
症例報告

傍ストーマの腹壁破裂により腸管脱出をきたした人工肛門の 1例

京都府立与謝の海病院外科

藤 信明 谷口 弘毅 天池 寿
岡 克彦 稲葉 一樹 内藤 和世

人工肛門造設術後の後期合併症としては，狭窄，傍ストーマヘルニア，腸脱出（人工肛門か
らの翻転脱出）などがある．今回，傍ストーマの腹壁破裂により小腸脱出を認めた極めてまれ
な合併症を経験した．症例は 86 歳の男性で，1997 年 8 月にイレウスに至った S状結腸癌に対し
て緊急にてハルトマン手術を施行されていた．再発や合併症なく外来通院中の 2002 年 12 月，
腹痛を主訴に本院救急受診した，左側腹部のストーマに接した腹壁が破裂し小腸脱出および絞
扼状態となっており，緊急手術にて絞扼小腸切除および人工肛門再造設術を施行した．ストー
マ近傍の創感染を合併したが，保存的に軽快した．今回のような傍ストーマの腹壁破裂により
小腸脱出を認めた後期合併症は，本邦での報告例がなく，また致命的になりうる合併症である
といえる．

はじめに
人工肛門造設術後の合併症は，早期のものとし

て壊死，陥凹あるいは脱落，感染，出血などがあ
り，後期のものとしては狭窄，傍ストーマヘルニ
ア，腸脱出などがある．一般に，腸脱出とは人工
肛門からの翻転脱出を意味するが，今回，傍ストー
マの腹壁破裂により小腸脱出を認めたまれな後期
合併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
患者：86 歳，男性
主訴：腹痛
既往歴：1997 年 8 月にイレウスに至った S状

結腸癌に対し緊急Hartmann 手術を施行された．
初回手術：前回手術時の入院カルテにて，初回

手術の詳細について確認した．6年前の 1997 年 8
月，患者が当時 80 歳の時，S状結腸癌による大腸
イレウスの術前診断にて緊急手術を施行された．
術中診断は S状結腸癌であり，救命が重視された
ためにHartmann 手術が施行され，人工肛門造設

を腹膜内経路の 1次開口法で行われた．S状結腸
癌は，組織学的検査でwel，se，ly1，v0，ow（－），
aw（－）１）であった．
家族歴：特記すべきことなし．
現病歴：再発の徴候なく，外来通院中の 2002

年 12 月朝，怒責などの腹圧上昇の自覚や誘因がな
く腹痛を認め，午後に本院救急受診した．
初診時現症：意識は清明で，血圧は 180�60

mmHg，脈拍は 90�分，体温は 36.0℃であった．
来院直後はストーマの不透明なパウチは装着した
ままで，かつ，小腸脱出を本人は自覚していなかっ
た．腹部診察時にパウチが異様に緊満しているた
めにパウチを外し，小腸脱出が判明した．下腹部
正中に手術創があり，左側腹部の人工肛門の内側
辺縁から小腸が脱出し絞扼されていた（Fig. 1）．
来院時血液生化学検査：WBC 8,500�µl，CRP

は 1.1mg�dl と軽度上昇し，Hb 7.8g�dl と貧血を認
めた．
以上により，ストーマに接した腹壁が破裂し，

それによる腸管脱出および絞扼性イレウスの診断
により緊急手術を施行した．
手術所見：前回手術の人工肛門造設位置は腹直

筋外縁で，ストーマの頭側および尾側で皮切を加
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Fig. 1 Photograph on admission showing strangu-

lated small intestine due to parastomal abdominal 

rupture

Fig. 2 The schema representing a state of intesti-

nal protrusion

Fig. 3 The surgical specimen showing a strangu-

lated intestineえ傍腹直筋的に開腹した．S状結腸人工肛門は腹
膜内経路の単口式で，その内側で結腸人工肛門と
皮膚との離開をきたしていた．その離開部より回
腸末端の約 100cm口側から 60cmの回腸が腹壁
外に脱出し，筋膜レベルではなくて皮膚レベルに
おいて脱出腸管が絞扼されていた（Fig. 2）．この
ような所見から，以前からの傍ストーマヘルニア
の存在と，何らかの組織の脆弱性と多少とも腹圧
の関与が示唆された．絞扼小腸を切除し，Albert-
Lembert 吻合を行った．次いで S状結腸瘻を全周
性に剥離し，腹壁貫通部の結腸瘻断端の約 5cm
を切除した．傍腹直筋切開の開腹創を上下より閉
腹し，腹膜内経路および単口式に前回ストーマと
同位置に人工肛門再造設を行った．切除小腸の組
織学的所見は necrotic intestinal tissue, no malig-
nancy であった（Fig. 3）．
今回の手術の術後経過は良好であり，再造設さ

れた人工肛門の上下の創感染を合併したが，保存
的に軽快した．現在，元気に外来通院中である．

考 察
人工肛門の合併症の分類には確立されたものが

なく，術後入院期間中に認められる早期合併症と，
退院後の外来通院中に認められる後期合併症に分
けることが多い２）．早期合併症としては壊死，陥凹
または脱落，感染，出血などが，後期合併症とし
ては狭窄，腸脱出，傍人工肛門ヘルニアが挙げら
れる２）～４）．また，イレウスは早期，後期を問わず合
併症として重要なものであるが，イレウスの原因
が人工肛門造設術に直接的に関係するものから無

関係なものまでさまざまである．
後期合併症を減少させる工夫は，術式の変遷で

もある．Brooke５）らが提唱した 1次開口粘膜翻転
法（primary open colostomy）は，2次開口粘膜非
翻転法に比べて瘢痕性狭窄を減少させた２）６）～８）．次
いで，Goligher９）により提唱された腹膜外法（ex-
traperitoneal technique）は，腹膜内法に比べてイ
レウス，腸脱出，傍ストーマヘルニアの防止に効
果があるとされた６）７）．しかし，一方では従来の腹
膜内法でも十分であるとの報告もあり１０）１１），特に高
齢者の場合では腹膜外法でも腸脱出と傍ストーマ
ヘルニアは起こりうるとされた１２）．一方，Sj�dahl
ら１３）は経腹直筋的造設が腹直筋外造設に比べて傍
ストーマヘルニアの合併が少ないことを報告し
た．諸家らの報告１４）１５）から傍ストーマヘルニアの予
防は腹直筋内造設が重要であり，Cleveland Clinic
のストーマサイトの決定基準１６）の一つにも挙げら
れている．
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Fig. 4 A：Abdominal CT in 1998 revealed no paras-

tomal hernia. B：Abdominal CT in 2000 showed a 

low-density area that seemed to be a parastomal 

hernia.

本症例は，傍ストーマの腹壁破裂による小腸脱
出により絞扼性イレウスに至り緊急手術を要し
た．人工肛門造設術後にこのような腸管脱出をき
たした合併症は，医学中央雑誌による 1984 年から
の検索では本邦に報告例を認めない．したがって，
腸管脱出の機序や誘因を特定するのは困難であ
る．しかしながら，腹圧の関与や組織の脆弱性が
腸管脱出の誘因であると推察する．ただし，傍ス
トーマヘルニアが，腸管脱出の一つの大きな背景
因子であることに相違ない．傍ストーマヘルニア
は発生頻度が 5～36％であり３）４）１７），不顕性もしく
は手術を要しない症例が多い１８）．すなわち，本症例
ですでにヘルニアが存在していたか否かが重要で
ある．過去の腹部CTを見直してみると，1998
年の CTでは傍ストーマヘルニアを認めなかった
が，2000 年の CTではすでにストーマ近傍にヘル
ニア�と考えられる低吸収域が認められた（Fig.
4）．一般に，傍ストーマヘルニアは術後 2年以内
に発生することが多いとされており４）１３），本症例で
も術後比較的早い時期から傍ストーマヘルニアが
存在していたことになる．初回の S状結腸癌の手

術から 6年が経過しており，約 2～3か月ごとの外
来受診であったが，ストーマに関しての訴えはな
く，パウチを外した上での視触診では異常を認め
ていなかった．
傍ストーマヘルニアの誘因は，患者側の因子と

手術手技の因子が報告されている１７）１８）．1）患者側因
子としては慢性咳嗽，肥満，低栄養，術後感染，
2）手技的因子としては過剰な筋膜切開，経腹直筋
以外の位置，腹膜内経路が挙げられる．しかし，
傍ストーマヘルニアのヘルニア門は一般に広く，
嵌頓は少ない１７）．実際，本症例でも傍ストーマヘル
ニアでは嵌頓には至らずに，腹壁破裂となっては
じめて絞扼性イレウスとなり緊急手術を必要とし
た．一方，傍ストーマヘルニアの手術適応に関し
ては，1）嵌頓は当然に緊急手術の適応であり，2）
ヘルニア門が狭く還納が困難な場合も絶対的手術
適応である．また，3）装具装着や洗腸が困難，4）
美容上の問題も相対的手術適応に挙げられて
いる１８）．
本合併症を生じさせないためには，傍ストーマ

ヘルニアを合併させないことにつきる．患者側因
子を認めるならば可及的に因子を軽減できるよう
に治療や指導を行い，手術手技としては 2横指程
度の筋膜切開１３），経腹直筋的，腹膜外経路を施行す
るのが理想的であると考える．また，本症例で反
省すべき点として，腸管脱出の緊急手術前に傍ス
トーマヘルニアの存在を認識していなかったこと
である．もし，傍ストーマヘルニアを認識してい
たならば，前述の手術適応以外にも，腸管脱出の
生じる可能性も考慮して再造設を検討すべきで
あったものと考える．
初回手術時の人工肛門造設の位置は腹直筋外縁

であった．今回の手術に際し，正中創近くの腹壁
は強固な癒着があり腹直筋内造設は煩雑な手術操
作が予想された．緊急性を重んじて手術時間の短
縮と低侵襲を考慮し，人工肛門の再造設は，やむ
を得ず新たな経腹直筋的経路ではなく前回ストー
マと同部位で行った．今後傍ストーマヘルニアの
所見を認めるならば，前述の手術適応に従い，か
つ，経腹直筋による人工肛門再造設術を施行する
必要があると考える．
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Intestinal Protrusion by Parastomal Abdominal Rupture
as a Late Complication Following Colostomy―A Case Report

Nobuaki Fuji, Hiroki Taniguchi, Hisashi Amaike,
Katsuhiko Oka, Kazuki Inaba and Kazuyo Naito

Department of Surgery, Kyoto Prefectural Yosanoumi Hospital

Late complications following colostomy include stenosis, parastomal hernia, and intestinal prolapse（protrusion
of the bowel through the stoma）．We report a very rare complication of small intestinal protrusion due to
parastomal abdominal rupture. A 86-year-old man who had undergone emergent Hartmann’s procedure for
ileus due to sigmoid carcinoma in August 1997 was ambulatory without recurrence or complication in Decem-
ber 2002. He was seen for severe abdominal pain and an abdominal rupture was found in the parastomal area
located on the left flank, developing into prolapse and strangulation of the small intestine necessitating emer-
gency resection of the strangulated intestine and recolostomy. Wound infection developed near the stoma
postoperatively, but was alleviated conservatively. Late complications of small intestine protrusion through a
parastomal abdominal rupture has not, to our knowledge, been previously reported in Japan. It is important to
recognize this complication, however, due to its potential mortality.
Key words：stoma, complication, abdominal rupture
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