
症例報告

腹部外傷受傷から 1年後に結腸回腸瘻を来した 1例

倉敷中央病院外科

大目 祐介 河本 和幸 桐野 泉
岡部 道雄 伊藤 雅 小笠原敬三

鈍的腹部外傷後 1年後に，遅発性結腸狭窄，結腸回腸瘻を来した 1例を経験したので報告す
る．症例は 71 歳の男性で，交通事故による腸間膜損傷疑いに対して，保存的加療を行った．1
年後イレウス症状が出現し，当院紹介となった．保存的加療を行うも改善を認めなかった．下
部消化管内視鏡，注腸造影検査を施行し，S状結腸小腸瘻と診断した．S状結腸および回腸部分
切除術，S状結腸人工肛門造設術を施行した．腹部外傷では腸管損傷，腸間膜損傷がしばしば認
められるが，腹部外傷後の遅発性結腸狭窄は非常にまれであり，また結腸小腸瘻については，
これまで本邦における報告はない．腹部外傷の既往がある患者に，イレウス症状を認めた場合，
遅発性腸管狭窄を念頭において精査を進める必要がある．また，本症例のように瘻孔を形成し
ていることもあり，診断には小腸・注腸造影検査が有用と考えられる．

はじめに
外傷による腸管損傷，腸間膜損傷では，受傷後

早期に腸管穿孔・腹膜炎，腹腔内出血を認め，手
術などの緊急処置が必要となることが多い．まれ
ではあるが，遅発性に小腸・大腸狭窄を来した例
も報告されている１）２）．今回，我々は腸間膜損傷に
対して保存的加療 1年後に，結腸回腸瘻を来した
1例を経験したので報告する．

症 例
患者：71 歳，男性
主訴：腹部膨満，嘔吐
既往歴：高血圧，甲状腺機能低下症（内服加療

中），認知症，虫垂炎
現病歴：2007 年 10 月自動車運転中（シートベ

ルト着用）に壁に衝突し，当院へ救急搬送された．
来院時 vital signs は安定していたが，Focused As-
sessment with Sonography for Trauma
（FAST）にて肝表面，右モリソン窩，ダグラス窩
に少量腹水を認め，腹腔内出血が疑われた．全身
精査にて頸椎棘突起骨折，腰椎右横突起骨折，胸
骨骨折，左右多発肋骨骨折，右踵骨骨折を認め，

腹部造影CTにて S状結腸周囲脂肪織濃度上昇，
右傍結腸溝とダグラス窩に血性腹水を疑う高濃度
液体貯留を認めた（Fig. 1）．腸間膜損傷とそれに
伴う腹腔内出血が疑われたが，明らかな活動性の
出血や穿孔を認めず，厳重管理のもと保存的加療
を行った．その後，貧血進行や腹水増加，腹部症
状を認めることなく順調に経過し，右踵骨骨折に
対して手術施行後，転院となった．
1年後の 2008 年 10 月初旬より時折嘔吐をする

ようになった．11 月大量の嘔吐と腹部膨満を認
め，前医の腹部X線検査にて多量の小腸ガスを認
め，イレウス疑いで当院紹介となった．
現症：意識レベル Japan Coma Scale（JCS）I-3，

血 圧 110�70mmHg，脈 拍 数 100 回�分，体 温
37.1℃，SpO2 98％，眼瞼結膜貧血軽度，眼球結膜
黄染なし，腹部；膨満，腸蠕動音亢進，右下腹部
軽度圧痛あり．
血液検査所見：CRP，白血球の軽度上昇，軽度

貧血を認めた．また，著明な低栄養状態であった
（Table 1）．
腹部造影CT：小腸，大腸は拡張し，内部に残渣

が見られたが，明らかな閉塞部位は認めなかった．
右下腹部に，造影効果が強く，S状結腸，小腸が一
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Table　1　Laboratory data on the second admission

CRP 3.13 mg/dl BNP 59.2 pg/ml
TP 4.8 g/dl Cr 0.78 mg/dl
Alb 2.3 g/dl BUN 20 mg/dl
TCH 82 mg/dl Na 135 mEq/l
ChE 131 IU/l K 3.1 mEq/l
T-BIL 0.5 mg/dl Cl 101 mEq/l
D-BIL 0.3 mg/dl Ca 7.7 mg/dl
AST 7 IU/l Mg 1.8 mg/dl
ALT 8 IU/l iP 3.2 mg/dl
LDH 145 IU/l RBC 2.99 × 106 /μl
ALP 148 IU/l Ht 28.5 %
LAP 33 IU/l Hb 9.6 g/dl
γ-GTP 10 IU/l WBC 14.9 × 103 /μl
UA 3.6 mg/dl PLT 34.2 × 104 /μl
AMY 33 IU/l APTT 43.3 sec
LPS 9 IU/l PT 15.4 sec
CPK 19 IU/l PT-INR 1.25
CPK-MB 6.3 IU/l fibrinogen 370 mg/dl

Fig.　1　CT showed d irty fat area around the 
sigmoid colon（arrow）．S：sigmoid colon

Fig.　2　CT showed dilation of small intestine and 
colon．Adhesion of the sigmoid colon with ileum 
in the right lower part of the abdomen was sus-
pected（arrow）．S：sigmoid colon　I：ileum

a

b

塊となった部位を認めた．同部位は以前の S状結
腸，腸間膜の損傷部位に相当した．腹水や free air
は認めなかった（Fig. 2）．
入院後経過：絶食，補液による保存的治療を開

始した．短期間の絶食により症状の改善を認める
が，経口摂取を再開するとしばらくして嘔吐する
状態を繰り返した．イレウス管を留置した後も，
腸管拡張や腹部膨満症状の改善は乏しかった．イ
レウス管造影検査にて，明らかな狭窄は認められ
ず，時間が経過すると結腸へ造影剤が流出するこ

とを確認した．原因精査目的に下部消化管内視鏡
検査を施行したところ，S状結腸付近に炎症性変
化と考えられる狭窄を認め，scope は通過しな
かった（Fig. 3）．同部からガストログラフィンに
て注腸造影を行い，S状結腸から小腸への造影剤
流出を認め，結腸小腸瘻と診断した（Fig. 4）．待
機的に手術を施行した．
手術所見：終末回腸から約 190cm部小腸と S

状結腸部が強固に癒着しており，同部位が瘻孔部
と判断した．その他，癒着，狭窄部位は認めなかっ
た．瘻孔部小腸，S状結腸をそれぞれ切除し，残存
回腸は端端吻合を行った．術前から著明な低栄養
状 態 で あ り，Eastern Cooperative Oncology
Group の performance status 3 と全身状態不良で
あるため，S状結腸は吻合せず，単孔式人工肛門を
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Fig.　3　Colonoscopy revealed stenosis of sigmoid 
colon，and inflammatory polyps were found 
around there.

Fig.　4　Gastrographin enema revealed ileocolic 
fistula（arrow）．

Fig.　5　The resected specimen．a：Stenosis（arrow）
and deep ulcer（arrowhead）of Sigmoid colon 
were found．b：Ileocolic fistura was seen（arrow）．
S：sigmoid colon　I：ileum
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b

造設した．
切除標本：結腸粘膜に潰瘍が形成され，その部

分を中心に小腸が癒着し，結腸と小腸の交通が認
められた．結腸狭窄部は全周径 2cm，潰瘍部は
1.2×1.2cm大であった（Fig. 5）．
病理組織学的所見：結腸の粘膜面を主体に肉芽

組織が形成されていた．一部では潰瘍が深くなり，
筋層以下が欠如し，小腸の粘膜下組織および固有
筋層と癒着し，瘻孔が形成されていた．潰瘍周囲

の粘膜でも crypt の脱落を認め，虚血性変化が疑
われた（Fig. 6）．
術後経過は良好で，食事摂取再開後も腸閉塞症

状の出現も見られず，約 1か月後近医に転院と
なった．

考 察
腹部外傷では腸管損傷，腸間膜損傷がしばしば

認められる３）４）．腸管損傷では全層性損傷による腹
膜炎，腸間膜損傷では腹腔内出血が主な病態であ
り，早急な外科的治療を要する場合が多い．しか
し，まれではあるがしばらく経過した後に遅発性
腸管狭窄を来すことがある５）．遅発性の腸管狭窄
は，多くは小腸に見られ，しばしば報告がなされ
ているが１），大腸狭窄は極めてまれである２）．1983
年から 2009 年 9 月の間に医中誌Webにて，キー
ワード「外傷」，「大腸」，「狭窄」で会議録を除いて
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Fig.　6　Histopathological findings．a：Glanuation 
was found in the colon mucosa，and deep ulecer 
was formed．b：Ulcerative lesion was partially 
lack of muscular layers and serosa，and adhered 
to the submucosa and muscular layers of ileum.
S：sigmoid colon　I：ileum

a

b

検索した結果，15 例の報告を認めるのみであっ
た．
腹部外傷時の腸管・腸間膜損傷は，腹壁と椎体

間の圧挫が原因となり，十二指腸空腸移行部，回
腸遠位部，横行結腸，S状結腸に多いとされてい
る６）．また，比較的腸間膜による固定の強い，上部
小腸や終末回腸に多いとも言われている７）．遅発性
腸管狭窄の発生部位も同様の部位に多い２）８）９）．受傷
後，腸管狭窄発症までの期間は数日から半年以上
に及ぶものまでさまざまであるが１）２），本症例のよ
うに 1年が経過した後に発症する例はほとんどな
い．1983 年から 2009 年 9 月の間に医中誌Web
にて，キーワード「外傷」，「大腸�小腸」，「狭窄」で
会議録を除いて検索した範囲では，1年以上経過

して腸切除を要する遅発性腸管狭窄を発生したも
のは 2例のみであった１０）１１）．なお，本症例ではこの
1年の間，虚血性腸炎などの腸管狭窄を来す疾患
に罹患したエピソードは認めなかった．
遅発性小腸狭窄の原因として，（1）循環障害によ

る腸管の瘢痕狭窄，（2）炎症性癒着，（3）壁内血腫
（腸管直接損傷），（4）内ヘルニアなどが挙げられ
る１２）１３）．本邦報告例の検討では（1）を原因とする報
告が多い１４）１５）．大腸狭窄についても同様の発症機序
が考えられる．
遅発性腸管狭窄の診断方法としては，小腸造影

が有用であるとの報告が多く１６）～１８），その他注腸造
影，内視鏡検査，CTなどがある．本症例のように，
CTで腸管拡張を認めるものの，閉塞機転が明ら
かでない場合，消化管造影は特に有用である．
本症例では S状結腸狭窄を認めるとともに，同

部で回腸と瘻孔を形成していた．1983 年から 2009
年 9 月の間に医中誌Webにて，キーワード「腸間
膜損傷�外傷」，「腸瘻�瘻孔」で検索した結果，腹部
外傷後に大腸，小腸間に瘻孔を形成した報告はな
く，極めてまれな病態である．病理組織学的所見
で，結腸狭窄部は粘膜面を主体として肉芽組織が
増生し，その一部が深い潰瘍を形成していた．こ
のことは，腸間膜損傷による循環障害から粘膜障
害，潰瘍形成に至ったことを示唆し，同部の慢性
的な炎症により，隣接腸管が癒着し，小腸に穿通
したと考えている．
腹部外傷の既往がある患者に腸閉塞症状が認め

られた場合，遅発性腸管狭窄を念頭において精査
を進める必要がある．極めてまれではあるが，本
症例のように腸管が癒着し，瘻孔を形成している
例も存在するため，診断には小腸・注腸造影が有
効である．外傷後の腸管狭窄などの変化は不可逆
的であり，早い段階に，癒着剥離，狭窄部腸管切
除などの外科的治療介入が必要と考えられる．手
術アプローチとしては，腹腔鏡下手術の報告もな
されている１９）～２１）．一方，複数箇所に病変が存在する
可能性や，本症例のように強固な癒着・瘻孔形成
を来していることも考えられるため，術式選択に
際しては，十分な術前精査，術中の腹腔内観察を
行ったうえで，決定する必要がある．
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A Case of Ileocolic Fistula One Year after Abdominal Trauma

Yusuke Ome, Kazuyuki Kawamoto, Izumi Kirino,
Michio Okabe, Tadashi Ito and Keizo Ogasahara
Department of Surgery, Kurashiki Central Hospital

We report a case of ileocolic fistula with delayed colon stenosis one year after abdominal blunt trauma. A 71-
year-old man treated conservatively for mesenteric injury in a traffic accident was hospitalized one year later
for abdominal fullness and vomiting that did not improve in conservative treatment. Colonoscopy and enterog-
raphy showed a fistula between the sigomoid colon and ileum, necessitating sigomoidectomy with associated
ileal resection and sigmoidostomy. Bowel and mesenteric injury are common in abdominal trauma, but de-
layed posttraumatic colon stenosis is especially rare, with ileocolic fistula such as in this case never, to our
knowledge, reported in Japan. Delayed stenosis should be considered in those reporting ileal symptoms follow-
ing abdominal trauma. Enterography is very useful in diagnosing bowel stenosis and fistula formation.
Key words：abdominal trauma, delayed bowel stenosis, ileocolic fistula
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