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だいちょう け い し つ し ょ う

大腸憩室症
医療法人将優会 クリニックうしたに
理事長・院長 牛谷義秀

図１注腸検査にみられる大腸憩室症
（大腸の壁にブドウの房状のふくろがみられる）

下血（肛門からの出血）で通院された方の中には
下血（肛門からの出血）で通院された方の中には、大腸憩室からの出血が原因となっている
の中には、大腸憩室からの出血が原因となっている
ことがあります。大腸の腸管壁の一部が管腔の外側に突出した状態を
ことがあります。大腸の腸管壁の一部が管腔の外側に突出した状態を大腸憩室と呼んでいます。
大腸の腸管壁の一部が管腔の外側に突出した状態を大腸憩室と呼んでいます。
り か ん

わが国では、大腸憩室症の罹患
わが国では、大腸憩室症の罹患者はこれまで少ないとされてきたものの、食事の欧米化や高齢
者はこれまで少ないとされてきたものの、食事の欧米化や高齢
化にともない、大腸憩室とその合併症は今後
化にともない、大腸憩室とその合併症は今後増加する
今後増加するもの
増加するものと予想されています。
ものと予想されています。

１） 大腸憩室症とは
ちゅうちょう

大腸憩室とは、
大腸憩室とは、図 1（ 注 腸 検査：バリウムを使って行う大腸検査）
のように、大腸の腸管壁の一部が管腔の外側に突出した状態
のように、大腸の腸管壁の一部が管腔の外側に突出した状態のこと
大腸の腸管壁の一部が管腔の外側に突出した状態のこと
で、図 2 のように胃透視検査の後の腹部レントゲン検査等で、
のように胃透視検査の後の腹部レントゲン検査等で、バリ
ウム斑として偶然
ウム斑として偶然に
偶然に発見されることも
発見されることもあります。
１） 発生時期による分類
生まれつき大腸憩室が
生まれつき大腸憩室が認めら
大腸憩室が認められる
認められる先天性と
れる先天性と、
先天性と、
歳を重ねるに従って増加する後天性
歳を重ねるに従って増加する後天性に分類
後天性に分類
されます。

図２

胃透視検査後に
判明した大腸憩室

２） 組織学的構造による分類
しょう ま く

粘膜から 漿 膜まで全層におよぶ
しんせい

か せ い

真性憩室と
憩室と固有筋層を欠く仮性
固有筋層を欠く仮性
憩室に分類できますが
憩室に分類できますが、
に分類できますが、憩室の
ほとんどは
ほとんどは仮性憩室（図
仮性憩室（図 3）です。

図 3 憩室（→
憩室（→）の模式図

３） 発生場所による分類（図
発生場所による分類（図 4 注腸検査参照）大腸憩室は発生部位により、盲腸や上行
注腸検査参照）大腸憩室は発生部位により、盲腸や上行
結腸を中心にした
結腸を中心にした右側結腸に発生する右側型
を中心にした右側結腸に発生する右側型（図
右側結腸に発生する右側型（図 5）と、S 状結腸を中心に左側結腸に発
生する左側型（図
生する左側型（図 6）、および両側型に分類されます
、および両側型に分類されます。
ます。欧米において左側型が多いのに対
欧米において左側型が多いのに対
して、
して、わが国では右側型が多く
わが国では右側型が多くみ
では右側型が多くみられるのが特徴です
られるのが特徴です。しかし、
。しかし、近年は右側型に左側型
が合併した両側型が増加してきて
が合併した両側型が増加してきています。
た両側型が増加してきています。

図 5 上 行結腸 を中心 に
みられる右側型

図 4 注腸検査

図 6 S 状結腸を中心に
みられる左側型
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４） 発生個数による分類
大腸憩室は個数によって
大腸憩室は個数によって単発型
よって単発型、
単発型、散発型（2
散発型（2～9 個のもの）、群発型（10
群発型（10 個以上のもの）
に分類しますが、加齢とともに群発型が増加する傾向があります
分類しますが、加齢とともに群発型が増加する傾向があります。
加齢とともに群発型が増加する傾向があります。
５） 男女差
わが国の報告では一般的に男性に多いといわれてきましたが、最近では
わが国の報告では一般的に男性に多いといわれてきましたが、最近では男女差が
いといわれてきましたが、最近では男女差が徐々
男女差が徐々に
徐々に
少なくなってきつつあります。
少なくなってきつつあります。
６） 加齢による頻度差
一般に大腸
一般に大腸憩室の罹患率は
大腸憩室の罹患率は年齢
憩室の罹患率は年齢を重ねるとともに
年齢を重ねるとともに増加
を重ねるとともに増加する
増加することが報告されています。
することが報告されています。

２） 大腸憩室症の原因
大腸憩室症の発生原因に
大腸憩室症の発生原因については不明な点
ついては不明な点が少なくありませんが、民族的な要素や
が少なくありませんが、民族的な要素や食物
ありませんが、民族的な要素や食物線維
食物線維
の摂取不足、加齢、腸管
摂取不足、加齢、腸管自体の運動のほか、
不足、加齢、腸管自体の運動のほか、腸内細菌叢
自体の運動のほか、腸内細菌叢など
腸内細菌叢などの関与
などの関与も
の関与も考えられています。低
考えられています。低線
ぜんどう

こうしん

維食をとることによって糞便量が減り、糞便を送り出すための
をとることによって糞便量が減り、糞便を送り出すための蠕動
糞便量が減り、糞便を送り出すための蠕動が亢進することにより結腸
内圧が高くなります。右
内圧が高くなります。右側の腸管
くなります。右側の腸管に比べて腸管自身が細く、また便が硬くなって
側の腸管に比べて腸管自身が細く、また便が硬くなってくる
に比べて腸管自身が細く、また便が硬くなってくる S 状結腸
はこれらの影響を受けやすい
れらの影響を受けやすいために、
の影響を受けやすいために、仮性憩室が形成され
ために、仮性憩室が形成されやすい
仮性憩室が形成されやすいと
やすいと考えられています。
このように、
このように、腸管の運動異常による腸管内圧の上昇と腸管壁に存在する抵抗の弱い部分とい
う二つの因子が相互に作用しているという考え方が一般的となっています。

３） 大腸憩室症の症状
大腸憩室を保有しても
大腸憩室を保有しても 80～
80～85％
85％の人は、無症状の
の人は、無症状の
まま一
まま一生涯を過ごすとされています
生涯を過ごすとされています。しかし
とされています。しかし食道
。しかし食道
（図 7）や胃（図
や胃（図 8）、十二指腸など他の部位の消化
、十二指腸など他の部位の消化
管憩室と比べて、
管憩室と比べて、大腸憩室は
と比べて、大腸憩室は出血や憩室炎、さらに
大腸憩室は出血や憩室炎、さらに
のうよう

うみ

せんこう

ろうこう

は膿瘍（膿がよどむこと）や
がよどむこと）や穿孔、腹膜炎、瘻孔
、腹膜炎、瘻孔
などの合併症を起こしやすい疾患と考えられてい
ます。

図 7 食道憩室

図 8 胃憩室

４） 大腸憩室症の画像
大腸憩室症の画像診断
画像診断
大腸憩室症
大腸憩室症は、その
は、そのスクリーニング検査として
スクリーニング検査として大腸内視鏡検査
検査として大腸内視鏡検査が
大腸内視鏡検査が実施されることが多くなり
ましたが、やはり部位
ましたが、やはり部位や
部位や個数を把握するのに注腸検査が
個数を把握するのに注腸検査が最も有効
注腸検査が最も有効だと考えられます
最も有効だと考えられます。
だと考えられます。
１） 注腸検査
大腸憩室が存在
大腸憩室が存在する
存在する部位
する部位や患部の
部位や患部の範囲
や患部の範囲・炎症による
範囲・炎症による狭窄の評価、膿瘍など腸管周囲病
・炎症による狭窄の評価、膿瘍など腸管周囲病
．．．
変との交通性や瘻孔の存在を評価する上で有用です
変との交通性や瘻孔の存在を評価する上で有用です。腸管壁
腸管壁からふくろ
からふくろ状突出像として
認められます
認められますが、炎症が強くなる
ますが、炎症が強くなるに従って
が、炎症が強くなるに従って腸管壁
に従って腸管壁が硬くなる
腸管壁が硬くなる、
が硬くなる、内腔が狭くなる、長さ
くなる、長さが
、長さが
短縮するなどの所見が認められるようになります
短縮するなどの所見が認められるようになります。
するなどの所見が認められるようになります。しかしながら炎症が高度な場合に
しかしながら炎症が高度な場合には
穿孔を誘発する危険があり注意が必要です。
穿孔を誘発する危険があり注意が必要です。
２） 大腸内視鏡
大腸内視鏡検査
内視鏡検査
大腸憩室は、内視鏡では
大腸憩室は、内視鏡では腸管内腔から
内視鏡では腸管内腔から管外へ向かって
腸管内腔から管外へ向かって凹みとして観察されます。
管外へ向かって凹みとして観察されます。憩室
凹みとして観察されます。憩室
を取り巻く隆起や、その周囲の発赤が観察されます。
を取り巻く隆起や、その周囲の発赤が観察されます。炎症が強い急性期
その周囲の発赤が観察されます。炎症が強い急性期に
炎症が強い急性期に内視鏡検査を
内視鏡検査を
実施すると炎症
実施すると炎症がさらに悪化し、
炎症がさらに悪化し、穿孔
がさらに悪化し、穿孔が
穿孔が誘発される
誘発される危険が高い
される危険が高いので控えるべきです
危険が高いので控えるべきです。
ので控えるべきです。
３） ＣＴ画像
．．．
大腸壁から外方に突出する
大腸壁から外方に突出するふくろ
壁から外方に突出するふくろ状の構造物として認められます
構造物として認められます。内部に空気、便塊を
ます。内部に空気、便塊を
認めることが多く、また
認めることが多く、また炎症が起こると
ことが多く、また炎症が起こると腹水
炎症が起こると腹水が
腹水が貯留し
貯留し大腸壁が厚くなります。さらに進
大腸壁が厚くなります。さらに進
行すると膿瘍
行すると膿瘍が
膿瘍が形成されたり、
形成されたり、穿孔
されたり、穿孔や
穿孔や瘻孔が
瘻孔が形成されているの
形成されているのが
されているのが確認でき
確認できようになり
できようになりま
ようになりま
す。
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４） 超音波画像
し ゅ りゅう

大腸壁から突出するよ
大腸 壁から突出するよう
壁から突出するように存在する楕円形状の
に存在する楕円形状の小
状の小 さな腫
さな腫 瘤 として観察されることが多
く、また大腸壁の肥厚や憩室壁
く、また大腸壁の肥厚や憩室壁そのもの
憩室壁そのものの浮腫
そのものの浮腫のほか、
の浮腫のほか、膿瘍
のほか、膿瘍などが観察できます。
膿瘍などが観察できます。

５） 大腸憩室症の合併症
１） 大腸憩室炎
合併症として最も頻度の高いのは憩室炎で、
合併症として最も頻度の高いのは憩室炎で、悪化させると膿瘍
悪化させると膿瘍の形成
膿瘍の形成や
の形成や穿孔性腹膜炎へと
穿孔性腹膜炎へと
進展し、重篤な病態へと移行することがあるので注意が必要です。憩室
進展し、重篤な病態へと移行することがあるので注意が必要です。憩室内に
憩室内に便が貯留し、
内に便が貯留し、細
便が貯留し、細
菌感染が発生すると憩室炎を発症します。
菌感染が発生すると憩室炎を発症します。さらに炎症が進
憩室炎を発症します。さらに炎症が進むと
さらに炎症が進むと膿瘍を形成
むと膿瘍を形成し、
膿瘍を形成し、この膿瘍が
し、この膿瘍が破
この膿瘍が破
れると腹膜炎
れると腹膜炎へと進展します。また
腹膜炎へと進展します。またＳ状結腸
へと進展します。またＳ状結腸で
Ｓ状結腸で憩室炎を繰り返した場合、
憩室炎を繰り返した場合、膀胱、小腸、子宮
した場合、膀胱、小腸、子宮
などの周辺臓器と炎症性癒着が起こり、
などの周辺臓器と炎症性癒着が起こり、瘻孔が
瘻孔が形成され
形成されることが多く手術が必要となります。
ることが多く手術が必要となります。
２） 出血
大腸憩室からの出血
大腸憩室からの出血は
数％に過ぎず頻度は低いとされていますが、近年高齢化が進む
出血は数％に過ぎず頻度は低いとされていますが、近年
とされていますが、近年高齢化が進む中で
高齢化が進む中で
脳梗塞や狭心症・心筋梗塞の治療や再発予防のためにバイアスピリン
脳梗塞や狭心症・心筋梗塞の治療や再発予防のためにバイアスピリンなど
バイアスピリンなどの抗血小板や
などの抗血小板やワー
の抗血小板やワー
ファリンなどの抗凝固剤を服用している高齢者の増加とともに憩室
ファリンなどの抗凝固剤を服用している高齢者の増加とともに 憩室からの
憩室からの出血
からの 出血の報告が増
出血 の報告が増
えています。
えています。

６） 大腸憩室炎の治療
大腸憩室炎の治療
大腸憩室炎は症状や合併症の程度によって治療方針が異なります。
腸憩室炎は症状や合併症の程度によって治療方針が異なります。
１） 症状がない時
無症状の場合、治療はとくに必要ではありません。しかしながら大腸憩室保有者は食物線
無症状の場合、治療はとくに必要ではありません。しかしながら大腸憩室保有者は食物線
維を１日 25～
25～30ｇ摂取することが推奨されて
30ｇ摂取することが推奨されています。確かに
ｇ摂取することが推奨されています。確かに 1 日の食物線維摂取量が
日の食物線維摂取量が 40ｇ
40ｇ
以上の菜食主義者では
以上の菜食主義者では 20ｇ前後の非菜食主義者に比べて、大腸憩室の保有率が明らかに低
20ｇ前後の非菜食主義者に比べて、大腸憩室の保有率が明らかに低
下するとの報告もみられます。整腸剤や
下するとの報告もみられます。整腸剤や緩下剤
整腸剤や緩下剤などを適宜
緩下剤などを適宜服用して
などを適宜服用して便通異常がないよう
服用して便通異常がないよう、
便通異常がないよう、日
常生活に心がけていただきたいものです。
常生活に心がけていただきたいものです。
２） 憩室からの出血がある場合
憩室の合併症である
憩室の合併症である出血
の合併症である出血の多くは
出血の多くは、腹痛、発熱などの
の多くは、腹痛、発熱などの症状
、腹痛、発熱などの症状を呈することは少なく、
症状を呈することは少なく、しかも
を呈することは少なく、しかも
突然の血便で発症します。
突然の血便で発症します。大腸
します。大腸憩室
大腸憩室は
憩室は筋肉層を欠く仮性憩室であるため．熱凝固法やエタノ
筋肉層を欠く仮性憩室であるため．熱凝固法やエタノ
ール注射
ール注射などによる止血は
注射などによる止血は腸管が
などによる止血は腸管が穿孔
腸管が穿孔を
穿孔をひき起こす
ひき起こす危険
起こす危険がある
危険があるため
があるため控え
ため控えるべきで
控えるべきで、
るべきで、組織障害
の少ないクリップによる止血が最も安全で
の少ないクリップによる止血が最も安全で有用で
安全で有用です。
有用です。 内視鏡による治療が困難な
内視鏡による治療が困難な場合は血
管造影による止血や
管造影による止血や外科的手術を考慮する必要があ
による止血や外科的手術を考慮する必要があります。
外科的手術を考慮する必要があります。また、さまざまな方法でも止血
ります。また、さまざまな方法でも止血
や治療が困難な場合は肛門から高濃度の
や治療が困難な場合は肛門から高濃度のバリウム
困難な場合は肛門から高濃度のバリウムを注入（バリウム
バリウムを注入（バリウム充填法
を注入（バリウム充填法）すると、
充填法）すると、長期間
）すると、長期間
にわたってバリウムが憩室内に残存することで止血が可能となることがあります
にわたってバリウムが憩室内に残存することで止血が可能となることがあります。
ることがあります。
２） 軽度の合併症をともなう場合
膿瘍や
膿瘍や穿孔、瘻孔といった重度の
穿孔、瘻孔といった重度の合併症がない場合
重度の合併症がない場合には
合併症がない場合には抗生剤
には抗生剤の内服や整腸剤、
抗生剤の内服や整腸剤、流動食
の内服や整腸剤、流動食な
流動食な
れいあん

どで経過観察しますが、悪化
どで経過観察しますが、悪化することが心配
悪化することが心配される場合は禁食
することが心配される場合は禁食の上、患部を
される場合は禁食の上、患部を冷罨
の上、患部を冷罨（冷やすこ
と）しながら抗生剤
と）しながら抗生剤等
抗生剤等の点滴加療を
の点滴加療を入院下で
入院下で実施する必要
下で実施する必要があり
実施する必要があります。
があります。ほとんど
ます。ほとんどの大腸憩室
ほとんどの大腸憩室
炎はこれで軽快
炎はこれで軽快します
これで軽快します。
します。また、腸で
また、腸で吸収
腸で吸収されにくい
吸収されにくい抗生物質の内服
されにくい抗生物質の内服や潰瘍性大腸炎等に処方
抗生物質の内服や潰瘍性大腸炎等に処方
されるメサラジンは
されるメサラジンは憩室炎の臨床症状を
憩室炎の臨床症状を軽快させ
軽快させ、
、
治療期間を短縮させるとともに
その再
メサラジンは憩室炎の臨床症状を軽快させ 治療期間を短縮させ
させるとともに、
るとともに、その再
発の予防効果も明らかと
予防効果も明らかとされており、
も明らかとされており、今後の
されており、今後の治療薬として注目されてい
今後の治療薬として注目されています。
治療薬として注目されています。
３） 重度の合併症をともなう場合
け い ひ て き

膿瘍を形成している場合は抗生剤投与
膿瘍を形成している場合は抗生剤投与のほか
抗生剤投与のほか、超音波
のほか、超音波や
、超音波やＣＴなどを使って
ＣＴなどを使って経皮的
などを使って経皮的ドレナー
ジ（膿を体外に出す操作）
（膿を体外に出す操作）を施行
に出す操作）を施行します
を施行します。
します。膿瘍に対する経皮的ドレナージで
膿瘍に対する経皮的ドレナージでも改善しない
も改善しない場
しない場
合や穿孔による腹膜炎、自然治癒が期待できない
穿孔による腹膜炎、自然治癒が期待できない瘻孔
、自然治癒が期待できない瘻孔がある場合は
瘻孔がある場合は手術を行
がある場合は手術を行います
手術を行います。
います。

4
一般に 2 回以上の憩室炎症状がみられたら、憩室炎の症状が軽快してから
回以上の憩室炎症状がみられたら、憩室炎の症状が軽快してから手術をすべき
憩室炎の症状が軽快してから手術をすべき
である（
である（twotwo-attack rule）
rule）とされています。最近は
されています。最近は大腸憩室炎に対する手術
ています。最近は大腸憩室炎に対する手術として、
大腸憩室炎に対する手術として、開腹
として、開腹
手術よりも腹腔鏡手術が選択されることも多くなりました。
手術よりも腹腔鏡手術が選択されることも多くなりました。
か ん べ つ

７） 大腸憩室症の鑑別
大腸憩室症の鑑別疾患
大腸憩室が
大腸憩室が盲腸や上行結腸
盲腸や上行結腸など
上行結腸など、
など、右側にみられる場合、
右側にみられる場合、急性虫垂炎との鑑別が重要
にみられる場合、急性虫垂炎との鑑別が重要となりま
急性虫垂炎との鑑別が重要となりま
す。そのほか、炎症性腸疾患や
そのほか、炎症性腸疾患や大腸癌、
炎症性腸疾患や大腸癌、腎尿路系疾患
尿路系疾患、
系疾患、婦人科系
婦人科系疾患など
疾患なども視野に入れた診断・
なども視野に入れた診断・
治療が必要となります。

８） おわりに
近年、大腸検診のスクリーニング検査として大腸内視鏡検査が取り入れられるようになり、
さまざまな大腸疾患が発見されるようになりました。大腸憩室症もそのひとつであり、罹患者
の実態も少しずつ明らかとなってきてい
の実態も少しずつ明らかとなってきています。
ています。食生活を中心とし
ます。食生活を中心とした
食生活を中心とした日常生活に注意をしながら、
大腸憩室症の発症や悪化を防ぎましょう。
大腸憩室症の発症や悪化を防ぎましょう。

