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1989 年 1 月から 2001 年 12 月までに外傷性横隔膜破裂症例 11 例を経験した．年齢は 2～85
歳，男性 8例女性 3例，受傷原因は 9例が交通事故であり，9例が合併損傷を伴っていた．破裂
側は右側 1例，左側 10 例であった．9例は術前診断可能であったが，2例は術中所見によって
診断された．治療は 11 例全例に手術を施行し，開腹 10 例，開胸開腹 1例であった．破裂部の
修復は全例直接縫合を行った．死亡例は 3例（大血管からの出血，肺損傷，脳出血）であった
が横隔膜破裂そのものによる死亡例はなかった．外傷性横隔膜破裂症例は，すべて早期手術の
適応であると考えられた．

はじめに
外傷性横隔膜破裂は交通事故や労働災害におけ

る重症多発外傷の 1損傷として認められることが
多い．そのため，合併損傷の治療を考慮しつつ，
本疾患の治療に臨むことが肝要である．我々の経
験した外傷性横隔膜破裂症例 11 例を検討すると
ともに文献的考察を加え報告する．

対象と方法
1989 年 1 月から 2001 年 12 月までに当科で経

験した外傷性横隔膜破裂症例 11 例を対象とし，年
齢，性別，受傷原因，症状，診断方法，横隔膜損
傷部位，脱出臓器および転帰をまとめ検討した
（Table 1～3）．

結 果
1．年齢：2歳から 85 歳，平均 47 歳であった．
2．性別：男性 8例，女性 3例であった．
3．受傷原因：受傷原因は 9例が交通事故，2

例が転落であった．
4．症状：横隔膜破裂そのものに起因するもの

として呼吸困難 2例，胸痛，腹痛などの疼痛が 4
例，意識障害，ショックを呈したものは 4例であっ
た．

5．診断：11 例中 9例は胸部X線検査にて術前
診断可能であった．CTを施行した 10 例中 7例で
脱出臓器を確定することができた．ただし，術前
診断不能（症例 3，9）であった 2例は，術中に診
断がついた．その 2例は臓器の胸腔内脱出がなく，
出血が併存したことにより，横隔膜そのものの断
裂という直接所見を画像検査でとらえることが困
難で術前診断をつけられなかった．
6．破裂部位：破裂部位は右側 1例，左側 10 例

であった．
7．破裂部位の大きさ：術中測定した 11 例中 9

例は，5～20cmであった．
8．脱出臓器：9例に脱出臓器を認めた．胃 2

例，胃脾 4例，胃脾腸管 2例，小腸 1例であった．
9．治療：11 例全例に手術を施行した．アプ

ローチは開腹 10 例，左開胸開腹 1例であった．全
例直接縫合によって修復した．縫合法は，単純結
節 9例，連続 1例で行い，不明 1例であった．使
用した縫合糸は，非吸収糸 5例，吸収糸 3例，不
明 3例であった．施行した縫合法や使用した縫合
糸は，一定の方針でなく術者の裁量により選択さ
れていた．
10．手術までの時間：手術施行までの時間は 2

時間から 8日間である．10 例は 3日以内に施行さ
れている．症例 11 は，入院時右血気胸に対し，胸
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Table 1　Preoperative Clinical Images of the Patients with Rupture of the Diaphragm

Preoperative
 diagnosis

Chest CTChest X ray
No of 
case Other

Findings
Herniated
Organs

Abnormal
Gas in the
Thorax

Pleural
Effusion

Mediastinal
 Shift

Elevated
Diaphragm

definite―＋－－－＋1
definiteeffusion＋－－＋＋2
not definiteeffusion－－＋－－3
definitelung injury－－－＋＋4
definite―＋－－－＋5
definiteeffusion＋＋－＋＋6
definite―＋－－＋＋7
definite―＋－－＋＋8
not definiteeffusion, 

pneumothorax
－－＋－－9

definite（not done）＋－－＋10
definite―＋＋－－＋11

Table 2　Clinical Features of the Patients with Rupture of the Diaphragm

Complicated injuryHerniated 
organs

Size
（cm）PortionSideSymptomNo of

case Not visceralVisceral

Pelvissplst, spl15CLEpigastralgia, 
Chest Dyscomfort

1

rib, facespl, kidst, spl, col15CLDyspnea2
nonespl, renal arterynone15SLCardiac Arrest3

pelvis, extsplst, spl10CLNone4
nonenonest15CLEpigastralgia5
rib, extsplst, spl, colunknownCLDrowsiness, Shock6
extstst, spl, col  5CLAbdominal Pain, 

Dyspnea
7

nonespl, liver, lungst, spl, int20CLDrowsiness, Shock8
extnonenoneunknownCLDrowsiness, Shock9

rib, pelvisnonest, spl10CLDyspnea10
nonenoneint  7CRLeft Flank Pain11

side：L, left；R, right
portion：C, central tendon of the diaphragm；S, sternal portion of the diaphragm
herniated organ & complicated injury：st, stomach；spl, spleen；col, colon；int, small intestine；kid, kidney；ext, 
bone fracture of the extremities

腔ドレーンが挿入されていたが，呼吸状態の悪化
と腹部膨満を訴えるようになり，受傷 8日目に胸
部X線写真で遅発ヘルニアと診断され，手術施行
となった．
11．合併損傷：9例が合併損傷を伴っていた．

内臓損傷 7例（脾 4例，脾腎 1例，脾肝腎 1例，胃
1例），大血管損傷 1例（腎動脈断裂），骨折 7例で
あった．
12．転帰：11 例中救命 8例，死亡 3例であっ

た．死亡原因は大血管損傷による失血死（症例 3），
肺損傷による失血死（症例 8），脳出血（症例 10）
であった．症例 10 は骨盤骨折に伴う失血による出
血傾向が原因と考えられた．いずれも合併損傷と
関連しており，横隔膜破裂そのものによる死亡例
はなかった．

考 察
今回，我々は 1980 年から 2001 年 12 月までの医

学中央雑誌とMEDLINEで外傷性横隔膜破裂に
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Table 3　Surgical Treatment and Outcome of the Patients with Rupture of the Dia
phragm

Cause of deathOutcomeOperative procedureRouteHours to
operation

No of
case

survivedClosureL31

survivedClosureL32

injury of major 
vessels

diedClosure, nephrectomy, 
splenectomy

T→L33

survivedClosureL494
survivedClosureL185
survivedClosure, splenectomyL26
survivedClosure,

partial gastrectomy
L457

massive
hemothorax

diedClosure, splenectomy, 
cholecystectomy

L88

survivedClosureL79
intracranial
hemorrhage

diedClosureL310

survivedClosureL19211

route：L, laparotomy；T, left thoracotomy
operative procedure：Closure, primary closure of the ruptured diaphragm

対して，キーワードに「外傷」と「横隔膜破裂」を
用いて文献検索を行い検討した．
外傷性横隔膜破裂は鈍的外傷の 0.8～1.6％１）と

比較的まれな疾患であり，Shah ら１）は 980 例を報
告している．また，外傷性横隔膜破裂の 77％は交
通外傷によるものと報告されている２）．
横隔膜破裂の左右別発生頻度では，一般に左側

が多く，月岡３）は 86％が左側に発生したと報告し
ている．自験例においても 11 例中 10 例（91％）が
左側であった．
横隔膜破裂の病期は，1）出血，合併症などによ

るショックや呼吸困難がみられる acute phase，
2）胸腹部の不定愁訴を示す latent phase，3）受
傷後ある期間を経て突然，脱出臓器の閉塞などに
よる症状を示す obstructive phase の三つに大別
されることが多い４）．自験例では 8日目に手術した
1例が latent phase で，そのほかは acute phase
であったと考えられたが，latent phase の 1 例は
呼吸状態の悪化を認めた．
一般的に，本疾患においては呼吸困難，胸痛，

腹痛などの症状が多いとされている５）．しかしなが
ら，これらの所見は特徴的ではなく，急性期には
意識障害，ショックのために症状が明確でないこ
ともある．自験例においても来院時，意識障害，

ショックを認めたのは 4例あった．
診断においては，胸部X線検査（Fig. 1），CT

（Fig. 2）は時間がかからず，簡便な方法であり欠
かすことのできない検査である６）．胸部X線検査
は，1）横隔膜の挙上，2）心臓，縦隔の偏位，3）
胸腔内へ脱出した腸管ガス像などが特徴的であ
り，胸部CTは脱出臓器の内容および状態をも診
断することが可能であるといわれている７）．自験例
においても，11 例中 9例は胸部X線検査によって
診断がついた．CTを施行した 10 例中 7例におい
て胸腔内への臓器脱出を認めた．脱出臓器の推測
においてCTは有用であると思われた．術前診断
がつかず，術中所見によって診断がついたものも
2例あったが，その 2例は臓器の胸腔内脱出がな
く，出血が併存したことにより，横隔膜そのもの
の断裂という直接所見を画像でとらえることが困
難で術前診断をつけられなかった（Fig. 3）．その
2例とも横隔膜断裂による出血と腹腔内出血が混
じたものと思われる胸水を伴っていたが，胸水合
併で，臓器脱出が明確でない場合は，横隔膜断裂
を念頭にCTでの多方向断面で横隔膜の連続性を
確認すべきと思われる．また，術前診断がつかず，
緊急手術となった症例においても常に横隔膜損傷
を念頭におき，術中見逃しのないよう心がけるこ
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Fig. 1 Chest roentgenogram showed stomach gas 
beyond the left diaphragm.

Fig. 2 Enhanced computed tomography showed a 
stomach in the left thorax.

Fig. 3 Enhanced computed tomography showed 
left pleural effusion in the left thorax.

とが重要である．
外傷性横隔膜破裂は全例手術適応といわれてい

る８）．アプローチ法については，一般に急性期では
経腹腔的，慢性期では経胸腔的なアプローチを採
用すべきであるとされる９）．これは，急性期では腹
腔内臓器損傷を完全には否定できないこと，およ
び慢性期では胸腔内の癒着などにより，経腹腔的
な操作が困難であることなどがあげられている．
自験例では全例急性期に手術されており，癒着を
認めた症例はなかった．

破裂部の修復に対しては，非吸収糸による直接
縫合を行うが，直接縫合が困難な場合には，人工
材料を用いたり，肋骨の周りに縫合糸を通し閉鎖
するなどの工夫が必要である１０）．自験例では，全例
直接縫合によって修復できた．修復は比較的容易
である．
本症は死亡率が 3.6％～41％１１）といわれ，90％以

上が合併損傷を有している１２）．横隔膜破裂そのも
のによる死亡例はなく，直接死因は合併損傷に関
連するといわれている１１）．つまり，横隔膜破裂その
ものは修復さえすれば予後のよい損傷であるとい
える．
自験例においての死亡例は 3例（27％）であっ

たが，いずれも合併損傷に関連があり，横隔膜破
裂そのものによる死亡例はなかった．
外傷性横隔膜破裂は，放置すると増悪致死的に

なりえ，修復は容易であることからすべて早期手
術適応であると考えられた．
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Traumatic Rupture of the Diaphragm

Taichi Sato, Haruhiko Chigira, Takehito Kato,
Yosihisa Shibata, Masaomi Suzuki and Sigemi Onoue
Department of Surgery, Toyohashi Municipal Hospital

We report 11 cases ―8 men and 3 women― of traumatic diaphragm rupture between January 1989 and De-
cember 2001 in patients aged from 2 to 85 years. In 9, injury was due to traffic accident and complicated by
other lesions. Rupture occurred on the right side of the diaphragm in 1 and on the left side in 10. Diagnosis
was preoperative in 9, and intraoperative in 2. Surgery involved laparotomy in 10 cases and thoracotomy with
laparotomy in 1. The diaphragmatic defect was repaired by direct suture in all 11. One patient died from blood
loss, 1 from liver injury, and 1 from encephalopathy. Prognosis was not affected by traumatic diaphragm rup-
ture. Early surgery is thus indicated for traumatic diaphragm rupture.
Key words：trauma, diaphragm rupture
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