
Ⅰ． はじめに

口蓋扁桃摘出術（以下，扁摘）は耳鼻咽喉科で施
行される手術の中でも最も多い手術の一つである。
手術法も，従来行われてきた口蓋弓に切開を加え扁
桃を上極から被膜下に剥離し，絞断器で下極を切断
し結紮止血を行う“cold surgery”から，cold surgery

で摘出後，電気メス，バイポーラ攝子で止血したり，
バイポーラシザーズを用いて切離と止血を同時に行
う“hot surgery”，これらより低温で作動するコブ
レーターⓇや超音波凝固切開装置を用いた手術な
ど，様々な手技で行われている。しかし，いずれの
手術でも術中・術後の出血と術後の疼痛管理が問題
点として残されている。本稿では，口蓋扁桃摘出術
の術式とその特徴，疼痛管理法に関して概説する。

Ⅱ． 口蓋扁桃摘出術に用いられる器械とその
特徴（表 1）

1. 従来法（cold dissection）
前口蓋弓および後口蓋弓に粘膜切開を加え上極の

扁桃被膜を露出する。剥離子を用いて扁桃を被膜下
に上極から下極へ剥離し，下極の線維性結合織を絞
断器を用いて切離する。出血点は結紮止血する。剥
離層を間違えず被膜下に剥離できれば出血は少な
い。扁桃周囲膿瘍の既往や切開排膿歴のある場合な
どでは癒着瘢痕が激しく鈍的剥離が不可能で，箭刀
による切離を要する。愛護的な手術ができれば術後
疼痛は少ない。術中の 1次止血である結紮止血にや
や技術を要するが，2次（後期）出血のリスクは以
下に述べる hot surgeryより低く，依然として扁摘
の代表的な手術法といえる1）。

2. 電気凝固（モノポーラあるいはバイポーラ）
を用いる手術

従来法の cold dissectionに対し，止血に高温の電
気凝固を用いるため hot dissectionと称される。止
血効果は高いが，組織温度は 400～600℃に達す
る。特にモノポーラは凝固範囲が大きく，深達度も
深くなりやすい。バイポーラ攝子はモノポーラより
ピンポイントで止血可能であるが，高温で作用する
ことに変わりはない。術後疼痛は cold dissectionよ
り強い2）。モノポーラを用いた止血ではバイポーラ
による止血よりさらに術後疼痛は強い3）。バイポー
ラ攝子の多くの機器は先端のみ通電し，本体の大部
分は絶縁されている。しかし一部の機器ではまった
く絶縁されていない物が存在する。これらの機器を
使用した場合，口角に誤って火傷を作る危険がある
ので注意を要する。バイポーラシザーズはメッツエ
ン型の箭刀の先端部がバイポーラとして凝固できる
機器で，切離する前に凝固することで，出血なく切
離を進めることができる。止血作用は高いが，バイ
ポーラ攝子と同程度の術後疼痛を来す。他の領域で
も使用される汎用性の高い器械であり，いずれの器
械も大抵の手術室には装備されている。2次（後期）
出血のリスクは従来法より高い1）。
3. コブレーターを用いる手術4，5）

専用の CoblatorⓇ II Surgery System（Anthro Care

Co.）を用いる手術である。端子先端で生理食塩水
を還流させながら active電極から出力した電流を即
座に return電極へ回収するため，局所は 60℃以下
に保たれるという。低温で作用するため術後疼痛は
軽いが，痂皮が薄く 2次（後期）出血の原因となる
可能性が示唆されている1）。
4. 超音波凝固切開装置を用いる手術5～7）

ハーモニックスカルペルⓇやソノサージⓇを用い
る手術である。電気エネルギーをハンドピースに内
臓されたトランスジューサーによって超音波振動へ
変換し，この振動で組織を器械的に切開すると同時
にタンパク質を変性させ止血する。熱による変性で
はないため，作用温度は 100℃前後と電気凝固より
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低く，コブレーションよりやや高くなるが，おおむ
ね低温で作用する装置である。コブレーター同様，
低温で作用するため術後疼痛は軽いが，痂皮が薄く
2次（後期）出血の原因となる可能性が示唆されて
いる1）。組織に緊張（テンション）がかかりすぎる
と凝固する前に切離されてしまい，止血不十分とな
る可能性がある。先端をへら型に改良し，扁摘用に
用いるとの報告もある。

Ⅲ． 扁桃摘出術後疼痛対策（AAO―HNSガイ
ドライン）（表 2）

AAO―HNS（American Academy of Otolaryngol-

ogy-Head and Neck Surgery）から小児扁摘に関す
る診療ガイドラインが出版されている8）。疼痛管理
法に限らず，手術適応なども記されているが，その
中で「強く推奨＝strong recommendation」されて
いるものの一つとして術中のステロイド（デキサメ
タゾン 0.5mg/kg）単回点滴投与がある。術中ステ
ロイドにより，術後の嘔吐，疼痛が抑えられ，術翌
日に経口摂取可能となる患児の割合が有意に高いと
報告されている，またこれらの効果は“hot sur-

gery”が行われた際により高い，副作用としての創
傷治癒遅延，術後出血頻度の増加はない，とまとめ
られている。一方，周術期の抗生剤はかつては術後
治癒をはやめるとして推奨されていたが，術後出
血，発熱，疼痛軽減に対する効果はない上に薬物ア
レルギーや耐性菌増加の危険もあり，使用しないこ
とを「強く推奨」するとなっている。術後疼痛管理
法に関しては，術当日に退院することが多い欧米で
は，caregiver（介護担当者）への術後疼痛の特徴
や対処法の教育啓蒙が「推奨＝recommendation」

とされている。鎮痛剤はアセトアミノフェンの定時
投与（頓用でなく）を「推奨」し，経口が難しい場
合は経直腸投与を勧めるとなっている。コデインは
呼吸抑制や便秘の危険があり使用しないことを「推
奨」している。NSAIDsの投与も「推奨」されてお
り，アスピリン以外では血小板凝集能機能抑制によ
る術後出血の頻度増加のエビデンスはないとしてい
る。AAO―HNSのガイドラインでは手術法に関する
記載はないが，イタリアが出している同様のガイド
ラインでは，cold dissectionを推奨するとなってお
り，疼痛軽減には cold dissectionが最も有利とコメ
ントしている。

Ⅳ． 術直後創部冷却による疼痛軽減

火傷治療の基本は受傷直後に十分冷却する9～11）こ
とであり，これは手術における電気凝固の際も同様
と考えられる12，13）。そこでわれわれは，バイポーラ
シザーズを用いて扁摘を行い，最後に咽頭腔を冷生
理食塩水を還流して冷却することで術後疼痛が軽減
できないかどうか検討した12）。コントロールは従来
法の cold dissectionとした。冷却には，4℃の生理
食塩水 500mlを 10分間かけて咽頭腔へ注入し，鼻
腔から咽頭へ挿入した NG tubeから回収する方法

表 1 口蓋扁桃摘出術に用いられる器械とその特徴

作用温度 術中止血効果 2次出血 術後疼痛 汎用性

従来法
（cold dissection）

― ときに困難 少ない ± 高い

電気凝固
（monopolar）

400～600℃ 高い 従来法の 3倍 3＋ 高い

電気凝固
（bipolar）

400～600℃ 高い 従来法の 1.5倍 2＋ 高い

コブレーターⓇ 60℃以下 やや弱い 従来法の 3倍 ＋ 低い

超音波凝固切開装置
（ハーモニックスカルペ
ルⓇ，ソノサージⓇ）

100℃前後 やや弱い データなし ＋ 低い

表 2 AAO―HNS小児扁摘ガイドライン（抜粋）

強く推奨：術中ステロイド単回静脈投与（デキサメタ
ゾン 0.5mg/kg）
周術期における抗生剤の不使用

推 奨：介護担当者への術後疼痛管理教育
アセトアミノフェン，NSAIDsの定時投与
コデインの不使用
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で行った。バイポーラシザーズを用いることで術中
出血量は有意に低下し，術後疼痛も cold dissection

による従来法より有意に抑制された（図 1）。Hot in-

strumentsを用いない cold dissectionは最も術後疼
痛が軽いと考えられてきたが，バイポーラシザーズ
を用いて鋭的に切除し創部の火傷を冷却することで
cold dissectionよりむしろ術後疼痛が軽減されるこ
とが示された。バイポーラシザーズはコブレーター
や超音波凝固切開装置などのやや特殊な装置と異な
り，多くの病院の手術室にすでに装備されていると
考えられ，バイポーラシザーズで凝固しながら切除
し，術後冷却を併施することで出血を抑えかつ術後
疼痛も少ない扁摘を行うことができる。

Ⅴ． Polglycolic acidシート（ネオベールⓇ）
による創部被覆

PGAシートは溶解性の縫合糸に用いられる素材
から成る組織修復剤で，肺切除，肝部分切除後の切
除断端に貼付あるいは縫合することで治癒を促進さ
せる働きをもつ。頭頸部領域では舌や口腔悪性腫瘍
の切除断端へ貼付することで，開放創や一期縫縮に
比べ疼痛を軽減できると報告されている14，15）。そこ
でわれわれは扁摘創部へネオベールⓇをフィブリン
糊を用いて貼付し，扁摘術後疼痛を軽減できるかど

うか検討した16）。手術は従来法の cold dissectionと
し，止血は結紮止血とした。術後ランダムに右ある
いは左の扁桃床にフィブリン糊を用いてネオベー
ルⓇを貼付した。疼痛は VASで 1日 4回（起床時
と毎食後）左右別々に評価した。術後疼痛は左右と
も起床時が最も強かったので，起床時の疼痛を用い
て，左右の比較を行った。その結果，図 2に示すよ
うに予想に反して術後疼痛はネオベールⓇ貼付側で
有意に強い結果であった。すなわち，ネオベールⓇ

貼付による扁摘術後の疼痛抑制効果は認められなか
った。悪性腫瘍術後には疼痛抑制効果があったとい
うことであるが，これらの報告では同一患者におい
てコントロールをとることが不可能であり，疼痛閾
値の個人差がデータに影響を与えていた可能性も考
えられる。また，切除深達度に関しても悪性腫瘍で
はマージンを付けて筋層まで切除するのが一般的で
あるのに対し，扁摘では手術の深達度が浅く，この
点も悪性腫瘍術後と扁摘術後の疼痛抑制に差を生じ
た原因である可能性がある。また，ネオベールⓇ貼
付側で逆に疼痛が強かった理由は，嚥下により常に
動く咽頭では貼付により痛みが増幅されたり，ある
いは異物感を疼痛と区別できなかった可能性が考え
られる。

図 1 バイポーラシザーズ＋術後冷却による扁摘後疼痛軽減効果
（Horii et al：Acta Otolaryngol 2011より改変）
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Ⅵ． 最 後 に

口蓋扁桃摘出術は耳鼻咽喉科で最も多く行われて
いる手術である。手術機器の進歩はあるが，術後疼
痛と術後出血の問題はいまだ解決されていない。前
者に関しては，hot instrumentsを使用する場合は，
術直後の冷却により疼痛が軽減できることがわれわ
れの研究を含め複数の研究で明らかになってきた。
しかし，hot instrumentsを使用する手術における
術後出血のリスク増加に関してはいまだ対策は打ち
出されておらず，今後に残された課題である。
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