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一般募集演題 

腫瘍内容液の漏出防止にソフトカップアスピレーターを使用した小

切開手術が有用であったと考えられた大型の卵巣腫瘍の１例 

 

共愛会病院 産婦人科 ○佐 藤 賢一郎・福 島 安 義 

 

【要旨】 

症例は32歳、0妊0産(未婚)、子宮がん検診の希望にて受診したところ、長径20cmを超える卵巣嚢胞性腫瘍を

認めた。画像診断、腫瘍マーカー等の所見では悪性も否定できなかったが、希望にて小切開手術を行う方針とした。

腫瘍内容液の漏出防止法としてソフトカップアスピレーターを使用し、4cm小切開手術にて片側付属器摘出術を施

行した。摘出物重量は3,110gで、病理組織検査では右卵巣漿液性嚢胞腺腫であった。 

 

【キーワード】：腫瘍内容液漏出防止、小切開手術、大型卵巣腫瘍 

 

【はじめに】 

大型の卵巣嚢胞性腫瘍の摘出手術を腹腔鏡下手術

または小切開手術で行う場合は、腫瘍内容液を吸引

し腫瘍を縮小して摘出する必要がある。しかし、腫

瘍内容液の吸引時に腹腔内へ漏出すると悪性腫瘍の

場合はup stageにつながる可能性があり、良性腫瘍

の場合でも化学的腹膜炎の発生が危惧されるため、

従来より腹腔内への腫瘍内容液の漏出防止法につい

て種々の工夫が試みられている 1)-15)。今回、ソフト

カップアスピレーター R (Hakko Shoji Co, Ltd.)3)

8)9)11)を使用した腹腔内への腫瘍内容液の漏出防止法

を併用した 4cm 小切開子宮付属器摘出術を施行した

大型の卵巣腫瘍の１例を経験し、腫瘍内容液の腹腔

内への漏出防止法として有用な方法の一つであると

思われたので報告する。 

 

【症例】 

患 者：32歳、身長159.0cm、体重52.5kg（BMI20.

8） 

主 訴：子宮がん検診ご希望(企業検診) 

月経歴：初経12歳、月経周期は不順 

妊娠分娩歴：0妊0産(未婚) 

既往歴・家族歴：特記事項なし 

現病歴：子宮がん検診の希望にて受診したところ、

視診、触診にて臍上に及ぶ腹部腫瘤を認め、経腹超

音波検査にて 19.2x11.0cm の単房性の嚢胞性腫瘍で

あった(図1a)。腫瘍壁は1.5mmで薄いが、高さと幅

が 7〜9mmの壁在結節を複数認め(図 1a矢印)、カラ

ードプラでは血流はマッピングされなかった(図 1b

矢印)。卵巣腫瘍疑いで、悪性の可能性も否定できな

いと考え、精査の予定とした。約 1 ヵ月後に施行し

た造影MRI検査にて21.7x11.1x16.8cmの単房性の嚢

胞性腫瘍を認め(図2)、壁在結節を有し(図3a矢印)

造影効果が認められたが(図3b矢印)、拡散強調像で

の評価は結節が小さなため困難であった(図3c)。腫

瘍マーカーはCA125 232U/mL(基準値 ≦35)、HE4 60.

3pmoL/L(基準値 ≦140)、閉経前ROMA値 13.0%(基準

値 ≦7.4)と高値であった。手術の適応と判断され、

悪性の可能性が否定できないが、未婚でもありなる

べく小さな創部での手術を希望されたため、インフ

ォームドコンセントのうえ腫瘍内容液を可及的に腹

腔内に漏らさないように、ソフトカップアスピレー

ターを用いた小切開卵巣腫瘍摘出術を施行する方針

とした。 

入院後経過：初診より約 2 ヵ月後に入院のうえ、

手術を施行した。手術は、恥骨上1〜2cmで恥毛部直

下に 4cm の横切開を行い、筋膜および腹膜は縦に切

開した(Kustner 切開)。Wound retractor を装着し、

直視下の腫瘍にソフトカップアスピレーターを装着

した(図４a,b,c)。本来、ソフトカップアスピレータ

ーの吸引は手動であるが、腫瘍が大きく時間がかか

ることが予想されたため持続吸引とした。腫瘍が縮

小して腫瘍壁の把持が可能になったところで、長ペ

アン鉗子を用いてソフトカップアスピレーターの両

横を把持して滑脱しないように慎重に小切開部より

腫瘍を引き出し右子宮付属器摘出術を行った(図４

d)。腫瘍摘出後に腹腔内洗浄細胞診を行い、子宮と

左卵巣、子宮周囲を観察し、生食 1,000mL で腹腔内

を洗浄し閉腹した。手術時間は63分、出血量は110

mL、摘出物重量は吸引した内容液が2,900g、摘出し

た腫瘍壁が 210g で合計 3,110g であった(図 5)。腹

腔洗浄細胞診の結果は中皮細胞のみで、病理組織検
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査の結果は、右卵巣漿液性嚢胞腺腫で良性であった

(図 6)。術後の経過も特に問題なく、術後 7 日目に

退院とした。退院後の外来診察でも特に異常は認め

ず、退院約1ヵ月後に終診とした。 

 

【考察】 

産婦人科内視鏡手術ガイドライン2019年版16)では、

比較的大きな良性卵巣腫瘍に対しては腹腔鏡補助に

よる小開腹手術も有用とされ、巨大な良性卵巣腫瘍

(7〜18cm)については開創器を用い、腹腔鏡ガイド下

に手術を行うことにより(体腔外式)、従来の腹腔鏡

手術に比べ合併症の発生率が減少するという報告 17)

があり、症例によりアプローチ法を選択することも

重要と思われると記述されている。本例では、そも

そも良性かどうかの診断が難しいケースであったた

め、腫瘍内容液の漏出を防ぐ方法が重要であった。

未婚でもあり、なるべく小さな創部での手術を希望

され、大型の卵巣腫瘍のため腫瘍壁の腹腔外への取

り出し自体にもある程度の大きさの創部が必要と考

え小切開手術を選択し、4cm の創部で可能な漏出防

止法としてソフトカップアスピレーターを選択した。

我々の経験では、医療用接着剤を使用して腫瘍壁に

シートや袋を接着させ腹腔内と隔絶したスペースを

作成して手術を行う方法の場合、接着幅と接着操作、

手術スペースを合わせて 6〜8cm 以上の創部でなけ

れば困難なことが多かった。ソフトカップアスピレ

ーターは、1995年に学会発表 8)があり、1996年に論

文 9)として報告された。井坂らの報告 9)によれば、ソ

フトカップアスピレーターを用いた穿刺吸引操作に

より内容液の漏出を認めたのは17例中1例(6%)のみ

であり、内容液の漏出を認めた１例は、子宮内膜症

性嚢胞で嚢胞壁が硬く肥厚していたため穿刺時内容

液の漏出を認めたと述べられている。2003年には同

教室から、良性卵巣腫瘍の腹腔鏡手術において10mm

(穿刺針11G)と12mm(穿刺針7G)の径の異なる2種類

のソフトカップアスピレーターを使用した組織型別

の追試のデータが報告 3)されており、術中に肉眼的

な漏出を認めなかった例は、それぞれの径毎に漿液

性で 88%(22/25 例)、12mm 径のデータはなし、粘液

性で 87%(7/8 例)、12mm 径のデータはなし、奇形腫

で 55%(42/77 例)、74%(14/19 例)、子宮内膜症性嚢

胞で 45%(38/84 例)、44%(4/9 例)であったと述べて

いる。奇形腫、子宮内膜症性嚢胞では内容液の粘度

が高い場合も多いと考えられ吸引自体が難航する他

に、腹腔鏡下手術の場合にはソフトカップアスピレ

ーターの動きに制約があるため、その時の状況に応

じた刺入角度を保つことが困難な場合が予想される。

我々は、本例のように小切開手術と組み合わせた使

用であればより漏出予防効果が期待できるのではな

いかと考えているが、少数例での報告が散見される

のみである。齊藤ら 11)は、開腹手術(5〜8cm)にソフ

トカップアスピレーターを用いて巨大卵巣腫瘍(3,5

00〜5,200mL)5 例に手術を行い、全例で穿刺吸引時

の内容液の漏出を認めず手術が可能であったことを

報告している。しかし、一つ一つが同じような大き

さの多房性嚢胞性腫瘍や、腫瘍内容液の粘稠度が高

い場合は吸引自体が困難な場合があると思われ、こ

のような例ではやや創部を延長し、接着剤を使用し

て腹腔内と隔絶したスペースを作成する方法が適切

かもしれない。もちろん比較的小さな腫瘍であれば

腹腔鏡手術で回収袋を使用する選択肢がある。どの

ような手術方法を選択するのが最適か、症例毎に十

分に検討して手術に望む必要があると思われ、ソフ

トカップアスピレーターを使用した小切開手術も卵

巣腫瘍の手術における有用な選択肢の一つであると

考える。また、小切開手術であればより大きな径の

ソフトカップアスピレーターの使用についても支障

はないため、今後、小切開手術を想定した機器の開

発も望まれる。 
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本論文内容に関連する著者の利益相反なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 

経腹超音波検査にて19.2x11.0cmの単房性の嚢胞性腫瘍であった(図1a)。腫瘍壁は1.5mmで薄いが、高さと幅が7

〜9mmの壁在結節を複数認め(図1a矢印)、カラードプラでは血流はマッピングされなかった(図1b矢印)。 
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図2 

MRI検査では21.7x11.1x16.8cmの単房性の嚢胞性腫瘍が子宮の前面に存在した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 

嚢胞内には壁在結節を有し(図3a矢印)、造影効果が認められたが(図3b矢印)、拡散強調像での評価は結節が小さ

なため困難であった(図3c)。 
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図４ 

a,bは、ソフトカップアスピレーター○Rの外観である(aは包装上からの撮影、bはHakko Shoji Co.、 Ltd.ホーム

ページより引用)。c は、直視下の腫瘍にソフトカップアスピレーター○R(c 矢印)を装着したところである。d は、

腫瘍が縮小して腫瘍壁の把持が可能になったところで、長ペアン鉗子を用いてソフトカップアスピレーター○R(d矢

印)の横を把持して腫瘍を腹腔外に引き出そうとしているところである。アスタリスク(✱)は、状況により腫瘍壁

にシートや袋を接着させ腹腔内と隔絶したスペースを作成して手術を行う場合も想定して念の為に装着している。 
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図５ 

摘出物重量は吸引した内容液が 2,900g、摘出した腫瘍壁が 210g で合計 3,110g であった。肉眼的には腫瘍内に結

節性病変が多数認められ境界悪性・悪性の可能性が疑われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 

病理組織検査では、小型立方形態の上皮に裏打ちされた腫瘍で、点在性に papillary growthを示す部位が見られ

るが、増生部も重積性は低く、一部に繊毛を認め、核異型は乏しく、核分裂像は見られない。浸潤性増生も認めら

れず、漿液性腺腫と診断された。 

 

 

 


