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第３１回

四国内視鏡外科研究会

徳島赤十字病院

沖津

宏

担当ご挨拶
この度、第 31 回四国内視鏡外科研究会を平成 29 年 2 月 18 日(土)に徳島グランヴィリオホテル
で開催させていただくことを大変光栄に思っております。多くの先生方から多数の内視鏡外科関
連の演題をご応募いただき深謝申し上げます。
腹腔鏡手術に関して言えば、従来の開腹手術と手術時間以外は低侵襲であり、在院日数を含め
た諸因子でその有用性が報告されています。手術時間も 3D-内視鏡、循環型の気腹器、エネルギ
ーデバイスの改良などにより改善されつつあります。しかし、最も重要なことは、内視鏡手術の
もつ拡大視効果が安全で緻密な手術を可能にすることは論を待ちません。
今回の特別講演は、石川県立中央病院 消化器外科 診療部長 稲木紀幸先生をお招きし、
「腹
腔鏡下胃切除を習得するための秘伝のコツ」のタイトルでご講演をしていただく予定です。胃癌
手術における内視鏡手術習得のノウハウをご教示いただき、先生方の日常診療にいかせていただ
ければ甚句です。
今回の研究会が、先生方にとって実り多いものになるように心から希望しています。活発なご
討論を頂きますように何とぞよろしくお願申し上げます。

徳島赤十字病院
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消化器外科
沖津 宏

四国内視鏡外科研究会＊

回数

開催地・会場

開催日

第１回

塩田

邦彦

高松市・リ－ガホテルゼスト高松

1993.7.27

第２回

森田

純二

高松市・ホテル川六

1994.3.12

第３回

小笠原

高松市・リ－ガホテルゼスト高松

1994.7.26

第４回

立本

高松市・ホテル川六

1995.3.18

第５回

佐尾山

信夫

高松市・ホテル川六

1995.7.28

第６回

水田

稔

高松市・高松国際ホテル

1996.2.17
1996.7.13

邦夫
昭彦

第７回

藤野

良三

高松市・喜代美山荘

第８回

浜口

伸正

高知市・城西館

1997.3.1

第９回

西蔭

三郎

松山市・ホテルサンルート松山

1997.7.12

第１０回

塩田

邦彦

高松市・喜代美山荘

1997.12.20

花樹海

花樹海

第１１回

露口

勝

徳島市・ホテルクレメント徳島

1998.7.11

第１２回

西岡

豊

高知市・城西館

1999.2.27

伸介

松山市・ホテルサンルート松山

1999.7.10

潔

高松市・社会福祉総合センター

2000.2.19

第１３回
第１４回

梶原
吉澤

第１５回

三好

康敬

徳島市・ホテルグランドパレス徳島

2001.2.17

第１６回

辰巳

明利

南国市・高知医科大学

2002.2.16

第１７回

松坂

俊光

松山市・松山市総合ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

2003.2.15

第１８回

臼杵

尚志

高松市・高松テルサ

2004.2.14

徳島市・郷土文化会館

2005.2.11

第１９回

木村

秀

第２０回

近森

文夫

高知市・高知市文化プラザかるぽーと

2006.2.11

第２１回

大森

克介

松山市・ホテルサンルート松山

2007.2.10

高松市・かがわ国際会議場

2008.2.23

徳島市・郷土文化会館

2009.2.21

高知市・高知市文化プラザかるぽーと

2010.2.20

松山市・ホテルサンルート松山

2011.2.19

高松市・かがわ国際会議場

2012.2.18

徳島市・ザ・グランドパレス徳島

2013.2.23

高知市・高知市文化プラザかるぽーと

2014.2.22

松山市・ホテル JAL シティ松山

2015.2.21

高松市・アルファあなぶきホール

2016.2.20

第２２回
第２３回
第２４回
第２５回
第２６回
第２７回
第２８回
第２９回
第３０回
＊

世話人

歴代世話人

鈴鹿

伊智雄

住友

正幸

山本
渡部
村岡
安藤
並川
野崎
福田

彰
祐司
篤
道夫
努

功雄
洋

第 1 回から第 5 回までは、香川内視鏡下手術懇話会
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日 時 ： 平成 29 年 2 月 18 日（土） 11：55～18：30
会 場 ： 徳島グランヴィリオ ホテル １F グランヴィリオホール
参加費 ：1 階

1. 開会の辞

11：55

～

2. 一般演題

12：00

～

受付にて 3,000 円をお支払い下さい。

14：27

【呼吸器】

座長：鳥羽

博明先生（徳島大学 胸部・内分泌・腫瘍外科）

【食道】

座長：吉田

卓弘先生（徳島大学 胸部・内分泌・腫瘍外科）

【胃】

座長：吉川

幸造先生（徳島大学 消化器・移植外科）

3. 休憩・世話人会 14：30

～ 15：00

機器展示

会場 ：グランビィリオホール

世話人会

会場 ：ヴィリオルーム Ｄ（※世話人の先生方はご移動願います。）

4. 一般演題

15：05

【大腸】

～

座長：東島

Ｄ

(研究会々場

横）

17:25
潤先生（徳島大学 消化器・移植外科）

【肝・胆・膵】座長：富林

敦司先生（徳島赤十字病院 外科）

【ヘルニア】

康弘先生（徳島赤十字病院 外科）

5. 特別講演

座長：湯浅

17：30 ～ 18：30
座長 徳島赤十字病院 消化器外科

部長

沖津

宏 先生

「腹腔鏡下胃切除を習得するための秘伝のコツ 」
石川県立中央病院 消化器外科 診療部長

6. 閉会の辞

18：30

～
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稲木 紀幸 先生

研究会会場への概略図と交通案内
会
住

場 ： 徳島グランヴィリオ ホテル １F グランヴィリオホール
所 ： 〒770-0941 徳島県徳島市万代町 3-5-1

■徳島グランヴィリオ ホテルへのアクセス

●JR 徳島駅（JR・高速バス）
●徳島 I.C.（徳島自動車道）
から 4.5Ｋｍ

徒歩で約 20 分

車で

約 10 分（平常時）

無料駐車場がございます。
●お車でお越しの場合

（屋外 50 台、立体 150 台
先着順になります）
リムジンバス 約 30 分（空港→JR 徳島駅）

●徳島空港
（徳島阿波踊り空港）

JR 徳島駅より徒歩 約 20 分

タクシー

■アクセスマップ
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約 25 分

（約 4,000 円）

JR 時刻表
◆高松方面から◆
≪行き≫

高松 10：１１発（うずしお ７号）

徳島 11：25 着

≪帰り≫

徳島 19：32:発（うずしお 28 号）

高松 20：38 着

◆高知方面から◆
≪行き≫

高知 8：01 発（南風 6 号） 【乗換】阿波池田 9：43 発（JR 徳島線） 徳島 11：28 着

≪帰り≫

徳島 19：27 発（JR 徳島線） 【乗換】阿波池田 21：38 発（南風 25 号） 高知 22：50 着

◆愛媛方面から◆
≪行き≫

松山 7：20 発（いしづち 8 号） 【乗換】高松 10：11 発（うずしお 7 号） 徳島 11：25 着

≪帰り≫

徳島 19：32 発（うずしお 28 号） 【乗換】高松 20：59（いしづち 27 号）松山 23:31 着

◆宇和島方面から◆
≪行き≫

宇和島 5：33 発（宇和海 2 号） 【乗換】松山 7：20 発（いしづち 8 号）

【乗換】高松 10:11（うずしお 7 号）徳島 11:25 着
≪帰り≫

最終 徳島 18：30 発（うずしお 26 号） 【乗換】高松 19:52 発（いしづち 25 号）

【乗換】松山 22:46（宇和海 33 号）宇和島着 00:05

高速バス時刻表
◆高松方面から◆
≪行き≫

高松駅バスターミナル 9：40 発（高徳エクスプレス） JR 徳島駅 11：15 着

≪帰り≫

JR 徳島駅 19：10 発（高徳エクスプレス） 高松駅バスターミナル 20：45 着

◆愛媛方面から◆
≪行き≫

松山駅 8：08 発（吉野川エクスプレス） JR 徳島駅前 11：27 着

≪帰り≫

JR 徳島駅前 19：00 発（吉野川エクスプレス 14 号） 松山駅 22：23 着

◆高知方面から◆
≪行き≫

高知駅バスターミナル 8：00 発（高知徳島エクスプレス） JR 徳島駅 10：50 着

≪帰り≫

最終 JR 徳島駅 17：45 発（高知徳島エクスプレス） 高知駅バスターミナル 20：35 着

－5－

演者および座長の先生方へのお願い

1)例年、進行が遅れる事が多く、復路の交通機関の時間のこともありますので、演者・座長の
先生には時間厳守のほど宜しくお願い致します。
2)1 演題当たり、発表 5 分、質疑応答 2 分とさせて頂きます。
発表は Power Point2003、2007、2010、2013 形式でお願い致します。
パソコンは Windows 対応版をご用意しております。
メディアは以下をご用意しております。
 USB、CD、DVD、共にご使用頂けますが、念の為、受付の際に試写下さい。
 動画のある場合は可能な限り御自身の PC をお持込み下さい。
 MAC をお使いの方は、ご自身の PC と D-SUB mini 15pin に変換するコネクタもご持参く
ださい。
 HDMI 端子についても同様にコネクタをご持参ください。
3)スライド、USB、CD、DVD、PC などは発表 30 分前までに受付にご提出下さい。
4)速やかな運営を行う為、メディアの確認を研究会開催日の 2 日前までに行わせて頂きたく、
担当 MR がお伺い致しますので、PC 以外は可能な限り前もってお預け下さい。
その後の手直しならびに当日差し替えは可能です。

連絡事項

1)本学術研究会に参加される先生方は、日本内視鏡外科学会認定単位 1 単位を取得出来ます。
2）ご参加の際には、所属医療機関の規約ならびに事前の院内手続き等を御励行下さい。
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１１：５５～１２：００
開会の辞 徳島赤十字病院

消化器外科

部長

１２：００～１２：３５
【 呼 吸 器 】座 長：鳥 羽 博 明 先 生（ 徳 島 大 学

沖津

宏

先生

胸 部・内 分 泌・腫 瘍 外 科 ）

１．若年者の原発性自然気胸に対する自動縫合器を用いないブラ切除と胸膜手縫い縫合による
胸腔鏡下手術の検討
徳島県立中央病院

外科 1

徳島県立三好病院

外科 2

○松本大資 1，中川靖士 1，広瀬敏幸 1，住友正幸 2
２．続発性気胸における当院での胸腔鏡下手術の工夫
独立行政法人 国立病院機構高知病院 呼吸器外科
〇坂本晋一、松本大昌、日野弘之、先山正二
３．肺癌を疑った気胸併発の肺化膿症に対し胸腔鏡手術を施行した 1 例
高松赤十字病院 胸部･乳腺外科
○監崎孝一郎、森下敦司、久保尊子、法村尚子、環正文、三浦一真
４．FDG-PET/CT 陽性を呈した肺原発 benign perivascular epithelioid cell tumor の 1 例
徳島大学病院 胸部・内分泌・腫瘍外科
○宮本直輝，河北直也，藤本啓介，西岡康平，青山万理子，澤田徹，坪井光弘，
梶浦耕一郎，鳥羽博明，川上行奎，吉田光輝, 滝沢宏光，近藤和也，先山正二*，
丹黒章
５．胸腔鏡を併用し完全切除をおこなった縦隔内副甲状腺腫の 1 例
香川大学医学部呼吸器・乳腺内分泌外科
○横田 直哉、呉 哲彦、松浦 奈都美、中島 成泰、垂水 晋太郎、横見瀬 裕保

１２：３５～１３：１７
【食道】座長：吉田 卓弘先生（徳島大学

胸部・内分泌・腫瘍外科）

６．胸部食道癌に対する開胸と胸腔鏡下切除術の成績比較
国立病院機構四国がんセンター外科
○野崎功雄, 羽藤慎二, 御厨美洋, 落合亮二, 小林成行, 小畠誉也, 大田耕司,
棚田 稔, 栗田 啓
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７．当科における人工気胸併用胸腔鏡下側臥位食道切除術導入後の短期成績
高知医療センター 消化器外科・一般外科
○古北由仁，福井康雄,渋谷祐一,大石一行,谷岡信寿,土居大介,坂本真樹,高田暢夫,
須井健太,徳丸哲平,上月章史,住吉辰朗,齋坂雄一,岡林雄大,寺石文則,尾崎和秀,
志摩泰生,中村敏夫,西岡 豊
８．腹臥位胸腔鏡下食道切除術における反回神経周囲郭清の工夫
香川労災病院外科
○小林正彦 大亀正義

宇根悠太

鳴坂 徹

徳毛誠樹

木村圭吾

國土泰孝

村岡篤

９．右鎖骨下動脈起始異常を伴う進行食道癌に対して胸腔鏡下食道切除術を施行した 1 例
高知大学医学部 外科１
○北川博之、並川努、川西泰広、藤澤和音、宗景匡哉、花﨑和弘
10．食道癌および食道胃接合部癌に対する腹腔鏡下下縦隔郭清
高知赤十字病院
○山井礼道
大西一久

外科

横田敬一郎 乾友浩
谷田信行 浜口伸正

吉田千尋

松岡永

甫喜本憲弘

桑原道郎

11．徳島大学における食道手術トレーニング
徳島大学大学院 胸部・内分泌・腫瘍外科
○吉田卓弘、西野豪志、井上聖也、澤田
藤本啓介、丹黒 章

徹、青山万理子、宮本直輝、西岡康平、

１３：１７～１４：２７
【胃】座長：吉川 幸造先生（徳島大学

消化器・移植外科）

12．腹腔鏡下胃癌手術の 1 群リンパ節郭清を考える －進行癌を視野に入れてー
香川県立中央病院 消化器・一般外科
〇橋田真輔，田中則光，高津史明，八木朝彦，鈴木優之，市原周治，大谷弘樹，
矢野匡亮，大橋龍一郎，泉 貞言，小野田裕士
13．患者左側から行う胃癌に対する腹腔鏡下幽門側胃切除、リンパ節郭清
徳島赤十字病院 外科
○常城宇生 沖津宏 竹内大平 松尾祐太 森理 谷亮太朗 枝川広志
蔵本俊輔 藤原聡史 富林敦司 湯浅康弘
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14． 当 科 に お け る ロ ボ ッ ト 支 援 下 胃 切 除 術 の 初 期 成 績
愛媛大学 消化器腫瘍外科
○ 久 米 達 彦 、古 賀 繁 宏 、吉 田 素 平 、石 丸 啓 、山 本 祐 司 、菊 池 聡 、松 野 裕 介 、
松 本 紘 典 、渋 井 勇 一 、垣 生 恭 祐 、秋 田 聡 、桑 原 淳 、谷 川 和 史 、山 田 耕 治 、
渡部祐司
15．LTG における OrVil 法の有用性
徳島大学 消化器・移植外科
○吉川幸造、島田光生、東島潤、徳永卓哉、西正暁、柏原秀也、高須千絵、石川大地
16．Adachi V 型の動脈破格を有する早期胃癌に対して腹腔鏡下幽門側胃切除術を施行した 1 例
愛媛県立中央病院
○宇都宮大地

消化器外科

神崎雅之

大畠将義

佐藤公一

八木草彦

原田雅光

河﨑秀樹

17．壁外発育型胃 GIST に対する腹腔鏡下手術の工夫
香川大学消化器外科
○岸野貴賢、馮東萍、長尾美奈、若林彩香、竹谷洋、前田詠理、野毛誠示、安藤恭久、
上村淳、須藤広誠、浅野栄介、藤原理朗、岡野圭一、臼杵尚志、鈴木康之
18．当科における胃粘膜下腫瘍の治療経験～腹腔鏡内視鏡合同手術(LECS)と胃内手術～
徳島市民病院
○四方
三宅

外科

祐子、淺野間

理仁、荒川

悠佑、小笠原

卓、黒田

武志、山崎

眞一、

秀則

19．
Needle 鉗子を補助的に用いた単孔式 LECS（laparoscopy and endoscopy cooperative surgery）
の2例
高知赤十字病院

外科・呼吸器外科

○横田啓一郎、山井礼道、乾友浩、吉田千尋、松岡永、甫喜本憲弘、桑原道郎、
大西一久、谷田信行、浜口伸正
20．胃原発脂肪肉腫に対して胃内手術を施行した一例
市立宇和島病院

外科

◯友藤克博、向井直樹、西悠介、石田直樹、佐藤創、今井良典、渡辺常太、
根津賢司、岡田憲三、梶原伸介
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21．腹腔鏡下切除術を施行した胃重複症の１例
高知医療センター

消化器・一般外科

○高田暢夫、尾崎和秀、谷岡信寿、土居大介、坂本真樹、須井健太、大石一行、
古北由仁、徳丸哲平、上月章史、住吉辰朗、齋坂雄一、高畠大典、岡林雄大、
寺石文則、渋谷祐一、志摩泰生、中村敏夫、福井康雄、西岡豊

１４：３０～１５：００【コーヒーブレイク・世話人会】
機器展示：１F

グランヴィリオホール D

世話人会：１F

ヴィリオルーム D （１４：３０開始）

１５：０５～１５：４７
【大腸】座長：東島 潤

先生（徳島大学

消化器・移植外科）

22．メッケル憩室に起因したイレウスに対して単孔式腹腔鏡補助下手術を施行した１例
住友別子病院 外科
○福本侑麻 赤本伸太郎

小西祐輔

中川和彦

福原哲治

小林一泰

花岡俊仁

23．当科における腹腔鏡下結腸切除術-フック型電気メスを用いたリンパ節郭清手技徳島赤十字病院外科
○湯浅康弘，沖津宏，竹内大平，常城宇生，松尾祐太， 枝川広志，森 理，
谷 亮太朗，池内真由美，藏本俊輔，高嶋美佳， 藤原聡史，富林敦司，浜田陽子，
川中妙子，石倉久嗣
24．体腔内 FEEA 再建を施行した腹腔鏡下結腸切除術の短期成績の検討
徳島赤十字病院 外科
〇森理，沖津宏，常城宇生，竹内太平，松尾祐太，枝川広志，谷亮太朗，藏本俊輔，
藤原聡史，富林敦司，湯浅康弘
25．腹腔鏡下前方切除術における縫合不全回避のための戦略
徳島大学消化器・移植外科学
○東島 潤、島田 光生、吉川 幸造、西 正暁、柏原
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秀也、高須

千絵

26．横行結腸癌に対する Reduced port surgery の定型化に向けて
香川県立白鳥病院 外科
○山川

俊紀，中村

光次，大下

和司

27．当科における他臓器浸潤(T4b)大腸癌に対する腹腔鏡手術の成績
愛媛県立中央病院 消化器外科
○新恵幹也

山田眞一郎

發知将規

１５：４７～１６：４３
【肝・胆・膵】座長： 富林

古手川洋志

敦司

吉山広嗣

大谷広美

先生（徳島赤十字病院

河﨑秀樹

外科）

28．最も安価で簡便な臓器回収袋の使用法の検討～ラパコレから側方郭清まで～
住友別子病院外科
○赤本伸太郎，福本侑麻，小西祐輔，中川和彦，福原哲治，小林一泰，花岡俊仁
29．当科における壊疽性胆嚢炎手術症例の検討
徳島赤十字病院 消化器外科
○竹内大平, 沖津宏, 常城宇生, 松尾祐太, 枝川広志, 谷亮太朗, 森理, 藏本俊輔,
藤原聡史, 富林敦司, 湯浅康弘
30．早期胆嚢癌および胆嚢癌疑診例に対する腹腔鏡下胆嚢全層切除術
愛媛大学肝胆膵外科
○坂元克考、高井昭洋、伊藤千尋、上野義智、田村圭、水本哲也、井上仁、
中村太郎、小川晃平、藤山泰二、高田泰次
31．腹腔鏡下肝外側区域切除術を施行した肝血管筋脂肪腫の 1 例
徳島赤十字病院 外科
○富林敦司,沖津宏,常城宇生,竹内大平,松尾裕太,枝川広志,谷亮太朗,蔵本俊輔,森理,
藤原聡史,湯浅康弘
32．腹腔鏡下手術を行った膵 Solid pseudopapillary neoplasm の 1 例
徳島県立中央病院 外科
○川下 陽一郎、藤木 和也、幸田 朋也、森 勇人、松下 健太、松本
中尾 寿宏、近清 素也、大村 健史、中川 靖士、井川 浩一、広瀬
倉立 真志、八木淑之
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大資、
敏幸、

33．脾機能亢進症に対する腹腔鏡下脾臓摘出術の検討
香川大学 消化器外科
○安藤恭久
野毛誠示
臼杵尚志

岡野圭一

馮東萍

長尾美奈

若林彩香

竹谷洋

前田詠理

上村淳 須藤広誠
鈴木康之

浅野栄介

岸野貴賢

大島稔

藤原理朗

34．動脈瘤に対する腹腔鏡的アプローチ−最近当院で経験した２手術例から−
阿南共栄病院外科
○田上誉史，正宗克浩，吉田禎宏
35．愛媛大学における Cadaver Surgical Training の意義と変遷
愛媛大学医学部

肝胆膵・乳腺外科

○髙井 昭洋、田村 圭、水本 哲也、坂元
小川 晃平、藤山 泰二、髙田 泰次

１６：４３～１７：２５
【ヘルニア】座長：湯浅

康弘

克考、井上

仁、中村

先生（徳島赤十字病院

太郎、

外科）

36．当科における腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP）の検討
高知医療センター 消化器外科・一般外科
○古北由仁，福井康雄，谷岡信寿，土居大介，坂本真樹，高田暢夫，大石一行，
須井健太，徳丸哲平，上月章史，住吉辰朗，齋坂雄一，岡林雄大，寺石文則，
尾崎和秀，渋谷祐一，志摩泰生，中村敏夫，西岡

豊

37．TAPP 施行した De Garengeot hernia の 1 例
吉野川医療センタ－ 外科
○杉本光司、佐藤宏彦、豊田 剛、鷹村和人、三浦連人
38．TEP 法での腹腔鏡下ヘルニア手術導入に向けて
四国こどもとおとなの医療センター 外科
○兼松 美幸、湊 拓也、田渕 寛、吉田 冲、梶川 愛一郎
39．高度肥満症例に対して腹腔鏡下ヘルニア修復術を施行した 1 例
徳島赤十字病院 外科
〇松尾祐太、沖津宏、湯浅康弘、富林敦司、藤原聡史、藏本俊輔、枝川広志、
谷亮太朗、森理、常城宇生、竹内大平
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40．当科における腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術の短期成績
高知医療センター 消化器外科・一般外科
○谷岡信寿，古北由仁，福井康雄，土居大介，坂本真樹，高田暢夫，大石一行，
須井健太，徳丸哲平，上月章史，住吉辰朗，齋坂雄一，岡林雄大，寺石文則，
尾崎和秀， 渋谷祐一，志摩泰生，中村敏夫，西岡豊
41．腹腔鏡補助下に摘出し得た精索脱分化型脂肪肉腫の 1 例
吉野川医療センタ－ 外科
○佐藤宏彦、杉本光司、豊田

剛、鷹村和人、三浦連人

１７：３０～１８：３０

【特別講演】
座長

「

徳島赤十字病院

消化器外科

部長

沖津

宏

先生

腹腔鏡下胃切除を習得するための秘伝のコツ
石川県立中央病院

消化器外科

１８：３０～１８：３５

閉会の辞

次回当番世話人
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診療部長

稲木

」

紀幸

先生

１．若年者の原発性自然気胸に対する自動縫合器を用いないブラ切除と胸膜手縫い縫合による胸
腔鏡下手術の検討
徳島県立中央病院 外科 1
徳島県立三好病院
1
1
○松本大資 ，中川靖士 ，広瀬敏幸 1，住友正幸 2

外科 2

【はじめに】原発性自然気胸に対する胸腔鏡下手術は開胸手術よりも再発率が高いとされ，自動
縫合器を用いた肺部分切除ではブラの新生が指摘されている．当科では若年者の気胸手術におい
て，胸腔鏡下にブラを切除し，手縫いで胸膜縫合を行ってきた．今回，この手術法の治療成績を
検討した．
【対象】2010 年 1 月から 2016 年 8 月に当科で胸腔鏡下肺嚢胞切除，胸膜縫合術を施行した 55 例．
【結果】平均年齢は 22.0 歳（±7.0 歳）で男性 44 例，女性 11 例であった．手術時間は平均 117.5
分（±45.6 分）で，術後合併症は 4 日以上の気漏を 4 例，創感染を 1 例認めた．再発を 7 例（12.7%）
に認めたが，いずれも 19 歳以下の症例であった．
【考察】本術式は手術時間がやや長かったが，合併症・再発率は低率であった．局所制御は良好
であることから，切除部位以外の胸膜に対するカバーリング等で更に改善する余地があると思わ
れる．
【結論】自然気胸に対するブラ切除，胸膜手縫い縫合は，自動縫合器による切除及び被覆と比較
して遜色のない結果であった．
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２．続発性気胸における当院での胸腔鏡下手術の工夫
独立行政法人 国立病院機構高知病院

呼吸器外科

〇坂本晋一、松本大昌、日野弘之、先山正二
【はじめに】気胸に対する外科治療として自動縫合機を用いた胸腔鏡下肺部分切除術が一般的で
ある。だだ、続発性気胸に対しては切除範囲が広範になること、切除縫合部より新たな気漏を生
じることも経験され当科では 2010 年より胸腔鏡下嚢胞結紮術を導入し良好な成果を得ている。
【手術の要点と工夫】第 7 肋間中腋窩線、第 6 肋間背側、第 4 肋間前腋窩線に 11.5mm port、第
3 肋間中腋窩線に 5.5mm port を挿入する。工夫している点として、5.5mm port より挿入した鉗
子で嚢胞を把持し基部の肺実質を endloop で 2 重に結紮する。結紮部位を PGA sheet で覆い fibrin
glue で補強しドレーンを挿入して終了する。
【症例】60 歳代男性。慢性閉性肺疾患にて近医通院
中、右肺気胸を指摘されドレナージ治療を行っていたが気漏が遷延するため当院へ紹介となった。
現在の術式と工夫を供覧する。【結語】本術式は安全にかつ低侵襲で施行でき、根治性の面にお
いても有効な術式であると考える。
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３．肺癌を疑った気胸併発の肺化膿症に対し胸腔鏡手術を施行した 1 例
高松赤十字病院

胸部･乳腺外科

○監崎孝一郎、森下敦司、久保尊子、法村尚子、環正文、三浦一真
【はじめに】肺癌や肺化膿症では伴に気胸を発症することがまれにみられる。今回、肺癌を疑っ
た気胸併発の肺化膿症に対し胸腔鏡手術を施行した症例を経験したので報告する。
【症例】50 歳代、男性、BI=1480。既往歴；C 型肝炎、肺気腫。近医で肺炎治療を行っていたが、
胸部 Xp で左上肺野の陰影が消失せず、気胸を併発したため当科紹介となった。ドレナージにて
も気胸の改善はなく、CT で肺癌を疑う約 3cm 大の腫瘤陰影を呈していたため気管支鏡を施行した。
悪性所見はなかったが、気胸併発の肺癌を疑い胸腔鏡手術に臨んだ。
術中に腫瘤近傍のリークポイントを確認した。部分切除では、癌であれば断端陽性の危険があり、
左上大区切除を選択した。迅速病理診断の結果で、左上葉切除に移行の予定であったが、悪性所
見はなかった。術後肺瘻が遷延したが、第 13 病日にドレーン抜去、翌日退院した。3port（最大
創 2.7cm）、手術時間；2:24。最終病理結果；悪性所見なし、肺化膿症。
【考察】今回は、気胸併発の肺化膿症であったが、リークが遷延すれば膿胸、肺癌であれば播種
の危険性もある。抗生剤で反応が乏しければ、速やかな胸腔鏡手術も考慮すべきと考えた。
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４．FDG-PET/CT 陽性を呈した肺原発 benign perivascular epithelioid cell tumor の 1 例
徳島大学病院 胸部・内分泌・腫瘍外科
○宮本直輝，河北直也，藤本啓介，西岡康平，青山万理子，澤田徹，坪井光弘，梶浦耕一郎，
鳥羽博明，川上行奎，吉田光輝, 滝沢宏光，近藤和也，先山正二*，丹黒章
本文
症例は 36 歳女性．3 年前より近医の検診で縦隔腫瘍を指摘され，経過観察を行っていた．継時的
に増大傾向を示し，精査加療目的に当院受診となった．胸部 CT で左中縦隔に 3.5cm の腫瘤影を
認め，FDG-PET/CT にて同部位に SUVmax4.93 の集積を認めた．胸腺腫などの縦隔腫瘍を疑い胸腔
鏡下手術を施行したが，病変は広基性な肺内腫瘍であった．迅速病理にて低悪性度腫瘍の結果で
あり左肺上大区切除を行った．術後の病理結果より benign perivascular epithelioid cell
tumor(PEComa)と診断した．PEComa は稀な疾患であり，PET/CT を使用した報告は極めて少ない．
FDG の集積亢進を認めた benign PEComa の 1 例を報告する．
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５．胸腔鏡を併用し完全切除をおこなった縦隔内副甲状腺腫の 1 例
香川大学医学部呼吸器・乳腺内分泌外科
○横田 直哉、呉 哲彦、松浦 奈都美、中島 成泰、垂水 晋太郎、横見瀬 裕保
抄録：症例は 55 歳女性、高 Ca 血症と intact PTH 高値から MEN1 型に伴う原発性副甲状腺機能亢
進症と診断された。CT で甲状腺右葉下極から、気管右壁に沿って奇静脈上縁まで連続する異所性
副甲状腺腫を認め、手術をおこなった。
まず頸部襟上切開で甲状腺にアプローチし、甲状腺右葉下極から縦隔内に連続する腫瘍を確認し
た。頸部襟上切開創をドレープで一時閉創、続いて 3-port の胸腔鏡手術に移行した。上縦隔内
の気管右壁に沿った腫瘍を確認し、右鎖骨下動脈上縁の高さまで剥離をおこなった。上端は胸腔
内から確認できなかったため、再度頸部創に移行し、腫瘍上端を確認して切除を完了した。
頸部から縦隔内に連続する副甲状腺腫に対して、胸腔鏡および頸部の双方からアプローチをする
ことで、腫瘍被膜や周囲組織を損傷する事なく完全切除を行うことが可能であった。
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６．胸部食道癌に対する開胸と胸腔鏡下切除術の成績比較
国立病院機構四国がんセンター外科
○野崎功雄, 羽藤慎二, 御厨美洋, 落合亮二, 小林成行, 小畠誉也, 大田耕司, 棚田

稔,

栗田 啓
【背景】当科では 2012 年 1 月より胸腔鏡下食道切除術を導入し, 現在まで約 50 例を施行した.
【目的】開胸手術と比較することにより胸腔鏡手術の安全性と有効性を評価する.
【方法】2010 年 9 月以降に当科で施行された食道癌切除・胃管再建手術（頸部吻合で R0 手術の
み）を開胸 50 例と胸腔鏡 46 例で Retrospective に比較検討. 同一術者が全例施行し, 胸腔鏡は
腹臥位で施行.
【結果】開胸：胸腔鏡で示し p 値の記載がないものは有意差なし. *は中央値. *観察期間＝36 ヶ
月：20 ヶ月；p<0.001. 臨床病期（I/II/III/IV）＝14/13/21/2 例：13/15/15/3 例. 術前治療（な
し/あり/サルベージ）＝10/34/6 例：17/26/3 例, *出血量＝445 mL：205mL;ｐ<0.001. *手術時
間＝418 分：479 分；p<0.001. 術後合併症（肺炎/反回神経麻痺/縫合不全）＝14%/44%/2%：
9%/37%/4%. 再手術＝2 例（乳び胸, 止血術）
：1 例（乳び胸）. 手術関連死亡＝0 例：1 例（気道
狭窄から低酸素脳症）. *胸部リンパ節郭清個数＝20 個：19 個. *術後入院期間＝21 日：20 日. 3
年全生存率＝61％：75％. 3 年無再発生存率＝43％：57％.
【結論】胸腔鏡下食道切除術は開胸手術と比べて安全性と有効性に有意差は認められなかった.
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７．当科における人工気胸併用胸腔鏡下側臥位食道切除術導入後の短期成績
高知医療センター

消化器外科・一般外科

○古北由仁，福井康雄,渋谷祐一,大石一行,谷岡信寿,土居大介,坂本真樹,高田暢夫,須井健太,
徳丸哲平,上月章史,住吉辰朗,齋坂雄一,岡林雄大,寺石文則,尾崎和秀,志摩泰生,中村敏夫,
西岡 豊
【はじめに】当科では 2013 年 1 月より，側臥位胸腔鏡下食道切除術(VATS-E)を導入したが，肺
の圧排などを含む術野展開に難渋することが多かった．2015 年 7 月より人工気胸併用側臥位胸腔
鏡下食道切除術(p-VATS-E)を導入し，2016 年 12 月までに 23 例を経験した．その手技を供覧する
と共に VATS-E29 例との短期成績を比較した．
【手術手技】ブロンコキャスからブロッカーによる
分離換気に変更．5 ポートで 5mm フレキシブルカメラを使用し，8mm Hg 気胸下に通常の開胸手術
と同様の手順で行う．【結果】p-VATS-E 群は VATS-E 群と比べて，手術時間(264.3±73.2 vs
263.9±55.6 分：n.s)，縦隔リンパ節郭清個数(16.7±9.8 vs 19.7±11.3 個：n.s)は差がなかっ
たが，出血量が減少した(104.5±118.8 vs 251.1±183.1g：P＜0.01)．VATS-E 群 3 例(肺虚脱不
良，他臓器浸潤疑い)，p-VATS-E 群 3 例(他臓器浸潤疑い，下肺静脈損傷）で開胸移行を要した．
術後合併症(Grade II 以上)を VATS-E 群 16 例(55.2%)，p-VATS-E 群 11 例(47.8%)に認め，術後在
院日数は p-VATS-E 群で少ない傾向にあった(25.5±15.1 vs 34.8±21.4 日：p=0.08)．【まとめ】
p-VATS-E により術野展開が容易となり，若手術者への移行も進んだにも関わらず，短期成績の改
善がみられた．
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８．腹臥位胸腔鏡下食道切除術における反回神経周囲郭清の工夫
香川労災病院外科
○小林正彦 大亀正義

宇根悠太

鳴坂 徹

徳毛誠樹

木村圭吾

國土泰孝

村岡篤

食道癌術後の反回神経麻痺は１０－２０％程度と報告されており、当院での食道亜全摘術(2008
年～）では反回神経麻痺を 21.3％に（開胸１３％、胸腔鏡３０％）認めた。胸腔鏡では全例左側
の麻痺で、ほとんどが一過性の麻痺であったことより、無理な牽引での郭清が主な神経麻痺の原
因と考えられた。この結果を踏まえ、今回、最近当院で施行している腹臥位胸腔鏡下での反回神
経周囲郭清について報告する。以下のことを原則とし、郭清を行った。１、左側は食道背側、気
管左縁とを十分剥離し、反回神経を含めた組織を間膜状にしてから郭清を行い、食道側に郭清組
織を集約させる。２、可能な限り反回神経食道枝を切らずに、反回神経に適度な緊張を保ち郭清
する。３、郭清の上縁は甲状腺下極とし、頸胸境界部の郭清は視野が悪い時、出血した時は無理
をせず、頸部から郭清組織を連続さる。対象：2015 年４月より上記の方法で施行した 15 例につ
いて検討を行った。男性 14 例 女性１例、年齢 65.3 歳（50-80)、Stage はＩＩ 7 例 ＩＩＩ
8 例で、11 例に術前化学療法を施行した。結果：胸部操作時間は 297.7 分 （240-340)、 出血
量は 26.7ml (5-80)で、1 例に左反回神経麻痺を認めた。 (6%)結語：まだ症例数は少ないが、今
回の方法により、より安全な郭清が施行できる可能性が示唆された。
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９．右鎖骨下動脈起始異常を伴う進行食道癌に対して胸腔鏡下食道切除術を施行した 1 例
高知大学医学部

外科１

○北川博之、並川努、川西泰広、藤澤和音、宗景匡哉、花﨑和弘
右鎖骨下動脈起始異常を伴う進行食道癌に対して胸腔鏡下食道切除術を施行した 1 例を経験した
ので報告する。
症例は 60 歳、男性。2 か月前から食事が詰まり、1 か月前から声のかすれと右頸部のしこりに気
が付いた。前医内視鏡検査で門歯 25-32ｃｍの全周性 2 型腫瘍を認め、食道癌の疑いで当科紹介
受診となった。精査の結果、胸部中部食道癌、T3,N2,M0,IM0,cStageIII と診断した。また造影
CT で右鎖骨下動脈起始異常を認めた。術前化学療法として DCF 療法を 2 コース施行したが、増悪
した。
手術は右非反回神経が存在する可能性を考えて、頸部操作から開始した。右迷走神経から喉頭下
角に入る太い神経を認め、右非反回神経と認識した。右鎖骨上リンパ節転移が右内頸静脈に浸潤
しており、合併切除した。続いて腹臥位胸腔鏡操作において、右鎖骨下動脈起始異常を大動脈弓
部で確認。奇静脈弓、右迷走神経、左反回神経は癌およびリンパ節転移に浸潤されており、合併
切除した。再建は胸骨後経路胃管挙上頸部吻合を施行した。術後経過は良好で、術後 17 日目に
自宅退院した。
右非反回神経の確認に､頸部操作先行郭清が有用であった。
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10．食道癌および食道胃接合部癌に対する腹腔鏡下下縦隔郭清
高知赤十字病院

外科

○山井礼道 横田敬一郎

乾友浩

吉田千尋

松岡永

甫喜本憲弘

桑原道郎

大西一久

谷田信行 浜口伸正
食道癌や食道胃接合部癌では、#110-111(112)といった下縦隔郭清や#19-20 といった横隔膜下リ
ンパ節郭清が必須とされている。腹腔鏡下胃癌手術の定型化が進み、食道癌や食道胃接合部癌に
対しても鏡視下手術を導入してきた。下縦隔を裂孔部から見上げるメリットと拡大視効果のメリ
ットから郭清精度の向上が実感でき、最近は鏡視下郭清を積極的に施行している。2014 年 1 月に
体腔内再建を伴う腹腔鏡下胃切除術を導入後、2016 年 12 月までの 2 年 11 ヶ月で 105 例の腹腔
鏡下胃切除術と 5 例の胸腔鏡腹腔鏡下食道亜全摘術を施行し、腹腔側からの下縦隔郭清を 2 例の
食道癌と 6 例の食道胃接合部癌に対して施行した。手順としては、1 右脚の前面から左脚前面を
通り、穹窿部まで可能な限り fusion fascia を剥離する。 2 食道背側から左脚内側を剥離し、
大動脈の前面を確認する。 3 胃を尾側に牽引し、右脚内側、さらに左脚内側の深部、脚頂部の
内側と順に剥離する。 4 十分に working space がとれれば、大動脈前面を頭側に剥離し、食道
左右の間膜をついたてにし、つり上げた状態で底の部分で切除する。底は胸膜の尾側内側ともな
り、胸膜の合併切除となることも多い（温存する場合はあまり引き上げずに切除）。 7 状況に応
じた食道間膜の処理、食道の切離を行う。動画を交えて供覧する。
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11．徳島大学における食道手術トレーニング
徳島大学大学院

胸部・内分泌・腫瘍外科

○吉田卓弘、西野豪志、井上聖也、澤田

徹、青山万理子、宮本直輝、西岡康平、藤本啓介、

丹黒 章
はじめに：徳島大学においても、クリニカルアナトミー教育・研究センターが開所され、未固定
遺体を用いたトレーニングが可能となった。当施設における術者トレーニングについて紹介する。
対象と方法：学内にて承認された臨床試験として、2016 年未固定遺体を用いた食道切除術のセミ
ナーが開催された。セミナーでの手術操作ならびにその結果を考察する。結果：消化器外科専門
医・研修医・専修医からの参加が得られた。腹臥位内視鏡手術と開胸手術の２グループ、各 1 名
の講師による指導体制で行われた。セミナーは午前と午後に分かれて胸部操作のみ施行可能であ
った。考察：献体に対する手術手技トレーニングの社会的認知度や未固定遺体の保存状態の安定
性など課題もあるが、実臨床に必要な手術手技の習得に有用であることは確かである。結語：生
体に極めて近い手術手技の習得が可能であり、術者を経験することができる若手医師と指導者か
ら高い満足度が得られた。今後、その有用性についても検討が必要である。
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12．腹腔鏡下胃癌手術の 1 群リンパ節郭清を考える
香川県立中央病院

－進行癌を視野に入れてー

消化器・一般外科

〇橋田真輔，田中則光，高津史明，八木朝彦，鈴木優之，市原周治，大谷弘樹，矢野匡亮，
大橋龍一郎，泉

貞言，小野田裕士

胃癌に対する腹腔鏡下手術は，早期癌から進行癌に向け適応拡大がなされる傾向にある．そのた
め，より緻密なリンパ節郭清が今後要求されると思われる．胃癌手術のリンパ節郭清に関して，
膵上縁や幽門下のリンパ節群については議論されることが多いが，郭清効果の高い胃壁沿いの 1
群リンパ節については議論の機会が少ない．今回我々は，当院でのリンパ節郭清の考え方を，1
群リンパ節郭清に焦点を絞り提示する．具体的に述べる．胃壁沿いの血管は前壁側・後壁側に分
岐し，それらを包む被膜に壁在リンパ節が分布しているため，前壁側・後壁側それぞれにおいて
膜・血管の処理を行っている．また，各リンパ節領域の辺縁においては，一部領域外のリンパ節
も含む形で郭清ラインを設定し，標的の領域リンパ節を残さず切除している．上記内容を動画に
て供覧する．
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13．患者左側から行う胃癌に対する腹腔鏡下幽門側胃切除、リンパ節郭清
徳島赤十字病院
○常城宇生

外科

沖津宏

竹内大平

松尾祐太

森理

谷亮太朗

枝川広志

蔵本俊輔

藤原聡史

富林敦司 湯浅康弘
近年、早期胃癌に対する腹腔鏡下胃切除は広く普及しており、進行癌に対しても徐々に適応拡大
がなされている。またその手術手技は定型化が進み、郭清部位に応じて左側から右側への術者の
立ち位置を変更する手術手技が多く施行されており、膵上縁、特に No.11 リンパ節郭清において
右側に立ってのアプローチが広く普及している。その中で当科では患者左側に術者を固定し、途
中位置を変更せずに腹腔鏡下胃切除を行っている。2012 年 3 月から 2016 年 11 月の期間に施行し
た腹腔鏡下幽門側胃切除 277 例を対象とし、その手術手技に対して検討を行った結果、左側から
のアプローチでも必要十分なリンパ節郭清が可能であると考えられた。加えて No.12a 郭清にお
いてはデバイスの軸と郭清ラインを合わすことがより容易であった。またその他部位に関しても
精度を落とすことなく安全な郭清が可能であり、胃癌に対する腹腔鏡下胃切除において左側のみ
からなるリンパ節郭清も有用な方法であると考えられた。
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14．当科におけるロボット支援下胃切除術の初期成績
愛媛大学 消化器腫瘍外科
○久米達彦、古賀繁宏、吉田素平、石丸啓、山本祐司、菊池聡、松野裕介、松本紘典、渋井勇一、
垣生恭祐、秋田聡、桑原淳、谷川和史、山田耕治、渡部祐司
【はじめに】当科におけるロボット支援下胃切除術（RG）の導入初期成績ついての検討を行なっ
た。
【方法】2013 年 10 月の 1 例目から 2016 年 7 月までに施行した RG 連続 20 例と、同時期に施
行した腹腔鏡下胃切除術(LG) 40 例について retrospective に比較検討を行なった。
【結果】平均
手術時間は RG 群で 395.7 分であり、LG 群と比較して有意に長時間であった。出血量は、RG 群が
平均 88.5 mL、LG 群が 71.6 mL と有意差を認めなかった。術後 1 日目のドレーンアミラーゼと血
清アミラーゼ値は RG 群で有意に低値であった。Clavien-Dindo Grade III 以上の術後合併症を
RG 群で 2 例（十二指腸断端瘻 1 例、腹腔内出血 1 例）、LG 群で 4 例（膵液瘻 1 例、十二指腸断端
瘻 1 例、残胃潰瘍穿孔 1 例、脳梗塞 1 例）認めた。術後平均在院日数は両群間で有意差を認めな
かった。
【考察】RG 群では CD 分類 Grade III 以上の膵液瘻の発生はなく、また術後 1 日目のドレ
ーンアミラーゼ、血清アミラーゼ値も RG 群で有意に低値であった。その理由としては RG では鉗
子の多関節機能により、膵の圧排が最小限で済むことが考えられた。【結語】RG は比較的安全に
導入可能であった。RG は LG と比べて手術時間延長などのデメリットがあるものの、膵液瘻が予
防できる可能性が示唆された。
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15．LTG における OrVil 法の有用性
徳島大学 消化器・移植外科
○吉川幸造、島田光生、東島潤、徳永卓哉、西正暁、柏原秀也、高須千絵、石川大地
【目的】
LTG における OrVil 法の有用性を検討する。
【手技の工夫】
Ovil を用いた Circler stapler における工夫：head を腹腔内に導入する際に、緩みを軽減する
ために tube が食道断端を通過後にエンドループを用いて補強を行う。また head の誘導が困難な
場合には下顎拳上を行うことで通過を容易にする。
【対象・方法】
OrVil 導入前後の 60 例（Liner(L)群

30 例、OrVil(O)群

30 例）を対象とした。術後合併症、

手術時間、出血量から有用性を検討した。
【結果】
平均手術時間:L 群・O 群で 387・322min で、O 群で短縮される傾向にあった。
吻合時間は L 群・O 群で 45・16min で有意に短縮を認めた（P＜0.05）。出血量は L 群・O 群で 120・
64g で差を認めなかった。吻合関連合併症として L 群で 1 例 minor leakage を認めた。O 群で 2
例吻合部狭窄を認めた。
【結語】
食道空腸吻合の OrVil は短時間で安全に施行可能である。
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16．Adachi V 型の動脈破格を有する早期胃癌に対して腹腔鏡下幽門側胃切除術を施行した 1 例
愛媛県立中央病院

消化器外科

○宇都宮大地 神崎雅之

大畠将義

佐藤公一

八木草彦

原田雅光

河﨑秀樹

腹腔動脈分岐形態を分類した Adachi 分類において、V 型は 0.4％と稀な分岐形態である。我々は、
Adachi V 型の動脈破格を有する早期胃癌に対し腹腔鏡下幽門側胃切除術(LDG）を施行した 1 例を
経験したので報告する。症例は 60 歳代女性。内視鏡検査にて胃体上部前壁に 0-IIc 病変を指摘
され生検にて中分化腺癌と診断された。術前 MDCT 検査では、転移病変は認めなかったが、左胃
動脈と脾動脈、上腸間膜動脈と総肝動脈がそれぞれ共通幹を形成する腹腔動脈の分岐形態（V 型）
を認めた。以上より、腹腔動脈破格を有する早期胃癌 cT1bN0M0cStageIA と診断し、LDG、D1＋郭
清、RY 再建術を施行した。術中所見では、上腸間膜動脈共通幹から分岐したと思われる総肝動脈
が膵背側を通り肝門へ向かう走行を確認した。手術時間 180 分、出血少量、術後 8 日目に退院し
た。LDG を行う際には、腹腔動脈の分岐形態を理解することは重要であり、術前 MDCT による血管
走行の把握は手術を安全に施行する上で有用であると考えられた。
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17．壁外発育型胃 GIST に対する腹腔鏡下手術の工夫
香川大学消化器外科
○岸野貴賢、馮東萍、長尾美奈、若林彩香、竹谷洋、前田詠理、野毛誠示、安藤恭久、
上村淳、須藤広誠、浅野栄介、藤原理朗、岡野圭一、臼杵尚志、鈴木康之
壁外発育型の GIST の腹腔鏡下手術において、鉗子等の腫瘍への接触は腫瘍散布のリスクを高め
るため控える必要がある。今回、我々は壁外発育型胃 GIST に対して、腫瘍への接触を最小限に
抑え切除しえた一例を経験したので、その手技を供覧する。
症例は、82 歳男性。胃下部前壁に 30 ㎜大の壁外発育型の GIST を指摘され当院へ紹介受診。精
査の結果、腹腔鏡下胃局所切除の方針となった。腫瘍の周囲の正常漿膜に 3-0 モノフィラメント
で支持糸をかけて、術者、助手がそれぞれ 1 本ずつ把持し、その間の漿膜筋層を全周性に切開し
粘膜だけが残る状態とした。腫瘍を持ち上げ、粘膜のみ自動縫合器で切離。漿膜筋層縫合で補強
して閉鎖、手術を終了した。
本術式は、腫瘍への不要な接触を避け、かつ粘膜を露出させずに胃局所切除が可能であること
から、壁外発育型の GIST に対して播種のリスクをさげ、かつ安全に行える有効な術式であると
考えられる。
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18．当科における胃粘膜下腫瘍の治療経験～腹腔鏡内視鏡合同手術(LECS)と胃内手術～
徳島市民病院 外科
○四方 祐子、淺野間

理仁、荒川

悠佑、小笠原

卓、黒田

武志、山崎

眞一、三宅

秀則

胃粘膜下腫瘍に対しては局所切除で十分であり、近年は機能温存を重視し腹腔鏡内視鏡合同手術
(LECS)や胃内手術などの工夫が報告されている。今回我々は胃粘膜下腫瘍に対し腫瘍局在によっ
て LECS および胃内手術を選択した症例を経験した。
【症例 1】68 歳女性。胃体部前壁に粘膜下腫瘍を指摘された。腹腔鏡下に観察したが漿膜面から
腫瘍の局在は同定できず、内視鏡で ESD を先行した後腹腔鏡下で全層切除を行った。
【症例 2】64
歳女性。胃穹窿部大弯に 3.5cm 大の胃内に隆起する粘膜下腫瘍を認めた。Delle を伴う病変で播
種のリスクを考慮し胃内手術を選択した。経臍的に胃瘻を作成し胃内で自動縫合器を用いて腫瘍
を切除し胃瘻部から摘出した。2 症例ともに術後通過障害は認めなかった。
胃粘膜下腫瘍に対しては症例ごとに腫瘍の局在を考慮して、機能温存を重視した上で完全切除が
出来る方法を選択することが必要である。
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19．Needle 鉗子を補助的に用いた単孔式 LECS（laparoscopy and endoscopy cooperative surgery）
の2例
高知赤十字病院

外科・呼吸器外科

○横田啓一郎、山井礼道、乾友浩、吉田千尋、松岡永、甫喜本憲弘、桑原道郎、大西一久、
谷田信行、浜口伸正
当院では胃粘膜下腫瘍に対して LECS を積極的に導入しており、近年は reduced port LECS を採
用している。LECS では消化管縫合を必要とすることから、Needle 鉗子を補助的に用いた単孔式
LECS を行っている。症例を提示し、手術動画を供覧する。
症例 1 は 61 歳、女性。上部消化管内視鏡検査で、胃体下部大弯後壁寄りに 25mm 大の粘膜下腫瘍
を認め、超音波内視鏡検査（EUS）では第 4 層からの発生が疑われた。切除診断を希望されたた
め、術前の FNA は行わずに手術となった。手術時間は 155 分、出血量は少量であった。術後病理
診断は、神経鞘腫であった。術後 2 日目から食事を開始し、術後 5 日目に退院となった。
症例 2 は 46 歳、女性。上部消化管内視鏡検査で胃体下部小弯に 20mm 大の粘膜下腫瘍を認め、EUS
では第 3-4 層からの発生が疑われた。FNA を施行し、検体からは紡錘形細胞が認められたものの、
質的診断には至らなかった。GIST の可能性も示唆され、手術の方針となった。手術時間は 230 分、
出血量は 50ml であった。術後病理診断は、異所性膵であった。術後 2 日目から食事を開始、術
後 6 日目に退院となった。
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20．胃原発脂肪肉腫に対して胃内手術を施行した一例
市立宇和島病院

外科

◯友藤克博、向井直樹、西悠介、石田直樹、佐藤創、今井良典、渡辺常太、根津賢司、岡田憲三、
梶原伸介
症例は 62 歳、女性。食思不振、ふらつき、動悸を主訴に受診し、上部消化管内視鏡検査で穹隆
部の粘膜下腫瘍からの出血を認めた。CT では、内部は脂肪濃度を呈する均一な腫瘍であり、内視
鏡所見と合わせて胃脂肪腫が疑われた。胃内手術を施行した。手術所見は、穹隆部に既知の粘膜
下腫瘍を認め自動縫合機で粘膜下層を含むように切除した。術後は経過良好であった。病理組織
所見は、atypical lipomatous tumor (ALT)であった。
脂肪肉腫は全肉腫の 15-20%を占め、主に後腹膜や四肢に発症し、胃脂肪肉腫は稀である。本症例
では、術前に胃脂肪腫を疑い、胃内手術を施行した。高分化型脂肪肉腫では 30%程度の局所再発
を認めるため、R0 切除は生存率に影響するとの報告も見られ、アプローチ法は十分な検討を要す
る。増大傾向や出血を呈する胃粘膜下腫瘍では、脂肪肉腫も念頭に置く必要があると考えられた。
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21．腹腔鏡下切除術を施行した胃重複症の１例
高知医療センター

消化器・一般外科

○高田暢夫、尾崎和秀、谷岡信寿、土居大介、坂本真樹、須井健太、大石一行、古北由仁、
徳丸哲平、上月章史、住吉辰朗、齋坂雄一、高畠大典、岡林雄大、寺石文則、渋谷祐一、
志摩泰生、中村敏夫、福井康雄、西岡豊
消化管重複症は消化管に発生する稀な先天奇形で，胃重複症はその 2.9～10.4％を占めるとされ
る．今回われわれは,嚢胞構造を呈する有症状の胃粘膜下腫瘍に対して腹腔鏡下胃部分切除術を
施行し，術後，病理組織学的に胃重複症と診断した 1 例を経験したので報告する．症例は 71 歳
女性で胸焼け精査目的の上部消化管内視鏡検査で胃前庭部大彎に粘膜下腫瘍を指摘された．腹部
CT や超音波内視鏡検査からは，嚢胞構造を呈する胃粘膜下腫瘍と考えられたが，確定診断には至
らず，外科的切除の方針とした．手術は腹腔鏡下胃部分切除術を行った．LCS を用いて胃壁を病
変の辺縁に沿って切開し，病変摘出後，胃壁欠損部は，連続層々縫合により閉鎖した． 病理組
織学的に，嚢胞の内腔は単層円柱上皮で覆われ，嚢胞壁は消化管と同様の層構造を呈しており，
胃重複症と診断した．術後経過は良好で，術後 2 日目より食事を開始し，術後 7 日目に軽快退院
した．
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22．メッケル憩室に起因したイレウスに対して単孔式腹腔鏡補助下手術を施行した１例
住友別子病院 外科
○福本侑麻 赤本伸太郎

小西祐輔

中川和彦

福原哲治

小林一泰

花岡俊仁

Meckel 憩室は先天性の消化管形態異常のひとつであり，比較的高頻度に見られる疾患の一つであ
る．多くは無症状で経過するが，憩室炎や出血・穿孔といった合併症をきたすことがあり，イレ
ウスもその一つである．ほとんどは小児期に発症するため成人に対し手術療法を行うことは稀で
ある．今回われわれは Meckel 憩室に起因した成人のイレウスに対して単孔式腹腔鏡補助下に手
術を行ったため報告する．症例は 40 歳台男性．腹痛と嘔吐に対して造影 CT を施行したところ
Meckel 憩室部での caliber change を認め，同部に起因する小腸イレウスと診断した．イレウス
管挿入にて症状の改善が得られ，入院 3 日目に造影剤の通過が確認された．翌日手術を施行，腹
腔鏡下に Meckel バンドや臍腸管遺残のような索状物は認めなかった．小開腹創から引き出した
憩室を部分切除して機能的端々吻合を行った．体外および気腹下で全小腸を確認したが，他にイ
レウスの原因となる所見は認めなかった．術後経過は良好で術後 10 日目に退院した．
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23．当科における腹腔鏡下結腸切除術-フック型電気メスを用いたリンパ節郭清手技徳島赤十字病院外科
○湯浅康弘，沖津宏，竹内大平，常城宇生，松尾祐太， 枝川広志，森 理，谷 亮太朗，
池内真由美，藏本俊輔，高嶋美佳， 藤原聡史，富林敦司，浜田陽子，川中妙子，石倉久嗣
当科では 2003 年より腹腔鏡下結腸切除(LAC)を導入した．当院での結腸癌に対する LAC の手術手
技と成績について報告する．
【対象】2007 年 1 月～2015 年 12 月までに当院で LAC を施行し R0 切
除が得られた結腸癌 379 例．【手術手技】当科ではフック型電気メスを用い，結腸間膜内側から
支配血管根部のリンパ節郭清を行い，進行度に応じて非支配血管は温存に努めている．再建法に
ついて遠位 S 状結腸は Double Stapling Technique による再建とし，その他の部位では 2012 年
以前は手縫いによる再建を，以降は機能的端々吻合を選択している．【結果】年齢=70.9 歳，男/
女=208/ 171，BMI=23.2，局在は C/ A/ T/ D/ S= 55/ 93/ 35/ 22/ 174, p-stage 0/ I/ II/ III=
33/ 115/ 119/ 112 であった．手術時間=151 分，出血量=2.5g，リンパ節郭清個数=19.2，術後在
院日数=10.2 日（いずれも平均）であった．開腹移行を 11 例に認め，Clavien-Dindo 分類におけ
る grade3 以上の周術期合併症は 5 例(縫合不全 3 例，イレウス 2 例)で手術関連死亡は認めなか
った．再発症例を 27 例に認めたがこのうち腹膜播種や局所再発は 5 例であった．【考察】LAC に
おいてその低侵襲性，整容性はさることながら，拡大視野下の精緻なリンパ節郭清こそが最大の
メリットと考える．フック型電気メスは中枢側郭清，特に神経や血管周囲の剥離に有用で，非責
任血管の温存手技に特に有用と考える．本総会では当科における LAC の手術動画を供覧し報告す
る．
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24．体腔内 FEEA 再建を施行した腹腔鏡下結腸切除術の短期成績の検討
徳島赤十字病院

外科

〇森理，沖津宏，常城宇生，竹内太平，松尾祐太，枝川広志，谷亮太朗，藏本俊輔，藤原聡史，
富林敦司，湯浅康弘
【緒言】腹腔鏡下大腸癌手術は広く普及してきているが，授動腸管の範囲により操作が制限され
るなど課題もある．解決する手技として体腔内吻合が報告されているが，当科で機能的端々吻合
による再建を体腔内で行った，結腸癌症例の治療成績を検討した．
【対象および方法】鏡視下に体腔内吻合を行った 12 例で，男性 5 例，女性 7 例，年齢中央値は
68.5 歳（48 ～82 歳）．腫瘍局在は虫垂癌 1 例，上行結腸癌 4 例，下行結腸癌 1 例，S 状結腸癌
6 例．手術成績および予後について検討した．
【結果】平均手術時間は 171 分（132 -241 分），出血量はいずれも 20 g 以下であった．平均術
後在院日数は 8.8 日（7 -12 日）で，1 例に創部感染（Clavien-Dindow Grade I）を認めたが，
縫合不全や腸閉塞，腹腔内膿瘍は認めなかった．現在のところ再発した症例は認めていないが，
ひきつづきフォロー中である．
【考察】再建手技の定型化など改善を要するが，術中出血量は少なく，また腹腔内感染など合併
症を認めず，許容できる術式と考えられる．しかしながら，観察期間が短く，腫瘍学的妥当性な
どを含め，長期的な予後の検討が必須である．
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25．腹腔鏡下前方切除術における縫合不全回避のための戦略
徳島大学消化器・移植外科学
○東島 潤、島田

光生、吉川

幸造、西

正暁、柏原

秀也、高須

千絵

【はじめに】以前より当科では腹腔鏡下前方切除術における縫合不全回避のために ICG 蛍光法で
の腸管血流評価を行っており、その有用性について報告してきた。今回新たに他の risk 因子も
組み合わせた縫合不全回避のための戦略について検討した。
【対象・方法】対象は腹腔鏡下前方切除術を施行した 79 例。血管処理・腸管切離後に、ICG 7.5mg
を静注、蛍光システム(Hyper Eye Medical System)にて腸管切離断端の蛍光時間を評価した。
【結果】全症例の蛍光時間は概ね 60 秒以下であった。60 秒以上では縫合不全率 60%と高率に縫
合不全が発症していた。蛍光時間 50～60 秒では 10.3%であり、50 秒以下の 2.2%と比較すると高
率であった。蛍光時間 60 秒以下での縫合不全症例 4 例から、他の risk factor を組み合わせた
縫合不全回避のための戦略について考慮したので提示する。
【結語】腹腔鏡下前方切除術において ICG 蛍光法での血流評価法と他の risk factor を組み合わ
せ考慮することで縫合不全を減少させる可能性がある。
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26．横行結腸癌に対する Reduced port surgery の定型化に向けて
香川県立白鳥病院
○山川 俊紀，中村

外科
光次，大下

和司

大腸癌治療ガイドライン 2016 年度版では，横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術は開腹手術と比較
して，手術時間の延長ならびに支配血管根部周囲の郭清手技の難度により，施設の習熟度を考慮
して適応を決定することと記載されている。出血量が少ない，腸管運動の回復が早い，在院期間
が短いなどの優れている点から，多くの施設が横行結腸癌に対しても腹腔鏡手術を導入している
と思われる。しかし，我々のように外科医が少数の施設では，横行結腸癌に対して Single and
Reduced port surgery（以下，SPS，RPS）で腹腔鏡手術を実施している施設も多いと思われる。
従来の多孔式手術と比較して安全性ならびに根治性に遜色がないように，当院で実施している
SPS，RPS の定型化に向けた横行結腸癌に対する腹腔鏡手術手技についてビデオで提示する。
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27．当科における他臓器浸潤(T4b)大腸癌に対する腹腔鏡手術の成績
愛媛県立中央病院

消化器外科

○新恵幹也 山田眞一郎

發知将規

古手川洋志

吉山広嗣

大谷広美

河﨑秀樹

背景：他臓器浸潤を伴う大腸癌に対する腹腔鏡手術の適応について、一定の見解はない。他臓器
浸潤大腸癌(T4b)に対する腹腔鏡下手術のビデオを供覧し、短期成績について検討した。
対象・方法：術前に T4b と診断され、他臓器合併切除を施行した 75 例。腹腔鏡群(LAC 群 n=36)
と開腹群(OC 群 n=39)に分類し、臨床病理学的因子について比較検討。
結果：性別、年齢、BMI、開腹歴、腫瘍径、進行度には両群間で差を認めなかったが、腫瘍局在
は LAC 群で直腸病変が有意に多かった(p<0.01)。術前画像診断において予想浸潤臓器数が LAC 群
で有意に少なかった(p<0.01)。手術時間は有意差を認めなかったが、LAC 群で有意に出血量が少
なかった(p<0.01)。術後合併症の頻度は OC 群で多い傾向を認め(p=0.06)、術後在院日数は LAC
で有意に短かった(p<0.05)。
結語：他臓器浸潤大腸癌に対する腹腔鏡手術は、病変部位や浸潤臓器数などを考慮することで、
安全に施行可能であると考えられた。
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28．最も安価で簡便な臓器回収袋の使用法の検討～ラパコレから側方郭清まで～
住友別子病院外科
○赤本伸太郎，福本侑麻，小西祐輔，中川和彦，福原哲治，小林一泰，花岡俊仁
香川大学 危機管理先端教育研究センター

萩池昌信

【はじめに】小さな臓器回収においては，安価なデバイスの使用が望まれ，当院ではスリムバッ
グ（EZ パースを巻き付けたもの）を使用していた．しかし，安価なデバイスは巻き癖や入口部が
閉じたままの癖があり，体腔内で入口部を広げて臓器を収納するまでの手技が煩雑となる事が多
い．ラパコレと側方郭清での手技を供覧し，以下の検討を報告する．【目的】臓器収納袋の使用
法を，添付文書通りの使用法による従来法と，パラシュート法に分けて，回収時間の検討を行っ
た．
【対象】2016 年１月～11 月までに，腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行し，かつ動画で回収時間の解
析が可能であった 36 例を対象とした．
【方法】パラシュート法は，回収袋の口を広げた形にして
から先端を把持し，捻り，先端を把持して 10mm トロッカーまたは単孔式デバイスから体腔内に
投入した．体腔内に入ると，パラシュート型に自然に入口部が開く形となる．背景因子と，回収
時間の検討を行った．
【結果】従来法（C 群）は 30 例，パラシュート法（P 群）は 6 例に施行されていた．背景因子と
しては，年齢，性別，緊急手術か否か，BMI，研修医の手術で有意差を認めなかった．臓器の回
収時間は，パラシュート法で有意に短縮した（C 群：72.5 秒 (27-121) vs P 群：42.5 (19-49),
p=0.012）．【結語】EZ パースを用いたパラシュート法は，日本の市販ベースでは最安価で，かつ
簡便な臓器回収袋の使用法である．
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29．当科における壊疽性胆嚢炎手術症例の検討
徳島赤十字病院

消化器外科

○竹内大平, 沖津宏, 常城宇生, 松尾祐太, 枝川広志, 谷亮太朗, 森理, 藏本俊輔, 藤原聡史,
富林敦司, 湯浅康弘
【はじめに】壊疽性胆嚢炎はガイドライン上、重症に分類されており、高度な内視鏡外科技術を
有する場合、早期の腹腔鏡下胆嚢摘出術(LC)が推奨されている。
【方法】当科において 2006 年 6 月から 2016 年 11 月までに手術治療を行った急性胆嚢炎症例の
うち、病理組織学的に壊疽性胆嚢炎と診断された 53 例を後方視的に検討した。
【結果】平均年齢は 76 歳、性別は男性 38 例、女性 15 例。症状出現から手術までの期間は平均
3.7 日(1-20 日)。手術術式は腹腔鏡下(LC)19 例で、開腹手術(OC)34 例。平均手術時間は LC が 128.1
分、OC が 124.7 分、出血量は LC105.2ml、OC443.3ml。在院日数は平均 13.1 日(、LC9 日、OC15.1
日)。術後合併症 (Clavien-Dindo 分類) としては LC では遺残膿瘍が 2 例(gradeⅢa：1 例、Ⅲb：
1 例)、膿胸が 1 例(gradeⅢb)生じた。OC では SSI が 8 例(gradeⅠ：6 例、gradeⅡが 2 例)、胆汁
漏が 3 例(gradeⅡ：2 例、Ⅲa：1 例)、遺残膿瘍が 1 例(gradeⅢa)、肺炎が 1 例(gradeⅡ)生じた。
当院での壊疽性胆嚢炎での手術症例を若干の文献的考察を交えて報告する。
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30．早期胆嚢癌および胆嚢癌疑診例に対する腹腔鏡下胆嚢全層切除術
愛媛大学肝胆膵外科
○坂元克考、高井昭洋、伊藤千尋、上野義智、田村圭、水本哲也、井上仁、
中村太郎、小川晃平、藤山泰二、高田泰次

【はじめに】早期胆嚢癌や胆嚢癌疑診例は検診の普及によって増加しており、漿膜下層浸潤の術
前診断能も徐々に向上していると考えられる。固有粘膜層までの浸潤の胆嚢癌であれば標準術式
は胆嚢全層切除術および 1 群リンパ節郭清であるが、近年の手術手技の進歩によって腹腔鏡下で
も同手技が施行可能な施設が増加していると考えられる。当科での手技と成績をビデオも併用し
て報告する。
【方法】体位は通常の腹腔鏡下胆嚢摘出術と同様の仰臥位で、術中に頭高左下位に体位変換でき
るようにしておく。ポートは臍のカメラポートに加えて心窩部から右側腹部に 3 本のポートを並
べる。術者はまず患者左側に立ち、助手が胆嚢を頭側にガーゼなどを用いて胆嚢を損傷しないよ
うに挙上し、Calot 三角の術野を形成する。胆嚢管尾側の胆管右側漿膜を切開し、12b1 リンパ節
郭清を開始し、郭清を頭側に進める。漿膜切開を肝との境界まで進めて胆管右側の組織を郭清す
る。胆管背側で右肝動脈を確認し、胆嚢動脈を根部で切離する。適宜 Calot 背側からの視野も活
用する。胆嚢管も可及的に根部で切離し、Calot の結合織を切除側に付着させるように郭清する。
胆嚢板も切離し肝実質を露出しておき、胆嚢底部側からの全層切除の到達点とする。胆嚢板を切
離後に術者は患者右側に移動し、胆嚢底部を把持して底部側から全層切除の層を同定しヘラ型電
気メスなどで胆嚢板切離部に向けて切除し、標本を摘出する。
【結果】2 例に施行し、手術時間はそれぞれ 80 分と 101 分、出血量はともに少量であった。病理
結果はそれぞれ早期胆嚢癌と良性壁肥厚であった。
【結語】腹腔鏡下胆嚢全層切除術は早期胆嚢癌および胆嚢癌疑診例の標準術式となりうる。
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31．腹腔鏡下肝外側区域切除術を施行した肝血管筋脂肪腫の 1 例
徳島赤十字病院

外科

○富林敦司,沖津宏,常城宇生,竹内大平,松尾裕太,枝川広志,谷亮太朗,蔵本俊輔,森理,藤原聡史,
湯浅康弘
【症例】48 歳女性.【主訴】特になし【既往歴】高血圧症、脳梗塞【家族歴】特記すべきことな
し【現病歴】2014 年 1 月に胸部不快感を訴え,当院の循環器内科を受診した際に,冠動脈 CT にて
肝腫瘍を指摘され,手術目的で 2015 年 5 月に当科に紹介された.【入院時現症】身長 160cm,体重
87kg,血圧 127/79mmHg.結膜に貧血,黄疸なし.腹部は平坦,軟,圧痛なし.【入院時血液検査所見】
WBC8100/ μ L,Hb14.3g/dL,Plt 31.5 万 / μ L,PT11.2 秒 ,AST17U/L,ALT19U/L,ALP247U/L, γ
GTP48U/L,LDH171U/L,T-bil0.4mg/dL,AFP3.81ng/ml,PIVKAII24mAU/mL,HBs 抗 原 － ,HCV 抗 体 － .
ICGR153%.【腹部造影 CT】肝外側区域に 20mm 大の腫瘍あり.左肝動脈が左胃動脈と共通幹を形成.
【腹部造影 MRI】肝 S3 に造影早期で濃染し,後期で washout を呈する増大傾向を示す腫瘍を認め
た.【入院後経過】肝 S3 の肝細胞癌の術前診断にて手術の方針とした.【手術所見】肝は正常肝
で,左胃動脈から分岐した左肝動脈は温存し,腹腔鏡下肝外側区域切除術を施行した.手術時間は
233 分,出血量は 100g だった.【病理組織学的検査所見】αSMA,HMB45 陽性で,一部増殖の強い部
分を認め,PEComa の一種の血管筋脂肪腫と考えられた.【考察】肝血管筋脂肪腫は基本的には稀な
良性腫瘍であるが,悪性化の報告もあり,手術適応の判断が必要となる.若干の文献的考察を加え
報告する.
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32．腹腔鏡下手術を行った膵 Solid pseudopapillary neoplasm の 1 例
徳島県立中央病院
○川下

外科

陽一郎、藤木

近清 素也、大村

和也、幸田

健史、中川

朋也、森

靖士、井川

勇人、松下

浩一、広瀬

健太、松本

敏幸、倉立

大資、中尾

寿宏、

真志、八木淑之

【はじめに】膵 Solid pseudopapillary neoplasm(SPN)は若年女性に好発する比較的稀な膵上皮
性腫瘍として知られている。今回我々は腹部打撲を契機に偶然発見された膵尾部 SPN を経験した
ので報告する。
【症例】15 歳女性。既往歴、家族歴に特記事項はなし。キャッチボール中に左側腹部にボールが
当たり、腹痛、嘔気、嘔吐を伴うようになったため当院救急外来を独歩受診。腹部 CT にて膵尾
部に 7.5cm 大の境界明瞭な腫瘍を認めた。MRI、AUS にても同様の所見で、明らかな遠隔転移や周
囲リンパ節腫大を認めなかった。膵 SPN と診断し、腹腔鏡下脾温存膵体尾部切除術を施行。術後、
膵液漏(Grade A)を認める他、主たる合併症なく経過し、術後 9 日目に退院。術後病理組織診断
は、SPN の診断であり、切除断端は陰性。Ki-67 標識率は 1-2%と低値であった。術後 35 日目の
CT にて膵断端部に 18mm 大の仮性膵嚢胞を認めるが、その後のフォローアップ CT では自然消失し、
耐糖能異常も来さず無再発経過中である。
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33．脾機能亢進症に対する腹腔鏡下脾臓摘出術の検討
香川大学 消化器外科
○安藤恭久

岡野圭一

須藤広誠 浅野栄介

馮東萍

岸野貴賢

長尾美奈
大島稔

若林彩香

藤原理朗

竹谷洋

臼杵尚志

前田詠理

野毛誠示

上村淳

鈴木康之

【目的】肝障害を伴う脾機能亢進症は食道静脈瘤や汎血球減少症により出血や治療制限につなが
る。当院では脾機能亢進症に対する治療として腹腔鏡下脾臓摘出術を積極的に行ってきた。【方
法】2008 年 1 月から 2015 年 6 月までに施行した脾機能亢進症に対する 51 例の腹腔鏡下脾臓摘出
術を検討した。適応は 1)血小板 5 万/μl 以下、2)腹水がないかコントロール可能、3)脳症がな
いとしている。【成績】症例の内訳は Child-Pugh(C-P) A:27 例、B:22 例、C:2 例であった。手術
時間は平均 239 分、出血量は平均 444ml であり、4 例(8％)が開腹移行となった。術後合併症は 1
例(2％)に Grade IIIa の術後出血を認めたが、手術関連死亡は無かった。また、術後 1 年目の評
価では術前 C-P:B 症例において C-P score の改善が認められた(7.16→6.16、P=0.0025)。
【結論】
脾機能亢進症に対する腹腔鏡下脾臓摘出術は安全で有用な治療手段であり当科の適応は妥当で
あると判断された。また、C-P:B 症例においては肝機能の改善効果も得られた。
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34．動脈瘤に対する腹腔鏡的アプローチ−最近当院で経験した２手術例から−
阿南共栄病院外科
○田上誉史，正宗克浩，吉田禎宏
【はじめに】脾動脈瘤は，腹部内蔵動脈瘤の中で最も頻度の高い疾患であり，近年は腹腔鏡手術
の症例報告も散見される．今回，当院で腹腔鏡的アプローチを行った脾門部脾動脈瘤症例および
近位脾動脈瘤症例の 2 手術例につき，報告する，
【症例１】患者は 60 歳代の女性．血小板減少で当院内科紹介され，腹部造影 CT 検査で脾門部脾
動脈瘤を指摘される．
腹腔鏡下脾蔵摘出術を行い，術後第 10 病日に軽快退院した．
【症例２】患者は 60 歳代の女性．腹部 CT 検査で偶然に脾動脈根部に２cm 大の動脈瘤を指摘され
た．患者の希望もあり，腹腔鏡下脾動脈結紮術を施行した．術後膵炎なく，術後 3 日目に軽快退
院した．術後 3 か月の CT 検査で，動脈瘤内に血流なく，経過観察中である．
【結語】脾動脈瘤に
対する腹腔鏡下手術は，選択すべき 1 つの治療法と考えられた．
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35．愛媛大学における Cadaver Surgical Training の意義と変遷
愛媛大学医学部

肝胆膵・乳腺外科

○髙井 昭洋、田村
藤山 泰二、髙田

圭、水本

哲也、坂元

克考、井上

仁、中村

太郎、小川

晃平、

泰次

愛媛大学は、平成 24 年度厚生労働省により策定された「実践的な手術手技向上研修事業」に選
出され、以後、毎年委託費を受けて研修事業を行ってきている．外科研修のうち、Cadaver によ
る手術手技研修の意義は、複雑で難解な解剖の領域で有用とされており、当科では，腹腔鏡手術
研修に特化し、これまでに 7 回の研修を開催した。第 6 回以降は講師を招きいれ、講師による手
術デモと公募施設による研修を行っている．研修後のアンケートでは、解説を聞きながら講師の
手術を見学でき，自施設の研修においても、直接指導を受けられて有意義であったという意見が
最も多かった。また、解剖を再認識できる，実際の手術よりも深いところまで剥離を進められる
といったことに意義が見いだされていた．一方、血管が虚脱して認識しにくいなど，Cadaver 特
有の問題点や運営費の問題も指摘されており，今後どのように本事業を継続してゆくかについて
再検討が必要となってきている．
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36．当科における腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP）の検討
高知医療センター

消化器外科・一般外科

○古北由仁，福井康雄，谷岡信寿，土居大介，坂本真樹，高田暢夫，大石一行，須井健太，
徳丸哲平，上月章史，住吉辰朗，齋坂雄一，岡林雄大，寺石文則，尾崎和秀，渋谷祐一，
志摩泰生，中村敏夫，西岡 豊
【はじめに】当科では 2011 年 8 月に腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術(TAPP)を導入し，手技の定型
化に伴い術者交代も進んできたので，その成績を報告する．
【手技】3 ポート(12，5，5mm)で，内
鼠径輪外側から LCS で腹膜切開を開始して性腺血管や輸精管を確認．腹膜前筋膜深葉を切開して
クーパー靭帯を確認し，内側は白線近くまで膀胱前腔を剥離．ヘルニア門腹側の剥離は左右から
つなげる形で最後に行い，MPO を 3cm 以上覆うようにメッシュを留置して腹膜を縫合閉鎖.【結果】
2016 年 8 月まで 81 例，右側/左側/両側(オカルト)=38/29/14(8)例，Type I/II/IV=71/18/5 例．
手術時間は 77 分(41-150 分)，前立腺癌術後の 1 例が前方アプローチに移行．術後在院日数は 2
日(1-8 日)で，表層 SSI が 1 例，漿液腫(穿刺)が 6 例，抗血小板薬内服中の 1 例が後出血をきた
し輸血を要した．導入初期の 2 例が再発し(Rec-I-3, II-1)，クーパー靭帯の固定や内側剥離が
不十分なことが原因と考えられた．【結語】TAPP は腹腔内からの確実な診断とメッシュ留置が可
能であり，整容性に優れ慢性疼痛も少ないとされる．ラーニングカーブの問題はあるが，若手外
科医の腹腔鏡手技の習得にも有用と考えている．
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37．TAPP 施行した De Garengeot hernia の 1 例
吉野川医療センタ－

外科

○杉本光司、佐藤宏彦、豊田

剛、鷹村和人、三浦連人

背景：大腿ヘルニアは高齢女性に多く、約 30～50％が嵌頓状態で発見される。また、虫垂脱出を
伴う大腿ヘルニアはその 1％以下と非常にまれである。
目的：大腿ヘルニア内容が虫垂である de Garengeot hernia を経験したので報告する。
症例：80 歳女性。受診 1 週間前から右鼠径部の膨隆を自覚し、当科受診。右鼠径部に 5cm 大の発
赤・腫脹を伴う腫瘤を認めたが、圧痛なし。CT 検査で右大腿ヘルニアを認め、内容物は盲腸から
連続した虫垂であり、周囲に液体貯留を伴っていた。右大腿ヘルニア虫垂嵌頓と診断し、緊急で
TAPP 施行した。腹腔内を観察したところ、右大腿ヘルニアあり、虫垂先端が嵌頓しており、虫垂
先端に軽度の発赤所見を認めた。TAPP 後、腹腔内で虫垂間膜を処理し、臍ポート部から虫垂を体
外に引き出して根部を処理して虫垂切除行った。術後経過は良好であり、合併症・ヘルニア再発
なく経過している。
結語：De Garengeot hernia の 1 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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38．TEP 法での腹腔鏡下ヘルニア手術導入に向けて
四国こどもとおとなの医療センター
○兼松 美幸、湊

外科

拓也、田渕 寛、吉田

冲、梶川 愛一郎

【はじめに】鏡視下手術の導入・普及が多岐へと広がる中、腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術が定型化
さ れ つ つ あ る 。 特 に 手 技 や 解 剖 の 応 用 が 容 易 で あ る 腹 腔 内 ア プ ロ ー チ (transabdominal
pre-peritoneal repair：TAPP)法は腹膜外腔アプローチ(totallyextra-peritoneal repair：TEP)
法よりも受け入れやすい。しかし高齢化とともに第二・第三の腹腔鏡下手術を経験する症例が増
えてきており、腹腔内への影響が少ない TEP 法の利点は今後さらに重要視されると思われる。そ
こで TEP 法導入への一歩として最適と思われる両側内鼠径ヘルニア症例の手術手技を供覧すると
ともに、TAPP 法のメリットである確実性を評価するための工夫を紹介する。
【症例】①60 歳台男性。両側内鼠径ヘルニア(JHS 分類右 II-3､左 II-3)を TEP 法にて修復。手術
時間：55 分。②60 歳台男性。 両側外鼠径ヘルニア(JHS 分類右 I-2、左 I-2)を TEP 法にて修復し
た後、TAPP 視野に移行。腹腔内から確認されたメッシュの展開不良を再度 TEP 法で修復。手術時
間：78 分。
【結語】可能な限り腹腔内に影響を残さない手術を目指すことは、鏡視下手術を行う原点である。
正確性が代償とならないよう相反する TAPP と TEP の特徴をうまく活かし、症例に応じてコンバ
ートしていくことが寛容と考える。
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39．高度肥満症例に対して腹腔鏡下ヘルニア修復術を施行した 1 例
徳島赤十字病院

外科

〇松尾祐太、沖津宏、湯浅康弘、富林敦司、藤原聡史、藏本俊輔、枝川広志、谷亮太朗、森理、
常城宇生、竹内大平
【はじめに】当科では腹壁瘢痕ヘルニアに対し、開腹下に intraperitoneal onlay mesh
repair（以下、IPOM）を行ってきたが、2012 年より腹腔鏡下修復術( laparoscopic ventral hernia
repair、以下 LVHR )を第一選択としている。
今回、我々は高度肥満患者の腹壁瘢痕ヘルニアに対して LVHR を施行し、再発なく経過している
ためここに報告する。
【症例】46 歳、女性(初診時の BMI は 51)。巨大な腹壁瘢痕ヘルニアの嵌頓に対して、緊急にて
開腹 IPOM を施行したが、その 3 か月後、皮下膿瘍を形成したため、メッシュ除去術を施行した。
その 1 年後、胆嚢摘出術を施行したのち、LVHR を施行し、現在、術後 1 年、再発なく経過してい
る。
【まとめ】腹壁瘢痕ヘルニアに対する LVHR は、腹壁の脆弱部の視認性に優れ、確実な修復が可
能であり、良好な短期治療成績を得られている。今後、長期的な治療成績に関する検討が必要で
ある。
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40．当科における腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術の短期成績
高知医療センター

消化器外科・一般外科

○谷岡信寿，古北由仁，福井康雄，土居大介，坂本真樹，高田暢夫，大石一行，須井健太，
徳丸哲平，上月章史，住吉辰朗，齋坂雄一，岡林雄大，寺石文則，尾崎和秀， 渋谷祐一，
志摩泰生，中村敏夫，西岡豊
【はじめに】腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術(laparoscopic ventral hernia repair; LVHR)は，
本邦でも増加傾向にあり，低侵襲性や感染性合併症の低さなどが注目されている．2014 年 1 月に
LVHR を導入したので，その手術手技を供覧すると同時に開腹手術(Open repair)との短期成績を
比較する．
【方法】2014 年 1 月から 2016 年 12 月までに腹壁瘢痕ヘルニア手術を行った 28 例が対象．LVHR
は Parietex Composite Mesh®を使用し，transfascial suture と double crown 法を併用．
【結果】LVHR 群 7 例，Open 群 21 例．LVHR 群でヘルニア門径が大きく(14cm vs 7cm; P=0.01)，
手術時間が長く(119 分 vs 88 分; P=0.01)，出血量が少ない傾向があり(3g vs 0g; P=0.12)，経
口摂取開始(1 日 vs 1 日; P=0.47)に差はなかった．LVHR 群で seroma 1 例，Open 群で術後出血 1
例，メッシュ感染 1 例，麻痺性イレウス 2 例，seroma 1 例を認め，術後在院日数は LVHR 群で短
い傾向にあった(4 日 vs 7 日; P=0.20)．Open 群の術後出血症例に再発を認めたが，LVHR 群に再
発は認めなかった．
【まとめ】LVHR を安全に導入でき，短期成績が改善する可能性が示唆された．LVHR はヘルニア
門の大きさの認識に有利で，メッシュの展開や固定も確実であると感じている．
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41．腹腔鏡補助下に摘出し得た精索脱分化型脂肪肉腫の 1 例
吉野川医療センタ－

外科

○佐藤宏彦、杉本光司、豊田

剛、鷹村和人、三浦連人

【背景】脂肪肉腫が精索に発症するのは 4～7％と稀である。治療法は外科的切除であるが、局所
再発が多く、周囲組織を含めた十分な範囲の切除が必要である。今回われわれは、腹腔鏡補助下
に摘出し得た精索脱分化型脂肪肉腫の 1 例を経験したので報告する。
【症例】64 歳、男性。主訴：左鼠径部腫瘤触知。現病歴：2016 年 9 月頃より左鼠径部腫瘤を自
覚し、増大傾向を認めたため当院受診。入院時現症：左鼠径部に鶏卵大の硬い腫瘤を認めたが、
圧痛はなし。腹部単純 CT 所見：左精索から腹腔、陰嚢へ広がる脂肪を含む軟部影あり。以上の
所見より、腹腔内へ連続する左精索脂肪肉腫と診断し、腹腔鏡補助下に高位精索切除・精巣摘出
術を施行。病理所見：高分化型脂肪肉腫の成分を伴う脱分化型脂肪肉腫。術後経過：経過は良好
で、第 5 病日に退院。
【結語】精索脱分化型脂肪肉腫の 1 例を報告した。腹腔内の十分な切除範囲を確保するのに腹腔
鏡は有用であったが、今後の経過観察が重要である。
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【特別講演】
座長

徳島赤十字病院

消化器外科

部長

沖津

宏

先生

「腹腔鏡下胃切除を習得するための秘伝のコツ」
石川県立中央病院

消化器外科
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稲木

紀幸先生
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