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【Ⅰ.はじめに】 

日本に腹腔鏡下大腸手術が導入されたのは 1993 年

頃であるが、I)当科では腹腔鏡補助下大腸切除術(LAC)

を1997年より開始し、1999年6月まで11例に施行し

てきた。今回、その早期成績と問題点について検討し

たので報告する。 

 

【Ⅱ.対象と方法】 

1997年より 1999年 6月までに施行した LACll例を

対象とした。LAC の適応は内視鏡で切除不能ないしは

治癒不能の腺腫、術前深達度MP(固有筋層）までの大腸

癌とした。また、同期間の開腹により切除した下行結

腸から直腸 S状結腸までの大腸癌 11例を対照として、

創の長さ、手術時間、出血量、術後経過について比較

検討した。 

手術手技：手術数日前に腫瘍部位の近傍に点墨を施

行した。腹壁挙上法は、良性疾患と早期癌では気腹法 

で行い、進行癌では吊り上げ法で行う事を基本とした。

トロカール刺入点を図 1(S状結腸癌例）に示したが、

通常4～5本のトロカールを留置した。具体的手技は以

下の症例提示において述べる。 

 

【Ⅲ.症例提示】 

症 例：53歳男性、S状結腸癌。 

現病歴：検診時の大腸内視鏡で肛門縁より30cmの部

位に 2型の腫瘍を指摘された。生検では高分化型腺癌

と診断された。注腸バリウム像では S状結腸の中央付

近に約 2cm大の隆起性病変を認めた。超音波内視鏡検

査(EUS)で深達度はMPと診断した（図2)。 

既往歴：特になし。 

血液生化学データ：特に異常なし。 

腫瘍マーカ：正常範囲内。 

以上より、S状結腸癌、2cm大の MP癌と診断し手術

を施行した。 

手 術：lOmmHgの気腹下に4本のトロカールを留置

した（図1)。次に結腸外側の腹膜切開と結腸授動を行

い、内側の切離、下腸間膜動脈(IMA)に沿う上方向郭清

を行った。直腸側への間膜切離を行い、endoGIA™を使

用し Rs 移行部で直腸を離断した（図 3)。下腹部正中

に6cmの小切開を加えS状結腸を引き出し、N1と判定

したため IMA根部リンパ郭清の追加(D3)と S状結腸切

除を行った。小切開を閉じて再気腹した。腹腔鏡下に

double stapling technique(DST)法により結腸直腸吻

合を行い、トロカール刺入創を利用してドレーンを留

置し閉創した（図4)。 

 

病理組織学的検査：S状結腸癌、1.5cm大、2型、中

分化型腺癌、mp、n1(#241 2個/8個）、stage III a、

CurAであった。 

術後経過：術後 8日目より経□摂取を開始したが、

術後11日目より腸閉塞を併発した。Long tubeの使用

にて軽快したが、食事再開により悪化したため術後46

日目に再手術を施行した。開腹時、前回手術の後腹膜

欠損部と小腸の強固な癒着が腸閉塞の原因と考えられ

た。癒着小腸約45cmを切除し、小腸を端々吻合して閉

腹した。その後は良好に経過し、初回手術より 81日 

目に退院した。 

 

【Ⅳ.結 果】 

LAC群11例の内訳は男性9例、女性2例、年齢は48

～78 歳（平均 64.5 歳）であった。疾患は大腸腺腫 1

例、大腸癌10例であった。一方、開腹群は左側大腸癌

の11例で、男性8例、女性3例で、年齢は41～85歳

（平均65歳）であった（表1)。 

開腹移行：LAC群における開腹移行は11例中4例で

あり、その原因は光源器械の故障l例、手術困難l例、

術前点墨の不良 2例であった。術前点墨が腹腔遊離側

に施行されておらず視認できなかったため開腹に移行

した。最終的に下行結腸癌 l例、S状結腸癌 4例、直

腸癌2例の計7例が腹腔鏡補助下に切除できた（表1)。 

LAC 群の深達度診断：術前深達度と病理学的深達度

が致したのは腺腫を除く10例中6例であり、概ね致し

ていた。病理学的深達度は ml例、sm5例、mp3例、ss

1例であった （表2)。 

LAC群の病理学的リンパ節転移と郭清度：n0が6例、

n1が4例、n2以上の例はなかった。転移例の転移リン

パ節個数はいずれも 1個ないし 2個であった。郭清度

はDlが1例、D2が4例、D3が2例であり、いずれも
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根治度Aであった（表3)。 

LAC群の術中合併症：特になかった。 

LAC 群の術後合併症：偽膜性腸炎 1 例、癒着性腸閉

塞 1例、創感染 2例、後頭部脱毛 l例であった。癒着

性腸閉塞の 1例は切除後の後腹膜欠損部を縫合閉鎖し

なかったためにおこったが、再手術により治癒した（表

4)。 

LAC 群の再発：7 例の平均フォローアップ期間は 16

ヶ月で、再発はなかった。 

LAC群と開腹群における比較： 

創長； ―LAC 群 7 例の創長は 6 ～10cm(平均 6.8c

m)、開腹群11例の創長は12～20cm(平均18cm)であり、

有意に前者で小さかった（図5)。 

手術時間；LAC群 7例の手術時間は平均 323分で、

開腹群 11 例の 140 分に比し 2.3 倍と有意に長かった

（図5)。 

出血量；LAC群7例の術中出血量は平均80gで、開 

腹群11例の出血量は平均97gであり、両者に差はなか

った（図5)。 

術後経過；腸閉塞併発例を除いた LAC群 6例と開腹

群10例の術後経過を平均日数でみると、歩行開始l.6

日：l.9日、排ガス1.6日：2.4日、経口摂取開始6.4

日：6.9日であった。LAC群は開腹群に比し、いずれも

やや早い傾向にあるものの有意な差を認めなかった。

両群とも平均術後入院期間は約28日であった （図6)。 

 

【Ⅴ.考 察】 

LACの術後にport site recur-rence (トロカール 

刺入部における再発）がl.5～21%に発生するという問

題が報告されているが、21その原因は未だ不明であり、

腫瘍や転移リンパ節に対する不用意な鉗子操作、気腹

に用いる炭酸ガスの腫瘍促進効果やトロカール周囲の

乱流などがその原因と推測されている。進行癌、特に

漿膜露出癌においてその危険性が高いと考えられてお

り、現在のところ漿膜露出癌は手術適応としない考え

が主流である。3)以上より、LACの適応を内視鏡的切除

が不能ないしは不適切な腺腫、早期癌などとすること

に異論はないが、4)MP 以上の進行癌に対しては未だ意

見が定まっていない。 当科では大腸癌に対するLACの

適応は深達度 MP までとし、MP の際は吊り上げ法で行

うことを原則としている。 

LACの開腹移行率は 5～35%と施設により幅があるが、

その原因は腫瘍サイズが予想より大きい場合、他臓器

浸潤、術中出血、術中臓器損傷などが報告されている。
5)我々の開腹移行率は36.4%と高かったが、その原因は

手技上の困難 1例、点墨の不備 2例などであり、手技

や経験の少なさに起因していた。術中損傷や出血によ

る開腹移行例はなかった。点墨に関しては 腹腔鏡観察

時に点墨部位が確認しやすい様に円周性に複数箇所に

点墨するか、 クリップを併用することが大切である。
6) 

LACの利点としては手術侵襲の軽減（出血量の減少、創

の縮小、疼痛の減少、腸嬬動の早期回復）、手術視野が

良好、合併症の減少（術後癒着の減少、創感染の減少）、

回復期間·入院期間の短縮などが挙げられている。7)ま

た、経験症例数の増加に伴い手術時間·入院期間の短縮

化、開腹移行率の減少、合併症の減少が みられること

が報告されている。8)今回の我々の検討では創の長さに

おいては有意な差がみられたが、上述の他の利点にお

いては明らかな差はみられなかった。これは我々の経

験症例が少ないこと、及び LAC例においても開腹例と

同様の術後管理方法を施行していたことに原因がある

と考えている。今後は当科においても経験数の増加、

術後管理法の変更により、成績の改善が期待できるも

のと考えている。 

重篤な術後合併症は再手術を要した癒着性腸閉塞を

 1例にみたが、その原因は後腹膜欠損部の縫合を施行

しなかったことにあり、欠損部の縫合は必ず施行すべ

きと考える。 

LACにおける再発はみとめていない（平均16ヶ月の

フォローアップ期間）が、欧米でのcontrol studyで

も LACと開腹切除術の間に、今の所、成績の差は認め

られていない。9) 

 

【Ⅵ.結 語】 

LACを11例に施行し、開腹移行は4例であった。開

 腹移行減少のためには術前点墨や手技の向上が大切

と考えられた。開腹例との比較では、LAC例の術創は約

1/3 と小さかったが、手術時間は 2.3 倍と長かった。

腹腔鏡補助下切除例では歩行開始、排ガス、経口摂取

開始などの時期が早い傾向はみられたが、有意な差は

なかった。LAC術後の重篤な合併症として、癒着性腸閉

塞を後腹膜欠損部の腹膜縫合を施行しなかった 1例に

認めたことより、欠損部の縫合ば必ず施行すべきと考

えられた。 

以上、当科における LACの早期成績と問題点につい

て述べたが、今後も症例を重ねて検討していきたい。 
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