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結腸脂肪垂と腹膜前脂肪腫が嵌頓していた大腿ヘルニアの1例
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録：症例は66歳女性．数日前より右鼠径部の腫瘤に気がつき当院を受診した。右鼠径部

には臥位でも触知する弾性軟なピンポン球大の腫瘤を認めた。腹部単純CT検査で右大腿静脈内
側に脂肪濃度腫瘤を認め右大腿ヘルニアの診断で手術の方針となった。手術は腹腔鏡下大腿ヘル
ニア修復術（TAPP）を施行した。右大腿ヘルニアを認め上行結腸脂肪垂の嵌頓を認めた。また、
腹膜前脂肪腫も大腿ヘルニアに嵌頓している状態であった。腹膜切開を行い鼠径靭帯の一部切除
し大腿ヘルニア門を拡張することで腹膜前脂肪腫の摘出が可能となった。ポリプロピレン製メッ
シュを留置しヘルニア修復とした。腹膜を介して異なる空間に位置する結腸脂肪垂と腹膜前脂肪
腫の２種の脂肪組織が大腿ヘルニアに脱出し嵌頓していた。
術後経過良好で、術後第２病日に退院となった。術後３ヶ月経過するも再発所見はなく経過して
いる。 腹膜を介して異なる空間に位置する脂肪組織が嵌頓した大腿ヘルニアに対してTAPPで修
復しえた１例を経験したため文献学的考察を加えて報告する。
索引用語：大腿ヘルニア、脂肪垂，腹膜前脂肪腫、腹腔鏡下ヘルニア修復術、TAPP

Ⅰ

はじめに

のピンポン球大の腫大を認めた。発赤や圧痛
は認めなかった。用手的還納を試みるも還納

鼠径部ヘルニアにおいて大腿ヘルニアは嵌頓を

できなかった。

生じやすいことが知られている。大腿ヘルニア嵌
頓内容の多くは小腸か大網であることが多い。大

２．検査所見

網以外の脂肪組織が脱出することもあるが２つの

１）腹部CT検査：右鼠径部で右大腿静脈の内側

異なる空間の脂肪組織が脱出し嵌頓する症例はこ

に液貯留と小石灰化を伴った脂肪組織の脱出

れまでに報告がない。今回腹腔内の結腸脂肪垂及

を認める（Fig. 1）。

び腹膜前脂肪腫が脱出嵌頓した大腿ヘルニアの１
例を経験し腹腔鏡下に修復しえたため症例掲示と
ともに文献学的考察を加えて報告する。
Ⅱ

症例報告

１．症例
１）患者：66歳．女性。
２）主訴：右鼠径部の膨隆
３）既往歴：特記事項なし。

Figure．1：腹部骨盤 CT 検査（A：水平断、B：冠状断）
右鼠径部において右大腿静脈の内側に液貯留と小石灰化を
伴った脂肪組織の脱出を認める（白矢印）。

２）血液検査：特記すべき異常所見は認めず。

４）家族歴：特記事項なし。
５）現病歴：数日前からの右鼠径部膨隆を主訴に

３．治療方針

当科を受診した。CT検査で脂肪組織の脱出

ヘルニア内容が大網の非還納性右大腿ヘルニア

した右大腿ヘルニアの診断で待機的な手術の

の診断で腹腔鏡下大腿ヘルニア修復術（TAPP：

方針となった。

Transabdomoinal preperitoneal approach）を計

６）来院時現症：身長148cm、体重47kg、BMI
21.5。立位及び臥位でも変化のない右鼠径部

画した。

高山赤十字病院紀要（第 4 4 号）

6

４．手術所見
全身麻酔の下、仰臥位に手術を開始した。臍部
からOpen法で12mmトロッカーを挿入して、腹

５．術後経過
経過良好で術後２日目に退院となった．鼠径部
の症状は消失し，術後３ヶ月再発を認めていない。

腔内を10mmHgに設定して気腹を開始した。右
Ⅲ

腹部の臍部と同じ高さ、及び左腹部の臍部より５

考察

横指尾側に５mmトロッカーをそれぞれ穿刺留置
し計３ポートとした。腹腔内を観察し右大腿ヘル

大腿ヘルニアは全鼠径ヘルニアの約４%を占め

ニアに上行結腸の脂肪垂が脱出嵌頓している所見

１）

、出産や骨盤底筋群の筋力低下のため中年以

が確認された（Fig. 2A）。脂肪垂と腹膜の癒着

降の女性に多いとされている ２）。ヘルニア内容

もあり脂肪垂を引き出すことに難渋した。脂肪垂

物は80～90%が大網や小腸であり ３）、まれに卵

を引き出した後、大腿ヘルニア嚢を牽引するも

巣や虫垂などが嵌頓する場合がある ４）。大腿輪

腹腔側へ引き出すことはできなかった。鼠径部

が狭小かつ強靭なため嵌頓率は30～70%と高く

外側より腹膜切開を開始，右大腿ヘルニア周囲

５）

も腹膜を環状切開した（Fig. 2B）。まだ右鼠径

る。嵌頓すると腸閉塞症状を示すことが多い一方

部では腫瘤が触知されたため，右大腿ヘルニア

で、本症例のように腸閉塞症状を伴わないヘルニ

内に腫瘤が嵌頓していると考えた。鼠径靭帯を

ア嵌頓症例は、ヘルニア内容として卵巣・大網・

一部切開し３cm程度の腫瘤を除去。表面は平滑

膀胱・脂肪垂・Richter型腸管嵌頓などの可能性

で弾性軟な腫瘤であったため脂肪腫と診断した

も考慮しなければならない６）。

、嵌頓で発見される頻度が高いヘルニアであ

（Fig. 2C）。大腿輪は1.5cmの開大認めた（Fig.

結腸脂肪垂と腹膜前脂肪腫の異なる２箇所の脂

2D）。脂肪腫の摘出により右鼠径部の腫瘤は消

肪組織が嵌頓していた大腿ヘルニアの症例は本邦

失した．Myopectineal orificeを含む十分な剥離

において報告はなく非常に稀な症例である。脂肪

を行なったのち，ポリプロピレン製メッシュを挿

垂の嵌頓していた症例は本邦で2例の報告がある

入しタッカーで下腹壁動静脈の内外側、腹直筋後

７，８）

面、Cooper靭帯に固定した。切開した腹膜を吸

脂肪垂の嵌頓を認めた。術前診断は大腿ヘルニア

収糸で連続縫合し閉鎖した。手術時間は99分、出

の虫垂嵌頓及び大網嵌頓と考えて腹腔鏡手術を行

血量は少量であった。

い、術中所見で結腸脂肪垂の嵌頓が確認された。

。いずれも女性であり盲腸及びS状結腸の

脂肪垂は下部結腸を除く全結腸に存在し、大腸漿
膜下組織と連続し腹腔内に突出する漿膜に覆われ
た脂肪組織である。脂肪垂はS状結腸や盲腸に多
く認められ、自由ヒモに沿って通常２列に存在す
る。脂肪垂の人体における働きは不明である。
また、鼠径部のヘルニア内容として脂肪腫を
認めることもあるが、近年ヘルニア嚢を認めな
い腹膜前脂肪腫の脱出であるsacless sliding fatty
inguinal hernia : SSFIHが注目されており本邦で
も３例の報告がある９）10）11）。SSFIHの頻度は欧
米では6.2-8.1%とされ12）13）、本邦単施設でも1.8%
Figure．2：手術所見
A：上行結腸の脂肪垂が右大腿ヘルニアに嵌頓していた。B：
右大腿輪の環状切開を行い大腿輪の開大を確認した。腹腔内
からは脂肪腫の存在は確認できなかった。C：右大腿ヘルニ
アより 3cm 程度の脂肪腫を摘出した。D：右大腿ヘルニア
門は 1.5cm の開大を認めた（鼠径靭帯の一部切除後）。

と報告されている 11）、SSFIHを形成する要因と
しては，精索・円靭帯脂肪腫が33.8%、腹膜前脂
肪腫を内容とする大腿ヘルニアが30.1%、腹膜前
脂肪を内容とする内鼠径ヘルニアが22.8%であっ
たと報告されている12）。
大腿ヘルニア嵌頓のCTによる術前診断率は
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88%である 10）。脂肪垂の嵌頓に関しては前述の

く、手術操作に支障きたすことがないため有用で

２症例と同様本症例でも術前診断はできず、脂肪

あると考える。

垂の術前診断は困難と考えられる。またSSFIHも
Ⅴ

身体所見のみで鑑別することは困難で超音波や
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