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閉鎖孔ヘルニアに対するメッシュプラグの有用性

─当院における閉鎖孔ヘルニア35例の検討─
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背景: 閉鎖孔ヘルニアにおけるメッシュプラグの有用性を検討した。当院において閉鎖孔ヘルニア

の再発率が高値であることと，また文献上も再発率が高く報告されていることにより，術式の再検

討を行うことが必要不可欠であると考え，症例を見直した。

方法: 2002年から2010年の9年間で閉鎖孔ヘルニアと診断され，手術を行った症例を対象とし，年

齢，性別，術式，腸切除の有無，臨床経過，再発について検討した。

結果: 症例数は初回手術30例，再発手術5例の合計35例である。初回手術30例のうち，術式としてヘ
ルニア を単純に縫縮したものと，それに子宮や卵巣を被覆した例は25例で，メッシュプラグを使

用した術式は5例であった。初回にヘルニア を単純縫縮したものと，子宮や卵巣での被覆した症

例の中で再発した例は5例で，再発率は20%であった。メッシュプラグを使用した閉鎖孔ヘルニア
の手術は，初回5例，再発例3例の合計8例に施行しているが，いずれも現在まで再発を認めていない。

結論: メッシュプラグを使用した閉鎖孔ヘルニアの手術は，症例数も少なく観察期間も短いが，有
効な手術術式と考えられる。
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序　　文

　閉鎖孔ヘルニアは高齢，多産，痩せ型の女性に多い

疾患であり，近年高齢化が進むにつれて報告例が増加

している1。比較的稀な疾患とされていたが，当院にお

いても報告例が年々増加しており，9年間で35例の閉

鎖孔ヘルニアを経験した。閉鎖孔ヘルニアの術式には

子宮，卵巣，膀胱2を被覆するものや，メッシュプラ

グ3，クーゲルパッチ4等の人工材料を使用するものな

ど様々あるが，文献上も再発率が高く，確立された標

準術式がないとされる。我々は開腹法によるアプロー

チで，メッシュプラグを使用した術式を選択し，現在

まで再発なく良好な結果が得られている。この術式を

最善の方法と考慮し，当院での修復方法と工夫した点

を加えて報告する。

対象と方法

　当院において2002年から2010年の9年間で閉鎖孔ヘ

ルニア (Figure 1) と診断し手術を行った35例を対象と

した。年齢，性別，術式，腸切除の有無，臨床経過，

再発について検討した。術式としてヘルニア を単純

縫縮する場合に子宮・卵巣がヘルニア孔の近くにある

場合はそれを被覆して，ヘルニア門の処理を行った。

Figure 1.  CT revealing an obturator hernia

The soft shadow between the left external obturator muscle and
the pectineus muscle indicates the intestinal tract.
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これら従来の術式とメッシュプラグ法につき比較検討

した。手術方法の選択としては，当院では以前より単

純縫縮術，更に子宮や卵巣での被覆術 (以降，単純縫縮

術 (+子宮や卵巣での被覆) と記載する) を行っていた

が，2009年8月よりメッシュプラグを使用した術式 (以

降，メッシュプラグ法) を採用している。従来の子宮や

卵巣でヘルニア門を被覆する方法に加えて，メッシュ

プラグにてヘルニア門の処理を行うこととした。ここ

でメッシュプラグ法について，詳細を記載する。

当院での開腹下でのメッシュプラグを

使用した修復方法

①下腹部正中切開でアプローチし，嵌頓腸管をヘルニ

ア孔から整復する

②ヘルニア を腹膜から反転 (Figure 2)

③ヘルニア を切開

④腹膜外のヘルニア門にメッシュプラグを挿入 (Figure

3)

⑤メッシュプラグと骨膜を縫合固定し，ヘルニア を

縫縮

⑥閉腹

　まず，下腹部正中切開でアプローチを行い，嵌頓腸

入澤　友輔，他

管をヘルニア孔から整復する。この際に腸管損傷が起

きた場合や，既に腸管が壊死している場合は人工材料

の使用は行わない。次にヘルニア を腹膜から反転し

て切開をする。腹膜外のヘルニア門にメッシュプラグ

を挿入して骨膜と縫合固定する。最後にメッシュプラ

グと腹膜とを縫合しヘルニア を縫縮する。この操作

によりメッシュプラグは腹膜外のヘルニア門に固定さ

れヘルニアの再発予防となる。また異時性に対側に発

生する例もあるので閉創する前には両側の閉鎖孔を観

察し，必要であれば同様にメッシュプラグの固定を行

う。

結　　果

　術前に閉鎖孔ヘルニアと診断した症例は35例中35例

であり術前正診率は100%であった。当院では閉鎖孔ヘ

ルニアと疑われた場合は，診断のアルゴリズムに則り

全例CT検査を施行しており，このような結果となっ

た。発症年齢は60〜97歳で平均は83.2歳，全例女性で

あった (Table 1)。初回手術例は30例で，単純縫縮 (+子

宮や卵巣での被覆) を25例，メッシュプラグ法を5例に

行った。再発例に対する手術は5例で，単純縫縮 (+子

宮や卵巣での被覆) は2例，メッシュプラグ法は3例で

Table 1.  Cases of obturator hernia in our hospital from 2002 through 2010 (N = 35)

Average age 83.2 years (range, 60-97)
Gender F
Operative method SC, UO, MP, and unspecified
Bowel resection 9 (26%)
Death 1 (2.9%)

SC + UO, and unspecified: 5 in 27 cases recurred (19%)
Recurrence

MP: 0 in 8 cases recurred (0%) (including reoperations)

SC, simple closure; UO, uterus (or an) ovary; MP, mesh plug

Figure 2.  Surgical view of an obturator hernia Figure 3.  Mesh plug inserted into the hernia orifice
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報告例が増加している。全国的には1994年〜1999年で

272例，2000年〜2005年9月で364の報告があり，当院

においても年々症例数が増加傾向にある。当院では全

例小腸の嵌頓によるものであったが，ヘルニア内容は

一般に小腸が96.8%と報告されている8。男女比は女性

に圧倒的に多く，男性の約5〜6倍とされている。自験

例でも35例の全例とも女性であった。また，ヘルニア

は腸管が一時的に嵌頓し自然修復される還納性と，閉

鎖孔内で腸管が絞扼され，ヘルニア嵌頓が解除されな

い非還納性に大別される。両者とも疼痛，悪心，嘔

吐，便秘を認めるが，還納性であれば間歇的に症状が

現れることが多い。自験例で長年大腿部痛を整形外科

的疾患とされていた例も，この還納性ヘルニアによる

ものであると考えられる。同様に，他の文献でも大腿

部痛を整形外科的疾患と考え，治療をおこなっていた

ケースも報告されている9。一方，非還納性ヘルニアの

症状は前者と同様であるが，より重篤であることが多

い。非還納性ヘルニアの特徴的な症状として，患側大

腿内側から膝関節付近まで放散痛やしびれを認める

Howship-Romberg徴候がある。しかし非還納性ヘルニ

アであっても自覚症状が間歇的に現れる場合があり，

その際は小腸壁の一部が嵌入したRichter型のヘルニア

を考慮しなければならない。また高齢者は自覚症状に

乏しく，注意が必要である。自験例でも9例 (26%) が

腸切除を行う結果となっている。ヘルニアの発生は右

側58%，左側38%，両側2.7%と報告されている10。自験

例でも左側の閉鎖孔ヘルニアの術後に異時性に右側で

発症するケースも認めているため，開腹の際は嵌頓側

のみではなく反対側の閉鎖孔ヘルニアの有無を確認す

ることが必要であると考えられる。

　近年ではCT検査や腹部超音波検査による診断率が向

上しており，術前診断は82.9%にも上るとの報告もあ

あった。初回手術時に単純縫縮 (+子宮や卵巣での被

覆) を行なった症例中の再発例は5例で，再発率20%で

あった。再発までの期間は平均で4年10か月 (2か月半〜

20年) であった。当院では2009年8月よりメッシュプラ

グを使用してヘルニア門の処理を行う術式を採用して

おり，初回例の5例と再発例3例の合計8例を経験して

いるが，再発例は認めなかった (Figure 4)。腸切除例は

9例 (26%) であり，手術関連死は1例 (2.9%) 認めた。

再発を繰り返している症例があり，1回目は開腹したが

嵌頓は解除されていたためそのまま閉創し，その後に

再発。2回目は卵巣を覆ったが，その後再々発したとい

う事例を認めた。また左閉鎖孔ヘルニア を単純縫縮

したが，異時性に右側が発症し手術施行し，その後左

が再発したという事例も認めた。また長年大腿部のし

びれや疼痛を整形外科的疾患と考えられ，治療を行わ

れていたケースも認めた。手術関連死の1例は89歳の

高齢の女性で病院現着時には意識混濁でショック状態

であった。無麻酔で手術を行ったが，敗血症が原因で

翌日に死亡するという経過をたどった。また，メッ

シュプラグを使用した術式では術後に閉鎖神経の圧迫

による大腿部痛も懸念されたが，疼痛を訴えた例でも

術後経過と共に緩和され，退院時には無症状となって

いた。

考　　察

　1724年にフランスのArnaud de Rosilが閉鎖孔ヘルニ

アの概念を提唱した。1851年に初めて閉鎖孔ヘルニア

の手術が行われたが，本邦では1926年に川瀬5が報告し

たのが最初である。その頻度は全ヘルニア症例の

0.073%6，全イレウス症例の0.4%7 を占め，比較的稀な

疾患とされてきた。しかし近年高齢化が進むにつれて

Figure 4.  Flow chart
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り11-13，これらの診断技術の向上も症例数増加の原因の

一つと考えられる。しかしながら，消化器症状と腰部

〜大腿部の症状を併せ持つ本疾患では，鑑別疾患とし

て大腿ヘルニア，鼠径ヘルニア，大腿リンパ節炎，腸

腰筋炎，大腿部寒性膿瘍などを考慮し診察しなければ

ならない。

　手術関連死は1例 (2.9%) のみであった。過去には死

亡率が10〜50%とも報告されていたが14，近年では術前

診断の進歩や術後管理の進歩もあり，死亡率は低下し

ている傾向にある10。しかし，自験例にも認めたが，

還納性閉鎖孔ヘルニアを長年に渡り，整形外科的疾患

として考慮され，治療を続けられていた症例もあり，

高齢化の進む今後は注意が必要であると考える。

　閉鎖孔ヘルニアの術式は様々あるが，再発例は少な

くなく，ヘルニア門を処理しない術式では7〜10%の再

発率と報告されている15。自験例でも初回手術でヘル

ニア を単純に縫縮したもの，及び子宮や卵巣を被覆

したものの再発率は20%と高値であった。高齢化が進

み症例数が増えてきていることにより，このような検

討が行えるようになった。

　この35例の検討結果より従来，当院で施行していた

単純縫縮 (+子宮，卵巣での被覆) という術式では再発

率も高く，術式としては不十分であるということが明

確となった。症例数が増加する一方で，本症に対する

術式は未だ標準化された方法なく，今後は高い再発率

を予防するような確立された術式が必要になっていく

と思われた。

　今回我々はメッシュプラグを用いてヘルニア門の処

理を行った8例を経験したが，現在まで再発なく良好な

経過を得ている。しかしながらこの術式は当院におい

て2009年8月より採用している方法であり，未だ長期

成績が不明であることと，症例数がまだ8例と少ない点

で今後も検討が必要であると思われる。再発期間は，

2か月半〜20年と非常に幅広いため長期の観察期間が

必要である。更に，メッシュプラグは人工材料である

ため腸管切除などの汚染手術の際に使用できないとい

うデメリットもある。しかしメッシュによりヘルニア

門を補強する術式が最善とする報告16もある。そのた

入澤　友輔，他

め当院で行っているメッシュプラグ法による修復方法

も有効な術式と考え，今後も，症例数を蓄積した上

で，長期成績についても検討を行っていきたいと考え

る。
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The utility of the mesh plug in obturator hernia repair:
review of 35 cases of obturator hernia in our hospital

Yusuke Irisawa,1,2 Naoki Koshiishi,2 Akira Inoue,2 Kazuyoshi Hirayama,2 Tomoko Shirai,2

Shunji Kinuta,2 Hiroshi Watanabe,2 Yuu Hiraii,2 Mamoru Okazaki,2 Yasuoki Kijima2

1Department of Cardiovascular Surgery,  Kitasato University School of Medicine
2Takeda General Hospital, Aizuwakamatsu, Fukushima

Background: We reviewed the utility of the mesh plug in obturator hernia repair.  The recurrence rate of
obturator hernia was high in our hospital, so we decided that a new operative method was needed.
Methods: There were 35 obturator hernia repair operations in our hospital from 2002 through 2010.  The
patients' age, gender, operative method, bowel resection, clinical course, and recurrence were reported.
Results: Simple closure of the hernia sac or covering the uterus or an ovary after simple closure were the two
most common operative methods when done as primary operations, with a recurrence rate of 5 of 25 cases
(20%).  The operative method using a mesh plug has been used in our hospital since August 2009.  We have
had 8 cases of obturator hernia repair using a mesh plug to date, and none of them have recurred.
Conclusions: Although there were few cases, and the follow-up period was short, we regard using a mesh
plug an effective operative method.

Key words: obturator hernia, recurrence, mesh plug
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