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非外傷性腹直筋血腫の1例
齋藤

智尋1,3，北村

理絵子2,3，杉本

孝之3，武田

啓3，内沼

栄樹3

国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院形成美容外科
国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院形成外科
3
北里大学医学部形成外科・美容外科学
1
2

症例は38歳女性。咳嗽を契機に腹部腫瘤を自覚した。画像診断により腹直筋血腫と診断され，外
科的な治療を行わず安静により症状が改善した。7週目のCTで血腫の縮小を確認した。非外傷性腹
直筋血腫は比較的稀な疾患で，腹直筋線維の断裂に伴う腹直筋内の上下腹壁動静脈の出血により生
じる。腹部腫瘤の原因として念頭に置き診察すべき疾患であると考えられた。
Key words: 腹直筋血腫，腹部腫瘤，腹痛，非外傷性
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を認めた。
腫瘤は体位変換による移動がなく (Bouchacourt徴候)，
臥位でも座位でも触知可能 (Fothergill徴候) であった。
同部位に著明な反跳痛および筋性防御を認め，座位の
保持や歩行は困難であった。

文

腹直筋血腫は急激な腹直筋の収縮による上下腹壁動
静脈の破綻により腹直筋鞘内に血腫を生じる比較的稀
な疾患である1。特に非外傷性の場合には急激な発症と
ともに，腹痛を主訴とするため形成外科を受診するこ
とは少ない。腹痛を伴う腹壁腫瘤の鑑別診断の一つと
して念頭に置いておく必要がある。今回我々は咳嗽を
契機に発症したと思われる非外傷性腹直筋血腫の1例を
経験したので報告する。

症
患

者: 38歳，女性。

主

訴: 右下腹部痛。

受診時検査所見
血液検査所見: 白血球数は11,500/μlと高値を示した。
CRP 0.33 mg/dlと炎症反応の軽度の亢進を認め，CPKは
336 U/lと高値であった。その他の血液検査所見に異常
値は見られなかった。
腹部画像所見: 腹部超音波検査を施行したところ，右
腹直筋内に低エコー腫瘤を認めた。腹部単純CTでは右
下腹部の腹直筋鞘内に長径約8 c m の腫瘤を認めた
(Figure 1A)。造影CTでは，右腹直筋内に不均一に造影
される腫瘤を認め，内部に造影剤の血管外漏出の所見
があり動脈性の出血が疑われた (Figure 1B)。

例

既往歴: 特記すべきことなし。

経

現病歴
1週間前より感冒症状を認め，近医から感冒薬を処方
されていた。2007年8月末日に咳嗽後より右下腹部痛
を自覚し，急激に増悪した為に内科を受診した。疼痛
部位と一致する腹壁に腫瘤を認めたため，精査目的に
て当科紹介となった。

過

腹部所見および画像診断より非外傷性の腹直筋血腫
と診断し，安静，加療目的に入院となった。入院後は
強い腹痛が持続したが，全身状態は良好であった。消
炎鎮痛剤を投与し，ベッド上安静で経過観察を行っ
た。第2病日のMRI (T1強調画像) では右腹直筋鞘内に
広範囲な内部不均一な腫瘤を認め血腫として矛盾しな
かった。腹腔内の臓器は圧排されていた。また，腹直
筋鞘内にも腫瘤を認め，小出血が疑われた (Figure 2，
矢印)。第3病日には疼痛が改善し，短距離歩行が可能
となった。第5病日には，腹部皮下に出血斑が出現し

入院時現症
身長158 cm，体重53 kg，血圧115/75 mmHg，体温
37.1℃。苦悶状顔貌を呈していた。触診にて右下腹部
に自発痛を伴う可動性に乏しい手拳大の弾性硬の腫瘤
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A. Computed tomography demonstrates asymmetry B. Enhanced abdominal computed tomography
of rectus sheath with rectus sheath hematoma at Day 1 showed a mass of the abdominal wall leading to
(arrowhead).
enlargement of the right rectus abdominis muscle from
hematoma with signs of bleeding at Day 1 (arrow).
Figure 1

A. Coronal section (arrow)

B. Axial section (arrow)

Figure2. Magnetic resonance image (T1WI) shows hematoma in rectus abdominis muscle at Day 2.

た。その後触診にて腫瘤の増大傾向を認めず，症状が
徐々に軽快したことから，第7病日に退院となった。退
院後は定期的に超音波検査を施行し，3週目には腫瘤は
長径5 cmまで減少した。発症後7週目の腹部単純CTで
は腫瘤が描出されたが，触診上腫瘤は触知せず，疼痛
や違和感も消失した (Figure 3)。

考

察

非外傷性腹直筋血腫は明らかな外傷歴がないにもか
かわらず，腹直筋鞘内に血腫を形成する比較的稀な疾
患である。明らかな外傷ではないが，咳嗽2-5，腹筋運
動やスポーツ6,7，特にバレーボール中に発症したとの
報告が散見される8,9。本症は腹直筋線維の断裂に伴う

Figure 3. Follow-up computed tomography at 7 weeks,
hematomas had resolved or decreased in size.
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としては，血腫の急激な増大・貧血の進行・血圧低下
など全身状態の悪化が認められるものや，腹腔内穿
破・感染症合併例・他の急性腹症との鑑別が困難な症
例などが挙げられ5，血腫除去，筋断裂部修復など9,15が
行われる。一方，穿刺により確定診断に至り，疼痛が
緩和された症例5も報告されているが，腹壁ヘルニアと
の鑑別を要する場合など穿刺は危険である。このよう
に過去には他の急性腹症との鑑別が困難との理由で手
術を施行された症例の報告が散見されるが，それを避
けるためにも超音波検査やCTなどの画像検査を行うこ
とが重要である。また，近年Interventional radiology
( IVR) が止血や出血点の確認に有効であったと報告さ
れている20。既報告例の多くは保存的加療が奏効して
いるが，増大傾向や血行動態異常などを認めた場合に
はIVRや手術による止血を行うことも考慮すべきであ
る。腹直筋血腫は比較的稀な疾患であり腹痛を主訴と
するため通常は形成外科などを受診することは少な
い。しかしながら本症例のように腹壁腫瘤の精査目的
にて紹介受診となる場合もあり専門の診療科以外でも
腹痛を伴う腹壁腫瘤の鑑別診断の一つとして本疾患を
知っておくべきであると考えられた。

腹直筋内の上下腹壁動静脈の出血により生じる10,11。上
部に比べて下部腹直筋のほうが急激な筋収縮や筋断裂
が生じやすい12。下腹壁動静脈が弓状線部で腹直筋鞘
内に流入する付近での破綻が多いことが理由とされ
る。Kapsinowは，右利きでは右側腹直筋が緊張しやす
いため右側腹直筋血腫が高頻度であると説明してい
る11。しかしながら，利き手と発症側の関係について
記載されている報告は少なく，バレーボールのように
利き手側の筋肉が緊張しやすい場合もあるが，咳嗽や
腹筋運動の場合，左右の発生部位との関連性は不明で
ある。
豊田らは142例の報告例を検討し，平均年齢は57.6歳
で，男女比は49 : 93と女性に多く，特に腹壁の支持組
織が脆弱な中高年女性に多かったと述べている6。症例
の背景として，肝硬変10，糖尿病や脳梗塞7などの基礎
疾患があり，抗凝固剤の服用などの血管脆弱因子や出
血性素因を有することが多いとされる3が，特にこれら
の素因がなくても発症する。本症例は女性の右側下部
腹直筋に発症しており，責任血管も下腹壁動脈である
ことから典型的な症例であったと考えられる。一方
で，腹膜刺激症状を呈することも多く，時に麻痺性イ
レウスを生じるなど急性腹症との鑑別を要する11,13,14。
診断にはCＴや超音波検査が有用との報告が多くみら
れる2,15,16。特にカラードップラーは活動性の出血の有
無を簡易に診断でき有用である2,17。血液検査上は白血
球数，CRP，CPKが上昇することがあり7，自験例も同
様の結果であった。血中のCPK値は外傷における重傷
度，中でも筋損傷の程度を反映する指標になることが
報告されている18。本症例でも腹直筋筋体の損傷の程
度との関連性も考えられるが詳細は不明である。臨床
経過および画像診断で腹直筋血腫の診断は比較的容易
であるが，本疾患の未経験者では正診率が5.7%との報
告 1 4 もあり，経験や知識を有している事が肝要であ
る。鑑別疾患としては，腹壁疾患として腹壁膿瘍，腹
壁瘢痕ヘルニアがあり，腹腔内疾患として胆⢷腫瘍，
肝腫瘍，肝被膜下血腫，脾腫，瘢痕ヘルニア嵌頓，虫
垂炎による膿瘍形成，卵巣⢷腫茎捻転，ヘルニアなど
があげられる。また自験例では確認できなかったが，
MRIで筋断裂が認められることもある9。渉猟しえた範
囲では大きさは，30 mm〜90 mmであり，自験例は比
較的大きかった。本症例では第2病日のMRIで右腹直筋
鞘内に広範囲な血腫とともに左腹直筋鞘内にも腫瘤を
認め，小出血が疑われた。血腫は原則として片側に限
局するが，正中を超えて波及する症例の報告もあり，
弓状線より尾側では正中を超えて拡大して腹膜外骨盤
腔内に波及することもある19。今回のMRIでは左右の血
腫の連続性は確認できず右から波及したとは考えにく
かった。
治療は，安静，局所冷却，止血剤投与，疼痛コント
ロールなどの保存的加療が原則である8,11,14。手術適応

結

語

非外傷性腹直筋血腫の1例を経験した。急性発症の腹
痛を伴う腹部腫瘤の鑑別として，本症を念頭に置くこ
とが重要と考えられた。
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A case of nontraumatic rectus sheath hematoma
Chihiro Saito,1,3 Rieko Kitamura,2,3 Takayuki Sugimoto,3 Akira Takeda,3 Eiju Uchinuma3
1

Plastic and Aesthetic Surgery, Yokohama Minami Kyosai Hospital
Plastic Surgery, Yokosuka Kyosai Hospital
3
Department of Plastic and Aesthetic Surgery, Kitasato University School of Medicine
2

A 38-year-old woman presented with a nontraumatic rectus sheath hematoma associated with cough. She
recovered after 1 week admission without surgical treatment. Nontraumatic rectus sheath hematoma is a
comparatively rare disease caused by bleeding into the rectus sheath, usually after the rupture of the superior
and inferior epigastric vessels combined with a primary tear of the rectus muscle fibers. Physicians should be
aware of the possibility of this disease when diagnosing abdominal mass.
Key words: nontraumatic rectus sheath hematoma, abdominal mass, abdominal pain
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