
はじめに

小腸憩室は消化管憩室の中ではまれな疾患であ

り，日常臨床で遭遇する頻度は低い．小腸憩室を

有する患者の多くは特に症状がなく経過するが，

ひとたび憩室炎，穿孔，狭窄，出血を合併すると

緊急手術を要する重篤な状態に至る場合がある．

今回我々は，回腸憩室穿通により腸間膜膿瘍を

形成した 1症例を経験したので，文献的考察を含

めて報告する．

症 例

症例：49 歳，男性

主訴：右下腹部痛，発熱

既往歴：異型狭心症

家族歴：特記すべきことなし．

現病歴：平成 14 年 6 月，夜より間歇的な下腹部

痛，下痢にて発症し，その後，症状は増悪した．

2日後に，持続的な右下腹部痛と発熱のため当院

を受診した．

入院時現症：身長160cm，体重68kg，体温37.3℃，

血圧 122�94mmHg，脈拍 77 回�min
腹部所見にて，McBurney 圧痛点よりやや頭側

に限局した圧痛があり，同部に筋性防御を認めた．

腸蠕動は亢進していた．

検査所見：WBC 13,090，CRP 14.3 と強い炎症

所見を認めた．

腹部単純X線写真：右上腹部に小腸ガスをわ

ずかに認めた．

腹部超音波検査：虫垂は 8mm大で腫大は軽度

であり，糞石は認めなかった．回腸末端に限局し

た高度な壁肥厚と蠕動の低下を認めた．上行結腸

壁の炎症に伴う肥厚は軽度であった．

腹部CT：超音波検査所見と同様に，回腸末端

部の腸壁は全周性に粘膜下層，筋層の浮腫状肥厚

を高度に認めた．盲腸，上行結腸は回腸に比べ腸

壁の肥厚は軽度であり，腫大した回腸により右へ

圧排されていた．虫垂の腫大は明らかでなかった

（Fig. 1）．

身体所見，検査所見から急性虫垂炎，大腸憩室

炎が疑われたが，画像所見では虫垂の腫大や上行

結腸の炎症性変化は強くなく，炎症の主座は回腸

にあった．限局性の腹膜炎を呈していることから，

緊急手術を施行した．

手術所見：傍正中切開で開腹した．少量の漿液

性腹水があった．虫垂の発赤は軽度で穿孔はきた

していなかった．回盲部の回腸末端から腸間膜に

かけて，手拳大の炎症性腫瘤を認めた．圧迫にて

膿が流出した．膿瘍を形成している腸間膜と盲腸，

回腸を一塊に回盲部切除術を施行した．

切除標本：回盲弁より約 3cmの回腸に 8mm
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による腹膜炎を否定できず開腹手術を施行した．虫垂炎は軽度で回盲部に炎症性腫瘤を認め
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瘍を形成していた．病理組織学的所見とあわせ，回腸憩室穿通による腸間膜膿瘍と診断した．
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Table 1　Reported cases of penetration of the ileal diverticulum in Japan

OperationAbscessLocation of the diverticulumPreoperative diagnosisSexAgeAuthorYear

ileocecal 

resection

Yesmesenteric side of the ileum
1 ～ 3cm proximal from the

ileocecal valve

local peritonitis due to the
penetration of the diverticlum

of the terminal ileum

M80Inoue10）1998

ileocecal 

resection

Yesmesenteric side of the ileum
3cm proximal from the
ileocecal valve

local peritonitis M49our case2003

大の憩室口があり腸間膜内の膿瘍との連続を確認

した．回腸粘膜面には他に病変を認めなかった．

上行結腸には憩室の多発を認めた（Fig. 2）．

病理組織学的所見：筋層を伴わない粘膜，粘膜

下層が漿膜層に連続する仮性憩室を認める．この

憩室の先端部にあたる漿膜下に多数の炎症細胞の

浸潤を認め，粘膜，粘膜下層の破壊を伴い炎症細

胞の広がりは膿瘍腔へ連続している（Fig. 3）．免

疫染色（KP-1）で Crohn 病を示唆する炎症性肉芽

腫は認めなかった．

以上より，回腸憩室穿通による腸間膜膿瘍，腹

膜炎と診断した．

術後経過：創感染を伴ったが，術後経過良好で

第 37 病日退院した．

考 察

小腸憩室は剖検で 0.3～4.5％，小腸造影検査で

0.5～2.3％に認める比較的まれな疾患である1）．

50～60 歳代に好発し，高齢者に多い．男女差は報

告により異なる1）～9）．

小腸憩室の解剖学的特徴は�Meckel 憩室を除

Fig. 1 Abdominal computed tomography revealed

the intestinal wall swelling by inflammation, espe-

cially in the terminal ileum.

Fig. 2 Macroscopic findings of the resected speci-

men showed a suspected perforation of the terminal

ileum.

Fig. 3 Microscopic findings showed the false diver-

ticulum that the mucosal layer and the submucosal

layer leaded to the serosa without muscular layer.

Inflammatory mononuclear cells spreaded widely

from the mucosa to the serosa around the false di-

verticulum and abscess spreaded serosa to mesen-

teric fat tissue.（HE stain）

回腸憩室穿通により腸間膜膿瘍を形成した 1例70（1578） 日消外会誌 37巻 9 号



Table 2　Reported cases of perforation of the jejunoileal diverticulum in Japan

OperationAbscess 
formationLocation of the diverticulumPreoperative diagnosisSexAgeAuthorYear

diverticulectomyNomesenteric side of the ileum
15cm proximal from the  ileocecal valve

acute appendicitis
general peritonitis

M4Takei 12）1954

diverticulectomyNoantimesenteric side of the ileum
30cm proximal from the  ileocecal valve

acute appendicitis
general peritonitis

M7Kakino 13）1962

diverticulectomyYesantimesenteric side of the ileum
50cm proximal from the  ileocecal valve

suppurative appendicitis
general peritonitis

M21Kakino13）1962

segmental resection 
of the ileum

Noantimesenteric side of the ileum
150cm proximal from the  ileocecal valve

general peritonitisF73Narita 14）1984

ileocecal resectionYesmesenteric side of the ileum
2.5cm  proximal from the  ileocecal valve

acute appendicitis
general peritonitis

M85Matuoka15）1986

unknownUnknownunknowngeneral peritonitis
abdominal mass

F94Yamaguchi16）1989

iIleocecal resectionYesmesenteric side of the ileum
1cm proximal from the ileocecal valve

acute appendicitisM61Horie17）1989

segmental resection 
of the ileum

Nomultiple diverticula 
2m distal from the treiz ligament

general peritonitis due to the perforation 
of the upper gastrointestinal tract

M51Saitou18）1992

segmental resection 
of the ileum

Nomesenteric side of the ileum  
20cm proximal from the ileocecal valve

general peritonitis due to the perforation 
of the small intestine

F79Hanazawa19）1996

iIleocecal resectionNomesenteric side of the ileum 
terminal ileum

general peritonitis 
acute appendicitis

M73Mori20）1998

iIleocecal resectionYesunknown
terminal ileum

general peritonitisF84Sioiri21）1998

segmental resection 
of the ileum

Yesmesenteric side of the ileum
20cm proximal from the ileocecal valve

general peritonitisM100Nakajima11）2000

Nomesenteric side of the ileum    
60cm proximal from the ileocecal valve

diverticulectomyNounknown  
60cm proximal from the ileocecal valve

general peritonitis F86Ozawa22）2001
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き仮性憩室が多いこと．�多発性であること．�
腸間膜側に多いこと．�近位空腸，回腸末端に多
いこと．�他の消化管憩室の合併が多いことであ
る1）～6）．小腸憩室が腸間膜側，特にその葉間に多い

理由は，小腸直動静脈が腸管壁を貫通する部分が

脆弱であるためである．中でも，太い直動静脈の

流入する近位空腸，遠位回腸に憩室が発生しやす

い1）～8）．分布は，空腸のみ 80％，回腸のみ 15％，

空回腸両方 5％1）であり空腸に多い．空腸憩室，回

腸憩室ともに多発するが，回腸憩室は空腸憩室に

比べると単発性に存在する傾向がある1）2）．また，

小腸憩室の 61～75％に他の消化管憩室を伴う．頻

度は十二指腸憩室が 15～41％，大腸憩室が 38～

75％そして食道憩室が 2～4％で大腸憩室併発症

例が多い1）～5）．

小腸憩室を有する患者の多くは無症状で経過す

るが，15～30％の患者に吸収不良，下痢，腹満，

慢性的な腹痛，貧血などの症状を認め慢性的に経

過する．一方で，小腸憩室の合併症である憩室炎，

穿孔，狭窄，出血や腸重積を発症した場合は，急

性腹症として外科治療を要する症状を呈する．こ

のうち，憩室穿孔をきたすのは 5～19％であり，

発症後の致死率は報告によるが 9～21％と高率で

あり，重篤な状態に陥ることがある1）4）9）．この理由

として，原因不明の急性腹症であることが多く，

正確な診断に到らないため治療が遅れること，高

齢者の発症が多いことがあげられている1）～8）．

憩室穿孔により膿瘍形成を来たすことの記載は

あるが1）～3）6）7），憩室穿通に関する詳細な記載は少

ない．医学中央雑誌で検索した範囲において，本

邦では，回腸憩室穿通は本症例を含めて 2例とま

れである．小腸憩室穿孔では 13 例の報告がある．

この詳細を Table 1，Table 2にまとめた．

回腸憩室穿通は，2症例ともに右下腹部の限局

性腹膜炎を呈し開腹手術を施行された．回腸末端

の腸間膜側にある憩室が穿通し回盲部に腸間膜膿

瘍を形成していた．2症例の穿通を起こした憩室

の部位が近いことから，小腸憩室穿孔 13 症例にお

いても膿瘍形成の有無と憩室の位置との間に関連

があるか確認した．膿瘍形成を認めた症例は 5例

であり，憩室の部位は腸間膜側 3例，反対側 1例，

不詳 1例で腸間膜側の憩室に多く，回腸末端より

20cmに集中していた．詳細不明の 1例を除く膿

瘍形成のない 8例では，腸間膜反対側 2例，腸間

膜側 3例，不明 2例で，部位は回盲弁より 20cm

以上はなれた空回腸に 6例と多かった．小腸憩室

が穿孔する際，腸間膜反対側の憩室は大腸や十二

指腸憩室と同様に直接腹腔内に穿孔する．一方で，

腸間膜側の小腸憩室が穿孔する場合は，上記の結

果から，直接腹腔内に穿孔する症例と腸間膜の葉

間に穿通する症例に分かれる．憩室穿通の 2例と

膿瘍形成を認めた小腸憩室穿孔症例の 4例は憩室

の部位が腸間膜側で回腸末端から 20 cmの範囲

にあることから，特にこの部位にある回腸憩室は

炎症により腸間膜葉間に穿通し腸間膜膿瘍を生じ

やすく，炎症の波及によっては，憩室穿孔を起こ

すことが考えられる．

小腸憩室穿孔の治療は，原則として開腹手術に

より，穿孔部小腸切除と十分なドレナージが推奨

されている．本症例を含めた回腸憩室穿通 2例と

もに炎症性腫瘤を含めた回盲部切除術を施行し良

好な術後経過を得ることができた．

急性腹症として開腹手術した際，右下腹部に炎

症性腫瘤を認めるものは，術中所見から虫垂炎の

穿孔による炎症性腫瘤との鑑別が困難なことが多

い．虫垂の炎症が軽度な場合，回腸憩室穿通によ

る腸間膜膿瘍も念頭に置き，炎症性腫瘤を含む回

盲部切除を行うことが必要と考えられる．

本論文の要旨は第 100 回信州外科集談会（2002 年 12 月

松本）において発表した．
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A Case of Mesenteric Abscess Caused by Penetrated Diverticulum of the Terminal Ileum

Satohiko Yanagisawa, Akihito Ozawa, Hisao Ishibashi and Kenichi Arai＊
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＊Department of Clinical Pathology, Shinshuu University of Medicine

A 49-year-old man presented at our hospital with right lower quadrant abdominal pain and fever. Because the
examination showed tenderness and muscular guarding, we suspected local peritonitis due to acute appendi-
citis or diverticulitis of the ascending colon. Ultrasonography and computed tomograpy showed severer in-
flammatory change in the terminal ileum than in the ileocecal region, and local peritonitis caused by perfora-
tion of acute appendicitis could not be ruled out. At surgery an inflammatory mass was found in the ileocecal
region, and there was slight inflammatory swelling of the appendix. The terminal ileum and cecum containing
the inflammatory mass was resected. The mass was disclosed to be mesenteric abscess secondary to perfora-
tion of the terminal ileum, 3 cm proximal to the ileocecal valve. The pathological diagnosis was mesenteric ab-
scess caused by a penetrated diverticula of the terminal ileum. Since we have had little experience with diver-
ticulum of the ileum, because of their rarity, we report this case of penetration of an ileal diverticulum.
Key words：ileal diverticulum, penetration, mesenteric abscess
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