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傍十二指腸ヘルニアは腸閉塞の原因としてはまれだが，その術前診断は困難で開腹所見にて
診断されることが多い．症例は開腹胆囊適出術の既往がある 65 歳の女性で，心窩部痛と胆汁性
嘔吐を主訴に入院した．腹部 CT にて膵頭部の背側に拡張した小腸ガス像を認め，器質的小腸閉
塞を疑い，イレウス管を挿入した．しかし，症状の改善を認めず，入院後 3 日目に緊急手術を
施行した．回腸末端近傍の腸間膜にヘルニア門が存在し，腹腔側へ嵌入した 10cm の回腸が絞扼
状態にあり，残りの小腸係蹄は上行結腸間膜背側の後腹膜に包みこまれ緊満していた．腹腔内
には，Treitz 靭帯を認めず，内ヘルニアを伴う腸回転異常症と診断し，ヘルニア門を大きく開
放し，回盲部・上行結腸を授動することで回腸の絞扼を解除した．還納後は絞扼回腸の血流が
改善したため，腸切除は回避された．内ヘルニアを伴う腸回転異常症はまれであるが，成人の
腸閉塞の原因として念頭におく必要がある．

はじめに
傍十二指腸ヘルニアは，十二指腸近傍にある腹

腔窩へ腸管が嵌入する内ヘルニアの 1 種である１）．
その術前診断はしばしば困難であるとともに，腸
閉塞を起こして，腸切除を余儀なくされることも
多い．今回，我々は腸回転異常症を伴う右傍十二
指腸ヘルニアの 1 例を経験したので若干の文献的
考察を加えて報告する．

症 例
患者：65 歳，女性
主訴：腹痛，悪心，嘔吐
既往歴：46 歳時， 他院にて開腹下胆囊摘出術．
現病歴：2006 年 7 月中旬に心窩部痛，悪心，嘔

吐が出現したため近医を受診した．腹部単純 X
線検査ではニボー形成など明らかな異常所見を認
めず，上部消化管内視鏡検査および腹部超音波検
査を行ったが，原因は不明であった．補液および
鎮痛剤にて経過観察となり，症状は一時的に改善

した．しかし，翌日に腹痛が増強し，便臭を伴う
嘔吐を認めた．イレウスによる急性腹症の疑いに
て当院を紹介され，同日，緊急入院となった．

入院時現症：身長 160cm，体重 59kg，体温
36.3℃，血圧 130�90mmHg，脈拍 100 回�分．顔面
蒼白．腹部は軽度膨満し，心窩部に圧痛を認めた
が，筋性防御や反跳痛は示さなかった．

血液生化学的検査：白血球数 11,740�µl，CRP
1.23mg�dl と軽度の炎症反応ならびに RBC 615×
104�ul，Hb 16.7g�dl，Ht 49.5％ と血液濃縮所見
を認めた．アシドーシスは認めなかった．

腹部単純 X 線検査：右上中腹部に限局する
kerckring 襞を伴う小腸ガス像および鏡面像を認
めた（Fig. 1）．

腹部造影 CT：膵頭部の背側に浮腫状に拡張し
た小腸ガス像を認め，膵頭部が左上方に圧排され
ていた（Fig. 2）．以上より，イレウスと診断し，
ただちにイレウス管を挿入した．

上部消化管造影検査：イレウス管を用いた造影
検査では空腸の集塊様像と排出遅延を認めた

（Fig. 3）．
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Fig. 1 Plain abdominal X-ray showed loops of a di-
lated small bowel over the right upper quadrant of 
the abdomen.

Fig. 2 Abdominal computed tomography showed 
the dilated small bowel loops positioned posterior 
to the head of pancreas.

Fig. 3 Upper gastrointestinal series showed a clus
ter of jejunum and poor defluxtion of contrast ma
terial from descending part of the duodenum to 
anal side.

保存的加療により，一時的に疼痛の改善がみら
れたが，入院後 3 日目に再度腹部の激痛が出現し，
腸液まじりの嘔吐を認め，さらに右中下腹部に腫
瘤を触れた．動脈血ガス分析にてアシドーシスは
認めないものの，血圧の低下を認め，プレショッ

ク状態となり，絞扼性イレウスの診断のもとに開
腹手術を施行した．

手術所見：下腹部正中切開で開腹した．腹腔内
には淡血性の腹水を多量に認め，回腸末端近傍の
腸間膜にヘルニア門が存在し，約 10cm の回腸が
腹腔側へ嵌入して絞扼状態にあり，残りの小腸係
蹄は上行結腸間膜背側の後腹膜に包みこまれ緊満
していた（Fig. 4A，B）．小腸係蹄が後腹膜に存在
し，Treitz 靭帯の形成を認めず，腸回転異常が判
明した．右傍十二指腸ヘルニアと診断し，ヘルニ
ア門を切開減張し，滑脱した回腸より，後腹膜に
捕らわれている小腸を引き出し，整復を試みたが，
容易には解除できず，上行結腸近傍で小腸を包み
込んでいた袋状物を切開し，そこから全小腸を右
側へ引き出し，回盲部・上行結腸の授動を十分に
行い上腸間膜動静脈を境に右側に小腸，左側に結
腸が位置する，nonrotation の状態とし，絞扼を解
除した．還納後は絞扼していた回腸の血流は改善
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Fig. 4 A：At laparotomy around 10 cm length of il
eum was strangulated by the hernia orifice which 
presented in the mesenterium near by the termi
nal ileum, and residual incarcerated intestinal 
loops were located in the retroperitoneal space be
hind the right mesocolon. B：Around 10 cm length 
of ileum was strangulated from the sac in to the 
free space.

A

したため，腸切除を施行しなかった．イレウス管
を辿ると，Treitz 靭帯の形成を認めず，十二指腸
下行部より空腸へと移行しており，腸回転異常症
を伴っていた．

術後経過：術後の経過は良好であったが，創部
感染を伴ったため，術後 23 日目に退院となった．
以後，現在まで腸閉塞症状は認めていない．

考 察
傍十二指腸ヘルニアとは，十二指腸近傍にある

腹腔窩へ腸管が嵌入する内ヘルニアの 1 種であ
り，その頻度は欧米では内ヘルニアの約 50％ を占
めていると報告されている２）．本邦においても腸間

膜裂孔ヘルニアの約 40％ についで約 25％ と頻度
が高いとされている１）．内ヘルニア自体の頻度が少
なく，さらに腸閉塞全体に占める割合が 1～3％ と
少ないこと３）４），特徴的な臨床症状に乏しいことな
どから，内ヘルニアの術前診断は一般に困難であ
るといわれる．傍十二指腸ヘルニアは胎生学的発
生過程の違いから左右の 2 型に分類され，発生頻
度は左側が 75％，右が 25％ と左側が 3 倍多いと
されている５）．傍十二指腸ヘルニアは先天的要因
に，腹腔内圧の上昇や腸管の蠕動運動などの後天
的要因が加わって発症すると考えられている６）．
Bill７）は腸回転の第 2 段階において頭側中腸（十二
指腸・空腸）の回転が途中で停止し，尾側中腸（上
行結腸）は正常な回転を行う結果，上行結腸間膜
背側に小腸の大部分が位置する右傍十二指腸ヘル
ニアを IIC 型と定義し，腸回転は正常に行われる
が，上行結腸間膜の後腹膜への癒合が不十分であ
るためにヘルニア囊が生じ，ここへ腸管が嵌入す
るために生じる右傍十二指腸ヘルニアを IIID 型
として区別している７）８）．自験例では腸回転異常を
伴っており，Bill の分類では IIC に当たる．1983
年から 2007 年までの医学中央雑誌にて「傍十二指
腸ヘルニア」と「腸回転異常」をキーワードに検
索した結果，右傍十二指腸ヘルニア 37 例中，腸回
転異常症を伴う症例の報告は本症例も含め 12 例

（32.4％）であり，左傍十二指腸ヘルニアでは 1902
年から 70 数例の報告がある中で 1 例９）のみであっ
た．

傍十二指腸ヘルニアの症状は，腹痛，嘔吐，腹
部膨満，腫瘤触知などのイレウス症状で発症する
が，突然激烈な腹痛発作で発症するものから慢性
的な消化器症状が長く続くものまでさまざまであ
る．年齢は生後 3 日より 75 歳まで広範囲に認めら
れている１）．病悩期間は長いものでは 22 年に及ぶ
ものもあるが，十分問診すれば，多くの症例で長
期間にわたって腹痛発作の既往があるとされ
る１０）．

画像診断は，腹部単純 X 線検査では，腹腔の 1
偶に腸ガス像を認め，骨盤腔内に小腸陰影を欠く
ことが特徴的所見であり，上部消化管造影検査で
は囊状の小腸陰影像や囊内小腸での造影剤の通過

B
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Fig. 5 Abdominal enhanced CT showed SMV roa
tion sign. The SMV lied to the left of SMA.

Fig. 6 Post operative abdominal X-ray showed the 
jejunum was located on the right side without for-
mation of the Treitz’ s ligament.

遅延を認め，腹部 CT では，膵体部と胃の間あるい
は膵後方に存在する滑らかな拡張した小腸の囊状
の塊と，その近傍の腸間膜の線状構造が特徴とさ
れている１１）．本症例においても腹部単純 X 線検査
にて右上中腹部に限局する小腸ガス像を認め，ま
た腹部 CT では膵頭部の背側に浮腫状に拡張した
小腸ガス像を認め，膵頭部が上方に圧排されてお
り，小腸が後腹膜に嵌入している所見であった．
また，開腹手術時に発見された腸回転異常から
retrospective に腹部 CT を見直してみると，上腸
間膜静脈が本来とは逆に上腸間膜動脈の左側に位
置する SMV rotation sign を認め１２）（Fig. 5），術後
の腹部単純 X 線検査では，イレウス管の走行が示
すように，Treitz 靭帯の形成を認めず（Fig. 6），
腸回転異常を裏付けるものであった．

本症例は腸回転異常症の分類では，上腸間膜動
脈を軸として半時計周りに 90 度で回転が停止し
た nonrotation 型であり腸回転異常の中で最も多
いとされている１２）．腸回転異常全体として，75％～
80％ が新生児期に軸捻転で発症することを考慮
すると，成人の腸回転異常症の特徴として，新生
児に比べ軸捻転の頻度が低いことが示唆される．
Wang ら１３）によれば， 成人腸回転異常症 50 例中，
軸捻転を併発したのは 13 例であった．

本疾患は高率に絞扼性イレウスとなるため，診
断がつきしだい，すべて手術適応となる９）１０）．手術
方法は嵌入した消化管の整復とヘルニア門の閉鎖

が基本であるが，本症例のように腸回転異常を
伴っている場合には，ヘルニア門を切開減張し，
滑脱した回腸より上行結腸間膜背側に捕らえられ
ている空腸および回腸を引き出し整復を試みるの
ではなく，上行結腸の外側の後腹膜を切開して後
腹膜に捕らわれている小腸を露出し，上行結腸を
左側に小腸を右側によせる手術法１０）１４）が推奨され
ており，本症例もこの術式を用いた．右傍十二指
腸ヘルニアで明らかな腸回転異常を合併している
場合はこの手術法に加え，軸捻転の再発予防のた
め，十二指腸を右腎被膜に固定し，上行結腸を下
行結腸または左側腹壁に固定する Bill 手術が適応
となる場合がある７）．しかし，本症例では，成人発
症であり軸捻転の可能性が低いこと，ヘルニア門
を大きく開放することでイレウスの再発は起こり
えないと判断し，付加手術は施行しなかった．

本疾患は急性腹症において非常にまれな疾患で
あるが，21％ と高率に腸管壊死による腸切除が行
われている報告もなされており１５），原因不明の間
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歇的腹痛や手術既往のない小腸閉塞・絞扼に遭遇
した際は画像上特徴的な所見を呈する本疾患を念
頭において診断する必要がある．
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A Case of Right Paraduodenal Strangulated Hernia Concomitant with Intestinal Malrotation

Futoshi Kawamata, Tohru Tamaki, Ichiro Tsuda, Masahiro Yamada,
Hiromi Sakata, Hidetoshi Onodera, Kazutaka Kukita, Zun-ichi Meguro,

Motoki Yonekawa and Akio Kawamura
Department of Surgery, Sapporo Hokuyu Hospital

Paraduodenal hernia is a rare etiology of intestinal obstruction that is difficult to diagnose preoperatively and
is usually found in surgical exploration. We report a case of a 65-year-old woman with epigastralgia and bilious
vomiting, who had a history of open cholecytectomy. Abdominal computed tomography showed dilated intes-
tinal loops posterior to the pancreatic head, which we diagnosed clinically as a small mechanical intestinal ob-
struction. When conservative treatment with a long intestinal tube was not effective, we conducted emer-
gency surgery on day 3 after admission. Laparotomy showed about 10cm of the ileum to be strangulated by a
hernia orifice in the mesenterium near the terminal ileum, and residual incarcerated intestinal loops were lo-
cated in the retroperitoneal space behind the right mesocolon. This anatomical anomaly without formation of
Treitz’s ligament yielded a diagnosis of intestinal malrotation concomitant with internal hernia. We expanded
the orifice sufficiently and divided the retroperitoneal membrane behind the right mesocolon and coecum, re-
lieving the ileal strangulation and avoiding resection. Intestinal malrotation concomitant with internal hernia
is a rare but important cause of bowel obstruction in adults.
Key words：intestinal malrotation, right paraduodenal hernia, strangulated ileus
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