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Scar less  

Fetal  Healing 

IDEAL 

Rapid ≒
 

+ 

“Scar less wound healing” 

縫合糸・針の基本 

第44回日本眼科手術学会総会学術集会 
インストラクションコース12 

「形成外科医の眼瞼形成手術 part３形成外科的マインドを支える技術と知識」 

和歌山医科大学 形成外科 

   朝村 真一 

緻密なデザインと縫合術 

現状は、、、 

Invisible scar 

針 

吻合前 

最小限の損傷で組織を通過させ、 
最小限の抵抗で組織を刺通させる 
ことができる 

吻合後 

理想的な縫合針 

Atraumatic technique 

縫合針の種類   

（株）ベア―メディック 
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縫合糸：医療材料の中で長い歴史 

紀元前３世紀   
 亜麻の繊維 
  (動物の腱・皮ひも、馬の毛、植物の繊維) 
 
紀元  200年 
  腸線 
 
紀元1000年 
      絹糸 

第二次世界大戦後 

  合成繊維 

縫合糸の用途 

１．縫合（接合）    Suturing 

２．結紮        Ligation 

３．支持        Stay 

縫合糸の選択 

● 組織・臓器の解剖学的構造と創傷治癒に関する知識 

● 縫合材料の物理的・生物学的特徴 

● 患者要因（年齢・体重・全身状態・感染の有無など） 

吸収性 
・  

非吸収性 

天然  絹糸、カットグット（製造中止） 

 

   

 

     モノフィラメント 

合成 

      マルチフィラメント 

・ 組織通過時の組織損傷は？ 

・ 操作性は（結び目の太さ、よじれ/ねじれ）？ 

・ 感染巣になり易いのは（細菌の伝播）？ 

 

縫合糸の分類 
【吸収糸】 

【非吸収糸】 

天然 シルク 絹糸 数年以上 マルチ 

合成 エチボンド ポリエステル 数年以上 マルチ 

合成 ナイロン 
エチロン 

ナイロン 数年以上 モノ 

製品名 素材 抗張力 吸収期間 

マルチ デキソン ポリグリコール酸（PGA） 2週間 70％ 90日 

マルチ バイクリル PGA+ポリ乳酸（PLA） 
2週間 75％ 
4週間 25％ 
6週間 0 ％ 

56～70日 

モノ PDSⅡ ポリディオキサノン（PDS） 
2週間 75％ 
4週間 50％ 
6週間 40％ 

180～240日 

モノ マクソン 
PGA 
＋トリメチレンカーボネイト（TMC） 

2週間 75％ 
4週間 50％ 
6週間 25％ 

180日 

製品名 素材 吸収期間 

部位別の縫合糸の種類と太さ 

頭部 

顔面 

眼瞼 

口腔内 

躯幹 

四肢 

関節部 

減張縫合 

― 

― 

― 

― 

3-0 nylon (PDS) 

3-0 nylon (PDS) 

3-0 nylon (PDS) 

表皮縫合 

4-0 nylon 

6-0 nylon 

7-0 nylon 

4-0 vicryl 

5-0 nylon 

5-0 nylon 

4-0 nylon 

真皮縫合 

― 

5-0 PDS 

― 

― 

4-0 PDS 

4-0 PDS 

4-0 PDS 

5-0 nylon 

12-0, 11-0 nylon     ：  スーパーマイクロサージャリー 
          （リンパ管静脈吻合、切断指再接着）           
10-0, 9-0, 8-0 nylon  :    マイクロサージャリー 

 

眼瞼（目）は、 

“ 容姿の要 ” 

 

形成外科は、 

“ 美と血流の外科 ” 

眼瞼手術 
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創傷治癒 
  

－「術後半年」の理由－ 

兵庫医科大学 形成外科 

垣淵正男 

第44回日本眼科手術学会総会学術集会 
インストラクションコース12 

「形成外科医の眼瞼形成手術 part３形成外科的マインドを支える技術と知識」 

創傷治癒機転は、術直後から様々な因子が関
わりながら長期間にわたって進行し、手術の
結果に影響を与える 

創傷の定義と分類 

• 創傷とは 
• 外界の刺激、特に物理的外力に 

 よって 起こる体組織の損傷 

• 創傷の原因 
• 機械的損傷：切創、挫創、手術など 

• 熱傷、化学損傷、電撃症など 

• 褥瘡、糖尿病性壊疽、放射線潰瘍など 

• 創傷の種類 
• 急性創傷 

• 受傷直後より治癒過程が進行している創傷 

• 慢性創傷（≒難治性潰瘍） 
• 治癒過程が障害されて、遷延した創傷 

 

創傷治癒過程 
‐止血と炎症から始まる複雑な一連の生体反応 ‐ 

 
• 出血・凝固期 

• 受傷後数時間 
• 血小板の凝集 
• 血小板由来増殖因子の放出 

• 炎症期 
• 数時間～３日（２～５日） 
• 血管透過性の亢進 
• 炎症細胞（好中球など）の遊走 
• マクロファージの遊走 
• 細胞増殖因子の放出 

• 増殖期 
• ３日～約３週間 
• 線維芽細胞によるコラーゲンなどの産生 
• 血管新生・肉芽組織の形成 
• 創収縮と再上皮化 

• 成熟期 
• ３週間～６か月（２年とも言われる） 
• 肉芽組織が瘢痕に移行 
• 時に瘢痕拘縮・肥厚性瘢痕・ケロイドを形成 

 

 

治癒創傷治癒の分類 
‐１次治癒・２次治癒・３次治癒 ‐ 

• １次治癒 
• 手術創、すぐに縫合された切創など 
• 創面が接触した状態で治癒 
• 最小限の瘢痕 

• ２次治癒 
• 縫合されなかった、もしくはできなかった創傷 
• 皮膚欠損創内の肉芽組織の上に再上皮化 
• 幅広い瘢痕が形成 

• （３次治癒） 
• そのままでは上皮化しない創傷 
• 虚血性壊疽、感染創、３度熱傷など 
• デブリードマン、再縫合、植皮、 
 皮弁などの外科処置 

 
 
 
 

 

創傷治癒に影響を与える因子 
‐創傷治癒の遷延を避けるには？‐ 

• 促進要因 
• 通常の血流、体温、栄養 
• 適度な湿潤環境 
• 増殖因子 

• FGF：線維芽細胞増殖因子 
• PDGF:血小板由来増殖因子 
• EGF:表皮成長因子 

 etc. 
 

 

• 阻害要因 
• 低栄養 
• 糖尿病 
• 低酸素 
• 低体温 
• 血流障害 
• 感染 
• ステロイド 
• 放射線 
• 乾燥 
    etc. 

創傷治癒後の状態 
‐瘢痕・瘢痕拘縮・肥厚性瘢痕・ケロイド‐ 

• 瘢痕 
• 創傷治癒後、真皮および皮下組織がコラーゲン
線維を主体とした組織に置き換った状態 

• 瘢痕拘縮 
• 瘢痕の収縮により、変形や可動域制限をきたす 

• 肥厚性瘢痕 
• 発赤、隆起し、掻痒、疼痛を伴う 
• 眼瞼には稀 

• ケロイド 
• 元のキズの範囲を越えて肥厚・発赤が拡大 
• 眼瞼での発生は極めて稀 

 

 

 



2020/11/26 

2 

創傷治癒後の経過 

• 発赤 
• 3～６ヶ月で消退 

• 硬結 
• 半年から１年かけて軽減 

• 拘縮 
• １～3ヶ月で進行 

• その後は固定、または数か月～数年かけて緩徐に改善 

• 色素沈着 
• 6ヶ月～１年で改善 

 

症例：下眼瞼外傷後 

術後6か月 

修正術後1か月 

初診時 2か月後 

術後3か月 

症例：顔面外傷後 

術後2か月 術後1週間 術後3か月 

術後1年6か月 術後7か月 

症例：植皮術後 

術後2か月 術後1週間 

術後8か月 術後1年6か月 

症例：前頭筋吊り上げ術後 

術後3か月 

術後6か月 

術後11か月 

まとめ 

• 外傷後および手術後の瘢痕は数か月から数年に
わたって変化し続けるが、術後6か月以降の変
化は緩徐である。 

 

• 創傷治癒過程においては、瘢痕拘縮、肥厚性瘢
痕、ケロイドなどの追加治療を要する状態にな
り得るが、眼瞼では瘢痕拘縮以外は稀である。 

 

• 外傷後および術後の変形や瘢痕拘縮に対する手
術は、3か月目を判断の目安として、6か月目以
降に行うのが望ましい。 



2020/11/26 

1 

切開と剥離について 

形成外科医の眼瞼形成手術 part３ 形成外科的マインドを支える技術と知識 

大阪市立大学大学院医学研究科形成外科学 
元村尚嗣 

第44回日本眼科手術学会インストラクションコース 

メス刃は主に4種類 
状況によって使い分ける 
• 15番メス： 円刃刀 

 

• 11番メス：尖刃刀 

 

•眼瞼では主に15番、11番を
使用する。 

 

•他に12番、20番など。 

 

 

 

 

 

 
第44回日本眼科手術学会インストラクションコース 

切開線のデザイン 

•しわの走行は皮下の筋肉と垂直方向に走行している。 

 

•その走行に近似するRelaxed skin tension line(RSTL) 
に切開線を一致させる。 

 

•眼瞼や口唇周囲など、複数の筋肉が関与してわかりにく
い場合は、開閉瞼などで自然な皺のラインを確認する。 

第44回日本眼科手術学会インストラクションコース 

デザイン 

•切開線は竹串を使用して、ピオクタニンでデザインしている。 

 

•細かい切開線の作図が可能になる。 

第44回日本眼科手術学会インストラクションコース 

メスの持ち方・使い方 

• 15番、11番を用いる時はペンを持つように握る。 

 

•切り初めはメスを垂直に刺入し、柄を斜めにして切開
し、切開終了直前でまた垂直にして一旦引き抜く。 

 

•柄の後方を持てば、長いストロークが可能になる。 

 

•柄の前方を持てば、細かな動作が可能になる。 

 

Pen-holding 

第44回日本眼科手術学会インストラクションコース 

15番メス(円刃刀)・ 11番メス(尖刃刀) 

•刃先が丸くなっており、引く動作で切開する。 

 

•切開面とメスのなす角度がつねに15°になるように設計されて
いる。 

 

• 11番メスは刃先が尖っており、鋭的に直線の切開を切る場合や、
細かい切開を行う場合に用いる。 

第44回日本眼科手術学会インストラクションコース 
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電気メス・超音波メス 

• 生体に高周波電流を流し込むことにより切開・凝固作用を起こす。 

 

• 電気メスは300kHz程度、超音波メス(サージトロン等)は2MHzである。 

 

• 周波数の高い方が周囲組織の熱損傷が少ない。 

 

• 先端をマイクロニードルに変えれば、眼瞼等の操作が細かい部位でも使用できる。 

 

• 電気メス・超音波メスによる切開では、組織にわずかに接触する程度が良い。 

メスによる剥離 

•メスは切開だけでなく、剥離にも役立つ。 

 

•メスの刃先に抵抗があれば、手から離れる程度にゆるく持つ。 

 

•刃先を斜めに傾けながら、そぐように剥離する。 

 

•ノコギリのような使用は神経や血管を損傷する可能性があり、
行わない。 

第44回日本眼科手術学会インストラクションコース 

皮切の深さ・方向 

•まず真皮浅層まで切り込み、テンションをかけて目で確認しな
がら、真皮深層まで切り込む。 

 

•真皮縫合を行う場合、約80°の角度でハの字に皮切を行う。 

 

•表皮縫合のみ場合は、メスを皮膚に垂直にあてる事を意識する。 

第44回日本眼科手術学会インストラクションコース 

右手よりも左手を意識する 

•適度に皮膚に緊張を与える事(カウンタートラクション)が重要。 

 

•テンションのかかっていない状態で皮膚切開を行うと、うまく
切れない！ 

 

•左手で十分にテンションをかけた状態で皮膚切開を行う。 

第44回日本眼科手術学会インストラクションコース 

両手（あらゆるもの）を使って適切なテンションをかけ面を作る。 

カウンタートラクション 
眼瞼皮膚の特徴 

•皮下組織との可動性がある。 

 

•狭い術野であり、テンションがかけにくい。 

 

→左手や右手の４，５指も用いて術野にテンションをかける必要
がある。 

第44回日本眼科手術学会インストラクションコース 
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縫合法 

藤沢湘南台病院 

 

  

小久保 健一 形成外科 

 

  

横浜市立大学 

 

  

形成外科医の眼瞼形成手術 part3  

2021手術学会（京都） 

～形成外科的spirit～ 

はじめに 

一般的な外科手技 

「切開」 

「止血」 

「剥離」 

「結紮」 

「縫合」 

メスで皮膚や骨膜を切る 

バイポーラなどで焼却し血を止める 

異なる組織や層を分ける 

太い血管や組織などを糸で結ぶ 

筋膜、粘膜や皮膚を縫う 

基本手技獲得の目的 

「傷をきれいに」 

「正確な手術」 自分が、どの組織や層を扱っているかを把握し 

術野をコントロールできている。 

顔面は露出部位であるため、整容面も重要となる。 

「血腫や感染の予防」 「止血」が不十分だと術後の血腫形成をひきおこし、
その貯留液は細菌の培地となる。 

「切開」や     が稚拙だと、傷跡が目立つ。 

「止血」が不十分だと、創傷治癒が遅れる。 

「縫合」 

縫合 

真皮縫合 

皮膚縫合 

Tensionのかかる部位に用いる 

身体全体：ほとんどの部位に適応（例外：手掌、足底） 

眼周囲：眉毛上、眉毛下、内眼角 

全ての部位に用いる 

（特に、曲げ伸ばしする部位では肥厚性瘢痕になりやすい） 

（ダーマボンド、ステープラーを用いる事もあるが、縫合を超える創閉鎖方法はない） 

Everting suture：結紮後に創が隆起。創傷治癒過程で創が平坦化 

（皮膚縫合の抜糸後も、創にTensionがかからないようにする必要） 

Inverting suture：結紮後に創が陥凹。陥凹が残存してしまう 

（眼瞼下垂時の予定外重瞼線を防ぐために使用する術者） 

眼周囲の真皮縫合の選択 

真皮縫合+皮膚縫合 皮膚縫合のみ 

眉毛挙上固定 

挙筋短縮 

眼瞼内反症 
下壁骨折 Lynch切開 

DCR 

眉毛下余剰皮膚切除 

Wright切開 

真皮縫合 

Bad Good 

糸を出す向きに注意が必要 

結紮の際、糸を引っ張る向きにも必要 
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同じ向き（右に糸）に糸を出す 結紮（赤：糸側）（黒：針側） 赤い糸を右 

大前提：真意縫合では、糸は創と平行に引っ張る 

（皮膚縫合では、糸は創と垂直方向に引っ張る） 

黒い糸を左 

赤い糸を右に引っ張る 

黒い糸を左に引っ張る 

どっちでも同じ 

or 

or 黒い糸が縦にある青い糸と干渉して切れやすい 

（小久保健一 眼科手術第33巻第3号 2020） 

皮膚縫合のコツ 

皮膚縫合 2種類の縫合法 

Inverted (inverting) suture 

Everted (everting) suture 

創に向かって浅く針を入れて 創から離れる向きで針を出す 

創から離れるように深く針を入れて 創に近づく向きで針を出す 

強膜を縫合するようなイメージ 

Everting suture における針の出し方 

左手の摂氏で皮膚にカウンターをかけることで、針の刺出も90度にできる。 

男結び 女結び 

男結び と 女結び 

青の糸 上 下 上 

上 下 上 

青の糸 上 下 上 

上 下 下 

ほどけにくい あとからknotを押すことで更にしめることができる 

男結び 外科結び 

男結び と 外科結び 

青の糸 上 下 上 

上 下 上 

青の糸 上 下 上 

上 下 

上 下 

上 

1回目の結紮が一度多い、男結び。ほどけにくい。 

まとめ 

真皮縫合 

皮膚縫合 

糸を出す向き 

糸を引っ張る方向 

に注意をする。 

Everting sutureは、皮膚に垂直に針をいれ、垂直にだす。 

男結びや外科結びをすることで、術後の糸のゆるみがなくなる。 
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形成外科医の眼瞼形成手術 part３ 形成外科的マインドを支える技術と知識 

 

眼瞼形成手術における局所麻酔法 
日本医科大学武蔵小杉病院眼科 眼形成外科 

村上 正洋 

第44回日本眼科手術学会インストラクションコース 

はじめに 
 

麻酔から眼瞼形成手術は始まっている。 
 

 

 

 麻酔による内出血や腫脹などの問題は、手術結果の精度に影響する。 
 

 細かい操作を必要とする眼瞼形成手術では無痛状態が必要となる。 
 

 眼球に接する眼瞼の手術では、患者は恐怖を感じやすい。 
 

 片側ずつ行うことや修正術で複数回の手術になることが珍しくない眼瞼形成
手術では、初回手術時の痛みは次の手術の障壁となる。 

第44回日本眼科手術学会インストラクションコース 

眼瞼形成手術に必要な解剖 
 
 
知覚神経の走行             血管の走行 

上眼瞼の眼窩上

神経、下眼瞼の眼
窩下神経ともに眼
瞼に扇状に枝を広
げる。 

主に眼輪筋下を
走行する。 

最少量で効果的に麻酔をかける。 

動脈系、静脈系 

ともに鼻側と耳側
が連絡するアー
ケード状の形態を
呈している。 

太い血管は主に
眼輪筋下を走行
する。 

内出血を回避する。 

村上正洋：眼瞼の形成外科手術における局所麻酔のコツ．PEPARS.72：1-8,2012 より引用 
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眼瞼形成手術に必要な麻酔方法 
 

３種類の麻酔方法を３種類の臓器に使用する。 

 

１．点眼麻酔 

  眼表面の麻酔：角板や狭瞼器の使用時 

  瞼結膜の麻酔：瞼結膜の浸潤麻酔前 

 

２．浸潤麻酔 

  狭義の局所麻酔で眼瞼形成手術の中心となる麻酔法 

  術野内の皮下や結膜下に麻酔薬を直接注入 

  エピネフリンの混注による止血効果 

 

３．伝達麻酔 

  術野外の神経周囲に麻酔薬を注入 

  →エピネフリンを術野に効かせられない。 
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眼瞼形成手術に必要な麻酔方法 
 

３種類の麻酔方法を３種類の臓器に使用する 

 

１．角膜・球結膜 

  点眼麻酔のみで可能 
 

２．瞼結膜 

  無痛を得るには円蓋部への浸潤麻酔が必要であるが、 

  皮膚側から皮下へ行う浸潤麻酔でも効果は及ぶ。 

 

３．皮膚 

  浸潤麻酔 and/or 伝達麻酔を選択 

第44回日本眼科手術学会インストラクションコース 

眼瞼形成手術における局所麻酔のポイント 
 

ミリ単位の調整が必要な眼瞼形成手術では、内出血や腫脹は手術
の障害となる。 

 

１．内出血の回避 
  １）結膜側 
    可視できる縦に走行する血管を避ける。 
    深く刺入しない（瞼縁動脈弓は絶対に避ける）。 
  ２）皮膚側 
    眼輪筋に刺入しない。 
  ※注射針の選択（23G～34G） 
   
２．腫脹の回避 
   最少量の麻酔薬を必要最小範囲に注入する。 
  ※シリンジの選択（１ｍｌ～５ｍｌ） 
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眼瞼形成手術における局所麻酔薬 
 

最も一般的なキシロカイン注射液エピレナミンの基本事項 

 

１．濃度 0.5%, 1.0%, 2.0% 

   広く浅く～狭く深く 
 

２．エピネフリン 

   出血量の減少 

   作用時間の延長 

 

３．禁忌（添付文書） 
   狭隅角や前房が浅いなど眼圧上昇の素因のある患者（眼科    

   領域等の麻酔に用いる場合）［アドレナリンにより、閉塞隅角 

   緑内障患者の発作を誘発することがある。］ 
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疾患別麻酔方法 

 
１．眼瞼下垂 

 

１）眼瞼挙筋前転法 

 ①皮膚側からのアプローチ 

   皮膚側からの注入は必須 

   狭瞼器を使用するなら結膜側からの注入と点眼麻酔も必須 

 ②結膜側からのアプローチ 

   結膜円蓋部への注入が必須 

  ※エピネフリンのミュラー筋への作用に注意 

   

２．前頭筋吊り上げ術 

  眼瞼挙筋前転法同様に浸潤麻酔が基本であるが、眼窩上神経 

  への伝達麻酔の併用も有効 

村上正洋：眼瞼の形成外科手術における局所麻酔のコツ．PEPARS.72：1-8,2012 より引用 
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疾患別麻酔方法 

 
２．眼瞼（睫毛）内反 

 

１）縫合法（上眼瞼） 
 縫合針の刺入部位のみ（結膜側と皮膚側の各々）に最小量  

 （0.02~0.05ml）を注入 

 →刺入部位に出血させないことが手術精度を上げるために極めて 

   重要 

 

２）皮膚切開法（下眼瞼） 
 眼瞼挙筋前転法と基本的には同じであるが、エピネフリンの平滑筋   

 への作用を上眼瞼ほど考慮しなくてよい。 
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疾患別麻酔方法 

 
３．皮膚弛緩症 

 

１）眉毛下皮膚切除術 

 皮膚が厚い。 

 広い範囲に麻酔を効かす必要性がある。 

 →太めの注射針（23G-27G)やカテラン針の利用 

 

２）重瞼部皮膚切除術 

 皮膚切除に重点が置かれるため、眼瞼挙筋前転法より広い範囲  

 に麻酔を効かせる必要があるが、単純な皮膚切除であれば結膜 

 側の麻酔は不要である。 
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疼痛回避に対する工夫 
 

痛みを軽減したり紛らわすことができる方法 

 

１．リドカインテープ 

  術前３０分前から貼付する。                                  

   皮膚の薄い眼瞼では麻酔効果が期待できる（適応外使用） 
 

２．アイスボール（仮称） 

  手術グローブの指の部分を用いて球状の氷を作成する。   

   注射部位に押し当ててから刺入する。 

 

３．つまむ、叩く 

  注射部位をつまんだり叩いたりする（tapping technique）。 

 

４．麻酔薬の温度調整 

  麻酔薬を肌温に温める。 
村上正洋：眼瞼の形成外科手術における局所麻酔のコツ．                                 

PEPARS.72：1-8,2012 より引用 
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演者の私見 
 

眼瞼挙筋前転法における演者の麻酔法の実際 
 

１． キシロカイン注射液エピレナミン（１：１００，０００）含有を使用する。 
   →演者が使い慣れている。どのクリニックにもある。 
 

２． 点眼麻酔は使わない。 
   →基本的に必要はない。 

     以前に術後数十分経ってから眼球の痛みを訴えた患者を経験した。 
 

３． 結膜側には浸潤麻酔をしない。 
   →エピネフリンのミュラー筋への作用を回避したい。 

     行わなくても手術は十分に可能である。 
 

４． 30-34Ｇ注射針を使用し、皮膚側（皮膚直下）に最大量で１ｍｌの注入とする。 
   →内出血と麻酔薬による腫脹を回避したい。 
 

５． １ｍｌ用のシリンジを使用する。 
   →最小量の麻酔薬を正確に効かせたい部位に注入するための取り回しが容易である。    
 

６． 術中の追加注入は極力しない（閉創時を除く） 
   →手術精度を上げるために避けたい。 

     手際のよい手術で切り抜ける（目標）。 
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演者の私見 
 

眼瞼挙筋前転法における演者の麻酔法の実際 
 

７． 両側の場合は同時期に注射する。 
   →同時に麻酔を作用させることで少しでも左右差を回避したい。 
 

８． 耳側から注入する。 
   →皮膚刺入部からの出血は避けられないため、手術操作に最も影響が少ない耳側か 

     ら刺入を開始する。次いで、麻酔薬でできた膨疹部に刺入しながら順次進むと、手   

     術操作が最も難しい鼻側の出血を避けられる。 

     必要に応じてdigital diffusion techniqueを利用する。 
 

９． 鼻側には十分に注入する。 
   →鼻側が最も痛みを感じやすく、出血もしやすい。 
 

10. 注入後５分待ってから執刀する。 
   →エピネフリンを十分に効かすためであるが、なかなか実行できない。 

 

※術者により局所麻酔の方法は様々ですが、局所麻酔の時点から手術は始まっています。     

  術中定量せずに前転量を決め打ちする方針（瞼板上縁にホワイトラインを縫着するなど）            

  であったり、狭瞼器を使用するために、大量の局所麻酔薬を注入することもあります。  

  それはそれで全く問題ありませんので、ご自身の慣れた方法を身に付けてください。 


