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タイトルと縦並びの時は
上だけに飾りケイ

タイトルと横並びの時は
上下に飾りケイ

アキは配置状況で適宜決定

消化器外科の対象となる
臓器・疾患は幅広く，
その適応や術式を十分に
理解しておくことが重要である。

消化器がんの手術の多くは病巣の切除と
消化管再建があり，その内容に合わせた
術前・術後の患者管理が必要となる。

消化器疾患の治療法

手術
消化器疾患の治療法

手術
消化器疾患消化器疾患の
消化器疾患消化器疾患の

検査・治療法検査・治療法
検査・治療法検査・治療法

消化器疾患消化器疾患の
消化器疾患消化器疾患の
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特集1 ドクターが使う言う言葉の葉の“？”を解消！ ナースースが知っておきたい消化消化器内器内科・外科・外科 キーワード

これだけは知っておく！
消化器外科手術
　「消化器」とは，口から肛門までの臓器

や器官を指します。一般的に消化器外科で

は，その消化器疾患に対する外科的治療を

行います。主に病巣の切除が目的となりま

すが，再建を伴うことが多いのも消化器外

科手術の特徴です。

　消化器外科で扱う器官は，食道，胃，肝

臓，胆道（胆嚢や胆管），膵臓，脾臓，小腸，

大腸ですが，これらの扱う臓器は人間の内

臓の大部分を占めていると言えます。消化

器外科で診る具体的な疾患としては，各臓

器の悪性腫瘍をはじめ，胆石，腸閉塞，鼠

径ヘルニア，炎症性腸疾患（潰瘍性大腸炎

やクローン病）があります。緊急手術とな

ることが多い虫垂炎や消化管穿孔，消化管

出血，外傷も，消化器外科で受け持ちます。

　臓器や器官だけではなく，急性・慢性疾患，

待機・緊急手術，年齢層，病気のステージも

さまざまで，看護師が持つ知識や技術，さ

らには接遇にも幅広いものが要求されます。

消化器疾患と術式

　消化器外科で扱う疾患とそれに対する主

な術式を表１に示します。
　がんの手術においてはその占拠部位によ

り切除範囲が異なり，再建方法も変わりま

す。がんの手術はほぼ待機手術であり，感

染症を合併した状態で手術することはほと

んどなく，病巣の摘出を目的としていま

す。一方，消化管穿孔や虫垂炎は腹腔内に

感染を起こしている状態なので，がんの手

術のような病巣摘出だけではなく，感染制

御も手術の目的の一つとなります。

消化器外科手術の方法：開腹手術，
腹腔鏡手術，ロボット支援下手術

　消化器外科手術では，ほぼすべての術式

消化器疾患と術式

消化器外科手術の方法：開腹手術，

切除，再建，開腹手術，腹腔鏡手術，ロボット支援下手術，
既往歴，併存疾患，出血，誤嚥
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において開腹手術と腹腔鏡（胸腔鏡）手術

があります。開腹手術とは，その名のとお

り腹壁をメスなどで開いてアプローチする

手術です（写真１）。腹腔鏡手術は，おな
かに約１cmの小さな孔を数カ所あけて，

カメラを使っておなかの中をモニターに映

し，その映像を見ながら行う手術です。

　開腹手術と腹腔鏡手術には，それぞれ利

点と欠点があります（表２）。腹腔鏡手術
は，操作制限のため安全性を問われること

もありますが，道具や技術の進歩で安全性

は向上しています。今まで開腹手術でなけ

ればと困難であった手術も，腹腔鏡手術が

可能になってきており，創が小さく術後の

回復が早いことから広く普及しています。

一方で，出血した際の止血操作が困難なた

めに腹腔鏡手術から開腹手術に移行する例

もあり，有事の際には躊躇せず開腹手術へ

移行し，安全に手術を行うことが重要と考

えられます。

　2018年４月の診療報酬改定で，消化器

表１  消化器外科で扱う疾患と主な術式
疾患名 主な術式 解説および手術内容

食道がん 右開胸食道亜全摘術
胸腔鏡下食道亜全摘術

胸腔内の食道を切除し，主に胃を用いて消化管
を再建する

胃がん 幽門側胃切除術／噴門側胃切除術
胃全摘術

胃の切除範囲は腫瘍の占拠部位に合わせて決定
する

胃十二指腸穿孔 大網充填術／大網被覆術 穿孔部を大網で閉鎖する

肝臓がん 肝部分切除術／肝右葉切除術
肝左葉切除術

肝臓の腫瘍部分を切除するが，切除範囲は腫瘍
の部位や大きさにより決定する

膵臓がん
膵頭十二指腸切除術
膵体尾部切除術

膵体尾部切除は消化管再建を行わないが，膵頭
十二指腸切除では膵臓，胆道，消化管の再建が
必要になる

結腸がん 結腸右半切除術／結腸左半切除術
Ｓ状結腸切除術

腫瘍の占拠部位により切除範囲を決定し，切除
後は器械あるいは手縫いで吻合し再建を行う

直腸がん 低位前方切除術／高位前方切除術
直腸切断術（マイルズ手術）

直腸切断術では自然肛門は失われるため，ス
トーマ（人工肛門）の造設が必要となる

腸管穿孔 腸管切除術
人工肛門造設術

腹腔内の汚染や腸管の状態によっては人工肛門
を造設することがある

腸閉塞
腸管癒着剝離術
腸管切除術

癒着剝離のみで腸閉塞が解除されることもある
が，狭窄や高度の虚血，壊死があれば腸管切除
を行う

胆嚢結石症 胆嚢摘出術 胆嚢を切除する

虫垂炎 虫垂切除術 虫垂を切除する

写真１  開腹手術
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外科領域でも「ロボット支援下内視鏡手

術」が保険適用になりました。2018年現在，

日本で承認されているロボットは，アメリ

カ製の「ダヴィンチ」のみです。消化器外

科領域では，胃がん，直腸がん，食道がん

に対する手術で適応となり，一部の施設で

はその普及が進んでいます。

　身体に開けた数カ所の孔から内視鏡や手

術器具を差し込んで行う点は腹腔鏡手術と

同じですが，医師が直接操作するものとダ

ヴィンチによるものでは，器具も操作方法

も全く異なります。コンソールという手術

台とは離れた操作席に入り（写真２Ⓐ），

体内を映し出した内視鏡の画面を見なが

ら，左右２本のハンドルを動かしてロボッ

トアームを遠隔操作します（写真２Ⓑ）。
医師の手の動きは数分の１の大きさでロ

ボットアームに伝えられるため，生身の人

間よりも繊細な動きができます１）。また，

手術器具の先が人間の手指のように曲がる

のも，従来の内視鏡外科の手術器具にはな

い特徴です１）。

消化器外科手術における切除と再建

　消化器がんの外科手術では，まず病巣を

身体から「切除」することから始めます。

消化器外科手術における切除と再建

表２  開腹手術と腹腔鏡手術の利点・欠点
術式 利点 欠点

開腹手術

・直接病変部を手で触り確認することができる
・大きな出血の時にも直接手で押さえて止血で
きる

・腹腔鏡手術に比べて傷が大きく，術
後疼痛も強い
・開腹したところからしか臓器が見え
ないため，体格や臓器の位置によっ
て大きく開腹しなければならない

腹腔鏡手術

・傷が小さいため術後の回復が早く，美容面で
も優れている
・モニターに大きく拡大された組織が映るの
で，細かい血管も認識できる（拡大視効果）
・腹腔内の深いところも確認することができる
・手術映像を全員が共有できる

・腹壁に挿入したポートのみでの手術
操作なので，操作に制限が生じる
・同一内容の開腹手術に比べると，手
術時間がかかることが多い
・技術の習得や指導が開腹手術に比べ
て難しい

●Ⓐ ●Ⓑ

コンソールの術者の指の動作に合わせて，
ロボットアームを遠隔操作する。術者はコンソールに入り，手術操作を行う。

写真２  ロボット支援下内視鏡手術
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原発腫瘍と共にリンパ節郭清を行い，周囲

臓器に浸潤がある場合は合併切除を行うこ

ともあります。

　がんと共に胃や大腸などの消化管も切除

するため，食物の通り道を新しく作る必要

があります。これを「再建」と言い，各術

式に対して多様な再建方法があります。全

く同じ切除を行ってもその後の再建術式は

多様であり，どのように食物が消化管内を

通過して消化・吸収されるのかを理解する

ことは重要です。再建方法には一長一短が

あり，施設によって選択される方法が異な

ります２）。

こんなふうに行われている！
消化器外科手術の流れ
　手術が終了して患者が病棟に戻ってきた

時，創はすでに閉鎖されているため，病棟

看護師は手術室で何が行われたかは分かり

ません。しかし，病棟看護師が手術室で行

われたことを知っていれば，術後に起こる

であろうことを想像することができます。

手術によりどのような侵襲が加わったか，

どのように解剖が変わったのかを理解す

ることで，術後の観察やケアもよりリア

ルにでき，より理論的に看護ができると思

います。

胃がんの手術

　ここでは，胃がんに対する手術の流れを

紹介します。

　開腹手術，腹腔鏡手術，ロボット支援下

手術のいずれかが選択されますが，アプ

ローチ方法が異なっても，基本的には腹腔

内で行われる操作（胃の切除，リンパ節郭

清，血管処理，再建）は同じです。

　手術では主に剝離鉗子，はさみ，電気メ

ス，凝固切開装置を用いて組織の剝離・切

離を行います。幽門側胃切除，胃全摘で処

理すべき重要な血管として，左胃大網動静

脈，右胃大網動静脈，左胃動静脈，右胃動

静脈が挙げられますが，これらの血管はク

リップや糸を用いて結紮切離します。それ

以外の細い血管は，凝固切開装置や電気メ

スを用いて凝固切離します。

【手術全体の流れ】

①術前処置（弾性ストッキングの着用，臍

処置など）

②手術室入室，麻酔開始

③開腹

④腹腔内観察（腹膜播種の有無，他臓器転

移の有無を確認）（写真３）
⑤リンパ節郭清，胃の摘出（幽門側胃切除，

噴門側胃切除，胃全摘）。状況により他

臓器（膵，結腸浸潤など）の合併切除，

胆石予防の胆嚢摘出が選択される

⑥再建術（ビルロートⅠ再建，ビルロート

Ⅱ再建，ルーワイ再建など）

⑦腹腔内洗浄，止血の確認，ドレーンの留置

⑧閉腹

胃がんの手術

肝臓

胃

肝臓を頭側に圧排して術野を展開する。

写真３  腹腔内所見 P．４にカラー写真掲載
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⑨麻酔からの覚醒，バイタルサインのチェック

⑩帰室

幽門側胃切除術の手術操作

　基本的な手術の流れとして，まず胃と横

行結腸をつなぐ大網を切離し，リンパ節を

摘出しつつ，胃を栄養する血管を結紮切離

します。胃を切離した後に再建に移ります。

　手術がどのように行われるかを知ること

で，注意すべきポイントが見えてきます。

【手術の操作】

①開腹（腹腔鏡手術，ロボット手術では約

１cmの孔を開けてポートを挿入する）

②大網の切離，左胃大網動静脈の結紮切離

（写真４Ⓐ，Ⓑ）
③右胃大網動静脈の切離，膵臓周囲のリン

パ節郭清

④十二指腸の切離（写真４Ⓒ）
⑤右胃動静脈の結紮切離

⑥膵臓上縁のリンパ節郭清（写真４Ⓓ），
左胃動静脈の切離

⑦胃小弯のリンパ節郭清

⑧胃切除（自動縫合器を用いて切離する）

（写真４Ⓔ）
⑨再建（胃と十二指腸を吻合する）（写真５）
⑩洗浄，止血の確認，ドレーン留置，閉創

幽門側胃切除術の手術操作

左胃大網動静脈

脾臓

十二指腸

右胃大網動静脈

胃

膵上縁のリンパ節

膵臓

大網
胃

左胃大網動静脈にクリップをかけて，
超音波凝固切開装置で凝固切離する。 超音波凝固切開装置を用いて大網を切離する。

自動縫合器を用いて
十二指腸を切離する（肛門側）。

自動縫合器を用いて胃を切離する（口側）。

膵臓の上のリンパ節を
超音波凝固切開装置を用いて郭清する。

●Ⓐ ●Ⓑ

●Ⓒ

●Ⓔ

●Ⓓ

写真４  幽門側胃切除 P．４にカラー写真掲載

46 消化器看護 Vol.24 No.1



これだけは知っておく！
消化器外科手術に伴う
患者管理

術前の患者管理で注意すべき
ポイントは？

　同じ疾患に対する手術でも，年齢や既往

歴，併存疾患の有無により，手術内容や術

後経過は異なります。

　手術においては，開腹既往，腫瘍の進展

（周囲への浸潤や他臓器転移）により，手

術内容が変更になることがあります３）。開

腹既往があれば癒着が予想され，癒着剝離

による出血や手術時間の延長が予想されま

す。また，腫瘍の進展によって切除範囲や

リンパ節郭清の範囲が変わり，これが広範

囲になれば合併症の頻度も高くなるので，

より注意して観察する必要があります３）。

　次に，併存疾患（高血圧，糖尿病，心疾

患，肝機能障害，腎機能障害など）を有し

ている症例では，術後の呼吸循環動態が不

安定になったり感染が助長されたりするな

ど，合併症の頻度が高くなります。喫煙歴

は喀痰の増加や肺炎の合併を助長し，飲酒

歴はせん妄のリスクを上げます。こうした

術後経過に影響する因子については，術前

に評価し，あらかじめ対策を立てておくこ

とが重要です。

術後の患者管理で注意すべき
ポイントは？

　ここでは，主に胃がん術後に注意すべき

ポイントを紹介します。

　帰室時には主に末梢静脈ルート，酸素マ

スク，尿道留置カテーテル，腹腔内ドレー

ンが留置されています。決められた時間ご

とにバイタルサインをチェックして，術後

の異常所見を早期に見抜き，対応すること

が重要です。

　急変につながる合併症として術後出血が

あり，血圧の低下や脈拍の上昇が認められ

ます。腹腔内に出血する場合と消化管内に

出血する場合があり，前者では急激な腹痛

の増強やドレーンの性状の変化（急に濃く

なる）が見られ，後者では吐血や下血を来

します。

　また，誤嚥や肺炎も呼吸状態の急速な悪

化につながり，時に重篤な状態になります。

胃切除後の誤嚥は通常の誤嚥と異なり，胃

を切除しているため，本来は肛門側を流れ

る膵液や胆汁などが嘔吐により誤嚥物にな

ることがあります。これは非常に刺激性が

強く，頻呼吸，酸素飽和度の低下，喀痰の

増加など，急速に呼吸状態が変化すること

があり，致死的となります。

　早期発見には嘔気や腹痛，吃逆など消化

管の通過障害のサインに気づくことが重要

で，医師に連絡し早期に対応する必要があ

ります。

術前の患者管理で注意すべき

術後の患者管理で注意すべき

十二指腸

膵臓

胃

自動縫合器を用いて胃と十二指腸を吻合する（器械吻合）。

写真５  再建 P．４にカラー写真掲載
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　出血や誤嚥はほかの手術でも同様に注意

が必要ですが，特に胃がん手術の際に注意

すべき特有の合併症について，次に紹介し

ます。

●膵液瘻

　膵臓周囲のリンパ節郭清を行うことで，

膵液が漏れて発生します。脾臓や膵臓を合

併切除した際に頻度は高くなります。発熱

や炎症反応の遷延，ドレーンの性状変化

（混濁や赤ワイン色）を認めた場合には，

膵液瘻が疑われます。検査所見として，定

期的にドレーンのアミラーゼ値をチェック

して膵液瘻を診断します。

　治療はドレナージが主で，感染を併発す

る場合には抗菌薬の投与を行います。ドレ

ナージが不十分な場合は，追加でドレーン

を挿入することや再手術を行うこともあり

ます。

●縫合不全

　消化管をつないだところが十分に癒合せ

ず，食物や消化液が腹腔内に漏れることで

す。発症率は１～２％と言われています２）。

発熱や炎症反応の遷延，ドレーン排液の混

濁などが縫合不全を疑う所見です。

　小さな漏れであれば数週間の絶食とドレ

ナージで軽快しますが，ドレナージ不良な

どがあれば再手術が必要となる場合もあり

ます。発見や処置が遅れると，敗血症や播

種性血管内凝固症候群を発症し，多臓器不

全に至る場合もあります。

＊　＊　＊

　発熱やドレーン排液の性状の変化は術後

の重篤な合併症のサインですから，必ず医

師に連絡し早期に対応することが必要です。
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