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症例は 83 歳の女性で，前医でイレウスと診断されイレウス管を挿入されたが症状改善なく，
イレウス管造影で小腸の完全閉塞を認めたため，当院に転院となった．腹部CTで骨盤外に脱出
する小腸を認め，骨盤底ヘルニアによるイレウスと診断し緊急手術を施行した．右坐骨孔に回
腸がRichter 型に嵌頓しており，これを解除．腸管は壊死に陥っておらず腸切除は行わなかっ
た．ヘルニア門は卵管間膜を縫着して閉鎖した．術後経過はおおむね良好で術後第 23 病日に軽
快，前医に転院した．坐骨ヘルニアは非常にまれな疾患であり，文献検索にて世界で 77 例の報
告しかみない．今回，我々の経験した症例を提示し，文献的考察を加えた．

はじめに
坐骨ヘルニアはまれな骨盤底ヘルニアのなかで

も最もまれな疾患とされている．今回，我々はイ
レウス症状を呈した坐骨ヘルニアの 1例を経験し
たので報告する．

症 例
患者：83 歳，女性
主訴：腹痛，嘔吐
既往歴：70 歳頃より，肝硬変で近医に入退院を

繰り返し，加療されていた．子供は 4人で，すべ
て経膣分娩で出産していた．便秘症を認め，緩下
剤内服中であった．
現病歴：肝硬変，腹水，内痔核よりの出血に対

し，平成 15 年 10 月より，近医で入院加療中であっ
た．平成 16 年 1 月初旬より，腹痛，嘔吐を認め，
1月中旬，腹部X線写真でイレウスと診断された．
第 3病日後，イレウス管挿入され経過観察された
が，症状軽減せず，さらに第 3病日後，イレウス
管造影で，骨盤右側で腸管の完全閉塞を認めたた
め，同日当院に転院となった．
入院時現症：身長 146cm，体重 30kg ，BMI 14．

血圧 146�86mmHg，脈拍 83�分，体温 37.2℃．腹

部は腹部膨満を認めた．腹部全体に軽い圧痛を認
めたが，軟で，腹膜刺激症状は認めなかった．眼
瞼結膜に貧血を認めた．
入院時検査成績：WBC 4,900�µl と正常範囲内

であったが，CRP 7.7mg�dl と増加を認めた．RBC
293×104�µl ，Hb 6.5g�dl ，Ht 21.7％と高度の貧血
を認めた．低蛋白血症，電解質異常を認めた．他
は異常所見を認めなかった（Table 1）．
イレウス管造影所見：骨盤右側で，小腸の完全

閉塞による造影剤の途絶を認めた（Fig. 1）．
腹部CT所見：右臼蓋の後方で臀筋下に小腸の

脱出を認めた．イレウス管造影後のため腸管内に
は造影剤を認めた．腹腔内には多量の腹水を認め
た（Fig. 2）．
以上の所見より，骨盤底ヘルニアによるイレウ

スと診断し，入院同日緊急手術を施行した．
手術所見：下腹部正中切開で開腹した．漿液性

腹水を約 1,000ml 吸引．腹腔内を検索すると，右坐
骨孔（大坐骨孔）にRichter 型に嵌頓している回腸
を認めた（Fig. 3A）．これを用手的に牽引し嵌頓を
解除した（Fig. 3B）．嵌頓した腸管は壊死に陥って
おらず，色調良好で，腸切除は行わなかった．ヘ
ルニア門は卵管間膜を縫着して閉鎖した．
術後経過はおおむね良好であった．右肺炎を認

めたが，抗生剤投与により軽快し，術後第 23 病日
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Fig. 1 Enterography through the long tube with co-

ntrast medium shows complete stenosis of the sma-

ll bowel at the right pelvis.（arrow）

Fig. 2 Abdominal computed tomography（CT）sho-

ws a right side pelvic floor hernia containing an 

contrast-filled ileum.（arrow）

Table 1 Laboratory data on admission

BUN 6.4 mg/dlWBC 4,900 /μl

Cre 0.7 mg/dlRBC 293×104 /μl

Na 128 mEq/lHb 6.5 g/dl

K 3.8 mEq/lHt 21.7 %

Cl 91 mEq/lPlt 17.9×104 /μl

Glu 140 mg/dl

CRP 7.67 mg/dlTP 6.4 g/dl

T-bil 0.7 g/dl

HPT 73 %GOT 25 IU/l

APTT 29.0 secGPT 11 IU/l

LDH 216 IU/l

CPK 61 IU/l

AMY 68 IU/l

に紹介元に軽快転院した．
考 察

骨盤腔には，両側の坐骨と仙骨の間に上から仙
棘靱帯，仙結節靱帯の 2つの靱帯が走っている．
仙棘靱帯の上方に大坐骨孔，仙結節靱帯の上方に
小坐骨孔が形成され，大坐骨孔は梨状筋によって
梨状筋上孔と梨状筋下孔に分けられる（Fig. 4）．
坐骨ヘルニアはこの大坐骨孔および小坐骨孔より
脱出するヘルニアである．坐骨ヘルニアのうち，
小坐骨孔のヘルニアはまれで，大坐骨孔，特に梨
状筋上孔のヘルニアが多いといわれている１）～３）．
坐骨ヘルニアはまれとされている骨盤底ヘルニ

アの中でも最もまれで，すべてのヘルニアの中で
も最も少ないヘルニアといわれている．Black１）に

よると，1964 年の Thomas らによる統計では，
21,138 例のヘルニアのうち坐骨ヘルニアは 1例も
認めなかったとしており，1975 年の 30,000 例のヘ
ルニアの集計のうち坐骨ヘルニアは 1例も認めな
かったと報告している．MEDLINEによる文献検
索（1966―2004，key word：sciatic hernia）で，英
文で確認できた症例は世界でこれまで 77 例の報
告のみであった．Watson ら２）が 1948 年以前の 35
例をまとめて報告しているが，その後 1例報告と
して，20 数例の報告が認められた．しかし，Mik-
los ら４）は，1993 年から 1997 年の 4年間で，慢性的
な骨盤痛を訴える女性 1,100 例に腹腔鏡手術を施
行し，20 例の坐骨ヘルニア（全例卵巣，卵管がヘ
ルニア内容）を認めたと報告した．これによると，
潜在的に坐骨ヘルニアを有する症例がこれまで考
えられていたよりも多数存在する可能性がある
が，これに追従するような報告はなされていない．
これまで報告された 77 例は，小児が 14 例，成

人が 59 例で，4例が年齢不詳であった．ヘルニア
内容として，小腸・大腸の腸管が 23 例，尿管・
膀胱の泌尿器系臓器が 11 例，腸管と泌尿器系臓器
の両者が 3例，卵巣・卵管が 24 例，腫瘍が 2例報
告されており，14 例が内容不明であった．最近は
尿管の報告が増えていた．
本邦報告例を医学中央雑誌で 1987 年から 2005

年まで，「坐骨ヘルニア」をキーワードに検索を
行ったところ，Hayashi ら５）の 1 例，自験例の他，
会議録で 3例認め６）～８），計 5例であった．本邦報告
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Fig. 3 A：Operative findings. the ileum had herniated into the right sciatic 

foramen.（arrow）B：Operative findings. Right siatic foramen.（arrowhead）

Fig. 4 Anatomy of the sciatic foramen

例は，すべて成人で，うち 4例が中年から高齢の
女性であった．ヘルニア内容としては，小腸が 2
例，尿管が 1例，小腸と膀胱が 1例，内容不明が
1例であった．
これまで報告された症例について，臨床的特徴

をまとめて以下に述べる．坐骨ヘルニアの病因と
しては，坐骨ヘルニアの症例のうち，小児，新生
児症例を約 20％程度認めたことから，先天性の形
成異常が関与していると考えられている１）～３）５）．小
児，新生児の症例では男女同等で性差はないとい
われているが１）２），成人において坐骨ヘルニアを認
めた症例はほとんどが女性であり２）４），これには他
の骨盤底ヘルニアと同様，女性の骨盤が大きいこ
と，便秘，妊娠などによる腹圧の上昇，また加齢
による梨状筋の脆弱化が，その病因として考えら
れている１）３）５）９）．
坐骨ヘルニアの症状はヘルニア内容によって多

彩であり，ヘルニア内容の嵌頓や絞扼をきたすま

でほとんど症状を認めずに経過し，診断が困難な
場合も多い１）２）１０）．ヘルニア内容としては小腸が最
も多く，他に，尿管，膀胱，卵巣，卵管，大腸，
Meckel 憩室，腫瘍などの報告がある１）～５）．ヘルニア
が大きくなると，大殿筋下に膨隆を認めた
り１）２）４）９）～１２），坐骨神経の圧迫による骨盤痛，大腿痛
を訴えることがある１）２）１２）１３）．ヘルニア内容が腸管の
場合，腸管が嵌頓しイレウスになると，他のイレ
ウスと同様，腹痛，嘔吐，腹部膨満を認める１）２）．
坐骨ヘルニアによるイレウスでは一般的に嵌頓や
絞扼をきたしやすいといわれており注意が必要で
ある１０）．原因不明のイレウスで骨盤痛を認めるよ
うな場合には臀部の観察を行い坐骨ヘルニアを鑑
別するべきである１）１０）．
検査は，腹部単純X線写真，注腸造影，尿道造

影，ヘルニオグラフィー，腹部CT，腹部超音波検
査などが行われるが５）１０），腹部 CTが有用との意見
が多い１３）．以前は診断困難な疾患との認識があっ
たが，これらの検査によって，最近は術前診断可
能であった症例も報告されてきている５）１０）１３）．本症
例でも腹部CTで，骨盤外側の臀筋下に腸管を認
める特徴的な画像所見を認め，本疾患の認識があ
れば，術前診断可能であったと思われた．
治療は外科手術が行われ１）２），近年は腹腔鏡下手

術も行われている４）．ヘルニア門の閉鎖には周囲組
織による縫縮あるいはメッシュ修復が行われてい
る１）～４）９）１１）．手術には経腹式のアプローチと経臀式
のアプローチがあり１）２），両者の併用も有用な場合
がある２）５）９）．経腹的アプローチの利点として，周囲
臓器とヘルニアとの関連をみるのに優れていて，
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イレウスで腸管の観察が必要な場合や腸切除の可
能性がある場合に有用であり，ヘルニアの修復に
おいても神経・血管の損傷の危険性が低いといわ
れている１）２）１１）．経臀的アプローチは，坐骨ヘルニア
の診断が確定しており，ヘルニアが体表から観察
可能で，還納容易な場合は有用とされる１）２）１１）．経臀
的アプローチは適応が限られ，経腹的アプローチ
にて手術が行われることが多い１）２）１１）．
自験例は高齢女性で多産，便秘を認め，ヘルニ

ア内容は腸管であり，これまで報告された症例の
特徴に一致した．腹部CTが術前診断に有用で特
徴的な画像所見を示した．イレウスとなってから
時間が経っていたが，幸い腸管壊死などはなかっ
た．手術においては原因の検索，腸管の viability
の評価，また手術操作の面で経腹的なアプローチ
が有用であった．
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A Case of Sciatic Hernia
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A 83-year-old woman refered due to small bowel obstruction whose symptoms did not disappear after a long
tube had been placed to decompress the bowel, was found in computed tomography to have an ileal loop devi-
ating from the abdominal cavity to a right side pelvic floor hernia. Emergency laparotomy showed that the il-
eum had herniated into the right sciatic foramen. The herniated ileum was reduced by traction, avoiding ileal
resection. The sciatic foramen defect was repaired by suturing the right mesosalpinx. The patient had an un-
eventful postoperative course and was discharged on postoperative day 23. Sciatic hernia is very rare, and 77
patients have been reported in the world literature. Our case is reported with a review of the literature on sci-
atic hernia.
Key words：sciatic hernia, ileus
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