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上眼瞼脂腺癌に対し腫瘍切除術および眼瞼再建術を施行した 1 例
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要約：上眼瞼悪性腫瘍切除の際に，眼瞼再建を同時に施行した症例を経験したので報告する．症例は 50
歳女性．右上眼瞼外側の脂腺癌について腫瘍切除および上眼瞼再建を施行した．切除幅が 17 mm に及び，
単純縫縮による再建は困難であったため，Z 形成術を用いて再建した．外眼角から耳介方向やや上方へ下に
凸の切開線をデザインした．その結果，術後 1 週間で開瞼可能になり，3 カ月ほどで創部はほとんど目立た
なくなった．機能的にも大きな問題はなかった．結論として眼瞼悪性腫瘍切除後，欠損部が大きく単純縫縮
による再建術が選択しがたい場合であっても，今回のような Z 形成術を用いることで端々縫合による再建
が可能であり，術後の整容的・機能的合併症を減少させるうえで有用と考えられた．
東邦医会誌 62（4）
：261―264，2015
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眼瞼腫瘍は切除の際，safety margin を考慮すると切除

た．当科初診時，右眼の上眼瞼縁，外眼角付近に 8×4 mm

幅が眼瞼全体の 1!
3 以上と大きくなることがある１―８）．切除

大の隆起性病変を認めた（図 1）
．まず腫瘍切除を施行し，

幅が大きい場合，単純縫縮が困難であるうえに，単純縫縮

病理検査にて脂腺癌との診断であった（図 2，3）
．臨床経

では創部皮膚のひきつれや皺が術後に残存し，機能的・整

過および診察所見から，診断に矛盾はなかった．検体の断

容的に問題となることが多い．一般的には，1!
2 以上の欠

端に腫瘍細胞を認めていたため，追加切除および上眼瞼再

損ではなんらかの皮弁や移植による再建を施行した方が良

建を施行した．

２―６）

3 程度であれば外眼角切開術
いとされている ．また，1!

手術は safety margin を 4.5 mm とって眼瞼を切除した．

などを併用した端々縫合術が施行可能であり，眼瞼欠損部

切除幅は縦（中央最大部）13 mm×横 17 mm に及び，眼

の再建方法にはさまざまな方法が用いられている１―１２）．今

瞼全体の幅 35 mm に対し 1!
2 弱であった．単純縫縮が困

回われわれは，上眼瞼の脂腺癌切除後の再建に Z 形成術

難であると考えられたため，Z 形成術を用いて再建した２―４）．

を用いた症例を経験したので報告する．

外眼角から耳介方向やや上方にむけて緩やかに下に凸の切

症
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開線をデザインした１―４）．その先端に Z 形成術の要領で皮
弁を作製した（図 4）
．外眼角靱帯を切離した後，瞼板組

50 歳，女性．

織は単純縫縮し，皮弁を反転させて皮膚筋層を鼻側へ移動

1 年ほど前より右上眼瞼にしこりを自覚した．他院眼科

し端々縫合した（図 5）
．

，
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術直後より疼痛は軽度，自制内であった．創部の腫脹を
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図4

術中写真：再建用デザイン

図 1 外眼部写真：眼瞼縁に表面に血管の集簇を伴った隆
起性病変が見られる．

図5

術中写真：上眼瞼再建

図 2 病理写真［Hematoxylin-Eosin（HE）染色］
：類円形
腫大核を有する異型細胞が分葉状構築を示している．

図6

外眼部写真：術後 1 週間経過，開瞼可能に．

認めたが，縫合不全などの急性期合併症は認めなかった．
手術から 1 週間程度で患眼は開瞼可能になった（図 6）
．
再建部は睫毛を欠いたものの，3 カ月ほどで整容的にほと
んど目立たなくなった（図 7，8）
．また，機能的にも大き
図 3 病理写真［Hematoxylin-Eosin（HE）染色］
：類円形
腫大核を有する異型細胞が分葉状構築を示している．

な問題は生じなかった．

東邦医学会雑誌・2015 年 12 月

眼瞼脂腺癌切除および眼瞼再建した 1 例

図 7 外眼部写真：術後 3 カ月経過，創部はほとんど目立
たない．
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察

図8
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外眼部写真：術後 3 カ月経過

本症例のように欠損幅が眼瞼全体の 1!
3 以上 1!
2 未満の
場合，結膜側に余裕があって後葉が縫縮可能な場合は外眼

眼瞼は独特な層構造をなしており，再建の際には隣接部

角側方で皮弁を用いて皮膚筋層を延長することで，再建が

位の眼瞼組織を用いることが理想的である．また眼瞼とい

可能と考えられた．皮弁のデザインはさまざまな方法があ

う部位は整容的な側面での役割も大きく，皮膚の色調・厚

るが，Z 形成術は眼科単独で行うことが出来るうえに，小

さなど color match・texture match を考慮すると隣接部

さい術野でも施行可能な比較的簡便な術式であり，大変有

位を端々縫合する方法が最も優れると考えられる．また，

用と考えられた．

さまざまな術式の中でも単純縫縮は手技が比較的簡便であ
ると言える．よって，術式の第一選択として単純縫縮を検
討することは重要である．
しかしながら，単純縫縮のみでの眼瞼再建では，欠損部
が大きい場合にはたとえ端々が合わせられたとしても，創
部皮膚の緊張が強くなってしまう．そのため創部に不自然
な皺が寄ってしまううえ，瞬目など眼瞼運動の際に障害と
なることが考えられる．特に上眼瞼では，無理な水平移動
により結膜円蓋部に皺が生じ，導涙障害などを合併する可
能性もある．また，過度な眼瞼皮膚の緊張は眼瞼下垂の誘
因にもなり得る２）．そのため，欠損幅・部位などそれぞれ
の症例に合わせて，眼瞼再建の術式選択には注意が必要で
ある．
欠損幅が眼瞼の 1!
3 未満であれば単純縫縮が可能と考え
られる．結膜は皮膚に比べ伸縮性に富んでおり，欠損幅が
眼瞼全体の 1!
3 程度であれば皮膚側のみの延長で再建でき
ることが多いため，外眼角側方で皮弁を用いて再建するこ
とで眼瞼皮膚の水平方向の延長および減張が可能になる．
さらに欠損幅が大きくなり眼瞼全体の 1!
2 を超えるような
症例では後葉再建を考慮した方法が必要となる２，４，１２）．
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Z-plasty Reconstruction of a Defect Caused by Resection
of Eyelid Sebaceous Carcinoma: A Case Report
Nanae Dobashi１） Yuji Katayama１） Yasuhiro Gonda１）
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Department of Ophthalmology (Omori), School of Medicine, Faculty of Medicine, Toho University
Department of Surgical Pathology (Omori), School of Medicine, Faculty of Medicine, Toho University
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ABSTRACT: We report a case of upper eyelid reconstructive surgery using Z-plasty for an upper eyelid
defect caused by excision of a malignant tumor. The patient was a 50-year-old woman. Malignant tumor excision and upper eyelid reconstructive surgery were performed for a sebaceous gland carcinoma on the outside of her right upper eyelid. The excision width was 17 mm and reconstruction by simple reefing was difficult. We therefore decided to perform Z-plasty reconstruction. The patient was able to open her eyes within
approximately 1 week after reconstructive surgery. The surgical wound had almost disappeared within 3
months. The patient exhibited no functional difficulties. Reconstructive surgery with Z-plasty appears to be
effective in reducing postoperative cosmetic and functional complications among patients for whom a reconstructive operation by simple reefing would be difficult due to the presence of a large defect after excision of
a malignant eyelid tumor.
J Med Soc Toho 62 (4): 261―264, 2015
KEYWORDS: eyelid, sebaceous carcinoma, reconstruction
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