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結び目の目立たない

真皮水平マットレス連続縫合

【はじめに】

小児および成人の鼠径ヘルニ

ア日帰 り手術において,帰宅後

に手術創の処置が一切不要で,

かつ手術倉」がきれいに治ること

はきわめて重要である1" 今回

筆者は,結び日の目立たない真

皮水平マットレス連続縫合を考

案したので紹介する

【手術手技】

鼠径ヘルニア手術の関倉1を小

児では 50,成人では40の彎

曲針付きバイクリル糸 (丸針 :

ジョンソン エンド ジョンソ

ン)に よる真皮水平マットレス

連続縫合で行う 針付き結索糸

での連続縫合の最終結業は,創

端で輪 となった 2本の糸と,そ

の対側で真皮を貫いた糸との 3

本での結紫となる (図 1)

まず,輪となった 2本の糸に

対して,も う1本の糸をゆるく

1回結節する (図 2)こ の結架

部を締めずに把持し、真皮を貫

いた糸を,く ことによって,輪

となった 2本の糸を締めて創を

開鎖させる (図 3)つぎに,Ill

となった 2本の糸にゆるく結槃

した手前の糸を引くことによっ

て,真皮を貫いた糸を締めて結

紫部をきつく固定させる (図 4)
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結斗 t完了させる

固定させた結桑がゆるまないよ

うに倉1を合わせた状態で針付き

結桑糸をゆっくりと

'き
,結紫

部を締める (図 5)図 6に 結

紫を完了させた状態を示す

針付き結染糸を結節部から皮
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図7 手術手技⑦

下を通して lan離れた皮膚に

出す (図 7)糸を適度に牽引し

た状態で脚書の直上で糸を切り,

結紫部を皮下に埋没させる 最

後に,ダーマボンド⑭ (ジ ョン

ソン エンド ジョンソン)を

創部に塗布し,手術創は開放の

ままとする (図 8)の

【成績】

2∞3年 4月 から 2008年 12

月までに鼠径ヘルニツ日帰り手
術を 2,027例 (小児 134例 ,成

人 1,893例)に行った このう

ち,成利列において創部表層の

手術部位感4・ を 1例認め,創部

の開放 ドレナージで軽快した

倉い 培養で表皮ブドウ球菌を同

定 した 手術部位感染率 は

005%で あつた

【考察】

真皮水平マットレス連続縫合

では倉1縁に均―な緊張がかかり,

出血の少ないきれいな開倉Iが可

能である しかし,針付き結紫

糸による連続縫合の最終結紫を

どのように行うかは,あまりに

も基本的な手技であるため報告

が少ない

吸収糸で真皮水平マットレス

連続縫合を行う場合には,岡崎

ら。が報告した手技が一般的で

あると思われる この方法は,

針付き結繁糸の最終結紫を倉」端

で輪となった 2本の糸とその対

側で真皮を貫いた糸とを結架し,

結繁部の直上で輪となった 2本

の糸を切断し,残 りの糸をl.L桑

部から皮下を通して 1～2cm離
れた皮膚に出し,その糸を切る

という方法である この方法の

欠点は,創端での結びロカ輪 と

なった 2本の糸と真皮を貫いた

針付きの糸との 3本での結繁と

なることである つまり, この

3本の糸での結桑では異物量の

多い大きな結び日となり,術後

数週間力締 つたあとでも創端に

膨隆,発赤を認め, ときとして

皮下縫合糸艘瘍となることもあ

る

一方,筆者が考案した方法で

は,結節部が 2本の糸で結ばれ

る異物量の少ない小さな結び目

となり,結紫部が真皮に埋没さ

れる それによって結び目が日

立たなくなり,結果として皮下

縫合糸膿瘍力涎 きにくい, きれ

いな創部 となる

手術部位感染の予防という観

臨外 第 64巻 第 5号 "09年 5月

点から言えば,真皮水平マット

レス連続縫合で第一に選択すべ

き糸はモノフィラメント吸収糸

であろう しかし,今回の方法

でモノフィラメント吸収糸を使

用すると,糸の滑 りがよすぎる

ために倉』部が締まりすぎ,かつ

結架がゆるみやすいという欠点

力]あ った このため,筆者は撚

り糸の吸収糸であるパイクリル

糸を選択した バイクリル糸で

は創部力締 まりすぎることはな

く,結索がゆるむこともない

【おわりに1

この結索方法は嵐径ヘルニア

日帰 り手術の創閉鎖に限らず,

学L腺や甲状腺の手術倉Iな ど.美

容的にきれいな創痕を要求され

る手術ではよい方法であると思

われたので紹介した
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