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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体表に接して位置する上リングと、該上リングと対向配置され、切開創に挿着される弾
性及び可撓性を有する下リングと、前記上リング及び下リングに両端部を接続した引張り
伸び率６００％以上の柔軟な円筒状薄膜の弾性シートにより構成し、前記上リングは、外
径を前記弾性シートの外径より大きく形成し、該弾性シートの一方端部を拡張して接続し
、前記下リングは、外径を上リングより小さく、弾性シートの外径とほぼ同等に形成し、
該弾性シートの他端部に接続して、前記下リングを切開創に挿着したさい、該下リングに
より切開創が拡開され、かつ、切開創部の深部組織が体表側に牽引、挙上された状態に保
持されることを特徴とするセンチネルリンパ節生検用開創器具。
【請求項２】
　前記弾性シートは、透明あるいは半透明である請求項１のセンチネルリンパ節生検用切
開創器具。
【請求項３】
　前記弾性シートの厚さは、０．１ｍｍ以上、０．６ｍｍ以下である請求項１乃至２のい
ずれかのセンチネルリンパ節生検用開創器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、乳癌手術等の中で行われるセンチネルリンパ節生検のさいに、切開創に装着
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して、該切開創の拡開を保持するセンチネルリンパ節生検用開創器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　これまでの乳癌手術は、癌を取り残さないように、癌の切除と同時に、癌が転移してい
る可能性のある腋窩リンパ節の除去（腋窩リンパ節郭清）を行う手術が一般的であったが
、近年の乳癌検診の普及とともに、非浸潤癌、小乳癌で発見されることが多くなり、転移
の可能性が低い患者における腋窩リンパ節郭清の必要性が疑問視されてきた。
　そこで、現在では、転移の可能性が低いと予想される症例については、転移診断に必要
な最小限（数個）のリンパ節のみを採取（生検）し、詳細に診断することにより転移陰性
を確定させ、結果としてリンパ節郭清を省略し、患者の負担を減らそうとする考えが広が
っている。
　そして、この見極めのための手段がセンチネルリンパ節生検で、前記の通り、最小限（
数個）のリンパ節を確実に見極めて採取（生検）し、これを詳細に診断することでリンパ
節への転移の有無を確認し、リンパ節郭清を省略するか否かを判断する手法である。
【０００３】
　ここで、センチネルリンパ節生検に付き、更に詳しく説明する。
　センチネルリンパ節生検とは、乳癌手術のさいに、腋窩のリンパ節の中で最初に癌が転
移するであろうリンパ節（センチネルリンパ節）を検出し、これを生検、診断することで
、ここに転移がなければ、残りの腋窩リンパ節や鎖骨下リンパ節にも転移がないと判断す
る手法で、腋窩リンパ節への正確な転移判定と、リンパ節郭清の省略を判断する見極めの
手技となっている。
　そして、このセンチネルリンパ節を見つけ出す検出方法として、現在、色素法、ＲＩ（
ラジオアイソトープ）法、及び、色素法とＲＩ法を併用する併用法の３つの手法が主に用
いられている。以下、それぞれを簡単に説明する。
　色素法は、手術直前に腫瘍周辺に色素（インドシアニングリーン、インジゴカルミン、
パテントブルー、リンファズリンなど）を注入し、該色素で緑染、青染されたリンパ管を
追跡し、リンパ節を探索する方法で、色素が運ばれていく染まったリンパ管を、組織を剥
離しながら辿っていくことにより、色素が最初に流入するセンチネルリンパ節を目視によ
り見つけ出す方法である。
　ＲＩ法は、手術前にラジオアイソトープ（放射性同位元素）を含む細かな粒子を腫瘍周
辺に注入し、放射線のエネルギー集積を、放射線の強さを画像に表すシンチグラフィーや
、放射線の強さを音と数値で表すガンマープローブといった検知機器を使用して調べ、該
エネルギーが集積するセンチネルリンパ節を見つけ出していくという方法であり、色素法
に比較してより安定、確実な検索手法とされている。
　併用法は、前記色素とＲＩを併用したもので、ＲＩ検知機器によるナビゲーションと、
目視による色素の確認により、一層確実なセンチネルリンパ節探索手法となっており、最
近の検出率の報告は９８％以上となっている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記より、センチネルリンパ節生検には併用法が推奨されるが、併用法においても、解
剖学的に浅大胸筋膜下に存在するセンチネルリンパ節を正確に同定することは容易ではな
く、
特に、皮下脂肪が厚い症例などセンチネルリンパ節が組織の深部に位置する場合では、探
索が一層困難となっている。
　そして、従来このような場合には、助手が一般的に使用されている筋鈎等により、切開
創を広げたり、深部組織を引っ張り上げたりして、深部組織が観察可能な位置に表れるよ
うに展開するのであるが、現状としては前記筋鈎等で直感的に組織を動かすのみで、特に
、この目的のための器具は開示、または、報告されておらず、手技の精度は、術者の努力
と技量と経験に依存している状況にある。
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【０００５】
　そこで、本発明は、センチネルリンパ節生検に熟練した人でなくても、また、皮下脂肪
が厚いなどにより、センチネルリンパ節が組織の深部に位置する場合であっても、容易に
、かつ、安全にセンチネルリンパ節周囲を展開して、センチネルリンパ節の探索、及び、
生検ができる器具を提供することを課題とした。
　また、器具を使用しても患者への負担を大きくしない、侵襲性の小さい安全な器具の提
供を課題とした。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のセンチネルリンパ節生検用開創器具は、体表に接して位置する上リングと、該
上リングと対向配置され、切開創に挿着される弾性及び可撓性を有する下リングと、前記
上リング及び下リングに両端部を接続した引張り伸び率６００％以上の柔軟な円筒状薄膜
の弾性シートにより構成し、前記上リングは、外径を上リングより小さく、弾性シートの
外径より大きく形成し、該弾性シートの一方端部を拡張して接続し、一方、前記下リング
は、外径を該弾性シートの外径とほぼ同等に形成し、該弾性シートの他端部を接続して構
成する。
【０００７】
そして、前記下リングを切開創に挿着したさい、該下リングにより切開創が拡開され、か
つ、センチネルリンパ節を含む切開創の深部組織が体表側に牽引、挙上された状態に保持
されるように構成する。
 
　
【０００８】
　更に、前記弾性シートは次のような特性を有することが好ましい。
１．透明あるいは半透明であること。
２．厚さが、０．１ｍｍ以上、０．６ｍｍ以下であること。
【０００９】
（作用）
　前記構成の器具を、上リングを体表に接触させ、下リングをセンチネルリンパ節生検の
ために皮切された切開創に挿着すると、弾性を有する下リングにより、切開創の閉じよう
とする力に抗して切開部の組織が均等に拡開され、良好な術野を得ることができると共に
、該挿着された下リングに接触する切開部の浅部組織が外方に押し開かれ、同時に、柔軟
な弾性シートが、該シートに接触する切開部の閉じようとする力により押し縮められるこ
とにより、上リングと下リングとの間隔が縮まり、切開部の深部組織が体表側に牽引、挙
上され、かつ均等に広く展開された緊張状態となり、更に、該深部組織の挙上により、セ
ンチネルリンパ節を含む更に深部の周辺組織も体表側に挙上され、緊張状態となる。（図
３参照）
　また、この作用は、前記下リングを切開創に挿着するさい、弾性シートの大きな引張り
伸び率を利用して、該下リングを切開創の極力深い位置に押込んで設置すると、上リング
と下リングとの間の弾性シートが伸長した状態となり、該弾性シートの弾性反発力（伸長
した状態から元に戻ろうとする力）により、前記深部組織が一層強く体表側に牽引、挙上
されることで、より高い前記作用が発揮される。
　尚、本明細書等で用いる切開部の浅部組織とは、切開した創部の体表側に近い浅い部位
の組織を示し、切開部の深部組織とは、切開創部の体表側から遠い深い部位の組織のこと
を相対的に表現したもので、絶対的な深部、浅部を示すものではない。
　また、下リングが弾性及び可撓性を備えていることで、切開創に押しつぶしての挿入が
可能であり、また、挿着後は元の形状に復元され拡開することにより、挿着する下リング
の大きさに比較して切開創（皮切）を小さく抑えることができる。
【００１０】
　また、体表を覆う弾性シートが、透明あるいは半透明であると、該弾性シートを透して
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被覆部の組織の状態が観察できることにより、異常状態などを確認しながらの安全な手術
をすることができる。
　更に、該弾性シートの引張り伸び率が６００％以上と極めて大きいことで、下リングを
切開創に挿着するさい、切開創の極力深部に弾性シートを伸長した状態で押込むと、該弾
性シートの大きな弾性反発力により、下リングが体表側に牽引、挙上されることにより、
切開創直下に位置するセンチネルリンパ節を含む周辺組織も牽引、挙上され、一層、上記
効果を向上させることができる。また、端部を大きく拡張させての製造が可能で、伸ばさ
れることにより一層シートの透明性を高めることができる。
　加えて、該弾性シートの厚さを０．１ｍｍ以上、０．６ｍｍ以下と薄く形成し、柔軟な
ものとすると、人体接触部に負担がかからないため、当接部の皮膚の壊死などの合併症を
防止することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明のセンチネルリンパ節生検用開創器具によると、前記構成及び作用により、切開
部の深部組織が体表側に牽引、挙上され、かつ、均等に展開された緊張状態に保持される
ことで、センチネルリンパ節生検の手術が、外光の届く、体表に近い良好な視界の下でで
きるため、血管やリンパ管を傷つける懸念が少なく、安定した厚さの皮弁作製（剥離）が
できるなど手技を容易で安全なものとすることができる。
　また、切開創深部組織の更に下部に位置するリンパ管やセンチネルリンパ節を含む周辺
組織も該切開創深部組織と共に牽引、挙上され、かつ、緊張状態となることで、センチネ
ルリンパ節などの解剖的位置関係が把握しやすくなり、また、筋層を透しての視認が容易
となるため、リンパ管の流れの追跡や、センチネルリンパ節の探索、更には、組織採取（
生検）など一連の手技を容易とすることができる。
【００１２】
　以上のように、従来の併用法によるセンチネルリンパ節生検のさいに、本器具を適用す
ると、前記したように、切開創深部組織、及び、センチネルリンパ節を含む周辺組織が、
表皮側へ牽引、挙上され、水平方向に展開、緊張されることで、術野が良好となり、セン
チネルリンパ節の探索や生検の手技がやり易くなるため、手技に熟練していない術者であ
っても、また、皮下脂肪が厚いなどセンチネルリンパ節が組織深部に位置する症例であっ
ても、センチネルリンパ節の探索、生検等の一連の手技を容易で確実なものとすることが
でき、結果、該センチネルリンパ節生検の同定率（センチネルリンパ節を見つけることが
できる確率）を高め、ステージングミスによる再発を極めて低いものとすることができる
。
　また、前述の器具の安全性に関する効果に加え、従来の筋鈎を使用して切開創を開創し
たり、組織を引っ張り上げたりすることで生じる、組織への悪影響も排除できることによ
り、器具の使用による侵襲性の増加や安全性の低下のない、患者にとって低侵襲で安全な
器具を提供することができる。
　更に、本器具の使用することで小さな切開創でも、大きく拡開することができる作用に
より、約２０ｍｍ～２５mm程度の皮膚切開創で目的のセンチネルリンパ節生検が達成でき
、一層低侵襲な手術を可能としている。
【００１３】
　上記効果に加え、臨床的には、次のような効果も期待できる。
・手術が観察し易い状態で施行されるため、センチネルリンパ節生検の手技への教育的価
値が高い。
・センチネルリンパ節転移陽性のさい、本器具をそのまま使用しての腋窩リンパ節郭清が
可能となる。
・筋鈎などの使用と比較して、均一な拡開、展開状態を維持することができる。
　尚、本発明の作用、効果は、前述した色素法、ＲＩ法、併用法のいずれにも有効となる
が、本器具は、小切開創への挿着が望ましいことから、予め、センチネルリンパ節の２次
元的な位置が特定できるＲＩ法、及び併用法への適用が好ましい使用となる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態につき図面を参考にしながら詳細に説明する。
　図１は、本発明の実施の形態を示すセンチネルリンパ節生検用切開創装着器具の全体構
成図で、図２は、上リング部を中心とする一部断面図を示している。
　本実施の形態の器具は、例えば腋窩に施した切開創に挿着したさいに、切開創周囲の表
皮を覆う上リング１と、該上リング１と対向配置され、皮切５より挿入され表皮下の切開
創浅部組織を外方に押し開いて装着される下リング２と、両端部を前記上リング１と下リ
ング２に取り付け、切開創に装着したさい、表皮側から組織内に位置する弾性シート３に
より構成される。
【００１５】
　上リング１は、本例においては、弾性及び可撓性を備えるように、芯材としてチタン－
ニッケル合金などの線材よりなる超弾性合金１１をリング状に形成し、該超弾性合金１１
に樹脂チューブ（本例においてはポリウレタンチューブ）よりなる保護チューブ１２を被
覆し、更に後記するシリコーン樹脂よりなる弾性シート３の端部３１を一巻きして被覆し
て構成した。
　そして、その外径は特定するものではないが、体表への確実な装着のため弾性シート３
よりも大きく形成され、更に、腋窩へ装着した場合に乳頭、皮弁を広範囲に保護できるよ
うに、手術に邪魔にならない範囲でなるべく大きく（本例においては、１００ｍｍ）形成
することが望ましい。
　尚、上リングは、器具を体表に確実に保持できるものであれば、本例に限らず、形状、
構造はどのようなものであっても良い。
【００１６】
　下リング２も、前記上リング１と同様に、超弾性合金、保護チューブ、弾性シートの端
部より構成される。この構成によれば、超弾性合金を芯材としていることにより、下リン
グ２は弾性及び復元力に富み、切開創内部への挿入や取り出しのさいは、該挿入及び取り
出しが容易なように、押しつぶして細径な形状とすることができ、また、挿入後は、復元
力により自然に元のリング形状に戻ろうとすることで、切開創との接触部を外方に押し開
き、開創を保持することができる。
　また、外層を柔軟な樹脂で覆っているため、切開創との接触をソフトなものにすること
ができる。
　そして、その外径は、皮切の大きさにより選択されるものであるが、切開創に確実に保
持され、十分な作業腔の確保ができる接触組織に無理のない大きさとされる。（実施例に
おいては、皮切２５ｍｍの場合で、４０ｍｍとした）
【００１７】
　弾性シート３は、柔軟で十分な引張り伸び率（６００％以上、実施例においては、８０
０％程度）を備えた、厚さ０．１ｍｍ以上、０．６ｍｍ以下（実施例においては、０．２
５ｍｍ）の薄膜状の半透明のシリコーン樹脂からなり、外径は、前記下リング２とほぼ同
等、あるいは、僅かに小さい（実施例においては、４０ｍｍ）円筒体のシートとして形成
し、一方端部は上リング１に端部を拡張して取り付けて、他端部に下リングを取り付けて
構成し、本発明のセンチネルリンパ節生検用開創器具の一例とした。
　尚、弾性シート３を形成する円筒状のシートは、拡張することにより薄くなり透明性が
高まることから、拡張したさいに透明性が確保可能であれば、自然状態（拡張前の状態）
では、透明、あるいは半透明である必要はない。
【００１８】
　図３は、本実施の形態の器具を切開創に装着する前後を模式的に示す図で、Ａが器具を
装着する前の切開創部、Ｂが器具を装着した切開創部を示している。
　図Ａに示すように、表皮４に皮切５を施した状態では、センチネルリンパ節７は表皮４
から遠い深部に位置している。（Ｌ１は、この時の表皮と、センチネルリンパ節の距離を
示す）



(6) JP 5364262 B2 2013.12.11

10

20

30

40

50

　この状態から、本器具を皮切５より切開創６内部に挿入、装着すると、図Ｂに示すよう
に、下リング２の弾性により該下リング２に当接する切開部６の組織が外方（矢印ａ）に
均等に押し広げられ、一方弾性シート３は、伸長されたさいの弾性反発力と、接触する皮
下直下の組織に押し縮められることにより縮小し、上リング１と下リング２の間隔が縮ま
り、切開創が拡開保持されるのと同時に、該拡開に伴って切開創６深部組織が体表側に牽
引、挙上され、かつ水平方向に広く展開された緊張状態となる。また同時に、切開創下部
のリンパ管やセンチネルリンパ節７を含む周辺組織も引っ張れて牽引、挙上（矢印ｂ）さ
れ、下リング２により外方向に均等に引っ張られるため、センチネルリンパ節７やリンパ
管を含めた切開創下部の組織も、緊張が加えられた状態となる。（Ｌ２は、この時の表皮
とセンチネルリンパ節の距離を示す）
　このように、切開創６深部組織が表皮から比較的浅い位置に展開され、かつ、緊張した
状態に保持されることにより、前記したように術野が明瞭となり、剥離による皮弁の作製
などの手術が容易となり、また、切開創下部の組織も同様に挙上、緊張状態となることで
リンパ管やセンチネルリンパ節の探索、組織採取を安全で、容易なものとすることができ
る。
【００１９】
　次に、本例のセンチネルリンパ節生検用開創器具を使用しての色素法とＲＩ法の併用法
による腋窩センチネルリンパ節生検の実施例について説明する。
１．手術前に、腫瘍周囲の皮内にラジオアイソトープを注入し、リンパ節シンチグラフィ
ー（体内に投与した放射性同位体から放出される放射線を検出し、その分布を画像化する
もの。）を行い、センチネルリンパ節が描出された位置にマーキングを施す。
２．手術室入室後、色素法によるセンチネルリンパ節生検のため、乳輪下に色素を注入し
、色素がセンチネルリンパ節に到達するのを待つ。
３．次に、ガンマープローブでＲＩを指標として皮膚の上からセンチネルリンパ節を検索
し、最高値を示した皮膚の直上をセンチネルリンパ節生検のための皮膚切開線とし、２５
ｍｍの皮切を加え、センチネルリンパ節近傍までＲＩ及び色素を指標として剥離によりア
プローチする。
４．ここで、本発明のセンチネルリンパ節生検用開創器具を、皮切から下リングを指で押
込むことにより、切開創の極力深い位置まで挿入すると、前術の作用、効果により、視野
が皮下直下に展開される。（通常、この時点でセンチネルリンパ節が筋層を透かして確認
可能となる）
５．ここで、センチネルリンパ節を含む深部組織を体表側に更に挙上させたいときは、上
リング１を上方に引っ張ることにより、下リング２が追従し、更に組織が挙上される。
６．更に必要があれば、色素及びＲＩを指標としてリンパ管及びセンチネルリンパ節を、
組織を剥離しながら検索、位置を把握する。
７．青染されたセンチネルリンパ節が見つかったら、鉗子でセンチネルリンパ節を把持、
周囲組織とともに体外に誘導し、目視（青染）とガンマープローブで確認してセンチネル
リンパ節群を摘出する。
８．更に、ガンマープローブにより高ラジオアイソトープ遺残の有無を確認する。
９．採取したセンチネルリンパ節を術中迅速病理診断にて診断し、癌の転移の有無を判断
する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施の形態を示す全体構成図。
【図２】前記実施の形態の一部断面図。
【図３】本発明の器具の装着前後を示す模式図。
【符号の説明】
【００２１】
　１．　　上リング
　１１．　超弾性合金
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　１２．　保護チューブ
　２．　　下リング
　３．　　弾性シート
　３１．　シート端部
　４．　　表皮
　５．　　皮切
　６．　　切開創（内部）
　７．　　センチネルリンパ節

【図１】 【図２】
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【図３】
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