
Fig. 1 Abdominal X-ray film showed dilated small 
bowels and niveau.

症例報告

肝鎌状間膜裂孔ヘルニアの 1例

岡崎市民病院外科

加藤 彩 金住 直人 鈴木 祐一 木村 次郎

症例は 81 歳の男性で，腹部手術歴なし．腹痛，嘔吐を主訴に近医を受診し，イレウスの診断
で当院に紹介となった．腹部X線検査では上腹部に腸管の液面形成像を認めた．腹部CTでは，
小腸の拡張像を認めるものの，絞扼の所見は見られなかった．イレウス管を挿入し，保存的に
経過観察をしていたが，小腸造影検査にて小腸の狭窄を 2か所で認め，再検にても変化を認め
ないため，内ヘルニアによるイレウスを疑い手術を施行した．開腹すると，肝鎌状間膜の異常
裂孔に小腸が嵌入していた．肝円索を切離し，裂孔を開放した．嵌頓小腸の壊死は見られず，
腸切除は行わなかった．術後経過は良好で，術後 10 日目に軽快退院となった．肝鎌状間膜裂孔
ヘルニアは極めてまれであり，調べえた範囲内で自験例が本邦 8例目であり文献的考察を加え
て報告する．

はじめに
イレウスの原因のうち，内ヘルニアの占める割

合は約 0.5％と少ない１）．その中でも肝鎌状間膜裂
孔ヘルニアはまれな疾患で，本邦でも 7例２）～８）が報
告されているのみである．今回，我々はこの肝鎌
状間膜裂孔ヘルニアの 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：81 歳，男性
主訴：腹痛，嘔吐
既往歴：高血圧症．腹部手術歴はなし．
家族歴：特記すべきことなし．
現病歴：平成 14 年 11 月，腹痛，嘔吐が出現し，

症状の改善を見ないため，近医を受診した．精査，
治療目的に同日，当院へ紹介となった．
来院時現症：血圧 154�76mmHg，脈拍 76 回�

分，整，体温 37.5℃．腹部は平坦，軟．臍下部に圧
痛を認めたが，筋性防御は認めなかった．腫瘤は
触知せず．
血液生化学検査所見：BUN 30mg�dl，クレアチ

ニン 1.04mg�dl と軽度上昇．CRPが 5.6mg�dl と

高値である以外に異常値を認めなかった．
腹部単純X線検査所見：上腹部に拡張した小

腸と niveau 像を認めた（Fig. 1）．
腹部単純CT所見：拡張した小腸を認めるが，
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Fig. 2 The long-tube enterogram  a：（frontal view）showed two stenotic 
places in small intestine（arrows）. b：（lateral view）showed these places 
just under the abdominal wall.
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明らかな腫瘤やその他イレウスの原因となるよう
な所見は認められなかった．また，腹水も認めな
かった．
入院後経過：上記の所見よりイレウスと診断

し，精査，治療目的に入院となった．
イレウス管挿入後，1日で 1,770ml の排液があ

り，症状は速やかに改善した．その後，イレウス
管からの排液量は 700ml�日を最大として徐々に
漸減し，症状も消失したが，イレウス管の先端が
前進せず同じ位置にとどまっていることが確認さ
れたため，イレウス管造影X線検査ならびに腹部
造影CTを施行した．
イレウス管造影X線検査所見：イレウス管の

先端は上腹部正中に位置しており，2か所に狭窄
部を認めた（Fig. 2a）．側面像では，狭窄部は腹壁
直下にあることが判明した（Fig. 2b）．
腹部造影CT所見：小腸は減圧されている．イ

レウス管の先端は腹壁直下に見られるが，付近に
腫瘍像などの異常所見は認めなかった（Fig. 3）．
その後も造影検査を行ったが，狭窄の部位，形

態に変化がなく，減圧にても狭窄の改善を認めな
かったため，内ヘルニアによるイレウスを第 1に

考え，第 27 病日，開腹術を施行した．
手術所見：上腹部正中切開にて開腹．臍より（腹

壁付着部近傍）の肝鎌状間膜に 1cm大の異常裂孔
を認め，その中に約 10cmの小腸が右側から左側
へ嵌入していることが確認された（Fig. 4a，b）．
肝円索を切開し，裂孔を開放した（Fig. 4c，d）．
嵌頓小腸の血行障害は軽度であり，腸切除は施行
しなかった．また，肝鎌状間膜のその他の部位に
は裂孔は認めなかった．
術後経過は良好で，術後 10 日目に軽快退院と

なった．
考 察

内ヘルニアは，Steinke９）により，体腔内の異常に
大きい fossa（陥凹部），fovea（囊状部），foramen
（裂孔）に臓器が嵌入することと定義され，本邦で
はイレウスの 0.5％と報告されている１）．その中で
は，小腸間膜裂孔（32.6％），十二指腸空腸窩
（20.6％）， 網囊裂孔（18.4％）の順に多いとされ１０），
肝鎌状間膜裂孔ヘルニアはまれである．PubMed
にて検索（期間：1966 年から 2006 年まで，キー
ワ ー ド：「falciform ligament」「internal hernia」）
しえた範囲では，1968 年に Blunt ら１１）により報告
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Fig. 3 Abdominal enhanced CT scans after decom-
pression of the intestines. A point of the long-tube 
was just under the abdominal wall（arrow）. But 
there is no abnormality around it.

されて以来，わずか 13 例の報告例が見られるのみ
であった（本邦報告例 2例を含む）．また，それ以
前に館ら３）によれば，1937 年の Schutz ら１２）をはじ
めとして 3例が報告されているが，これらを合わ
せても 16 例と極めてまれな疾患である．
本邦では，医学中央雑誌にて 1983 年から 2006

年まで，「鎌状間膜」，「裂孔」，「ヘルニア」をキー
ワードとして検索した結果，7例２）～８）の報告をみる
のみであり，自験例が 8例目であった．
発症年齢は自験例の 81 歳を除き，生後 37 日か

ら 34 歳と比較的若年齢層に多く見られる傾向に
あった．性別は男性 5例，女性 3例であったが，
女性のうち 2例は妊娠後期の発症であった（Ta-
ble 1）．

成因としては，他の裂孔ヘルニアと同様に先天
性の欠損，後天性の炎症や外傷，あるいは医原性
などが考えられているが，確立されたものはない．
しかし，本疾患では若年に多く見られることから，
先天的な欠損の可能性が示唆される．妊娠後期の
発症は，妊娠子宮により小腸が頭側へ圧排され，
それが先天的な裂孔に嵌入したことによるとも考
えられる４）．しかし，自験例は 81 歳と他と比べて
かなりの高齢であり，後天性の要因も考えられた
が，術中の所見では明らかではなかった．海外の
文献では，医原性と考えられた症例が 3例あ
り１３）～１５），これらはそれぞれ，胆囊摘出術（開腹およ
び腹腔鏡下），腹腔鏡下でのNissen 手術後の症例
であった．本邦報告例では 1例のみ腹部手術歴（虫
垂切除術）を認めた６）が，本疾患は上腹部の疾患で
あり，関連性は乏しいと思われる．他の 7例には
腹部手術歴を認めなかった．
症状は，他のイレウスと同様，腹痛，嘔吐など

が主であり，本疾患に特有のものは見られない．
術前診断が可能であったのは 1例のみで，肝前

面の鎌状間膜に裂孔が存在した症例であり，腹部
CT，超音波検査にて肝前面に拡張した小腸を認め
ることが確定診断となる７）と述べている．他の症例
で検討しても，肝臓の左右いずれかの前面に拡張
腸管を認めている画像所見は特徴的であり，本症
例の存在を強く示唆する所見であると思われた．
しかし，自験例では，裂孔の位置が肝臓の尾側に
あり，この所見は当てはまらなかった．だが，ret-
rospective に見ると，CT，イレウス管造影検査に
て，腹壁直下かつ正中部分に狭窄部位が存在した
こと，体位変換にてもその位置が変化しなかった
ことなどから，術前診断は可能であったと思われ
た．
術式としては，全例において自験例と同様に肝

円索を切離し，裂孔の開放を行っていた．小腸の
壊死を認め，小腸切除を合併したものは 3例で
あった．術前診断が可能であった 1例のみ，腹腔
鏡下に手術が施行されており，今回の症例も鏡視
下手術の適応も可能であったと考えられた．
なお，本論文の要旨は第 20 回愛知臨床外科学会（2003
年 7 月，名古屋市）にて発表した．
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Table 1 Reported cases of internal hernia through a defect of the falciform ligament in Japan

Incarcerated 
Intestine

Preoperative 
diagnosis

Past Surgical 
HistorySymptomAge/SexYearAuthorNo.

recoveredacute abdomennoneabd. pain, vomiting14/M1983Takahashi2）1
recoveredstrangulated ileusnonevomiting16/M1987Tachi3）2
not recoveredstrangulated ileusnoneabd. pain 27/F＊1996Sato4）3
not recoveredstrangulated ileusnoneabd. pain, vomiting 27/F＊1997Imamura5）4
not recoveredstrangulated ileusappendectomyabd. pain, vomiting34/F1997Deguchi6）5
recoveredcorrect diagnosis noneabd. pain22/M1999Kobayashi7）6
recoveredinternal hernianonevomiting  0/M2000Nishihira8）7
recoveredinternal hernianoneabd. pain, vomiting81/MOur Case8

＊：the period of pregnancy　abd.：abdominal

Fig. 4 Operative findings showed that the small intestine had herniated through a defect of 
the falciform ligament（arrow）（a）（b：schema）, and the ligamentum teres was divided（ar
rows）, and a defect was opened（c）（d：schema）.
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A Case of Internal Hernia Through a Defect of the Falciform Ligament

Aya Kato, Naohito Kanazumi, Yuichi Suzuki and Jiro Kimura
Department of Surgery, Okazaki City Hospital

A 81-year-old man with no history of abdominal surgery admitted for abdominal pain and vomiting was found
in abdominal X-ray to have several air-fluid levels in the upper abdomen. Abdominal computed tomography
（CT）showed a dilated small intestine, but no findings of strangulation obstruction. Two stenotic sites in the
small intestine were detected by long-tube enterography, and the same findings were obtained in this study.
Based on a suspected internal hernia, we conducted surgery, establishing a diagnosis of bowel obstruction due
to an internal hernia through a defect of the falciform ligament. The strangulated intestinal loop was released
and recovered. The postoperative course was uneventful, and the man was discharged 10 days after surgery.
Internal hernia through a defect of the falciform ligament is very rare, with our case being only the eighth re-
ported in the Japanese literature.
Key words：internal hernia, falciform ligament, bowel obstruction

〔Jpn J Gastroenterol Surg 41：324―328, 2008〕

Reprint requests：Aya Kato Department of Surgery, National Hospital Organization Nagoya Medical Cen-
ter
4―1―1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya, 460―0001 JAPAN

Accepted：September 26, 2007

�2008 The Japanese Society of Gastroenterological Surgery Journal Web Site：http :��www.jsgs.or.jp�journal�


