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症例報告 
 

穿孔性虫垂炎を合併した盲腸癌による腸重積の 1 例 
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<<抄録>>                                            

症例は 67 歳女性。2015 年 1 月下旬頃から右下腹部痛と下痢、下血を認め近医を受診した。腹部エコー

にて target sign を呈していたため腸重積が疑われ、当科へ紹介となった。初診時に発熱あり、右下腹部

に可動性のある腫瘤を触知し、圧痛ならびに反跳痛を呈していた。CT にて盲腸腫瘍を先進部とする腸重積

と虫垂の穿孔所見を認めた。開腹し、腸重積を解除すると盲腸に 1 型腫瘍が疑われたため回盲部切除+D3

郭清術を施行した。病理組織学的診断は、35mm 大の深達度 SS の 1 型進行癌と壊死性変化を呈し穿孔を

伴う虫垂炎であった。成人の腸重積は比較的まれであり、器質的疾患が原因となることが多く、腹膜刺激症

状などがなければ精査を進めたのちに治療に当たるべきと思われる。自験例においては腹膜刺激症状を呈し、

CT において穿孔性虫垂炎が疑われ緊急手術を行った。今回、盲腸癌による腸重積に穿孔性虫垂炎を合併し

た 1 例を経験したので若干の文献的考察を加え報告する。 

                                                

キーワード： 盲腸癌、腸重積、穿孔性虫垂炎 

（平成 28 年 3 月 30 日受領、平成 28 年 5 月 6 日採用） 

 

 

1 はじめに 

腸重積症は小児に多くみられる疾患でありその

原因は特発性がほとんどである。成人の腸重積症は

比較的まれであり、多くが大腸癌などの器質的疾患

を有している。今回盲腸癌による腸重積に穿孔性虫

垂炎を合併した症例を経験したので若干の文献的

考察を加え報告する。 

 

2 症例 

 患者：67 歳 女性 

 主訴：右下腹部痛 

 既往歴：高血圧、左鼡径ヘルニア根治術 

 現病歴：20XX 年 1 月下旬より右下腹部痛を認め

たため近医を受診し、胃腸炎と診断され整腸剤を内

服した。1 週間経過後腹痛はあまり改善せず、下痢・

下血も認めるようになり前医を受診した。前医受診

時、右下腹部に圧痛を伴う腫瘤を触知し、腹部超音

波検査にて腸重積が疑われ、精査のため当科へ紹介

となった。 

 初診時現症：身長 158cm、体重 58 ㎏、血圧

107/71mmHg、脈拍 92 回/分、体温 37.6℃ 

腹部所見：腹部は平坦・軟、グル音は正常、打診で

鼓音認め触診にて右下腹部に腫瘤を触れ、圧痛・反

跳痛も認めた。筋性防御は認めなかった。 

血液学的所見：WBC 14,100/µL、CRP 17.8mg/dL

と炎症反応上昇を認めた。CEA、CA19-9 などの腫

瘍マーカーは正常範囲内であった（表１）。 
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表１ 血液生化学所見 

 

 腹部エコー所見：右下腹部横断面にて target 

sign、縦断面にて pseudokidney sign を認めた（図

１）。 

 

 

図 1 腹部エコー所見 a : 横断面にて target sign、b : 縦

断面にて pseudokidney sign を認めた 

 

 腹部 CT 所見：盲腸腫瘍を先進部とする腸重積を

認め、先進部の腫瘍壁は不整に肥厚していた。虫垂

の先端部は壁肥厚や周囲脂肪組織濃度上昇を呈し

ていたが、根部近くは緊満感に乏しかった（図２）。 

 

 

図 2 腹部CT所見  a : 先進部の壁が不整に肥厚しており

腫瘍性病変疑われた(矢頭)。 b : 虫垂は壁肥厚、周囲脂肪織

濃度上昇を呈していた(矢頭)、根部近くの部位では緊満感に

乏しく穿孔性虫垂炎が疑われた(矢印)。 

 以上より、盲腸癌による腸重積症に穿孔性虫垂炎

の合併も疑われ、同日緊急手術となった。 

手術所見：下腹部正中切開にて開腹後、骨盤腔内に

少量の膿性腹水を認めた。上行結腸に盲腸及び回腸

が入り込んでいる重積状態を確認し腸重積を解除

した。盲腸には 1 型と思われる腫瘍性病変を触知し

た。虫垂先端部は腫大し、基部には穿孔を認めた。

盲腸癌による腸重積症ならびに穿孔性虫垂炎の診

断にて回盲部切除術、D3 リンパ節郭清術を施行し

た。 

 摘出標本肉眼所見：虫垂開口部のやや外側に 35

×33mm の 1 型腫瘤認め、虫垂は壊死変化を呈し穿

孔も認めた（図３）。 

 

 

図 3 虫垂肉眼所見 虫垂開口部のやや外側に 35×33mm

の 1 型腫瘤認め、虫垂の穿孔も認めた(矢印) 

 

 病理組織学的診断では高分化型管状腺癌 

(tub1>muc,tub2), pT3 (SS), int, IFNb, ly1, v1, 

pPM0, pDM0, pRM0, D3, CurA で TNM 分類では

pT3, pN0, cM0, Stage ⅡA であった。また虫垂は

全層性に炎症細胞浸潤、毛細血管の増生を認めてい

た（図４）。 

 術後経過：手術後合併症なく退院した。術後 1 年

が経過するが、再発を認めていない。 

 

3 考察 

 成人腸重積症は小児に比べ比較的まれで、頻度と 
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図 4 A 腫瘍部組織所見 管状腺癌が浸潤性に増殖してい

る（HE 染色  100 倍）。B 盲腸病巣部・虫垂組織所見: 

全層性に炎症細胞浸潤を認める（HE 染色  40 倍）。 

 

しては小児を含めた全症例のなかで 5～10％程度

である¹⁾。 小児腸重積症は特発性が 90％以上であ

るのに対して、成人腸重積では 80％以上で器質的

疾患を有しており²⁾、悪性腫瘍 42~62%、良性腫瘍

30~38%、特発性 8~17%との報告もある³⁾。 

また盲腸癌は全結腸癌の約 3％程度に過ぎないが、 

形状が盲端になっていること、腸管蠕動が激しいこ 

と、腸間膜が長いことなどより盲腸は大腸癌腸重積 

症の好発部位であると考えられている⁴⁾。 

一方、盲腸癌と虫垂炎の合併症例について、 

Collins⁵⁾の報告によれば虫垂炎症例 50,000 例中の

632 例(約 1.3%)に大腸癌を認めたとしている。虫垂

炎を合併した盲腸癌の原因として①癌による狭窄 

②癌の虫垂根部への直接浸潤や浮腫による内腔の

閉塞 ③内圧上昇で壁の伸展が虫垂の血流を障害

するなどが挙げられる。また本邦では虫垂炎を合併

した盲腸癌の 24 例について小矢崎ら⁶⁾が報告して

おり、特に癌による虫垂基部が閉塞した症例が 24

例中 13 例（54%）と約半数に認められていた。虫

垂炎の重症度はカタル性 2 例、化膿性 14 例、壊死

性 8 例と炎症は高度なものが多かった。 

虫垂炎を合併した盲腸癌は進行癌が多く⁷⁾、根 

治性を高めるためにも内視鏡検査などの術前精査

が必要である。特に癌年齢に達した中高年の盲腸周

囲膿瘍、腹膜炎、壊死性虫垂炎等を呈する高度炎症

症例では、大腸癌が急性虫垂炎の原因となりうるこ

ともある⁶⁾。 

腸重積と盲腸癌の合併例において、太田ら⁸⁾は成

人腸重積における 21 症例の治療緊急性の要否を検

討し、腹膜刺激症状などがなければ過度に緊急的手

術をすることなく精査を進めたのちに治療にあた

るべきであると述べている。但し腹膜刺激症状や腹

痛・嘔吐などのイレウス症状が強い例では緊急手術

の適応について検討する必要がある。 

自験例では臨床経過より盲腸癌による腸重積を

起こし、腹膜刺激症状も認め、CT 所見より穿孔性

虫垂炎を合併していると考えられた。虫垂が穿孔し

た原因として、盲腸癌による腸重積のため回盲部粘

膜が浮腫をきたし、虫垂開口部が閉塞し、虫垂内圧

上昇による血流障害が惹起されたためであると思

われた。また医学中央雑誌において 1985～2015 年

まで「腸重積」「盲腸癌」「穿孔性虫垂炎」をキーワ

ードに検索（会議録を除く）したところ「腸重積」

「盲腸癌」については 201 例、「盲腸癌」「穿孔性虫

垂炎」では 20 例あったが、3 つのキーワードに合

致した症例はみられず、自験例は貴重な症例である

と考えられた。 

盲腸癌と腸重積の合併例の場合、臨床症状が乏し

ければ待機的手術となる例も多いが、虫垂穿孔を併

発すると緊急手術の適応となる。このため成人の腸

重積症の場合、器質的疾患の検索のみならず、虫垂

炎の合併なども考慮し精査を行う必要があると思

われた。 

 

4 結語 

穿孔性虫垂炎を合併した盲腸癌による虫垂炎の 1

例を経験した。本症例では盲腸癌による腸重積によ

り、虫垂内圧上昇による血流障害を引き起こしたた

め穿孔性虫垂炎を合併したと考えられた。盲腸癌は

大腸癌の中ではまれな疾患ではあるものの、腸重積

のみならず虫垂炎も引き起こす可能性があること

より腹痛を主訴に来院した腸重積症例に対して腸

重積以外の合併症も念頭に置くべきである。 

（本論文の要旨は 2015 年 10 月 第 206 回日本内

科学会東北地方会で発表した。） 
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