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完全型虫垂重積症を来した早期虫垂癌の 1例
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完全型虫垂重積症を来した早期虫垂癌の 1例を経験したので文献的考察を加えて報告する．
患者は 96 歳の女性で，下血のため精査を受けた．注腸造影検査・大腸内視鏡検査にて盲腸腫瘍
を認め，腹部CTにて target sign を認めた．盲腸腫瘍による腸重積が疑われたため，回盲部切
除術を行った．切除標本の病理組織学的検索では盲腸内に完全に翻転重積した管状絨毛腺腫内
虫垂癌（M，ly0，v0，N0，stage 0）であった．虫垂重積症を来した虫垂癌を術前に確定診断す
ることは難しいが，大腸内視鏡検査にて盲腸腫瘍を認める場合には，本症も鑑別として考え，
CTや注腸造影所見等とあわせて判断すれば，診断は可能であると思われた．虫垂重積症を来し
た虫垂癌の報告例は早期癌や腺腫内癌が大部分を占めていることから，リンパ節転移を認めな
ければ，縮小手術も適応になると考えられる．

はじめに
原発性虫垂癌は比較的まれな疾患であり１），術前

診断が困難で大部分は回盲部腫瘤・急性虫垂炎・
盲腸周囲膿瘍などで発見され，その時にはすでに
進行癌であることが多い．また，虫垂重積症も非
常にまれな疾患であり２），原因や形態はさまざま
で，症状も非特異的であるため術前診断に苦慮す
る場合が多い．なかでも虫垂癌を先進部とするも
のは極めて少ない．我々は完全型虫垂重積症を来
した早期虫垂癌の 1例を経験したので，若干の文
献的考察を加え報告する．

症 例
患者：96 歳，女性
主訴：下血
既往歴：認知症
家族歴：特記すべきことなし．
現病歴：平成 17 年 8 月より下血が出現したた

め，9月当院へ紹介入院となった．
入院時現症：軽度の貧血を認めた．表在リンパ

節は触知せず．腹部は平坦・軟で，腫瘍は触知せ
ず．

入院時検査所見：赤血球数 355×104�mm3，Hb
10.6g�dl，Ht 29.5％と軽度の貧血を認めた．TP
5.4g�dl，ALB 3.0g�dl と低蛋白血症を認めた．腫瘍
マーカーは正常範囲内であった．
腹部超音波検査：右腹部に target sign を認め

た（Fig. 1）．
腹部CT：リンパ節転移，肝転移は認められず，

上行結腸～盲腸に target sign を認めた（Fig. 2）．
下部消化管内視鏡検査：盲腸に棍棒様腫瘍があ

り，肛門側へ伸びていた．生検ではTubulovillous
adenoma であった（Fig. 3）．
注腸造影検査：盲腸から上行結腸にかけて棍棒

状の陰影欠損を認めた．虫垂は造影されなかった
（Fig. 4）．
以上より，盲腸腫瘍による腸重積症の診断にて，

平成 17 年 10 月に腰椎麻酔下に回盲部切除術
（D1）を施行した．
手術所見：腹水はなく，肝転移や腸間膜のリン

パ節の腫大なども認めなかった．回盲部では虫垂
が確認できず，本来虫垂の存在すべき部位におい
て漿膜の盲腸内への陥入を認めたため，術前盲腸
腫瘍と考えていたものは虫垂腫瘍が内翻したもの
と診断した．
摘出標本：盲腸内に突出する棍棒状腫瘤として
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Fig. 1 Ultrasonographic scan revealed a target sign in the rt．abdomen．

Fig. 2 Abdominal computed tomography revealed 
a cecal mass with a target sign．

Fig. 3 Colonofiberscopy revealed pedunculated 
polypoid mass with an irregular surface；the mass 
extended from the cecum to the ascending colon．

認められ，虫垂が盲腸内腔に翻転していた．その
根部から先端までの粘膜は粗造で，大きさ 80×30
mmの腫瘍を認めた（Fig. 5）．
以上より，虫垂腫瘍を先進部とする完全型原発

性虫垂重積症と診断した．
病理組織学的検査所見：翻転して盲腸腔へ突出

する虫垂表面は腫瘍化した粘膜に被覆される
（Fig. 6a）．その大半は高度異型の管状絨毛腺腫で
占められ，先端側の小部分で細胞異型，構造異型
を増して高分化型腺癌に移行している（Fig. 6b）．

浸潤性は乏しく，粘膜内に止まり，リンパ節
（＃201）転移も指摘されない．診断はWell- differ-
entiated adenocarcinoma（tub1，pM，ly0，v0，
pN0）in tubulovillous adenoma であった．
術後経過：経過は良好で，術後 23 日目に退院し

た．
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Fig. 4 Barium enema revealed a tumor shadow 
with an irregular defect in the cecum．The appen
dix vermiformis was not visualized．

Fig. 5 The resected specimen revealed a com-
pletely inverted appendix with a mushroom-like 
appearance in the lumen of the cecum． The ap-
pendiceal tumor（indicated by the arrow heads）
measured 80mm×30mm．The arrow indicates 
the tip of the appendix．

Fig. 6 a：Microscopic examination revealed the 
completely inverted tumorous appendix（Hema-
toxylin-Eosin staining；Loupe）．b：Microscopic ex-
amination revealed the border area of a tubulovil-
lous adenoma（lower right）and a well-differenti-
ated adenocarcinoma（upper left）near the tip of 
the appendiceal intussusception（original magnifi-
cation，40×）．

a

b

考 察
虫垂重積症は非常にまれな疾患であり，発生頻

度はCollins２）の報告によれば，手術例，剖検例を含
めて 0.01％で非常に少ない．その発生機序は解剖
学的要因として虫垂の発育不全，広い虫垂内腔，
虫垂間膜の菲薄化や欠損による固定不良などが，
また病態生理学的要因として虫垂の異物，糞石，
ポリープ，粘液囊腫，腺腫，癌などがその原因と

して考えられ，異物や腫瘍を排除しようとする異
常な蠕動運動により粘膜の重積を来すと推察され
ている３）．自験例では腺腫内虫垂癌を要因として発
生したものと考えられた．本邦での虫垂癌を要因
とした虫垂重積症の報告はきわめて少ない．
1983 年から 2008 年までに「虫垂重積症 or 腸重

積症」「虫垂癌 or 虫垂腫瘍」をキーワードとして医
学中央雑誌（会議録を除く）および PubMed を用
いて我々が検索しえた報告例は 72 例である．その
うち虫垂重積症を来した虫垂癌症例は自験例を含
めて 13 例にすぎない４）～１５）（Table 1）．
虫垂重積症の形態分類にはAtkinson ら１６）の用

いた分類が有用と思われる．まず，盲腸や回盲部
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Table 1 The reported cases of intussusceptions induced by appendiceal carcinoma in Japan

TreatmentDepthPathologyPreoperative diagnosisTypeAge/SexYearAuthorNo

Rt. HemicolectomySSTub2Cecal cancerE17 F1990Okada4） 1
AppendectomyMCancer in VACecal tumorB40 F1995Miyahara5） 2
Ileocecal resectionMPMucCecal tumorE64 F1995Sakaguchi6） 3
Rt. HemicolectomyMTub1Cecal cancerB69 M1995Hayashi7） 4
Partial resection of cecumMCancer in TVAAppendiceal tumorB69 F1998Yogi8） 5
Ileocecal resectionSMCancer in ACecal cancerE73 F1999Saito9） 6
Rt. HemicolectomyMCancer in TVACecal cancerB67 M2000Ohno10） 7
Ileocecal resectionMPTub1Cecal cancerE74 F2001Ikuta11） 8
Ileocecal resectionMCancer in TVAAppendiceal tumorE84 F2003Fujii12） 9
Ileocecal resectionMCancer in TAAppendiceal tumorE49 M2003Takahashi13）10
Ileocecal resectionSSTub1Cecal cancerE81 F2003Egami14）11
Ileocecal resectionSEMucCecal cancerE79 F2005Iwakawa15）12
Ileocecal resectionMCancer in TVACecal tumorE96 FOur case13

A：adenoma, TA：tubular adenoma, VA：villous adenoma, TVA：tubulovillous adenoma

の重積を伴わない原発性と，これを伴う続発性に
わけ，さらに原発性を 5型に分類している．すな
わち，A）虫垂先端のみの重積，B）虫垂根部のみ
の重積，C）虫垂中部での重積，D）逆行性で中部
での重積，E）盲腸内に完全翻転する型の 5型であ
る．虫垂癌による虫垂重積例ではE型が 9例と最
も多く，残りはB型であった．自験例もE型を呈
していた．Fraser１７）によれば自験例のようなE型
の頻度は 10％であった．
一方，原発性虫垂癌も比較的まれな疾患であり，

本邦では川上ら１）によると，大腸癌手術症例の
0.5～1.4％であり，また虫垂切除例の 0.02～0.84％
と報告されている．早期には症状に乏しく，診断
が困難で発見時にはそのほとんどは進行癌であ
る．急性虫垂炎，回盲部腫瘤，盲腸周囲膿瘍など
の診断で開腹されることが多く，術前に虫垂癌と
診断されるものは極めて少ない．虫垂重積症を来
した虫垂癌の 13 例においても虫垂腫瘍と術前診
断されたのはわずか 3例のみであり，ほとんどが
盲腸の腫瘍または癌と診断されていた．自験例も
盲腸腫瘍と術前診断していた．注腸造影検査が虫
垂重積の診断には重要で，B型での典型的な所見
は，本来虫垂が造影されるべき部位に“coiled
spring sign”と称される陰影欠損を認め，かつ虫垂
が造影されないこととされている１８）．また，E型で
は盲腸内に“finger-like”と称される陰影欠損を認
めるとされている１９）．さらに，CT所見では盲腸部

に境界の鮮明な円筒状の腫瘤としてみられる２０）．
自験例において術前の検査所見について検討して
みると，これらの所見と同様であることがわかる．
すなわち，大腸内視鏡検査にて盲腸腫瘍を認める
場合には，虫垂重積症を来した虫垂癌も鑑別とし
て考え，CTや注腸造影所見などとあわせて判断
すれば，診断は可能であると思われた．
虫垂は組織的に筋層が薄いため癌が容易に漿膜

へ浸潤しやすく，またリンパ組織に富み，リンパ
節転移を来しやすいとされている２１）にもかかわら
ず，虫垂重積症を来した虫垂癌症例は早期癌や腺
腫内癌が大部分を占めていることから，早い時期
の方が翻転しやすいと考えられる．
治療に関しては，虫垂癌は診断が困難で発見時

にはそのほとんどは進行癌であることを考える
と，虫垂癌と診断されれば，D2以上のリンパ節郭
清を含む右結腸切除術または回盲部切除術が施行
されるべきであろう．しかし，虫垂重積症を来し
た虫垂癌の報告例は早期癌や腺腫内癌が大部分を
占めていることから，リンパ節転移を認めなけれ
ば，縮小手術も適応になると考えられる．自験例
は 96 歳と高齢であり，リンパ節転移を認めなかっ
たことより，回盲部切除術（D1）を施行した．
本論文の要旨は第 61 回日本消化器外科学会定期学術総
会（2006 年 7 月，横浜市）において発表した．
稿を終えるにあたり，病理組織学診断にご指導を頂きま
した富山市医師会病理部の高柳尹立先生に深謝いたしま
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A Case of Complete Intussusception Induced by Cancer of the Appendix
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We report a case of complete intussusception induced by appendiceal cancer with a review of the literature. A
96-year-old woman seen for melena was found in colonofiberscopy and barium enema to have a cecal tumor.
Abdominal computed tomography showed a cecal mass with a target sign. Based on a preoperative diagnosis
of intussusception with a cecal tumor, we conducted ileocolectomy. Appendiceal intussusception was found in-
traoperatively and in the postoperative specimen. Microscopic examination showed well-differentiated adeno-
carcinoma in tubulovillous adenoma localized to the appendix mucosa. Diagnosis of intussusception with carci-
noma of the appendix is often difficult because appendiceal carcinoma is rare. Although this disease can be di-
agnosed by radiographic imaging, colonoscopy, and computed tomography, it should always be considered in
diagnosing diseases of the cecum. Minimal surgical intervention should be performed in the event of failure of
recognition of lymph node metastasis, because early cancer and cancer in adenoma are reported to be the
most probable reasons for appendiceal intussusceptions caused by appendiceal cancer.
Key words：appendiceal carcinoma, appendiceal intussusception
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