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教科書の虫垂炎

（とは異なる症例を経験しました）

研修医 藤原潤一



はじめに

今回の演題“教科書の虫垂炎”は、学生の間に学んできた教
科書、参考書に載っている虫垂炎とは異なる症例を経験し
たので紹介しようと思い、虫垂炎を演題として選びました。

演題に深い意味はありません。

研修医の虫垂炎についての復習や知識を深めることの助け
になれば幸いです。



虫垂の解剖

虫垂の形・長さ・位置などは個人差があるが、

日本人の平均は
長さ6-8cm

直径6mm前後



虫垂の役割

リンパ小節が集合し、全体が集合リンパ小節のようになり抗体産生の
場となっている。

生体防衛線の重要な器官

・昔は役割がわかっていなかった

・腸内細菌の調節にも働いているともいわれている



教科書では、

心窩部痛、食欲不振、悪心・嘔吐
で始まる

右下腹部痛に痛みが移動する

発熱あり

血液検査ではWBC↑、CRP↑

腹部CT、腹部エコーで

 腫大した虫垂

 嵌頓した糞石

 虫垂周囲の滲出液 が見られる



医師国家試験で見る虫垂炎

急性虫垂炎は急性腹症の原因で最も多い疾患。

医師国家試験にもよく出題されます。

実際に出題された問題を提示します。



107H26（必修）

虫垂炎かな？



110Ｅ54



経験した症例

３８歳 男性 175cm 65kg

【主訴】腹痛、血尿

【現病歴】前日22時頃より下腹部痛あり。今朝3時頃に救急外来受診している。
腹部全体から右背部にかけて痛みが広がってきており、23時頃に褐色尿あり、
救急要請した。

【既往歴】約10年前：胆のう結石、健康診断で高血圧を指摘された

【内服薬】なし

【生活歴】（嗜好品）喫煙：なし、飲酒：機会飲酒、（海外渡航）最近はなし

【アレルギー】なし



【現症】 体温：37.5℃ 血圧：135/64mmHg

脈拍：80回/分 呼吸数：24回/分 SpO2：97％

意識清明、呼吸整、嘔気なし

腹部：平坦、自発痛あり(腹部全体から右背部にかけて)

反跳痛なし、McBurney点圧痛なし、腸蠕動音亢進

背部痛あり、CVA叩打痛：右あり、左なし



血液検査 1回目受診時
午前3時

2回目受診時
午後23時

WBC 9870 16240

Neu％ 80.9

Lym％ 12.8

RBC 545 549

PLT 20.8 20.0

LDH ※167 ※389

CRP 0.04 2.93

Na 140 137

K ※3.8 4.1

Cl 104 102

CK 235 448

S－AMY 74 62 ※弱溶血

尿検査

2回目受診時
午後23時

U－タンパク （2+）

U－PH 8.0

U－センケツ （3+）

U－WBC （－）

U－ヒジュウ 1.010



腹部CT（単純）

午前3時 午後11時



腹部CT（造影）

午後11時

糞石あり、虫垂腫大あり、虫垂周囲の炎症認める



診断

「急性虫垂炎」

⇒消化器外科の先生にコンサルト

⇒緊急手術となる。

血尿は、、

炎症が尿管に波及した？

背部痛は

虫垂が背後に回り込んでいたため

腹痛、背部痛、血尿の患者さんで、
右下腹部痛が明らかではなく
尿管結石かと思った症例が
虫垂炎だった！！！

!!



虫垂炎で見られる所見

McBurney点

 Lanz点

反跳痛（Blumberg徴候）

 Rovsing徴候

 Rosenstein徴候

腸腰筋徴候



圧痛点

臍上前腸骨棘

McBurney点（M）

・虫垂の付着部
・右上前腸骨棘と臍を結ぶ線の
外側1/3の点

Lanz点（L）

・虫垂の先端
・左右上前腸骨棘を結ぶ線の
右から1/3の点



反跳痛（Blumberg徴候）

腹壁を押したときよりも手を離す
時に痛みが強くなる現象

腹膜刺激徴候 ⇒腹膜炎を疑う

・筋性防御
・かかと落とし試験
・咳嗽試験
・歩行時の腹痛
・打診



Rovsing徴候

仰臥位で下行結腸を下から上に
押し上げるように圧迫すると右
下腹部痛が増強される現象

（大腸のガスが移動して虫垂付近
の圧が上がるため）



Rosenstein徴候

左側臥位の方が仰臥位よりも圧痛が増強する現象

（重力により虫垂が伸展するためと言われている）

McBurney点



腸腰筋徴候

左側臥位で右足を曲げた状態から延ばすと右下腹部痛が出る現象

⇒炎症が腸腰筋にまで及んでいる状態

右下腹部痛 ⇈

盲腸背側に虫垂があり通常の試験では腹膜刺激症状が出ない場合
に有効である。今回の症例のような場合！



虫垂炎に対する症候の診断精度

症候 感度（％） 特異度（％）

右下腹部痛 84 90

痛みの移動 64 82

腹痛が嘔吐より先行 100 64

腸腰筋徴候 16 95

発熱 67 79

反跳痛 63 69

筋性防御（guarding） 73 52

以前に同じ痛みがない 86 40

直腸診での圧痛 41 77

嘔吐 51 45



Alvarado score

症候および検査結果 計10点

Migration of pain 右下腹部への疼痛の移動 1

Anorexia 食欲不振 1

Nausea or Vomiting 悪心嘔吐 1

Tenderness in RLQ 右下腹部圧痛 2

Rebound tenderness 反跳痛 1

Elevated temperature 37.3℃以上の発熱 1

Leukocytosis 白血球増多>10000/μL 2

Shift of WBC 白血球の左方移動 1

 7点以上：急性虫垂炎を強く疑う ⇒外科医コンサルト

 5-6点：急性虫垂炎を否定できない ⇒画像検査追加

 4点以下：急性虫垂炎は否定的である（非典型例に注意！）



前述の症例では、

 右下腹部への疼痛の移動 ⇒なし⇒0点

 食欲不振 ⇒あり⇒1点

 悪心嘔吐 ⇒なし⇒0点

 右下腹部圧痛 ⇒なし⇒0点

 反跳痛 ⇒なし⇒0点

 37.3℃以上の発熱 ⇒あり⇒1点

 白血球増多>10000/μL ⇒あり⇒2点

 白血球の左方移動 ⇒不明⇒0点 合計4点

4点以下：急性虫垂炎は否定的である（非典型例に注意！）

（4点？：前日の時点では悪心はあった、左方移動はどうか）

Alvarado score



虫垂炎のCT所見

虫垂の外径が6mm以上かつ周囲の炎症所見

虫垂の外径が8mm以上

造影CTで壁肥厚（2mm以上）かつ虫垂が造影される

周辺の炎症所見（脂肪織の濃度上昇、腹膜・筋膜の肥厚、液体貯留な
ど）を認める

厳密な定義はなし
「レジデントノート」より



CT所見

12歳 女性

糞石



CT所見

13歳 男性

腫脹した虫垂
周囲に浮腫あり



CT所見

11歳 女性

軽度腫大した虫垂
壁肥厚と浮腫あり



虫垂炎を疑ったら、、

救急外来で虫垂炎と思われる患者さんをみたらどうすればいいのか？

「虫垂炎の治療は手術が原則」

急性虫垂炎と診断、もしくは強く疑った場合にはただちに外科医にコンサルト。
保存的治療を選択できそうな場合でも、まずは外科コンサルトする方が無難。



虫垂炎の進行

急性虫垂炎の原因：虫垂開口部の糞石や異物による閉塞

虫垂開口部の閉塞により虫垂の内圧が上昇すると、

心窩部や臍上部に“局在のはっきりしない鈍い痛み（内臓痛）”

管腔内圧の上昇により炎症が引き起こされ、炎症が壁側腹膜に波及すると

右下腹部に“局在したはっきりとした鋭い痛み（体性痛）”



虫垂炎の進行

さらに炎症が進行すると虫垂が壊疽、穿孔する

炎症・感染が腹腔内に波及すると膿瘍形成、腹膜炎を併発する

敗血症性ショックに
陥ることもある



保存的治療

虫垂炎は症状の進行度で分類される

カタル性 蜂窩織炎性 壊疽性 穿孔性

（炎症が管腔内にとどまる）

”カタル性までは保存的治療を選択してもよい”
※一般論であり施設によって異なる

保存的治療は再発率が20-40％(カタル性に限らず)



保存的治療

自身も中学1年の頃に虫垂炎に罹患している。

（ぼんやりとした記憶では）

右下腹部痛が2日ほど続いたため病院受診

エコー検査（CTはどうだったか）

手術か抗菌薬か

⇒抗菌薬を選び

保存的治療で4-5日ほどで退院した

再発いまのところなし

患者の経験からは

抗菌薬を選びたくなる



症例 13歳 女性

【主訴】右下腹部痛

【現病歴】前日の夕方より下腹部痛出現し市販の痛み止めを内服した。次第に
痛みが増強するため、当日午前中に前医Aを受診した。虫垂炎考えるも炎症所
見の上昇ないため経過観察となる。痛み持続するため前医Bを受診し、婦人科
的な検索を行うもはっきりとした原因見つからず帰宅する。歩行時に痛みが響
くようになり、痛みが治まらないため救急要請した。

【所見】

発熱なし

嘔吐なし、下痢なし、排便あり

腹部：平坦、筋性防御なし、右下腹部圧痛あり、反跳痛あり、腸蠕動音あり



血液検査 WBC 9290

Neu％ 77.6

Lym％ 16.0

Stab 1.0

Seg 69.0

RBC 484

PLT 24.4

PCT 0.02

LDH 191

CRP 0.01

Na 140

K 3.7

Cl 104

CK 98

S－AMY 57

尿検査
U－PH 7.0

U－センケツ （－）

U－WBC （－）

U－アショウサン （－）

U－ヒジュウ 1.015

便検査
ヒトヘモグロビン 40（－）

ロタAg （－）

アデノAg （－）

ノロウイルスAg （－）



腹部エコー
虫垂最大6mm程度で明らかな腫大なし

右卵巣周囲に腹水貯留あり

腹部CT

虫垂腫大なし

骨盤内に腹水あり

腸管内に食物残渣貯留あり

急性虫垂炎ではなさそう？



エコー右卵巣周囲に腹水貯留あったため、産婦人科にコンサルト

⇒痛みの原因見つからず、、（卵巣捻転などではない）

「診断」

・生理周期に伴う痛み

・便秘症

「治療」

鎮痛薬、浣腸で経過観察

⇒痛み改善したため入院後3日ほどで退院となる



鑑別疾患

右下腹部痛を生じうる疾患は

憩室炎

感染性腸炎

骨盤内炎症性疾患（PID）

腸間膜リンパ節炎

右尿管結石 etc

盲腸近傍の憩室炎や腸間膜リンパ節炎では
病歴、身体所見、血液検査からは鑑別が困難、、、

上記の疾患は内科的な治療、鑑別は必要。

画像検索が重要！



結語

急性虫垂炎では非典型例に注意。

右下腹部痛にこだわらず、問診、身体所見から画像検査に
持っていくことが大切。

治療は手術が基本、外科にコンサルトする。

（帰宅させてはいけない。）
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