
Fig. 1 Schema of partial resection of cecum：Appen-

dix was already removed. After removing of cecos-

tomy, about 2/3 of cecum was resected by linear 

stapler（A）, then serosa was sutured and stump 

was buried（B）. Arrow head shows fistel of tube 

cecostomy.
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盲腸部分切除術に使用した linear stapler 断端が先進部となった術後腸重積を経験したので
報告する．症例は 56 歳の男性で，S状結腸癌による腸閉塞で入院した．チューブ盲腸瘻を造設
した後に，2期的に S状結腸切除術および盲腸瘻閉鎖術を行った．盲腸瘻は linear stapler を使
用し盲腸部分切除術を行って閉鎖した．術後 4日目から間欠的な腹痛が出現し，右上腹部に手
拳大の腫瘤を触知した．画像から，linear stapler 断端を先進部とした腸重積を発症していたと
診断し，緊急手術を行った．整復すると，先進部は linear stapler を中心に瘢痕化した断端が 7
cm大の腫瘤を形成していた．再発の可能性があると考え，断端を含む回盲部切除術を施行し
た．腸閉塞による回盲部の口径差の拡大，埋没した切除断端の過大な内反，盲腸瘻閉鎖術の剥
離操作により盲腸に可動性が生じたことが腸重積の原因と考えられた．

はじめに
開腹術後に発生する腸重積は術後腸重積といわ

れ，成人腸重積のうち 20～36％に認められる疾患
である．成人腸重積は腫瘍などの腸管の器質的病
変が原因の多くを占めるが，術後腸重積は癒着や
吻合部の存在，イレウス管などが原因として挙げ
られる１）～３）．我々は盲腸部分切除術に使用した lin-
ear stapler 断端を先進部とした術後腸重積を経
験した．linear stapler 使用後の腸重積は過去に報
告例がなく，発症の原因など文献的考察を加えて
報告する．

症 例
患者：56 歳，男性
主訴：腹痛，右季肋部腫瘤
既往歴，家族歴：特記すべきことなし．
現病歴：平成 13 年 3 月 22 日腹部膨満を主訴に

入院し，CTおよび内視鏡検査で S状結腸癌によ
る腸閉塞と診断された．結腸が著しく拡張してい
たので 3月 29 日にチューブ盲腸瘻造設術を行い，
4月 12 日に S状結腸切除術および盲腸瘻閉鎖術

を施行した．盲腸瘻の閉鎖は，瘻孔を腹壁から剥
離した後に linear stapler（MULTIFIRE GIA80＊，
US Surgical Corporation，Norwalk，CT，USA）で
盲腸部分切除術を施行し，切除断端は漿膜縫合を
行って埋没させた（Fig. 1）．経過は良好で術後 4
日目に排ガスを認めたが，同時に間欠的な腹痛が
出現し，右季肋部に手拳大の腫瘤を触知した．そ
の後も排ガスや排便はあるものの，腹痛および右
季肋部腫瘤が持続するため，術後 7日目に検査を
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Fig. 2 A：Abdominal US findings：A target like sign was noted. B：Abdomi-

nal CT findings：A multiple concentric sign was noted. Arrow head demon-

strates a linear stapler in the head portion. C：Barium enema exam：A 

crab claw-like shadow due to the telescoped head portion in the mid-trans-

verse colon was noted. Arrow head indicates the linear stapler in the head 

portion.

施行した．なお，術後経過中に血便は認めなかっ
た．
第 7病日：身長 165cm，体重 55kg ．発熱なし．

腹部はやや膨満しており，右季肋下に手挙大の腫
瘤を触知した．圧痛は軽度で筋性防御は認めな
かった．腸蠕動音は軽度亢進していた．血液検査
所見ではWBC 6,700�mm3，CRP 0.2mg�dl と炎症
反応は正常であった．BUN 32.5mg�dl ，Cre 0.6
mg�dl と軽度脱水を認めるほかは異常がなかっ
た．
腹部単純X線検査所見：明らかな異常ガス像

は認めなかった．
腹部超音波検査所見：右下腹部から横行結腸中

部まで多発同心円構造を認めた．内部には一部腫
大したリンパ節が含まれていた（Fig. 2A）．
腹部CT所見：横行結腸中部まで target sign

を認めた．重積腸管の先進部には linear stapler
が存在していた（Fig. 2B）．
注腸造影X線検査所見：横行結腸で重積先進

部による蟹爪陰影を認め，先進部には linear sta-
pler を認めた（Fig. 2C）．

以上より，盲腸部分切除術に使用した linear
stapler 断端を先進部とした腸重積と診断した．術
後 7日目であり過大に圧をかけると吻合部が縫合
不全を起こす可能性があるため高圧浣腸は施行せ
ず，直ちに緊急手術を施行した．
手術所見：開腹すると横行結腸中部に回腸から

上行結腸が巻き込まれ，回結腸型の腸重積を認め
た．先進部は強固に腸管に陥入していたが，
Hutchinson 手技にて用手的に整復可能であった．
整復後に先進部を観察すると，盲腸部分切除断端
は瘢痕化して 7cm大の球形の腫瘤を形成してい
た．腸管の血流は保たれていたが，同部位が残存
することで再発の可能性があると考え，断端を含
んだ回盲部切除術を行った（Fig. 3A，B）．
切除標本肉眼所見：盲腸に 5×4cm大で内部に

突出する半球形の腫瘤を認めた（Fig. 4）．
病理組織学的所見：炎症性変化と線維化を来し

た結腸組織であった．腫瘍性病変は認めなかった．
術後経過は良好で，術後 16 病日に退院した．癌

性腹膜炎のため，術後 1年 6か月に死亡した．そ
の間，腸重積の再発は認めなかった．
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Fig. 3 A：Intraoperative findings：Arrow demon-

strates ileocolic intussusception involving the as-

cending colon from the ileum to the mid-transverse 

colon. B：Observation of the head portion after re-

positioning indicated that stumps of the partial ex-

cision of the cecum were cicatrized and that a 7 cm 

large circular mass had been formed.

Fig. 4 In macroscopic findings：A mass 5×4 cm 

large projecting in the cecum was noted.

考 察
成人腸重症は全腸重積の 5～15％の頻度で認め

られるまれな疾患であり，腫瘍などの腸管の器質
的病変に起因する腸重積，開腹術後に発生する術
後性腸重積，特発性腸重積などが挙げられる１）２）４）５）．
成人腸重積のうち術後性腸重積の頻度は 20～
36％を占め１）２），Billroth II 法による胃切除術後に
発生する腸重積，イレウス管による腸重積などが
これまでに多く報告されている１）２）．
術後性腸重積の臨床像は，80％以上が間欠的な

蠕動痛や悪心，嘔吐といった症状を主体とし，小
児腸重積の特徴的な所見である血便や下痢といっ
た症状はまれである．身体所見では腹部膨満が
56％に認められたが，腫瘤触知や疼痛，発熱は比
較的少なかった３）．非特異的な消化管閉塞症状で特
徴を欠く臨床所見に対し，画像所見は本疾患に特
徴的である．腹部超音波検査や腹部CTでは tar-

get like sign， multiple concentric ring sign６）７）が，
注腸造影検査では蟹爪様陰影欠損や spring coiled
sign といった典型的な所見を得ることができる．
画像診断では先進部の性状や発生部位など，一歩
進んだ質的診断をすることが肝要である８）９）．治療
は腸重積の原因と重積腸管の血流により決定され
る．一般的な成人腸重積では癌やポリープ等の腫
瘍性疾患を背景としており，腸管切除を必要とす
ることが多い．癌が疑われる場合には整復操作に
よる腫瘍細胞の播種や転移の誘発，穿孔による播
種が懸念され，整復せずに切除することも考慮さ
れる１０）．これに対し，術後性腸重積では腸管の癒着
や手術操作部位が発症原因に関与しているものが
多く，愛護的な整復と周囲の癒着解除を行うこと
で腸管切除なしでよいとされている２）３）．
我々はイレウスを伴う S状結腸癌に対し，初回

手術として減圧目的にチューブ盲腸瘻を造設して
から，2期的に根治手術を行うこととした．根治手
術の際，盲腸瘻を linear stapler を用いた盲腸部分
切除を行い閉鎖したが，その断端を先進部とする
腸重積を発症した．医学中央雑誌で「吻合部，腸
重積」「縫合線，腸重積」「術後，腸重積」を 1984
年から 2004 年の期間で検索したところ，本邦で報
告された縫合部や手術操作部が先進部となり腸重
積を来した成人術後性腸重積症例は，自験例を含
めて 6例であり，食道癌手術における遊離空腸採
取部が 3例，虫垂切除断端，回盲部切除術吻合部，
盲腸部分切除断端が各 1例であった１１）～１３）（Table
1）．発生部位はTreitz 靭帯近傍の遊離空腸採取部
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Table 1　Cases of postoperative intussusception in which the anastomosis or surgical manipulation became the head 

in Japan（1983―2004）

TherapyOnsetLocationAnastomosisOperationDiseaseSexAgeAuthorYear

resection8Djejuno-jejunumend to end
（A-L）

PLE＋FJGesophageal caF76Ohmura11）1993

resection7Djejuno-jejunumend to end
（A-L）

PLE＋FJGesophageal caM38Ohmura11）1993

resection17Djejuno-jejunumend to end
（A-L）

PLE＋FJGhypopharyngeal caF53Ohmura11）1993

high pressure 
enema

4Mceco-colicend to endileocecal resectioncecum caF93Ishigami12）1994

reduction by 
endoscope

8Mceco-colicstumpappendectomyappendicitisM39Ishiyama13）1998

resection4Dceco-colicstumppartial resection 
of cecum

cecostomyM56Enomoto2004

ca：cancer, PLE：pharyngolaryngoesophagostomy, FJG：free jejunal graft, A-L：Albert-Lembert, D：day, M：month

位と回盲部の 2か所で，吻合法は端々吻合が 4例
（うち 3名は遊離空腸採取後），断端が 2例であっ
た．発症は術後 4日から 17 日（平均 9日）が 4
例，4か月と 8か月が各 1例ずつであった．治療は
6例中 4例が再開腹により縫合部や手術操作部を
含む腸管切除が行われている．非手術的治療は 2
例に施行されていたが，いずれも回盲部発症例で
あり，発症から数か月経過していた．大腸や回盲
部発症例に対しては，高圧浣腸や内視鏡的な整復
などの非手術的な治療が可能である．手術操作部
位に圧をかけても心配のない術後急性期を経過し
ていることなどが非手術的治療成功の要素と考え
られる．原因としては吻合部の浮腫１１），イレウスな
どによる口側腸管の拡張，浮腫１２），断端の過大な内
反１３）などが挙げられていた．腸重積発生の機序と
して，腸管壁が屈曲することが腸重積の第 1段階
とされている．屈曲は腫瘍性病変，手術操作部や
瘢痕部，腸管の急激な口径の変化，癒着，有茎性
ポリープなどが存在する場所で起こりやすい１４）．
術後性腸重積では術後早期の腸管運動の異常や，
吻合部前後の分節的な運動異常が関与すると推測
され３）１１），盲腸では移動盲腸などの腸管可動性異常
が存在することも発症の一因として挙げられてい
る１５）．
自験例について考察すると，治療では開腹用手

整復後に断端を含む回盲部切除術を行った．小腸
発症例と異なり回盲部や大腸発症例に対しては，
高圧浣腸や大腸内視鏡での整復などの非手術的な

治療は試みられるべきである．しかし，急性期で
吻合部が重積先進部に関与している場合，吻合部
に圧がかかる治療は縫合不全を引き起こす可能性
があると考え，施行しなかった．また，開腹用手
整復後に腸管の血流が保たれていたので，盲腸固
定術のみで腸管を温存することも考慮されるべき
であったが，stapler を含む大きな腫瘤状の断端が
残存すると腸重積の再発の可能性があると考え，
stapler を含めた腸管切除を行った．発症原因とし
て，回盲部という腸重積が発生しやすい場所で，
埋没した linear stapler 断端が浮腫，瘢痕化して腫
瘤様に大きくなったこと，癌性腸閉塞によりもと
もと回盲部に存在する口径差がさらに大きくなっ
たこと，盲腸瘻閉鎖術での盲腸周囲の剥離操作に
より盲腸の可動性が生じたことなどが考えられ
た．
極めてまれな合併症であるが，開腹手術後にイ

レウス症状を呈した場合に本疾患を念頭におくこ
とと，超音波検査やCTを施行することで早期診
断が可能である．また，回盲部という腸重積の発
生しやすい場所では，虫垂切除や盲腸部分切除の
際に切除断端の過大な埋没や，盲腸上行結腸の過
大な受動操作が重なると腸重積発症の原因となる
可能性があるなど示唆に富む症例と考えられたた
め報告した．
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A Case with Intussusception of a Stump of Linear Stapler

Tsuyoshi Enomoto, Tsunehiko Maruyama＊, Sakae Horiuchi＊ and Nobuhiro Ohkohchi＊＊

Advanced Biomedical Applications, University of Tsukuba Graduate School of
Comprehensive Human Science

Department of Surgery, Moriya Daiichi General Hospital＊

Institute of Clinical Medicine, Gastroenterological Surgery, University of Tsukuba Graduate School of
Comprehensive Human Science＊＊

We report postoperative intussusception caused by the head portion of a linear stapler used in partial excision
of the cecum. A 56-year-old man admitted for ileus due to sigmoid colon cancer underwent tube cecostomy to
reduce intestinal pressure, followed by sigmoidectomy and closure of cecostomy. The cecum was partially ex-
cised by a linear stapler and the cecostomy was closed. The patient experienced intermittent abdominal pain
on 4th post operative day（POD）, and a fist-sized mass was palpated in the upper right abdomen. The linear
stapler used for stumps of the partial excision of the cecum was found to be incarcerated into middle trans-
verse colon and the emergency operation was carried out. At laparotomy, the head portion showed cicatrized
stumps with the linear stapler forming a 7cm mass, therefore we performed ileocecal resection under the con-
sideration of the recurrence. In this case, dilatation of caliber difference of the ileocecal area which formed by
ileus, oversewing cecal stump and mobility of cecum which induced by manipulation of closure of cecostomy
likely caused the intussusception.
Key words：postoperative intussusception, linear stapler, postoperative complication
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