の吻合部は回盲弁か

ら約 15cm口側にあり，吻合部から肛側にかけて
腫瘤を触知した．前回手術で合併切除した膀胱壁
に結節状の腫瘤を認めた．また，トライツ靱帯から
260cmと 280cmの回腸に狭窄を認め，同部位の腸
間膜に白色結節を認めた．術中迅速組織診断で腺
癌の診断をえた．このため約 1mの回腸を含む右
半結腸切除術と膀胱壁腫瘤の切除を施行した．
追加切除標本肉眼所見：切除小腸には腸間膜側

に深い縦走潰瘍を認め，2か所に狭窄部位を認め
た．初回吻合部を含め，その肛門側に境界の不明
瞭な結節状腫瘤を認めた（Fig. 5）．
追加切除標本病理学的所見：回腸粘膜面の結節

状隆起には中分化腺癌を認めた．腫瘍の大部分は
粘膜下層に留まっていたが切除膀胱壁にも腫瘍の
浸潤を認めた．脈管侵襲やリンパ節転移は認めな
かった．縦走潰瘍部では粘膜下層に線維化を認め
たが，非乾酪性肉芽腫や全層性炎症を認めず，治
癒過程にあるCrohn 病が背景粘膜に存在した
（Fig. 6）．
追加手術後経過：追加手術から 3年経過した現

在，Crohn 病の再燃や癌の再発の徴候なく外来通

Fig. 2 Contrast study with long intestinal tube（De-

cember 8, 1999）disclosed severe stricture at the ter-

minal ileum and the leakage of contrast media that

indicates fistula formation.

Fig. 3 Photograph of the freshly resected specimen

of 1st operation. There was a fistula（arrow）and the

border of tumor was unclear.
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院中である．
考 察

原発性小腸癌はまれな疾患で，Barclay ら2）によ
ると全消化管癌 13,162 例中 74 例，0.54％と報告
されている．Crohn 病との合併発症となるとさら
にまれで，わが国では 1991 年のWatanabe ら3）の
報告以来，本例を含め 6例4）～7）が報告されているに
すぎない．しかし，Crohn 病の罹患率がわが国よ
り高い欧米では，1956 年の Ginzburg ら1）の報告以
来 150 例6）を越える報告がなされている．健常人と
比べた時のCrohn 病患者の小腸癌発生危険率は
Ribeiro ら8）は 85.8 倍，Bernstein ら9）は 17.4 倍 と
Crohn 病自体が小腸癌発生の危険因子であると
している．
Crohn 病に合併した小腸癌の特徴として，

Crohn 病の罹患率の男女比は近似している10）にも
かかわらず，小腸癌合併の男女比は 2.3～3.8：
15）6）8）であることが挙げられるが，その要因につい
ては不明である．
平均年齢は 47.7～49.7 歳5）6）11）と原発性小腸癌が

60 歳代でもっとも多い12）ことを考慮すると比較的
若年での発癌である．これはCrohn 病の発症が 10
代から 20 代に多いことと関係していると思われ
る．Crohn 病発症から小腸癌発生までの介在期間
は 17.2～19.6 年5）6）11）で，10 年以上経過して発癌し

Fig. 4 Photomicrographs

a：The loupe image of section. A carcinoma invades

urinary bladder and surgical stump. An arrow indi-

cates the fistula.

b：The main histology（H.E. ×10）. The lesion mainly

consisted of moderately differentiated adenocarci-

noma.

a

b

Fig. 5 Photograph of the freshly resected specimen

of 2nd operation.

a：A distant view revealing multiple stricturs

（black arrow）, longitudinal ulcer and an uneven

mucosal lesion near by the anastomosis part of 1st

operation（white arrow）.

b：A close-up view showing an uneven mucosal le-

sion measuring 4.0×5.0cm. Arrows indicate the line

of anastomosis.

a

b
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たものが 71.4％7），Ribeiro ら8）は自験例 19 例すべ
てが 20 年以上の介在期間をもつと報告している．
本症例も前医受診時にCrohn 病と初めて診断さ
れているが，10 年以上前から頻繁に腹痛や血便を
自覚しており実際にはかなり以前からCrohn 病
を発症していたものと推測される．
好発部位はCrohn 病の好発部位が回盲部であ

ることと相関し，回腸に圧倒的に多い3）5）6）8）．これ
は原発性小腸癌が空腸に多い2）11）ことと対照的で
ある．さらに発癌部位の背景因子としては瘻孔部
の発癌が最も多く，バイパスされた残存小腸，多
発狭窄部位がこれに続く8）．本症例でも膀胱瘻を
形成しており，瘻孔を介して膀胱への浸潤が認め
られた．
術前正診率は 3.0～3.1％で大部分が術後に診断

されている5）7）．内視鏡診断は回盲部病変以外では
原発性小腸癌同様，観察は困難であり，さらに癌
の分化度も低分化，未分化のものが大半3）6）7）を占め
ているため隆起や陥凹を形成せず，境界が不明瞭
な症例も多く見過ごされることがまれではないと
思われる．X線診断では overhanging edge，不整
な境界線および硬化像が原発性小腸癌の特徴と言
われている13）一方，Crohn 病合併小腸癌の特徴と
して約 70％が隆起のない良性狭窄様の紡錘形狭
窄像を呈すると言われており3）5），多発する狭窄像
や壁硬化像，縦走潰瘍の存在下でこれらを鑑別す
ることは困難で術前正診率の低さの原因と思われ
る．
術前正診率が低いゆえ，いずれの報告でも

Crohn 病合併小腸癌は高度進行癌で，粘膜下層以
浅にとどまるものは 1.2％と報告され 5年生存率
は 1.7％と極めて予後不良である7）．一方，原発性
小腸癌においても術前正診率は低く，粘膜下層以
浅で診断されるものは 3.6％だが 5年生存率は
22.5％2）と Crohn 病合併小腸癌と比べて良好であ
る．この違いにはCrohn 病合併では低分化，未分
化癌が多くより悪性度が高いと思われるほか，粘
膜筋板の破壊やステロイド使用による局所免疫機
能の低下などのCrohn 病が背景となる因子の存
在が推察される．
Crohn 病の罹患率は本邦でも増加傾向にあり10）

今後小腸癌合併症例も増加すると思われる．
Crohn 病では潰瘍性大腸炎の様に経過年数の増
加に伴い癌合併頻度が上昇することはないが，発
生頻度が低いながらも全経過を通じて発癌が認め

Fig. 6 Photomicrographs

a：The main histology（H.E. ×10）.

b：The section of resected wall of urinary bladder

（H. E. ×2.5）. The cancer cells extensively invade the

wall of urinary bladder.

c：The section of small intestine（H.E. ×25）. It is

characterized by submucosal fibrosis and no evi-

dences of epithelioid granulomas and transmural in-

flammation.
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られるため14），常に発癌の危険性を考慮した fol-
low up 検査が必要であり，高度の狭窄病変や瘻孔
形成病変に対してはいたずらに内科的治療を遷延
させることなく，小腸癌の合併を念頭においた積
極的な治療が必要と思われる．
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Carcinoma of the Ileum Associated with Crohn’s Disease
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We report a case of carcinoma of the ileum associated with Crohn’s disease. A 59-year-old man had a
checkup in his local hospital for abdominal pain. A long intestinal tube contrast study was performed, result-
ing in a diagnosis of ileus with a final diagnosis of Crohn’s disease. Because the ileus symptom recurred after-
wards and did not improve, surgical removal of a stricture 30 cm from the distal end of the ileum was per-
formed. Histologic examination of the resected specimen demonstrated a moderately differentiated adenocar-
cinoma and there was cancer in the surgical stump and exfoliation sides. The patient therefore consulted our
hospital for the purpose of an additional resection. We diagnosed the condition as an ileum carcinoma compli-
cated with Crohn’s disease, and performed a right hemicolectomy with partial resection of the wall of the
bladder. An indistinct nodular lesion was recognized in the border near the anastomosis of the first operation.
Histologic examination of the background mucosa demonstrated a moderately differentiated adenocarcinoma
and Crohn’s disease in the process of repair. The possibility of carcinoma should be taken into consideration
for an extensive stenosis of the small intestine in Crohn’s disease.
Key words：Crohn’s disease, ileus, carcinoma of the ileum
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