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S1-1 左頸部アプローチを要したGross E型
先天性食道閉鎖症の 1例

福島県立医科大学附属病院 小児外科

○滝口 和暁、角田 圭一、町野 翔、尾形 誠弥、
三森 浩太郎、後藤 悠大、清水 裕史、
田中 秀明

症例は月齢 4 の女児で、三尖弁閉鎖、肋骨過多、橈
骨欠損症で当院小児科に通院中であった。出生後か
ら哺乳時の喘鳴や嘔吐があったが、心疾患や胃食道
逆流に起因するものと判断され十二指腸チューブ
で栄養管理中であった。重度の肺炎に罹患し人工呼
吸器管理となった際に急激な胃泡の拡大を認め、気
管食道瘻の存在が疑われた。気管支鏡にて気管分岐
部より約 2cm 頭側の膜様部左寄りに食道への瘻孔
が認められた。食道造影および造影 CT 検査にて気
管食道瘻は Th1～2 レベルに位置し、食道はその口
側で左側に大きく偏位し、その下で S 字状に屈曲し
た走行を呈していた。本症の診断にて左頚部アプ
ローチによる瘻孔閉鎖術を施行した。術中気管支鏡
のライトで瘻孔の位置を確認、迷走神経を視認しつ
つ気管と食道の間を剥離した。特に瘻孔の尾側では
剥離ラインが見えにくく慎重な操作を要した。瘻孔
を露出後、瘻孔の気管側は貫通結紮と単結紮で二重
結紮し、食道壁は瘻孔を中心に円形に切開を加えて
切離し、長軸方向に結節縫合 6 針で縫合閉鎖し、ド
レーンを留置して手術を終了した。術後食道縫合部
からの minor leak があったが保存的加療にて消失
した。術後 37 日目より経口摂取を開始し、術後 41
日目で退院。その後も哺乳は良好で経管栄養から離
脱した。

本症例のように左方からのアプローチを要する
本症もあることから、術前の気管支鏡および画像所
見による瘻孔位置の正確な把握が必須である。瘻孔
の処理法については、気管側の瘻孔断端処理をより
確実に行うためこれを二重結紮とし、食道側の de-
fect を縫合閉鎖する手技が望ましいと思われた。

S1-2 カフ圧計を利用した空気注入食道延長
法が有用であった long gap 型 A型食
道閉鎖症の 1例

秋田大学医学部附属病院 小児外科

○林 海斗、吉野 裕顕、森井 真也子、蛇口 琢、
渡部 亮、山形 健基

【はじめに】
A 型食道閉鎖症では多くの症例で long gap を呈するため、上下食道盲
端を延長後に吻合する治療が第一選択となる。我々は 1986 年よりバ
ルーンカテーテルを用いた空気注入食道延長術を採用している。今回、
カフ圧計を利用した空気注入食道延長術が有用であった症例を経験し
たので報告する。
【症例】
症例は 5 ヶ月男児。在胎 37 週 1 日 吸引分娩にて 2465g で出生。A 型食
道閉鎖症の診断で生後 3 日目に胃瘻造設術を施行。延長術開始前の上下
食道盲端の gap は 5 椎体で、生後 34 日より空気注入による食道延長術
を開始した。透視下に胃瘻より下部食道に 8FrFoley カテーテルを留置
しバルーンで閉塞後、ダイヤル式のカフ圧計を用い、食道内圧が 30～50
mmHg を保つよう空気を注入する方法で、1 週毎に下部食道の延長を行
なった。なお、上部食道は Haward 法に準じ、ネラトンカテーテルを用
いて 1 日 1 回食道延長を施行した。食道延長開始 13 週後には上下食道
盲端の gap は 1 椎体（8mm）まで縮まり、開胸による食道食道吻合術を
施行した。術中所見では上下食道盲端の口径差は殆どなく、上下食道盲
端の gap は 2.5cm であったが、上下食道を剥離する事で、緊張なく食道
食道吻合術が行えた。術後の造影検査で縫合不全や吻合部狭窄、胃食道
逆流は認めず、術後 11 日目より速やかに経口哺乳が可能となった。
【考察】
食道延長術については Haward 法、Foker 法、Kimura 法、Livaditis
法などの報告があるが、食道損傷の危険がある、開胸手術を必要とする、
延長後吻合時に断端形成が必要となる、吻合部狭窄の頻度が高いなど
種々の問題もあり、最適な延長術については一定の見解が得られていな
い。本症例では手術を要することなく有効な食道延長および下部食道径
の拡張が得られ、吻合時に口径差がなく緊張もなかったことから、術後
の食道機能は極めて良好であった。
【結語】
カフ圧計を利用した空気注入による食道延長術は簡便で有用な食道延
長術であると思われた。
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S1-3 Long gap 先天性食道閉鎖症に対して
gastric transposition を行った 2例

1）宮城県立こども病院 外科
2）東北大学 小児外科

○櫻井 毅1）、佐々木 英之1）、遠藤 尚文1）、
仁尾 正記2）

【はじめに】Long gap 先天性食道閉鎖症は治療に難渋するこ
とが多く、その加療方針についても一定の見解は得られてい
ない。今回我々は Long gap 先天性食道閉鎖症に対して最終
的に gastric transposition を施行し良好な経過を得た 2 例を
経験したので報告する。

【症例 1】妊娠 35 週 2 日に帝王切開、体重 2191g で出生した。
C 型食道閉鎖症で 7 椎体の Long gap のため初回手術は
TEF 離断、胃瘻造設を施行した。Haward 法を施行し、日齢
26 に食道-食道吻合術を施行した。術後は難治性胃食道逆流
症に伴う吻合部狭窄を発症し、噴門形成術や吻合部狭窄に対
するバルーン拡張およびステント留置を行ったが、病態の改
善を得られなかった。成長発育障害も伴っていたため、5 歳時
に gastric transposition を施行した。手術時間 13 時間 29 分、
出血量 654ml だった。術後 4 日目より術中作成した空腸瘻よ
り経腸栄養を開始し、5 日目に抜管、7 日目に ICU を退室し
た。良好な経過で術後 19 日目に退院した。誤嚥性肺炎で入院
加療があったが、概ね良好な経過をたどっている。【症例 2】
妊娠 38 週 6 日に誘発分娩、体重 2797g で出生した。A 型食道
閉鎖症で 7 椎体の long gap のため日齢 2 に胃瘻造設術およ
び modified Foker 法による食道延長術を施行した。日齢 26
に口側食道盲端に leakage を認め、最終的には日齢 39 に頸
部食道瘻造設を要した。下部食道ブジーを継続中、日齢 59
に下部食道穿孔にてドレナージ術を施行した。その後、経過
は安定し月齢 11 ヶ月時に gastric transposition を施行した。
手術時間 6 時間 45 分、出血量 205ml だった。術後 3 日目より
空腸瘻より経腸栄養開始となり、6 日目に抜管、7 日目に ICU
を退室した。その後、術後 22 日で退院となり、現在は概ね良
好に経過している。【結語】Long gap 先天性食道閉鎖症に
gastric transposition を施行した 2 例を経験した。また現在も
1 例が待機中である。Long gap 症例に対する gastric transpo-
sition は安全に施行できる術式と考えられた。

S1-4 GrossD型先天性食道閉鎖症の 1例

1）独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 小児外科
2）NPO法人中国四国小児外科医療支援機構

○花木 祥二朗1,2）、中原 康雄1,2）、仲田 惣一1,2）、
人見 浩介1,2）、後藤 隆文1,2）、青山 興司1,2）

【はじめに】GrossD 型先天性食道閉鎖症は食道閉鎖症全体
の 1％ と言われ、極めてまれな疾患である。術前診断は難し
く、上部の気管食道瘻（以下 TEF）がのちに発覚する例が
ある。今回我々は、GrossC 型先天性食道閉鎖症として治療
後に、GrossD 型先天性食道閉鎖症が判明した 1 例を経験し
たので報告する。【経過】症例は 5 歳男児。39 週 0 日出生体
重 3744g、Apgar score 9/10、経腟分娩で出生。出生後呼吸
障害で日齢 1 に当院搬送。レントゲン検査で Coil up サイン
を認め、消化管にガス像認めたことから GrossC 型先天性食
道閉鎖症と診断し、日齢 2 に一期的食道閉鎖根治術施行。術
後は良好で日齢 31 に退院。その後 1 歳 5 ヵ月、1 歳 8 ヵ月、
2 歳 4 ヵ月時に肺炎にて入院加療歴有り。その後も軽度の
肺炎を繰り返すため、5 歳時に上部消化管造影検査施行し
たところ、わずかに右気管への造影剤の流入を認めたため、
TEF を疑った。全身麻酔下にて上部消化管内視鏡検査およ
び硬性気管支鏡検査施行したところ、初回手術の食道-食道
吻合部よりも口側に瘻孔を認め、同部位にガイドワイヤー
を進めたところ、気管内へ交通する TEF が確認できたた
め、後日 TEF 閉鎖術を施行した。TEF の高さは Th1 レベ
ルであり頚部アプローチで行った。術前に TEF に対して硬
性気管支鏡下でガイドワイヤーを挿入した後に TEF 閉鎖
術を施行することで、安全に上部 TEF の同定を行うことが
できた。また食道側の閉鎖部に胸骨舌骨筋を flap としてカ
バーすることで再発を予防した。【考察】GrossD 型先天性食
道閉鎖症の術前診断は難しく、本症例も上部 TEF がのちに
発覚した症例である。また上部 TEF は頚部食道に交通して
いる場合があり、また GrossC 型先天性食道閉鎖症として手
術を施行されている症例の場合は癒着の影響もあり、手術
の際に瘻孔の同定に難渋する可能性が想定されうる。今回
術前に TEF にガイドワイヤーを留置することでスムーズ
に TEF の同定および閉鎖術を施行できた。
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S1-5 先天性食道閉鎖症に対する胸腔鏡下手
術の成績

1）大阪大学大学院医学系研究科 小児成育外科
2）大阪母子医療センター 小児外科
3）近畿大学奈良病院 小児外科
4）大阪市立総合医療センター 小児外科
5）近畿大学病院 小児外科
6）兵庫医科大学 小児外科

○塚田 遼1）、樋渡 勝平1）、阪 龍太1）、
奥山 宏臣1）、田山 愛2）、正畠 和典2）、
臼井 規朗2）、梅田 聡3）、高間 勇一3）、
米倉 竹夫3）、五味 卓4）、米田 光宏4）、
前川 昌平5）、佐々木 隆士5）、銭谷 昌弘6）、
大植 孝治6）

【目的】先天性食道閉鎖症に対する胸腔鏡下手術症例の現状につ
いて検討を行う。

【対象と方法】1999 年 1 月から 2018 年 12 月までの 20 年間に当
院ならびに関連施設において胸腔鏡下先天性食道閉鎖症根治術
を実施した症例を対象とした。観察項目は出生前診断、在胎日
数、男女比、先天性心疾患の有無、病型、出生体重、手術時日齢、
手術時間、胃瘻の有無、出血量、術後入院日数、合併症、生命予
後等とし、検討を行った。数値は中央値（範囲）で示した。

【結果】対象症例は計 25 例で、新生児期に一期的に行った一期的
根治術群（以下、一期群）が 21 例、多期的または delayed primary
に行った多期的根治術群（以下、多期群）が 4 例であった。出生
前診断は計 8 例、在胎日数は 268（215‐291）日、男女比は 13：
12、先天性心疾患の合併を 8 例に認めた。病型は一期群が全例
Gross C 型、多期群は Gross A 型が 3 例、long gap の Gross C
型が 1 例であった。一期群の出生体重は 2664（1826‐3710）g、
手術時日齢は 1（0-3）日、手術時間は 233（150‐443）分、同時
に胃瘻を作成した症例が 2 例（9.5％）、出血量は全例少量であっ
た。術後入院日数は 44（26-373）日。術後合併症は計 7 例（縫合
不全 1 例、吻合部狭窄 6 例、TEF 再発 1 例）に認め、TEF 再発
を認めた 1 例に対して修復術を行っている。多期群の出生体重
は 2167（1146‐3025）g、手術時間は 469（329‐558）分、出血
量は 45（15‐80）ml、術後入院日数は 45（41‐49）日、術後合
併症は 4 例（縫合不全 1 例、吻合部狭窄 4 例）であった。観察期
間内の死亡例は認めなかった。

【まとめ】先天性食道閉鎖症に対する一期的胸腔鏡下手術は吻合
部狭窄がやや高率に認められたが、縫合不全は 5％ 以下と安全
に施行しえた。

S1-6 腹腔鏡下噴門形成術に併施するボタン
型胃瘻造設術の工夫

天使病院 小児外科

○湊 雅嗣、大場 豪、高橋 遼、岡田 尚樹、
中山 雅人、山本 浩史

【はじめに】重症心身障害者における食道胃逆流症に対して
噴門形成術が行われる際、胃瘻造設術も併施されることが多
いが、その際の胃瘻造設方法は種々報告されている。当科で
の初回からボタン型胃瘻を挿入する腹腔鏡下噴門形成術に
併施する胃瘻造設方法を報告する。

【手術手技】胃瘻の造設予定部位を体表にマーキングする。
噴門形成を行うためのポートを挿入し腹腔鏡手技を開始す
る。胃を牽引し胃瘻が造設可能であることを確認し、最後の
ポートを胃瘻造設部に垂直に挿入する。噴門形成終了後、胃
側の胃瘻造設予定部をマーキングし、同部位が腹壁側の胃瘻
造設予定部に到達することを確認する。胃側の胃瘻造設予定
部の周囲 3－4 方向の漿膜筋層にそれぞれ 3-0 吸収糸をか
け、体表側の胃瘻造設予定部周囲から LPEC 針にて糸を体
外へ引き出し結紮し同部のポートを抜去する。結紮点を皮下
に落とすため針の刺入はそれぞれ 1 点から行い筋膜レベル
で別経路を通るようにする。腹腔鏡で腹壁と胃が密着してい
ることを確認する。ポート抜去部からメス先端で胃壁を圧迫
し、その様子を胃カメラで確認する。胃カメラ視認下にその
まま電気メスを通電させ胃壁を貫通させる。サイザーで胃瘻
ボタンの長さを決定する。胃瘻ボタンにゾンデを挿入し、ゾ
ンデを胃内に先行させボタンを挿入する。胃内にバルーンが
挿入されたことを確認しバルーンを拡張させ手技を終了す
る。

【臨床成績】4 例（5～29 才）、胃瘻造設の所要時間平均 38
分（30-50 分）、術中合併症なし、1 例に軽度の胃瘻肉芽を認
めたのみでその他に術後合併症は認めなかった。

【考察】本法は鮒田式の固定方法に比べ、胃壁固定糸の抜糸
は不要なため、抜糸痕も残らず、また胃壁固定が残存するた
め初回交換時も安心である。さらに初回から胃瘻ボタンを使
用できるため、保護者もしくは介護者への胃瘻ボタン管理手
技を入院中から指導できるといった利点があげられる。
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S1-7 当院における腹腔鏡下噴門形成の再手
術における工夫

岡山大学病院 小児外科

○谷本 光隆、野田 卓男、谷 守通、納所 洋、
宮田 将徳

【はじめに】胃食道逆流症に対して噴門形成術が行われ
るが、術後の食道通過障害や逆流の再発、rap migration
等の合併症のために再手術が必要となる症例がある。当
院における再手術時の工夫についてビデオで供覧する。

【症例】6 歳女児、症候性てんかん。1 歳で胃食道逆流症・
経口摂取障害に対して腹腔鏡下噴門形成術（Nissen
法）・胃瘻造設術を施行したが、術後早期より食道の通
過障害を認めた。術後 3 か月で内視鏡下バルーン拡張術
を施行行ったが症状は改善せず、術後 4 年で腹腔鏡によ
る再手術を施行した。

【手術】臍上部より first port を、右上腹部及び胃瘻の尾
側から術者用の port を、左下腹部より助手用の port
を挿入した。胃瘻は落とさず助手の鉗子で左側に圧排す
ることで、視野を確保しつつ噴門部に緊張をかけた。術
中に上部消化管内視鏡検査を併用することで、食道・
rap・横隔膜などの位置関係を確認しつつ剥離を進め
た。食道全周を覆う rap を外したが、内腔からの観察で
は狭窄は解除されていなかった。食道裂孔で rap ごと食
道が腹側に異常に屈曲しており、これを剥離することで
食道が直線化し狭窄が解除された。内視鏡をステントと
して胃内に留置した状態で噴門形成を行い、再度の屈曲
を予防した。術後経過は良好であり、食道通過障害は改
善した。

【まとめ】再手術は癒着や各臓器の変位のために難渋す
ることが多いが、上部消化管内視鏡を併用することで解
剖の把握が容易となる。胃瘻は敢えて外さずに助手の鉗
子で圧迫することで、剥離部に適度な緊張をかけること
が可能である。また、上部消化管内視鏡により狭窄の解
除を確実に視認することが可能であり、そのままステン
トとして用いることにより食道の屈曲を予防した噴門
形成を行うことも可能である。

S1-8 重症心身障がい児に対する腹腔鏡下噴
門形成術における肝挙上法の検討

1）鹿児島大学学術研究院 医歯学域医学系 小児外科学分野
2）鹿児島大学病院 総合臨床研修センター

○永井 太一朗1）、春松 敏夫1）、矢野 圭輔1）、
大西 峻1）、山田 耕嗣1）、山田 和歌1）、
松久保 眞1）、武藤 充1）、加治 建1,2）、家入 里志1）

背景：小児外科においては胃癌/肥満手術を行う機会は少
なく、腹腔鏡下噴門形成術は、術野確保のために肝挙上を
要する数少ない手術の一つである。しかし、肝挙上による
臓器損傷や、術後に肝逸脱酵素の上昇や肝膿瘍などを認め
ることがあり、肝挙上には安全かつ簡便な方法が求められ
る。3 種の肝挙上法について比較検討する。
方法：2005 年 11 月から 2019 年 1 月の間に当院で腹腔鏡
下噴門形成術を行った重症心身障がい児の 43 例を対象と
した。肝挙上法により Snake retractor 法（A 法）、針糸法

（B 法）、細径鉗子（2.4mm Mini LapⓇ）法（C 法）、の 3
群に分け、診療録から患者背景および周術期情報、術後合
併症、術後生化学データ（AST、ALT、総ビリルビン、CRP）
の推移、入院期間などについて後方視的に検討を行った。
結果：A 法 18 例、B 法 13 例、C 法 12 例で、手術適応は全
例が胃食道逆流症であった。噴門形成は全例に Nissen 手
術を施行し、術中に挙上法の変更は認めなかった。手術時
間は、B 法（238±89 分）と C 法（228±63 分）が A 法（314
±41 分）と比較して短かったが、術中の出血量や、肝逸脱
酵素の上昇に差は認めなかった。肝挙上に要した時間は、
A 法（11.7±4.9 分）、B 法（14.6±10.7 分）、C 法（4.1±4.9
分）で、C 法は A 法、B 法と比較し有意に短時間で肝挙上
が可能であった。
術後の肝逸脱酵素の上昇は 3 群ともにみられたが、術後 7
日目には基準値となっていた。術後 CRP 値は A 法と C
法が B 法と比較して有意な上昇を認めた。胃壁損傷、創部
感染や腹腔内膿瘍など治療を要する術後合併症は認めな
かった。
結語：C 法は、肝挙上に要する時間は短く簡便な方法であ
り、細径鉗子を使用することで整容面にも優れた安全な方
法であると考えられた。各方法の特性・術者習熟度により
選択することが重要であると考えられた。



第 39回日本小児内視鏡外科・手術手技研究会

内
視
鏡
外
科
・
手
術
手
技

― 46 ―

S1-9 腹腔鏡を用いることで可能になった経
皮内視鏡的胃瘻造設術の 4例

1）加古川中央市民病院 小児外科
2）兵庫県立こども病院 小児外科
3）加古川中央市民病院 消化器内科

○渡部 彩1）、中尾 真1）、安福 正男1）、
岩出 珠幾2）、西澤 昭彦3）、久野 克也1）

【はじめに】重症心身障がい患者では側彎などの影響で胃が腹壁に
届かず、経皮内視鏡的胃瘻造設術（以下 PEG）が困難なことがある。
今回、PEG が困難な症例において、腹腔鏡下に胃を牽引することで
PEG が可能になった 4 例を経験したので報告する。

【症例 1】21 歳男性。脳性麻痺とてんかんがあり、経口栄養だったが、
誤嚥性肺炎繰り返していた。経管栄養に移行したため、PEG を予定
した。術前の上部消化管造影で胃が完全に肋骨弓より頭側にあっ
た。腹腔鏡下に 3mm ポート 2 本を追加し牽引すると、容易に腹壁
に届くことがわかり、腹腔鏡で観察しながら、PEG を施行できた。

【症例 2】35 歳男性。全前脳胞症、脳性麻痺、てんかんが基礎疾患に
ある患者。誤嚥性肺炎治療中に心停止となり蘇生されたが経口摂取
困難となり経鼻経管栄養に移行した。消化器内科で PEG を計画さ
れたが、胃を拡張しても腹壁に届かず、PEG を断念した。日を改め
て腹腔鏡補助下に PEG 行う方針となった。5mm ポート 2 本を追加
し胃を牽引することで比較的容易に PEG が可能であった。

【症例 3】17 歳女性。原因不明の神経変性疾患で、経管栄養行なって
いた。経鼻チューブ留置が困難となり、PEG の方針となった。PEG
可能と判断していたが、胃が腹壁に届かなかったので、腹腔鏡下に
5mm ポート 2 本を追加し胃を牽引することで PEG 可能となった。

【症例 4】32 歳男性。脳性麻痺があり、経口摂取は可能ではあるが、
経管栄養を補助的に使用するため、胃瘻造設の方針となった。漏斗
胸、側彎があり、腹腔鏡を挿入すると胃が肋骨弓より頭側にあった。
5mm ポート 1 本を追加し胃を牽引することで PEG 可能となった。
4 例とも術後 PEG に関わる合併症は認めなかった。

【結語】重症心身障がい患者では胃が肋骨弓より頭側にあり、PEG
困難と予想される症例がある。PEG 単独では造設困難であっても、
腹腔鏡下に胃を牽引することで PEG が可能になった症例を経験し
た。腹腔鏡下の補助は有用と考えられた。

S1-10 腹腔鏡下幽門筋切開術における腫瘤固
定手技の工夫―当科 2症例の経験か
ら―

新潟市民病院

○小松崎 尚子、平山 裕、飯沼 泰、愛甲 崇人、
内藤 真一

【はじめに】肥厚性幽門狭窄症に対する腹腔鏡手術の要点
は腫瘤の固定性にある。当科では Dozier らが報告した血
管鉗子を直接腹腔内に挿入する術式を採用したが、今回
腹腔鏡手術を初めて試みた本症 2 例の経験をもとに安全
かつ効果的な腫瘤固定手技の工夫について検討した。【手
術手技】臍下縁の弧状切開で 5mm カメラポートを挿入
した後、操作用鉗子として 3/3.5mm ポートを左上腹部に
挿入する。次いで右上腹部に 7mm 創でメラサチンス
キー血管鉗子（No.9862）を直接挿入して olive 様幽門筋腫
瘤を把持し、電気メスで無血管野に切開を加えた後に通
常の 3mm 腸把持鉗子を用いて幽門筋を長軸方向に開大
する。その際、血管鉗子が腸管を長軸方向に把持している
ことで把持と開大の方向が拮抗して広がりにくいことが
あるため、途中から画面にむかって 12 時方向の幽門筋層
のみを血管鉗子で直接持ち直し、6 時方向の幽門筋と血
管鉗子そのものに直接腸把持鉗子を当てて開大させる。
これにより腸把持鉗子の開大力がしっかりと幽門筋層に
伝わって、専用スプレッダーが無くても十分な幽門筋切
開が完遂できる。最後、胃内を加圧し粘膜損傷が無いこと
を確認する。【症例】1）日齢 40 の男児（3322g）。腫瘤径
25mm、筋層厚 6-7mm、手術時間 74 分であった。術後嘔
吐は一度も認めず 5 病日に退院した。2）日齢 34 の男児

（4330g）。腫瘤径 30mm、筋層厚 6-7mm、手術時間 67
分であった。術後嘔吐なく経口哺乳も順調で 4 病日に退
院した。【考察】十二指腸側を 3mm 把持鉗子のみで把持
する場合、腫瘤保持が不安定となりやすく術者の習熟性
が求められるが、血管鉗子にて腫瘤付近を直接保持し、途
中からは幽門筋層片側を把持するようにすれば腫瘤を確
実に固定できる。また、血管鉗子と対側の幽門筋層同士を
開大させることで腸把持鉗子による開大力を一層効率的
に伝達することが可能となる。
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S1-11 急性胃軸捻転症に対して腹腔鏡下胃固
定術を施行した 2例

昭和大学医学部 外科学講座 小児外科学部門

○安藤 晋介、渡井 有、千葉 正博、中山 智理、
大澤 俊亮、鳴 ゆり子

【症例 1】6 歳 男児
既往：染色体異常、精神発達遅滞
前日から頻回の嘔気、多量の嘔吐と不機嫌を認め近医を
受診した。腹部レントゲン写真にて上腹部にニボー像を
認め腸閉塞疑いにて紹介となった。画像診断にて著明な
胃泡の拡張を認め短軸型胃軸捻転と診断し透視下に胃管
挿入し減圧と脱水補正行った。減圧後も胃残多く不全整
復の状態であったため、第 5 病日全身麻酔下に上部内視
鏡を施行したが内視鏡的整復は困難であったため、腹腔
鏡下胃軸捻転解除、固定術を施行した。内視鏡所見にて胃
体部と十二指腸に潰瘍形成を認めた。術後経過良好のた
め第 30 病日に退院した。

【症例 2】7 歳 男児
既往はなく、数日持続する心窩部痛、嘔吐を主訴として

受診。習い事で器械体操をしていた。
心窩部腹満と高度脱水をみとめ、腹部レントゲン写真

では胃拡張が著明であり短軸型胃軸捻転症と診断し、透
視下に胃管挿入し減圧と脱水補正を行なった。減圧・脱
水補正後に再度上部消化管造影行なうも捻転解除されて
いないため、第 2 病日に全身麻酔下上部消化管内視鏡施
行したが完全整復できず、腹腔鏡下胃軸捻転解除、固定術
を施行した。術後経過良好のため術後 9 日目に退院した。
この児は発症当日器械体操で側転などの体幹を捻転させ
る運動を長時間施行しており発症の一因と思われた。
急性胃軸捻転症は稀な疾患であるが診断が遅れると死亡
率は 15-20％ と報告されている。無脾症や横隔膜疾患な
どの横隔膜疾患などの胃軸捻転の要因となる器質的疾患
に続発した症例や急性発症例では胃穿孔などの致命的な
合併症に留意し早急に対応する必要がある。今回われわ
れは急性胃軸捻転症に対し腹腔鏡下胃固定術を施行した
2 症例を経験したため、文献的考察を加えて報告する。

S1-12 胃重複症で高アミラーゼ血症を来した
1例

長野県立こども病院

○清水 徹、畑田 智子、高見澤 滋、好沢 克、
石井 惇也

はじめに：高アミラーゼ血症を来した胃重複症の 1 例を
経験したので報告する。
症例：10 カ月女児。胎児期の異常はなく正期産で出生し
た。来院 1 ヶ月前から臍突出を認めた。来院 1 週間前から
持続する発熱を主訴に近医を受診したところ、左腹部に
巨大腫瘤が触知された。造影 CT 検査で腹腔内に 12x7.7
x8 cm 大の嚢胞が認められたため、リンパ管腫が疑われ、
当院搬送となった。腹部エコーおよび MRI で膵臓との連
続性が疑われたため、リンパ管腫または膵仮性嚢胞の診
断で開腹ドレナージ術を施行した。嚢胞から暗褐色の内
容液を 340 ml 吸引すると、嚢胞と胃壁との連続性が確認
されたため、胃重複症の術中診断で、嚢胞壁切除および嚢
胞内粘膜抜去術を施行した。嚢胞内容液のアミラーゼは
15,262 U/L と高値であった。病理組織検査では、脂肪組
織やリンパ節が付属した線維性結合組織を認めたが、胃
や膵臓の成分は認められなかった。術後数日間、血清アミ
ラーゼ値は正常であったが、母乳の摂取を再開すると、
200 U/L を超える高アミラーゼ血症が持続した。母乳摂
取を制限したところ、術後 40 日目で血清アミラーゼ値は
正常化した。現在外来フォローアップ中である。
考察：胃重複症は腸管重複症の 3.8％ とまれであり、文
献上でも症例報告が散見できるのみであるが、高アミ
ラーゼ血症を伴う胃重複症の報告が複数認められてい
る。その要因として、副膵管または余剰の膵管と嚢胞との
交通が指摘されている。本症例では、嚢胞は膵臓とは離れ
た部位にあり、膵と嚢胞との連続性は確認できなかった
ため、嚢胞内容液のアミラーゼ値が高値であった理由、術
後の高アミラーゼ血症の原因は明らかでない。文献に見
られるように、膵管と重複胃との交通があった可能性は
否定できない。今後は膵仮性嚢胞の発生などに留意しな
がら、長期的に経過を観察していく必要があると考える。
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S1-13 食道裂孔ヘルニア根治術後に十二指腸
狭窄が明らかとなった無脾症候群の 2
例

1）福岡市立こども病院 小児外科
2）福岡大学病院 呼吸器・乳腺内分泌・小児外科

○岡村 かおり1）、谷口 直之1）、日野 祐子1）、
林田 真1）、廣瀬 龍一郎2）

【はじめに】無脾症候群は腹部臓器の解剖学的異常を合
併しやすく、食道裂孔ヘルニア根治術の際には術式や術
後経過に注意を要する。今回、術後に十二指腸狭窄をき
たし胃十二指腸バイパスを施行した 1 例を経験後、脱出
臓器を腹腔内還納後に十二指腸狭窄所見を認めバイパ
スを追加することで良好な術後経過を得た 1 例を経験
したため報告する。

【症例 1】単心室、肺動脈狭窄、先天性完全房室ブロック
の男児。食道裂孔ヘルニア、腸回転異常の診断で 3 か月
時に腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア根治術および噴門形成
術（Toupet 法）、Ladd 手術を施行した。術後 5 日目より
胃管排液の増加を認めた。上部消化管造影で胃軸捻転と
診断し保存的加療を行ったが軽快せず、術後 14 日目に
腹腔鏡下胃固定術目的に再手術を施行した。十二指腸前
肝動脈による十二指腸狭窄所見を認め、胃十二指腸バイ
パスを行い、哺乳可能となった。

【症例 2】単心室、肺動脈狭窄、総肺静脈還流異常症の女
児。食道裂孔ヘルニア、腸回転異常の診断で 6 か月時に
腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア根治術および噴門形成術

（Nissen 法）、Ladd 手術を施行した。十二指腸前肝十二
指腸間膜、輪状膵を認めたため、開腹移行し胃十二指腸
バイパスを追加し、術後経過は良好である。

【考察】食道裂孔ヘルニアやそれに伴う肺静脈圧排は無
脾症候群、単心室の児の長期予後を大きく左右する。2
例の経験から、縦隔内に全胃が脱出している状態では十
二指腸が直線的で圧排されず通過障害は認めないが、腹
腔内に還納後に症状が顕在化する症例が存在する。食道
裂孔ヘルニア根治術および噴門形成術は腹腔鏡の良い
適応であるが、十二指腸狭窄をきたす可能性を想定し、
同部の観察を十分に行い必要であればバイパスを追加
することで良好な術後経過を得ることができる。

S1-14 膵炎症状を呈する異所性膵を伴った十
二指腸腸管重複症に対する腹腔鏡下十
二指腸球部切除術

名古屋大学大学院 小児外科学

○横田 一樹、内田 広夫、田中 裕次郎、
田井中 貴久、城田 千代栄、住田 亙、
牧田 智、大島 一夫、狩野 陽子、
滝本 愛太朗、稲田 亘佑

【はじめに】異所性膵を伴う重複腸管は時にみられるが、膵炎
症状を呈するものは稀である。今回我々は十二指腸球部の腸
管重複症と、それを取り囲む広範囲な異所性膵及びその膵炎
により十二指腸通過障害を呈した症例を経験したので、その
診断および手術治療に関して報告する。

【症例】特に既往の無い 4 歳女児。頻回の嘔吐で前医に入院し、
膵酵素の上昇と CT では胃壁の著明な浮腫と十二指腸球部の
嚢胞性病変を認め、当院に転院となった。
上部消化管内視鏡検査（EGD）では胃前庭部から十二指腸球
部の浮腫を認めたが粘膜面に腫瘍はみられなかった。再検し
た造影 CT では十二指腸球部にほぼ全周性の壁肥厚、濃染を
認めその内部に嚢胞を伴っていた。この病変と膵臓との連続
性も疑われ、仮性嚢胞を伴った輪状膵の可能性も考えられた。
ED チューブを挿入して経腸栄養を開始、胃十二指腸の炎症
が鎮静化するのを待って EGD を再検すると浮腫は著明に改
善していたが十二指腸球部の狭窄を認めた。超音波内視鏡

（EUS）では十二指腸に接して筋層を伴う嚢胞性病変を認め、
膵菅造影検査（ERP）では輪状膵を示唆するような膵菅は造影
されず、膵菅と嚢胞との連続性も認めなかった。以上より十二
指腸腸管重複症の炎症による十二指腸通過障害と診断し、腹
腔鏡下重複腸管切除術を計画した。
術中所見では十二指腸壁周囲は正常膵とは連続しない膵組織
で覆われていた。この膵組織を剥離するとその奥に腸管壁様
構造を認めた。膵炎を呈した異所性膵合併の十二指腸腸管重
複症と診断した。重複腸管部分切除、もしくは共通筋層切除を
考慮したが、範囲が広い事、その断端および外壁には炎症を来
した異所性膵が存在していることから姑息的手術は困難と判
断し十二指腸球部切除術に切り替えた。Kocher の授動を行っ
たうえで口側は幽門輪のすぐ口側で、肛門側は病変部を完全
に切除するラインで十二指腸球部を切除し、Roux-en-Y 法で
再建した。術後経過は良好であった。
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S1-15 十二指腸ダイヤモンド吻合術後の縫合
不全に高流量鼻カニュラ酸素療法
（HFNC）の関与が疑われた超低出生体
重児の 1例

日本赤十字社医療センター 小児外科

○吉田 真理子、鈴木 啓介、五嶋 翼、
中原 さおり

十二指腸閉鎖症・狭窄症に対するダイヤモンド吻合術
は、合併症の少ない安全な術式として広く普及しており、
縫合不全の頻度は低い。高流量鼻カニュラ酸素療法

（HFNC）を要する超低出生体重児の十二指腸狭窄症に対
するダイヤモンド吻合術後に縫合不全を経験し、同様の
症例における術後管理のピットフォールとなりうると考
えられたので報告する。

症例は在胎 32 週 1 日、出生体重 998g で出生した男
児。2 絨毛膜 2 羊膜双胎の 1 児であり、在胎 30 週時に双
胎の両児ともに十二指腸閉鎖症・狭窄症を疑われた。ま
た出生後に動脈管開存、心室中隔欠損、尿道下裂を指摘さ
れた。日齢 0 のレントゲン写真では胃・十二指腸の拡張
を認め、肛門側の腸管ガスを認めなかったが、翌日に小腸
以下の腸管ガスが多量に出現した。十二指腸造影にて十
二指腸下行脚の狭窄と診断し、日齢 3 に十二指腸ダイヤ
モンド吻合術を施行した。術中所見で十二指腸下行脚の
膜様狭窄を認めた。術後第 3 病日に排便あり胃管持続吸
引終了、第 4 病日に抜管し HFNC を開始したところ、第
5 病日に腹腔内遊離ガスを認めた。保存的治療を行うも
全身状態が増悪したため第 7 病日に再開腹し、2 ヶ所の
縫合不全を認め縫合閉鎖した。再手術後第 10 病日に抜
管、HFNC 開始、第 11 病日に胃管持続吸引終了、第 12
病日に経管栄養を開始し、以後の経過は良好で体重増加
を待ち日齢 91 に退院した。

当科で最近 10 年間に十二指腸ダイヤモンド吻合術を
施行した 20 例中他の 19 例には縫合不全を認めておら
ず、本症例は超低出生体重児であったこと、術後早期の胃
管持続吸引終了後に HFNC が開始され吻合部に陽圧が
かかったことが、縫合不全の発生に影響した可能性があ
る。上部消化管吻合術後の管理においては、吻合部に対す
る陽圧呼吸の影響を考慮する必要があると考えられた。
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S2-1 単孔式腹腔鏡手術が診断・治療に有用
であった回腸重複腸管穿孔の 1例

1）安城更生病院 小児外科
2）名古屋大学大学院 医学系研究科小児外科学

○加藤 大幾1）、牧田 智2）

【はじめに】
近年急性腹症に対して審査腹腔鏡が普及し、腹腔鏡で診断し
手術侵襲を最小限にし得たとする報告が散見される．さらに
臍を利用した単孔式腹腔鏡手術の報告も増加してきている．
我々は臍内で逆 Y 字切開し白線を縦切開して開腹し（以下，
Benz 切開とする），multi-channel port を装着する手技を導入
しておりその有用性を過去に報告している．今回単孔式腹腔
鏡手術が有用だった急性腹症症例を経験したので報告する．

【症例】
6 歳男児．2 日前からの腹痛と嘔吐を主訴に受診．発熱と左側
腹部痛を認め，炎症反応の上昇を認めた．腹部造影 CT では
肝表面に free air とダグラス窩に腹水貯留を認めたが，穿孔
部位を同定することはできなかった．穿孔性腹膜炎の診断で
緊急手術を施行した．臍内に Benz 切開をおき，multi-channel
port（5mm port 2 本）を装着して腹腔内を観察した．ダグラ
ス窩に混濁した腹水を認め，虫垂は正常だった．腹腔内をさ
らに検索すると回腸に炎症を認め、臍創外へ引き出して観察
した．回腸末端から 40cm 口側で腸間膜側に炎症を伴う腫瘤
を認め，回腸との付着部で穿孔していた．回腸重複腸管穿孔
と診断し，小腸部分切除を施行した（手術時間 119 分，出血
量 69ml）．摘出標本では，小腸漿膜から連続した約 3cm 大の
嚢状構造を認め，その根部で穿孔していた．粘膜面は小腸粘
膜から連続し，先端部付近では腺窩上皮と胃底腺を認め，平
滑筋を有していた．また穿孔部では筋層の途絶，肉芽形成が
みられ，粘膜固有層の出血壊死を認めた．術後経過は良好で
6 日目に退院した．

【まとめ】
今回術前診断に確定診断が得られなかった急性腹症に対し
て Benz 切開を利用した単孔式腹腔鏡手術を施行した．広い
皮膚切開孔を確保できるため，創外へ腸管を引き出すことが
容易となり，最小限の創部で診断，治療ができ有用であった．

S2-2 「隣接腸管と共有する壁」をエコーによ
り描出し腸管重複症を診断した 2例

新潟県立中央病院 小児外科

○奥山 直樹、村田 大樹

【はじめに】嚢胞状消化管重複症はエコー，CT，MRI
などの画像検査にて描出されるが，腹腔内リンパ管腫
などその他の嚢胞性病変との鑑別は困難である場合
もある．嚢胞と隣接する腸管が共有する壁をエコーに
て描出することで診断できた 2 症例を経験した．

【症例：1】6 歳男児，腹痛にて近医を受診し腹部エ
コーにて嚢胞性病変を認め，当科紹介となった．腹部
エコーにて径 7cm の嚢胞性病変を認め，「嚢胞壁と隣
接する回腸が壁を共有している」所見から小腸重複症
と診断した．治療は開腹手術を施行した．回盲部から
口側 4cm の回腸腸間膜付着側に嚢胞性病変を認め，
15cm にわたり回腸と接しており，腸管と嚢胞の間に
交通は認めなかった．術式は嚢胞を含む回腸部分切除
とした．通過障害なく，術後経過は良好である．

【症例：2】生後 1 ヶ月女児，血便にて腸重積疑いにて
当院小児科紹介となり，腹部エコーにて径 4 cm の嚢
胞性病変を認め当科紹介となった．回盲部に「嚢胞壁
と回盲部腸管が壁を共有している」所見を確認し，回
盲部腸管重複症と診断した．重複腸管の圧迫による通
過障害がないので幼児期での手術を予定している．

【まとめ】消化管重複症の手術を計画するうえで嚢胞
状か管状か，重複腸管の局在が根治手術を計画するう
えで大切な情報となる．しかし，実際には診断確定が
困難である症例も経験する．今回は「嚢胞と腸管が壁
を共有する」特徴を腹部エコーで描出することにより
診断確定し得た 2 症例を経験した．その時々の状態や
嚢胞状か管状か，病変部の局在により描出困難の場合
があるかもしれないが，非侵襲的な腹部エコーにて

「特有の所見」を描出することで診断が可能であり，
診断的意義が高いと思われる．
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S2-3 再発性腸重積を呈した虫垂重積症の 1
例―発生要因と至適手術手技につい
て―

東邦大学医療センター大森病院 小児外科

○小梛 地洋、長島 俊介、山崎 信人、
島田 修平、酒井 正人、黒岩 実

【はじめに】虫垂腸重積症は稀な疾患で、1858 年に
McKidd により初めて報告され、Collins はその頻度を
虫垂切除・剖検 71,000 例中 7 例（0.01％）と報告して
いる。最近、我々は腸重積の複数回再発により発見さ
れた虫垂重積例を経験したので、至適術式を中心に文
献的考察を加える。

【症例】7 歳女児。15 か月前に腸重積を発症し、非観
血的整復可能であった。7 か月後にも再発し、整復さ
れたが同日再発も認めた。発症年齢も高く、病的先進
部の精査のため大腸内視鏡検査を施行した。虫垂入口
部の浮腫を認めるものの器質的疾患は認められず、経
過観察とした。その後、腸重積のため 3 回目の入院と
なり、非観血整復後に数時間で再発したため、原因検
索と整復目的に腹腔鏡下腸重積整復術施行した。術中
所見として虫垂根部が回盲部に陥入している所見と
回盲部周囲のリンパ節腫脹を認めた。重積を整復する
と器質的死病変は認めないが虫垂根部の腫脹と、虫垂
間膜と回盲ひだの付着異常よって陥入しやすい状況
である判断した。そのため、間膜除去と虫垂切除に
よって再発防止とし、盲腸の固定はせずに手術終了と
した。術後 6 ヶ月経過するが、再発は認めていない。

【まとめ】腸重積再発の頻度は 10％ 程度と報告される
が、器質的病変を伴う例は少ない。自験例でも明らか
な器質的病変は認めなかったが、観血的整復時の虫垂
の盲腸への陥入と整復時の回盲ヒダと虫垂間膜の形
態・付着異常が強く疑われたことから、虫垂重積を原
因とする腸重積症と診断するに至った。後方視的には
整復時の画像で虫垂重積所見が存在しており反省さ
せられる症例でもある。至適術式は虫垂切除でこと足
りるのか否かにつき文献的考察を加え報告する。

S2-4 腹腔鏡補助下虫垂切除術後に両側胸水、
大量腹水を来した一例

1）JAとりで総合医療センター 小児外科
2）筑波大学附属病院 小児外科

○根本 悠里1,2）、坂元 直哉1）

【緒言】近年，虫垂炎手術は腹腔鏡を用いた方法で行われる
ことが多い．腹腔鏡手術の合併症の報告はさまざまで，成
人では，腹腔内洗浄の方法によっては右胸水を来すという
報告がある．今回，我々は小児の急性虫垂炎術後に両側胸
水・腹水を認めた一例を経験したので報告する．

【症例】7 歳，男児．蜂窩織炎性虫垂炎に対し腹腔鏡補助下
虫垂切除術を施行し，術後 2 日目に退院した．術後 5 日目
に陰茎の浮腫，陰嚢腫大を主訴に当院受診した．来院時，
呼吸器の自覚症状はないものの，両側下肺で呼吸音消失
し，腹部の膨満を認めた．胸部単純写真および US で，両
側胸水と腹水を認めた．血液検査では WBC15,230/µL，
CRP1.31mg/dL の炎症反応上昇と，CA125 300U/L の上昇
を認めた．CT では明らかな腫瘍性病変は指摘できなかっ
た．胸腹水穿刺を施行したが，いずれも漿液性で，培養や
細胞診は陰性であった．炎症による反応性の胸腹水と考
え，ステロイド，および抗菌薬の点滴を施行した．保存的
治療開始後には，炎症所見および画像所見は改善した．ま
た，CA125 は一度 912U/L まで上昇したが，その後低下に
転じた．フォローアップで，両側胸水，腹水の消失と CA
125 の陰転化を確認した．

【考察】成人では虫垂切除術に右胸水が出現した報告が
あったが，両側胸水や腹水が出現した例はなかった．また，
検索した限りでは小児の症例報告も認めなかった．胸水の
原因としては，腹水洗浄の際に左右の横隔膜にまで刺激が
及んだことが考えられた．腸間膜の間の膿瘍も洗浄すべく
一度に注入する洗浄水を多めに注入していたが，洗浄水は
腹腔の他の部位に影響が及ばないように少量ずつ，かつ十
分に洗浄できる量を使用すべきであったと考えられた．

【結語】腹腔鏡下虫垂切除後に両側胸水，腹水を来した小児
例を経験した．腹腔洗浄は術後腹腔膿瘍を減少させる非常
に優れた手技であるが，方法の工夫が必要である．
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S2-5 後天性下行結腸狭窄に対し細径鉗子を
用いた単孔式腹腔鏡補助下結腸切除術
を施行した一例

大阪母子医療センター 小児外科

○安部 孝俊、牧野 克敏、金 聖和、山道 拓、
田山 愛、正畠 和典、曹 英樹、臼井 規朗

【背景】近年，より低侵襲な鏡視下手術をめざし単孔
式手術や細径鉗子を用いた reduced port surgery
に関する報告が散見される．我々は乳児に発症した
後天性結腸狭窄に対し，細径鉗子を用いて単孔式腹
腔鏡下結腸切除を施行したので報告する．

【症例】症例は 2 か月，体重 3,730g の男児．単心室な
どの先天性複雑心奇形の胎児診断症例であり当院
にて 39 週 6 日，3,264g で出生し，小児循環器科入院
となった．日齢 1 で壊死性腸炎を発症したが，腸管
穿孔を認めず保存的加療にて軽快した．しかし，日
齢 67 より腹部膨満と嘔吐を認めたため注腸検査を
施行したところ，脾弯曲付近の下行結腸に全周性の
狭窄部位を認めた．壊死性腸炎後の後天性結腸狭窄
と診断し，手術を施行した．手術は臍上部弧状切開
に左側 10mm の補助切開を加えて開腹し，5mm
ポート 1 本と 3mm ポート 2 本を刺入した EZ アク
セスミニタイプを装着し，単孔式腹腔鏡補助下に
行った．腹腔内を観察すると，脾弯曲に近い下行結
腸が側腹部腹膜や周囲組織に癒着しており，同部位
が注腸検査における狭窄部と一致した．3mm シー
リングデバイスを用いて病変周囲の下行結腸を後
腹膜との癒着から十分に剥離して授動した後に狭
窄部を体外に導出し，腹腔外操作で狭窄部切除及び
腸管吻合を行った．術後経過は良好であった．

【考察】単孔式手術ではデバイスの干渉などにより
手術操作が困難になるが，体重 3kg 台の乳児であっ
ても， 症例の体型に応じ鉗子径を変更することで，
視野とデバイスの可動性を確保することができる
と考えられた．

S2-6 診断に苦慮したメッケル憩室穿孔の 1
例

順天堂大学医学部 小児外科・小児泌尿生殖器外科

○越智 崇徳、村上 寛、中村 弘樹、瀬尾 尚吾、
宮野 剛、山高 篤行

症例は 8 歳の男児。上腹部痛を主訴に前医を受診し、造
影 CT 検査で肝下面を中心に free air を認め、上部消化
管穿孔の疑いで当科紹介となった。上腹部に限局した圧
痛および筋性防御を認めたため、画像検査所見と合わせ
て十二指腸潰瘍穿孔に伴う限局性腹膜炎と診断した。腹
部症状は比較的軽度であり、全身状態も安定していたこ
とから、保存的治療を選択した。経鼻胃管と末梢穿刺中
心静脈カテーテルを留置し、絶飲食、高カロリー輸液、
抗菌薬および PPI の経静脈投与を開始した。入院翌日
より腹部症状の改善傾向を認め、第 14 病日より食事を
開始、その後も腹部症状再燃なく第 25 病日に軽快退院
となった。十二指腸潰瘍の精査目的に上部消化管内視鏡
検査を予定していたが、第 71 病日に上腹部痛が再燃し
再入院となった。造影 CT 検査を施行した所、小腸の一
部拡張および浮腫性壁肥厚と小腸が一塊となった所見
を認め、さらにメッケルシンチ陽性にてメッケル憩室穿
孔の診断に至った。第 84 病日に手術を施行した。臍部
よりカメラを挿入して腹腔内を観察すると、十二指腸周
囲は炎症所見を認めず、臍直下に大網に覆われて一塊と
なった小腸を認めた。臍部創を延長して正中切開で開腹
した。小腸は広範囲に渡って漿膜の発赤を認め、数ヵ所
腸管同士の高度癒着により剥離困難な部位を認め、同部
位とメッケル憩室穿孔部を含む約 120cm の小腸広範切
除と、腸管の端々吻合を行なった。メッケル憩室は回腸
末端から約 40cm に認め、組織学的には粘膜に異所性胃
組織および異所性膵組織を認めた。残存小腸は幸い十分
な長さであったため短腸症候群には至らず、術後経過は
良好である。今回、画像検査および臨床所見から十二指
腸潰瘍穿孔を疑い、メッケル憩室穿孔の診断および外科
的治療のタイミングに苦慮した症例を経験したので、文
献的考察を含めて報告する。
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S2-7 審査腹腔鏡で診断しえた外傷性結腸単
独損傷の 1例

筑波大学医学医療系 小児外科

○白根 和樹、佐々木 理人、堀口 比奈子、
伊藤 愛香里、根本 悠里、田中 尚、相吉 翼、
千葉 史子、小野 健太郎、神保 教広、
瓜田 泰久、新開 統子、高安 肇、増本 幸二

【はじめに】腹部鈍的外傷において腸管損傷は約 1％ に認
められる．中でも結腸単独損傷は非常に稀な病態であり，
診断に苦慮することが多い一方で診断の遅れが致命的と
なり得るため注意を要する．今回，われわれは腹部鈍的外
傷に伴う結腸単独損傷を審査腹腔鏡にて診断し得た 1 例
を経験したので，若干の文献的考察を加えて報告する．

【症例】13 歳，男児．交通事故で右下腹部を強打して受傷
した．軽度腹痛があり近医受診したが，撮影した単純 X
線検査でも異常を認めなかった．症状の持続を認め翌日に
前医を受診，腸管損傷を疑われ当院に紹介となった．受診
時の全身状態は安定しており，右下腹部に限局した圧痛を
認めたが腹膜刺激徴候はなかった．CT 所見では骨盤内に
血性腹水が疑われた他，盲腸壁の肥厚を認めたが，free air
等の消化管穿孔を示唆する所見は認めなかった．腸管損傷
の可能性が完全には否定できないため，審査腹腔鏡を行う
方針とした．腹腔内の観察で盲腸に計 5 カ所の非全層性損
傷を認めたため一期的に修復した．その他臓器の損傷は認
めなかった．術後経過は良好で術後 13 日目に合併症無く
退院した．

【考察】鈍的外傷に伴う結腸損傷は非全層性損傷が多い．こ
の非全層性損傷では受傷直後は症状が軽いことがあり，
CT 所見でも free air を認めるのは半数に過ぎないなど，
診断に苦慮することが多い．一方で，早期に穿孔し，腹膜
炎や敗血症を合併して重症化する症例もあり，診断の遅れ
が致命的となり得る．また，遅発性に狭窄や穿孔をきたす
症例も報告されている．近年，腹部鈍的外傷時の審査腹腔
鏡による腸管損傷検索の有効性が報告されており，比較的
低侵襲で重篤な合併症を回避し得る手法と考えられる．

【結語】全身状態が安定している鈍的外傷患者において，腸
管損傷が否定出来ない場合には積極的に審査腹腔鏡を検
討するべきであると考えられた．

S2-8 シートベルト損傷による遅発性小腸穿
孔に対し腹腔鏡補助下手術を施行した
1小児例

筑波大学 医学医療系 小児外科

○田中 尚、増本 幸二、小野 健太郎、
堀口 比奈子、白根 和樹、伊藤 愛香里、
根本 悠里、相吉 翼、佐々木 理人、
千葉 史子、神保 教広、瓜田 泰久、
新開 統子、高安 肇

【はじめに】外傷性腸管損傷に対し、審査腹腔鏡を行い、病
変部の同定・治療を行えた症例を経験したので報告する。

【症例】症例は 8 歳、女児。乗用車の助手席にジュニアシー
ト+シートベルトを装着した状態で乗車中、停止車両に追突
し受傷した。受傷直後より強い腹痛を認め、前医へ救急搬送。
初診時造影 CT では腹腔内出血、左側腹部を中心とした腸管
壁肥厚を指摘されたが、明らかな実質臓器損傷や腸管穿孔を
示唆する所見は認めず、保存的治療が開始された。その後、
腹部症状の増悪を認め、受傷後 3 日目に再度造影 CT を施行
し、小腸全体の壁肥厚、骨盤部の液体貯留、free air を認めた
ため、精査加療目的に当院へ搬送された。小腸穿孔に伴う汎
発性腹膜炎が疑われ、受傷後 4 日目に緊急手術となった。手
術は臍部に 3cm の縦切開をおき、単孔式腹腔鏡下に手術を
開始した。腹腔内を観察したところ、左側腹部小腸は著明な
浮腫を伴い拡張し、腸管や腹壁に広範な白苔付着を認めた。
腹壁は発赤を認め、骨盤部に淡血性の腹水を少量認めた。他
の実質臓器には明らかな損傷は認めなかった。臍創部から体
外に小腸を引き出し観察したところ、Treitz 靭帯から 30cm
の部位と 40cm の部位で、腸間膜対側にそれぞれ 2cm の穿
孔部位を認めた。いずれも血流良好であり、腸管切除は行わ
ず一期的縫合閉鎖を行った。腸管還納の際に腸管浮腫により
還納が困難であったため、創部は最終的に 5cm に延長した。
腹腔内洗浄後にドレーンを留置し、手術終了した。術後 12
日目より経口摂取を再開し、術後 23 日目に退院した。

【考察】外傷性腸管損傷では術前に穿孔部位が断定できない
ことも多い。開腹術で腸管全体を観察するには創を大きくす
る必要がある。しかし、本症例のような全身状態が安定して
いる例では、小切開で審査腹腔鏡を行うことは低侵襲下に診
断・治療ができ、選択肢の 1 つになると考えられた。
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S2-9 腹部鈍的外傷による空腸穿孔の 2例

1）土浦協同病院 小児外科
2）土浦協同病院 外科

○伊藤 佳史1）、本多 正樹2）、南 洋輔1）、
五藤 周1）、堀 哲夫1）

【はじめに】
小児の腹部鈍的外傷では実質臓器損傷が多く消化管損傷は稀であ
る。本症の 2 例を経験したので報告する。

【症例 1】
6 歳女児。自宅のテーブルの角に腹部を強打した後、腹痛と嘔吐あり
受傷後 2 時間で当院救急外来を受診した。来院時は体温 36.6 度、血圧
113/82mmHg、脈拍 130 回/分で、腹部皮膚の異常はないが下腹部の
圧痛と腹膜刺激症状を認めた。血液検査では、白血球 26700/µL、CPK
80IU/L、CRP 陰性であった。CT 検査で腹腔内遊離ガスと腹水を認
め、受傷後 6 時間で緊急開腹術を行った。トライツ靭帯より 10cm
の空腸前壁に 1cm 大の穿孔を認め、穿孔部縫合閉鎖、腹腔洗浄を施行
した。術後 2 日で経口摂取を開始し、6 日目に退院し経過良好である。

【症例 2】
11 歳男児。ワンボックス車の左後部座席でシートベルトを着用して
いた。交差点を直進中に右折車と接触、電柱へ正面衝突し受傷した。
前額部打撲と腹痛あり受傷後 1 時間で当院へ救急搬送された。来院
時は体温 36.7 度、血圧 131/73mmHg、脈拍 112 回/分で、腹部皮膚の
異常と腹膜刺激症状はないが、下腹部に圧痛を認めた。血液検査で
は、白血球 10730/µL、CPK 83IU/L、CRP 陰性であった。CT 検査で
は少量の腹水はあるが、腹腔内遊離ガスや臓器損傷所見は認めな
かった。絶飲食で経過観察したが、翌朝も症状改善せず、38.8 度の発
熱と白血球 13710/µL、CPK 259IU/L、CRP 6.98mg/dL の上昇を認め、
腹部エコー検査で膀胱直腸窩の腹水増加あり、再度 CT 検査を施行
した。腹腔内遊離ガスを認め、受傷後 25 時間で緊急開腹術を行った。
トライツ靭帯より 22cm の空腸前壁に 1cm 大の穿孔を認め、穿孔部
縫合閉鎖、腹腔洗浄を施行した。術後 2 日で経口摂取を開始し、6
日目に退院し経過良好である。

【結語】
小児の外傷性小腸穿孔は、腹壁の脆弱性により、軽症と想定される受
傷起点でも生じる事がある。慎重な経過観察と経時的な検査フォ
ローが重要であり、特に CT 検査が有用であると思われた。

S2-10 単孔式人工肛門造設後虫垂チューブ瘻
で大腸のAdaptation を行った胎便
性腹膜炎の一例

熊本大学病院 小児外科移植外科

○入江 友章、平尾 洸樹、磯野 香織、
本田 正樹、林田 信太郎、山本 裕俊、
中野 美和子、日比 泰造

【はじめに】胎便性腹膜炎の手術は癒着剥離や出血など手
術侵襲の問題から、初回手術をドレナージと腸瘻造設に
とどめる事も多い。しかし、肛門側腸管の経腸栄養が上手
くいかず、廃用により栄養状態不良のまま人工肛門閉鎖
を行わざるを得ない場合がある。今回、我々は初回手術で
単孔式人工肛門造設を行い、2 期目の手術として虫垂
チューブ瘻を造設し、栄養状態の改善および廃用した大
腸の改善を得て、3 期目に人工肛門閉鎖を行い救命した症
例を経験したので報告する。

【症例】出生体重 2533g の女児。妊娠 29 週で羊水過多を指
摘され、妊娠 30 週で胎児腹腔内に腹水を認めた。小腸閉
鎖症、胎便性腹膜炎の疑いで厳重に観察されていたが、破
水のため妊娠 33 週 1 日に出生。日齢 2 に手術を施行した
が、腹腔内は癒着が非常に強固で剥離に難渋した。肛門側
小腸の同定は困難で、口側残存小腸の長さも確認不能で
あり、口側小腸を単孔式人工肛門とした。術後は経口栄養
と TPN を併用したが、人工肛門は high output であり、体
重増加不良、肝障害（T-Bil：13.1、AST：171、ALT：109）
が出現した。注腸検査では細いながらも全結腸が造影さ
れており（口径差；小腸：結腸＝3：1）、日齢 100 に肛門
側腸管からの栄養経路を造設する目的で手術施行。肛門
側残存小腸は 1.5cm であり、肛門側小腸での人工肛門造
設は困難と判断し虫垂チューブ瘻を造設。術後、口側人工
肛門からの排液をチューブ瘻に再注入することで体重増
加が得られ、肝障害も改善した。日齢 165 での消化管造影
検査で口径差は小腸：結腸＝3：2 に改善した。日齢 183
に人工肛門閉鎖術を施行し、日齢 195 に退院した。

【結語】下部消化管の廃用をきたした人工肛門症例では、
肛門側残存小腸が短く吻合に使用できない場合、虫垂
チューブ瘻による大腸の積極的な使用が水分吸収及び
Adaptation に有用と考えられた。
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S2-11 Hirschsprung 病類縁疾患に対する小
腸移植後のストマ閉鎖手術時の管理法
の工夫

慶應義塾大学医学部 小児外科学教室

○金森 洋樹、梅山 知成、藤村 匠、狩野 元宏、
加藤 源俊、黒田 達夫

症例は 22 歳男性。Hirschsprung 病類縁疾患（hypogan-
glionosis）を基礎疾患に有し、11 歳時に小腸移植を施行
した。成人期を迎え、肛門側ストマより自己結腸の機能
訓練の後にストマ閉鎖術を施行したが、術後 7 日目に
グラフト小腸－自己結腸吻合部における縫合不全を発
症し、速やかに開腹洗浄ドレナージを行い、グラフト小
腸肛門側断端で単孔式ストマを造設した。
その後、自己結腸の機能訓練を再度徹底し、1 年後にス
トマ閉鎖術を施行した。前回の縫合不全は消化管通過
障害による腸管内圧上昇が原因と考えたため、手術に
際しては①経鼻胃管挿入②経胃瘻的イレウス管挿入に
よる吻合部遠位側腸管のドレナージ③側々吻合による
吻合部径の担保④経肛門チューブの挿入による自家腸
管のドレナージ、という減圧を主目的とした 4 つの処
置を施行した。吻合部に留置した 2 本のチューブはと
もに間歇持続吸引として腸管減圧継続に努めた。胃管
抜去後、食事は経肛門チューブクランプ後に流動食か
ら開始し、経肛門チューブ抜去の際にイレウス管の先
端を吻合部口側に変更してから食上げを行った。経胃
瘻的イレウス管抜去前には陰圧解除の後に数日経過を
見て、造影検査にて腸管拡張や造影剤の漏出がないこ
とを確認した。術後 20 日目にチューブ類を全て抜去
し、術後 22 日目に軽快退院した。現在は術後 1 年が経
過したがストマ閉鎖の満足度は高く、肛門からの便排
泄に関するトラブルもなく経過している。
小腸移植において移植腸管と蠕動障害のある自家腸管
との吻合は外科手技上の最後のハードルとなるが、基
礎疾患に短腸障害の多い欧米でも殆ど報告を見ない。
自験例は術後管理により経過の変わった示唆に富む症
例と思われ、腸管吻合部前後の腸管減圧の重要性に関
して検討し、報告する。

S2-12 さらなる合併症軽減を目指した臍部人
工肛門造設術の工夫

旭川医科大学 外科学講座 小児外科

○平澤 雅敏、宮本 和俊、宮城 久之、石井 大介

【はじめに】臍部人工肛門はストーマサイトマーキングが
不要で管理が容易な特徴を持つが、腹直筋を貫通しないた
め脱出のリスクがあり、また皮下脂肪が増加すると相対的
に高さが不足し管理に難渋することがある。当科での臍部
人工肛門造設の工夫について報告する。【対照】当科では
2000 年以降 94 例に人工肛門造設し、2013 年までの前期
60 例、2014 年以降の後期 34 例を検討した。【術式】臍部人
工肛門の適応は腸回転異常の無い一時的人工肛門症例と
し、臍脱前では臍輪周囲皮膚を可能な限り温存し臍をくり
抜き、臍帯動静脈、正中臍索を十分な距離を置き、結紮切
離し横行結腸を引き出し Turnbull 変法（3 点固定、皮弁形
成、一次開口）＋腸管側々固定で作成する。臍脱後症例では
臍内に「逆への字」状の切開を起き、皮膚をトリミングし
脱出・脱落予防の皮弁としている。更に 2014 年以降は腸
管側々固定を吸収糸から非吸収糸へ変更し、2018 年以降
は皮下脂肪増加による相対的埋没対策で筋膜固定糸より
2cm 以上の高い人工肛門を作成している。閉鎖時は自然な
外観の臍とするために臍上部の脂肪織を縫縮し十分の深
さのある臍を形成している【結果】前期では 60 例中 28
例（46.7％）に臍部人工肛門を造設し、後期では 34 例中 19
例（67.9％）に臍部人工肛門を造設し、臍部造設の割合が
増加している。前期では術後合併症として臍部造設症例で
脱出を 2 例、他部位造設で脱出を 1 例認め、後期では臍部
造設症例で脱出を 3 例、狭窄を 1 例に認め、他部位造設で
脱出を 2 例に、壊死を 5 例に認め、合併症に関しては統計
学的には有意差を認めなかった。【考察および結語】臍部人
工肛門は術前マーキング不要で、閉鎖後の創は臍内に収ま
り整容性が高く、介護者、小児科医からの評価も良く有用
な術式と考えられるが、合併症を来すと管理が難しいた
め、より管理しやすく合併症の少ない人工肛門作成を目指
した術式の工夫が必要と思われる。
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S3-1 先天性直腸狭窄症に対して Swenson
法に準じた腹腔鏡下超低位前方切除術
を施行した一例

1）鹿児島大学病院 小児外科
2）鹿児島大学病院 総合臨床研修センター

○松井 まゆ1）、矢野 圭輔1）、永井 太一朗1）、
大西 峻1）、春松 敏夫1）、山田 耕嗣1）、
松久保 眞1）、武藤 充1）、加治 建1,2）、家入 里志1）

【症例】6 ヶ月、女児。【現病歴】出生前後では特に異常を指
摘されていなかったが、離乳食開始後徐々に嘔吐や腹部膨
満がみられるようになり当科紹介。肛門、尿道や膣を含めた
外陰部の外観は正常であり、注腸造影検査では直腸上部の
Caliber change と、著明に拡張した S 状結腸と 2.5cm 程度
にわたり狭窄した直腸（Ra～Rb）を認めた。直腸粘膜生検
を施行したところ、粘膜下に神経節細胞を認め、アセチルコ
リンエステラーゼ染色陽性線維の増生はみられなかった。
以上より先天性直腸狭窄症と診断し、ブジーを施行するも
効果はなく、離乳食の進行に伴い臨床症状が強くなったた
め、狭窄部位に対し腹腔鏡下狭窄部（超低位前方）切除術を
行う方針とした。【手術】体位は砕石位、臍縦切開で 5 mm
のカメラポート（その後術者左手用に変更）を挿入し、45
度の斜視鏡を使用した。右上腹部 5mm トロカー（スコープ
用）、右下腹部に 5mm トロカー（術者右手）、左側腹部 3
mm トロカー（助手用）を挿入し手術を開始した。S 状結腸
と直腸は腹膜翻転部より口側で著明に拡張し、狭窄部は腹
膜翻転部以遠に認めた。術中に再度 S 状結腸、直腸の全層生
検を行ったが、神経節細胞は存在し異常所見は認めなかっ
た。狭窄した直腸に対しては骨盤神経の損傷に注意しなが
らバイポーラシザーズを用いて注意深く剥離した。直腸は
Swenson 法に準じて肛門管の直上で切離、口側は拡張部を
すべて含めて切除し、断端を再度術中生検に提出し正常な
S 状結腸であることを確認のうえプルスルー、経肛門的に
直腸断端と吻合した。切除腸管は術後病理検査でも正常な
壁内神経節細胞を認め、炎症所見やその他特異的な異常所
見を認めず、先天性の直腸狭窄と考えられた。術後経過は問
題なく、術後 6 か月の注腸造影検査でも結腸、直腸に異常所
見を認めていない。【考察】先天性直腸狭窄症は稀な疾患で
あり報告例が少ない。Swenson 法に準じた腹腔鏡下超低位
前方切除術が本症に対し有用であった。

S3-2 当科に於けるHirschsprung’s disease
に対する laparoscopy-assisted tran-
sanal pull-through

順天堂大学 小児外科小児泌尿生殖器外科

○山高 篤行、三宅 優一郎、瀬尾 尚吾、
越智 崇徳、中村 弘樹、宮野 剛、古賀 寛之

当 科 に 於 け る Hirschsprung’s disease（HD）に 対 す る
laparoscopy-assisted transanal pull-through（L-TAPT）の手術
動画を供覧する。手術のポイントを以下に記す。
1．経肛門（Pull-through team：PT）、および腹腔鏡（La-
paroscopy team：LT）の 2 team に分かれる。まず腹腔鏡観察
下に、PT により肛門から挿入された直腸吸引生検鉗子を用い、
caliber change の口側で直腸粘膜吸引生検を行う。
2．経肛門的直腸粘膜剥離の開始部位を Dentate Line（DL）を
指標としてはならない。surgical anal canal の上縁である
Anorectal Line（ARL）直上から開始する。すなわち、当科では
全ての症例で経肛門的直腸粘膜剝離開始部が同一である。患児
の臀部が手術台の下端からやや突き出るような体位を取るこ
とで ARL の術野への展開が容易となる。
3．直腸粘膜剥離の開始約 10mm は、直腸筋層内の剥離とし（直
腸筋層外ではない）、後に粘膜下層へ移行する。
4．腹腔鏡下に結腸間膜の処理を行う際、pull-through 腸管の先
端まで十分な血流が維持されるよう結腸辺縁動静脈を温存す
る。
5．腹腔鏡下での直腸後壁の剥離は括約筋群を損傷しないレベ
ルまで可及的に肛門側まで行っておく。これにより、経肛門的
に rectal muscle cuff 後壁を切除する際、その全切除が極めて
容易となる。直腸前壁は腹膜翻転部よりやや肛門側までの剥離
に留める。
6．rectal muscle cuff 前壁は LT により剥離されたレベルまで
可及的に切除する。後壁は ARL のレベルまで完全切除とする。
7．T-zone pull-through を予防すべく、coloanal 吻合の際に pull-
through 腸管先端から全層で 4 方向（0，3，6，9 時）または全
周性に生検を行い正常な神経細胞の存在の確認と nerve bun-
dle が存在しないことの双方の確認を行う。
8．pull-through 腸管の吻合は、surgical anal canal を傷めないよ
うに、ARL の直上（口側）で針糸をかける。
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S3-3 直腸尿道瘻への経人工肛門的ガイドワ
イヤー挿入による鎖肛根治術

1）東京医科歯科大学 小児外科
2）土浦協同病院 小児外科

○岡本 健太郎1）、荻野 恵1）、松寺 翔太郎1）、
伊藤 佳史1,2）、堀 哲夫2）

【はじめに】
直腸肛門奇形の直腸尿道瘻は、多彩な開口形式があり、その
処理に難渋することがある。今回、人工肛門から内視鏡を挿
入し、直腸尿道瘻へのガイドワイヤーを挿入後に後方矢状切
開直腸肛門形成術（PSARP）を行った術式を報告する。

【症例】
当院産科にて妊婦健診フォローされており、超音波で非典型
的外性器を認めた。妊娠 35 週で性分化疾患の疑いで小児科
コンサルトとなった。在胎 38 週 4 日、3044g、頭位経膣分娩
で出生した。二分陰嚢に加え、鎖肛を認め、当科コンサルト
となった。肛門窩に瘻孔を認めず、生後 12 時間で倒立位 X
線撮影を行い、中間位鎖肛・仙骨奇形と診断した。同日に横
行結腸脾彎曲手前に人工肛門造設術を行った。日齢 26 での
造影検査で、細く長い瘻孔が尿道に伴走する直腸尿道瘻を確
認した。日齢 31 に退院後、生後 7 ヶ月時に PSARP を行った。

【術式】
仰臥位にて透視下に尿道バルーンカテーテルを挿入後、人工
肛門に内視鏡を挿入し、直腸尿道瘻を確認した。内視鏡で確
認しながらラジフォーカス 0.018″ ストレートのガイドワイ
ヤーを挿入し外尿道口まで通した。その後、伏臥位とし
PSARP を行った。術中は尿道バルーンカテーテルと直腸尿
道瘻のガイドワイヤーを指標に瘻孔の同定・処理を行った。

【考察】
直腸肛門奇形に対しては人工肛門を左側結腸に作成するこ
とが多く、直腸尿道瘻までの腸管の走行は比較的ストレート
なことが多い。内視鏡の挿入も困難ではないため、直腸尿道
瘻へのガイドワイヤー挿入はメリットが大きいと考える。

【結語】
直腸尿道瘻を有し人工肛門が造設されている直腸肛門奇形
の症例に対して、直腸尿道瘻への経人工肛門的ガイドワイ
ヤー挿入法は、有用な術式であると考える。

S3-4 5mmステイプラーで瘻孔処理を行っ
た腹腔鏡補助下鎖肛根治術
～直腸尿道瘻の 2例～

1）聖マリアンナ医科大学 小児外科
2）聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院 小児外科

○大山 慧1）、古田 繁行1）、長江 秀樹1）、
西谷 友里1）、脇坂 宗親2）、北川 博昭1）

【緒言】
腹腔鏡補助下鎖肛根治術における瘻孔の処理は、骨盤
腔が狭いためワーキングスペースの確保が不十分で
操作し難くなる。今回我々は 5mm ステイプラーを用
いて瘻孔処理を行った 2 例を経験したので報告する。

【症例】
症例 1：在胎 37 週、2663g で出生。合併奇形なし。日
齢 1 に人工肛門造設を行なった。術前病型診断は直腸
尿道球部瘻であった。生後 6 ヶ月で腹腔鏡下鎖肛根治
術施行した。
症例 2：在胎 38 週、2766g で出生。片側の VUR 合併。
日齢 1 に人工肛門造設を行なった。術前病型診断は直
腸後部尿道瘻であった。生後 7 ヶ月で腹腔鏡補助下鎖
肛根治術施行した。

【手術手技】
全身麻酔下、砕石位で手術を施行した。臍部、右下腹
部、左下腹部に 5mm ポートを挿入し、直腸周囲は
JustRight3mm シーリングデバイスRを用いて剥離
し、瘻孔を十分に露出させた。尿道損傷とならないよ
う角度を調整し JustRight5mm ステイプラーRで瘻孔
を離断した。直腸断端を pull through して肛門を形成
した。

【術後経過】いずれの症例も、術後の尿道造影で尿道
憩室は認めず、尿線もはっきり認め、排尿障害もなく
術後経過は良好であった。症例 2 は術前に確認されて
いた VUR による尿路感染症を繰り返したため治療
目的に他院へ転院となった。

【結語】
5mm ステイプラーを用いた直腸尿道瘻の処理は手技
が簡便であった。また、術後造影では縫合不全や尿道
憩室（瘻孔の遺残）などの合併症を認めなかった。
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S3-5 腹腔鏡補助下直腸肛門形成術に関する
多施設共同後方視的観察研究

1）近畿大学病院 外科学教室 小児外科
2）大阪大学医学部附属病院 小児外科
3）近畿大学奈良病院 小児外科
4）地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪母子医療センタ
ー 小児外科
5）兵庫医科大学病院 小児外科
6）地方独立行政法人 大阪市民病院機構 大阪市立総合医療セ
ンター 小児外科

○森下 祐次1）、佐々木 隆士1）、前川 昌平1）、
奥山 宏臣2）、米山 知寿2）、塚田 遼2）、
米倉 竹夫3）、梅田 聡3）、山道 拓4）、
大植 孝治5）、米田 光宏6）

【背景と目的】鎖肛患者に対する Laparoscopic-assisted anorectoplasty
（LAAPR）の安全性・妥当性を明らかにすべく、多施設共同による後
方視的観察研究を行った。

【方法】2001 年から 2019 年に当院を含む 6 小児外科施設で行われた全
LAAPR 症例について、診療録等から抽出された患者背景、病型、合
併奇形、根治手術時期、瘻孔の処理方法、術中・術後合併症、術後排
便機能等について後方視的に検討した。

【結果】登録患者は 56 例で男女比 53：3、病型は高位 36 例、中間位 17
例、低位 1 例、総排泄腔症 2 例であった。人工肛門造設は低位の 1
例を除く 55 例に行われ、部位は横行結腸 46、S 状結腸 7、不明 2 であっ
た。LAAPR は生後 106-452 日（平均 200 日）目に行われ、手術時のポー
ト数は 3～5（最頻値 4）本、術中の肛門括約筋刺激は肛門のみが 10
例、腹腔内と肛門の併用が 44 例（不明 2 例）であった。瘻孔の処理方
法も各施設・時期で違いがあり、貫通結紮 18 例、結紮のみ 16 例、end-
loop による結紮 13 例、貫通結紮＋end-loop 併用 3 例、クリップ 1 例で
あった（無瘻孔 2 例、不明 3 例）。術中合併症は尿道損傷と瘻孔損傷を
各々 2 例に認めたが、その他の腹腔内臓器損傷はなかった。これらの
合併症と瘻孔の位置とに関連は認めなかった。また心奇形を合併した
21 トリソミーの 1 例で手術終了後の抜管時心停止を認めたが後遺症
なく回復していた。術後合併症では腹腔内合併症 2 例、腹腔外合併症
8 例に認め、主なものとして粘膜脱 5 例中 3 例に手術、縫合不全 1 例は
保存的に軽快、直腸壊死と不適切な pull-through 経路による排便障害
の各 1 例で再手術が行われていた。術後排便機能は臨床的排便機能ス
ケールを用いて計算し、1-8 点（中央値 5 点）であった。

【まとめ】LAAPR はほぼ男児に生後 6 か月頃施行されていた。導入初
期には重篤な合併症も見られたが、最近の症例では安全に施行可能で
あった。排便機能は従来の開放術式と同等で、高位・中間位鎖肛の術
式として妥当と考えられた。

S3-6 当科における腹腔鏡下男児鎖肛根治術
に対する工夫

順天堂大学医学部附属順天堂医院 小児外科・小児泌尿生殖器
外科

○中村 弘樹、古賀 寛之、宮野 剛、越智 崇徳、
瀬尾 尚吾、山高 篤行

【はじめに】
腹腔鏡下男児鎖肛根治術（本術式）では、1）拡大視
野による瘻孔処理、2）正確な腸管プルスルー経路作
成が肝要である。本術式に対する当科の最新の手術
手技を報告する。

【術式】
ポートデザインは、臍部：5mm（カメラ）。左右側腹
部：5mm（working port）、右下腹部：5mm（助手）。
①小骨盤内の視野を確保するために、膀胱を吊り上
げ腹壁に固定。さらに 8Fr シストドレンを恥骨上よ
り穿刺挿入し、膀胱鏡時の膀胱拡大を予防する。
②直腸周囲組織（尿管、精管、神経等）の損傷を防
ぐため、バイポーラを用いて直腸壁に沿って剥離を
行う。
③十分な剥離の後、膀胱鏡を併用し瘻孔にカテーテ
ルを挿入し、遺残瘻孔長を計測。カテーテル挿入不
可時には膀胱鏡光源を補助的に使用。
④筋刺激装置を用いて外肛門括約筋の中心を同定
する。腹腔鏡下に肛門側より正確なプルスルー経路
を同定・作成する。

【結語】
これまでに本術式を 39 例に行っているがさらなる
工夫を継続することにより常に改善されている。当
科の工夫により本術式において、さらに緻密な手技
が可能である。
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S4-1 小児外科技術認定制度発足の経緯

国際医療福祉大学 小児外科

○森川 康英

日本内視鏡外科学会は 2004 年から消化器外科を中心に技
術認定を開始したが、小児外科は含まれていなかった。当
時私は宮野先生から仰せつかって、技術認定制度委員会に
小児外科領域の委員として参加する事になった。本制度は
安全性と有効性の観点から個人の技量を評価する全く新
しい試みであり、腹腔鏡手術開始後に起こった幾つかの医
療事故への対策としても必要とされていたのではないだ
ろうか。しかし小児外科への腹腔鏡手術の導入当初は、技
術認定という発想は小児外科医には全くなかったが、小児
外科疾患の腹腔鏡手術がようやく保険採用されるように
なり、世話人会でも技術認定制度への積極的な参加への賛
同が得られるようになってきた。内視鏡外科学会はこの制
度を円滑に発足させるためには既存の基幹学会の協力を
得る事が非常に重要であると考えており、その為には基幹
学会からの推薦により技術認定制度委員や審査委員も選
ばれるような制度設計が行われていた。この認定制度の実
務を小児内視鏡手術研究会が行う事の承認を小児外科学
会から取り付けることができたのは、本制度の定着にとっ
て僥倖であった。制度そのものの必要性に関しては施設代
表者会議で異論が噴出し、2 年間に渡って議論が行われ
た。胆石症のような common disease が無い小児外科領域
では、対象疾患の選定に頭を悩ませたが、縫合、結紮、剥
離、切離という基本手技を包含する手技として噴門形成術
を選択し、申請資格として複数の異なる内視鏡手術手技の
経験を当てることとした。審査基準の作成を暫定審査委員
より提出されたビデオを見ながら議論を重ね作成し、最終
的に 2008 年に小児外科領域における技術認定制度を発足
することができた。本制度の設計、審査、運営について多
大な貢献をいただいた審査委員の方々と、本制度を小児内
視鏡外科研究会に委ねる理解を頂いた日本小児外科学会
にこの機会を借りて御礼申し上げる。

S4-2 日本内視鏡外科学会技術審査委員会（小
児外科領域）による review

日本内視鏡外科学会 技術審査委員会（小児外科領域）委員長

○世川 修

日本内視鏡外科学会（JSES）による技術認定制度は、
内視鏡外科手術による医療事故をきっかけとして、
まず消化器外科、泌尿器科、産婦人科、整形外科領
域で開始され、小児外科領域では 2008 年より開始
された。 この技術認定制度の各領域共通の目標は、

『専門領域の内視鏡下の advanced surgery を独力
で完遂でき、これらの手術が指導できること』であ
り、特に小児外科領域では狭い体腔内、脆弱な組織、
繊細な操作など、小児に特化した小児領域独自の審
査基準を作成すべく、非常に多大な時間をかけ、慎
重な議論を積み重ねて、当時の JSES 森川康英理事
のもと審査委員会の立ち上げが行われた。審査委員
長は、岩中督先生、山高篤行先生が歴任され、現在
は演者が委員長を担当している。 審査委員会では、
無編集 DVD の審査以外に、年に 3～4 回のコンセン
サスミーティングを行い、審査委員間のコンセンサ
ス、応募の手引きや認定付則の改訂、審査基準の改
訂、審査術式の追加（噴門形成術に 2016 年より脾臓
摘出術を追加）などを行ってきた。現在までの小児
外科領域での合格者は 42 名である。
今回の企画にあたって、審査委員長以外の審査委員
は氏名を公表することができないため、演者が代表
して発表を行うが、技術審査という性格上、多くの
個人情報が存在するために、公表できるデータには
制限がある。その中で、これまでの年度別応募者数
と合格率、地域別の合格率、各審査員の合格率、現
在の審査委員会の構成、審査経過（書類審査から
DVD 審査、合否判定まで）の実際、コンセンサス
ミーティングの詳細な内容などを明らかにし、将来
の技術認定制度に向けて意見交換を行いたい。
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S4-3 小児内視鏡外科・技術認定制度に関す
るアンケート報告

大阪大学 小児成育外科

○阪 龍太、奥山 宏臣

【目的・方法】日本内視鏡外科学会において「内視鏡外科の
健全な普及と進歩を促す」ため技術認定制度が小児外科領
域で開始されて 10 年以上経過した。小児内視鏡外科手術
および技術認定制度の現状について調査するため、本研究
会の施設会員にアンケートを行った。102 施設に送付し、46
施設（大学病院 28、小児病院 8、総合病院 10）より回答を
得た。技術認定医が在籍している（13 施設、18 人）もしく
は在籍中に技術認定を取得した（15 施設、26 人）のいずれ
かにあたる施設を A 群（18 施設）、該当しない施設を B
群（28 施設）とし比較検討を行った。術中合併症は Rosen-
thal らによる CLASSIC 分類で 3 以上のもの、術後合併症
は入院期間中に発生した Clavien-Dindo 分類で IIIb 以上の
ものと定義した。二群間の比較はカイ二乗検定、t 検定を用
いて p＜0.05 を有意水準とした。【結果】病院の形態、スタッ
フ数、総手術数は両群間で差を認めなかった。内視鏡手術
の割合は A 群で高かった（p＜0.001）。内視鏡外科手術にお
ける術中合併症、術後合併症では A 群が有意に多かった。
噴門形成、脾摘、肺切除、食道閉鎖症（吻合を伴うもの）、
胆道拡張症は A 群で内視鏡手術が有意に多く行われてい
た。いわゆるアドバンスの内視鏡手術として集計したもの
で有意差を認めなかったものは新生児横隔膜ヘルニア（p
=0.06）のみであった。一方、スタンダードな内視鏡手術と
して集計した鼠径ヘルニア、幽門筋切開、虫垂切除術は全
て両群間の内視鏡手術数には有意差は認められなかった
が、総手術に占める内視鏡手術の割合では全て A 群で高値
であった。術中合併症、術後合併症はほぼ全てアドバンス
群の手術での報告であり、噴門形成および食道閉鎖症で術
後合併症の割合は A 群で高かった。【結語】技術認定医の在
籍する/した施設では積極的に高難度手術が行われている
現状が明らかになったが、合併症発生率の低下には至って
いない。今後さらに長期間での検討が望まれる。

S4-4 症例数の限られた地方私立大学病院に
おける小児内視鏡外科手術教育の工夫
と課題

1）久留米大学医学部 外科学講座小児外科部門
2）久留米大学医学部附属病院 医療安全管理部

○深堀 優1）、石井 信二1）、橋詰 直樹1）、
古賀 義法1）、東舘 成希1）、坂本 早希1）、
倉八 朋宏1）、七種 伸行1）、田中 芳明1,2）、
八木 実1）

近年、小児外科における内視鏡手術は高難度とされ
る術式が保険収載されるまでに手技が確立した。一
方で、小児外科手術症例は成人外科と比較して元々
症例数が少なく、とりわけハイボリュームセンター
に勤務していない小児外科医にとって内視鏡手術
手技獲得までの道のりは益々険しいものになって
いる。症例数の限られた厳しい環境の中で、地方私
立大学病院における内視鏡手術教育の工夫と課題
について考察した。
当施設は至近距離に小児外科関連施設が存在し
common disease 症例が少ないという事情がある。
工夫としては、近隣の障がい者施設と連携して内視
鏡手術症例を増やし、胃瘻造設術を教育用手術症例
として活用している。また、噴門形成術はこれまで
は主治医に均等に執刀させてきたが、症例数も非常
に限られており内視鏡外科技術認定医を輩出ため
にはある程度症例を集中させる必要があるため、手
術スタッフを固定する様にしている。しかしながら
大学病院の性格上、スタッフを完全に固定するのは
難しく、チームとして熟成されないといった課題が
ある。今後の展望としては、スタッフが入れ替わっ
ても機能するチームの構築が急務で、成人外科への
ローテーション、近隣の小児外科施設への見学、内
視鏡外科技術認定医の出張指導の依頼などを組み
合わせて教育の質を向上させたい。
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S5-1 ICG蛍光法による腸管血流評価で予見
できなかった絞扼性イレウス術後虚血
性小腸狭窄の 1例

名古屋大学大学院医学系研究科 小児外科学

○牧田 智、内田 広夫、田中 裕次郎、
城田 千代栄、田井中 貴久、住田 亙、
横田 一樹、大島 一夫、狩野 陽子、
滝本 愛太朗、稲田 亘佑

虚血性腸疾患の術中腸管血流評価は，腸管の色調改善や腸蠕
動の有無など術者の主観的評価によるところが大きい．近年
は腸管血流評価の補助手段として Indocyanine Green（以下，
ICG）蛍光血管造影法の有効性が報告されている．今回 ICG
蛍光血管造影法で腸管温存可能と判断したにも関わらず，術
後早期に虚血性小腸狭窄で再手術を余儀なくされた症例を経
験したので報告する．
症例は生後 5 ヵ月，女児．日齢 2 で小腸閉鎖症 IV 型の根治術
が施行され，生後 5 ヵ月時に絞扼性イレウスで緊急手術を施
行した．開腹すると小腸が腸間膜を軸に 540 度捻転していた．
捻転解除し明らかに壊死していた小腸 60cm は切除した．残
存小腸の血流評価目的に ICG0.01mg/kg を静注して，赤外線
カメラ装置 PDE（Photodynamic Eye，浜松ホトニクス社）を
使用した．小腸はまだらに造影され，徐々に色調の改善を認め
たためセカンドルックの方針とした．翌日再開腹し ICG 蛍光
血管造影施行すると前日よりも濃く造影されたので，明らか
に造影されない小腸 10cm のみ切除した（残存 98cm）．術後胃
管排液が多く，術後第 13 病日透視検査で虚血性小腸狭窄と診
断した．術後第 19 病日再手術を施行し，3 カ所でひも状狭窄
を認め切除した（残存 68cm）．術中透視にて造影剤が問題なく
流れることを確認した．術後栄養開始するも嘔吐を認め，再手
術後 10 日目に透視検査を施行すると，前回問題ないと判断し
た小腸がひも状に狭窄していた．再手術後 20 日目（初回手術
後 40 日目）に再々手術施行した．初回手術で捻転していた小
腸がひも状に狭窄していたが，ICG 蛍光血管造影では問題な
く造影された．狭窄した小腸を切除して手術終了した（残存小
腸 40cm）．再々術後は順調である．切除標本は筋層を含めて全
層にわたり肉芽組織に占められていた．
ICG 蛍光血管造影法では回復時の血流は評価できるが，虚血
持続時間の評価はできないため、虚血性小腸狭窄発症を予測
できないことがあることを念頭に置くべきである．

S5-2 腹腔鏡下手術を行った小児付属器疾患
7症例について

佐久医療センター 小児外科

○楯川 幸弘

当院にて経験した小児子宮付属器疾患 7 症例について、
腹腔鏡下手術を行った。【症例】症例 1：15 歳、左傍卵巣
のう腫捻転、卵管捻転。捻転解除、傍卵巣のう腫摘出術施
行。のう腫は下腹部横切開部から創外に出し処置。症例
2：15 歳、右卵巣のう腫。のう腫核出術施行。のう腫壁は
臍から引き出し切除し、体内で断端を閉鎖。病理検査で黄
体のう胞であった。症例 3：15 歳、虫垂炎性腹膜炎と右卵
巣腫瘍。虫垂切除、卵巣腫瘍核出術、ドレナージ術施行。
腫瘍は、下腹部横切開部から創外に出し処置。症例 4：12
歳、虫垂炎にて虫垂切除。術前の CT 検査にて卵巣腫瘍が
疑われ、精査後に卵巣腫瘍核出術施行。腫瘍は、下腹部横
切開部から収納袋を腹腔内に入れ腫瘍全体にかぶせて、
創外に出し腫瘍を核出。症例 5：14 歳、左卵巣腫瘍。卵巣
腫瘍核出術施行。腹腔内に収納袋を入れ、腫瘍全体を覆う
ようにし、内視鏡下のう胞吸引セットとしてソフトカッ
プアスピレーターセットを使ってのう胞内の内容液を吸
引後、腹腔内で腫瘍核出術を行い断端閉鎖。症例 6：6
歳、左正常卵巣捻転。腹腔内で解除術のみ施行。症例 7：
13 歳、左卵巣のう腫捻転、右卵巣腫瘍。腹腔内で捻転解
除およびのう腫切除、右卵巣腫瘍核出術施行。左卵巣の捻
転を解除後、収納袋に入れ腹腔内でのう腫壁を切除し、断
端を閉鎖。右卵巣腫瘍は、収納袋で覆うようにして、腫瘍
を核出し、断端は腹腔内で閉鎖。腫瘍は、全例奇形腫で
あった。【考察】①虫垂炎を契機に卵巣腫瘍が判明した症
例については、同時または待期的に手術を行った。②卵巣
のう腫または卵巣腫瘍の核出術は、創外処置や腹腔内処
置にて行った。③卵巣腫瘍に対して、腹腔内収納袋を腫瘍
にかぶせることで、腫瘍内容を出来るだけ腹腔内に漏ら
さないように工夫を行った。【結論】当院にて経験した小
児子宮付属器疾患 7 症例について、腹腔鏡下手術を行い、
その手術方法について報告した。
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S5-3 腕頭動脈による気管圧迫に対して大動
脈腕頭動脈胸骨固定術を行った食道閉
鎖術後の 1例

名古屋大学医学部付属病院 小児外科

○滝本 愛太朗、内田 広夫、田中 裕次郎、
田井中 貴久、城田 千代栄、住田 亙、
横田 一樹、牧田 智、大島 一夫、狩野 陽子、
稲田 亘佑

【症例】在胎 37 週 4 日．出生体重 2668g．男児．生
後 1 日目に Gross C 型食道閉鎖症と診断し，当院に
て胸腔鏡下に一期的根治術を行った．術後 2 日目に
抜管したが，抜管直後から喘鳴と認め，徐々に増悪
傾向のため術後 16 日目から非侵襲的陽圧換気

（NPPV）を行った．またこの間縫合不全を認めたが
保存的に軽快した．呼吸障害が増悪傾向であり，気
管支鏡検査では声門下から気管分岐部までの広汎
な気管内腔狭小化を認めた．CT 検査にて腕頭動脈
による気管の高度な圧迫が認められ，呼吸障害の原
因と考えられた．術後 60 日目に大動脈腕頭動脈胸
骨固定術（以下，固定術）を行った．固定術 2 日目
に抜管したが，軽度の喘鳴・陥没呼吸は残存し
NPPV を継続した．固定術後の CT 検査では腕頭動
脈による圧迫所見は軽減していた．また固定術後の
気管支鏡検査にても気管軟化所見は軽減しており，
患者は NPPV を継続の上，自宅退院した．

【考察】食道閉鎖症術後の呼吸障害の原因として気
管軟化症が有名であり，外科的治療法の第一選択と
して大動脈胸骨固定術が広く行われ，安全性と高い
有効性が報告されている．本症例のように腕頭動脈
の圧迫によって 2 次的に引き起こされる気管軟化
症も指摘されている．当院では大動脈胸骨固定術に
おいて，胸腺の左半側切除に加え無名静脈の離断を
行い，気管を最も圧迫している腕頭動脈を胸骨に向
かって吊り上げることで，気管内腔の有効な拡張が
得られた．腕頭動脈の圧迫によって引き起こされる
気管軟化症と圧迫が無い状態で起こる気管軟化症
は etiology が異なると考えられた．

S5-4 学生を対象とした鏡視下縫合トレーニ
ングの取り組み

香川大学医学部 小児外科

○形見 祐人、下野 隆一、田中 彩、藤井 喬之

【緒言】
外科手術における内視鏡手術の占める割合は年々増加している。普
及が進む一方で、内視鏡手術には、触覚が間接的であること、視野
が 2 次元であることなど特有の難しさがある。とくに訓練を始めた
ばかりの者にとっては、内視鏡手術特有の eye-hand coordination
に慣れる時間が必要となる。当科では、学生を対象とした鏡視下縫
合トレーニングを行っており、その取り組みについて報告する。

【対象・方法】
選択実習で当科に配属された医学科 1 年生および 3 年生を対象と
し、鏡視下手術トレーニングを受けた経験のない学生 4 名の、縫合
に要するタイムを複数回測定した。縫合に要するタイムは、針を
ポートへ挿入してから 3 回結紮して糸を切離するまでのタイムと
した。トレーニングの頻度は週 1 日とし、1 回のトレーニング毎に
フィードバック指導を行った。トレーニング期間終了時に、手技を
行ううえで難しかった点とトレーニングにより上達した点につい
てアンケートを行った。

【結果】
最終的なタイムは 4 例中 3 例で 1 回目よりも短くなった。タイムの
中央値（秒）は 1 回目 410、2 回目 527、3 回目 221、4 回目 295 であっ
た。鏡視下縫合手技の難しい点として「距離感がつかみにくい」、

「腕や肩に力が入ってしまう」等の意見がみられた。トレーニングに
より上達した点として「左右の鉗子を同時に動かせるようになっ
た」、「力みが少なくなった」などが挙げられた。

【考察】
1 回目よりも 2 回目でタイムが伸びる原因としては、手順がうろ覚
えであること、1 回目のフィードバック指導の内容を思い出しなが
ら手技を行うことが考えられた。

【結語】
今回の検討では被験者数が少ないため、更なるデータの蓄積を行う
必要がある。今後、トレーニング頻度や観察期間などの条件を変え
た追加研究も行う予定である。
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S5-5 若手小児外科医に対する腹腔鏡下噴門
形成術シミュレーターを用いたトレー
ニング効果の検討

1）九州大学大学院医学研究院 発達生殖医学講座小児外科学分
野
2）地域医療機能推進機構 九州病院 小児外科
3）筑波大学附属病院 小児外科
4）株式会社 京都科学

○福田 篤久1,2）、小幡 聡1）、神保 教広3）、
松岡 紀之4）、片山 保4）、河野 淳1）、
宗崎 良太1）、田口 智章1）

【目的】近年，小児外科領域においても内視鏡手術の適応範囲
は拡大している。日本内視鏡外科学会技術認定制度では腹腔
鏡下噴門形成術が対象術式とされる．一方，症例数の制限から
若手小児外科医の技術向上の機会が限られることが課題であ
る．我々は，この点にいち早く着目し，手術手技を客観的に評
価できるシステムを搭載したシミュレーターを開発し成果を
得た．今回，腹腔鏡下噴門形成術シミュレーターを用いた継続
的トレーニングを行い，その学習効果を検証した．

【方法】卒後 10 年目以下の小児外科医 9 名を対象とし，腹腔鏡
下噴門形成術シミュレーターを用いて 1 時間のトレーニング
を 10 日毎に行った．各トレーニング時に，噴門形成術のラッ
プ作成を行い，技術評価システムを用いて，作業時間，結紮点
の左右バランス，結紮点の上下バランス，作業中の鉗子経路
長，鉗子速度，ラップ長について計測を行った．各評価項目を
エキスパート（技術認定医）での測定値と比較した．また測定
値の推移を検証し，学習効果を検討した．

【結果】初回測定では，作業時間（p=0.001），左右バランス
（p=0.007），および鉗子経路長（p=0.001）においてエキスパー
トと有意差を認めた．上下バランス（p=0.661）および鉗子速
度（p=0.733）には有意差は認めなかった．継続的トレーニン
グによって作業時間，左右バランス，鉗子経路長およびラップ
長は有意に改善した（p＜0.05）．上下バランスおよび鉗子速度
は有意な変化を認めなかった（p=0.5781，p=0.0781）．線形混
合効果モデルを用いた検討では技術習得に必要な訓練回数
は，作業時間が 12 回，左右バランスが 11 回，鉗子経路長が
15 回，ラップ長が 13 回であった．

【結論】腹腔鏡下噴門形成術シミュレーターを用いた技術訓練
は若手小児外科医の技術改善に有用であった．また技術習得
に必要な訓練回数は，一様ではなく各技術によって様々で
あった．

S5-6 長期留置した中心静脈カテーテル抜去
困難症に対するカテーテル抜去法

1）奈良県立医科大学附属病院 消化器・総合外科
2）奈良県立医科大学附属病院 小児科

○洲尾 昌伍1）、林 環2）、澤井 利夫1）、
金廣 裕道1）、庄 雅之1）

はじめに）中心静脈カテーテルは、継続的な静脈栄養、化学療
法目的に長期留置し使用されている。このような長期留置症例
ではカテーテル抜去時に抜去困難となることがあり、手術的に
カテーテルを抜去する場合には過大な侵襲を伴うことも危惧
される。今回、長期留置した中心静脈カテーテル抜去時に抜去
困難であった症例に対し、IVR 下に摘出し得た症例を経験した
ので報告する。
症例）5 歳男児。在胎 25 週、740g で出生。急性循環不全からの
SMA 塞栓のため、短腸症候群となり、以降完全静脈栄養管理さ
れていた。右内頸静脈より約 2 年間留置されていた中心静脈カ
テーテル抜去時に抜去困難を認めた。カテーテルのカフ周囲を
剥離後、右頸部にも皮膚切開を追加し右内頸静脈に向けてカ
テーテル周囲の剥離を可及的に行ったが、 抜去できなかった。
ところが、カテーテルを逆に中枢側へ押し込んでみるとカテー
テルが動くことが確認できたため、血管壁に完全に癒着してい
ないと判断した。小児循環器科にて、右大腿静脈より血管異物
除去用のカテーテルを挿入し、透視下にカテーテルを把持しな
がら右大腿静脈より抜去できた。抜去したカテーテルの先端近
くには線維性の組織が全周性に付着しており、抜去困難の原因
と考えられた。
考察）中心静脈カテーテル抜去困難の原因としては pinch-off
syndrome や血管内との固着、周囲組織との肉芽形成などが挙
げられる。本症例のようにカテーテルが引き抜けないが押し込
める場合には血管壁と完全に癒着しているのではなく、カテー
テル周囲に形成されたフィブリンシースが抜去困難の原因と
して考えられる。その場合はカテーテルがフィブリンシースに
引っ掛からない方向に抜去すれば抜去可能と考えられる。
結語）長期留置した中心静脈カテーテル抜去困難状態におい
て、カテーテルが血管壁に固着していない場合は IVR 下に中
枢側方向にカテーテルを牽引することで抜去可能となる症例
も存在する。
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S5-7 細径デバイスを用いた腹腔鏡下腎摘除
術

1）茨城県立こども病院 小児泌尿器科
2）茨城県立こども病院 小児外科

○益子 貴行1,2）、矢内 俊裕1,2）、東間 未来2）、
小坂 征太郎2）、平野 隆幸2）、田中 保成2）、
牛山 綾2）

【緒言】Just Right 社の 3mm 径 vessel sealing sys-
tem（VSS）を用いた腹腔鏡下腎盂尿管摘除術を施行
したので，細径デバイスの有用性について報告す
る．

【症例】先天性右水腎水尿管症，右腹腔内精巣の 1
歳，男児．右腎は腎シンチグラフィで無機能である
も，巨大な尿管が縮小せずに骨盤内を占拠してお
り，体重増加不良があり，膀胱も著明に偏位してい
ることから手術適応とした．

【手術手技】全身麻酔下に左半側臥位に固定した．臍
にラッププロテクターⓇと EZ アクセスⓇでマルチ
ポートを装着し，炭酸ガスで気腹した．右腹直筋内
に 3mm 径ポートを 3 本挿入して術者と助手の操作
用ポートとした．上行結腸を授動して，後腹膜腔か
ら尿管を剥離してテーピング後に腎盂を同定した．
腎門部の動静脈は 3mm 径 VSS で処理し，剪刀で切
離した．拡張した尿管と周囲組織との癒着は強固で
あり，VSS および電気メスで可及的に膀胱近傍まで
尿管を剥離し，エンドループで結紮して切離後に検
体を臍部創から引き出した．また，右精巣を肝臓近
傍に認め，二期的に陰嚢内に固定した．

【考察】3mm 径 VSS はメリーランド鉗子と遜色の
ない使い勝手であり，sealing 時間が 1 秒で，側方へ
の熱拡散も 1mm 未満であり，乳幼児の入り組んだ
短い腎門部血管を剥離・同定して処理するのに適
している．小さな体腔内での緻密な操作による確実
性と安全性，可及的最小な創による術後の 痛管理
の容易さに重点を置けば，有用な器機であると考え
られる．

S5-8 気腹後の観察中に内鼠径輪の陥凹を認
め、de novo 型の外鼠径ヘルニアと診断
した 1例

長崎大学病院 小児外科

○大関 圭祐、山根 裕介、吉田 拓哉、
田浦 康明、小坂 太一郎、江口 晋、永安 武

【背景】小児鼠径ヘルニア（本症）に対する腹腔鏡下経皮的腹
膜外閉鎖（LPEC）が普及するにつれ、内鼠径ヘルニアのよう
な直接型ヘルニア（DH）に遭遇することも稀ではない。一方、
成人鼠径ヘルニアでは外鼠径ヘルニアの中に、腹膜鞘状突起
の開存（PPV）に由来しない「特殊な JHS 分類 I 型ヘルニア」、
つまり直接型の外鼠径ヘルニアが存在し、de novo 型と称さ
れている。本症の根治手術は PPV を高位結紮により閉鎖す
ることであるが、 超低出生体重児上がりの本症に対しては、
LPEC 単独よりも advanced LPEC の方が、再発率が低いと
いう報告から、外鼠径ヘルニアでも DH 症例が少なからず存
在することが示唆される。今回、気腹後の観察中に内鼠径輪
の形態変化を認め、最終的に de novo 型の外鼠径ヘルニアと
診断した 1 例を経験したので報告する。

【症例】在胎 40 週 4 日、体重 3068g で出生した、生来健康の
1 歳 4 か月男児。手術 1 か月前、右鼠径部膨隆に初めて気付い
たが、 痛などの自覚症状を認めなかった。当科の鼠径部超
音波検査（US）で、鼠径管内に低輝度と高輝度が混在する構
造物を認め、大網および腹水の脱出を有する右鼠径ヘルニア
と診断し、手術を施行した。腹腔鏡下（気腹圧 10mmHg）に
観察すると、右内鼠径輪（IR）にピンホール状の PPV を認め
た。対側の PPV がないことを確認し患側に戻ると、IR 全体
が 12x20mm 大に陥凹し、鼠径管内に深く連続していた。外来
US の所見を踏まえ、PPV とヘルニア門が異なるものである
と判断し、de novo 型の外鼠径ヘルニアと診断した。DH のた
め後壁補強が必要と判断し、advanced LPEC 法に準じて IR
の補強・縫縮を行い、LPEC 法で高位結紮を行った。術後経
過は良好で術後 1 年半が経過するが再発を認めていない。

【結語】本症の大半は PPV が原因であるため、根治手術は高
位結紮のみで十分である。しかし自験例のように非常に稀な
de novo 型症例が存在することを念頭に置き、十分に観察す
ることが重要である。
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S5-9 われわれの消化管吻合法の検討

北野病院 小児外科

○佐藤 正人、東尾 篤史、遠藤 耕介、諸冨 嘉樹

当科では 2010 年から消化管吻合法に自動縫合器を
用いた器械吻合を導入してきたが、その妥当性につ
いて後方視的に検討したので報告する。

【対象ならびに方法】2010 年から、これまでに施行さ
れた消化管吻合術症例を検討対象（縫合閉鎖術・噴
門形成術は対象から除外）とした。器械吻合症例、手
縫い吻合症例にわけ、年齢・疾患・併発症の有無、開
腹/腹腔鏡の別などについて検討した。なお、胆道拡
張症・閉鎖症例は RY 脚の検討対象とした。

【結果】手縫い症例（H）51 例、器械吻合症例（M）45
例であった。手術時年齢は H 症例で平均 1.7 歳（0
日-13 歳）、M 症例で平均 3.9 歳（0 日-15 歳）であった。
疾患は、食道閉鎖症（H5 例：M0 例）、十二指腸小腸
閉鎖狭窄症・腫瘍など（H21：M17）、腸穿孔（H6：
M2）、メッケル憩室（H6：M7）、腸重積症（H0：M
4）、胆道閉鎖/拡張症（H5：M14）、ストーマ閉鎖（H
4：M0）、その他（H4：M1）であった。1 歳未満症例
は H 症例 36 例。M 症例 15 例、新生児症例に限ると
H 症例 22 例（食道閉鎖 5 例、十二指腸十二指腸吻合
6 例、小腸小腸吻合 10 例、胆道閉鎖 1 例）、M 症例 7
例（小腸小腸もしくは結腸結腸吻合）であった。手縫
い吻合では Albert-Lembert 法、Gambee 法、全層 1
層が行われていた。器械吻合は endoGIA、Powered
Echelon が用いられ、年齢に応じカートリッジが選
択され、functional end-to-end anastomosis が施行さ
れていた。全例で吻合部が原因の併発症はなく、自動
縫合器症例で吻合部狭窄も認めていない。

【考察】小児症例においても器械吻合は安全委施行し
うる。症例により手縫い吻合で行わざるを得ないが、
新生児症例でも自動縫合器が腸管に挿入できれば器
械吻合が可能である。
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S6-1 von Hippel-Lindau 病の姉弟に発症し
た多発褐色細胞腫に対する腹腔鏡下副
腎部分切除術の経験

1）千葉県こども病院 小児外科
2）千葉県こども病院 内分泌科
3）千葉県こども病院 麻酔科
4）千葉県こども病院 集中治療科
5）千葉県こども病院 病理診断科

○光永 哲也1）、原田 和明1）、勝海 大輔1）、
數川 逸郎2）、原 真理子3）、内田 整3）、
杉村 洋子4）、成毛 有紀5）

【はじめに】von Hippel-Lindau（vHL）病に伴う副腎褐色細胞
腫は、多発性、異時性に発症する。術後に長期的な副腎不全を
回避するためは、正常副腎組織を温存することが求められる。

【症例 1】14 歳、女児。8 歳時に vHL 病と診断された。13 歳時
より尿中ノルアドレナリン（NA）の上昇があり、MRI で右副
腎に腫瘍を認めた。14 歳時、腹腔鏡下右副腎部分切除術を
行った。左側臥位で、正中と右肋骨弓下 4 ポートで手術施行。
肝右葉を圧排すると、右副腎前面が展開できた。腫瘍皮膜に
沿って剥離し、腫瘍に接していた副腎静脈は結紮切離した。正
常副腎組織との間を LigaSureⓇで切離し、径 30mm の腫瘍を
2 個摘出した。剥離操作中に血圧の上昇あり、α ブロッカーを
使用した。腫瘍摘出時に血圧が低下し、NA の投与を開始し
た。手術時間は 241 分、出血量は 70ml だった。術後 1 年経過
したが、副腎不全なく、再発所見も認めない。

【症例 2】11 歳、男児。症例 1 の弟。5 歳時に vHL 病と診断さ
れた。9 歳時より尿中 NA の上昇があり、MRI で両側副腎に腫
瘍を認めた。11 歳時、腹腔鏡下両側副腎部分切除術を行った。
上腹部正中と左右肋骨弓下 6 ポートで手術施行。右側臥位で、
横行結腸と脾臓を受動して左副腎前面に到達。左腎静脈に接
した径 15mm の腫瘍と、大動脈に接した径 15mm の腫瘍を剥
離摘出した。続いて左側臥位に体位変換し、右側の操作に移
行。下大静脈に接した径 15mm と径 35mm の腫瘍を剥離摘出
した。両側とも正常副腎の大部分は温存できた。剥離操作中の
血圧変動はほとんどなかったが、右の主腫瘍摘出時に血圧が
低下し、NA の投与を開始した。手術時間は 354 分、出血量は
少量だった。術後 1 ヵ月経過したが、副腎不全は認めない。

【考察】副腎褐色細胞腫に対する腹腔鏡下手術は、拡大視効果
による良好な視野で操作ができるため、多発する小さな腫瘍
でも正常副腎組織を温存して摘出することが可能である。特
に vHL 病に伴う褐色細胞腫には、有用な術式と考えられた。

S6-2 TAE（Transcatheter Arterial Emboli-
zation）後に摘出術を施行した左副腎原
発神経芽腫の 1学童例

1）東京大学医学部 小児外科
2）東京大学医学部 小児科
3）東京大学医学部 放射線科

○渡辺 栄一郎1）、星野 論子1）、鈴木 啓介1）、
則内 友博1）、朝長 高太郎1）、一城 千都絵1）、
太田 英仁2）、松井 彦郎2）、高尾 英正3）、
高杉 奈緒2）、樋渡 光輝2）、鈴木 完1）、藤代 準1）

症例は 8 歳 5 ヶ月男児．全身に多発する紫斑で児童
相談所に一時保護された．保護翌日近医受診時に腹
痛と嘔吐が出現，造影 CT で脾損傷が疑われ当院搬
送となった．当院造影 CT で左副腎に巨大な腫瘤を
認め，内部に血管外漏出像が確認できた．放射線科
の緊急血管造影検査により，出血源の上・中・下副
腎動脈が塞栓された．入院後精査にて，左副腎原発
褐色細胞腫または神経芽腫が疑われ外科的治療の
方針となった． 手術は左上腹部弧状切開で行った．
腫瘍は左上腹部を占拠し左腎臓を大きく尾側へ圧
排していたが，腫瘍被膜の破綻は認められなかっ
た． 腫瘍と周囲後腹膜組織との癒着は強かったが，
塞栓されていた動脈と怒張した左腎静脈への流入
血管を結紮切離し，無輸血で腫瘍を摘出する事がで
きた．術後経過は良好で，術後 7 日目に自宅退院で
きた．病理組織学的検討の結果，左副腎原発神経芽
腫の診断に至った．神経芽腫は幼児期に診断される
ことが多い腫瘍であるが，学童期の腫瘍内出血を契
機に診断に至った稀な症例を経験した．後腹膜腫瘍
に対する術前 TAE は，術中出血を減らす効果が期
待でき，手術を安全に完遂するための有効な処置の
ひとつと考えられる．
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S6-3 ウロキナーゼ胸腔内注入併用により
VATS 手術を完遂した縦隔奇形腫破裂
例

京都府立医科大学 小児外科

○文野 誠久、馬庭 淳之介、田中 智子、
坂井 宏平、東 真弓、青井 重善、古川 泰三、
田尻 達郎

【背景】縦隔奇形腫は約 40％ が穿孔を合併し，肺炎や肺膿瘍
を惹起して手術が複雑化する場合がある．今回，縦隔奇形腫
破裂に対して，ウロキナーゼ（UK）胸腔内注入を組み合わ
せて，胸腔鏡補助下手術（VATS）を施行し得た一例を経験
したので報告する．

【症例】10 歳，女児．高熱と左前胸部痛を主訴に前医を受診
した．CT にて著明な左胸水貯留及び縦隔から左胸腔に広が
る腫瘍性病変を認め，縦隔腫瘍破裂の診断で，胸腔ドレーン
挿入の上当院に緊急搬送となった．左胸腔内はフィブリン
による隔壁が生じておりドレナージに難渋したため，UK
胸腔内注入（6 万単位/日）によるフィブリン融解を開始し
た．その後，胸水は減少したものの左下葉の無気肺は改善せ
ず，これ以上の改善は見込めないと判断し，第 6 病日に
VATS を施行した．右側臥位，分離肺換気下に手術を開始
し，第 5，6 肋間に 5mm ポートを挿入し胸腔内を観察した
ところ，広範にゆるい線維性癒着を認めた．癒着を鈍的に剥
離したところ，葉間に被膜が破綻し内腔が一部露出した腫
瘍が確認された．上葉は腫瘍表面に癒着し，下葉は腫瘍に圧
排されて無気肺状態であった．第 5 肋間ポート創を延長し
て側方切開を追加し腫瘍の切除を行い，肺尖及び肺底部に
ドレーンを留置して手術を終了した．病理診断は mature
teratoma で，膵，脂肪．軟骨などが認められた．術後肺の
拡張不良が遷延したため，術後 3 日目から再度 UK 注入を
再開し，3 日後に肺拡張を認めた．その後，術後 15 日目で
退院となり，術後 3 ヶ月の時点で再発なく経過している．

【考察】縦隔奇形腫破裂は胸腔内に高度の炎症と癒着を惹起
し，胸膜や肺切除を余儀なくされたり，術後肺拡張が不良と
なることがある．本症例では術前，術後の UK 注入により癒
着改善後に比較的低侵襲手術を施行し，術後経過も良好で
あったことから，本法は有効な補助療法の一つと考えられ
た．

S6-4 卵巣腫瘍（卵黄嚢癌）摘出後の対側発生
（成熟奇形腫）に対し卵子凍結保存を併
用し核出術を施行した 1例

1）新潟大学大学院 小児外科
2）新潟大学医学部 産婦人科学教室

○横田 直樹1）、木下 義晶1）、小林 隆1）、
荒井 勇樹1）、大山 俊之1）、斎藤 浩一1）、
安達 聡介2）、榎本 隆之2）

【はじめに】卵巣胚細胞腫瘍は、同時性、異時性の対
側発症が約 10％ の症例に認められると報告されて
いる。特に、年長児の女児の場合、妊孕性の温存が
問題となることがある。

【症例】10 歳時、腹部膨満を契機に右卵巣腫瘍を指摘
された。右卵巣腫瘍付属器合併切除を施行され、病
理診断は卵黄嚢癌であった。術後は、化学療法 BEP
6 コースを施行された。以後、AFP の測定と超音波
検査による年 1 回の外来フォローを継続していた
が、17 歳時に超音波検査にて左卵巣腫瘍を指摘され
た。AFP の上昇なく、画像上は成熟奇形腫が疑われ
た。卵子凍結保存による妊孕性温存の手段について
産婦人科へコンサルトした。本人、家族にイン
フォームドコンセントを行い、院内臨床倫理委員会
の手続きを行い、術中卵胞採取、卵子凍結を併用し
た腫瘍核出術の方針とした。術前にヒト閉経ゴナド
トロピンとヒト絨毛性ゴナドトロピンを投与した

（HMG-HCG 療法）。手術では、左卵巣腫瘍は核出術
が可能であり、11 個の卵胞を採取し凍結保存した。
病理診断は成熟奇形腫であった。現在、術後 9 ヶ月
経過したが、再発等は認めず、月経は不順なく来て
いる。

【まとめ】本邦における卵子凍結保存については、
2013 年に日本生殖医学会から「未受精卵子および、
卵巣組織の凍結・保存に関するガイドライン」が発
表されており、経済的問題や倫理的問題は議論され
ているが、がん治療における妊孕性温存に有用とさ
れている。卵巣胚細胞腫瘍は、再発や対側発症を念
頭においた、定期的なフォローと妊孕性を考慮した
外科的治療の選択が重要である。
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S6-5 後腹膜原発の巨大嚢胞性奇形腫
―手術上の問題点について―

東邦大学医療センター大森病院 小児外科

○島田 脩平、酒井 正人、小梛 地洋、
長島 俊介、山崎 信人、黒岩 実

後腹膜奇形種（CTm）はしばしば巨大で、血管や臓器と
の関係から摘除に難渋することがある。自験 2 例を報告
し、問題点につき考察を加える。
症例 1：生後 1 月の女児。腹部膨満を主訴に紹介され
た。右腹部から下腹部に大きな腫瘤を触知した。画像上
は石灰化を伴う 13x9m の多嚢胞性腫瘤で、腫瘍内を門
脈・脾静脈が走り、腎静脈分岐より頭側の IVC は描出
されない。血液検査で異常なく、腫瘍マーカーも正常で
あった。CTm の診断で開腹した。門脈の巻き込みはな
いが、腫瘍が巨大で術野の確保が困難なため嚢胞内容を
除去した。IVC への癒着を剥離し、膵頭部尾側から後面
の強固な癒着を切離して摘除した。術後合併症はなく、
組織診断は Immature teratoma（GradeI）であった。
症例 2：在胎 31 週の胎児エコーで嚢胞性病変を指摘さ
れた男児。37 週正常分娩で出生。腹部は膨満し、右季肋
部から下腹部に大きな腫瘤を触知した。画像上は右腹部
を占拠する 8x7cm の多嚢胞性腫瘍で壁に石灰化あり。
IVC は腫瘍により前右側に著明に変位し、右腎は骨盤
腔にまで圧排されていた。血液検査で異常なく、腫瘍
マーカーは正常であった。腹満のため経腸栄養が進ま
ず、嚢胞状神経芽腫ないし CTm の術前診断で開腹し
た。IVC、腎静脈は腫瘍に埋没するように存在した。術
野確保の目的で嚢胞内容を吸引除去した後に IVC、腎
静脈を腫瘍から剥離した。腫瘍は右副腎近傍の後腹膜に
強く癒着し、この部が発生母地と推察された。術後経過
に問題を認めず。病理組織診断は成熟奇形腫であった。
結語：CTm 摘除においては大血管との剥離が最も問
題となるが、腫瘍内への完全埋没でなければ可能と考え
る。また、嚢胞内容を除去し、良好な視野の基での慎重
な操作が重要で、腎動脈への操作時には攣縮予防処置が
必須である。

S6-6 膣原発卵黄嚢腫瘍再発に対して膣部分
切除と子宮頸部切除を施行した一例

1）国立成育医療研究センター 外科
2）国立成育医療研究センター 腫瘍外科
3）国立成育医療研究センター 小児がんセンター
4）東京医科大学 産婦人科

○藤田 拓郎1）、菱木 知郎1,2）、工藤 裕実1）、
三宅 和恵1）、沓掛 真衣1）、森 貞三郎1）、
田原 和典1）、藤野 明浩1）、金森 豊1）、
清谷 千賀子3）、松本 公一3）、加藤 一喜4）

【背景】膣原発卵黄嚢腫瘍（以下 YST）は主に 3 歳以下の乳
幼児に発症する稀な腫瘍である。一般に化学療法に反応し腫
瘍の大幅な縮小が期待され、膣部分切除や腫瘍核出術などの
妊孕性を重視した手術が行われることが多く、外科的切除を
回避され長期生存を得る症例も報告されている。しかし、治
療抵抗性・再発腫瘍に対する治療法は確立されていない。今
回膣・子宮頸部を占拠する再発性 YST に対して外科切除
を行なった経験を報告する。

【症例】3 歳 5 ヶ月女児。2 歳 4 ヶ月時に不正出血にて前医受
診。精査にて膣原発 YST、左総腸骨動脈・傍大動脈領域リン
パ節転移と診断された。PEI 療法・BEP 療法各 3 コースに
て腫瘍は著明に縮小し、AFP が正常化したため治療終了と
なった。5 か月後 AFP が再上昇し、子宮頸部・体部に複数の
腫瘤性病変を認め再発と診断され、PEB 療法 1 コース施行
後当院へ転院となった。PEB1 コース、ICE1 コースを追加し
腫瘍は縮小したが膣上部および子宮膣部に残存したため腫
瘍切除術を施行した。恥骨上溝に 9cm の切開にて開腹。子宮
広間膜、仙骨子宮靭帯を切離し、膣の背側を十分に剥離し、
膣後壁に縦切開をいれ内腔を観察。10mm 大の黄色の腫瘍を
膣前壁から左側壁に認め、子宮膣部の左側にも腫瘍浸潤を認
めたため、膣部分切除・子宮頸部切除/子宮膣吻合を施行し
た。左側総腸骨動脈・閉鎖・外腸骨動脈周囲リンパ節を郭
清。術後 ICE 療法 1 クールと CBDGA＋ETP による大量化
学療法を行い、治療終了後 11 ヶ月再発なく経過観察中であ
る。

【考察】本症例は根治性の観点から腫瘍の全摘出が必要と考
え膣部分切除および子宮頸部切除を選択した。成人子宮頸癌
に対して同術式後 35～50％ で妊孕性が保たれると報告され
ている。化学療法抵抗性のある再発病変に対しては、妊孕性
温存に留意しながらも根治的外科的切除が必要と考える。
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S6-7 肝芽腫転移巣に対するインドシアニン
グリーン蛍光法を用いたナビゲーショ
ン手術の経験

1）獨協医科大学埼玉医療センター 小児外科
2）獨協医科大学埼玉医療センター 移植外科
3）群馬大学 小児外科

○畑中 政博1）、岡崎 英人1）、長谷川 真理子1）、
五十嵐 昭宏1）、大竹 紗耶香1,3）、重田 孝信2）、
藤野 順子1）、岸 陽子1）、浦橋 泰然2）、池田 均1）

近年肝芽腫原発・転移巣に対するインドシアニングリー
ン（以下 ICG）蛍光法を用いたナビゲーション手術の有用
性が報告されている。赤外線照射による ICG 蛍光を利用し
て、正常肝組織と腫瘍組織の ICG 排泄能の差によるコント
ラストを得ることで腫瘍組織を可視化し、視触診では判断
不可能な腫瘍組織を同定する方法である。
今回、我々は再発を繰り返す肝芽腫肺転移症例に対し、ICG
蛍光法を用いて腫瘍部分を同定し、摘出するナビゲーショ
ン手術を経験したので報告する。
症例は 6 歳、男児。1 歳時に肝芽腫を発症。多発肺転移を認
め、PRETEXT III、病期 IV と診断し、術前化学療法後、
肝左 3 区域切除術を施行した。病理診断は胎児型肝芽腫
で、術後化学療法 2 クール終了後、画像検査で肺転移の消
失、AFP 陰性化を認めた為、治療を中止し経過観察とした
が、術後 18 ヶ月で肺転移再発を認めた。左肺下葉部分切除
術を施行し、化学療法 ITEC を 2 クール施行後も 3 回の局
所再発を認め、それぞれ術後化学療法を追加したが、再度
局所再発を認めた。術前画像検索で腫瘍は左横隔膜に位置
し、腫瘍最大径 6mm で、術中の同定が難しいと考え、ICG
蛍光法によるナビゲーション手術を行う方針とした。手術
24 時間前に ICG 0.5 mg/kg を静注し、開胸後に病巣および
周囲組織へ Photodynamic Eye（浜松ホトニクス）を用いて
赤外線を照射し腫瘍の同定を行った。腫瘍は肥厚した壁側
胸膜に覆われ蛍光が弱く、周囲との境界も不鮮明であった
が、切除を進めるにつれ強い蛍光を発し、腫瘍の同定・切
除が容易となった。摘出後再照射したが、蛍光部位は確認
されず、病理組織学的所見では、腫瘍断端は陰性であった。

肝芽腫転移巣における腫瘍の同定・摘出に際し ICG 蛍
光法は、より客観的な診断・手術手技を可能とし、さらに
は残存腫瘍組織の確認にも有用なツールであると思われ
た。

S6-8 当院における肝芽腫に対する外科的治
療成績と予後不良因子の検討

埼玉県立小児医療センター 外科

○平田 雄大、産本 陽平、小俣 佳菜子、
林 健太郎、柿原 知、井原 欣幸、石丸 哲也、
川嶋 寛

【背景】肝芽腫では腫瘍の完全摘出率と生存率が相
関し、肝切除後 5 年生存率は約 92％ と報告されて
いる。今回、当施設における肝芽腫の外科的治療成
績と予後不良因子について検討したので報告する。

【対象と方法】2000 年 1 月から 2019 年 5 月までの肝
芽腫に対し、肝切除術を施行した 24 例を対象とし
た。全症例の生存率、手術因子、病理学的評価、PRE-
TEXT 分類、腫瘍マーカー（AFP）、術前・術後化
学療法、遠隔転移などについて、予後不良因子の解
析を retrospective に検討した。

【結果】男性 12 例、女性 12 例。肝芽腫手術時年齢は
中央値 1 歳（0～4 歳）。PRETEXT 分類 I/II/III は
2 例、8 例、14 例であった。遠隔転移は 3 例に認めた。
術前化学療法は 21 例に施行した。肝芽腫診断時
AFP は 中 央 値 399050ng/ml（2238～4592000ng/
ml）、手術前 AFP は中央値 1378ng/ml（20～457500
ng/ml）。手術時体重は 8.4kg（3.3～16.5kg）。切術術
式は肝右葉切除術 8 例、拡大右葉切除術 5 例、肝左
葉切除術 4 例、拡大左葉切除術 3 例、腹腔鏡下肝外
側区域切除術 1 例、その他 3 例。手術時間は中央値
281 分（147～580 分）。出血量は中央値 280ml（1～
2549ml）。全症例の 5 年生存率は、91.7％ と良好で
あった。死亡は 3 例で肝芽腫再発が 1 例、感染症 1
例、気胸 1 例。外科的合併症は開腹イレウス解除が
1 例。肝切除後の生存期間について、術前化学療法未
施行群で予後不良因子の傾向を認めたが（p=0.08）、
有意な予後不良因子は検出されなかった。

【結論】当施設における肝芽腫切除症例の 5 年生存
率は約 92％ と良好であった。明らかな予後不良因
子は検出されなかったが、今後も症例を蓄積し検討
していく必要がある。



第 39回日本小児内視鏡外科・手術手技研究会

内
視
鏡
外
科
・
手
術
手
技

― 70 ―

S7-1 III 型喉頭気管食道裂に気管の分節型狭
窄を合併した 1例

1）茨城県立こども病院 小児外科
2）茨城福祉医療センター 小児外科

○東間 未来1）、矢内 俊裕1）、益子 貴行1）、
平野 隆幸1）、田中 保成1）、小坂 征太郎1）、
牛山 綾1）、平井 みさ子2）

【はじめに】喉頭気管食道裂（CLEFT）は非常に稀な先天
性疾患である。我々は III 型 CLEFT の尾側端に気管狭窄
を合併した稀な症例を経験したので、その治療経過を報
告する。

【症例】オピッツ症候群の 4 歳、男児。出生時に内径 3mm
の気管内挿管チューブが挿入できなかったことから声門
下狭窄症の診断で気管切開（気切）管理となり、その後、
上気道への気流がなく、発声も得られない状態であった。
3 歳時に気切抜管困難に対する精査治療の目的で当科へ
紹介となった。硬性鏡検査により III 型 CLEFT と判明し
たが、その際に裂の尾側で気切部直上にリング状の気管
狭窄を認め、二期的手術を選択した。まず、CLEFT に対
する根治術を行い、その半年後に気管狭窄に対する手術
を施行した。気管狭窄に対する術前に、気管狭窄は com-
plete ring であると考え、狭窄部の部分切除、気管端々吻
合術を計画した。しかし、気管狭窄部には食道が強固に癒
着しており、気管を離断すると膜様部が存在することが
判明した。膜様部は食道との癒着により左側に牽引され
てギャザーのような形状になっていた。膜様部から慎重
に食道壁を剥離することで膜様部が伸展し狭窄が解除さ
れたため、気管の部分切除は行わず、気管切開孔に肋軟骨
を移植して気管径を開大し、挿管チューブをステントと
した。術後 2 週に抜管し、発声も得られるようになった。

【考察】III 型 CLEFT では高度の誤嚥が必発であるが、本
児は普通食を経口摂取していた。気管狭窄によって誤嚥
が防止されていたため診断が遅れたと推察された。新生
児期に気管内挿管チューブが挿入できなかったのも気管
狭窄が要因であったと思われる。気管狭窄の原因は com-
plete ring ではなく、膜様部が食道壁と癒着していたこと
であり、CLEFT の発生に関連した病態であったと考えら
れる。

S7-2 後天性気管閉塞症例に対する気管形成
術の工夫～肋軟骨による、気管前壁移植
および側壁外ステント術

1）茨城県立こども病院 小児外科
2）茨城福祉医療センター 小児外科

○平井 みさ子1,2）、東間 未来1）、平野 隆幸1）、
田中 保成1）、小坂 征太郎1）、牛山 綾1）、
益子 貴行1）、矢内 俊裕1）

【緒言】気管切開（気切）自体が後天性に気管閉塞を来す要
因となりうることは、新生児乳児に一時的と考えて気切を行
う小児外科医にとって看過しがたい事実である。患児の
QOL を損なうので気管形成を成し遂げたい思いとは裏腹
に、後天性の場合、解剖も組織も不自然かつ困難な状況に
陥っており、形成術は容易ではない。気切位置異常で気管が
捻じれ内腔閉塞し一部軟骨が線維化した症例に対する気管
形成術の工夫を報告する。

【症例】本手術時 7 歳男児。双胎の極低出生体重児（28 週 1200
g）で、抜管困難にて月齢 5 に前医で気切後、離脱困難で 3
歳 9 か月時当科へ紹介。後天性喉頭狭窄と気管閉塞を診断。
上縦郭気管左壁が前頚部に持ち上げられた気切であったた
め、気切頭側気管が 90° 捻じれ屈曲短縮し閉塞していた。2
回の気切再形成術と喉頭気管形成術とレーザー治療を経て、
6 歳時に T チューブ挿入可能となり嗄声ながら発声できる
ようになった。が、元の気切部の第 7 気管軟骨付近から頭側
の気管左壁側が常に潰れるため、7 歳時に気管形成術に踏み
切った。気管を剥離したところ左壁軟骨が線維化しており、
切除端々吻合するには短縮した気管の約半分の切除を要す
る状況のため、肋軟骨を用いて、気管前壁移植および左側壁
外ステント術を行った。現在術後半年、T チューブ管理は継
続しているが、気管は治療開始から初めて内腔が保てる状況
となり形成部に新たな問題は生じていない。

【考察】気管壁に外ステント術を行う上で考慮すべきは、成
長に伴う変化である。また、複数回の手術を要する不潔操作
のある気管手術では、術後感染症も考慮されなければならな
い。我々は気管径が少なくとも現在の狭窄率を保って成長で
きること、また感染源とならないことを期待し、自身の肋軟
骨を用いた必要最小限の外ステント術を施行した。この方法
は、気管軟骨壊死も含む後天性気管軟化症狭窄症に対する治
療法としても有効性が期待できると考える。
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S7-3 Hinge flap による気管孔閉鎖術を施行
した 1例

広島市立広島市民病院 小児外科

○尾山 貴徳、渡邊 日向子、藤解 諒、
西田 翔一、向井 亘、佐伯 勇、今治 玲助

【緒言】気管切開後の気管孔閉鎖術には様々な方法があ
るが、小児に関する報告は少ない。Hinge flap を用いた自
験例につき報告する。

【症例】総動脈幹症、右側大動脈弓、無名静脈走行異常、
左鎖骨下動脈起始異常、 部分肺静脈還流異常症の男児。
5 か月頃より、拡張した上行大動脈、右肺動脈、無名静脈、
左鎖骨下動脈による圧迫のため、 気管軟化症を認めた。
1 歳 9 か月時に無名静脈離断、大動脈吊上げ術を施行さ
れたが十分に改善せず、2 歳 2 か月時に左鎖骨下動脈離
断術、気管切開術を施行し、気道狭窄は改善した。レティ
ナへ変更し、5 歳 8 か月時にレティナを抜去した。その後
は気管孔に依存しない呼吸状態であったが、気管孔は閉
鎖せず 6 歳 2 か月時に気管孔閉鎖術を施行した。

【手術】気管孔は径 4mm であった。皮膚は、気管孔周囲
を各辺 1cm の菱形に切開し、さらに気管孔の右側に皮
膚欠損部被覆用皮弁の切開を行った。気管孔周囲を気管
壁が確認できるまで皮下組織を多く残すように剥離し、
hinge flap を作成した。 Flap は縁をトリミングした後、
皮下を 5-0PDS にて二層で密に結節縫合し、気管孔を閉
鎖した。縫合して陥入した flap が気管内腔に突出しない
ように留意した。緊張なく縫合できるよう筋層と皮下を
剥離し、胸骨舌骨筋と胸骨甲状筋を縫合。皮下にドレー
ンを留置し、皮弁を回転させて皮膚欠損部を覆うように
縫合した。術直後に抜管し、術後 2 日目にドレーン抜去。
術後 3 日目に退院した。以後、経過良好である。

【考察】Hinge flap には様々な方法が報告されている。自
験例は中村、Tatekawa が報告した方法に準じて施行し
たが、 これを小児に施行した報告は 1 例のみであった。
本法は瘻孔の再発を防ぐため、flap を何層も縫合するこ
とや、皮膚欠損部を皮弁にて閉鎖する特徴がある。低侵
襲ながら強固に閉鎖でき、優れた方法と考えられた。

S7-4 放射線透視装置併用による胸腔鏡下胸
腔・羊水腔シャントカテーテル遺残除
去の試み

1）埼玉医科大学総合医療センター 肝胆膵外科・小児外科
2）埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センタ
ー 母体・胎児部門
3）埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センタ
ー 新生児部門

○牟田 裕紀1）、小高 明雄1）、竹内 優太1）、
井上 成一朗1）、別宮 好文1）、馬場 一憲2）、
加部 一彦3）

【はじめに】胎児胸腔・羊水腔シャント（TAS）は，高
度な胎児胸水や胸腔内嚢胞性病変に対し胎児水腫を改
善させ，肺低形成の進行を予防する目的で留置されて
いる．TAS カテーテルの胎児胸腔内遺残は胎児胸水の
減少や胎児の発育に伴って発生するまれな合併症であ
る．TAS カテーテルの胸腔内遺残に対して，放射線透
視装置を併用した胸腔鏡下カテーテル除去を経験した
ため報告する【対象】2010 年以降に当院で経験した
TAS 症例のうち，胎児の体内へカテーテルの遺残を呈
した症例は 9 例，完全に胸腔内へカテーテルが脱落し
ていた症例は 7 例であった．2014 年以降に経験した 3
例に対し胸腔鏡に加え，放射線透視装置を併用した異
物除去術を施行した．【術式】術前に胸水の貯留あり，
胸腔ドレーン挿入していた場合はドレーン刺入部より
5mmPort を挿入し 2.7mm 胸腔鏡を挿入．同一ポート
から胸腔鏡脇より 3mm メリーランドを挿入し，カテー
テルを把持しカメラで観察しながらカテーテルを除
去．胸腔内の癒着が強く，鏡視下にカテーテルが観察で
きない場合は放射線透視装置で位置を確認しながらカ
テーテルを検索することでカテーテルの発見の一助と
なる．操作中に人工気胸は施行せず．5mmPort 抜去し
再度胸腔ドレーンを挿入し，手技を終了する．【結果】
胸腔内の癒着の程度やカテーテルの数や位置など症例
により様々であり比較は困難であるが，透視併用胸腔
鏡下群と従来群を比較し，手術創（mm）は小さく（6.67
±2.36 VS 21.75±5.40）また手術時間（分）は同等（41.66
±32.79 VS 48.75±22.98）であった．【考察】TAS カテー
テル遺残やそのほか胸腔内異物に対して胸腔鏡に放射
線透視装置を併用することは創の縮小とともに術者の
ストレス軽減に繋がると考えられる．
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S7-5 Nuss 手術における術後合併症を予防す
るための工夫

東京慈恵会医科大学 外科学講座

○大橋 伸介、芦塚 修一、原田 篤、杉原 哲郎、
梶 沙友里、内田 豪気、大木 隆生

【はじめに】当院では、Nuss 手術で胸骨挙上と内視鏡手術器具による
安全な縦隔剥離法を報告し推奨している。今回、術後合併症を防ぐた
めに縦隔剥離操作以外での工夫を報告する。

【手術手技】ペクタスバー（以下、バー）を挿入するために側胸壁に
肋骨の走行に沿った 2cm の斜切開を入れ、創部から 5mm トロッ
カー挿入し、2 本以上のバーを留置する場合は手術創から 2 本目の 5
mm トロッカーを挿入し、1 本のみのバーを挿入する場合は、1 肋間
尾側にトロッカーを挿入する。5mm30° 斜視鏡で胸腔内を観察し、人
工気胸後に、胸腔内（胸膜外）に lifting hook（Medical U＆A）を挿
入し前胸壁を吊り上げる。前縦隔の剥離は、ヘラ型の電気メスとメ
リーランドを用いて行う。

【工夫】①バーに接する血管の処理
内胸動静脈の分枝が直接バーに接する場合や、手術操作中に出血を
する場合は、ヘラ型の電気メスやメリーランドで直接挟んで焼灼処
置する。
②胸腔内に突出した胸壁の処理
最陥凹点にバーを挿入する際に陥凹が急峻でバーが安定しない場合
突出した部分の胸膜と軟骨をヘラ型の電気メスで焼灼、場合によっ
ては軟骨部分に切り込み、留置後のバーが安定するようにする。

【症例】内視鏡手術器具を用いた成人を含めた Nuss 手術 80 例のう
ち、6 歳から 16 歳の 4 例で、胸腔内より突出部分（最陥凹部）の焼灼
を行った。また、そのうちの 1 例で、バーと接していた内胸動静脈か
ら分岐した筋横隔動静脈を焼灼処理した。

【経過】4 症例ともに理想の位置にバーを挿入可能で、術後変位などの
合併症はなかった。
また、内視鏡手術器具による手術を行った 80 例での術中合併症はな
く、術後合併症は感染の 1 例のみでバーを抜去せずに保存的に改善
した。

【考察】内視鏡手術器具による Nuss 手術は、前縦隔の剥離操作以外に
も工夫が可能で手術による整容性の改善と術後合併症の防止にも役
に立つと思われる。

S7-6 3mmシーリングシステムと 5mmス
テープラを用いた胸腔鏡下中葉切除術
―細径デバイスによる体壁破壊を最小
限に抑えた小児 RPS―

鹿児島大学 小児外科

○長野 綾香、大西 峻、永井 太一朗、
矢野 圭輔、春松 敏夫、山田 耕嗣、
山田 和歌、松久保 眞、武藤 充、加治 建、
家入 里志

3mm シーリングシステムと 5mm ステープラは米
国 JustRight 社において開発され世界中で使用され
ているが、2018 年より本邦においても臨床導入され
た。胸腔鏡手術におけるポートの細径化による体壁
破壊の最小限化は、胸郭変形をきたさないという意
味で特に重要であり、患児の障害なき成長・発達に
非常に有用である。これまで国内では細径デバイス
は選択肢がなく、それゆえに今回の細径エネルギー
デバイスおよび自動縫合器の製造・販売・承認は、
日本国内の小児外科医にとって待望の実用化であ
る。今回我々は、小児嚢胞性肺疾患に対し、これら
の細径デバイスを用いて胸腔鏡下中葉切除術を施
行したので報告する。症例は 1 才 2 か月、体重 10
kg の男児であり、出生時より右中葉に嚢胞性肺疾
患を指摘されていた。手術は 5mm ポート 2 本、3
mm ポート 2 本で施行した。カメラは 5mm 30 度斜
視鏡を使用した。まず、中葉の嚢胞性病変と肺実質
を可及的に 3mm JustRight Sealer で凝固縮小させ
ることで葉間の視野を十分に確保した。肺動脈およ
び肺静脈はヘモロックと JustRight Sealer でダブル
シールし、3mm 剪刀で切離し，気管支は JustRight
5mm ステープラにて切離した。どちらのデバイス
もシーリング力は必要十分であり、術中に出血や気
管支断端からの気 は認めなかった。術後は問題な
く経過し、術後 5 日目で退院した。術後 6 か月経過
するが、十分な成長発達を認めており、胸郭の変形
などは認めていない。細径デバイスは胸腔鏡手術だ
けでなく、本邦でも今後ますます各種小児手術に導
入されることが期待される。現状では組織の厚みが
ある程度限定されるため、その注意点および有用性
ついて報告する。
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S7-7 新生児の肺葉外肺分画症に対し胸腔鏡
補助下分画肺切除を施行した 1例

新潟大学医歯学総合病院 小児外科

○小林 隆、木下 義晶、荒井 勇樹、大山 俊之、
横田 直樹、斎藤 浩一

緒言：肺葉外肺分画症は、近年、胎児診断例が増加してい
るが多くは出生前後から縮小し、緊急手術例はまれであ
る。今回、胎児診断され、出生後に肺炎を契機に呼吸不全
を呈した肺葉外肺分画症に対し、胸腔鏡補助下分画肺切除
を施行した 1 例を経験したので報告する。
症例：手術時 25 生日の男児。自然妊娠成立。妊娠 25 週に
左胸腔内に高エコーの病変を指摘。妊娠 34 週 5 日胎児
MRI で左肺分画症と診断された。在胎 40 週 6 日自然経腟
分娩で出生。出生体重 3192g。日齢 5 に酸素飽和度の低下、
両上肺に浸潤影が出現し肺炎と診断。高流量経鼻カニュー
ラ（HFNC）による呼吸管理と抗生剤投与が開始された。
また、同日に心エコーで肺高血圧も指摘され、利尿剤の投
与が開始された。高炭酸ガス血症が遷延するため日齢 12
に呼吸管理を呼気吸気変換方式経鼻的持続陽圧呼吸法

（Nasal-DPAP）に変更し治療を継続した。その後肺炎は軽
快し、それに伴い呼吸状態も改善を認めたため、日齢 25
に手術を施行。全身麻酔下に右側臥位で手術を施行した。
左第 6 肋間から Optical 法で 5mm ポートを挿入。気胸と
した。その後、第 8 肋間、第 5 肋間から 5mm ポートを挿
入した。胸腔鏡下に横隔面から分画肺に向かう 4 本の脈管

（動脈 2 本、静脈 2 本）を認め、これらを剥離後クリッピン
グし切離した。分画肺は正常肺と部分的に癒合していたた
め、小切開から分画肺を胸腔外へ引き出し、直視下に正常
肺との癒着をバイポーラーで丁寧に剥離し摘出した。術後
経過は良好で術後 2 日目に酸素投与を中止。肺高血圧も軽
快した。術後 14 日目（日齢 39）に自宅退院した。
結語：肺葉外肺分画症は無症状で経過することが多いと
されるが、本症例のように肺炎を契機に呼吸不全を合併す
ることもあり慎重な経過観察が必要である。また、新生児
期の肺分画症手術においても、胸腔鏡下手術による良好な
視野は、栄養血管の同定や処理に有用であった。

S7-8 化学療法後の胸腔内腫瘍に対する胸腔
鏡補助下肺部分切除術

1）茨城県立こども病院 小児外科
2）茨城県立こども病院 小児泌尿器科

○益子 貴行1,2）、矢内 俊裕1,2）、東間 未来1）、
牛山 綾1）、小坂 征太郎1）、平野 隆幸1）、
田中 保成1）

【緒言】肺腫瘍に対する胸腔鏡手術の術式選択におい
ては，的確な術前診断を要する．我々は，化学療法後
の胸腔内腫瘍に対して胸腔鏡補助下肺部分切除術を
施行しえた症例を経験したので報告する．

【症例】4 歳，男児．1 歳 10 か月時に左腎芽腫に対して
左腎全摘除術を施行し（混合型，退形成なし，NWTS
病理分類 II，pT2b v1），術後化学療法（EE-4A）を行っ
た．術後 1 年 10 か月時に胸痛に対する精査で左胸腔
内腫瘍が認められ，転移性肺腫瘍や胸膜肺芽腫が疑わ
れた．腫瘍生検前に大量の胸腔内出血を生じたため化
学療法（VDC-IE）を先行し，腫瘍の縮小後に小開胸で
の生検を行なったが，病理組織学的診断では壊死組織
であった．化学療法（VDC-IE，IE）を継続し，さらな
る腫瘍の縮小をえたため根治術を予定した．画像診断
では腫瘍は S4，S5 領域に認められ，B3 周囲に肺組織
肥厚像がみられた．生検時に胸腔内の癒着が比較的軽
度であったことから胸腔鏡下にアプローチした．

【手術手技】右側臥位にて生検と同一の小開胸創にウ
ンドリトラクター XSⓇを装着し，VATS で癒着を可及
的に剥離した．5mm 径ポート，3mm 径ポートをそれ
ぞれ留置し，胸壁に癒着した腫瘍を vessel sealing sys-
tem とモノポーラで剥離した．腫瘍は S5 の縁に連続
しており，5mm 径ポートを 12mm 径ポートに入れ替
え，腫瘍縁から十分な位置で GIA を用いて肺部分切
除を施行した．検体はパウチに収容し小開胸創から引
き出した．病理組織学的診断では腫瘍は全て壊死組織
であり，断端は陰性であった．

【結語】化学療法後に縮小した胸腔内腫瘍に対して，
胸腔鏡下舌区切除から大開胸による上葉切除まで想
定して小開胸創からアプローチし，安全性を担保しな
がら VATS による肺部分切除を施行しえた．
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S7-9 ルーピング法による胸腔鏡下気胸手術

茨城県立こども病院 小児外科

○矢内 俊裕、東間 未来、益子 貴行、
平野 隆幸、田中 保成、小坂 征太郎、牛山 綾

【緒言】自然気胸に対しては胸腔鏡手術が標準術式となっ
ているが、自動吻合器による staple line 近傍におけるブラ
新生が再発の原因として指摘されている。我々が施行して
いるルーピング法によるブラ結紮術について報告する。

【対象と方法】過去 8 年間に当科で胸腔鏡下気胸手術を施
行した 11 例を対象とし、診療録をもとに後方視的に検討
した。尚、手術適応は同側の再発、初回の胸腔ドレナージ
後 3～5 日以上の気瘻の持続、（異時性）両側性、血気胸な
どとした。

【手術手技】分離肺換気および患側を上にした側臥位のも
と、2 ポート（操作用 10～12mm 径：第 3～5 肋間の前～中
腋窩線、スコープ用 5mm 径：第 4～6 肋間の中～後腋窩
線）で大気圧下に行うが（two ports technique）、癒着剥離
などで必要な場合には 3～5mm 径ポートを追加する。責
任病変を確認後、10mm 径ポートからラチェット付きの把
持鉗子を挿入してブラ下の肺実質を把持し、エンドルー
プⓇを鉗子の外側に潜らせてブラまで鉗子に沿って誘導し
て、ブラ下の肺実質を含めて結紮する。通常は単結紮で処
理可能であるが、ブラ下の肺実質の結紮が不十分な場合に
は、ルーピングを追加して二重結紮とする。leak test 後に
ポート創を利用して胸腔ドレーンを留置する。

【結果】手術時年齢は中央値 15 歳、患側は左側 7 例、右側
4 例、ブラの局在は S1/10 例、S6/1 例、手術時間は中央値
71 分であり、血気胸が 1 例にみられた。術中合併症はな
かったが再発を 1 例（術直後、術後 4 か月時）に認め、胸
腔鏡下に初回結紮部と壁側胸膜との癒着剥離後に再度
ルーピングを施行した。

【結語】ルーピング法による胸腔鏡下気胸手術は簡便かつ
安全な手技であり、気胸手術に限らず、肺損傷の修復や出
血・エアリーク部の結紮など全ての胸腔鏡手術において
応用できるので有用と考えられた。

S7-10 当関連施設における胸腔鏡下肺切除術
の現状と治療成績

1）大阪母子医療センター 小児外科
2）大阪大学医学部附属病院 小児成育外科
3）大阪市立総合医療センター 小児外科
4）兵庫医科大学 小児外科
5）近畿大学奈良病院 小児外科
6）近畿大学病院 小児外科

○正畠 和典1）、米山 知寿2）、神山 雅史3）、
銭谷 昌弘4）、梅田 聡5）、髙間 勇一5）、
佐々木 隆士6）、前川 昌平6）、曹 英樹1）、
米倉 竹夫5）、奧山 宏臣2）、臼井 規朗1）

【目的】近年，小児領域における内視鏡手術は適応疾患の拡大と
手術手技の向上により，標準術式として普及している．大阪大
学の関連 6 施設で経験した小児に対する胸腔鏡下肺切除術の
治療成績を報告する．

【対象と方法】1999 年から 2018 年までの期間に，関連 6 施設に
おいて胸腔鏡を利用して行った小児の肺切除術は 95 例であっ
た．そのうち胸腔鏡補助下手術 40 例を除外した完全胸腔鏡下
手術 55 例を本研究の対象とした．症例の背景，周術期パラメー
タ，術中・術後合併症，転帰などにつき，診療録に基づいて後
方視的に検討した．

【結果】疾患名は，気胸が 20 例，転移性肺腫瘍が 15 例，嚢胞性
肺疾患が 19 例（肺葉内肺分画症 4 例，肺葉外肺分画症 8 例，
CPAM4 例，気管支閉鎖 2 例，その他 1 例），血管腫が 1 例で
あった．術式は肺葉切除術 11 例，肺部分切除術 36 例，肺葉外
分画肺切除術 8 例であった．術式別に比較検討した結果，肺葉
切除と分画肺切除術の手術時年齢の中央値は 14 ヵ月，12 ヵ月
で，肺部分切除術の中央値 136 ヵ月と比べて有意に低かった

（p＜0.0001）．手術時間と出血量は肺葉切除が有意に高かった
（p＜0.0001，P=0.0003）．自動縫合器は肺葉切除や肺部分切除で
はほとんどの症例で使用していたが，分画肺切除術で使用した
のは 1 例のみであった（p＜0.0001）．肺摘出時の創部長は，肺葉
切除術が中央値 25mm と有意に大きかった（p=0.0042）．術中病
変や患側肺の膨張により視野が確保できなかった 2 例が開胸
へ移行となった．術中・術後合併症として肺損傷，無気肺，皮
下気腫，横隔神経麻痺をそれぞれ 1 例認めた．肝芽腫の転移性
肺腫瘍の 1 例を除く 54 例が生存退院した．

【結論】胸腔鏡下肺切除術は，整容性に優れ，重篤な合併症も少
なく小児においても安全に施行が可能な術式であると考えら
れた．
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S8-1 卵巣・卵管がヘルニア嚢を構成した腹
腔外卵巣の女児鼠径ヘルニアの 1例

国保直営総合病院 君津中央病院 小児外科

○四本 克己、照井 エレナ

女児鼠径ヘルニアにおいて卵管滑脱は 10～20％ と
比較的多いが，それと同時に卵巣・子宮までが脱出
しているヘルニアはまれであるとされ十数例の報
告が散見される．その中でヘルニア嚢の末梢に卵巣
や子宮が付着してヘルニア嚢を構成している報告
は渉猟しえた限り 1 例のみ（子宮による）であった．
卵巣・卵管が通常の滑脱のレベルを超えてヘルニ
ア嚢末梢を構成し通常の高位結紮が不可能な 1 例
を経験したので報告する．症例は 13 ヵ月女児．11 ヵ
月で当科初診したが，鼠径部膨隆の症状は 8 ヵ月ご
ろから保育士に指摘されていた．右鼠径ヘルニアの
診断で卵巣脱出時の典型的なしこりは触れず還納
は容易な腸管脱出を頻繁に認めていた．待機中とき
に嵌頓様となり整復を要したが，卵巣の脱出は疑わ
なかった．13 ヵ月時の根治術の際に挙上したヘルニ
ア嚢の裏に普段は認めない静脈瘤の様な太い脈管
があり，留意してヘルニア嚢を開放したところ卵巣
がヘルニア囊末梢の後壁を構成し，卵巣動静脈がヘ
ルニア嚢の外で背側を迂回して卵巣へ連絡してい
ることが判明した．円靭帯は不明であった．超低位
でも腹膜閉鎖は困難であったが，脈管をよけてヘル
ニア嚢でもある腹膜をたばこ嚢縫合で可及的に閉
鎖し，高位結紮できず外精筋膜にあたる筋層（内腹
斜筋下縁）を用いて Woolley 法に準じて卵巣と脈管
も翻転して内鼠径輪を縫縮閉鎖した．子宮まで脱出
する例では生後 3 ヵ月以内の発症，左側が多かった
と報告されておりそれに近い病態であると思われ
るが，本症例は経過も典型的とはいい難かった．ま
れな病態ではあるが手術時に慌てないためには乳
児発症の女児鼠径ヘルニアでは術前に全例超音波
検査を行うべきであると考えられた．

S8-2 LPEC 術後に対側のDe novo 型外鼠径
ヘルニアを発症した 1例

1）市立吹田市民病院 外科
2）兵庫医科大学 小児外科

○田中 夏美1）、銭谷 昌弘2）、野瀬 聡子2）、
大植 孝治2）

【はじめに】近年腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術が普及したこ
とで腹腔内からの詳細な鼠径部の観察が可能となり、これま
での前方アプローチでは分からなかった新たな知見が得ら
れるようになった。その一つに De novo 型鼠径ヘルニアが
ある。これは、腹膜鞘状突起の開存の有無とは別に内鼠径輪
周辺の組織が脆弱化して腹膜が鼠径管内へ滑脱するタイプ
の外鼠径ヘルニアで、成人の外鼠径ヘルニアの原因として注
目されている。今回我々は、LPEC 術後に対側の De novo
型外鼠径ヘルニアを発症した小児例を経験したので報告す
る。

【症例】3 歳 7 か月男児。右側 LPEC 術後 1 年 2 か月時に左
鼠径部の軽度膨隆を主訴に来院した。2 歳 2 か月時に右外鼠
径ヘルニアに対し当科で右側 LPEC を施行し、術中に左内
鼠径輪の腹膜を牽引して詳細に観察し、完全に閉鎖している
ことを確認していた。術後経過に問題なく一旦フォロー終了
となっていた。再受診時の左鼠径部膨隆ははっきりしなかっ
たが、外来経過観察中に膨隆が増悪して超音波検査で左鼠径
部に腸管脱出を確認したため手術の方針とした。今回腹腔鏡
下に観察したところ腹膜鞘状突起入口部とは異なる部位に
左内鼠径輪の開大を認め、De novo 型の左外鼠径ヘルニア
と診断した。右外鼠径ヘルニアの再発はなかった。LPEC
法で左内鼠径輪を 2-0 エチボンドで大きく全周性に二重結
紮した。術後 10 か月の現在、再発なく経過している。

【考察】小児での De novo 型ヘルニアの報告は少なく、稀
な病態である。成人の De novo 型ヘルニアは周囲組織や臓
器を伴いながら鼠径管内に滑脱することがあり注意が必要
とされているが、本症例では幸い臓器の滑脱は伴っていな
かったため手術は容易であった。本症例は De novo 型ヘル
ニアが生じる前に対側の LPEC を施行していたため、De
novo 型ヘルニアの発症過程を観察できた貴重な症例と考え
られた。
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S8-3 小児鼡径ヘルニアに対する LPECの手
術ビデオの評価と手術技術に関する研
究

1）順天堂大学医学部附属順天堂医院 小児外科・小児泌尿生殖
器外科
2）静岡県立こども病院 小児外科
3）順天堂大学医学部附属練馬病院 小児外科
4）聖隷浜松病院 小児外科
5）順天堂大学医学部附属浦安病院 小児外科

○山田 舜介1）、宮野 剛1）、田端 克弘1）、
高橋 俊明2）、田中 奈々3）、草深 純一4）、
福本 弘二2）、宮崎 栄治4）、J. Lane Geoffrey1）、
岡崎 任晴5）、山高 篤行1）

【目的】小児鼡径ヘルニアに対する腹腔鏡下経皮的腹膜外ヘ
ルニア閉鎖術（LPEC）の手術手技と結果を検討するために
盲検的に術中ビデオの評価を行った。
【方法】2013 年 4 月から 2016 年 3 月までに小児鼡径ヘルニ
アに対して LPEC が施行された再発例 1 例を含む 183 例を
手術難易度に応じて高難易度 8 例、中等度難易度 96 例、低
難易度 79 例の 3 群に分けた。低難易度に分類された再発例
1 例を含め、各群より 2 例ずつ計 6 例を抽出した。評価者は
LPEC 経験数が 400 例以上の小児外科医を Group A、50-
150 例を Group I、10 例未満を Group B の 3 群に分けて各群
5 人ずつの構成とし、運針技術、剥離面、精管・血管剥離、
出血、腹膜損傷の 5 項目について評価を行った。また、各ビ
デオに対して再発危険順位（recurrence risk rank：RRR）が
最も低い症例を 1 位、最も高い症例を 6 位として順位付けを
行い、各ビデオに対する評価者の平均点を 3 群間で比較し
た。
【結果】再発例は Group A、I、B でそれぞれ RRR 平均点が
1 位、2 位、2 位と再発リスクが低いと判断された。Group
A では運針技術と出血の項目、Group I では剥離面と腹膜損
傷の項目が RRR と有意に関連していた。Group B では RRR
と有意に関連する評価項目は認めなかった。また、Group
A が最も評価にばらつきがある傾向があり、高難易度の症
例においては Group A はその他の評価者群と比較して統計
学的に有意に評価のばらつきがあることが示された。
【結論】LPEC 術後再発には複数の要因が関連していると考
えられた。経験数が多い外科医で最も評価が一致しておら
ず、経験のみが手術手技を向上させるわけではない可能性が
考えられ、従来の外科教育の妥当性について更なる議論が必
要と考えられた。

S8-4 腹腔鏡下手術を行った、大網嚢胞が脱出
した鼠径ヘルニアの 1例

徳島大学病院 小児外科・小児内視鏡外科

○横田 典子、石橋 広樹、森 大樹、島田 光生

大網嚢胞は大網から発生するリンパ管奇形であり、
比較的稀な疾患である。今回われわれは、術前 Ab-
dominoscrotal hydrocele（以下 ASH）を疑い、LPEC
法を施行し、外鼠径ヘルニア嚢内に大網嚢胞が脱出
していた症例を経験したので、若干の文献的考察を
加え報告する。

【症例】
2 歳、男児。特記すべき既往歴はなし。生後 1 カ月頃
より右精索水瘤を指摘されていたが、徐々に増大し
てきたと、当院泌尿器科を紹介受診し、ASH を疑わ
れて当科紹介となった。ASH の診断で、水瘤壁を腹
腔内より電気焼灼・穿通し、その後（LPEC）を行う
方針とした。術中所見では、ASH ではなく、右外鼠
径ヘルニア内に大網嚢胞性リンパ管奇形が脱出し
ており、その嚢胞が ASH 様にエコーで術前に観察
されていた。右外鼠径ヘルニア嚢内にある大網嚢胞
を腹腔内に引き出し、右 LPEC 法を施行した。その
後、臍のカメラポートを抜去し、その創より大網嚢
胞を体外へ引き出し、 電気メスで可及的に切除し、
残存側は結紮切離した。術後経過は良好であり、術
翌日に退院した。病理検査所見はリンパ管奇形であ
り、悪性所見はなく、臨床診断と一致していた。当
科外来で約 1 年フォローしたが、エコーでも嚢胞性
病変はなく腹部症状もないため、終診とした。

【結語】
大網嚢胞が脱出した鼠径ヘルニアでは、腹腔鏡下の
手術は診断・治療に有用であった。
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S8-5 鼠径ヘルニア嵌頓に対する腹腔鏡手術
の是非

聖マリアンナ医科大学 小児外科

○西谷 友里、長江 秀樹、大林 樹真、
川口 拓哉、大山 慧、古田 繁行、北川 博昭

【はじめに】
女児鼠径ヘルニアに対して 2017 年から腹腔鏡下鼠径
ヘルニア手術（LPEC 法）を導入した。近年、鼠径ヘル
ニア嵌頓例にも腹腔鏡で行い得た報告が散見され、当
院でも 2 例の経験をしたので報告する。

【症例】
症例 1：7 歳、男児。既往歴なし。1 週間前から左陰嚢
痛と腫脹を認めた。左鼠径部～陰嚢が腫脹し軽度の発
赤も伴っていた。急性陰嚢症の鑑別で超音波を施行し、
左鼠径ヘルニア嵌頓（腸管脱出）の診断を得たが、整復
不可能で緊急手術となった。腹腔鏡で観察すると脱出
臓器は大網であった。用手整復は不可能で把持鉗子で
大網を引き出した。内鼠径輪は LPEC 法で修復した。
症例 2：11 ヶ月、男児。既往歴なし。1 週間前から感冒
症状を認めた。鼠径ヘルニア嵌頓で受診したが、整復不
可能であったため緊急手術となった。腹腔鏡で観察す
ると脱出臓器は小腸であった。用手整復は不可能で、把
持鉗子で小腸を引き出したが壊死には至っていなかっ
た。術前右上肺野は無気肺で、呼吸状態が不安定であり
腹腔鏡での手術続行は不可能となり、前方アプローチ

（ポッツ法）に変更してヘルニア修復術を行った。術後
1 週間の人工呼吸管理を要した。

【考察】
鼠径ヘルニア嵌頓において、脱出臓器の確認と整復に
は腹腔鏡が有用であった。しかし、乳児期の鼠径ヘルニ
アの腸管嵌頓例では、イレウスによるワーキンスペー
スの狭小化と麻酔の維持困難が懸念される。そのため
症例 2 のヘルニア修復は前方アプローチへの変更が余
儀なくされた。鼠径ヘルニア手術は、腹腔鏡手術だけで
なく鼠径部前方アプローチ手術の重要性を再認識させ
られた。

S8-6 腹膜前腔に生理食塩水を注入する膨潤
LPECの検討

長崎大学病院 小児外科

○山根 裕介、大関 圭祐、吉田 拓哉、
田浦 康明、小坂 太一郎、江口 晋、永安 武

【背景】小児鼠径ヘルニアに対する手術は腹腔鏡下経皮的腹膜外
ヘルニア閉鎖術（LPEC）が広く普及しているが、男児症例におい
ては精管・精巣動静脈損傷のリスクが懸念され、実施していない
施設も存在する。また LPEC は若手小児外科医にとって登竜門的
手術であるが、安全かつ確実に実施される必要性がある。精管・
精巣動静脈が存在する腹膜前腔の剥離が重要であるが、経験の浅
い術者では剥離に難渋することも少なくない。当科では男児症例
も LPEC を標準術式としており、若手外科医が執刀する機会も多
い。そのため LPEC 執刀未経験の術者は、まずシリンジ接続型ラ
パヘルクロージャー（sLC）から生理食塩水を注入して剥離を行う
膨潤 LPEC を経験し、通常 LPEC に移行している。

【膨潤方法】通常の運針の際にはシリンジを接続しなかった。剥
離の標的となる精管直上で sLC に 5ml 程度生理食塩水を充填し
た 10ml シリンジを装着し、これを腹膜前腔に注入して精管を背
側に剥離した。

【目的】膨潤 LPEC の有効性を評価した。
【方法】2016 年 1 月から 2019 年 3 月で、卒後 3 年目の後期研修医
（PGY3）が執刀した男児の両側鼠径ヘルニア症例を、通常
LPEC：C 群、膨潤 LPEC：I 群の二群間で、手術時間（OT）、精
管を越えるのに要した時間（ST）について比較検討を行った。

【結果】C 群：7 例、I 群：8 例であった。OT は C 群：39.9 分、I
群：48 分（p=0.08）と有意差を認めなかったが、I 群で手術時間が
延長される傾向にあった。ST は C 群：70.6 秒、I 群：50.9 秒と有
意差を認めなったが I 群で短縮される傾向にあった。C 群で精管
を越えることが困難で執刀交代を 1 例に認めた。

【結語】通常 LPEC と比較し、若干手技が煩雑になることと、生理
食塩水の注入時にコツを要するため、手術時間の短縮には寄与し
なかった。しかし膨潤 LPEC は PGY3 においても安全かつ容易に
精管を背側に落とすことが可能であるだけでなく、外腸骨動静脈
との距離を作成することもできるため、有用な術式であると思わ
れた。
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S8-7 再発を疑われた鼠径ヘルニア術後の陰
嚢水腫

1）昭和大学江東豊洲病院こどもセンター 小児外科
2）昭和大学横浜市北部病院こどもセンター 小児外科
3）昭和大学医学部 外科学講座小児外科学部門

○中神 智和1）、佐藤 英章1）、吉澤 穣治1）、
杉山 彰英2）、渡井 有3）

【はじめに】鼠径ヘルニアに対し腹腔鏡手術術後に陰嚢水腫
を認め、再発を疑われて手術を行った症例と Pott’s 法術後
に陰嚢水腫を認めた症例を経験したので報告する。

【症例 1】3 歳の男児。陰嚢水腫の診断で生後 11 か月に腹腔
鏡下経皮的腹膜外ヘルニア閉鎖術を行った。ヘルニア門は
大きく開口しており、術中に水腫を圧迫すると閉鎖した水
腫腔が腹腔内に脱出したため、腹腔内より穿刺し、排水し
た。ヘルニア門は高位結紮 1 針で縫合した。術後 2 年が経過
し、陰嚢が再度腫脹し、超音波で陰嚢から精索にかけて水腫
を認めた。再発を疑い Pott’s 法で手術を行った。結紮糸に緩
みを認めず、ヘルニア門は閉鎖されていた。高位結紮を更に
2 針追加し、鞘状突起は一部切除し、一部は開放した。術後
再発を認めていない。

【症例 2】1 歳の男児。生後 3 か月から鼠径ヘルニアを認め、
10 か月から陥頓症状を繰り返したため、11 か月に Pott’s
法で手術を行った。ヘルニア嚢は高位で 2 重結紮し、ヘルニ
ア嚢は閉鎖部まで切除した。術後 1 か月後に急に陰嚢が腫
脹したため救急外来へ受診した。超音波で確認すると陰嚢
に水腫を認めた。水腫は圧をかけても精索に移動せず、その
場に留まり、大きさの変化はなかった。再発を疑われたが、
経過を見たところ、3 週間後から自然に縮小し、1 か月後に
水腫は完全に消失した。現在のところ再発は認めていない。

【考察】鼠径ヘルニアの術後に糸の緩みなしに陰嚢水腫を生
じる例は度々報告されており、分泌性陰嚢水腫と呼ばれて
いる。今回の 2 症例は手術方法、再発の経過、消失の有無が
異なっており、違う病態を見ている可能性もあるが、診察時
は再発か、分泌性陰嚢水腫か、他の病態なのか鑑別が困難で
あった。症状が消失することもあるので、まずは経過観察を
行い、残存するなら再発を疑って手術を行う必要があると
思われる。

S8-8 当科での単孔式腹腔鏡下鼠径ヘルニア
根治術（SILPEC）のこだわり

福岡大学 呼吸器乳腺内分泌小児外科

○岩中 剛、石井 生、廣瀬 龍一郎、岩﨑 昭憲

当科では 2016 年 12 月から単孔式腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治
術（以下、SILPEC）を開始しており、2019 年 6 月までに 298
例に行ってきた。当科での SILPEC の手術手技を報告する。
① あらかじめ覆布テープを短冊状に切り、5mm ポートに羽根
状に貼り付けておき、ポートの固定に使用する。また、ラパヘ
ルクロージャー™にも覆布テープを巻いてグリップとする。
② 離被架は患者の右側から立てる。
③ 臍窩正中切開を行い、小開腹法で開腹する。
④ 小開腹創の頭側端・尾側端に支持糸をかける。
⑤ 臍窩の皮下を左側・尾側に剥離を行い、カメラポートより
約 1cm 離れた部位の左腹直筋鞘を操作用ポート挿入部位とす
る。
⑥ ピンポートトロッカーピンⓇを腹腔側から操作用ポート挿
入部位まで穿刺し、それをガイドにピンポートトロッカース
リーブⓇを腹腔側に誘導し、腹腔内に挿入する。なお、E・Z
トロッカースリム（3/3.5mm）を用いることもでき、その際は
内筒を使用して穿刺する。
⑦ 5mm トロッカーを小開腹創から挿入し、トロッカーに羽根
状に貼付しておいた覆布テープと牽引糸をペアンで把持・固
定し、5mm のカメラを挿入する。
⑧ 以後は通常の LPEC と同様の手技で行う。
⑨ 鉗子とカメラのバッティングを回避するため、鉗子とカメ
ラが平行ではなく立体交差するように操作し、またスコピス
トがカメラをできるだけ立て、カメラポートを持ち上げなが
ら臍の位置を安定化させることが重要である。
これまでの最年少は 3 生月の女児（両側、左卵巣脱出）で、最
高齢は 15 歳女児（右側）であった。手術時間の最短は 26 分

（女児、片側）で、最長は 88 分（男児、片側）であった。再発
は 298 例中 1 例に認めたが、SILPEC で再手術を行った。その
他の手術手技に関連した術後合併症はない。操作用ポート創
が臍内に収まるので、術後の整容性も良好である。
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S8-9 鼡径ヘルニアとの鑑別に難渋した後腹
膜リンパ管奇形の 1例

1）東京大学医学部附属病院 小児外科
2）大阪大学 小児外科

○一城 千都絵1）、則内 友博1）、朝長 高太郎1）、
渡辺 栄一郎1）、星野 論子1）、渡邊 美穂1,2）、
鈴木 完1）、藤代 準1）

【はじめに】鼡径ヘルニアの術前診断にて手術とな
るも、術中所見および術後精査の結果、後腹膜リン
パ管奇形と診断された 1 例を経験したので報告す
る。

【症例】症例は 3 歳の男児。左鼡径部膨隆を主訴に
当科を受診した。診察上、左鼠径部の膨隆があり、
徒手還納は容易であった。左鼡径ヘルニアの診断下
に単孔式腹腔鏡下鼡径ヘルニア根治術の方針とし
た。腹腔鏡所見上、左腹膜鞘状突起の開存は確認さ
れず、左内鼡径輪の背側に水腫様腫瘤を認めた。診
断が不明であることから手術を中止し、精査を行っ
た。術後の CT で左下腹壁動静脈外側から鼠径管に
長径 9cm の細長い嚢胞性病変を認めた。膨隆の徒
手的還納の前後を比較した MRI 撮影を行ない、後
腹膜由来と判明した。リンパ管奇形や Abdomino-
scrotal hydrocele（ASH）を鑑別疾患とし、腹腔鏡補
助下に鼡径部を開創、腫瘤摘出術を施行した。外鼠
径ヘルニア根治術と同様にアプローチし、精巣挙筋
を剥離すると、薄い壁に包まれた嚢胞性病変を認め
た。薄い壁は周囲と癒着しており、精巣動静脈を背
側から包み込むように嚢胞性病変が位置している
ことが確認できた。隣接する腹膜症状突起は高位貫
通二重結紮によって処理した。嚢胞性病変は、黄色
透明の液を内包し、 充実成分は明らかでなかった。
病理学的診断は、リンパ管奇形であった。術後約 1
年、臨床所見上再発の兆候はない。

【結語】鼡径ヘルニアを疑う症例では鑑別疾患とし
て後腹膜リンパ管奇形を考慮すべきである。鼠径部
の膨隆で後腹膜リンパ管奇形が疑われる際の診断
には膨隆の徒手的還納の前後を比較した MRI 撮影
が有用であった。

S8-10 SILPEC 施行症例で経験する対側発症
例の検討

筑波大学医学医療系 小児外科

○神保 教広、増本 幸二、五藤 周、高安 肇、
新開 統子、瓜田 泰久、小野 健太郎、
千葉 史子、佐々木 理人、相吉 翼、田中 尚、
根本 悠里、伊藤 愛香里、白根 和樹、
堀口 比奈子

はじめに：小児鼠経ヘルニアに対する腹腔鏡下鼠経ヘルニア
根治術（LPEC）は、優れた整容性と対側腹膜症状突起検索によ
る対側発症予防効果から、標準治療の一つとして行われてい
る。一方で、対側腹膜症状突起検索にも関わらず術後対側発症
を経験し、未だその発症機序や発症率は明らかになっていな
い。当科では 2010 年より単孔式腹腔鏡下鼠経ヘルニア根治術

（以下 SILPEC）を導入し、適応拡大しながら施行している。こ
れまでに経験した SILPEC 症例の内、対側発症例をまとめ報告
する。
対 象：2010 年 9 月～2018 年 12 月 ま で に 当 院 で 行 っ た
SILPEC 全例中、対側発症を認めた症例を対象とした。手術時
月齢、性別、手術時間、対側発症について診療録を基に後方視
的に検討した。
結果：期間中の SILPEC 症例は 732 例で男児 300 例、女児 432
例であった。右側 398 例（54％）、左側 288 例（39％）、両側 46
例（6％）であり、片側例における対側腹膜鞘状突起開存率は 303
例（44％）であった。術後対側発症を 2 例（0.27％）に認めた。
症例①：月齢 9 男児、手術時間 49 分、術後 6 か月で対側発症を
認めた。症例②：1 歳 2 か月男児、手術時間 43 分、術後 2 ヶ月
で対側発症を認めた。いずれも初回手術時に明らかな対側腹膜
鞘状突起開存を認めておらず、再手術時には内鼠径輪でのヘル
ニア門を確認し、腹腔鏡下根治術を施行し各々術後 30 カ月、術
後 20 カ月のフォローで再発を認めていない。
考察：当院で行っている SILPEC 症例は、過去の報告に倣って
鉗子を用いた対側腹膜症状突起検索を行っている。対側腹膜鞘
状突起開存率は諸家の報告と同等と考えられ、検索が十分に行
われていたと考えているが、対側発症例の男児例はいずれも初
回手術時に腹膜症状突起の開存を認めておらず、その発症機序
は不明である。当科で経験した対側発症例にみる再発機序の解
明には、稀少症例としての症例の蓄積と解明による、今後の
LPEC/SILPEC 症例へのフィードバックが必要と考えられた。
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S8-11 小児内鼠径ヘルニアの 3態様

北野病院 小児外科

○諸冨 嘉樹、佐藤 正人、遠藤 耕介、東尾 篤史

小児内鼠径ヘルニアはまれな疾患で、その成因は不明
である。術前診断は困難なことが多く、外鼠径ヘルニア
の術後に発生する二次性の内鼠径ヘルニアの頻度が高
いことが報告されている。われわれは 3 例の小児内鼠
径ヘルニアを経験しているが、それぞれの症例の態様
が異なっており、その術式を工夫したので報告する。

【症例 1】6 歳、女児。非還納性外鼠径ヘルニアと診断し
て、鏡視下に手術を行なった。内鼠径輪の開存はなく、
Hesslbach 三角の部位に比較的辺縁のはっきりとした
ヘルニア門があり、大網が嵌入していた。鉗子による牽
引で大網の還納を行ないヘルニア門を観察、明らかな
脆弱性を認めなかった。LPEC 針を用いてヘルニア門
を非吸収糸で閉鎖した。術後 7 年、再発を認めない。

【症例 2】4 歳 3 か月、男児。生後 5 か月時に左鼠径ヘル
ニアに対して Potts 手術が実施されている。歩行する
ようになり、再度左鼠径部の膨隆を認め、再発と診断し
た。再手術は鏡視下に行なった。内鼠径輪は閉鎖されて
おり flat であった。気腹圧を 10mmHg にすると Hes-
selbach 三角部がドーム状に陥凹、鼠径部が膨隆した。
内鼠径ヘルニアと診断し、advanced LPEC に準じて
iliopubic tract repair を行ない、更に内側臍ひだを用い
て補強した。【症例 3】1 歳 1 か月、男児。つかまり立ち
するころから右鼠径部から陰嚢が膨隆するようにな
り、鼠径ヘルニアと診断した。腹腔鏡下に右内鼠径輪の
径 10mm の開存を確認、ヘルニア嚢を認め外鼠径ヘル
ニアと診断し、LPEC を実施した。術後 2 日目に右鼠径
部が膨隆しているのに気付いた（陰嚢の膨隆はなく
なっている）。術後 4 日目に再手術を行なった。右内鼠
径輪は閉鎖されていたが、Hesselbach 三角部が気腹で
ドーム状に膨隆しており内鼠径ヘルニアと診断 ad-
vanced LPEC で対応した。

S8-12 V.A.C.ULTAⓇを用いた陰圧閉鎖療法
にて上皮化を計った臍帯ヘルニアの 1
例

名古屋大学医学部附属病院 小児外科

○稲田 亘佑、内田 広夫、田中 裕次郎、
城田 千代栄、田井中 貴久、住田 亙、
横田 一樹、牧田 智、大島 一夫、
滝本 愛太朗、狩野 陽子

当院では臍帯ヘルニアに対して臍帯の吊り上げと可及的な
結紮・縫縮を行い、腹壁閉鎖を新生児期には行わず、臍帯を
上皮化させたのち児の成長を待って、待機的に腹壁閉鎖を
行っている。全身状態の不安定な新生児期に侵襲的な処置を
行わず管理できることが利点である。しかし上皮化には数ヶ
月の時間がかかるため、その間に創部の感染が起きたり、浸
出液が多く創処置に時間がかかることがある。陰圧閉鎖療法

（negative pressure wound therapy：NPWT）は創部を陰圧
に保つことにより創傷治癒を促す治療法であり、特に V.A.
C.ULTAⓇは、洗浄液注入により局所の創洗浄を行いながら
NPWT を行うものである。臍帯ヘルニアに V.A.C.ULTAⓇを
用いた NPWT を試みたので報告する。
症例は 37 週 2 日 2456g で出生した男児で、7×5cm の臍帯ヘ
ルニア内に肝臓・胃・小腸が脱出していた。出生後、臍帯を
吊り上げて徐々にヘルニア嚢を縫縮し、生後 9 日目に
NPWT を開始した。結紮した臍帯を覆うようにカットした
スポンジを載せてドレープを貼り、中心に穴を開けて洗浄お
よび吸引ができるようにチューブを装着した。陰圧 50
mmHg、洗浄液注入量 6mL、浸漬時間 5 分、吸引時間 2 時間
の設定とし、ドレッシング交換を 2-4 日に 1 回行った。臍帯は
清潔に保たれ、上皮化も順調に認められた。計 28 日間装着し
たが、皮膚障害などのトラブルもなく継続可能であった。わ
れわれは 2014 年から 2018 年までに腹壁の閉鎖に臍帯を使
用した症例を 6 例経験した。NPWT ではなく従来の管理で
は、5 症例に局所感染徴候を認め、感染症例においては基本的
に 1 日 1-2 回の洗浄とドレッシング交換が必要であった。文
献的には各種被覆材やゲーベンなどの薬剤を塗布する方法
が報告されているが、NPWT を用いることで創部感染を制
御し、創処置の単純化、早期上皮化を促せると考えられた。
今後も V.A.C.ULTAⓇを用いて症例を積み重ね検討を行う予
定である。
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S8-13 表皮切除のみを行い臍温存に成功した
臍部異所性膵組織の 1例

1）国立成育医療研究センター 外科
2）国立成育医療研究センター 病理診断部

○森 禎三郎1）、藤野 明浩1）、藤田 拓郎1）、
工藤 裕実1）、三宅 和恵1）、沓掛 真衣1）、
山田 洋平1）、田原 和典1）、菱木 知郎1）、
金森 豊1）、義岡 孝子2）

小児外科領域においては臍部の疾患に対してのみなら
ず、術後の整容性向上のために臍を用いた開腹手術が広
く行われている。しかし、術後の臍形態が美容的に満足と
は言えないことも多く、年齢や体格、疾患に応じて術式を
工夫する必要がある。
今回、我々は臍部異所性膵組織に対して、表皮切除のみを
行うことで臍温存に成功した一例を経験したので報告す
る。
症例は 1 歳 7 か月男児。日齢 4 に臍帯脱落を認めたが、以
後持続する臍部のびらんを認めた。臍ポリープの診断に
て硝酸銀による焼灼が行われるも改善なく、当院当科紹
介受診となった。尿膜管遺残などの皮下組織以深に連続
する構造は認めず、臍ポリープとして硝酸銀や液体窒素
を用いた焼灼、ステロイド軟膏塗布などを行ったが改善
が得られなかったため、手術を行う方針となった。
当院初診時より臍全体のびらんと発赤を認めていたが、
臍中央部のみを紡錘形に切開し、皮下に続く硬い組織を
周囲組織より剥離した。筋膜直上で臍帯遺残ごと刺通結
紮して皮下病変部を切除した。残した皮膚の発赤部に対
しては眼科用剪刀を用いて表面のみを削り取り手術を終
了した。
病理検査では真皮深層に円柱上皮からなる小腸粘膜組織
と、腺房・導管・langerhans island からなる異所性膵組
織を認め、臍腸管遺残に伴う異所性膵組織と考えられた。
術後経過は良好であり、術後 1 年が経過した現在、再発お
よび臍形態における問題点は認めていない。
臍全体に発赤びらんを認める症例に対しては、臍全体を
切除すると術後の臍形成に難渋することが多く、本症例
のように真皮を残した切除は整容性の向上においては非
常に有用であったと考えられた。臍部異所性膵組織に関
する文献的考察も加えて報告する。

S8-14 腹壁破裂に対する臍帯packing を用
いない sutureless 腹壁閉鎖法

1）茨城県立こども病院 小児外科
2）茨城県立こども病院 小児泌尿器科

○田中 保成1）、矢内 俊裕1,2）、東間 未来1）、
益子 貴行1,2）、平野 隆幸1）、小坂 征太郎1）、
牛山 綾1）

【緒言】腹壁閉鎖に対する外科的治療は、これまで一
期的あるいは多期的な欠損孔の縫合閉鎖が行われて
きた。2000 年代から sutureless 腹壁閉鎖法が報告さ
れ、整容面や医療経済面での有用性が認められると
して、本邦でも多くの報告がある。今回我々は腹壁破
裂に対して、臍帯 packing を用いない sutureless 腹
壁閉鎖法を経験したので報告する。

【症例】日齢 0、女児。在胎 16 週に胎児超音波検査で
腹壁破裂を指摘された。在胎 31 週 2 日、1,472g、帝
王切開で出生した。臍部右側に欠損孔が認められ、十
二指腸から S 状結腸まで脱出していた。腸管には浮
腫性変化がみられず、一期的に全腸管を還納可能と
判断した。出生後 2 時間に全身麻酔下で腹壁閉鎖を
施行した。高位空腸と腹壁の一部に癒着が認められ
バンド状になっていたため結紮切離した。また、消化
管の閉塞や狭窄はみられなかったが、トライツ靭帯
の形成不全が認められた。十二指腸内のガスを胃内
へ送り、小腸から結腸までの胎便を肛門側へ送り出
して腸管を減圧し、全腸管を還納後、欠損孔を直接縫
縮するように FASNAHTⒸ（ロングタイプ）を放射状
に貼付し閉鎖した。術後経過は良好であり、FAS-
NAHTⒸを除去した術後 1 か月時には腹壁は完全に
閉鎖していた。術後 2 か月の現在、臍ヘルニアは認め
られるが、そのほかの合併症はみられていない。

【結語】当院では腹壁破裂に対して臍帯 packing を用
いた sutureless 腹壁閉鎖法を行ってきたが、欠損孔
を臍帯で被覆しない本法での優れた整容性が報告さ
れており、本症例では後者を採用した。本法では腹水
や滲出液によるテープ剝脱がないかぎり、臍帯
packing 法での腹圧上昇時に懸念される腸管脱出は
みられず、簡便で有用な手技であると考えられた。
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S8-15 人工肛門閉鎖術の創部感染予防に対す
る SNAPⓇ陰圧閉鎖療法システムの使
用経験

亀田総合病院 小児外科

○高田 瞬也、松田 諭

【症例】月齢 10 の女児。高位鎖肛（直腸膣瘻）に対し日齢 2
で横行結腸双孔式人工肛門造設術を施行し、月齢 6 で腹腔鏡
補助下鎖肛根治術を施行した。
月齢 10 に人工肛門閉鎖術を施行した。人工肛門部の腸管切
除及び手縫い端々吻合による腸管吻合を行った。閉創は筋膜
を 3-0 マクソン単結節縫合で閉腹し、真皮に 4-0 マクソンで
冠状縫合をかけ皮膚を寄せ、中央の陥凹部にグラニュフォー
ムを詰め SNAPⓇ陰圧閉鎖療法システムを用いて陰圧閉鎖療
法を行った。手術時間は 88 分、出血量は 5g であった。
術後 5 日目までは包交することなく持続陰圧により浸出液
を回収し、術後 5 日目に陰圧閉鎖療法を終了しグラニュ
フォームを除去した。その後は肉芽の形成を期待した。術後
の創部感染は生じず、術後 1 ヶ月の時点で創部感染を起こす
ことなく綺麗に創傷治癒を得た。

【考察】人工肛門閉鎖術の創部感染は成人外科においても問
題となっており様々な工夫がなされている。当院の成人外科
では人工肛門閉鎖術の創部感染対策として創部の冠状縫合
及び SNAPⓇ陰圧閉鎖療法システムを用いている。2017 年 4
月から 2019 年 3 月の期間に人工肛門閉鎖術を施行した 39
例のうち創部感染は 3 例に生じ、発生頻度は 7.7％ であっ
た。
SNAPⓇ陰圧閉鎖療法システムは-75～-125mmHg で持続陰
圧をかけ、持続的に創部からの滲出液を吸引しながら肉芽形
成を促進する事が出来る。非電動性で静音でありコンパクト
のため術後の離床の妨げになることなく簡便に使用可能で
ある。

【結語】人工肛門閉鎖術後の創部感染は問題であり、本症例
のように小児例に対しても成人と同様に SNAPⓇ陰圧閉鎖療
法システムを用いることで創部感染を減少させ、良好な創傷
治癒を得ることができる可能性が示唆されたので報告する。

S8-16 腹会陰式直腸切断術後の会陰創に対し
て予防的閉鎖陰圧療法をおこなった小
児クローン病の 2例

三重大学 消化管・小児外科

○井上 幹大、内田 恵一、長野 由佳、
松下 航平、小池 勇樹、楠 正人

腹会陰式直腸切断術（APR）では、会陰創における sur-
gical site infection（SSI）や創哆開を合併しやすく、特に
難治性肛門病変を伴うクローン病（CD）に対する APR
ではこれらの合併症の頻度が高いことが報告されてい
る。今回、APR 術後に会陰創の予防的閉鎖陰圧療法

（NPWT）を行った小児 CD2 症例を経験した。
【症例 1】16 歳男児。新生児期より難治性の下痢を認め、
生後 6 ヶ月時に肛門周囲膿瘍を発症した。その後の精査
で大腸型 CD（Paris 分類：A1a，L2，B2p，G1）と診断
され、各種内科的治療が行われたが治療に対する反応が
乏しく、複雑痔瘻及び直腸狭窄に対して、3 歳時に回腸瘻
造設術と seton 法を施行した。腹腔鏡下 APR を施行し
た。手術は病変切除後、骨盤底形成を行い、腹腔側から
仙骨前面にドレーンを留置した。会陰創は肛門挙筋を縫
合した後、真皮・皮下を広めの縫合間隔で閉鎖し V.A.
C.治療システムを装着した。NPWT は 12 日間継続し、創
周囲の皮膚障害を認めたが、SSI や創哆開の合併なく退
院となった。

【症例 2】15 歳男児。進行性神経疾患によるてんかん、重
度精神発達遅滞のため人工呼吸器装着中で胃瘻からの
経管栄養管理が行われてきた。13 歳時から血便を認める
ようになり、14 歳時に肛門周囲膿瘍、痔瘻を発症し大腸
型 CD（Paris 分類：A1b，L2，B1p，G0）と診断した。
seton 法を施行したうえで内科的治療を開始したが治療
抵抗性であり、病変が直腸・肛門に限局していたため S
状結腸人工肛門を造設した。その後も病変のコントロー
ルは不良であり、児の状態から過剰な免疫抑制治療は感
染症重症化のリスクが高いと判断して腹腔鏡下 APR を
施行した。骨盤内及び会陰部の操作は症例 1 と同様であ
り、会陰創のごく一部が哆開したが、NPWT を 17 日間
継続し創哆開は拡がることなく退院となった。
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S9-1 部分型アンドロゲン不応症の両側鼠径
部性腺に対する腹腔鏡下切除術の有用
性

金沢医科大学 小児外科

○安井 良僚、木戸 美織、中村 清邦、桑原 強、
岡島 英明、河野 美幸

【はじめに】性分化疾患の一つである部分型アンドロゲ
ン不応症（PAIS）では性腺の悪性化リスクが高く予防的
切除の適応となる。鼠径部で性腺を触知し、腹腔外に下
降した PAIS 症例に対し、鼠径部切開を要さず腹腔鏡下
に性腺を切除しえたので、術式の詳細を報告する。

【症例】3 歳、戸籍上の性は女児。8 ヵ月時に陰核肥大を
指摘され、小児内分泌科による精査の結果 PAIS と診断
された。外陰部は陰核の根部に外尿道口があり、また膣
口も認める女性型に近い外性器形成障害を呈していた。
両側鼠径部に性腺と思われる腫瘤を触知し、圧迫しても
腹腔内に上がらない状態であった。
手術は臍部および両側側腹部の 3 ポートで行った。腹腔
鏡所見として子宮および膣は形成されていなかった。両
側とも腹膜鞘状突起は閉鎖し、精巣動静脈および精管様
構造は内鼠径輪から鼠径管に入っており、腹腔内から性
腺は観察されなかった。内鼠径輪部で腹膜を切開し、精
巣動静脈および精管を愛護的に牽引しながら精索周囲
を剥離することで鼠径管から性腺を腹腔内に授動でき
た。精巣導体を切離し、臍部創から体外へ出して生検し、
迅速診断で両側とも精巣成分であることを確認して性
腺を切除した。術後経過は問題なく翌日退院可能であっ
た。今後時期をみて陰核形成術を予定している。

【考察】PAIS における性腺切除では、鼠径部に触知可
能な症例では多くは鼠径管アプローチが選択されると
思われる。一方、PAIS の診断において Müller 管由来の
内性器がないことを確認する必要があるが、幼少期には
MRI 等画像検査のみで完全に評価することが困難なこ
とがあり、審査腹腔鏡が有用である。性腺が腹腔内にな
いと思われる症例においても、腹腔鏡下に切除可能であ
るため、内性器の確実な観察を行える腹腔鏡下性腺切除
術は鼠径部アプローチより有用と考えている。

S9-2 思春期前の小児の精巣成熟奇形腫に対
する精巣温存手術

1）茨城県立こども病院 小児外科、小児泌尿器科
2）茨城県立こども病院 小児外科
3）茨城県立こども病院 小児科

○矢内 俊裕1）、益子 貴行1）、東間 未来2）、
平野 隆幸2）、田中 保成2）、小坂 征太郎2）、
牛山 綾2）、吉見 愛3）、小林 千恵3）、
加藤 啓輔3）、小池 和俊3）、土田 昌宏3）

【緒言】小児の精巣腫瘍では高位精巣摘除術を要する卵黄嚢
腫瘍が最も多いが、精巣奇形腫との鑑別は超音波検査で可能
なことが多い。精巣奇形腫と術前診断し腫瘍核出術を施行し
て可及的に精巣組織を温存しえた症例を検討し報告する。

【対象と方法】過去 8 年間に当科で精巣腫瘍核出術を施行し
た 4 例を対象とし、手術時年齢、腫瘍マーカー所見、超音波
所見、手術所見、残存精巣、病理組織学的所見、再発の有無
などについて、診療録をもとに後方視的に検討した。

【手術手技】原則として、鼠径部切開により患側の精巣動静
脈をクランプ後、陰嚢アプローチで腫瘍核出術を施行した。
術中迅速診断で成熟奇形腫と診断後に、核出部の白膜を縫合
し残存精巣を温存した。

【結果】手術時年齢は 1 歳～11 歳（中央値 5.5 歳）であり、主
訴は幼児の 2 例が陰嚢腫大、学童の 2 例が陰嚢痛であった。
患側は左側 2 例、右側 2 例であり、AFP 値は 2.2～6.9ng/ml
と全例で上昇がみられなかった。超音波検査では境界明瞭で
内部不均一な精巣内腫瘍が認められ、小嚢胞や隔壁構造がみ
られた。腫瘍の長径は 7～25mm であり、内部の血流は乏し
かった。腫瘍核出術後に温存しえた患側精巣の大きさは対側
の 1/2～3/4 であった。病理組織学的には成熟奇形腫 3 例、
類表皮嚢胞 1 例であり、術後 1～8 年の follow up 期間に再発
は認めていない。

【結語】思春期前の小児の精巣腫瘍においては、超音波検査
で奇形腫を示唆する所見（単巣性、無エコー域～低エコー域、
境界明瞭、乏しい血流）がみられる、AFP が正常である、1/
3 以上の精巣組織が残存可能である場合に、腫瘍核出術によ
る正常精巣組織の温存を計画し、術中迅速診断で成熟奇形腫
と診断されれば organ-sparing surgery が可能である。但し、
思春期後の精巣奇形腫では悪性化が高率に認められるため、
腫瘍核出術の適応とはならないので注意を要する。
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S9-3 思春期以前に発症した漿膜内精巣捻転
症の 2症例

1）JAとりで総合医療センター 小児外科
2）筑波大学医学医療系 小児外科

○坂元 直哉1）、増本 幸二2）

【はじめに】精巣捻転の発症頻度には新生児期と思春期
にピークがあり、発生機序は一般的に新生児期が鞘膜外
捻転、思春期が bell clapper をベースにした鞘膜内捻転
と言われている。しかし今回、我々は乳幼児期の漿膜内捻
の 2 例を経験した。思春期の捻転と比較し、注意が必要な
点について報告する。【症例】症例 1：3 歳男児。受診当日
の朝 8 時頃から左精巣痛が出現。身体所見上は左陰嚢の
発赤、精巣の挙上、挙睾反射の消失があった。エコーにて
whirl pool sign を認めず、精巣内への血流は確認でき
なかった。術中所見では 540 度の bell clapper を伴い漿
膜内捻転が確認され、精巣切除と体側固定を行った。症例
2：1 歳男児。受診 1 週間ほど前から軽度の陰嚢の発赤が
あったとのことだが経過をみられていた。受診 3 日前か
ら発赤が強くなり、当院受診前日に前医受診。エコー施行
されたが精巣上体炎として抗生剤で経過を見られてい
た。発赤が改善せず、当院受診したところ陰嚢の発赤、硬
結、精巣の挙上、挙睾反射の消失が認められた。しかしエ
コーにて whirl pool sign は認められなかった。精巣内
への血流は確認できず、かつ内部に low echoic lesion
がみられたため精巣捻転と診断した。術中所見では bell
clapper を伴う 180 度の漿膜内捻転であり、黒色壊死に
陥っていた。【まとめ】今回経験した 2 例では両方とも
bell clapper deformity を伴う漿膜内捻転であり、副精
巣の直上で急激に捻転を起こしていた。エコー上では
whirl pool sign を指摘することができなかったが、こ
れは精巣の漿膜内のスペースが狭く、漿膜内捻転を起こ
してもエコー上血管の捻転部位を描出することは困難で
あるためと思われた。通常、鞘膜内捻転は思春期に生じる
ことが多いとされているが、乳幼児期にも発症すること
があり、その場合はエコーでの診断が困難であることを
念頭に置くべきである。

S9-4 先天性処女膜閉鎖に起因する子宮膣留
血症を呈した 1例

茨城県立こども病院 小児外科

○西塔 翔吾、矢内 俊裕、根本 悠里、
小坂 征太郎、田中 尚、益子 貴行、東間 未来

【緒言】先天性処女膜閉鎖は周産期に破れるはずの処女膜
が残存している状態であり、思春期に無月経の精査で判
明したり、膣留血症に伴う下腹部痛や下腹部膨満で発症
したりする稀な病態である。今回、先天性処女膜閉鎖に起
因する子宮膣留血症を呈した 1 例を経験したので報告す
る。

【症例】14 歳、女児。1 型糖尿病に対してインスリン自己
注射を行い follow されていた。13 歳頃より月経発来はな
いが、数日で自然軽快する下腹部痛を反復していた。今
回、2 週間ほど持続する下腹部痛がみられ、腹痛増悪に
伴って経口摂取が不良となったが、通常量のインスリン
注射を行っていたため、低血糖を呈して当院を受診した。
下腹部に膨満がみられ、US では低エコーの内容を伴う
14.8×8.1cm に腫大した膣および子宮が認められた。外陰
部視診では膣口が閉鎖して膨隆しており、暗赤色の内容
物が透見された。先天性処女膜閉鎖の診断で処女膜切開
術を施行した。まず、閉鎖した腟口を穿刺して旧血性の内
容液を吸引後、造影剤を注入して単一の腔であることを
確認した。穿刺部位を中心に十字切開をおき、再発を防止
する目的で創縁を 4-0 吸収糸で連続縫合した。術後経過
は良好であり、血糖コントロールを行って退院となった。
術後 6 か月の現在、膣留血症の再発は認めていない。

【結語】処女膜閉鎖に伴う子宮膣留血症は稀な病態である
が、思春期の女児の下腹部痛の鑑別診断として念頭に置
くべきである。処女膜の切開術後には腟口の狭窄や処女
膜の再癒着に注意を要する。今回のように年長児には十
字切開を行って十分な径の腟口を確保できるが、新生児
期～乳児期に発見された場合には膣の隣接臓器である膀
胱や直腸を損傷するリスクもあるため、切開線の角度を
変えた×字切開や必要十分な大きさの輪状切開を選択す
べきと考えられる。
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S9-5 膀胱筋層内尿膜管遺残に対する腹腔鏡
補助下切除術の 2例

新潟市民病院 小児外科

○愛甲 崇人、平山 裕、飯沼 泰史、
小松崎 尚子、靏久 士保利

【はじめに】腹腔鏡下尿膜管切除術において、膀胱筋層内に
尿膜管遺残が存在する症例では、切除範囲の確実な同定が
困難なこともあり、通常の鏡視下切除術では安全性の観点
からも疑問が残る可能性がある。今回我々は、鏡視下操作を
先行し、これに続いて最小限の開腹操作で安全に切除し得
た、膀胱筋層内尿膜管遺残の 2 例を経験したので報告する。

【症例】症例 1 は 10 歳男児。腎盂腎炎を契機に膀胱頂部に嚢
胞状腫瘤が指摘され、膀胱壁内の尿膜管嚢胞が疑われた。手
術は臍部カメラポート、右上腹部に 2 本ポートを留置し腹
腔鏡下操作を先行した。まず膀胱頂部の腹膜を切開し、腫瘤
の周囲を剥離した。次に境界を同定するために、膀胱内に生
理食塩水を充填させ腫瘤と膀胱の境界の判別を試みたが困
難であった。そこでこれ以上の操作では膀胱粘膜への損傷
も危惧され、開腹操作へ移行することとした。まずあらかじ
めサージタイで腫瘤を膀胱壁と一回で結紮しておき、これ
を恥骨上から新たに挿入したかんしで把持しつつ体外へ引
き出し、これをガイドにして最小限の皮膚切開創で腫瘤を
露出した。直視下で膀胱粘膜の損傷が無いことを確認しつ
つ腫瘤を切除し、膀胱筋層を修復して手術を終了した。最終
的に腫瘤は膀胱内との交通はなく、膀胱筋層内に遺残した
尿膜管嚢胞と診断した。症例 2 は 9 歳男児。下腹部痛と発熱
を契機に、造影 CT 検査で膀胱頂部に膿瘍形成と石灰化を
伴う腫瘤を認め、感染性尿膜管嚢胞と診断した。炎症の消退
を待って症例 1 と同様の方針で手術を施行したが、本症例
も腫瘤と膀胱の境界は明確でなく、症例 1 と同様に最小限
の開腹創で直視下に腫瘤を切除した。最終的に膀胱との交
通はなく、尿膜管嚢胞と判断した。

【結語】膀胱壁内尿膜管遺残は、膀胱壁との境界が明瞭でな
いため、完全鏡視下手術に拘泥することなく、鏡視下操作を
先行した最小限の開腹手術併用が、安全面、整容性の面でも
望ましいと考える。

S9-6 細菌性髄膜炎後遺症による神経因性膀
胱に合併した両VUR症例に対する
QOL向上を目指した尿路変更術

1）茨城県立こども病院 小児外科
2）茨城県立こども病院 小児泌尿器科

○小坂 征太郎1）、益子 貴行1,2）、牛山 綾1）、
田中 保成1）、平野 隆幸1）、東間 未来1）、
矢内 俊裕1,2）

【緒言】新生児期の神経因性膀胱による高度膀胱尿管逆流
（VUR）に対する尿管皮膚瘻造設は、尿ドレナージや腎機能
保持の目的で行われる術式であるが、下部尿管の血流障害
により根治的尿路再建術を困難にする点や成長に伴い尿
管屈曲が増強する点などが欠点である。今回我々は複数回
の尿路手術を施行された神経因性膀胱症例において、最終
的には QOL 向上を目指して膀胱皮膚瘻造設術を施行した
経験を報告する。

【症例】26 歳、男性。新生児期の細菌性髄膜炎による後遺症
により発達障害、四肢麻痺、神経因性膀胱を呈していた。
3 か月時に両水腎水尿管、両 VUR（GradeV）の診断で両尿
管皮瘻造設術を施行された（担当医 A）。13 歳時に膀胱尿管
新吻合術（Cohen 法）および両尿管皮膚瘻閉鎖術を施行さ
れた（担当医 B）。20 歳頃より神経因性膀胱および尿管皮膚
瘻閉鎖部での狭窄に伴う両水腎水尿管および腎機能障害
が進行してきたため、23 歳時に両尿管狭窄解除術を施行し
た（担当医 C）。膀胱造影では両 VUR はみられないものの、
高圧膀胱による両水腎水尿管が持続し、尿路感染症を反復
するようになり、自宅での導尿（CIC）が困難な環境であっ
たため、24 歳時に膀胱皮膚瘻造設術を施行しオムツへ尿が
排出されるようになった（担当医 C）。術後 2 年経過した現
在、CIC は不要で尿路感染に罹患することなく経過良好で
あり、両水腎水尿管および腎機能障害は改善している。

【結語】本症例では神経因性膀胱に伴う両 VUR に対して
両尿管皮膚瘻造設術が行われたが、担当医の変更に伴い施
行された両 VUR 手術および両尿管皮膚瘻閉鎖術が QOL
向上には寄与せず、尿路感染症の反復や腎機能障害の増悪
がみられたため、最終的には膀胱皮膚瘻造設術により QOL
が向上した。神経因性膀胱においては、症例の病態や環境
に応じて QOL を重視した尿路変更術が選択されるべきで
ある。
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S9-7 胎児期に左腹部巨大嚢胞を指摘され、新
生児期に外瘻造設と腹腔鏡下摘出を
行った左低異形成腎の一例

1）東京女子医科大学 小児外科
2）東京女子医科大学 産婦人科
3）東京女子医科大学 新生児科

○牧 ゆかり1）、古橋 七海1）、山口 隆介1）、
末吉 亮1）、世川 修1）、水主川 純2）、
佐藤 友哉3）、和田 雅樹3）

【はじめに】異形成腎は発生段階で後腎への分化に障害が生
じたことによる質的な異常であり、低異形成腎、無形成腎、
多嚢胞性異形成腎（MCDK）が含まれる。今回、診断に難渋
した低異形成腎例を経験したため、若干の文献的考察を含
めて報告する。【症例】男児。胎児期に左腹部嚢胞が指摘さ
れていた。在胎週数 38 週 4 日、出生時体重 2930g、Ap8/8
で出生。出生後の腹部超音波では脾臓下面に 6cm 大の巨大
な単房性嚢胞を認め、左腎臓は描出されず、右腎は軽度肥大
傾向を認めた。腎臓由来の巨大嚢胞が考えられたが、腹腔内
の嚢胞性病変も否定できない状態であり、日齢 4 で全身麻
酔下腹腔鏡観察を行った。腹腔内には嚢胞性病変は存在せ
ず、後腹膜腔の左腎臓の位置に嚢胞が存在していた。嚢胞が
巨大であったため腎瘻造設を行ない内容液約 100ml を吸引
した。腎瘻造影や経静脈性尿路造影では、左腎盂腎杯や尿管
は造影されなかった。膀胱造影では両側ともに VUR は認め
なかった。その後造影 CT を施行し、ごくわずかに造影効果
を認める小さな左腎臓と、巨大嚢胞も含めた数個の小嚢胞
が確認されたため、左低異形成腎の可能性を考えた。腎瘻か
ら少量の排液を認めることや、腎瘻による感染のリスクを
ご両親へ説明したところ、早期の手術を希望されたため日
齢 24 で腹腔鏡下左腎尿管摘出術を施行した。術中膀胱鏡で
は左尿管口は正常位置に開口していたが、逆行性尿管造影
では中部尿管での途絶所見を認めた。摘出した左腎臓は、多
数の嚢胞を伴い実質は萎縮していた。病理所見では、嚢胞壁
は異形成を欠く低立方上皮で裏装され、嚢胞間に未熟な糸
球体を含むネフロンが疎な間質を伴って認められ、悪性所
見は認めなかった。また異所性軟骨・骨格筋は認めなかっ
た。【考察】病理組織結果からは、本症例は低形成腎に異形
成成分（MCDK）を含む低異形成腎と考えられ、遺伝子異常
との関連も検索が必要である。また本症例の手術の是非と
時期に関しても検討を加える。

S9-8 尿道下裂尿道形成術における陰茎腹側
U字皮膚切開周囲皮下組織温存の有用
性

順天堂大学医学部 小児外科・小児泌尿生殖器外科

○越智 崇徳、瀬尾 尚吾、矢崎 悠太、村上 寛、
武田 昌寛、山高 篤行

【目的】
尿道下裂尿道形成術において、陰茎腹側 U 字皮膚切開
周囲皮下組織温存の有用性について検討した。

【方法】
陰茎腹側 U 字皮膚切開（U-shaped skin incision：
UI）は、従来メスを皮膚に対して垂直に入れるのに対
し（original UI：oUI）、我々の考案した UI（modified
UI：mUI）は、メスを皮膚に対して斜めに入れて表皮
から皮下組織を削ぐように行うことで、U 字切開周囲
に肉厚で血流の良い皮下組織が温存される。温存され
た皮下組織に針糸をかけて、新尿道を形成する。
2003 年から 2017 年に当科で尿道形成術が施行された
尿道下裂患者（n=207）について、oUI（n=97）と mUI

（n=110）における術後合併症発生率を後方視的に比較
検討した。Distal 型尿道下裂や再手術症例は除外した。

【結果】
尿道下裂病型は Mid-shaft 90 例（oUI：56 例、mUI：34
例）、Proximal 117 例（oUI：41 例、mUI：76 例）。一
期的尿道形成が 82 例（oUI：41 例、mUI：41 例）、多
期的尿道形成が 125 例（oUI：56 例、mUI：69 例）に
施行され、最終の尿道形成は平均年齢 3.25±0.09 歳

（oUI：3.19±0.14 歳、mUI：3.30±0.12 歳）に施行され
た。術後平均観察期間 6.44±0.26 年で、術後合併症は
16 例（16/207；7.7％）：尿道皮膚瘻 7 例、尿道狭窄 6
例、尿道憩室 3 例に認められ、術後合併症発生率は
mUI（1/110 例；0.9％）が oUI（15/97 例；15.5％）に
比べて優位に低かった（p＜.0001）。

【結語】
我々の考案した陰茎腹側 U 字皮膚切開周囲に肉厚で
血流の良い皮下組織を温存する術式は、尿道形成術後
合併症を低減する上で有用である。
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S9-9 尿道下裂に対する一期的尿道形成術に
必要な条件：6 factors

順天堂大学医学部附属順天堂医院 小児外科・小児泌尿器生殖
器外科

○瀬尾 尚吾、越智 崇徳、中村 弘樹、宮野 剛、
古賀 寛之、山高 篤行

尿道下裂は症例ごとに形態のバリエーションが様々であ
り、個々に応じた治療法・術式を検討する必要がある。今
回、当科に於ける一期的尿道形成（primary urethro-
plasty：pUP）に必要な条件について検討したので報告
する。
1）外尿道口の位置：外尿道口の位置は penoscrotal よ
り distal であること。
2）屈曲の程度：chordee の深さは様々である。屈曲の是
正のために chordee の切除、さらには陰茎腹側の切離を
行う。初回手術では、屈曲を是正することを何よりも優先
する。
3）Dorsal plication 時の陰茎長：中等度以上の陰茎の屈
曲を Dorsal plication で是正すると、陰茎長が短くなる上
に、屈曲の再発のリスクが高まる。尿道が hypoplastic、
dysplastic であり屈曲の原因となっている場合は、尿道
離断、及び、Tunica Albuginea Incision を加え屈曲を完全
に是正、十分な長さの陰茎を確保する必要がある。
4）尿道板の組織の厚み：尿道形成を合併症なく行うた
めには、尿道板の厚み、組織の血流が重要である。pUP
には十分な尿道板の厚みが必要であり、薄い場合には初
回手術時に尿道板周囲に組織の補填を行う。
5）亀頭のサイズ：亀頭が小さい症例に先端まで尿道形
成を施行すると尿道狭窄の原因となる。尿道板と亀頭の
幅の比が 1：2 以上の症例のみに亀頭部の尿道形成、すな
わち pUP を行う。
6）亀頭部の溝の深さ：溝が浅い症例では亀頭部新尿道
の径が保てず、尿道狭窄の原因となる。6Fr のカテーテル
が埋まる溝を持つ場合に限り亀頭部の尿道形成を行う。
当科では、上記 6 factor が全て揃わない症例では多期的
に手術を行い、全てを満たす症例にのみ pUP を施行する
ことで良好な結果を得ている。

S9-10 尿道下裂術後重度合併症に対するサル
ベージ尿道形成手術

順天堂大学 小児外科・小児泌尿生殖器外科

○三宅 優一郎、矢崎 悠太、越智 崇徳、
瀬尾 尚吾、中村 弘樹、宮野 剛、古賀 寛之

【目的】尿道下裂尿道形成術後重度合併症に対するサル
ベージ尿道形成手術の経験を報告する。

【方法】
2007 年から 2018 年に当科でサルベージ尿道形成手術が
施行された 8 例について検討した。

【結果】
初回の尿道形成術は、2 例が当科で施行、6 例が他院で施
行された。尿道下裂病型は Perineal：1 例、Penoscro-
tal： 4 例、Mid-shaft： 1 例、Chordee without hypo-
spadias：1 例、不明：1 例であった。一期的尿道形成：3
例、多期的尿道形成：4 例、Dorsal plication：1 例が施行
され、平均手術回数は 2.4 回であった。尿道形成術後合併
症は、陰茎屈曲再発：5 例、尿道憩室：3 例、尿道口離
開：2 例、尿道口狭窄：1 例であり、サルベージ尿道形成
手術に至った。
サルベージ尿道形成手術は、一期的尿道形成：1 例、多期
的尿道形成：7 例で、最終の尿道形成手術時年齢は 14.6
歳であった。多期的尿道形成は、Tunica albuginea inci-
sion（TAI）のみ：2 例、索切除で改善不十分のため TAI
施行：2 例、尿道憩室開放後に TAI 施行：2 例、尿道憩
室開放のみ：1 例、その後全例に新尿道形成術を施行し
た。TAI の際には全例で血流豊富な有茎性組織（陰嚢内/
尿道口周囲脂肪）を陰茎腹側に充填し、新尿道形成術の
際に陰茎腹側に良好な皮下組織が得られた。術後平均観
察期間 2.4 年で、全例で術後合併症を認めなかった。

【結語】
尿道形成術後重度合併症に対するサルベージ尿道形成
手術は、陰茎腹側の皮下組織は瘢痕化し血流も不良であ
るため極めて困難であるが、TAI+陰茎腹側に血流豊富
な有茎性組織を充填することで、安全に新尿道形成が可
能である。
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S10-1 当院における小児外傷性脾損傷の管理
の実際

京都府立医科大学附属病院 小児外科

○神部 浩輔、青井 重善、坂井 宏平、東 真弓、
文野 誠久、古川 泰三、田尻 達郎

はじめに：小児の脾損傷のうち日本外傷学会臓器損傷 III
型のような重症例では、interventional radiology（以下 IVR）
を含む侵襲的治療の適応はあるとされるが、実際の施行状
況は不明である。保存的治療が選択された際の管理計画も
定まったものはない。また経過中の仮性動脈瘤（以下仮性
瘤）や脾膿瘍形成の頻度や管理についても、小児における詳
細な報告は少ない。これらの点に着目し当院における III
型脾損傷症例の実際の臨床経過を検討したので報告する。
対象と方法：2004 年 5 月～2019 年 5 月までに当院で治療
を行った小児脾損傷 III 型の 6 例（男児 2 例女児 4 例）を診
療録より調査。
結果：初診時年齢は平均 6.5 歳（2～9 歳）。重症度分類は 6
例とも IIIb 型であった。管理期間としてはベット上安静期
間は平均 10.2 日。入院経過観察期間は平均 20.5 日であっ
た。初動から IVR を行った例はなかったが、初診時に CT
にて血管外漏出は認めないが、2 歳の幼少例と腹水貯留を
認めた 2 例で準緊急 IVR が行われた。IVR が行われなかっ
た 4 例のうち 2 例で、入院後 2 度目（施行日は平均 9.3 日）
の画像検査で仮性瘤を認めたが、全例安静のみで管理し、そ
の後自然消滅を確認したため追加 IVR の施行例はなかっ
た。入院後の発熱は 5 例でみられ全例で抗生剤を投与した
が、血液培養で細菌感染は証明されず、膿瘍形成例もなく、
画像上も血腫の吸収過程を認めるのみであった。

結語：症例数の少ない検討ではあるが今回の検討からは仮
性瘤が形成される時期はおよそ受傷後 10 日以内であり、こ
の時期は入院管理・安静を解除すべきではなく、また入院
管理期間は少なくとも 2 週間以上は必要と考えられた。本
症の保存的治療は非開放創の管理であり予防的抗生剤の使
用には議論はあるが、膿瘍形成の予防には一定の効果があ
ると考えられた。

S10-2 小児外傷性脾損傷に対する TAE

筑波大学医学医療系 小児外科

○相吉 翼、増本 幸二、小野 健太郎、
堀口 比奈子、白根 和樹、伊藤 愛香里、
根本 悠里、田中 尚、佐々木 理人、
千葉 史子、神保 教広、瓜田 泰久、
新開 統子、高安 肇

【緒言】小児外傷性脾損傷（本症）に対する TAE（transcathe-
ter arterial embolization）の適応に明確な指針はない．過去
7 年間に，本症に対し TAE を施行した 3 例を経験したため
報告する．

【症例】症例 1：7 歳，女児．約 1m のブロック塀から転倒し
背部を受傷．日本外傷学会分類 IIIa の脾損傷を認めた．循環
動態が安定しており，造影 CT で脾実質内に血管外漏出像を
認めたため，受傷同日に TAE 施行の方針とした．TAE では
脾上極の損傷部位に向かう血管塞栓を実施した．塞栓領域は
脾全体の約 60％ であった．術後経過は良好で，TAE 後 24
日目に退院となった．
症例 2：14 歳，男児．スケートボードで前方から転倒し腹部
を受傷．日本外傷学会分類 IIIb の脾損傷を認めた．循環動態
が安定しており，造影 CT で仮性動脈瘤を認めたため，受傷
同日に TAE 施行の方針とした．TAE では脾下極に 2 つの
仮性動脈瘤を認め，これらを含む領域の血管に対し塞栓を実
施し，塞栓領域は脾全体の約 35％ であった．術後経過は良
好で，TAE 後 9 日目に退院となった．
症例 3：4 歳，男児．受傷機転は不詳（母による虐待疑い）．
日本外傷学会分類 IIIb の脾損傷を認めた．保存的治療を施
行したが，受傷後 14 日目に遅発性仮性動脈瘤が指摘され，
その後も自然消失が得られなかった．受傷後 34 日目に TAE
を施行し，脾下極の仮性動脈瘤に対して選択的に塞栓を実施
した．術後経過は良好で，TAE 後 7 日目に退院となった．

【考察】
本症に対し TAE を施行した 3 例において，全例で合併症な
く安全に施行し得た．本症に対する TAE の施行について
は，小児の特殊性を考慮した上で症例毎に適応を検討してい
くことが重要である．これらを踏まえた上で，本症に対する
TAE 及びその周術期管理に慣熟した施設であれば，積極的
な適応を検討して良いものと考える．
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S10-3 IVR にて仮性脾動脈瘤の治療を行った
小児外傷性脾損傷の 1例

大阪大学医学部附属病院 小児外科

○岩崎 駿、出口 幸一、東堂 まりえ、
野村 元成、阪 龍太、渡邊 美穂、上野 豪久、
田附 裕子、奥山 宏臣

小児外傷性脾損傷に合併した遅発性脾動脈瘤に対
し Interventional Radiology（IVR）が奏効した 1
例を経験したので報告する。

症例：10 歳男児。遊具より転落し左側腹部を強打し
た。救急搬送先の病院で実施した超音波検査では異
常を認めなかったが腹痛が増強したため、翌日近医
を受診した。腹部 CT 検査で腹腔内出血を伴った脾
損傷を指摘され、当科へ搬送となった。脾損傷（日
本外傷学会脾損傷分類 Ib）およびダグラス窩に中等
量の腹水貯留を認めたが、血管外への造影剤の漏出
を認めず、貧血の進行もないことより、2 週間の安静
による保存的加療の方針とした。受傷後 2 週間の造
影 CT で、脾門部～下極に仮性動脈瘤の出現を認め
たため、緊急 IVR を施行した。血管造影で、上極枝
中枢および下極枝中枢の血管の破綻を認め、破綻部
付近にセレスキュー細片による血管塞栓術を行っ
た。2 週間後の造影 CT では、塞栓術を行った脾門
部～下極に造影効果の出現がないことを確認し、再
出血のリスクはないと判断し転院となった。
近年、日本外傷学会の初期診療ガイドラインや欧米
のガイドラインから、成人外傷性脾損傷の初期治療
においては脾臓温存目的に IVR が選択されてお
り、その奏効率は 92～95％ と高い。しかし小児外傷
性脾損傷に対する外科的加療もしくは保存的治療
の適応については施設間で差異がある。今回、遅発
性に出現した小児外傷性脾損傷に合併した脾動脈
瘤に対しても IVR は有効であった。

S10-4 小児Grade IIIb 外傷性脾損傷に対し
保存的治療を行った 4例

金沢医科大学 小児外科

○木戸 美織、中村 清邦、桑原 強、安井 良僚、
岡島 英明、河野 美幸

＜緒言＞Grade IIIb 外傷性脾損傷に対する治療として、循環
動態を含め全身状態が安定している例では IVR の進歩もあ
り非手術治療が選択される。自験例 4 例について報告する。
＜対象＞2018 年 11 月から 2019 年 7 月までに当科で入院加
療を要した日本外傷学会による重症度分類で小児 Grade
IIIb 外傷性脾損傷 4 例（男児 3 例、女児 1 例、年齢は 6～11
歳（中央値 7.5 歳））。
＜検討項目＞受傷機転、治療内容、入院後経過、予後
＜結果＞受傷機転は交通外傷 3 例（患児自転車と自動車の衝
突 2 例、走行中の電車と接触 1 例）、野球のデッドボールで
左季肋部受傷 1 例であった。合併臓器損傷として電車との接
触例で左上下肢の骨折、車との接触の 1 例で肝損傷

（GradeIb）と両下肢骨折を、1 例で鎖骨骨折と腸骨骨折を認
めた。下肢骨折 2 例とも受傷同日あるいは翌日に全身麻酔下
に創外固定を行った。脾損傷治療として 1 例で下肢骨折治療
の全身麻酔時に予防的に脾動脈コイル塞栓術を施行した。3
例は安静・経過観察を行った。輸血は手術例 2 例で行った。
入院後経過では野球での受傷例で受傷後 7 日に受傷部位の
痛みを認め、CT にて再出血と診断したが、循環動態は安定
しており、仮性動脈瘤や造影剤漏洩を認めず安静・補液で経
過観察とした。受傷後 16 日のフォロー CT で仮性動脈瘤を
認め同日コイル塞栓術を試みた。コイルが動脈瘤を貫通し、
造影剤漏洩がみられたため硬化療法を施行した。入院期間

（下肢骨折 2 例は整形外科転科まで）は、9-38 日（中央値 20
日）であった。現在受傷後 3-8 ヵ月で、全例問題なく経過し
ている。
＜考察＞IVR 技術の進歩等により Grade IIIb 症例において
も非手術療法が選択肢となりうるが、再出血や仮性動脈瘤な
ど合併症への留意が必要である。IVR を含めた治療法の選
択・適応・タイミングについては慎重に判断することが重
要と考えられた。
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S10-5 当院における小児外傷性脾損傷 10例
の検討

自治医科大学とちぎ子ども医療センター 小児外科

○廣谷 太一、小野 滋、薄井 佳子、馬場 勝尚、
辻 由貴、關根 沙知、廣畑 吉昭、堀内 俊男

［はじめに］小児外傷性脾損傷に対する非手術療法
（non-operative management；NOM）は標準治療と
なっており高い成功率を有するが、小児における遅発
性出血の詳細な報告は少なく、仮性動脈瘤に対する対
応も明確ではない。［方法］2006 年 4 月から 2019 年
3 月の間に当院で治療した 15 歳以下の小児外傷性脾
損傷について後方視的検討を行った。［結果］対象症
例は 10 例で、受傷時の年齢は中央値 10 歳（3 歳 8
か月～13 歳 8 か月）、男児 5 例、女児 5 例、受傷機転
は運動中が 6 例、交通外傷が 3 例、喧嘩が 1 例であっ
た。重症度は脾損傷分類 2008（日本外傷学会）の Ib
型が 2 例、II 型が 1 例、IIIb 型が 7 例であった。IIIb
型の 2 例で経カテーテル動脈塞栓術（transcatheter
arterial embolization；TAE）を施行した。そのうち
1 例は受傷後 17 時間の時点で施行した腹部造影 CT
にて造影剤の血管外漏出像を認め、緊急 TAE を施行
した。他の 1 例は、受傷後 1 日目の腹部造影 CT にて
血管外漏出像や仮性動脈瘤を認めず保存的加療を
行ったが、受傷後 14 日目の腹部造影 CT 再検にて仮
性動脈瘤が確認されたため TAE を施行した。その他
の 8 例は全例保存的加療を行った。保存的加療を行っ
た 8 例のうち 1 例において、受傷後 3 日目の初回腹部
造影 CT で仮性動脈瘤を認めたが、TAE は施行しな
かった。受傷後 14 日目の腹部造影 CT にて仮性動脈
瘤の消失を確認し、受傷後 16 日目に退院とした。今
回検討した 10 症例において、手術治療を施行した症
例はなく、治療合併症や後遺症を認めた症例はなかっ
た。［結語］小児外傷性脾損傷に対する NOM は有効
な治療戦略であるが、遅発性出血の可能性に留意し、
24 時間体制で緊急手術に切り替えることが可能な体
制が必要とされる。

S10-6 急性膵炎後に発症した膵尾部巨大仮性
嚢胞に対して内視鏡併用経皮経胃的
CTガイド下ドレナージ術ならびに内
瘻化術を施行した重症心身障害者の 1
例

1）国際医療福祉大学病院 小児外科
2）国際医療福祉大学病院 放射線科

○福井 慶介1）、齋藤 傑1）、森川 康英1）、
山内 栄五郎2）、渕本 康史1）

【症例】
症例は染色体異常に伴う重症心身障害のため障害児施設に入所
中の 22 歳男性．数年前に気管切開術を施行されていたが，経口
摂取を再開する目的に喉頭気管分離手術を施行した．術後合併
症として SMA 症候群から発症した重症急性膵炎を起因とした
最大径 5cm 程度の仮性嚢胞を膵頭部・尾部に認めた． その後，
CT，MRI による外来フォローを継続し，半年間の経過で縮小傾
向となっていたが，急性膵炎発症後 8 か月時に最大径が 13cm
の著明な再増大を認め，時折腹部不快感を訴えるようになった．
以上の様な病態に対して，CT ガイド下に嚢胞ドレナージを行
う方針とした．以前の気管切開術施行時に胃瘻造設も施行され
ていたため，胃瘻部からの内視鏡を併用した．
まず外瘻化ドレナージ術を行うべく，CT 室において鎮静下に
胃瘻部より細径内視鏡を挿入して送気を行い，胃と膵尾部嚢胞
を接触させた状態で単純 CT を撮像した．この状態で穿刺位置
を決定し，内視鏡で確認しながら経皮経胃的に嚢胞穿刺を行っ
た．ガイドワイヤーを使用して外瘻化用 pig tail catheter を挿入
固定し，嚢胞内容液（膵液）をドレナージした．1 週間後には膵
嚢胞は完全に縮小しており，外瘻化 catheter より嚢胞造影を試
みたが内腔は造影されず，この時点で内瘻化 catheter への交換
を行うこととした．X 線透視下に交換処置を行ったが，穿刺時と
同様に胃瘻部からの内視鏡を併用し，ガイドワイヤーを使用し
て膵嚢胞－胃間の内瘻化 catheter 留置を完了した．
術後は，嚢胞感染を疑う一過性の発熱，炎症反応上昇を認めたた
め 1 週間程度の抗生剤投与を行い軽快した．現在，術後 5 か月が
経過するが，嚢胞の再増大を認めず良好な経過を辿っている．

【まとめ】
膵尾部に生じた巨大仮性嚢胞に対して，内視鏡を併用した経皮
経胃的 CT ガイド下ドレナージによる安全で低侵襲な治療が奏
功した症例を経験したので文献的考察を加えて報告する．
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S10-7 小児膵 solid pseudopapillary neo-
plasm（SPN）に対する腹腔鏡下脾臓温
存膵体尾部切除術の留意点

1）千葉大学大学院医学研究院 小児外科学
2）千葉大学大学院医学研究院 臓器制御外科学

○齋藤 武1）、吉富 秀幸2）、照井 慶太1）、
中田 光政1）、小松 秀吾1）、秦 佳孝1）、
田 諭1）、勝俣 善夫1）、小関 元太1）、
大塚 将之2）

小児 SPN に対する腹腔鏡下脾臓温存膵体尾部切除
術（以下、本術式）の有用性が報告されているが、
その胆は脾静脈（SPV）処理と膵切離である。手技
上の留意点に関する報告は少なく、当科 3 例（13・
13・9 歳）（腫瘍長径 39・66・48mm）の経験を基に
考察した。1．術野展開 胃体上・下部後壁に糸を二
本かけ逆ハの字に腹壁方向にけん引し胃と肝左葉
を押しやる。体上部の糸を横隔膜に運針することで
胃を頭側に牽引する。微調整がきき working space
の狭い小児で有効であった。2．腫瘍の SPV への癒
着 癒着強度は症例毎に異なる。術前 CT 画像によ
る SPV の丹念な読影が必須であり EUS も参考と
なる。膵体尾部を後腹膜より十分に剥離することで
同部が挙上され SPV はより正面視できる。強固な
癒着にはガーゼやエンドチェリーダイセクターに
よる丁寧かつ根気強い鈍的剥離が不可欠であり、時
に門脈前面のトンネリングと膵体部 taping・膵の
先行離断が有効であった。3．SPV 小分岐からの出血
圧迫止血で対応できる場合が多く、勢いが強い際は
脾動脈のクランプを併用した。4．膵切離 術後膵液
瘻を予防するには十分な膵の圧挫、適切な自動縫合
器の選択、断端の確認を要する。3 例の出血量と手術
時間は各々 50・100・145ml、307・373・532 分であ
り、術後は軽症膵液瘻を 1 例に認めた。【まとめ】本
術式の手技上の留意点を焦点化し対応策を準備し
ておくことで、より具体的かつ確実な手術を遂行し
得る。

S10-8 先天性胆道拡張症に対する内視鏡外科
手術の現状―多施設共同研究の結果―

1）近畿大学奈良病院 小児外科
2）大阪母子医療センター 小児外科
3）大阪市立総合医療センター 小児外科
4）近畿大学病院 小児外科
5）兵庫医科大学 小児外科
6）大阪大学 小児成育外科

○梅田 聡1）、髙間 勇一1）、米倉 竹夫1）、
曹 英樹2）、五味 卓3）、米田 光宏3）、
佐々木 隆士4）、銭谷 昌弘5）、大植 孝治5）、
米山 知寿6）、塚田 遼6）、樋渡 勝平6）、
阪 龍太6）、奥山 宏臣6）

【はじめに】近年先天性胆道拡張症に対して、内視鏡外科手術
が広く用いられるようになりつつある。症例数は増えてきて
いるが、単施設ではその数が限られており、さらに小児外科の
特徴として症例毎に術式に対する工夫が要求される。以上の
ことから、われわれは、関連 6 施設における過去 20 年間に及
ぶ先天性胆道拡張症に対する内視鏡手術症例を集計し、その
現状と傾向について検討する多施設共同研究を実施した。

【対象と方法】1999 年 1 月 1 日から 2018 年 12 月 31 日までの
20 年間に先天性胆道拡張症に対して、関連 6 施設において内
視鏡外科手術を行った 15 歳以下の症例を対象とした。観察項
目として、手術時月齢および体重、術式、手術時間、出血量、
入院期間、合併症、生命予後、開腹手術への移行などについて
調査し、検討を行った。数値は中央値（範囲）で示した。

【結果】対象症例は観察期間内に 25 例（男児 7 例、女児 18 例）
で、全例で合併奇形を認めなかった。出生前診断例は 1 例のみ
であった。手術時月齢は 53（9-168）カ月、手術時体重は 15

（6-45）kg であった。手術時間 524.5（281-689）分、麻酔時間
605（350-801）分出血量 25（0-140）ml で、術式は Roux-en-
Y 法による肝管空腸吻合が 15 例、肝管十二指腸吻合が 10 例
であった。4 例で予定開腹を併用していたが、術中合併症によ
る開腹移行を要した症例はなかった。術後入院期間は 15（9-
36）日であった。術後合併症は、肝管空腸吻合術で縫合不全
3 例、創感染 1 例、腸閉塞 2 例（うち 1 例は縫合不全との重複）
で、腸閉塞の 2 例はともに手術による腸閉塞解除を要した。肝
管十二指腸吻合術では 1 例で吻合部狭窄を認め、内視鏡的拡
張術を要した。観察期間内の死亡例は認めなかった。

【結語】先天性胆道拡張症に対する内視鏡外科手術について検
討を行った。術式による違いについて追加調査し、報告する。
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S10-9 葛西手術時における顕微鏡観察下の適
切な肝門部結合組織塊切離ラインの決
定

福島県立医科大学附属病院 小児外科

○三森 浩太郎、後藤 悠大、清水 裕史、
尾形 誠弥、町野 翔、角田 圭一、滝口 和暁、
田中 秀明

はじめに：胆道閉鎖症（biliary atresia、以下 BA）に対
する葛西手術（Kasai portoenterostomy、以下 KP）にお
いて、III 型における肝門部結合組織塊（biliary remnant、
以下 BR）の切離レベルの決定法には未だ定まったもの
がない。当科では 2018 年以降 BR の切離を顕微鏡観察
下に行っており（microscope-assisted transection of bili-
ary remnant、以下 MATBR）、その手技を提示する。
方法：5 例の III 型 BA（女 4 例、男 1 例）に対する KP
において MATBR を施行（手術時日齢の平均 46）。開腹
胆道造影にて BA と診断の後、BR の末梢側切離、剥離を
門脈部まで進める。以後手術用顕微鏡による観察に行
う。まず門脈の血管径の高さの半分に相当する位置に 7-
0 プロリンで stay suture をかける。マイクロ剪刀にて
BR を肝実質のレベルのわずかに手前の高さで切離す
る。出力を最低にしたバイポーラーにて切離面の止血す
る。左右肝管部と思われる部位にプロリンをかけ牽引し
つつ、剪刀で BR を切り足す。微細胆管からの胆汁の流
出を観察し、 流出不良であれば同様に追加切除を行う。
その後は顕微鏡をはずし型の如く肝門部空腸吻合を行
い KP を終了する。
結果：5 例中 3 例は術後 25、29、92 日目に減黄した。2
例は減黄不良で、1 例はその後肝移植を行った。1 例は初
回 KP 後 35 日目に再手術を行い、BR 断端上の肉芽除去
と MATBR を追加、その後良好な減黄を得た。移植例は
本法初回例であり、手術時動画を見直すと BR の切除不
足を示唆する所見であった。
結語：MATBR は微細胆管を拡大視し、所見を手術チー
ムで real time に共有しつつ切離ラインの妥当性を判断
できる。マイクロ剪刀での操作、また低出力バイポーラ
でのピンポイントの止血も微細胆管への障害を抑える
と思われる。

S10-10 小児Morgagni 孔ヘルニアに対する
LPEC針を用いた単孔式腹腔鏡下手
術

福島県立医科大学附属病院 小児外科

○後藤 悠大、清水 裕史、滝口 和暁、
角田 圭一、町野 翔、尾形 誠弥、
三森 浩太郎、田中 秀明

【緒言】近年 Morgagni 孔ヘルニア（以下本症）に対
しても鏡視下手術の報告が散見される。今回小児に
おける本症に対して LPEC 針を用いた単孔式腹腔
鏡下手術を施行したので手術手技を供覧する。

【症例】1 歳男児。21 トリソミー、動脈管結紮術の既
往がある。生後 8 ヶ月より前胸部膨隆に気づかれ
た。1 歳時の小児科定期受診時に撮影された胸部レ
ントゲン写真で縦隔に異常陰影を指摘された。CT
検査で本症と診断、当科紹介となり手術を施行し
た。
手術所見：臍よりラッププロテクターミニミニ、5
mm、3mm port 二本を刺入した EZ アクセスを装着
し、 CO2 8mmHg で気腹し腹腔鏡操作を開始した。
2.3×2.5cm のヘルニア門を肝円索の右側に認め有
嚢性であった。肝鎌状間膜をハーモニックで切離し
た。LPEC 針を用いて 2-0 非吸収糸でヘルニア門背
側縁と腹壁を水平マットレス縫合で 5 針かけ、サク
ションカテーテルをヘルニア嚢へ留置し air を吸引
しながら結紮し、ヘルニア門を閉鎖した。
術後経過：術翌日より経口哺乳を開始し、術後 5
日目に退院。術後 1 年現在再発を認めていない。

【結語】文献上小児の本症に対する LPEC 針を用い
た単孔式腹腔鏡手術の報告は初めてである。本術式
は手技が容易で整容面で優れているため本症に対
する標準術式になり得る。



第 39回日本小児内視鏡外科・手術手技研究会

内
視
鏡
外
科
・
手
術
手
技

― 93 ―

S10-11 先天性両側性横隔膜弛緩症に対して
胸腔鏡下横隔膜縫縮術を施行した 1
例

1）福井県立病院 小児外科
2）大阪大学大学院 医学研究科 小児育成外科

○石川 暢己1）、服部 昌和1）、奥山 宏臣2）

【はじめに】先天性横隔膜弛緩症はほとんどが片側性であ
り，両側性は非常に稀である．今回，一期的に胸腔鏡下両側
横隔膜縫縮術を施行した症例を経験したので報告する．

【症例】1 歳 4 ヶ月の女児．胎児期異常は指摘されず，在胎
35 週 1 日経膣分娩で出生，出生体重 2256g，Apgar score 5/
6．出生後多呼吸，陥没呼吸を認め保育器内酸素 40％ でも
SpO2 80％ 台で推移，CPAP 開始となった．胸部 X 線検査で
両側横隔膜の挙上を認め，横隔神経麻痺が疑われ気管内挿管
となり，その後の加療目的に当院へ搬送となった．胸部 X
線上右横隔膜は第 7 肋間，左横隔膜は第 6 肋間の高さまで挙
上していた．日齢 12 に抜管し SiPAP，日齢 17 に Nasal High
Flow（以下 NHF），日齢 57 に在宅管理可能となった．呼吸
状態が比較的安定していたため外科的介入は体重増加を
待って適宜検討することとなった．その後，在宅で夜間のみ
の NHF まで改善したが完全に離脱は困難で，X 線上も出生
時とほぼ著変なかったため 1 歳 4 ヶ月時に手術となった．体
位は側臥位，上肢は固定せず清潔として術野に置き鉗子操作
の妨げとならないよう適宜移動できるようにした．術者とス
コピストは頭側に立ち，横隔膜に対して直視する体勢とし
た．腋窩中線上第 3 肋間に第 1 ポートを挿入し，CO2 3-4
mmHg の人工気胸で視野を確保した．続けて第 2 第 3 ポー
トをその前後に挿入した．横隔膜は 2-0 の非吸収糸を用いて
まず均等に 4 列縫縮し，その後右側は 2 針，左側は 3 針の縫
縮を追加した．胸腔ドレーンは置かず，抜管して ICU へ帰室
となった．呼吸状態は安定しており術後 5 日目に退院となっ
た．術後 1 ヶ月目で時々夜間 NHF を装着する程度に改善し
た．横隔膜は両側ともに第 8～9 肋間の高さとなった．

【結語】横隔膜縫縮術では人工気胸下での胸腔鏡手術が広く
行われているが，運針への細心の注意や鉗子操作の工夫は常
に必要である．また本症例のように両側性であっても一期的
に安全に施行でき有用な術式と考えられた．

S10-12 当院で経験した胎児胸腔-羊水腔
シャントカテーテル遺残の 8例

兵庫県立こども病院 小児外科

○竹内 雄毅、森田 圭一、黒田 靖浩、
藤枝 悠希、植村 光太郎、 島 由友、
河原 仁守、岩出 瑞幾、福澤 宏明、
横井 暁子、前田 貢作

【目的】胎児胸水に対して，ダブルバスケットカテーテル
（以下カテーテル）を用いた胎児胸腔-羊水腔シャント術
（thoraco-amniotic shunting，以下 TAS）が行われている．
胎児に関する合併症として，カテーテルの胎児胸腔内脱
落や胸壁内埋没などのカテーテル遺残が挙げられるが，
摘出手術の術式や時期については，一定の見解が得られ
ていない．
今回我々は，当院で遺残カテーテル摘出術を行った 8 症
例を後方視的に検討したので報告する．

【方法】当院で 2011 年から 2019 年に経験した 8 症例の遺
残カテーテルの位置，術式，カテーテル摘出手術時日齢

（手術日齢），初回 TAS から出生後の摘出手術までの期
間（留置期間），手術時間について検討し，手術日齢およ
び留置期間と手術時間との相関について t 検定を用いて
解析した．

【結果】8 症例のうち，3 例は胸腔鏡を使用し，5 例は使用
しなかった．超音波や CT による画像検査で，遺残カテー
テルの位置を確認し，胸壁内への埋没がなく，完全に胸腔
内に脱落している場合には胸腔鏡下手術が行われてい
た．また手術日齢，留置期間，手術時間の中央値はそれぞ
れ，14.5 日（1-134），80.5 日（24-157），59.5 分（24-98）で
あり，手術日齢と手術時間には相関がなかったが，留置期
間と手術時間には有意な相関が認められた（p＜0.05）．

【考察】出生後の画像検査で，遺残カテーテルの位置を詳
細に把握することで，適切な術式が選択できた．手術時間
が長い症例の術中所見では，遺残カテーテル周囲に線維
性のシースが強固に形成されており，剥離操作に時間を
要した．また初回 TAS からの留置期間が長い症例では，
生後早期に手術をしても，癒着が強い傾向にあった．以上
より，遺残カテーテル摘出手術は，留置期間を参考にして
可及的早期に行うべきである．
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S10-13 高度変形胸郭症例に対するNuss 法
の工夫―胸骨、肋骨、肋軟骨切開―

川崎医科大学 小児外科

○植村 貞繁、吉田 篤史、久山 寿子

手術を要する漏斗胸患者で成長期を過ぎた成人例の手術が
増えてきたが、高度の胸郭変形で治療に難渋する例もある。
最近経験した成人漏斗胸例に対して、胸骨、肋骨、肋軟骨切
開を加え、胸郭形成が成功した 1 例を報告したので、手術の
工夫について検討する。
症例は 41 歳女性。胸痛を主訴に循環器内科を受診したが、
心臓に問題なく、高度漏斗胸を指摘されて他院で Nuss 法を
施行された。3 本のバーが使用されて手術が行われたが、術
後早期に尾側 2 本がほぼ完全に flip し、初回手術から 2 か月
後に当科紹介された。受診時にはバーはほぼ 180 度回転して
おり、陥凹部は全く挙上されていない状態となっており、
バー抜去目的に入院となった。
患者は抜去と同時に漏斗胸の再手術を希望したため、胸郭変
形の状態と再手術に際して追加の処置を検討した。術前 CT
では Haller index は 18.6、胸骨のねじれ角は 64 度と高度の
非対称漏斗胸であった。手術はバー抜去から行ったが、高度
の flip で抜去自体も困難であり、胸腔内の癒着も高度であっ
た。Crane technique を用い、何とか最も陥凹の強い部位に
2 本のバーを入れた後、バーが flip することを予防するた
め、2 本のバーを連結するスタビライザーを使用した。胸骨
自体のねじれが高度で、胸骨の骨皮質外板に切開を加え、右
肋軟骨が胸骨に接合する部位の屈曲が高度であったため、こ
の部を離断、さらに右肋骨自体が急に折れ曲がっていたた
め、屈曲の頂点で骨皮質外側半周に切開をいれた。術後経過
はドレーンからの出血や気漏などがしばらく持続したが、回
復は順調で、胸郭形態の改善も満足できる状態となった。術
後 3 ヶ月経過しているが、バーの flip はみられない。
成人の高度な漏斗胸例では胸壁が非常に硬く、Nuss 法で容
易に胸骨挙上が得られないことがしばしばある。そのような
例で、変形の強い硬い胸壁を挙上できるようにする工夫とし
て、胸骨、肋骨の骨切開を行う方法について報告する。
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S11-1 経カテーテル動脈塞栓術による循環動
態安定化後，再出血が顕在化し緊急開
腹止血術を要した多発外傷の 1例

1）北里大学医学部 一般・小児・肝胆膵外科学
2）北里大学医学部 救急救命医学

○上松 由昌1）、花島 資2）、片岡 祐一2）、
樫見 文枝2）、田村 智2）、増田 智成2）、
金 宗巧2）、田中 潔1）、浅利 靖2）

【はじめに】近年，小児の体幹部外傷では非手術療法
（Non operative managemnt）が選択される場合が多
く，経カテーテル動脈塞栓術（TAE：transcatheter ar-
terial embolization）や開腹止血術が施行される症例は
稀である．今回，墜落による多発外傷に対し TAE を施
行し止血を得たものの，受傷 9 時間後に再度活動性出
血が顕在化し，緊急開腹止血術を要した 1 例を報告す
る．

【症例】13 歳女児．自宅マンションの 8 階から墜落し受
傷した．来院時は循環動態不安定であったが，初期輸液
療法に反応した．造影 CT 検査で肺挫傷，腹腔内出血，
骨盤骨折，両側大腿骨骨折，脊椎骨折の所見を認めた．
腹腔内出血，骨盤骨折に対する TAE を施行し，一度循
環動態は安定化し，緊急開腹止血術は回避された．引き
続き骨盤骨折と両側大腿骨骨折に対する創外固定術を
行ったが，術直後より循環動態が不安定となった．造影
CT 検査にて腹腔内再出血，縦隔血腫を認めたため，ハ
イブリット手術室にて緊急開腹術および術中血管内治
療を施行した．腸間膜損傷，大網損傷，脾損傷による腹
腔内出血を認め止血処置を施行した．術中には更に骨
盤骨折と縦隔血腫に対する TAE を追加し，循環動態
は安定化したため，小児集中治療室（PICU：pediatric
intensive care unit）に帰室した．術後集中治療管理によ
り全身状態は安定化した．その後，段階的に骨折に対す
る固定術などを施行し，受傷 22 日に集中治療室を退室
し，リハビリテーションを進めている．

【考察】外傷の急性期には特有の凝固障害を認め，出血
傾向を来すことが多い．本症例のように一度循環動態
が安定化した後に凝固異常が進行し，再度活動性出血
が顕在化する可能性もある．そのため，慎重な全身管理
といつでも緊急手術に移行できる体制が重要である．

S11-2 会陰部裂傷を伴った多発交通外傷の 1
乳児例

川崎医科大学 小児外科

○吉田 篤史、植村 貞繁、久山 寿子

【はじめに】多発交通外傷をうけた乳児の報告は極め
て稀である。心疾患を伴い管理に難渋した乳児の治療
経過を報告する。

【症例】生後 1 か月の女児。先天性心疾患のために他
院受診した後、帰宅途中に交通事故で車屋根と地面に
腰部をはさまれた。意識障害あり、現場の目撃者によ
り心肺蘇生を開始され、当院へ緊急搬送された。来院
時血圧 129/90mmHg，脈拍 203bpm，酸素飽和濃度
100％，Glasgow Coma Scale E1V3M5，対光反射あり。
会陰部挫創と出血、左大腿開放骨折あり、尿道カテー
テル留置、末梢ルート確保して急速輸液開始した。X
線、CT 撮影にて骨盤・左大腿開放骨折、左脛骨・右上
腕・左頭頂骨・左眼科外側壁骨折、右胸鎖関節脱臼が
確認された。手術室に移動して全身麻酔下に中心静脈
ルート確保したのちに、左下肢デグロービング損傷を
洗浄・縫合し、骨盤・大腿骨骨折は創外固定、脛骨骨
折は pinning した。会陰部は広範囲の挫創を認め、肛門
粘膜の右半周が歯状線付近で脱落、陰唇内膣口縁、尿
道口近傍で裂創を認めたが、いずれも表層に近い創で
あり一期的縫合閉鎖した。術後、左大腿皮膚の上皮化
は不良で、経管栄養による自排便増加で会陰部創感染
による創し開を生じたため、術後 12 日目に人工肛
門・経皮膀胱瘻造設と左下肢デブリードメントをお
こなった。心疾患のため静脈麻酔にて術後 35 日目で
拘縮予防目的に左下肢植皮術施行した。生後 4 ヶ月で
心臓手術を行い、1 歳 2 ヶ月で肛門再形成した。足変形
が強いが 1 歳 8 ヶ月から歩行可能となった。1 歳 10 ヶ
月で人工肛門・経皮膀胱瘻を閉鎖したところである。

【まとめ】乳児の多発外傷で極めて重症であったが、
迅速な蘇生措置と搬送後の各科連携による集中治療
で救命につなげることができた。
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S11-3 轢過による小児多発外傷の 1例

獨協医科大学 第一外科

○渡邊 峻、松寺 翔太郎、谷 有希子、
山口 岳史、荻野 恵、中島 政信、森田 信司、
山口 悟、土岡 丘、小嶋 一幸

【緒言】
多発外傷患者の診療では、各診療科領域を越え知識・情報を共有し診療する必
要がある。救急医療科・心臓血管外科・整形外科・形成外科・小児外科が協力
し診療にあたった、轢過による小児の多発外傷の 1 例を報告する。

【症例】
9 歳男児、他院で注意欠陥多動性障害の内服加療をされていた。X 年 8 月家人と
祭りに来ていた際に時速 50-60km で走行する乗用車に轢過され、ドクターヘリ
要請となった。右大腿動脈からの出血があり機内で遮断し当院へ搬送した。
当院到着時 GCS は E1V2M4、呼吸状態は保たれていたが、右大腿骨骨幹部開放
骨折、左大腿骨骨幹部骨折、左脛骨腓骨近位開放骨折、両恥骨骨折、臀部開放創
を伴い、出血性ショックと播種性血管内凝固症候群の状態であった。
大量輸血を行い、同日心臓血管外科で両側内腸骨動脈塞栓術、右大腿動脈バイパ
ス術を施行した。
受傷 3 日目、臀部開放創汚染を懸念し横行結腸人工肛門造設術を当科で施行し
た。
多発骨折・開放創には適宜、整形外科・形成外科が洗浄・デブリードマン・減
張切開術・創外固定・骨切術・骨矯正術・骨延長術・陰圧閉鎖療法・植皮術を
施行した。
両下肢とも温存され、リハビリを行い受傷 2 ヶ月で一般病棟へ転棟し、受傷
11 ヶ月で一時退院した。肛門機能の残存を確認し受傷 2 年で人工肛門閉鎖術を
当科で施行した。
現在受傷 5 年経過し、自排便良好で短下肢装具と松葉 を用い歩行している。

【考察】
骨盤・臀部・両下肢の多発外傷において当科は開放創汚染を懸念した人工肛門
造設という形で診療に携わった。小児の腹部外傷を除いた外傷による人工肛門
造設の報告は、会陰杙創や会陰裂傷によるものが散見される。本症例は幸い直
腸・肛門に創が達しておらず、機能温存がなされた。

【結語】
小児の外傷診療では小児外科医は本症例のように補助的立場で関わることもあ
る。各診療科が協力することで可及的最大限の日常生活機能が温存できた 1 例
であった。

S11-4 外傷性肝損傷に対する治療―下大静脈
血栓症合併した中学生に対する経皮的
肝動脈塞栓術（TAE）

1）長野赤十字病院 小児外科
2）信州大学 外科

○北原 修一郎1）、大野 康成2）

【目的】当科に入院した外傷患者のうち、外傷性出血症例
に対する超急性期対応として、放射線科と連携して、IVR
を施行した患児の経過を検討する。

【方法と症例】1998 年 10 月から 2019 年 6 月までの約 20
年間に当科へ入院した外傷症例は 57 例あった。このう
ち、腹部実質臓器損傷例は 24 例あり、肝 10 例、脾 6 例、
膵 5 例、腎 3 例であった。肝損傷例は、いずれも保存的治
療にて軽快した。IVR に至ったのは肝損傷の 1 例であっ
た。症例は、10 歳台中学生女児。受傷起点は、深夜駐車
場で転倒、上腹部を強打した。強い腹痛を訴え、友人と当
院救急部受診した。経過、CT にて肝右葉に損傷（IIIb）と
縦隔気腫を認めた。extravasation を認めたが血行動態が
安定していたため、保存的治療とした。入院後 2 日に Hb
7.9g/dl と低下を認め、計 1600ml の輸血を必要とした。入
院後 9 日の CT では extravasation が続き血腫は増大、下
大静脈に血栓を認めた。入院後 11 日、肝 A4 と A8 から
の出血を確認しゼラチンによる選択的肝動脈塞栓術

（TAE）を施行した。経過観察の CT では再出血を認めな
かったため、入院後 23 日（TAE 後 12 日）から、ワーファ
リン経口投与による抗凝固療法を開始した。開始後 23
日の MRI では、下大静脈血栓が認められなくなった。【考
察と結論】従来小児鈍的肝損傷症例には nonoperative
management（以下、NOM）が推奨され、手術適応とし
ては、急速な輸血にもかかわらず、循環動態安定が得られ
ない例とされていた。一方、最近の TAE 技術の進歩によ
り小児にも TAE が行われるようになった。一方肝外傷
に対する保存的治療の稀な合併症として下大静脈血栓が
ある。本例では TAE により止血が得られたのち抗凝固
療法を行い、血栓の消失が得られた、TAE は小児鈍的腹
部外傷の NOM の一つの治療として有用な方法であり、
下大静脈血栓症を合併した本症例にも有効であった。
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S11-5 外傷性肝損傷に対する治療アプローチ
とそのフォローアップに関する検討

1）鹿児島大学病院 小児外科
2）鹿児島大学病院総合臨床研修センター

○矢野 圭輔1）、山田 耕嗣1）、永井 太一朗1）、
大西 峻1）、春松 敏夫1）、松久保 眞1）、
武藤 充1）、加治 建1,2）、家入 里志1）

【目的】当科における外傷性肝損傷症例に対する治療アプ
ローチとその術後経過ならびにフォローアップ期間を検
討しその臨床像を明らかにする。

【対象と方法】2001 年 1 月から 2018 年 12 月までに当科
で入院加療を行った肝損傷症例 17 例を対象に、年齢、性
別、受傷機転、重症度（日本外傷学会臓器損傷分類）、治療
方法、入院日数、退院後フォロー期間及び経過について検
討を加えた。

【結果】男女比は 10：7 であった。受傷時日齢は平均 3023
日（921-7938 日）であった。受傷機転は交通外傷 7 例、転
倒 4 例、転落 2 例、打撲 4 例であった。日本外傷学会臓器
損傷分類を用いた重症度は Ia が 2 例、Ib が 8 例、IIa 及び
IIb が 0 例、IIIa が 2 例、IIIb が 5 例であった。治療方法は
保存的加療が 13 例、IVR のみが 2 例、手術のみが 1 例、
IVR 及び手術が 1 例であった。入院日数は 8 日から 95 日
で、平均 15.5 日であった。退院後当科でフォローを行った
症例は 13 例で、フォローアップ期間は 0 ヶ月から 55 ヶ月
までで平均 8.6 ヶ月であった。その 13 例の画像フォロー
では、受傷後変化の消失が確認出来るまでの期間は 9 日か
ら 8 ヶ月で平均 4.3 ヶ月であった。受傷後合併症は癒着性
イレウスが 1 例で、再出血や胆汁漏などの合併症は認めな
かった。

【考察】小児の外傷性肝損傷に対する治療に関しては、重
症度に応じて保存的治療、IVR、手術が選択され、一定の
コンセンサスが得られていた。しかし外来フォローアップ
の方法については定まった Strategy がなく、今回の検討
においては比較的長期間の入院や濃密な画像フォローを
行っている症例が多く見られたが、受傷後の重篤な合併症
を発症した症例は認めなかった。今回の検討をもとに外来
受診の回数・頻度や画像検査の間隔や回数を減らし、外来
フォローアップはより簡素化し得ると考えられた。

S11-6 虐待による腹腔内鈍的外傷性十二指腸
離断の 1例に対する手術経験

和歌山県立医科大学病院 第2外科

○加藤 紘隆、三谷 泰之、合田 太郎、
窪田 昭男、山上 裕機

【はじめに】幼児の外傷性十二指腸穿孔の原因として
高エネルギー外傷や自転車のハンドル外傷などがあ
る．今回，虐待による十二指腸穿孔をきたした症例を
経験したので報告する．

【症例】3 歳，男児．腹痛と嘔吐を主訴に前医を受診し
た．身体所見上，腹部緊満，板状硬な状態で，体温
38.4℃ の発熱があるため緊急入院となった．入院後も
腹痛が続き，呼吸状態が悪化したため単純 CT を撮影
したところ腹腔内と後腹膜腔に free air を認めた．消
化管穿孔の診断で当院へ緊急搬送となった．当院緊急
入院時，意識は清明で呼吸・循環動態は安定していた
が，腹部緊満が著明で腹部全体に強い圧痛を認めた．
頬部，腰背部および四肢に打撲痕を認めた．入院時造
影 CT で，十二指腸水平部に壁構造の断裂像と後腹膜
腔への air の漏出を認めた．問診と身体所見で虐待に
よる外傷性十二指腸穿孔と診断し，緊急手術を行っ
た．上腹部正中切開で開腹すると，混濁した腹水を認
め，腸管表面に白苔が付着していた．十二指腸および
上行結腸の外側に後腹膜血腫を認めた．結腸間膜は損
傷し，十二指腸は水平部で完全に離断していた．上腸
間膜動静脈や門脈の損傷はなかった．日本外傷学会臓
器損傷分類の病型分類では消化管［d IIa（D3）Rp］+
大網［IIb（G）］+肝［Ib（M）］+膵［I（Ph）］であった．
十二指腸肛門側断端の損傷が激しかったため，十二指
腸同士の吻合は不可能と判断した．肛門側断端を閉鎖
し，十二指腸口側断端と上部空腸を端側で吻合した．
術後経過は良好で，術後 2 日目に経口摂取を開始し，
術後 31 日目に退院された．

【まとめ】肛門側断端の挫滅が高度な外傷性十二指腸
離断に対して，肛門側断端を縫合閉鎖し，十二指腸空
腸端側吻合を行い，良好な結果を得た．



第 39回日本小児内視鏡外科・手術手技研究会

内
視
鏡
外
科
・
手
術
手
技

― 98 ―

S11-7 小児における主膵管損傷を伴った膵外
傷に対する保存治療

北里大学病院 小児外科

○田中 潔、山本 裕輝、出家 亨一、追木 宏宣

膵実質損傷を伴う膵外傷に対して，成人では早期積極的手術
（膵切除，膵消化管吻合など）が推奨されるが，小児では外
科治療と保存治療の間で優劣がないとの報告がある．我々
は，4 例の主膵管損傷を伴った膵外傷に対して保存治療を選
択した．後方視的に検討し，早期積極的手術の是非について
検討する．
2004 年以降，4 例の主膵管損傷を伴う膵外傷（日本外傷学会
膵損傷分類 IIIb）を経験した．全例男児で，年齢は 6 歳から
10 歳，受傷機転は転倒・打撲 3 例，交通外傷 1 例であった．
受傷部位は膵頭部 1 例，膵体部 3 例であった．1 例で急性期
にドレナージを施行したが，膵切除，膵消化管吻合，膵縫合
などの積極的手術は施行しなかった．2 例で第 12，19 病日に
内視鏡下膵管ステント挿入を試み，1 例で挿入できたが，1
例では挿入できなかった．また，2 例で仮性嚢胞が形成され，
1 例に対し嚢胞ドレナージを施行した．受傷後 42～78 日（平
均 57 日）で退院した．全例主膵管の再開通を確認できてい
る．現在受傷後 22～178 か月経過し，日常生活に制限はない．
2 例で超音波検査にて膵尾部が粗造でエコー輝度の上昇が
見られ，1 例で HbA1c が 5.8％ と軽度高値を示している．
小児においては，主膵管損傷を伴う膵外傷においても主膵管
の再開通が起こりうることを念頭においた治療戦略を建て
ることが可能である．急性期には正確な病型診断が困難なこ
とが多く，急性期手術は全身状態の不安定な時期に過大侵襲
を加える可能性があり，膵挫滅が高度の時期では膵を必要以
上に切除する可能性も高い．保存治療では入院期間が長くな
る可能性があり，仮性嚢胞も高率にみられるが，仮性嚢胞に
対しては増大すればドレナージで対応すればよいとの考え
もある．
我々は，主膵管損傷を伴う小児膵外傷に対し，急性期は原則
として必要あればドレナージを加えた保存治療を考慮すべ
きと考える．

S11-8 IIIb 型膵損傷に対して血管内治療と膵
管ステント留置にて保存的治療を完遂
した一小児例

1）大分県立病院 小児外科
2）大分県立病院 消化器内科
3）大分県立病院 放射線科

○福原 雅弘1）、森口 智江1）、岩津 伸一2）、
佐藤 晴佳3）、柏木 淳之3）、加藤 有史2）、
江角 元史郎1）

【はじめに】本邦における膵損傷の頻度は腹部外傷の中で
は 4.7～15％ と比較的稀ではあるが死亡率は 10～30％
と報告されており迅速な初期対応、適切な治療介入が必
要である。主膵管損傷を伴う重症膵外傷（日本外傷学会膵
損傷分類 2008 における IIIb 型）は膵切除が推奨されて
いるが、近年は内視鏡を用いた保存的治療によって IIIb
型膵損傷においても手術回避が可能であったという報告
が散見され、有用性が認識されてきている。

【症例】14 歳、男児。自転車走行中にバランスを崩しハン
ドルで上腹部を強打した。腹痛が持続するため前医を受
診し、造影 CT にて膵体部損傷と同部位の造影剤の ex-
travasation を認め当院へ緊急搬送となった。単独膵外傷
であり、循環動態は安定していたためまず出血のコント
ロールのために緊急で動脈塞栓術（TAE）を行った。引
き続き主膵管損傷が疑われたため内視鏡的逆行性膵管造
影検査（ERP）を行ったところ、膵体部で主膵管から造影
剤の漏出を認め IIIb 型膵損傷と診断したが、損傷部尾側
の膵管が描出され主膵管壁の連続性が保たれていた。保
存的治療可能と判断し、経鼻膵管ドレナージ（ENPD）
チューブの先端を損傷部尾側主膵管内に留置し、受傷 7
日目に非脱落型膵管ステントに入れ換えた。受傷 9 日目
の造影 CT で仮性動脈瘤の形成を認めたため TAE を行
い退院となった。経過中に膵仮性嚢胞、出血、膿瘍形成な
どの合併症は認めず、膵管狭窄予防として非脱落型ステ
ントを留置したまま外来で経過観察を行っている。

【まとめ】内視鏡技術の進歩によって手術を回避できる可
能性があるが、消化器内科、外科、放射線科のバックアッ
プができる体制が整っていることが保存的治療の選択に
は必要不可欠である。保存的治療の可能性と限界、合併
症、長期予後について若干の文献的考察を加えて報告す
る。
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S11-9 当科における外傷性膵損傷 IIIb 型の治
療戦略の検討

自治医科大学 とちぎ子ども医療センター 小児外科

○關根 沙知、小野 滋、薄井 佳子、馬場 勝尚、
辻 由貴、廣谷 太一、廣畑 吉昭、堀内 俊男

［はじめに］外傷性膵損傷 IIIb 型に対しては外科的治療が多
かったが、近年内視鏡的逆行性胆管膵管造影（ERCP）の技
術の向上や施行可能な施設の増加により、成人例では内視鏡
的ステント治療の有用性が報告されており、非手術治療を行
う症例が増えている。2006 年 1 月から 2019 年 3 月までに当
科に入院した外傷性膵損傷の症例を後方視的に検討した。

［症例］外傷性膵損傷の入院症例は 4 例で、全例主膵管損傷
を伴う外傷性膵損傷 IIIb 型であった。全例男児で、受傷時の
年齢は 4 歳、7 歳、8 歳、13 歳であった。受傷機転は全例鈍
的外傷で、ハンドル外傷が 2 例、遊具での外傷が 1 例、転倒
時の外傷が 1 例であった。治療は経鼻膵管ドレナージ

（ENPD）チューブで膵仮性嚢胞のドレナージを行い、受傷
2 か月時に待機的膵・膵管再建術を行った症例が 2 例、
ENPD チューブ留置のみが 1 例、ERCP で乳頭切開のみが 1
例であった。手術症例のうち 1 例は術後急性膵炎で 2 回の入
院歴があるが、保存的加療のみで改善している。手術症例は
2 例ともフォローの造影 CT で主膵管の拡張は残存し、膵体
尾部の萎縮は軽度～正常であった。ENPD チューブ留置の
みの症例は受傷 10 日目に近医に転院となり、保存的加療の
みで退院となった。乳頭切開のみの症例は、膵仮性嚢胞を認
めたが自然消失し、退院後も合併症なく経過している。

［考察］膵損傷の治療戦略は主膵管の損傷、合併臓器の損傷、
出血の有無によって決定され、主膵管損傷症例は手術治療が
選択されることが多い。近年 ERCP で急性期に経乳頭的膵
液ドレナージをし、急性期以降に仮性膵嚢胞のドレナージを
行うことで、非手術治療が可能であるが、小児では標準的な
治療法は確立されていない。外傷性膵損傷 IIIb 型の症例で
も保存的に完治する症例もあり、手術適応は症例ごとに十分
に検討すべきである。断裂部より尾側の膵臓の温存が課題と
なるが、膵内分泌機能異常や膵体尾部の萎縮などの晩期合併
症に関して十分に留意して経過を追う必要がある。

S11-10 超音波内視鏡下膵仮性嚢胞・膵管ド
レナージが奏功した外傷性膵損傷
IIIb 型の一例

1）順天堂大学医学部 小児外科・小児泌尿生殖器外科
2）順天堂大学医学部 消化器内科

○田中 正史1）、石井 重登2）、瀬尾 尚吾1）、
越智 崇徳1）、中村 弘樹1）、宮野 剛1）、
古賀 寛之1）、山高 篤行1）、藤澤 聡郎2）、
伊佐山 浩通2）

症例は 10 歳の男児。自転車走行中に転倒しハンド
ルで上腹部を強打した。腹痛が持続するため受傷翌
日に前医を受診し、造影 CT 検査にて膵体部の断裂

（膵損傷 IIIb 型）が疑われたため当科紹介受診と
なった。採血上、膵酵素の上昇（アミラーゼ 828 U/
L、リパーゼ 1241 U/L）を認め、上腹部に限局して
圧痛および反跳痛を認めた。腹部所見が比較的軽度
であったため、 入院にて保存的加療の方針とした。
絶飲食、補液、蛋白分解酵素阻害薬、抗菌薬の経静
脈投与を開始した。第 5 病日より嘔吐症状が出現し
たため経鼻胃管を挿入し、第 6 病日に中心静脈カ
テーテルを留置し高カロリー輸液を開始した。その
後、腹部症状および膵酵素の改善傾向を認め、第 23
病日に飲水を開始した所、腹痛の再燃および膵酵素
の再上昇を認めた。腹部超音波検査および CT 検査
にて膵仮性嚢胞を認めたため、第 29 病日に超音波
内視鏡（EUS）下膵仮性嚢胞ドレナージを施行した。
同日、膵管断裂部をステントにより Bridging する
ことを目的に ERCP を施行したが、Wirsung 管が強
く屈曲する形態であり、副膵管も非常に細かったた
めにステント留置は断念した。術後の CT 検査では
膵仮性嚢胞の著明な縮小を認めたが、主膵管断裂部
よりも尾側の主膵管拡張は軽快していなかった。第
36 病日、尾側膵に対し、EUS 下膵管ドレナージを施
行し、5Fr のステントを断裂部近傍より尾側へ向け
て留置、その後膵酵素の著明な改善を認めた。第 39
病日より食事を開始し、以後腹痛の再燃なく経過し
ている。今回、外傷性膵損傷 IIIb 型に対し、EUS
下膵仮性嚢胞・膵管ドレナージが奏功し、外科的治
療を回避し得た症例を経験したので、文献的考察を
含めて報告する。



第 39回日本小児内視鏡外科・手術手技研究会

内
視
鏡
外
科
・
手
術
手
技

― 100 ―

S12-1 高度炎症例に対する腹腔鏡下胆嚢摘出
術

東京女子医科大学八千代医療センター 小児外科

○工藤 渉、武之内 史子、松岡 亜記、
矢部 清晃、中田 千香子、幸地 克憲

【はじめに】腹腔鏡下胆嚢摘出術（LC）は胆石症，急性胆嚢
炎に対し標準術式となっているが，炎症の程度により手術
難易度が高くなり，合併症のリスクが上がる．高度炎症例に
対し安全に LC を完遂するためには術式の工夫が必要であ
る．高度炎症を伴う急性胆嚢炎に対し胆嚢ドレナージ後に
待機的 LC を施行した小児例を経験したため報告する．

【症例】脳性麻痺，声門上喉頭閉鎖術，気管切開術，胃瘻造
設術後の 8 歳，男児．

【経過】胃残増加，発熱を主訴に受診，軟便あり胃腸炎の診
断で入院となった．第 4 病日に右季肋部に圧痛を認め，血液
検査で白血球 10,490/µl，CRP24.39mg/dl と炎症反応は上昇
し，腹部超音波検査で胆嚢腫大，壁肥厚，胆嚢結石を認め急
性胆嚢炎と診断した．第 8 病日に経皮経肝胆嚢ドレナージ，
内視鏡的逆行性胆管膵管造影（ERCP）を施行した．総胆管
の軽度拡張を認め内視鏡的経鼻胆管ドレナージ（ENBD）を
挿入した．抗菌薬治療を継続し，炎症反応は改善した．第
29 病日に LC を施行した．

【手術】胆嚢は炎症により浮腫状肥厚し，大網や十二指腸と
癒着していた．癒着を剥離し胆嚢壁を露出した．胆嚢漿膜を
切開し，胆嚢頸部の剥離を進めるも炎症による癒着が高度
であり，胆嚢管，胆嚢動脈の同定が困難であった．そこで胆
嚢底部から胆嚢床との癒着を剥離していき，先に剥離した
胆嚢頸部まで到達した．胆嚢管の中枢側への剥離は胆管損
傷のリスクが高いと判断，距離を残した状態で胆嚢管を結
紮，切離し胆嚢を摘出した．出血や胆道損傷なく手術を終了
した．胆嚢内に小結石を多数認めた．術直後の ENBD 造影
で総胆管結石を認めたため ERCP を施行し排石した．

【結語】急性胆嚢炎に対する LC において，高度炎症により
解剖学的位置関係が同定できない症例がある．特に胆嚢頸
部へのアプローチを工夫することで安全に LC を完遂する
ことが可能と考えられた．

S12-2 当院における虫垂炎性汎発性腹膜炎症
例の後方視的検討

1）北野病院 小児外科
2）京都大学医学部附属病院 肝胆膵・移植外科 小児外科
3）高槻病院 小児外科
4）大阪赤十字病院 小児外科

○遠藤 耕介1）、東尾 篤史1）、嵯峨 謙一2）、
鈴木 久美子2）、服部 健吾3）、宮内 雄也2）、
園田 真理2）、林 宏昭4）、諸冨 嘉樹1）、
佐藤 正人1）

【はじめに】当院における虫垂炎性汎発性腹膜炎症例に
対する治療方針は全身状態が許されれば緊急手術を第一
選択としている。当院における本疾患の治療成績につい
て後方視的に検討した。

【対象・方法】2009～2018 年に当院で手術加療を行なっ
た急性虫垂炎症例は 453 例であった。そのうち、汎発性腹
膜炎を来していた 32 症例を対象とした。診療録より患者
背景、入院時血液検査、手術時 data、および術後経過に
ついて後方視的に検討した。

【結果】年齢は 8.5±3.4 才、男女比は M：F=21：11、発症
から手術加療までの日数は 2.0±1.1 日であった。入院時
血液検査は CRP：13.5±9.8 mg/dL、WBC：144±62 百/
µL。全例で 3 ポートによる腹腔鏡下に手術を施行、開腹
移行症例はなかった。また虫垂根部は Endoloop での結
紮で処理が可能で、回盲部切除を要した症例はなかった。
手術時間は 73.1±26.8 分、出血量は少量であった。腹腔内
洗浄は 9.9±3.4 L で行なっていた。入院日数は 8.0±2.0
日で、3 例（9.3％）で退院後に遺残膿瘍を合併し再入院

（各 5、13、14 日間）を要した。1 例で再手術（腹腔内ド
レナージ術）を施行した。
入院時血液検査で CRP 低値（3 未満：n=6）群を高値（3
以上：n=26）群と比較したところ、性別、手術時間、腹
腔内洗浄量、入院期間に有意差を認めなかったが、CRP
低値群で年齢が高く（p=0.037）、翌勤務帯以降の準緊急手
術症例（p=0.01）が多かった。受診後、手術までの待機中
に穿孔し汎発性腹膜炎を呈した可能性が考えられた。

【結語】虫垂炎による汎発性腹膜炎に対する当院の治療
方針は妥当と考える。入院後、手術待機中に穿孔をきたし
た可能性が示唆される症例があり、今後検討が必要と思
われた。
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S12-3 先天性胆道拡張症に伴う胆道感染・穿
孔に対する外科的治療戦略

弘前大学医学部附属病院 小児外科

○小林 完、平林 健、袴田 健一

【背景・目的】先天性胆道拡張症（congenital biliary dila-
tation：CBD）は胆道感染の増悪や胆道穿孔により急性
腹症となり得る．当科で経験した 3 例から胆道感染増悪
もしくは胆道穿孔を生じた CBD に対する外科的治療
戦略を検討する．

【症例 1】3 歳男児．CBD に伴う膵炎の保存加療中に腹水
の増加あり．審査腹腔鏡で胆汁性腹水を認めたが穿孔部
位は同定できず腹腔内ドレーン留置とした．しかしその
後も炎症反応の改善なく後腹膜膿瘍を認めたため，胆
摘，胆管外瘻造設，膿瘍腔ドレナージを施行した．状態
の改善を認め，初回手術後 70 日目に根治術を施行した．

【症例 2】1 歳女児．CBD に伴う胆管炎が増悪し，全身状
態の悪化あり．緊急での胆汁ドレナージの方針とし，胆
管外瘻造設術を施行した．術後 18 日目に根治術を施行
した．

【症例 3】2 歳女児．CBD に伴う膵炎の保存加療中に腹水
の増加あり．胆道穿孔の診断で開腹した．胆汁性腹水を
認めたが穿孔部は同定できず，胆嚢外瘻造設術を施行し
た．術後 41 日目に根治術を施行した．

【考察】CBD に伴う重度の感染や胆道穿孔による胆汁性
腹膜炎に対する外科治療としては一期的根治術もしく
は自験例のように胆道ドレナージ手術を行ってから数
か月後に根治術を行う二期的手術がある．一期的根治術
では腹膜炎などにより全身状態が不良の状態での長時
間手術とならざるを得なく，安全性の観点からは，全身
状態を整えてから施行できる二期的手術の方が安全，確
実であると考えられた．一方，二期的手術の欠点として
は病悩期間の延長や，複数の全身麻酔の必要性などが挙
げられる．いずれの方法にしても，患児の全身状態や施
設の方針・習熟度などをよく考慮して選択されるべき
であると考えられた．

S12-4 後天性小腸閉鎖が原因と考えられる重
症腹部感染症に対し、外科的介入で救
命し得た 1例

1）慶應義塾大学医学部 小児外科
2）国立成育医療研究センター 外科

○藤村 匠1）、森 禎三郎2）、梅山 知成1）、
金森 洋樹1）、狩野 元宏1）、加藤 源俊1）、
黒田 達夫1）

我々は短い経過で後天性に腸管が離断して重症腹部感染
症・敗血症性ショック、急性腎不全を併発しながら、集中治
療管理と外科的介入で救命し得た 1 例を経験したので報告
する。症例は 9 歳男児、全前脳胞症、VACTER 連合、難治
性てんかん等の既往を持つ重症心身障害児で呑気と膀胱尿
管逆流、噴門形成術、胃瘻造設など複数回の手術の影響によ
る保存的に速やかに改善するイレウスを繰り返していた。
今回も 7 日前にイレウスで入院するも保存的に速やかに通
過障害は改善し、入院 4 日目には経腸栄養を再開した。しか
し、消化管通過障害は再増悪し、入院 8 日目にイレウス
チューブでの減圧管理が必要となった。絞扼の所見はない
が、経過観察中の 10 日目に急な血圧低下と呼吸促迫、頻脈
を認めた。39 度台の発熱、アシドーシス傾向、乏尿も認め
られ、敗血性ショックと判断し、集中治療に移行した。循環
動態作動薬に加え、TAZ/PIPC、γ グロブリン、トロンボ
モジュリン製剤も投与したが乏尿が継続、PH7.1 台とアシ
ドーシスも増悪、呼吸不全の状態も出現した。可及的に循環
動態を改善させ、入院 11 日目に緊急開腹手術を施行した。
手術所見では Treitz 靭帯から 70cm に癒着によるバンド形
成と小腸離断の所見を認め、回盲部から 50cm の位置にも
小腸離断様の所見を認め、それらの間の部分には壊死性の
色調変化と穿孔を認めた。直ちに口則の腸管内容をドレ
ナージして腸管の減圧を図り、病変部を切除し、正常部分で
双孔式人工肛門を造設した。術後急性腎不全による無尿も
出現したが循環動態作動薬とドレーン排液代償分の管理の
みで術後 2 日目に自尿がわずかながら認められ、徐々に利
尿がつき、透析導入には至らずに経過、6 日目に人工呼吸器
から離脱した。術後 2 ヶ月後に人工肛門閉鎖も施行し得た。
外科的介入のタイミングや循環不全・急性腎不全の管理な
ど示唆に富む症例と思われ、考察を加えて報告する。
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S12-5 非閉塞性腸管壊死（NOMI）に対して初
回手術で十二指腸離断を行い、救命し
得た 1例

旭川医科大学 外科学講座 小児外科

○石井 大介、宮城 久之、平澤 雅敏、宮本 和俊

［はじめに］非閉塞性腸管壊死（NOMI）は腸間膜血管に
器質的な閉塞を認めないにも関わらず、分節性・非連続
性に腸管の血流障害を示す病態であり、腸管壊死後の治
療の場合、死亡率 70-90％ との報告もある。［症例］14
歳、男児、入院 2 週間前より口渇感・多飲多尿を自覚、
入院前日より Kussmaul 呼吸を認め、入院当日に意識レ
ベル低下・歩行困難を主訴に近医を受診した。著明な高
血糖と代謝性アシドーシスを認め、糖尿病性ケトアシ
ドーシス（DKA）の診断で、集中治療目的で当院搬送と
なった。当院到着時に意識障害と血圧低下を認め、カテ
コラミン投与や CHDF を含めた集中治療管理がなされ
た。入院後 60 時間頃から腹部膨満の増悪と腹膜刺激症
状が出現し、CT で腸管壊死所見を認め、当科にコンサ
ルトを受け、緊急試験開腹術の方針とした。Treitz 靭帯
肛門側から壊死腸管を 80cm 認め、さらにその肛門側
20cm の小腸にまだら状の壊死を境界明瞭に認め、十二
指腸離断・合計 110cm の小腸切除・回腸側単孔式人工
肛門造設術を施行した。術後は真菌感染症、十二指腸潰
瘍を併発したが、術後 7 日目から経腸栄養を開始、8
日目に人工呼吸器離脱、15 日目に CHDF 離脱、21 日目
からは十二指腸液の肛門側注入を始めた。全身状態は改
善し、初回手術後 50 日目に十二指腸-小腸吻合を施行
し、術後経過は良好で初回手術から 92 日目にリハビリ
目的で前医転院となった。［考察］NOMI は高齢成人に
多い病態で、小児での発症は稀である。背景疾患として
は DKA や熱傷などがあり、急性期の著明脱水やカテコ
ラミン使用、腹腔内圧上昇などが原因と考えられてい
る。今回、NOMI 発症から時間が経過していたと考えら
れた事およびその間に集中治療管理がなされていた事
を考慮し、初回手術では十二指腸離断を行い、救命し得
た症例を経験したので、文献的考察を加えて報告する。

S12-6 腹部コンパートメント症候群の管理を
行った多臓器不全合併乳児虫垂炎の 1
例

県立広島病院 小児外科

○大津 一弘、亀井 尚美、赤峰 翔、植野 百合

はじめに
急性虫垂炎は日常的に遭遇する疾患であるが、乳児期虫垂炎の頻
度は 0.1％ と報告され極めて稀である。多臓器不全を合併し腹部
コンパートメント症候群（以下 ACS）の管理を行った 1 例を報告
する。
症例：生後 7 ヶ月女児
主訴：意識障害
○月 1 日から不機嫌、2 日 39.8 度の発熱と嘔吐あり、エコーにて
大量の腹水を認め、当科紹介。腹部所見は軽度腹部膨満あるも軟
で圧痛やデファンス無し。外来処置中に意識レベル及び血圧低下
あり、ICU 入室。造影 CT にても異常所見無いが、血液検査上は
敗血症所見あり。同月 3 日造影 CT 再検するも変化なく、MRI
にて右側腹部に炎症所見あり、試験開腹を施行。黄色漿液性腹水
と虫垂周囲腸管癒着、虫垂周囲膿苔付着、腹壁壊疽性変化あり。
虫垂穿孔はなく、蜂窩識炎性虫垂炎と考え、虫垂切除を施行。病
理で虫垂炎と確定診断。術後 CHDF、両側胸水貯留のためドレ
ナージ、DIC に対して輸血等を行った。同月 4 日全身の硬性浮腫
が増悪、腹腔ドレーンを利用して測定した腹腔内圧は 37cmH2O
となり人工呼吸下にもかかわらず換気不全が増悪したため、ACS
による重症呼吸不全と診断した。腹圧解除のための silo 形成術の
準備中に徐脈、心停止となったため、蘇生処置を行いながら ICU
ベッド上で緊急開腹し、著明な浮腫状腸管を腹腔外に脱転し、呼
吸状態が改善することを確認した。Alexis wound retractor：S
を使用し、silo 造設術を行った。これにより患児の呼吸状態は改善
した。同月 10 日サイロ除去し閉腹した。同月 18 日に腹壁創離開
による腸管露出あり、腹壁壊死巣切除を施行した。その後、全身
状態改善し、同月 24 日 CHDF 離脱、同月 31 日に人口呼吸を離脱
した。入院後 72 日後に何ら神経学的障害認めず軽快退院した。
考察
乳児虫垂炎は極めて稀であるが、経過中に ACS の管理を行った
ので報告する。
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S12-7 Multifocal NECの手術方法：高位空
腸瘻＋Multiple Stomaの経験

福岡大学医学部外科学講座 呼吸器・乳腺内分泌・小児外科

○石井 生、岩中 剛、廣瀬 龍一郎、岩﨑 昭憲

【はじめに】壊死部位が多発する Multifocal Ne-
crotizing Enterocolitis（NEC）の外科的治療には複
数の選択肢があり、①腸管切除を伴うまたは伴わな
い高位空腸瘻造設のほか、②腸管切除と複数箇所の
吻合、 ③Clip and Drop Back 法が提唱されている。
今回、Multifocal NEC に対し、高位空腸瘻＋Multiple
Stoma 造設の手術を経験したので報告する。【症例】
33 週 1977g で出生した、合併疾患の無い女児。母乳
栄養を進めていたが、11 生日に腹満・アシドーシ
ス・呼吸促迫が出現、レントゲンで門脈内及び腸管
壁内ガスを認め、NEC の診断となった。保存的治療
を開始したが、血圧低下・アシドーシスおよび乳酸
増悪を認めるため、 発症 9 時間後に手術となった。

【手術】右上腹部横切開にて開腹。明らかな壊死腸管
3 ヶ所（計 38cm、全小腸の 26％）を切離した。術中
にバイタルが安定したため Stoma の作成が可能と
判断した。計 6 ヶ所の腸管断端を、創縁左端から 2
連銃・創縁右端から 4 連銃式に Stoma として造設
した。術後、高位空腸瘻は壊死脱落し、スキンレベ
ルで開口。しかし、カルメロースを用いた処置によ
り皮膚状態は保たれ、少量の母乳を飲ませることが
可能であった。また、他 Stoma は 2 ヶ所が開口した
が、2 ヶ所は自然閉鎖した。術後 35 日目に小腸瘻閉
鎖術を施行し、損傷した腸管を計 9cm 切除したが、
他腸管は全て吻合可能であった。【考察】Multiple
Stoma は術後管理および再手術の難渋が予想され
るため、避けられることが多い。今回の症例では、
高位空腸瘻の脱落も認め早期の再手術が懸念され
たが、適切なストマケアにより 35 日後まで待機す
ることができた。

S12-8 先天性心疾患に合併した壊死性腸炎の
2例

1）大阪市立総合医療センター 小児外科
2）大阪市立総合医療センター 小児心臓血管外科
3）大阪市立総合医療センター 小児循環器科

○辻 亮多1）、竹村 理璃子1）、中村 杏子1）、
廣瀨 雄輝1）、五味 卓1）、山田 弘人1）、
神山 雅史1）、西垣 恭一2）、村上 洋介3）

はじめに：重症先天性心疾患に壊死性腸炎（NEC）を併発
し，手術的に救命し得た 2 例を経験したので報告する．症例
1：5 歳 6 か月，女児．大動脈弁狭窄（AS），大動脈縮窄，肺
動脈弁狭窄を認め経過観察されていた．AS の進行を認め 5
歳 1 か月で Konno 手術を施行した．術後 16 日に退院した
が右心不全のため術後 41 日に再入院した．再手術予定前日
の術後 48 日に血圧低下，腹部膨満を認めた．造影 CT で腸
管壁内気腫，門脈気腫，ほぼ全腸管での造影不良を認めた．
緊急試験開腹術を施行し可及的に腹腔内を観察した．空腸
に 30cm 程度の色調良好部位を認め同部位で人工肛門を造
設した．全身状態の安定後，人工肛門造設から 10 日後に再
手術を行った．広範な小腸壊死と横行結腸壊死を認めこれ
を切除した．再吻合は困難であり空腸と上行結腸の断端で
二連銃式の人工肛門を造設した．術後も消化管出血を繰り
返し，肝機能障害を来したが，Yasui 手術を施行し消化管出
血は改善した．腸管壊死発症から 111 日後に残存腸管を全
て吻合し，一時的回腸人工肛門造設術を施行した．徐々に肝
障害改善と体重増加を得られている．症例 2：日齢 11，男
児．在胎 39 週 0 日，2830g，APS3/4 で出生した．生下時か
ら心雑音，呼吸不全を認め日齢 1 に当院に搬送された．単心
房，心内膜症欠損，両大血管右室起始症，完全大血管転位，
肺動脈閉鎖と診断され，挿管下に呼吸循環管理を開始した．
日齢 5 に抜管したが頻呼吸と乳酸高値を認めた．徐々に乳
酸値は改善を認めたが頻呼吸は改善せず日齢 10 に消化管
出血を認めた．日齢 11 に腹部膨満を認め，造影 CT で広範
囲の腸管気腫と門脈気腫を認めた．壊死性腸炎と診断し大
量小腸切除，回腸瘻造設を施行した．その後日齢 66 に
BTshunt 術，日齢 108 に人工肛門閉鎖術を施行し，経腸栄養
で徐々に体重増加を得ている．考察：心奇形に対する手術
加療により腸管の循環動態が改善されたことが，NEC 後の
経過の改善に寄与したものと考えられた．
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S12-9 観血的整復術後、アデノウイルス腸炎
による重症感染を来し、遅発性結腸穿
孔を併発した腸重積症の 1例

自治医科大学とちぎ子ども医療センター 小児外科

○廣畑 吉昭、小野 滋、薄井 佳子、馬場 勝尚、
辻 由貴、廣谷 太一、関根 沙知、堀内 俊男

症例は 5 か月の女児．12 時間前から 1 時間おきに嘔吐
を繰り返した後、血便が生じたため当院小児科を救急
受診し、腸重積症が疑われ当科紹介となり、高圧浣腸
を施行した．横行結腸に先進部を認め、130cmH2O まで
圧を上げても上行結腸までしか整復出来ず、観血的整
復術を施行した．回腸回腸結腸型の腸重積を認め、用
手整復後、回腸末端から横行結腸の漿膜の広範な損傷
を認めたが、壊死腸管や穿孔部は認めず、器質性病変
も認めなかった．腸管の色調が改善したことを確認
し、腸管切除はせずに手術を終了した．術後は全身の
浮腫が強く、麻痺性イレウスを呈したが、腹水の貯留
は少量であった．術後 2 日目に便検査にてアデノウイ
ルス抗原陽性が判明し、アデノウイルス腸炎による高
熱・頻脈・末梢冷感を来した．術後 4 日目から凝固機
能障害、貧血の進行を認め、輸血を施行した．術後 6
日目に DIC を来たし PICU 管理となった．術後 7 日目
に腹部単純 X 線で free air を認め、試験開腹術を施行
した．重積部位の最肛門側の横行結腸に 1×1.5cm 大
の穿孔を認め、盲腸から穿孔部までの腸管の色調不良
と菲薄化を認めたため、右半結腸切除術と回腸ストマ
造設術を施行した．病理検査では血栓形成はなく、腫
瘍性病変も認めなかった．術後創部感染を認めたが、
抗菌薬治療とドレナージにて改善し術後 29 日目に退
院した．生後 8 か月時にストマ閉鎖術を施行した．
腸重積症の非観血的整復時の穿孔例の報告は散見さ
れるが、本症例はアデノウイルス腸炎により循環動態
の悪化を来し、遅発性の腸管穿孔に至った可能性が考
えられた．さらに腹膜炎による重症感染症により診
断・治療に難渋した反省すべき症例であった．先行感
染が重症である腸重積症では、より慎重で注意深い術
後の評価・経過観察が必要である．

S12-10 A群溶連菌感染による原発性腹膜炎
に対し腹腔鏡下洗浄ドレナージが有
効であった 1例

自治医科大学とちぎ子ども医療センター

○辻 由貴、堀内 俊男、廣畑 吉昭、關根 沙知、
廣谷 太一、馬場 勝尚、薄井 佳子、小野 滋

A 群溶連菌感染による原発性腹膜炎に対し，腹腔鏡下洗浄
ドレナージを施行した 1 例を経験したので報告する．
症例：13 歳，女子．入院 3 日前に嘔吐，下痢，39 度の発熱
を認めた．入院 2 日前より下腹部を中心とした間欠的な腹
痛を認めた．入院日には 40 度の発熱と，眼球結膜の充血を
認め，下腹部全体，特に右側に圧痛，反跳痛を認めた．血液
検査では白血球 26.6×103/µl，CRP41.84mg/dl と炎症反応
高値であり，鼻腔培養で A 群溶連菌抗原陽性であった．精
査のため腹部造影 CT を施行し，腸管壁と腸間膜のびまん
性肥厚，および骨盤腔内腹水を認めた．腸炎による腹膜炎の
診断で，抗菌薬（PIPC/TAZ）と免疫グロブリンの静注を開
始した．入院 2 日目に胸水の増加，酸素化不良が生じ，DIC
の診断となった．一旦炎症所見は改善したが，入院 7 日目に
炎症反応が再上昇し，胸腹部造影 CT を再検した．虫垂の腫
大は認めなかったが，腸間膜の脂肪織濃度の上昇，両側胸水
と骨盤腔の腹水が増量し，骨盤腔の膿瘍形成が疑われた．原
因と考えられる病巣が明らかでなく，溶連菌感染による原
発性腹膜炎が疑われた．同日，緊急審査腹腔鏡を施行した．
骨盤腔内に混濁した黄色の腹水を認め，A 群溶連菌迅速検
査を行い陽性であった．大網が腹壁に広範囲に癒着してお
り，左下腹部から下腹部正中に白苔を伴っていた．癒着剥離
を行い，腹膜炎ならびに大量腹水が生じる原因を検索した
が，認めなかった．腹腔内を温生食で洗浄し，ドレーンを留
置し手術を終了した．入院 10 日目に炎症反応はピークアウ
トし，13 日目にドレーンを抜去し食事を開始した．抗菌薬
治療を 5 週間継続し，入院 48 日目に退院となった．
まとめ：A 群溶連菌感染のうち原発性腹膜炎を呈するのは
約 2％ と非常に稀であり，特異的な画像所見がなく診断に
難渋する．明らかな腹膜炎の原因がなく，抗菌薬の加療のみ
で奏功しない場合，早期の腹腔内観察，洗浄ドレナージの有
用性も検討すべきである．


