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S 状結腸ストーマが原因となり胃の通過障害を来した 1例
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症例は 81 歳の小柄な女性で，直腸癌に対し腹会陰式直腸切断術を施行し，腹腔内経路で経腹
直筋的に S状結腸ストーマを造設した．術後 5か月目に腹痛・噴出性嘔吐が出現し，緊急入院
となった．腹部CTで胃は著明に拡張し骨盤腔内にまで拡がっていたが，癌の再発や小腸の拡張
はなかった．胃透視では胃下垂があり，胃は人工肛門の左側から骨盤腔内に落ち込み，幽門部
大彎側が人工肛門により著明に圧排されていた．人工肛門造設のために挙上した腸管と腹壁と
の間隙に胃が入り込んだために生じた胃の通過障害と診断し，再手術を行った．胃と腹壁や腸
管との癒着はなく，腹膜外経路で人工肛門を再造設した．術後経過は良好で胃の通過障害は改
善した．人工肛門に伴う胃の通過障害はまれであり，これまでに報告はない．腹腔内経路によ
る人工肛門造設も標準手技の一つであるが，小柄な症例や胃下垂のある症例に対しては腹膜外
経路を選択するのが良いと思われる．

はじめに
人工肛門造設術に伴う主な合併症には，ストー

マ周囲皮膚炎，傍ストーマヘルニア，腸脱出，狭
窄，瘻孔などがある１）～３）．腸閉塞も比較的頻度の高
い合併症であるが，胃の通過障害を起こすことは
まれである．今回，腹会陰式直腸切断術に伴い腹
腔内経路で造設した人工肛門の挙上腸管と腹壁と
の間に胃が入り込み，胃の通過障害を生じたため
再手術が必要となった 1例を経験したので報告す
る．

症 例
症例：81 歳，女性
主訴：腹痛，嘔吐
既往歴：特記事項なし．
現病歴：7か月前に直腸癌に対して腹会陰式直

腸切断術を施行し，人工肛門は S状結腸を用い腹
腔内経路で経腹直筋的に造設した．直腸癌の病理
組織診断は，高分化腺癌，2型，大きさ 70×
48mm，a2，ly0，v0，n0，病期 II であった．術

後 20 日目に癒着性腸閉塞になり，保存的治療で軽
快しなかったため，術後 37 日目に腹腔鏡下癒着剥
離術を行った．人工肛門のために挙上した大腸と
左腹壁との間に小腸が入り込み，挙上大腸の腸間
膜に癒着していた．癒着を剥離した後，落ち込ん
だ小腸を正中側に戻し手術を終了した．その後の
経過は良好であったが，術後 5か月目に腹痛・嘔
吐のため，緊急入院となった．現症・腹部単純X
線検査で腸閉塞の所見はなく，2日間の絶食で症
状軽快した．食事開始後も異常なく，4日目に退院
となった．その 2週間後に再び，腹痛・噴出性嘔
吐出現し，再入院となった．
入院時現症：身長 134cm，体重 39kg ，脊椎の後

彎変形あり．体温 37.4℃，血圧 156�83mmHg，脈
拍 69 回�分．嘔吐後，腹痛は改善し，腹部は平坦・
軟で圧痛や腹膜刺激症状は認めなかった．
入院時血液生化学検査：BUN 25.8mg�dl ，Cr

0.9mg�dl と軽度上昇を認めたが，白血球数 3,520�
ul ，CRP 0.10mg�dl と炎症反応の上昇は認めな
かった．また，腫瘍マーカーは正常であった．
腹部単純X線検査：胃の拡張と右腹部に少量

の小腸ガス像を認めたが，Kerckring 皺壁像や鏡
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Fig. 1 Abdominal CT showed marked gastric dila-

tation such that it filled the abdominal and pelvic 

cavity.

Fig. 2 Upper gastrointestinal series revealed that 

the gastric antrum was compressed by the sigmo-

id colostomy（arrows）.

面像は認めなかった．
腹部CT：胃は大量の胃液の貯留により著明に

拡張し，下方は骨盤底に達していた．小腸・大腸
に明らかな拡張はなく，また直腸癌の再発も認め
なかった（Fig. 1）．
入院後経過：胃管を留置し，絶食・補液で管理

した．胃管留置時には 600ml の胃液が吸引された
が，その後は日に 300ml 程度となったため，絶食
後 5日目にガストログラフィンによる消化管透視
を行った．腸管の拡張像はなく，造影剤の通過は
良好であった．上部消化管内視鏡検査でも異常を
認めなかったため，流動食を開始したところ，翌
日，再び腹痛と噴出性嘔吐を認め，再挿入した胃
管から 1,650ml の胃液が吸引された．その後の胃
管排液量は 1日当たり 300～950ml で，1週間の絶
食後にガストログラフィンによる胃透視を行っ
た．胃下垂があり，胃は人工肛門の左側から骨盤

腔内に達し，胃幽門部大彎側は人工肛門により著
しく圧排されていた（Fig. 2）．水分摂取を開始す
るが，翌朝，再び噴出性嘔吐を認めた．以上の経
過と画像所見から，人工肛門造設のために挙上し
た大腸と腹壁との間から胃が骨盤腔内に落ち込
み，人工肛門に圧排されたための胃の通過障害と
診断し，再手術を行った．
手術所見：胃と腹壁や挙上腸管との間に癒着は

なかった．腸管の拡張や浮腫は認めなかったが，
Treitz 靱帯から 30cmの空腸が挙上腸管の腸間膜
と癒着し 2cmにわたり軽度狭窄していたため，可
能な限り癒着を剥離し狭窄形成術を行った．その
後，腹膜外経路で前回と同じ位置に人工肛門を再
造設した．
術後経過：手術により通過障害は改善し，術後

合併症もなく順調に経過し，退院となった．
考 察

日常診療において人工肛門が必要となる機会は
多いが，人工肛門造設に伴う合併症はしばしば治
療に難渋する１）２）．そこで合併症を少なくするため
にさまざまな工夫がされており，合併症の発生機
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序を十分に理解したうえで，手術方法を選択する
ことが重要となる．
本症例は腹腔内経路で挙上した腸管と腹壁との

間にできたスペースに胃が落ち込み，人工肛門で
圧排されたことが原因となり，胃の通過障害を起
こした．人工肛門造設術後の胃の通過障害はまれ
であり，われわれが医学中央雑誌（1983 年以降，
使用キーワード：人工肛門，ストーマ，合併症）や
Pub Med（使用キーワード：colostomy，stoma，
complication）を検索した限りでは，同様の報告例
は認められなかった．今回，このようなまれな合
併症が起こったのは，脊椎の後彎変形があり身長
134cmと小柄で腹部から骨盤までの距離が短
かったこと，胃下垂であったこと，そして腹腔内
経路で人工肛門を造設していたことが原因になっ
たと考えられる．
人工肛門造設術の際の腸管の挙上経路には，腹

壁に直接引き上げる腹腔内経路と側腹膜の外側を
通す腹膜外経路がある．Goligher４）により考案され
た腹膜外経路による人工肛門造設術は腹腔内経路
に比べて，傍ストーマヘルニア，腸脱出，腸閉塞
などの頻度を減らすとされてきた５）６）．石田の報告
では，人工肛門造設術後の壊死・感染・出血など
の早期合併症は腹腔内経路と腹膜外経路で差がな
いものの，後期合併症は腹膜外経路に少なく，腸
脱出は腹腔内経路の 13.7％（4�29）に対し腹膜外経
路は 7.5％（3�40）であり，傍ストーマヘルニアは
腹腔内経路の 6.9％（2�29）に対し腹膜外経路は 40
例中 1例も認めなかった．しかし，一方で経腹直
筋的に造設すれば腹腔内経路でもこれらの合併症
の頻度が変わらないとの報告もある７）．Sjodahl
らは腹腔内経路で造設した人工肛門 130 例につい
て検討し，傍ストーマヘルニアの頻度は経腹直筋
的造設が 2.8％（3�107）で，腹直筋外造設が 26.1％
（6�23）と経腹直筋的造設はヘルニアの合併が少な
いことを示した．さらに，腹膜外経路では，挙上
腸管が短い場合に結腸脾彎曲部の授動が必要とな
るため，腹腔内経路を標準手技としている施設が

多い１）．しかしながら，本症例の術後早期に起こっ
た腸閉塞のように，腹腔内経路では挙上腸管と腹
壁との間に出来た側方スペースに小腸が入り込
み，腸閉塞の原因となることもある１）．腹膜外経路
で造設すれば，少なくとも側方スペースが原因の
胃や小腸の通過障害の発生は防ぐことができると
思われる．Londono-Schimmer ら８）は，側方スペー
スを閉鎖しても腸閉塞の頻度に差はないものの，
腹膜外経路は腹腔内経路より術後腸閉塞の合併が
少ないことを報告している．
以上から，腸閉塞などの緊急手術で小開腹創か

ら腹腔内経路での人工肛門造設が必要なこともあ
るが，腹会陰式直腸切断術など十分な開腹創のも
とでは腹膜外経路で経腹直筋的に人工肛門を造設
することで術後の合併症を少なくすることができ
ると考えられる．とくに，腹部から骨盤までの距
離が短い症例や胃下垂の症例では腹膜外経路を選
択するのが良いと思われる．
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Gastric Obstruction as a Rare Complication Following Sigmoid Colostomy：A Case Report
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We report a rare case of gastric obstruction that followed sigmoid colostomy and required reoperation. An 81-
year-old woman with kyphosis who had undergone abdominoperineal resection of the rectum and end-
sigmoid colostomy by the intraperitoneal approach for rectal cancer 5 months earlier was admitted for ab-
dominal pain and projectile vomiting. Abdominal CT showed such marked dilatation of the stomach that it
filled the abdominal cavity. There was no evidence of cancer recurrence or bowel obstruction. An upper gas-
trointestinal series revealed gastroptosis and that the gastric antrum was compressed by the sigmoid colos-
tomy. Gastric obstruction secondary to sigmoid colostomy was diagnosed, and re-colostomy by the extraperi-
toneal approach was performed. The postoperative course was uneventful, and the gastric obstruction was
eliminated. To our knowledge, this is the first report of late gastric obstruction due to sigmoid colostomy. Co-
lostomy by the extraperitoneal approach should be considered in patients with gastroptosis or kyphosis.
Key words：stoma, colostomy, complication
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