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特集

● Ⅱ．各　論

急性腹症に対する低侵襲アプローチ──適応と手技

3．急性虫垂炎＊

はじめに

急性虫垂炎に対する腹腔鏡下虫垂切除術（lapa-
roscopic appendectomy：LA）は，開腹手術と比
較して術後疼痛の軽減，入院期間の短縮，創感染
発生率の低下，合併症率の低下などの利点が報告
されている 1, 2）．また3孔式の従来の腹腔鏡手術

（laparoscopic surgery：LAP）と比較し，単孔式
手術はほとんどキズがみえず整容性が優れている
こと，手術時間や術後在院日数の短縮，医療機材
費のコスト削減などの報告がある．一方で，手術
時間の延長，鎮痛薬の総使用量の増加も報告され
ている．また手術時間，出血量，開腹移行率，術
後在院日数，術後合併症発症率に有意差を認めな
かったという報告もみられ，評価が分かれてい
る 3, 4）．

手技的にはインラインビューの回避，スコープ
や鉗子間の干渉，視野展開の工夫が必要など単孔
式手術の特性があり，手術の難度が高くなること
が懸念される 3, 4）．このため安全で確実な単孔式
手術を行えるように，手術術式の定型化が重要で

ある．本稿では，急性虫垂炎に対する単孔式手術
の適応と，当院での手術手技について紹介する．

Ⅰ．手 術 適 応

原則的に緊急，準緊急手術で対応するが，保存
的治療で軽快する症例には interval appendecto-
myを選択する場合もある 3, 5）．患者に十分なイン
フォームド・コンセントを得たうえで適応を決定
している．

急性虫垂炎は，腹腔鏡手術の適応となり原則と
して単孔式手術を行う．しかしショック状態，遷
延した汎発性腹膜炎，高度の腸管拡張例などは
LAPの適応外である 2, 3, 6）．

穿孔例や膿瘍形成性例など高度炎症や術後ド
レーン留置が予想される症例，全身状態不良例，
開腹手術既往で高度癒着が予想される症例などは
単孔式手術の適応外で，はじめから2孔式か3孔
式で行う 4）．それ以外はまず単孔でアプローチを
行い，癒着や炎症の程度により困難例は適宜ポー
トの追加を行う 2 〜 4）．手術遂行が困難な場合には
習熟した術者に変更する 6）．

〔要旨〕単孔式手術は従来の腹腔鏡手術に比べ，スコープと鉗子が同一
方向となり先端が視認しにくい（インラインビュー），スコープや鉗子
間で干渉が起きやすい，特有な視野展開法が必要などの特性があり，こ
れらを十分に理解したうえで術式を定型化する必要がある．本稿では，
われわれが行っている急性虫垂炎に対する単孔式腹腔鏡手術について解
説した．
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Ⅱ．手 術 準 備

体位は仰臥位とする．術者とスコピストは患者
の左側に立ち，モニターは患者の尾側と右側に配
置する 5, 7）（図1）．無傷把持鉗子，チェリーダイセ
クター，超音波凝固切開装置（laparoscopic coag-
ulation shears：LCS），スコープは鉗子との干渉
を避けるため5 mm 30 °斜視鏡または5 mmフレ
キシブルスコープを使用する．

Ⅲ．手 術 手 技

アクセスポートにはラッププロテクターミニミ
ニ（八光メディカル社）と EZアクセス（八光メディ
カル社）を使用する．手術開始前にEZアクセスか
ら5 mmのポートを図に示すように3本挿入する

（図2）．LCSは通常右手で Bポートから操作する
が，状況により左手で Cポートから操作する．

腹腔内へのアプローチは臍部に収まる様に約
2 cmの縦切開を加え，オープン法で行う．臍が
浅い患者，体の小さい小児などは切開が臍を超え
て整容性が低下するため，むしろ2孔式を選択す
る．セカンドポートは恥骨上に設置すると陰毛で

隠れ創部が目立ちにくい 3, 4）．開腹後，腹直筋前
鞘と腹膜を上下に皮膚切開に合わせ可及的に切離
する．各ポート間の距離を適切に確保することが
鉗子同士の干渉を回避するうえで重要である 4）

（図3）．操作法として以前はクロス法を行ってい
たが，現在はパラレル法で状況によりクロス法を
行い，鉗子もストレート鉗子を使用し，状況によ
り鉗子をクロスして操作する（図4，5）．ラップ
プロテクターミニミニを挿入しラパロ用ガーゼを
1枚あらかじめ腹腔内に挿入してから EZアクセ
スを装着し，10 mmHgで気腹を開始する．まず
審査腹腔鏡を行い，腹腔内を系統的に観察し最終
診断と術式決定を行う．頭低位，右側高位として
Douglas窩から回盲部周囲の汚染を確認する．
1．癒着剝離～虫垂の挙上
回盲部および虫垂を同定し，小腸を順次頭側に

排除する．回腸が右側骨盤壁に癒着している症例
は，まずこれを剝離する 2, 5, 7）．単孔式内視鏡手術
では助手の鉗子による視野確保ができないため，
腸管を確実に頭側に排除することが重要である．
続いて虫垂周囲の癒着を認める症例ではその剝離
を行うが，大網，小腸との癒着は多くの場合は無

図1．手術時の配置
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傷鉗子，チェリーダイセクターを用いて鈍的に剝
離することが可能である 2）．炎症を繰り返し剝離
が困難な症例，膿瘍形成例では，腸管損傷などを
避けるため虫垂寄りで剝離する．遊離された虫垂
は腹側に牽引，挙上する（図6）．鉗子操作は大き
く動かす操作はせず，こまめに剝離部位を修正し
て小さな展開で良視野を確保する．画面の水平方

向に鉗子で広く操作すると干渉が起こりやすく，
この場合，鉗子をクロスさせる操作が有効であ
る．
2．虫垂間膜の処理
右外側腹膜を早い時期に切離すると虫垂が可動

しすぎるため良好な緊張を加えて虫垂の展開がで
きないため，間膜処理の後で行う．間膜切離部位

図2．アクセスポートの配置
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図3．適切なトロカールの配置
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は出血時に対応しやすいように虫垂根部に寄りす
ぎない位置で行う．通常は LCSのバリアブルモー
ドで虫垂動脈を間膜ごと一括で凝固・止血し切離
する 2 〜 4）．虫垂間膜の把持位置をかえ，牽引方向

を適宜変更することで LCSの先端の視認性が増
し，キャビテーションによる損傷を回避して切離
できる．（図4，5）．LCSで適切に凝固・止血する
ことで結紮やクリップをしなくても切離後に出血

図5．クロス法
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を認めることは経験していない．
3．虫垂根部の処理
通常，虫垂根部は中枢側を1回結紮し末梢側は

鉗子で虫垂内容が漏出しないように把持して
LCSで切離する 4）．腹腔鏡用結紮器具であるサー
ジタイ（メドトロニック社）やエンドループ（ジョ
ンソン・エンド・ジョンソン社）を用いる 2）．虫
垂断端の埋没縫合は行っていない．
4．虫垂の回収
臍部創より虫垂を摘出し回収する．通常，創縁

はプロテクターで保護されており，創部汚染のリ
スクは低いため検体回収袋は用いていない 3, 4）．
5．腹腔内洗浄，止血確認
腹腔内全体の汚染，他臓器の損傷，出血の有無

を 確 認 す る． 汚 染 の 程 度 に 応 じ て2,000 〜
5,000 mlの生理食塩水で十分に洗浄を行う．

6．閉　　腹
ポート部ヘルニア予防のため，確実に筋膜と腹

膜を含め1─0バイクリル糸を用いて結節縫合で閉
鎖する．単孔式手術での臍部創ヘルニア回避に万
全を期す．1 ％キシロカインで皮下に局所麻酔を
追加後に，皮膚はドレナージのために roughに
4─0 PDS埋没縫合で閉鎖し，臍部に綿球を挿入し
固定閉鎖する．
7．困難例への対応
状況に応じて適宜ポート追加する．セカンド

ポートは前述のように恥骨上に，サードポートは
左下腹部を選択することが多い．
8．炎症の盲腸波及例
虫垂根部が脆弱化している場合は12 mmポー

トを追加し，盲腸を含めて内視鏡手術用自動吻合
器（endoscopic linear stapler：ELS）で一括して
切除する 3）（図7）．ステープルラインの埋没は行っ
ていない．回盲部切除は極力回避する．判断でき
ない場合には回盲部を十分授動して臍部小切開か
ら体外に引き出して判断する．
9．膿瘍合併例
膿瘍形成例では膿汁をすみやかに吸引除去でき

るように吸引管を用意してから膿瘍壁を可及的に
開放し，さらに十分に洗浄する 2）．通常，ドレー
ンを恥骨上ポートから留置している．
10．後腹膜癒着例
小腸間膜付着部内側に炎症が及ぶことはまれ

で，後腹膜剝離先行内側アプローチに準じて行
う．内側から左外側に，後腹膜下筋膜に沿って剝
離する後腹膜剝離先行内側アプローチに準じて行

図6．虫垂の挙上 図7．虫垂根部炎症波及例

図8．小腸間膜付着部内側からのアプローチ
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＊　　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　　＊

う．これにより尿管，性腺血管は背側に温存でき
るため副損傷を回避して，十分な視野で虫垂の剝
離授動と根部処理ができる 2, 8）（図8）．

Ⅳ．成　　　績

当科で2009 〜 2016年の7年間で LA 522例中，
単孔式手術は188例，2孔式は62例に行われ，近
年では単孔式手術の頻度が47 ％に増加している．
単孔式にポートを追加したのは239例中51例で開
腹移行はない．術後合併症は3.6 ％で従来型の
3.3 ％と差はなく安全に行われていた．

おわりに

急性虫垂炎に対する単孔式手術について解説し
た．単孔式手術は従来の腹腔鏡手術に比べ，視野
展開，鉗子操作など異なる特性があり，これらを
十分に理解したうえで行う必要がある．また困難
であれば術者変更，ポートの追加，従来法への移
行を躊躇すべきではない．単孔式手術の基本手技
の理解と習得は，より難度の高い術式を安全に行
ううえでも有用と思われる．
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