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症例は 61 歳の女性で，右側腹部痛を主訴にて当院を受診した．特記すべき既往歴はなく来院
時軽度の貧血を認めた．右側腹部全体に筋性防御をともなう圧痛と，著しい反跳痛を認めた．
CTでは右後腹膜腔を中心に，十二指腸から総腸骨動脈分岐部まで連続した low～iso density
area を認めた．上部内視鏡検査では上部消化管穿孔の所見は認めなかった．以上の所見より，
後腹膜血腫をともなう下部消化管穿孔を否定できず同日緊急手術を施行した．開腹にて右側中
心に後腹膜血腫を確認したが，腹腔内は淡々血性の腹水が少量のみであった．後腹膜は開放せ
ず，洗浄ドレナージのみとした．術後の 3D-CT angiography では，血管性病変は指摘できなかっ
た．第 10 病日に血腫による十二指腸狭窄を認めたが保存的に軽快し，第 31 病日に軽快退院と
なった．その後，再発は認められていない．原因不明の後腹膜疾患を認めた場合，後腹膜血腫
も念頭に入れる必要がある．

はじめに
後腹膜血腫の原因として外傷性と非外傷性（動

脈瘤破裂，後腹膜腫瘍，血液疾患，抗凝固療法な
ど）があげられる．これら以外で特別な誘因がな
く生じたものは特発性と分類される．今回，我々
は原因不明の後腹膜血腫の 1例を経験したので，
特発性後腹膜血腫本邦報告例 11 例の文献的考察
を加え報告する．

症 例
患者：61 歳，女性
主訴：右側腹部痛
既往歴：特記すべきことなし．
家族歴：特記すべきことなし．
現病歴：平成 16 年 10 月に右側腹部痛が出現し

た．徐々に増強したため当院を受診．後腹膜血腫
の診断にて同日緊急手術となった．
入院時現症：身長 150.0cm，体重 52.0kg ，血圧

126�84mmHg，栄養状態良好，眼瞼結膜に軽度の
貧血を認めた．腹部は軽度膨満しており，右側腹

部全体に筋性防御をともなう圧痛および著明な反
跳痛を認めた．腸雑音は減弱していた．
入院時検査所見：白血球数 13,400�mm3，赤血球

数 364×104�mm3，ヘモグロビン 10.3g�dl ，ヘマト
クリット 30.6％，血小板数 38.8×104�mm3と貧血
および白血球増多を認めた．凝固系および腫瘍
マーカーは正常範囲内であった．
腹部CT所見�：右後腹膜腔を中心に，十二指

腸から総腸骨動脈分岐部まで連続した low～iso
density area を認めた．明らかな free air および
extravasation は認めなかった（Fig. 1）．
上部内視鏡検査所見：上部消化管穿孔の所見は

認めなかった．
以上の所見より，後腹膜血腫をともなう下部消

化管穿孔を否定できなかったため同日緊急手術を
施行した．
手術所見：開腹にて右側中心に後腹膜血腫を確

認したが，腹腔内は後腹膜から滲み出てくる淡々
血性の腹水が少量見られるのみであった．Vital
sign は安定しており血腫にも広がり傾向を認め
なかったため，後腹膜は開放せず，温生食 3,000
ml にて腹腔内を洗浄後，右側腹部にドレーンを留
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Fig. 1 Abdominal CT scan showed hematoma from the duodenum to the bifurcation of the 
common iliac artery in retroperitoneal cavity. a：pancreas head, b：duodenum：2nd portion, 
c：duodenum：3rd portion, d：bifurcation of the common iliac artery.

置した（Fig. 2a，b）．
3D-CT angiography：動脈瘤や動静脈奇形など

の血管性病変は指摘できなかった（Fig. 3）．
第 5病日より食事を開始したが，第 10 病日に突

然の心窩部痛と嘔吐を訴えたためCTを施行し
た．
腹部CT所見�：胃から十二指腸下行脚部まで

著明に拡張していた．引き続き，上部消化管造影
検査を施行し十二指腸狭窄と診断した（Fig. 4a，
b）．
絶食・胃管留置により保存的に軽快し，第 26

病日より食事を再開した．
腹部CT所見�：血腫は縮小傾向を認め，十二

指腸狭窄は改善されていた（Fig. 5）．
第 31 病日に軽快退院となったが，平成 17 年 4

月現在，再発は認められていない．
考 察

後腹膜血腫は後腹膜臓器に分布する血管の破錠

によって生じる疾患である１）．その原因として，鈍
的腹部外傷によるものが最も多いが，その他に動
脈瘤破裂，後腹膜腫瘍，血液疾患，妊娠，抗凝固
療法，血液透析，医原性のものなどが誘因にな
る２）３）．自験例は，これらの特別な誘因がなく生じ
た後腹膜血腫であり原因不明と考えられた．特発
性後腹膜血腫の多くは腹部の 2次あるいは 3次動
脈の特発的破錠による出血であり，その原因とし
て老年者では限局性の動脈硬化性病変による動脈
瘤形成や動脈壁の脆弱化が，また若年者では先天
的な中膜の欠損があげられるが，不明な場合も多
い．
特発性後腹膜血腫は医学中央雑誌で，「後腹膜血

腫」「後腹膜出血」「後腹膜陳旧性血腫」「胸腔内慢性
血腫」をキーワードとして 1983 年 1 月から 2005
年 4 月までについて検索したところ，11 例の報告
があった（Table 1）４）～１４）．これらについてまとめる
と年齢は 24～70 歳，平均年齢 48.8 歳であった．男
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Fig. 2 Operative findings：a：Hematoma was lo
cated in right retroperitoneal cavity（arrow）. b：
Schema of the location of the hematoma.

Fig. 3 3D-CT angiography revealed no abnormali-

ties in either the aorta or its branches.

Fig. 4 a：Abdominal CT scan showed dilatation 
from the stomach to the 2nd portion of the duo
denum. b：Upper gastrointestinal radiography 
showed stricture of the duodenum（arrow）.

Fig. 5 Abdominal CT scan showed both absorbed 

hematoma and recovered stricture of the duode-

num.
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Table 1 Reported cases of Idiopathic Retroperitoneal Hematoma in Japan

TreatmentBleeding sourceAge/SexYearAuthorCase

Remove the hematomaLumbar artery64/M1986Matsuyama4）1

Remove the hematomaUnknown38/M1987Oota5）2

TAELumbar artery39/M1988Murakami6）3

Remove the hematomaUnknown61/M1990Iida7）4

Open the retroperitoneal cavityUnknown47/M1990Inoue8）5

Open the retroperitoneal cavityUnknown70/M1991Shinohara9）6

Laparotomy onlyUnknown60/F1991Ishihara10）7

Remove the hematomaUnknown24/F1993Nakanishi11）8

Percutaneous punctureUnknown52/M1994Yokoyama12）9

Percutaneous punctureUnknown52/M1995Nakagawa13）10

Remove the hematomaUnknown30/F1998Yamada14）11

Laparotomy onlyUnknown61/FOur case12

女比は 2対 1と男性に多く，主訴は腹痛（66％）が
最も多かった．また，自験例のように急性の経過
をたどった症例は 8例であった．血腫の診断は術
中所見によるものが 6例と多く，次いでCTによ
るものが 3例，穿刺によるもの，MRI によるもの
がおのおの 1例であった．6症例（55％）で質的診
断のつかないまま手術に至っていた．このことは，
全例に血管造影検査が施行されているにもかかわ
らず，出血源を確認しえた症例は 1例もなかった
ことが要因の一つと考えられた．その中で，11
例中 2例は出血源が腰動脈であったと報告されて
いるが，1例４）は術中所見から，他例６）は CTでの血
腫内 extravasation 部の位置から推測された．自
験例では術中所見にて後腹膜血腫と確定診断し，
出血源精査として低侵襲の 3D-CT angiography
を行ったが，出血源は不明のままであった．術前
に腹膜刺激症状を認めなかったならば，血管造影
検査を施行しえる時間の猶予があったため，出血
源の同定が可能であったかもしれない．
治療に関しては開腹例が 8例，非開腹例が 3例

であった．内訳は血腫除去が 5例，後腹膜切開ド
レナージが 2例，洗浄ドレナージが 1例，経皮的
穿刺ドレナージが 2例，TAEが 1例であった．文
献的には治療は破錠した血管を結紮することとさ
れているが２），本治療を施行しえた症例は 1例もな
かった．これは出血源の同定の困難さによるもの
と思われる．自験例では術中Vital sign は安定し
ており，血腫にも広がり傾向を認めなかったため，

後腹膜は開放せず，洗浄ドレナージを行った．し
かし，第 10 病日に残存血腫圧迫による十二指腸狭
窄を来した．石原ら１０）も本術式を選択し同様に十
二指腸狭窄を経験しているが，血腫増大に伴い生
じる，一過性の狭窄であると思われた．また，久
志本ら１５）も開腹術中に認められた後腹膜血腫が
non-expanding hematoma で，展開操作を行うこ
とが時間を浪費し，出血傾向が助長されると判断
されるときには，後腹膜を展開することなく IVR
を組み合わせるべきだと報告している．自験例お
よび石原ら１０）の症例ともに十二指腸狭窄に関して
は保存的に軽快しているため，本術式も治療の選
択肢の一つとして考えてよいと思われる．
今回，我々は後腹膜血腫を保存的に経過観察と

し，結果的に十二指腸狭窄の合併をみた．逆に，
血腫除去を施行していれば十二指腸狭窄の合併を
避けることができたかもしれないが，無用なリス
クを抱え込んでしまった可能性も否定はできな
い．
以上，特発性後腹膜血腫 11 報告例について自験

例も含め検討したが，治療に関する統一見解がい
まだ確立されていないのが現状である．それは本
疾患の診断および出血源同定の困難さに起因して
いると思われた．
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A Case of Retroperitoneal Hematoma of Unknown Cause

Naoto Suzuki, Kentaro Nakao, Kazuhiro Narita, Katsuo Yamazaki,
Hirotaka Tanaka, Kazuhiro Matsuda, Akira Tsunoda and Mitsuo Kusano

Department of General and Gastroenterological Surgery, Showa University School of Medicine

A 61-year-old woman complained of the sudden onset of abdominal pain. An Abdominal CT scan showed a he-
matoma extendly from the duodenum to the bifurcation of the common iliac artery in the retroperitoneal
space. Laparotomy revealed a hematoma in right retroperitoneal cavity. Since the patient’s vital signs were
stable and the hematoma was non-expanding, we did not enter the retroperitoneal space. The bleeding source
was not identified not intraoperatively or by postoperative 3D-CT angiography. Stricture of the duodenum
was diagnosed on postoperative day 10, and effectively treated conservatively. There have been no hemor-
rhagic episodes since the patient was discharged. If there retropritoneal disease of unknown cause is seen in a
patient, the presence of retroperitoneal hematoma should be considered as a possible cause, although it is
rare.
Key word：retroperitoneal hematoma
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