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横隔膜ヘル＝アには，発生不全によって生じた横隔

ウムは食道の後方に認められる。（写真2）（図2）即

膜欠損部より腹腔内臓器が胸腔内に膨出するものと，

ちバリウムの貯溜する所は横隔膜上で食道の後方にあ

形成不全による横隔膜裂孔より膨出するものとがあ

ることになる。

る。後者の典型的なものが食道裂孔ヘル＝アである。

手術所見：上腹部正中切開にて開腹，胃の大轡側後

署者らは最近丸田外科において4例の食道裂孔ヘル

壁が食道裂孔より腹膜に覆われたまま，食道の後方か

ニァを経験したので報告する。

第1f列

9ケ月

ら右胸腔内に侵入している。これを整復した後食道
裂孔を縫縮閉鎖した。術後経過良好にして全治退院し
た。

症

例

男児

〔表1〕

第2例

Li三訴：1咽吐。

13才

男児

〔表1〕

主訴・心窩部のグル音。

現病歴：生下時より嘔吐を繰返し，次第に体重が減

現病歴：2才の頃ミルクを飲むと心窩部に鳩の鳴く

少したので，生後40日目頃某病院を訪れ・幽門狭窄

様な音を聞くが・腹痛1幅吐等1畑看えていない。5才の

症と診断され，治療を受けていたが，その後も時々嘔

時某医により胸部X線写真に異常陰影を指摘され，更

吐があり，レ線検査の結果横隔膜ヘルニアと診断さ

に9才の晦別の医師により肺腫瘍として開胸され，

れた。嘔吐も頻回となって来たので，当科に紹介され

その際横隔膜ヘルニアと診断されたが，これに対する

1964年9月入院した。

治療は受けなかった。1964年7刀乎術の口的で当科に

現症；体重7．35忽，栄養不良，顔面はやや蒼白で軽

入院した。

度の貧血を認める。心肺に異常はない。左外鼠径ヘル

現症：発育中等度，栄養不良，貧血はない。胸腹部

ニアを認める。

に病的所見はない。

検査成績：血液所見，赤血球384×104，Hb

65％，

検査成績：1丘1液所見，赤血球470×104，

白」血球12，100，血小板35、6×104，出．rfn時間4分。

白血L球3，400，

レ線検査：バリウムは横隔膜を通過する前に右胸部

〔表1〕

症例

年令

し，横隔膜上の食道の右後方で一時停滞しついで横

ヘルニア内容

1 9月 ♂ 嘔
吐
2 13才 ♂ グル音

食道裂孔
食道裂孔

胃
胃

3

14才

食道裂孔

4

63才

♀

訴

例

ヘルニア門

♂

主

1幅吐，腹痛

心窩部の不快感

83％，

隔膜下に落下する。すなわち胃が横隔膜上に侵入し，

症

性

Hb

37％，糞尿に異常所見なし。

レ線検査：バリウムは食道下部でやや蛇行して落下

に貯溜し，その後横隔膜下の胃に入る。（写真1）（図
1）これを側面より見ると横隔膜の上に貯溜したバリ

Ht
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型

転帰
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滑脱型

胃
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治

治
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これによって軽度に絞捉されて，瓢箪型をしている。
（写真3）（図3）

手術所見；上腹部正中切開にて開腹，食道裂孔は大
きく胃の上部約1／2が縦隔洞に侵入している。これを引

き出しヘルニア嚢を切除し，裂孔を縫縮閉鎖した。
術後経過は良好にして全治退院した。

第3例

14才

男性

〔表1〕

主訴：嘔吐，腹痛。

現病歴：授乳期より1幅1止を繰返し，某医より幽門狭
窄と云われていた。その後も頻回に嘔吐があったが，

1965年8月頃より強い心窩部痛を伴うようになり，時
々吐物に血液が混入することがあった。1966年1月某
医より横隔膜ヘルニアと診断され当科に紹介された。

現症：体格栄養ともに中等度，貧血は認められな
い。食事をとると心窩部の膨満感が現われ，まもなく

嘔吐が始まり心窩藩痛を伴う。胸部所見では右側胸部
第5，6肋骨の所で腹1鳴を聞く。

検査成績：血液所見，赤血球467×104，Hb
白血球5，

93％，

700，糞尿に異常所見はない。肝機能正常。

レ線検査：胃の1：部約1／2は横隔膜の右上方に侵入し

ているごとくで，胃は横隔膜によりくびれている。
（写真4）（図4）

F：術所見：上腹部正中切開により開腹，ヘルニア門

は食道裂孔で，きわめて大きく，胃はその大部分が胸

腔内にあり，癒着はなく容易に還納出来たのでヘル

写真1

ニア門を縫縮閉鎖した。術後経過は良好で全治退院し
た。

第4f列

63才

tぐ1生

〔表1〕

上訴：心窩部の不快感。

現病歴：1966年11月頃1こ呑酸噛嘱が出現し，しばし

ば食後に吃逆が起った。1967年5月初旬4〜5日間嘔
気が続いたが内服薬により治癒し，その後心窩部に重
苦しい感じが食後に1時間程度感ずる様になった。
1967年6月151ヨ某病院を訪れ横隔膜ヘルニアと診断
され，当科に紹介された。
現症：体格中等度，貧血は認められない、，

食後の心窩部の重圧感以多i

【覚症状はない。心肺に

異常所見なく，腹部は正常。

検査成績；血液所見，赤血球397×104，Hb
白血球4，400，Ht

61％o，

31．5％，血沈1時間値16，2H寺間値

31，糞尿に異常所見なし，肝機能は正常。

レ線検査：気腹後バリウム透視を行なうに，胃の上
部施は腹膜に覆われて横隔膜の上方に侵入し横隔膜
によりくびれている像がみられた。しかし通過障害は
ない。（写真5）（図5）

手術所見：上腹部正中切開にて開腹，ヘルニア門は
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食道裂孔であり，腎の1／sが胸腔内に侵入しており，癒

膜魔胤うっ血或いは逆流性食道炎等による出血が原

着はなく容易に還納出来たので，ヘルニア門を縫縮閉

因と考えられる7）。一般にBochdalek孔ヘルニアは呼

鎖した。術後の経過は良好で全治退院した。
考

吸循環系の痙状が早期にみられ，繁急乎術の対象とな

ることが多い。Morgagni孔ヘルニアは症状軽度で発
見が遅延しがちである。

按

横隔膜ヘルニアは通常

食道裂孔ヘルニアは消化管症状を呈することが多い

①

食道貫通部に発生する食道裂孔ヘルニア

②

胸腹裂孔（Bochdalek孔）より発生するBochda一

③

1ek孔ヘルニア
胸骨下面にあるMorgagni孔及びLarrey孔より

が，対症療法で緩解することが多い13）。

本症には台併癌の多いのが特徴的である7）。

最も多くみられるのが，胆嚢炎，胆石症，消化性潰
瘍等で5〜25％にみられる。その他に他の部位のヘル

発生する後胸骨裂孔ヘルニア
（Morgagni孔ヘルニア，

＝アを合併していることも多い1）。我々の症例は1例

Larrey孔ヘルニア）

に外鼠径ヘルニアを合併している。

④外傷により発生する外傷性横隔膜ヘル＝ア

本症の診断は，胸部単純撮影によって確定される易

の4型に分類されるユ）13）15）。この中では食道裂孔へ

合が多く，肺野の異常陰影と縦隔洞の健側偏位が参考

ルニァが圧倒的に多い2）3）5）13）。しかし外国ではBo一

となる7）。診断の確定のためには，バリウム使用によ

chdalek孔ヘル＝アは極めて少ないが，本邦では比較

る消化器の透視が必要である。この際も気腹法を用い

的多く，両者の発生頻度に差がみられる。我々の症例

たり上半身を低位にした撮影がよいとされている。

はいずれも食道裂孔ヘルニアであった。

鑑別を要するものには，乳幼児では肺炎，先天ltl三心

食道裂孔ヘルニアは，①傍食道型，②傍食道型と滑

疾患，成人特に老人では冠動脈疾患，胃癌等である。

脱型の混合型，⑤滑脱型，の3型に分類されるが4）

我々の第1例は幽門狭窄症，第2例は肺腫瘍として治

13），この3型では滑脱型が最も多く3）4），我々の症例

療されていた。

は4例とも滑脱型である。

治療としてはMobleyユo）によると5年経過観察では

本症の男女比は女性に多く4）5）6）8）9），年令は外国で
は高令者に多いとされている4）5）6）。我々の疲例は9ケ

は22％で，逆に嚢の縮少をみたものが14％もあったと

月から63才までで，男性3例，女性1例である。

いう。従って軽度のものは外科的治療を加える必要は

発生部位はBochdalek孔ヘノレニアは左側が殆んど

ないと述べている。

で，食道裂孔ヘルニアは左側がお側の2倍である。

Tannerによれば外科的治療の対象は，①内科的治

ヘルニア孔の大きさは最大15×12crnから最小2×
2Clll

ヘルニア嚢の大きさは64％が変化しておらず，増大例

療に拘わらず慢性食道炎や潰瘍，その他の合併症が難

rkで種々であるユ3）。

治で，疹癒出血等が反覆継続する場合，②食道の穿

従来の慣習上ヘルニア嚢の有無にかかわらず腹部臓

通性潰瘍や高度狭窄のあるもの，③巨大なヘルニアで

器の胸腔内脱出を横隔膜ヘノレニアと呼んでいる。食道

更に増大の傾向のあるもの、④gastric

Obstructi。n

裂孔ヘルニアはすべて嚢を有しているが，Bochdalek

を繰返すもの，⑤イレウスや潰瘍穿孔等救急乎術を要

孔ヘルニアは時に嚢を欠いていることがある。脱出臓

するもの等である。

器はBochdalek孔ヘルニアでは胃が30％，小腸が61）

本症の手術の原則は，ヘルニア内容の1腹腔内還納と

％，大腸，脾が各10％といわれている13）。
症状O

ヘルニァ嚢の閉鎖及び裂孔部の修復にある。

X−一一般に胃腸癒状，胸腔内臓器症状及び貧血の

3つに分けられる7）。胃腸症状としては，心窩部痛，

手術の経路として経腹と経胸の2法があるが，経腹

式に行えば手術侵襲が最も少く，又合併症としての

上腹部膨満感，上腹部異常音，嘔吐，吐i血，過酸症

胆石症，胃・至二指腸潰瘍等の有無の確紹及び処澱が

状，黒色便等である。我々の症例においては，嘔1止，

出来るが，反醐視野が狭く，叉癒着泉闘離が困難であ

腹痛，腹鳴，心腐部の不快感等の症状があった。

る11）12）。

胸腔内臓器÷症：1虻としては，心悸充進，頻脈，狭心症

様発作，チアノーゼ，胸痛及び呼吸困難等で傍食道型
に多いとされている。
貧血は幼児に多く，一一

一方、経胸式では病巣部への到逆が容易で，広い手

術野が得られ，脱出臓器の癒蔚剥離が容易なこと及び
裂孔部の修復にも便利であるが，手術侵襲はやや大き

i般に低色素性で発生頻度は

く，又腹部合併症の処置が出来ない欠点があるユ1）。更

27−050％である1）。しかしMobley1°）によれば無症状

に開胸開腹同時切開法もあるが，前2者の欠点を解沸

のものも21〜22％あるという。この貧血は絞距部胃粘

しうる反而，手術侵襲が報しく大きくなる、我浸の症
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例はいずれも経腹式に行い，良好な結果を得，現在ま
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