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腹腔鏡下手術における
「臍底Semi-openアプローチ法」の検討
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要約：近年，良性付属器腫瘍に対する腹腔鏡下手術は今やGold standardとも言われている。一方，気
腹して行う腹腔鏡手術全般において，第一トラカール挿入の際の血管損傷や腸管損傷が，頻度は少ない
ながらも重大な問題となり，気腹針を用いるClosed法からDirect法，Open法へと，より安全性を重視
する方向へ変化してきている。今回我々は，当科で行っている「臍底からのSemi-openアプローチ法」
につき検討した。当科で平成15年３月〜平成17年８月までに施行した腹腔鏡下手術299例および途中か
ら開腹へ移行した５例の計304例に対し，第一トラカールの挿入に臍底Semi-openアプローチを行った。
その結果12mmトラカールを挿入できずOpen法に切り替えたものは２件のみで，非常に高い確率で挿
入可能であった。また腸管損傷および血管損傷０例，術後臍ヘルニア０例，皮下気腫０例，臍血腫形成
０例，臍炎（軽度）３例とOpen法と同等に安全に第一トラカールを挿入できた。美容的にも臍の深い
症例は創が見えなくなりより好都合であった。結論として，一般的なOpen法で行う傍臍アプローチに
比べて，①刺入時間が早い，②皮下損傷が少ない，③皮下気腫が起こらない，④創が小さく術後の疼痛
が少ないなどのメリットがあると考えられた。
〔平成17年12月２日入稿，平成18年１月11日受理〕

チ法」につき考察を含め検討した。

はじめに

対象と方法

一生のうちで全女性の約５−10％が卵巣の外科手
術を受ける機会があると推定されている １）。近年，

当院婦人科で，平成15年３月から平成17年８月ま

良性付属器腫瘍に対する低侵襲外科手術として，腹

での２年６ヵ月間に299例（全手術の54.1％）の腹

腔鏡下手術が広く行われるようになり，今やGold

腔鏡下手術を行った。腹腔鏡下手術の適応は原則と

standardとも言われている２）。一方，気腹式の腹腔

して良性疾患に限り，内訳は子宮筋腫が33％，付属

鏡下手術の開始時に，頻度は少ないものの，重篤な

器腫瘍が47％，子宮外妊娠が６％で平均年齢は

合併症すなわち気腹針やトラカールによる血管損

37.9±12.2才であった。これらの腹腔鏡手術299症例

傷・腸管損傷を生じることが問題となり，近年は

に，途中から開腹に移行した５例を合わせた計304

Closed法からDirect法，Open法へと，より安全性

例を対象とし，この方法の成功率，合併症などにつ

を重視する方向へ変化してきている３，４）。当科では

き検討した。

筆者が平成15年１月に研修した倉敷成人病センター

手術が決定すると患者には自分で臍の手入れをす

で行われていた方法を，平成15年３月の開院時より

るように指導し，入院時には病棟で看護スタッフが

採用したが，非常に優れた方法であるため手技の紹

臍内の掃除およびアルコールによる消毒を行った。

介を兼ねて，この「臍底からのSemi-openアプロー

手術の際には，ポビヨンヨードにより臍内を小さめ
の綿球で十分に消毒したが，その時点でゴマが残っ

宮崎善仁会病院婦人科（宮崎市）

ている場合でも取り除いて処置を続行した。
その後，

１）宮崎県立日南病院産婦人科

①臍底を数本のコッヘルで裏返す様に引き上げ（図
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２），②メスで直視下に筋膜まで切開（図３，図４），

る際に開いた鋏は絶対に閉じないことで，不用意に

③メッチェン鋏で筋膜の切開をいくらか拡げ，腹膜

閉じると腸管を損傷する可能性がある。その後はト

は鋏の鈍な先で突き破る要領で腹腔に達した。④そ

ラカール内にスコープを挿入し，腹腔内に入ってい

の後はメッチェン鋏を開いて鋏の背で鈍的に創を適

ることを確認して気腹を開始した。

度に拡げたのち（図５），12mmトラカールを挿入

創を閉鎖する際は，創縁を引き上げ創内の筋膜両

した（図６，７）。ここで注意すべきは，創を拡げ

側をコッヘルで掴み，強弯３−０吸収糸でＺ縫合し

図１．

図５．

図２．

図３．
図６．

図７．
図４．
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た後，表皮を５−０バイクリルラピッド糸で連続縫

第一トラカールを挿入するというものである。しか

合し奥へ押し込んだ。術後の抗生剤はセフォチアム

し盲目的に気腹針を挿入するので，皮下気腫や腸管

２g/dを用い，付属器腫瘍の場合は２日間，子宮全

損傷を生じることや，12mmトラカール刺入時にあ

摘術などの場合は３日間点滴し，その後セフェム系

る程度の力を要するため，腸管損傷ばかりでなく大

内服薬を３−４日追加した。

血管損傷などの重篤な合併症を生じることがある。

結

そのため安全性の向上を目指し諸家において様々な

果

工夫がなされてきた。1978年にDingfelderは気腹を

304例のうち上記の方法のみで12mmトラカール

しないで第一トラカールを挿入するDirect法を紹介

を挿入できなかったものは２例のみで，時間的には

し，安全性や有益性を報告した５）。その後Closed法，

ほとんど数分以内に腹腔内に達した。また腸管損傷

Direct法とOpen法を比較検討し，様々な報告がな

および血管損傷０例，術後臍ヘルニア０例，皮下気

された ６，７，８）が，Elhageらは動物実験でこの３法

腫０例，臍血腫形成０例，臍炎（軽度）３例と，き

を比較した興味ある報告をした９）。彼らは人工的に

わめて安全に第一トラカールを挿入できた。挿入で

腹腔内癒着を生じさせた雌ウサギ60羽ずつを用いて

きなかった症例は，切開を真下に行えず筋膜の切開

３法による比較を行ったが，腸管損傷がClosed法で

がうまくできなかったことが原因であった。その際

24例，Direct法で39例，Open法では６例で生じ，

には細めの筋鈎を用いて創を拡げ，筋膜を露出し筋

有意差をもって癒着症例でのOpen法の安全性を示

膜をコッヘルで掴みあげてメスで切開し，腹膜まで

した。1997年にはカメラで直視しながらDirect挿入

到達するという，いわゆるOpen法でトラカールを

できるトラカール（OPTIVIEW）が開発され 10），

挿入したが，若干の創の拡張を要した。また臍炎の

Direct法の安全性の向上に寄与した。Jirecekら 11）

症例も痛みを伴わず軽度の分泌物が数日間続いたの

は，盲目的に行うDirect法では0.5％のmajor

みで，外来で経過を見るだけで軽快した。

complicationを生じているが，Direct visualでは

術後の臍の状態については，臍の深い症例は創が

０％であったと報告した。しかしこれらのDirect法

見えなくなりより好都合であった。臍の浅い症例に

でも重篤な合併症を生じた報告 12）がなされるにつ

おいても美容的にも大きな問題はなかったが，うま

れ，最近では多くの施設で安全性を重視しやや大き

く創を合わせないと臍の形が変わることがあるので

めの切開を臍付近に加えて行う「傍臍アプローチに

注意を要した。

よるOpen法」が広く行われている ３，４）。この方法
考

は他の方法より安全と考えられているが，特に肥満

察

症例で腹腔内に達するのが非常に困難な場合があ

腹腔鏡手術は消化器外科領域を中心に近年めざま
しい発展をとげているが，トラカールや気腹針の挿

る。その際には創の拡大を必要としたり，術後に皮
下血腫を生じることがある。

入に伴う重篤な合併症は何千という多数の症例を重

臍底は解剖学的に皮下脂肪が無く，皮膚と筋膜を

ねた施設においても発生することがあり，現在では

切開するとすぐ腹膜に達する。よって腹腔を安全に

これまで以上に安全性を重視する傾向が強くなって

穿刺するには，肥満症例を含め元来好都合と考えら

いる。腹腔内に炭酸ガスを注入して視野を確保する

れるが，「不潔で感染しやすい」，「縫合が困難」な

気腹法は，ワイヤーやロッドで腹壁を挙上する吊り

どの懸念により避けられていたと考えられる。当科

上げ法に比べ視野が広いため，特に複雑な手術や長

では開院時よりこの「臍底Semi-openアプローチ法」

時間を要する手術では，気腹法を採用する機会が多

を採用したが，これは筆者が腹腔鏡を研鑚した倉敷

い。標準的なClosed法は臍周囲の皮膚を手掌でつか

成人病センターで安藤正明医師が行っていたもので

んで引き上げた後，臍下縁付近から気腹針を斜め下

ある。コツとしては，①しっかりと臍底を露出する，

方向に盲目的に挿入し，空気や生食などを入れて腹

②臍底を真下に切開する，③メスと鋏で「筋膜まで」

腔内に入ったことを確認し炭酸ガスで気腹，その後

切り，④メッチェンの鈍な先で腹膜を破ること，な
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どがあげられる。皮下脂肪が多く臍の深い症例にお

安全面でOpen法に引けをとらず，かつ手技的に比

いても，臍底部をうまく露出できれば，真下に切開

較的容易で時間の短縮が図れ，美容的にも良好な非

することにより短時間で腹腔に達することができる

常に優れたアプローチ法と考えられた。今後もこの

ため，特に肥満症例でこの方法による恩恵が大きい。

方法を採用し，さらに症例を重ね検討を続ける予定

臍底を切開することに関して，WeberらはClosed

である。

法による100症例の胆嚢摘出術で，経臍ルートの安
全性を報告した13）。Royらは臍底と臍輪下部での皮
下の厚さや，臍底をコッヘルで引き上げた場合と臍

この論文の要旨は第15回九州内視鏡外科研究会に
おいて発表した。

周囲を手で持ち上げた場合の腸管までの距離を超音
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