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腹腔鏡下副腎摘出術7例 の経験

東京歯科大学市川総合病院泌尿器科(主 任:畠 亮教授)

畠 亮,中 川 健*,矢 内原 仁,内 田 厚

早 川 邦 弘,大 橋 正 和,石 川 博通

EXPERIENCEINSEVENCASESOF

LAPAROSCOPICADRENALECTOMY

Makoto Hata, Ken Nakagawa, Hitoshi Yanaihara,

Atsushi Uchida, Kunihiro Hayakawa, Masakazu Ohashi

and Hiromichi Ishikawa

From the Department of Urology, Ichikawa General Hospital, Tokyo Dental College

   We have experienced 7 cases of laparoscopic adrenalectomy for adrenal tumors during the 

past two years since our department opened in July, 1992. In four cases, the tumors were clinically 
diagnosed preoperatively as primary aldosteronism and in the other three cases as endocrine-inactive 
tumors. Four tumors were found on the left adrenal and three on the right. Five tumors were 
successfully resected with laparoscopic surgery, but in the other two cases it was immediately 
followed by open surgery because of an uncontrollable hemorrhage. Laparoscopically unresected 
tumors existed, one on the right and the other on the left adrenal. The average operation time 
for laparoscopic adrenalectomy was twice as much as that of open adrenalectomy previously per-
formed. However, the operation time has been recently shortened to be less than 200 minutes. 
Hemorrhage during the operation was rather less in laparoscopic surgeries if they were success-
fully done. Postoperative recovery was found to be much faster and the hospital stay was short-
ened by more than 10 days in patients operated with a laparoscope. 

   These findings indicate that laparoscopic adrenalectomy is a minimally invasive operation that 
can increase the  QOL's of the patient. Although we consider that this operation may propagate 
as a method for adrenalectomy in future, it must be performed with a careful backup system in 
the case of an emergency. 

                                                 (Acta Urol. Jpn. 41: 507-510, 1995) 

Key words: Laparoscopic adrenalectomy, Single institutional experience

緒 言

近代外科手術 のスn一 ガ ソはQOLの 向上 と,mi-

nimally量nvasivesurgeryの 追 求 で あ る.i987年

フランス の 産婦人 科医Mouretに よっては じめて 行

われ た腹腔鏡下胆嚢摘出術 はまさにこの2つ のス ロー

ガ ソを満足 させ るものであ り,ま たた くうちに全世界

に広 まった.さ らにその手技 の習熟 とともに光学機器

や手術器械 の改良 とがあいまって,腹 腔鏡下手術 の適

応 はあ らゆ る分野にまたが るよ うになった.米 国にお

ける最初 の腹腔鏡下胆 嚢摘 出術成功例を発表 した外科

医McKernanは,現 在行われてい る腹 部手術 の80%

以上が腹腔鏡下手術 に とって変わ るであろ うと述べて

*現所属:埼 玉医科大学 腎臓病 センター

い る(私 信).泌 尿器科領域 もこ の 例 外 で は ない.

骨盤腔 リソパ節郭清 をは じめ と して 精索静脈瘤切断

術,腹 腔内精 巣摘 出術,腎 嚢胞開窓術,腎 摘出術,副

腎摘 出術 など,多 くの泌尿器科手術 が腹腔鏡下に試み

られ るよ うになった1).腹 腔鏡下手術が欧米主導 で発

展 して きたなかで,副 腎摘出術 は唯一の例外であ り,

日本 の泌尿器科 医が これまで先駆者的役割を演 じてき

た2-5).当 泌尿器科 は設 立い らい2年 を過 ぎたばか り

の新 しい施設であるが,こ れ までに7例 の腹腔鏡下副

腎摘 出術を経験 した.そ こでわれわれの成績 を報告す

るとともに,本 手術法 の問題点 と将来展望について考

察す る.

対 象 症 例

対象症例は平成4年7月 以来 の2年 間に,当 泌尿器
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Tablel.Patients,profile

No.NameAgcSexLateralityClinicaldiagnosis

旦

2

3

4

5

6

7

T.H.48

H,0.48

K,N.59

H.S.48

T.S.57

0.S.55

N.N.46

F

M

M

F

M

M

M

L

R

R

L

L

L

R

pdmaryaldosteronism

primaryaldosleronism

non-functioning

primarya且dosteronism

non-functioning

primaryaldosteronism

non-functioning

科において施行 した副腎摘出術14症 例の うち,は じめ

か ら開腹手術 を選択 した7例(初 期 の3例 と.過 去に

開腹手術の既往 のあるもの1例,褐 色細 胞腫2例)を

除いたの こ りの7例 であ る.症 例 の 内 訳 は 男性5名

(年齢46～59歳),女 性2名(年 齢,と もに48歳),

患側は左側4例,右 側3例.腫 瘍 の臨床診 断は原発性

アル ドステ ロン症4例,内 分 泌 非活性腫瘍3例 で あ

る(Table1).

腹 腔鏡下 副腎摘出術7例 の手術成績を比較す るため

に,開 腹術 に よる副腎摘出術77症 例を対照 とした.い

ずれ も筆者が平成4年7月 以前に,そ れまで所属 して

いた慶慮大学 泌尿器科において経験 した症例 の中か ら,

原発性アル ドステロン症 と内分泌非活性腫瘍にか ぎっ

て抽 出した ものであ る.

手 術 手 技

体位 は患側を上に45度 の側臥位に固定す る.ト ロア

カー穿刺の際には手術 台を逆に45度 傾け て体を水平に

して行 う.手 術操作 に入 った ら,は じめ の体位に もど

した うえで,さ らに手術台を45度 傾 けて,体 がほぼ90

度 の側臥位 とする.

われわれ はい わ ゆるopenlaparoscopy方 式を と

ってお り,腹 腔 鏡挿入 のポー トは膀 部に約3cmの 半

輪状の切開を加 え,鹿 視下に10mmの トロアカーを

挿入 している.操 作用 ポー トはFig.1に 示 した とう

りで,原 則 として4個 は穿刺す るが,必 要に応 じて術

中に適 宣追加す る.最 近は すべての ポー トにIOmm

を用 いてい る.使 用 した腹腔鏡は フ レキ シブル ビデオ

ラバ ロス コー プ(富 士写真光機)で あ る,

副腎摘 出の手術操作は左右で まったく異 なる,他 施

設 のそれ と基本的に異 なるものではないが,以 下に要

点 を述べ る.

左副腎摘出術:脾 結腸1彊1膜を切離 した あ と,para-

colicgutterを 切開 して後腹膜腔 に入 る。Gerota被

膜 と腸 間膜 の閲を剥離面 として操作を進め るが,と き

として脂肪組織が粗な患者では剥離 面を確認す ること

が難 しく,腸 間膜を後方 か ら損傷 して しま うことがあ

マ

し

C

d

C
O

b
O

Fig・1・Positionsofopenlaparoscopyandfour

trochars(1aparoscopicleftadrenalectomy).

a:openlaparoscopy・b～e:insertionunder

VlSlon.

る.し たが って剥離面 にはあま りこだわ らず,腎 門 部

に近づ いた らため らわず にGcrota被 膜 を切 り開 き,

腎実 質を露 出 したほ うがその後 の操作が容易にな る.

腎 門部 の剥離操作は,細 かな血管 と リンパ管 と脂肪

組織 が錯綜 してい るため慎重 を要す るものの,電 気凝

固を応用 しなが ら丹念 に作業 を続ければ,腎 静脈 の確

認 もさほ ど難 しい ものではない.腎 静脈 が確認 できた

らつ ぎに,往 々に してその後面を走 る腎動 脈の損傷 を

避け なが ら中枢にむ かって剥離をすすめ ると,頭 側に

分岐す る副腎中心静脈 が現われ る.中 心静 脈は4本 の

クリップをかけるのに十分な長さまで剥離 して,ク リ

ッピングの中央 で切断す る.あ とは中心静脈 の副腎側

断端を ガイ ドに しなが ら前後,左 右面 を頭方 に向か っ

て丹念に剥離,電 気凝 固に よる切断を繰 り返 して腫瘍

を含めた全副腎を摘 出す る.副 腎の後面 にはほ とんど

血管が な く,粗 なる組織におおわれているだけ なので

この部 の剥離は容易である。 この際重要 なことは,剥

離操作 を容易にするた めに,副 腎組織 をバ ブ コック鉗

子で把持,あ るいはガーゼをあてがいなが ら鉗子 で副

腎全体 を上方 に圧迫 して十分 にcountertractionを

かけ ることである.

右副腎摘 出術:ま ず肝結腸間膜 の切離か ら始める。

大網の癒着 がなければ この辺の操作 は比較的容易 であ

り,そ の下 に下大静脈 と腎上極が確認 され る.脂 肪織

が少ない症 例では腹膜 こしに副腎組織,あ るいは腫瘍

組織 が透見 できるので直接 剥離操作 にはい ることもで

きる.し か し通常は,腎 上極か らGerota被 膜 を切開

し,副 腎 と腎 との結合 組織を丹念に切断 しなが ら剥離

操作を進め,や がて副腎を確認,露 出 してい く.い う

まで もな く,こ の際重要なのは腎静脈,下 大静脈の損

傷 を避け ることである.ま た副腎下極 か ら下大静脈 に
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Table2.ResultsofIaparoscopicadrenalectomy

。。.・ …a・i・・T・m・ln齢 盟c儲veC・mpli・at・ ・n

(min)(mD

Tumorsize

(mm)

Histological
Diagnosis

StartHospital
PerOsStay

(days)(POD)

1 245 30 10×10 simp置ecyst 1 6

2 205 100 17×10×10corticaladenomal 9

3 325十105 2,060 convertingtoopen32×27×25corticaladenoma3 18

4 226十122 930 convertingtoopen8×7×6 oorticaladenoma5 16

5 538 450 20×20 cortica且adenoma6 24

6 278 150 Inguinalhcrnia 15×IO×7cortica且adenoma2 18

7 豆88 30 20×18×14cortica且adenoma重 9

mean318.8

±H8.6

535.7

±690.3

14.3

±5.9

面 した内側には,多 数 の血管が走行 してい ることを念

頭において,操 作をすす めることが肝要である.

右 副腎摘 出術で もっとも慎重を要す る点は,肝 臓を

いかに して上方に押 し上げ,良 い視野をえなが ら,右

副腎中心静脈を確実 に処理す るかである.つ ま り副腎

中心静脈が下大静脈 から分岐する位置が高 くて肝臓に

近 く,し か も静脈 が比較的短 くて,ク リップをかけ る

のに十分な長 さを確保す るのが難 しい。その上末梢側

が副腎組織 と直角 につなが るのではな く,覆 いかぶ さ

っているため,副 腎実質の損傷 を避けなが ら血管を剥

離す るのに技術 を要す る,し か しなが ら開放手術 と比

較 してみ ると,腹 腔鏡下手術 では視野が拡 大され るせ

いか,む しろ この中心静脈の処理は容易であるよ うな

印象を持つ.

摘出 した副腎組織はエ ン ドパウチに入れ,鵬 部の切

開部か ら取 り出す ことは左右 同 じである.手 術終 了後

はペ ンローズ ドレーンを置 いて手術を終わ る.

Table3.Resultsofopenadrenalectomy

Opcrati・n

Timc

(min)

Intraopcrative

B呈oodloss

(m藍)

Hospital
Stay

(days)

結

Lt-adrcnalectomy

(n冨41)

160.2

±49.5

263.4

±296.5

24.0

±14.6

果

Rt-adrenalectomyl61.6

(n=36)士38.2

27L3

±31L2

26.8

±13.8

手術成績はTable2の とお りで,7例 中5例 はす

べて腹腔鏡下の副腎摘 出に成功 した。残 りの2例 は副

腎の剥離操作中に不本意 な血管損傷 をきた し安全のた

めに途中か ら開腹 した.成 功 した5例 中4例 は出血量

も少 な くて済んだが,1例 は肥満体 のせい もあ り術 中

出血が450ml,術 後 も出血が続 き,さ らに490mlの

出血に対 して400m1の 輸血を要 した.不 成功例の患

側は左右1例 ずつで,前 者は腸間膜 の小動脈,後 者 は

腎動脈の分枝か らの出血 と思われ た.

第6症 例は鼠径ヘルニアを合併 してお り,患 者 の希

望にそ って同時 に手術を行 ったが,ヘ ル ニア固定手術

は開腹 手術 だった.手 術時間は腹腔鏡下副腎摘 出に要

した時間のみ を記載 した.

副腎摘 出に要 した 手術時間1の単純 平均 は318.85±

118.58分 であるが,肥 満体 のために苦労 した第5例 を

除けば300分 を切 ってお り,第7症 例は200分 以下であ

った,筆 者 の個人的経験 では,原 発性 アル ドステ ロン

症 と内分泌非活性腫瘍にか ぎっての開腹手術に よる左

副腎摘出術41例 の平均手術時間は160.09±49.47分,

右副腎摘 出術36例 では161.58±38,26分 である(Table

3).こ の成績 と比較 して,腹 腔鏡下 での手術時間はあ

きらか に 長か った,術 中出血量 は,腹 腔鏡下手術で

も,順 調に推移 した場合 には,開 腹 手術 と くらべて差

がなか った.開 腹手術 との比較で,大 きな差を示 した

のは入院 日数である.時 代背景にちがいはあ るものの,

単純平均値 の比較では10日 以上短縮 された.

摘出 した腫瘍の病理組織診断は,嚢 胞だった1例 を

のぞ き,す べ てcorticaladenomaで 悪性像を認 め

なか った.

考 察

Minimallyinvasivesurgeryに よるQOLの 向

上が近代外科学のモ ッ トーである.そ して腹腔鏡下手

術 はこの 目的に もっ ともかな う手術方法 と して期待さ

れ,画 期的 ともいえる早 さでひろい分野に普 及 した,

泌尿器科領域 もその例外ではない.一 方良い手術 の条

件の一つ として,誰 もが安全にできることが挙げ られ

る.腹 腔鏡下手術は果た してこの両方の条件を満足 し
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うるか否かが問題である.

新 しい手術方法が定着す るまでには三つ の段階を経

るといわれ る.第 一期 は先駆者が他か らの冷たい視線

に耐えなが ら試行錯誤を繰 り返 して手技 を確立す る.

第二 期は新 しく開発 された手術法の優れた点が認 め ら

れる と,多 くの追従者 が現われて,従 来 の手術法 との

比較検討は棚挙げに したまま,適 応範囲を広げ ること

のみを競いあ う.第 三期は適応拡 大 した あと従来 の方

法 との比較検討が公正 になされた結果,真 の適応 が決

まる.

泌尿器科領域におけ る腹腔鏡下手術は この第二期 後

半 か ら第三期前半にあると思われる.す なわち一流雑

誌 に掲載 され る腹腔鏡下手術に関す る論文数が増加 し

てい く反面,開 腹手術 にはない心 肺機能にお よぼす副

作用へ の警鐘6),後 腹膜腔臓器を扱 う泌尿器科が経腹

腔的 に ア プローチす る ことの不 自然性を指摘す る意

見の な どもでて きてお り,い まは何 ができるかを競 う

時期 ではな く,何 をす るべ きかを検討す る時期に きた

と思われ る8・9).

われわれはminimallyinvasiveは イ コールmi-

nimalr三skで なければな らない と考 え,比 較的多数

の開腹手術に よる副腎摘出術症例 を持つ筆者 らの経験

か ら腹 腔鏡下副腎摘出術 はむ しろhighrisksurgery

にな ることを 危惧 して 躊躇 していたが,先 人 の記 録

を参考に しながら実際に試 みた ところ,あ る程度手技

的な修練を積 み,症 例 を選択 して臨めば 決 してrisky

な手術ではないこ とがわか った.術 後か らの回復まで

に患者 さんに与 える負担の軽 さをみ るか ぎ り,ま さに

前述の良い手術 の条件を満たす ものであ る.将 来 的に

も残すべ き素晴 らしい手術の一つであると考え る.

問題は,副 腎疾患そ のものが,外 科 の胆嚢疾患 とは

異な り,だ れ もが習熟す るのに十分 な症例数を確保 で

きない ことであろ う.わ れわ れは初めに精索静脈 瘤結

紮術,つ ぎに腎 嚢胞 の開窓術,骨 盤 リソパ節郭清術 へ

と経験 を積み重ねて きたあ と副腎摘 出術に臨んだ.そ

して初 めの2～3例 は腹腔 鏡下胆 嚢摘出術 の経験 豊か

な外科医 の立会 いを依頼 した.

7例 中2例 は途中で出血 の コソ トロールが不可能に

な った と判断 して開腹 に切 り替 えたが,出 血点は操 作

籟囲 の外 で不本意な器具操作 か ら血管を損傷 した もの

である.い ずれ も手技に慣れ るこ とで,よ り慎重な操

作 を行えば防げたはずの ものである.と くにその うち

の1例 は,経 験不足 か ら出血 に対す る不安が先行 して

しまい開腹に切 り替 えたもので,あ とか ら考えてみる

と腹腔鏡下での止血 も可能 だった のではないか と反省

している.

一方第5例 は,肥 満体 のため脂肪塊を副腎 と間違 え

るな ど,無 駄 な操作 の繰 り返 しとな り,結 果的に開腹

にはな らなか ったものの,手 術時間は8時 間を こえ,

術中,術 後の出血量が多 くて術後の回復は遅れ た.術

老 の経験に貝合った症例選択 の重要性が実 感され た.

結 語

東京歯科大学市川総合病 院泌尿器科 において,開 設

い らい2年 間に7例 の腹腔鏡下副腎摘 出術 を経験 した,

うち5例 は成功,2例 は手術途中で開腹術 にき りかえ

た.腹 腔鏡下副腎摘 出術は,開 腹術 と比較 して あきら

かに時間はかか るものの,出 血量 は症例 に よって はむ

しろ少な くてす む.術 後の回復ははや く,そ の差 は入

院期間の短縮 となって現われ る.わ れわれ の経験か ら

腹腔鏡下副腎摘 出術は,症 例数の少ないこ とか ら,手

技の習熟法に難点は残す ものの,ま た術者 の技量 にみ

あった症例選 択 とい う制約はあ るものの,minimally

invasivesurgeryと して 優れた 手術法 であ り,今 後

もさらに普及 させるべ きものと考え る.
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