
症例報告

S 状結腸有茎性腺腫に起因する成人逆行性腸重積の 1 例
―本邦報告例の検討―
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S 状結腸有茎性腺腫に起因する成人逆行性腸重積の 1 例を経験したので報告する．症例は 72
歳の男性で，左下腹部痛を主訴とし緊急入院となった．左下腹部には約 7cm 大の弾性硬な腫瘤
を認めた．腹部単純 X 線検査では小腸から脾彎曲部までのガス像を，腹部 CT では下行結腸に
target sign を認め，その口側に拡張腸管を，その肛門側に腸間膜の腸管内に陥入する像を認め
た．注腸造影 X 線検査では，鳥の嘴状の完全狭窄を認めた．以上の所見より，逆行性腸重積と
診断し開腹手術を施行した．S 状結腸が口側に陥入し，下行結腸に先進部を触知する逆行性の腸
重積であり，S 状結腸切除術を施行した．S 状結腸に 35×21×16mm の有茎性腫瘍を認め，病理
組織診断は腺腫であった．成人逆行性腸重積は極めてまれであり，文献的考察を加えて報告す
る．

はじめに
大腸に生じる腸重積は，順行性が多く逆行性は

少ない１）２）．今回，我々は S 状結腸有茎性腺腫に起
因する逆行性腸重積を経験したので，文献的考察
を加えて報告する．

症 例
症例：72 歳，男性
主訴：左下腹部痛
家族歴：特記すべきことなし．
既往歴：高血圧
現病歴：平成 16 年 7 月起床時より左下腹部痛

があり，同日午前中に近医を受診し，腸重積の診
断で当院に手術目的に紹介入院となった．

入院時現症：体温 36.8℃，血圧 157�82mmHg ，
脈拍 64 回�分整，意識清明，腹部は全体に緊満し
ており，左下腹部には約 7cm 大の弾性硬な腫瘤が
あり圧痛を認めた．反挑痛および筋性防御はな
かった．また直腸診で異常所見は認めなかった．

入院時血算生化学所見：白血球 12,300�mm3と
炎症所見を認めたが，CRP＜0.5mg�dl ，その他明

らかな異常所見はなかった．また腫瘍マーカー
CEA および CA19―9 は正常値であった．

入院時血ガス所見：PH7.430，PCO2 35.3mmHg，
PO2 80.6mmHg ，BE-0.7mmol�L ．

腹部単純 X 線検査所見：小腸から結腸脾彎曲
部までガス像を認めた．Free air は認めなかった

（Fig. 1）．
腹部 CT 所見：下行結腸に target sign を認め，

その口側には拡張腸管を，その肛門側には腸間膜
の腸管内に陥入する像を認めた（Fig. 2a，b）．

注腸造影 X 線検査所見：S 状結腸に鳥の嘴状
の狭窄所見を認めた（Fig. 3）．

以上の所見より，S 状結腸逆行性腸重積と診断
し，緊急手術とした．

手術所見：開腹すると S 状結腸が下行結腸に
陥入しており（Fig. 4），下行結腸の脾彎曲部近く
に先進部を触知した．用手的に整復を行い，触診
にて有茎性腫瘍を触知したため，S 状結腸切除
（D1郭清）を施行した．

切除標本所見：有茎性腫瘍は，35×21×10mm
大で分葉状，腫瘍より口側腸管に約 10cm にわた
る浮腫著明で出血性壊死を認めた（Fig. 5）．

病理組織学的検査所見：中等度の異型を伴った
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Fig. 1 Abdominal X-ray showed a mount of gas 

was detected throughout almost throughout the in-

testine and the colon until the splenic flexure.

Fig. 2 Computed tomography showed the target 
sign in the descending colon. The oral side was con
tinuous with the distended intestine（a）, and on the 
anal side the mesentery was inserted into the lu
men of the colon（b）.
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腺管絨毛腺腫であり（Fig. 6），粘膜下層にうっ血，
壊死所見を認めた．

術後経過：術後経過は良好であり，10 病日目に
軽快退院となった．

考 察
成人に発症する腸重積は比較的まれで，腸重積

症例の 5％～17％ と報告されている１）２）．成人腸重
積のうち大腸間で発生するものは，12％ から 24％
であり，また原因として良性腫瘍が 43％，悪性腫
瘍が 57％ であった１）２）．

本邦における医中誌で検索しえた 1983 年から
2004 年までの報告例と自検例を含めた大腸隆起
性病変に起因する逆行性腸重積 10 例について検
討した（Table 1）３）～１１）．平均年齢 63.8 歳（49～75
歳），男女比は 6：4．病変部位は S 状結腸であり，
Isp 型もしくは Ip 型が 9 例（90％），Is 型が 1 例

（10％）であった．腫瘍の大きさは平均 40.9mm で

あり，25mm 以上が 9 例（90％）であった．また，
病理組織学的検査でも腺腫もしくは m 癌であり，
進行例は認めなかった．したがって大腸逆行性腸
重積は S 状結腸に発生し，有茎性の比較的大きな
腫瘍性病変が多いことが示唆された．

診断に有用な検査としては，CT や超音波検査
が挙げられる３）～１２）．補助診断として注腸造影 X 線
検査もある１１）．CT では，腸間膜の嵌入と先進部の
解剖学的位置関係により，逆行性か順行性かの鑑
別は可能である１２）．また，注腸造影 X 線検査は，
逆行性腸重積を悪化させるという危ぐもあるが，
圧をそれほどかけずに慎重に行えば重要な情報を
得ることもできる１１）．今回の症例では，注腸造影
X 線検査で，蟹の爪の逆，つまり嘴状の狭窄像を
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Fig. 3 The enema showed a beak-like stenosis in 
the sigmoid colon.

Fig. 4 Laparotomy showed the sigmoid colon inva-

ginating retrogradedly into the descending colon.

Fig. 5 The resected specimen was a pedunculated 

tumor（35×21×16mm）.

Fig. 6 Histological examination revealed the tumor 

tubulo-villous adenoma（HE stain×40）.

認めた．以上の所見が揃えば，確定診断となる．
現在のところ，逆行性腸重積の発症機序に関し

てはわかっていない．10 例の検討の特徴的な所見
でもあったように，有茎性の比較的大きな腫瘍が

発生起序に何らかの影響を与えていることは確か
であると考えられる．一つの発生理由として，大
きな腫瘍が腸管内で腸管壁を圧迫したり，有茎性
の腫瘍が腸管内を容易に移動することで，腸の逆
蠕動運動を来し発症したことが考えられる．

逆行性腸重積全例で S 状結腸に発生していた
ことに関しては，S 状結腸は腹圧がかかりやすく，
また便が横行結腸と比べ硬く結腸に加わりやす
い，などが考えられる．

逆行性腸重積の術式は，前述のように病理組織
学的検査所見で腺腫もしくは早期癌であることか
ら，腸切と 1 ないし 2 群リンパ節郭清が標準とさ
れる．またその予後は，血流障害により全身状態
の悪化などを来さない限り比較的良好であると考
えられる．
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Table 1 Reported Cases of retrograde colonic intussusception in the adults

OperationPathologyTumor size
（mm）

Tumor 
shapeLocationComplainAgeSexReport

sigmoidectomyadenocarcinoma
（m）

27×25×20Ipsigmoid colonabdominal pain48MHosoba3）/1983

sigmoidectomytubulo-villous 
adenoma

100×55×10Ipsigmoid colonabdominal pain72FAzuma4）/1986

sigmoidectomyvillous adenoma25×20×20Ispsigmoid colonabdominal pain48MMasuda7）/1988
sigmoidectomyadenocarcinoma

（m）
11×10Ipsigmoid colon abdominal pain66MIkuta5）/1993

left hemicorectomytubulo-villous 
adenoma

50×45Issigmoid colonabdominal pain72FIetsugu6）/1998

sigmoidectomyadenocarcinoma 
in adenoma

40×22Ipsigmoid colonabdominal pain74MSumida8）/1999

sigmoidectomyadenocarcinoma 
in adenoma

36×30×26Ipsigmoid colonabdominal pain, 
vomiting

49FShimotsuma9）/2001

left hemicorectomyadenocarcinoma
（m）

60×30Ispsigmoid colonabdominal pain75FBaba10）/2001

sigmoidectomytubulo-villous 
adenoma

25×15Ipsigmoid colonabdominal pain62MTakano11）/2002

sigmoidectomytubulo-villous 
adenoma

35×21×16Ipsigmoid colonabdominal pain72MOur case

文 献
1）Agha FP：Intussusception in adults. AJR Am J

Roentgenol 146：527―531, 1986
2）Azar T, Berger DL：Adult intussusception. Ann

Surg 226：134―138, 1997
3）細羽俊雄，成末允勇，向井晃太ほか：S 状結腸ポ

リープ癌による逆行性腸重積の 1 例．外科 45：
749―751, 1983

4）安積靖友，内藤伸三，福田 裕ほか：S 状結腸ポ
リープによる成人逆行性腸重積の 1 例．日臨外医
会誌 47：102―106, 1986

5）生田 肇，内藤伸三，佐古辰夫ほか：S 状結腸有茎
性粘膜癌に起因した成人逆行性腸重積症の 1 例．
日本大腸肛門病会誌 46：73―77, 1993

6）家接健一，中島幸久，小杉光世ほか：S 状結腸の腺
管絨毛腺腫に起因した逆行性腸重積の 1 例―特
徴的な内視鏡所見を中心に―．Gastroenterol En-
dosc 40：565―571, 1998

7）増田英樹，西川 亨，佐藤博信ほか：逆行性腸重
積症の 1 例を含む成人腸重積症の 9 例の検討．

日消外会誌 21：2431―2434, 1988
8）角田順久，伊藤重彦，木戸川英生ほか：術前に診

断しえた逆行性特発性結腸腸重積症の 1 例―本
邦報告例の検討―．日腹部救急医会誌 19：75―
79, 1999

9）Shimotsuma M, Mugitani T, Yamaoka N et al：
Retrograde intussusception due to a sigmoid co-
lon tumor in an adult : case report. J Kyoto Pref
Univ Med 110：493―498, 2001

10）馬場將至，桧垣直純，石田雅俊ほか：S 状結腸有茎
性腺腫内癌に起因した成人逆行性腸重積症の 1
例．日消外会誌 34：282―286, 2001

11）高野 学，山口晃弘，磯谷正敏ほか：S 状結腸ポ
リープを先進とした逆行性腸重積の 1 例．日消外
会誌 35：111―115, 2002

12）Shimotsuma M, Tanaka H, Yamaoka N et al：Is it
possible to detect the direction of invagination in
adult colonic intussusception by plain CT?J Kyoto
Pref Univ Med 111：553―555, 2002

2006年 3 月 139（415）



A Case of Retrograde Intussusception Caused by a Pedunculated Adenoma of the Sigmoid Colon

Yoshiko Bamba, Tatsuya Nakano, Hiroaki Tomimatsu and Shingo Kameoka＊

Department of Surgery, Chichibu Municipal Hospital
Department of Surgery II, Tokyo Women’s Medical University, School of Medicine＊

We report a case of retrograde intussusception caused by a pedunculated adenoma of the sigmoid colon. A 72-
year-old man admitted with left lower abdominal pain was found to have a hard elastic mass about 7cm palpa-
ble in the left lower abdomen. Abdominal X-ray showed gas throughout most of the intestine and the colon to
the splenic flexure. The target sign was detected in the descending colon on CT scan. The oral side was con-
tinuous with the distended intestine, and on the anal side the mesentery was inserted into the lumen of the co-
lon. Enema detected beak-like stenosis, necessitating surgery under a diagnosis of retrograde intussusception.
The sigmoid colon was inserted in the oral side and the apex was palpated in the descending colon. Sigmoidec-
tomy revealed a tumor 35×21×16mm pedunculated found in pathological examination to be an adenoma.
Key words：retrograde intussusception, adult intussusception, adenoma in sigmoid colon
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