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症例は 25 歳の女性で，腹痛を主訴に来院した．鎮痙剤投与にて症状の改善がみられたため
いったん帰宅したが，その後に再度症状が出現し，増悪傾向がみられたため翌朝に再度受診と
なった．観察入院としたが，同日夕方から腹痛が増強し，腹膜刺激症状の出現がみられ，腹部
CTにて小腸の著明な拡張，また血液生化学検査では著明な骨髄抑制を認めた．イレウスの進行
とそれに伴う全身状態の悪化と考え，緊急開腹手術を施行した．開腹所見としては，臍部腹膜
側から回盲部より約 50cm口側の回腸につながる索状物が認められ，臍腸管遺残症と考えた．こ
の索状物を軸として小腸が回転し，小腸ループによる内ヘルニアが発症し，イレウスを生じた
ものと思われた．本邦での報告例は少ないが，腹部手術既往がないイレウス症例では，成人に
おいても，臍腸管遺残症を鑑別診断として考慮する必要があると思われた．

はじめに
臍腸管遺残症はその程度によりさまざまな奇形

を呈し，多くは無症状で経過するが，時に重大な
合併症を引き起こし，緊急手術の対象となる場合
がある．一方で，術前に臍腸管遺残と診断するこ
とは困難である１）．今回，我々は急性腹症の術前診
断のもと，緊急開腹手術を施行し，臍腸管遺残に
よるイレウスと診断された症例を経験したので，
若干の文献的考察を加えて報告する．

症 例
患者：25 歳，女性
主訴：腹痛
既往歴：幼少時の臍炎の既往なし．
家族歴：特記すべきことなし．
現病歴：5年前から誘因なく突然の腹痛を生じ

ていたが，絶食や鎮痙剤の内服にて症状は軽快し
ていた．24 歳時に他病院に入院したがイレウス管
による保存的治療により治癒した．この時は保存
的治療にて治癒したためイレウスの原因について

の精査は施行されなかった．平成 17 年 7 月下旬の
朝より腹痛を自覚し，当院救急外来を受診した．
受診時の診察所見としては下腹部全体に圧痛を認
めたが，腹膜刺激症状や緊満感は認められなかっ
た．腸蠕動音の低下を認めた．イレウスの既往が
あることより，腹部X線検査，腹部造影CT（Fig.
1）を施行したが，明らかな異常所見は認められな
かった．また，血液検査ではWBC 4,990�µl，CRP
0.0mg�dl（Table 1）であり，その他の検査所見も
正常範囲内であった．以前の時と同様に鎮痙剤投
与にて症状が軽快したため，いったん帰宅した．
その後，再度腹痛が出現し，さらに胆汁性嘔吐を
認めるようになったため，翌日朝に再度当院へ受
診となった．再診時の診察所見としては前日と同
様に下腹部に圧痛を認めたが，腹膜刺激症状や緊
満感は認められなかった．しかし，血液検査にて
白血球，およびビリルビン値の上昇を認め（Table
1），また症状が改善しないことより，観察入院と
した．入院後も嘔吐が持続し，さらに時間経過と
ともに腹部膨満，腹膜刺激症状が出現してきたた
め，入院 10 時間後に再度検査を行った．
血液検査：Table 1の結果を得た．
腹部造影CT：著明に拡張した小腸を認めた．
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Fig. 1 There were no abnormal findings in the ab
dominal enhanced CT at the first visit.

Table 1 Laboratory data

CBACBA

  2.3  2.3  0.7T-Bil mg/dl2,5009,1904,990WBC /μl
 48 45CPK   41.4   42.6   41.8HT %
 20 22 17UN mg/dl   13.6   14.2   13.7Hb g/dl
  0.57  0.63  0.60Cre mg/dl   17.8   20.2  186Plt×104/μl
144142143Na mEq/l    8.0    8.7    8.1TP g/dl
  4.3  4.0  4.3K mEq/l   15   16   15GOT IU/L
107103104Cl mEq/l    9   10   10GPT IU/L
  1.3  0.2  0.0CRP mg/dl  212  152  124LDH IU/L
 83.0PT %   86  102  103ALP IU/L

A；the day before admission　B；on admission
C；10 hours after admission

また，臍直下に拡張した小腸と連続性がみられな
い囊腫と思われる構造物を認めた（Fig. 2）．
腹部超音波検査：CTに一致して臍直下に直径

約 30mm囊腫が存在した（Fig. 3）．
囊腫を穿刺すると，軽度白色の漿液性の液体が

吸引された．これより，尿膜管遺残とそれによる
イレウスと考えた．イレウスの進行により骨髄抑
制を発症するまでの全身状態の悪化と考え，入院
同日に緊急手術を施行した．
手術所見：臍下から恥骨上縁に至る下腹部正中

切開にて開腹したところ，混濁を伴わない腹水を
中等量認めた．小腸は拡張し，色調はやや不良で
あった．さらに，臍部に術前の画像所見どおりに
囊腫を認め，さらにこれより腹腔内へとつながる
索状物を認めた（Fig. 4）．索状物は回盲部から約

50cmの回腸の腸間膜付着側対側へとつながって
いた．これより，臍腸管遺残症と判断し，臍腸管
を軸として小腸が回転し，小腸ループによる内ヘ
ルニアを発症し，イレウスを生じたものと考えた．
内ヘルニアを解除するために，臍部に囊腫を残

すようにして，臍腸管をいったん切離した（Fig.
4）．続いて，回腸側では回腸の狭窄が生じないよ
うに腸管長軸方向に自動縫合器を用いて臍腸管を
切離，摘出した（Fig. 5）．小腸を全長にわたって
検索したが開腹時の色調が不良であった小腸は
徐々に色調改善が認められ，またその他に虚血や
壊死部位は認められなかったため腸管切除は施行
しなかった．
続いて，残存している臍部の囊腫を摘出した．

囊腫を腹腔内より牽引すると体表より見て臍部の
変形が認められため，囊腫と臍部との交通性を危
ぐしたが鈍的に剥離を進めていくと腹膜，筋膜お
よび囊腫壁を損傷することなく摘出でき，臍との
交通性は認められなかった．
術後経過：骨髄抑制は徐々に回復し，術後 4日

目から食事を開始し，経過良好で，術後 10 日目に
退院となった．
病理組織学的検査所見：臍部側の囊腫は小腸粘

膜上皮細胞で覆われ，粘膜固有筋層には明瞭な胚
中心を有するリンパ濾胞形成が認められた．回腸
側の索状物においても小腸粘膜上皮細胞に覆わ
れ，粘膜固有筋層内には明瞭な胚中心を有するリ
ンパ濾胞形成が認められた（Fig. 6）．
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Fig. 2 Abdominal enhanced CT showed remark
able dilatation of the small intestine on admission. 
There was a cystic lesion under the umbilicus.

Fig. 3 Ultrasonogram showed a cyst under the 
umbilicus.

Fig. 4 There was a cystic lesion under the umbili
cus and a cord continued it. The cord reached to 
the small intstine. We cut the omphalomesenteric 
duct at the arrow point.

Fig. 5 The omphalomesenteric duct was found in 
the ileum 50cm from the terminal ileum. We cut 
the duct as the arrow shows, being careful not to 
narrow the small intestine.

考 察
臍腸管は胎児の発育の過程で中腸と卵黄囊を結

合し，正常の発育では胎生第 5週から卵黄囊の吸
収に引き続いて第 8週までに完全に消失するとさ
れている．この正常では消失すべき臍腸管が遺残
すると，その程度により種々の奇形がおこり，こ
れらが臍腸管遺残と定義されている．遺残形態に
より，その全長が遺残開口した臍腸管瘻，開口の
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Fig. 6 Mucosal layer of the small intestine were 
seen in both the cystic lesion（A）and the duct（B）. 

ない不完全臍腸管瘻，臍側のみ遺残した臍腸管囊
腫，腸管側のみ遺残したMeckel 憩室，臍と腸の間
の索状物などを生じる２）．本症例では幼少時から臍
炎の既往がなかったこと，また臍と囊腫との間に
交通性が認められなかったことから，開口のない
不完全臍腸管瘻であったと考えられる．先に述べ
た臍腸管遺残の形態のうちMeckel 憩室が最も多
いといわれ，Meckel 憩室の発生頻度は全人口の
1.5～2％といわれている３）．しかし，臍腸管遺残症
の多くは無症状で経過し，他の疾患による開腹手
術や剖検時に発見される．Mayo Clinic での報告例
によると，Meckel 憩室を有していた症例の 84％
は無症状であったという４）．しかし，一方で，時に
炎症，出血，穿孔，イレウスといった重大な合併

症を起こし発見されることがある．千葉ら３）による
と合併症を来す症例は必ずしも多くないが，索状
物を伴った症例では全例に合併症が見られたとい
う．イレウス症状はMeckel 憩室による腸重積，索
状物や臍腸管瘻による腸管の絞扼などによって発
症する．臍腸管遺残に起因するイレウスの症状は
他の原因によるイレウスの症状と比較しても特異
的なものはなく，また術前の診断は非常に困難で
あり，本症例のようにほとんどの症例で急性腹症
として手術されている１）．我々が 1985 年から 2005
年までの「臍腸管遺残」，「成人」をキーワードとし
て医学中央雑誌で検索したところ，7例が症例報
告されている１）５）～８）．いずれも原因不明のイレウス
として手術を施行し，術中に診断が行われている．
本症例でCTや超音波検査にて囊腫が確認された
ように，臍腸管遺残症が原因である場合は囊胞を
描出することが鑑別診断に有用であることもあ
る９）．
臍腸管遺残に起因するイレウスの治療は臍腸管

の切除とイレウスの解除が基本である．Meckel
憩室が存在している場合はMeckel 憩室の楔状切
除あるいは腸管の血流障害が疑われる場合は回腸
部分切除が行われるのが一般的である．また，本
症例では臍腸管囊腫の完全摘出が可能であった
が，囊腫内腔が小腸粘膜で覆われていたように
（Fig. 6），回腸粘膜が臍近傍まで存在することがあ
るため，可及的に臍側での切除が必要である１）５）９）．
一方で，他疾患の手術中に偶然に発見された
Meckel 憩室を切除するかについては一定の見解
はない．Mayo Clinic では，1）50 歳以下，2）男性，
3）憩室の長さが 2cm以上，4）憩室内に異所性粘
膜がある，という四つの項目のいずれかに該当す
れば症候性Meckel 憩室となる可能性があるとし
て切除を行っているという４）．
本症例のように，手術歴のない，原因不明のイ

レウス症例では臍腸管遺残症も鑑別疾患として考
慮する必要があり，機を逸しないためにも診断的
な意味も含めて積極的に開腹術を行うことも必要
であると考えられた．
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A Case of Intestinal Obstruction in an Adult Induced by Omphalomesenteric Duct Remnant

Makiko Tanaka, Kazuma Koide, Teturou Yamashita, Shigeru Ono＊,
Fumihiro Taniguchi, Yasuhiro Shioaki and Hideaki Kurioka

Department of Surgery and Department of Pediatric Surgery＊, Kyoto First Red Cross Hospital

A 25-year-old woman seen for abdominal pain that decreased after taking medicine was sent home but re-
turned the next day when pain recurred and intensified. After admission, pain intensified with peritoneal irri-
tation. Abdominal computed tomography（CT）showed swollen small intestines, and laboratory studies
showed a severe pancytopenia. Emergency laparotomy showed an omphalomesenteric duct remnant be-
tween the peritoneal umbilicus and the ileum. The small intestine was twisted around the duct and the other
part of the small intestine was entrapped. An internal hernia caused an intestinal obstruction. Few such re-
ports have been made in adults, but this possibility should be considered as a possible cause of intestinal ob-
struction in patients not having undergone previous abdominal surgery.
Key words：omphalomesentric duct remnant, intestinal obstruction, adult
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