
症例報告

腹腔鏡補助下幽門側胃切除Roux-en-Y 再建後の内ヘルニアを
腹腔鏡下に整復した 1例
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症例は 49 歳の女性で，早期胃癌にて腹腔鏡補助下幽門側胃切除術・D1＋β郭清，結腸前
Roux-en-Y 再建を施行された．外来での経過観察中に腹痛が出現し改善がみられないため当科
受診した．明らかなイレウス所見を認めなかったが，腹部CTにて腸間膜の軸捻転が認められ内
ヘルニアと診断した．自然整復は困難と判断し腹腔鏡手術を行った．腹腔鏡の観察では，ほぼ
全小腸が挙上空腸と横行結腸間膜の間隙（Petersen’s defect）に入り込み左側へ変位していた．
虚血性変化はなく腹腔鏡下に整復し手術を終了した．幽門側胃切除後の内ヘルニアは比較的ま
れな病態であるが，Roux-en-Y 法では挙上空腸と横行結腸間膜との間隙が生じることで内ヘル
ニアの危険性が高く，Roux-en-Y 法においては内ヘルニア発生の可能性を常に念頭に置く必要
がある．

はじめに
幽門側胃切除後の吻合法としてRoux-en-Y（以

下，R-Yと略記）法は術後合併症の発生率が低く１）

優れた再建法であるが，挙上空腸と横行結腸間膜
に間隙（Petersen’s defect２））が生じるため，内ヘル
ニアの危険をはらんでいる（Fig. 1）．さらに，近
年普及しつつある腹腔鏡手術では，癒着が発生し
にくいことで内ヘルニアが誘引されやすくなると
いわれている３）．今回，腹腔鏡補助下幽門側胃切除
後の内ヘルニアを腹腔鏡下に整復した症例を経験
したので報告する．

症 例
患者：49 歳，女性
主訴：腹痛
家族歴：特記すべきことなし．
既往歴：44 歳，関節リウマチ
現病歴：平成 19 年 5 月，早期胃癌（Type 0IIc，

T1，N0，H0，P0，M0，Stage IA）にて腹腔鏡補
助下幽門側胃切除術・D1＋β郭清・R-Y再建（結

腸前経路）をうけた．平成 20 年 7 月，腹痛が出現
し改善が見られないために同日当科を受診した．
入院時現症：身長 159cm，体重 42kg，体温

36.2℃，血圧 124�73mmHg，脈拍 62 回�分．心窩
部不快感あるも嘔気・嘔吐はなかった．中腹部に
比較的限局した自発痛・圧痛を認めた．腹部膨満，
腹膜刺激症状はなかった．
血液生化学検査：炎症所見を含め明らかな異常

値はなかった．
腹部単純X線検査：明らかなイレウス像はな

かった．
腹部造影CT：少量の腹水を認めた．腸管の拡

張はないが，小腸間膜の渦巻き様所見（whirl sign）
（Fig. 2a）および腸間膜血管の伸展像を認めた
（Fig. 2b）．
以上の所見より，Petersen’s defect における内

ヘルニアと診断したが，画像上イレウスは認めず，
数時間経過観察した後も腹部所見に変化を認めな
かったため，絞扼性イレウスに移行する可能性は
低いと判断し，自然整復を期待して保存的に経過
観察をすることとした．症状の増悪はみられな
かったが，翌日も腹痛が継続していたため，自然
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Fig.　1　Petersen’s defect is the area between the 
mesentery of the Roux limb and the transverse 
mesocolon.

Fig.　2　a：CT scan showed a swirled appearance 
and twisting of the mesenteric vessels （whirl 
sign）. b：CT scan at a lower level that of a panel 
2a showed stretching of the mesenteric vessel. 
There was no evidence of bowel dilatation and 
wall thickness.

整復は見込めないと判断し手術を施行した．
手術所見：臍下部に小切開を置き，腹腔鏡を挿

入し，次に右上腹部に 5mm，左右側腹部に 12mm
トロッカーを挿入し，腹腔内を観察した．上腹部
正中に大網がわずかに癒着していたが，腸管およ
び腸間膜を含め他に癒着はなかった．小腸の拡張
はなく，色調も正常で血流障害を示唆する所見は
なかった．挙上空腸間膜には大網が癒着しており，
Petersen’s defect は狭小化し半閉鎖の状態であっ
た．その間隙をヘルニア門とし，空腸空腸吻合部
から終末回腸に至るまでのほぼ全長に渡る小腸が
右側より入り込み左側へと変位していた（Fig. 3
a）．Petersen’s defect はなお十分な広さがあり，容
易に小腸を引き出すことができたため，そのまま
腹腔鏡下に小腸を右側へと引き抜き，正常な状態
へと整復した（Fig. 3b）．再建は前結腸経路として
いたため，Petersen’s defect を完全に縫合閉鎖す
ることは不可能であることから，嵌頓を予防する
ために，大網の癒着を剥離し，Petersen’s defect
を元の状態にまで広げて手術を終了した．
手術翌日より経口摂取開始し，経過良好で術後

6日目に退院した．

考 察
これまで，本邦では幽門側胃切除術の再建は主

にBillroth-I 法が行われてきたことで，内ヘルニア
の発生率は極めて低かった４）．しかしながら，近年
普及しつつあるR-Y法では Petersen’s defect が
生じるために，内ヘルニアを合併する危険性が高
く，肥満症例に対するR-Y胃バイパス術では 3～
8％に内ヘルニアが発生し，その 15～60％が Pe-
tersen’s defect によると報告されている５）～８）．特に
腹腔鏡手術では開腹術に比べ術後の癒着が発生し
にくく９），それが内ヘルニアを引き起こす一因であ
るとされている．つまり，腹腔鏡手術後では癒着
が生じないため小腸が腹壁などへ固定されず，可
動性に制限がないため，容易にヘルニア門に入り
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Fig.　3　a：Laparoscopic view showed the small in-
testine herniated through the Petersen’s defect. b：
After reposition of the small intestine.

込み，嵌入した腸管はすみやかに長いループを形
成し，自然に還納することが不可能な状態に陥る
と考えられる．今回の症例も腹腔鏡手術後で小腸
が全く癒着していなかったために，ほぼ小腸全長
が嵌入してしまい，自然整復が困難になったと思
われる．
肥満症例に対するR-Y胃バイパス術では術後

数か月の後に体重減少がみられ，腹腔内脂肪織，
腸間膜脂肪織の減少により腸間膜の不十分な閉鎖
部や Petersen’s defect が開大し，内ヘルニアが発
生する危険が高くなるとされており１０），胃切除術
においても同様に急激な体重低下は内ヘルニアの
発生につながる可能性がある．
再建経路では結腸後経路が結腸前経路に比べ

Petersen’s defect による内ヘルニアの発生率が高
いと報告されている１１）～１３）．特に結腸後経路では

Petersen’s defect が狭いことで，絞扼性イレウス
になる症例が多いため１０），Petersen’s defect の縫
合閉鎖が必要である１４）．一方，結腸前経路では間隙
が長く複雑であるため完全に閉鎖することは不可
能であるばかりか，閉鎖が不完全であると嵌頓を
引き起こす危険があるため，結腸前経路では一般
に Petersen’s defect の縫合は行わない１５）１６）．Cho
ら１５）は Petersen’s defect の縫合閉鎖を伴わない結
腸前経路による胃バイパス術を 1,400 例に施行し
たが，内ヘルニアの発生率はわずか 0.2％であっ
たと報告している．一方，Hwang ら６）は結腸前経路
のR-Y再建後に他疾患で手術した症例を数例経
験し，Petersen’s defect は癒着により閉鎖されて
いたと報告している．しかし，必ずしも Petersen’s
defect が癒着で完全に閉鎖されるとは限らないた
め，結腸前経路再建においても内ヘルニアの危険
性を留意しておくことは必要である．
内ヘルニアの発生初期には，嘔気・腹痛を主訴

とすることが多いが，一般に臨床症状は漠然とし
ているため，診断の遅れにつながることがある．
症例によっては絞扼性イレウスに移行することも
あるため，迅速な診断がなにより重要とされる．
診断にはCTが有用である．内ヘルニアでは腸間
膜の軸捻転により腸間膜血管が渦巻き状を呈する
“whirl sign”や腸間膜血管の異常伸展像，限局した
嵌入腸管ループの集簇形成などが特徴的な所見で
ある１７）１８）．また，結腸前経路再建後で，小腸間膜の
軸捻転はあるが腸管の拡張を認めない場合は Pe-
tersen’s defect による内ヘルニアを疑う１９）．絞扼性
イレウスを来した場合では，腸管の遠位側と近位
側が 1箇所で閉塞した closed loop obstruction
を反映した所見として，腸間膜血管が放射状に分
布する“radial distribution”，拡張した腸管に隣接
して虚脱した 2つの腸管を認める“two collapsed
adjacent loop”，あるいは囊状に拡張した腸管ルー
プがU字状やC字状を描く“U-shaped，C-shaped
dilated bowel loop”などを認める１７）．MRI は腸管内
容を信号化することで閉塞部位の診断に利用で
き，またCTに比べ質的診断に優れていることで
閉塞原因の鑑別診断に有用である２０）．
内ヘルニアでは自然整復が困難と判断した場合
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はすみやかに外科治療を行う．近年，外科治療の
技術向上はめざましく，内ヘルニアに対しても低
侵襲な腹腔鏡手術が行われてきている２１）２２）．本症例
のように腹腔鏡手術後でイレウスを来していない
症例であれば腹腔鏡手術が良い適応となる．イレ
ウスとなっている場合でも，状態が許せばイレウ
ス管にて減圧し操作空間を確保した後に腹腔鏡手
術を試みる選択枝もある．また，CTでも 13％以
上の症例が確定診断に至らないことから２３），診断
を兼ねて腹腔鏡を用いることも考慮する．しかし，
腹腔鏡手術では操作が困難になればそれに固執す
ることなく開腹術に移行する．たとえ開腹移行し
た場合でも，腹腔内の所見を基に，より合理的な
部位で必要最小限の切開を置くことができ，手術
侵襲の軽減が図れる．最近では絞扼性イレウスに
対しても積極的に腹腔鏡手術を導入している報告
もあるが２４）２５），絞扼性イレウスでは，減圧が困難で
あり，血流障害により腸管が脆弱となっているこ
とや，全身状態が不良で気腹による呼吸・循環機
能への影響が問題となることなどから，原則的に
開腹術を行うべきであると考える．
今後R-Y再建法ならびに腹腔鏡手術の普及と

ともに幽門側胃切除術後の内ヘルニア発生頻度が
高まることが予想される．医学中央雑誌で「胃切
除」，「内ヘルニア」，「Roux-en-Y」をキーワードに
1983 年～2009 年について検索したが，原著論文に
よる報告はなかった．唯一会議録で腹腔鏡補助下
幽門側胃切除・結腸前R-Y再建において Pe-
tersen’s defect による内ヘルニアが 9％（5�56）と
高率でみられたとの報告がある２６）．Quebbemann
ら２７）は胃空腸吻合を順蠕動方向にしたところ発生
率が 9％から 0.5％に減少したと報告している
が，現状では効果的な予防策はない．したがって，
当面は発生率の低いとされている前結腸経路を選
択するか，後結腸経路として Petersen’s defect
の縫合閉鎖を行い発生率の低下を図ることにな
る．そして内ヘルニアが生じた場合は，診断を迅
速に行い，腹腔鏡を効果的に用いて，より低侵襲
な治療を心がけることが必要と考える．
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Laparoscopic Internal Hernia Reposition after Laparoscopy-assisted Distal Gastrectomy
with Roux-en-Y Reconstruction

Hiroyuki Yamada, Kazuyuki Kojima, Mikito Inokuchi, Keiji Kato, Syo Otuki,
Yoshitaka Hujimori, Tatsuyuki Kawano and Kenichi Sugihara＊

Department of Esophagogastric Surgery, Tokyo Medical and Dental University Hospital of Medicine
Department of Surgical Oncology, Graduate School, Tokyo Medical and Dental University＊

After undergoing laparoscopy-assisted distal gastrectomy with antecolic Roux-en-Y reconstruction for early
gastric cancer, a 49-year-old woman was seen for dull abdominal pain and epigastric discomfort. Her abdomen
was not distended and no gross peritoneal signs were seen beyond midabdominal tenderness upon palpation.
Plain abdominal radiography showed no bowel obstruction, but abdominal computer tomography showed
bowel and mesenteric vessel twisting（whirl sign）. When conservative treatment based on a diagnosis of in-
ternal hernia was unsuccessful, we conducted laparoscopic surgery the next day, finding that the entire small
intestine from the jejunojejunostomy to the end of the ileum had herniated through the Petersen’s defect and
was misplaced on the left side of the abdomen. With drawing the small intestine from the Petersen’s defect
and repositioning it laparoscopically obviated intestinal resection since the herniated intestine had no ischemic
change. Internal hernia following distal gastrectomy is rare, but the incidence of Petersen’s hernia is expected
to increase with the increasing incidcence of Roux-en-Y reconstruction. Prompt diagnosis remains the most
important factor in reducing internal hernia morbidity.
Key words：Roux-en-Y reconstruction, internal hernia, laparoscopic gastrectomy
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