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HERNIATION OF THE BLADDER OBSERVED 3 DAYS 

   AFTER  HERNIORRHAPHY  : A CASE REPORT

Kazuhiko Ishizu

From the Department of Urology,  Nagai() General Hospital

Atsushi Seyama and Tomita Nakayama

From the Department of Surgery,  Nagato General Hospital

Motohiko Konishi, Keiji Joko, Hiroshi Takihara

and Jisaburo Sakatoku

From the Department of Urology, Yamaguchi University School of Medicine

Kazunari Tanaka

From the Second Department of Pathology, Yamaguchi University School of Medicine

   A 72-year-old man complained of right hemiscrotal swelling and pollakisuria which had 
appeared 3 days after herniorrhaphy. On physical examination, a large mass in the right  scrotum 
did not transmit light nor shrink upon pressure application. The concentrations of blood urea 
nitrogen and creatinine in the fluid obtained by puncture from the scrotal mass were high. Cysto-

graphy demonstrated influx of contrast media into the scrotal mass from the bladder. From these 
findings, diagnosis was made as herniation of the bladder. An operation was performed through 
inguinoscrotal incision. The herniated bladder, to which peritoneum was laterally adherent, was 
incarcerated. The hernia ring, which was located medially to the suture line of previous hernior-
raphy, had strangulated the herniated bladder. The bladder wall was edematous and the mucosa 
was dark red. These findings suggested that the blood circulation in the herniated bladder had 
been disturbed for a relatively long time. Resection of the herniated bladder with the adherent 

peritoneum was performed in addition to hernia repair. Imcomplete herniorrhaphy may be one of 
the causes of herniation of the bladder in our case. 

                                                   (Acta Urol. Jpn. 38: 455-458, 1992) 

Key words: Herniation of the bladder, Herniorrhaphy

緒 言

欧米においては鼠径ヘル ニア全体 の1～3%に,50歳

以上の鼠径ヘル ニアの10%に ヘル ニア内容 として膀胱

が含まれ る1)と報告 されている.し か し,本 邦では稀

なよ うであ り,わ れわれが検索 したか ぎ りでは36例 が

報告 されているにす ぎない.わ れわれは,鼠 径ヘル ニ

ア根治術3日 後に発症 した膀胱ヘル ニアの1例 を経験
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したので若干の文献的考察を加え報告す る.

症 例

患者72歳,男 性

初診 ・1991年2月6日

主訴:右 陰嚢腫大,頻 尿

家族歴 。既往歴:特 記事項 な し

現病歴:1991年1月21日,当 院外科にて右鼠径ヘル

ニアに対 してヘルニア修復術(ilio-pubictractre-

pair)を 施行 した.ヘ ルニアは直接型で,ヘ ル ニア内

容は腸管で,膀 胱はみ とめ られなかった.術 前には排

尿異 常をみ とめなか ったが,術3日 後に右陰嚢腫 大お

よび頻尿が 出現 して きた.陰 嚢内血腫を疑い試験 穿刺

を行 ったところ,穿 刺 液は 黄色透 明で,BUN(505

mg/dl)お よびCr(55.2mg/dl)濃 度が高値 を示 し,

尿であることが疑われ泌尿器科紹介 とな った.

現症=身 長154cm,体 重67kg.右 鼠 径部に手術

搬痕 を,右 鼠径部か ら陰獲にかけて手挙大の表面平滑

な腫瘤 をみ とめた(Fig.1).腫 瘤は非透光性で軽度の

圧痛 を有 し,圧 迫 にて縮小せず,腹 圧にて膨大 しなか

った.外 性器お よび前立腺には 異常 をみ とめな か っ

た.

検査所見:末 梢血一般,血 液生化学,血 清電解質お

び尿検査にて異常をみ とめなかった.腹 部超音波検査

にて右鼠径部か ら陰嚢にかけcysticmassを み とめ

たが,陰 嚢部腫瘤 と膀胱の連続性はみ とめ られなか っ

た.膀 胱造影にて膀胱部か ら右陰嚢部へjet状 の造影

剤の流入をみ とめた(Fig.2).色 素膀胱鏡検査にて膀

胱外側上方に膀胱 粘膜の収束を伴 う点状 の陥凹をみ と

め,右 尿管 口は外側上方に偏位 していたが,両 側尿管

口か らのイ ンジゴカル ミンの排出は良好 であった.排

泄性腎孟造影では右尿管下方 の外側偏位 以外に上部尿
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路に異 常をみ とめなか った.

以上の所見か ら膀 胱ヘル ニア と診断 し,1991年2月

8El,手 術を施行 した.

手術所見:硬 膜外麻酔下,前 回の手術切開か ら陰嚢

に皮膚 切開 を加え,ヘ ル ニア部膀胱お よび右陰嚢内容

をおのおの剥離 した.前 回の手術 のヘ ルニア補 強部の

内側に直径約2cmの ヘル ニア門をみ とめ,ヘ ルニア

部膀胱 の外側 の一部 には腹膜 が癒 着 していた(Fig・

3).ヘ ルニア部膀胱は諺血 に よ り壁は著 明に肥厚 し,

ヘル ニア門に向かい膀胱壁に切開 を加 え内腔を観察 し
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たところ腫瘍や結石 はみ とめられなか った.ヘ ルニア

頸部は絞拒され小指の挿入 は不可能で,壁 は著 明に肥

厚 し,膀 胱粘膜は暗赤 色を呈 し,著 明な血流障害が示

唆 されたためにヘル ニア頸部か ら腹膜を含めてヘルニ

ア部膀 胱を切 除 した,切 除 した膀胱 部は15×10×8

cm大 であった.膀 胱壁を2層 に縫合 し,ヘ ルニア門

を補強 して手術を終 了 した.

組織所見:切 除 した膀胱 部では上皮は消失 し,著 明

な膀胱壁の浮腫お よび平 滑筋 の変性をみ とめた.粘 膜

下層には限局性に壊死に陥 った部 も散見 され,筋 層 お

よび周囲の脂 肪織には広範 囲にわた り,び まん性 に,

好中球主体の炎症細胞の浸潤をみ とめた.

術後経過:経 過 良好で,術 後2カ 月において排 泄性

腎孟造影にて軽度 の膀胱の変形 はみ られ るが,上 部尿

路に異常をみとめず,膀 胱 容量 は150ccで あ るが,

頻尿や排尿困難 の訴 えはない.

考 察

膀胱ヘル ニアは,膀 胱壁の一部 が腹部や骨盤部の異

常または正常の開 口部を通 して突 出 した もの と定義さ

れ る2).欧 米においては鼠径ヘル ニア全体の1～3%

に,50歳 以上の鼠径ヘル ニアの10%に ヘ ルニア内容 と

して膀胱が含まれ るDと 報告され てい る.し か し,本

邦では稀な ようであ り,わ れわれ が検索 したか ぎ りで

は36例が報告 されているにす ぎない.

膀胱ヘル ニアの成因 としては,1)腹 壁の先天 性も し

くは後天性原 因に よる脆弱化,2)膀 胱壁な らびに膀胱

筋の先天的異常お よび膀胱 の癒着癩痕な どの後天的異

常,3)膀 胱頸部以下の尿流通過障害に よる膀胱 の拡張

や膀胱壁の弛緩,4)膀 胱前腔へ の脂肪組織の堆積,お よ

び5)腹 腔内圧 の上 昇が考え られている3)一自験例を除

く本邦膀胱 ヘルニア36例中10例 が同側の鼠径ヘルニア

手術既往を有 し,そ の内2例 は鼠径ヘル ニア手術が一

因であった と考え られている.並 木 ら4)は膀胱壁に絹

糸をみ とめた点か ら鼠径 ヘルニアの手術操作が一因で

あった と報告 し,佐 井 ら5)は鼠径ヘル ニア術後数 カ月

から膀胱ヘル ニアに よる腫瘤をみ とめた点か ら不確実

なヘルニア修復を一 因と考 えた.自 験例 においては膀

胱壁に絹糸はみ とめ られず,鼠 径ヘル ニア根治術3日

後か ら発症 した点か ら,鼠 径ヘル ニア手術時にすでに

小 さな膀胱 滑脱ヘ ルニアが存 在 してお り,還 納 されな

いまま外鼠径輪 を縫縮 した結果 として膀胱壁の一部が

絞掘され,膀 胱 内圧 の上昇に よ り膀胱壁が陰嚢内に押

し込 まれ嵌頓 した もの と考 え られた.

膀胱 ヘルニアの症状は特 徴的な ものとして1)二 段排

尿,2)貯 尿時の腫 瘤の増 大お よび排尿時の腫瘤 の縮
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'j・,お よび3)腫 瘤圧迫に よる尿意が挙げ られ るが,軽

度の ものは これ らの症状を欠き局齎の膨隆のみが唯一

の症状の ことも多 い6).自 験例では腫瘤は大 きか った

が,ヘ ル ニアは嵌頓 し,ヘ ルニア頸部は絞抱 され てい

たため特徴的症状 はみ とめ られず,膀 胱容量減少によ

る頻尿が膀胱症状 として出現 した.

膀 胱 ヘルニアは,術 前に診 断 され るもの が0～7

%,術 中に診断 され るものは80～100%,膀 胱損傷に

よる尿漏れあるいは敗[f[1症のために術 後に診断 され る

ものが0～16%で あ った と報告 されているよ うに術前

に診断 され るものは従来は稀で あ っだ ・7).しか し,

記載 のあ る自験例 を含む本邦34例 中,術 前に診断され

た もの19例,術 中に診断 された もの15例,剖 検時 に診

断された もの1例 で,1977年 以降に報告 された18例 は

全例 が術前に膀胱 ヘルニアと診断 され ている.排 泄性

腎孟造影において1)下1/3の 片側あるいは両側 の尿管

の側方偏位,2)小 さ くて非対称的な膀胱,3)膀 胱底

が不 明瞭な場 合には膀胱ヘルニアを考 慮す る必要があ

る8)確 定診断には逆行性膀胱造影が有効であ り,ヘ

ルニア部への造 影剤の 流入す ることに よ り診 断され

る6)特 に立位 での膀胱造影が有効であ り,立 位では

ヘ ルニアが100%描 出 されたのに対 して,腹 臥位では

50%,仰 臥位では30%し か描 出されなか った と報告 さ

れてお り9),臥 位 よ りも立位で増強す ることが特徴的

所見であ るとされ る10).自 験例においては陰嚢腫瘤穿

刺液の成分分析か ら膀胱 ヘルニアが強 く疑われ,膀 胱

造影にて確定診断 した.

膀胱ヘル ニアの治療 は,脱 出臓器の還納 あるいは切

除,脱 出経路 の修復に加 えて,原 因とな る下部尿路通

過障害がある場合はその除去 も必要であ る11).脱 出膀

胱切除の絶対的適応は,ヘ ルニア内に腫瘍,壊 死ある

いは憩室 がある場 合で,相 対的適応は,ヘ ルニア頸部

直径が0.5cm以 下 で,特 に長期間ヘル ニアが存 在す

る場 合である11)自 験例 ではヘル ニア部膀胱は嵌頓 し

頸部は強 く絞苑 され,ヘ ルニア部膀胱の血流障害が薯

明であ ったため切除 を行 った.

結 語

鼠径ヘルニア根治術3日 後に発症 した膀胱ヘル ニア

の1例 を報告 し,若 干の文献的考察を加えた。
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