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特集：Abdominal Compartment Syndrome の病態と治療

Wittmann patchTM を用いた open abdominal management

済生会横浜市東部病院救命救急センター
松本松圭，廣江成欧，清水正幸，山崎元靖，豊田幸樹年，折田智彦，佐藤智洋，北野光秀

要旨：背景；近年，ダメージコントロール手術の繁用に伴い，腹部コンパートメント症候群を経験することが多
くなった。そのため，通常の方法では閉腹できないことがある。そのような症例に対してわれわれは Wittmann 
patch（以下，WP）を使用している。適応；緊急開腹手術にて腹壁の緊張が著しい場合には，一時的仮閉腹を
行っている。閉腹手術の際には，腹腔内圧をモニターリングし，12mmHg 以上の場合には，無理な閉腹は行わ
ず，WP を使用する。成績；8 例の症例に対して使用した結果，平均 6.5 日（4 ～ 8 日）で閉腹可能であった。根
治的閉腹術は導入後平均 6.5 日で施行されており，達成率は 100％であった。今のところ全例に腹壁瘢痕ヘルニ
アは認められていない。結語；長期 open abdominal management でも，WP を使用し腹腔内圧をモニターする
ことで安全に閉腹ができる。

【索引用語】腹部コンパートメント症候群，wittmann patch，difinitive abdominal closure，open abdominal 
management

は じ め に

腹部救急領域を担う医師であれば，腹腔内圧の上昇
がもたらす弊害を経験するはずである。腹腔内圧上昇

（intra ─ abdominal hypertention： 以 下，IAH） は 重
症患者において高率に発症する 1）。しかし，腹部コン
パートメント症候群（abdominal compartment syn-
drome：以下，ACS）の概念を認識し，早期から適切
な対応を行わなければ重症腹部疾患の患者を救命する
ことはできない。World Society of Abdominal Com-
partment Syndrome（WSACS：http://www.wsacs.
org/）では ACS の治療アルゴリズムを提唱している。
腹腔内圧を減少させる治療はいくつかあるが，重症患
者では最終的に外科的減圧術を避けられないこともあ
る。また，長期の Open abdominal management（以下，
OAM）を行えば，腹直筋は退縮し閉腹不可能となる
ことがある。それを防ぐために種々の閉腹方法が開発
されているが 2），わが国における OAM に関する学会
発表や論文は少なく，認知度は極めて低いと思われる。
近年，OAM で問題となる腸瘻や巨大腹壁ヘルニアの
発生を予防できる根治的閉腹術（Definitive primary 
abdominal closure：以下，DAC）の一つとして Witt-
mann PatchTM が紹介された 3）。当院では 2010 年より，
Wittmann patch を使用した OAM を行うことで，今
までの方法では閉腹できなかった症例も閉腹できるよ
うになった。本稿では筆者らの経験と文献的考察から
Wittmann patch の現状と問題点について述べる。

Ⅰ．当施設における OAM・DAC の変革

1950 年代より済生会神奈川県病院交通救急セン
ターで多くの重症患者を診療してきた。交通戦争と言
われた時代であり，重症外傷患者は多かったが，
OAM を経験する症例は以外にも少なかった。ACS
の概念はなく，重症膵炎による壊死部が残存する場合
や術後創感染からの腹壁哆開で閉腹できない場合に，
やむを得ず OAM を行っていた。この時代には OAM
の特異的管理はしておらず，腸瘻発生の予防に努め，
腸管を乾燥させないように濡れたガーゼで覆ってい
た。2000 年頃から当院でもダメージコントロール手
術（Damage control surgery：DCS）の概念を取り
入れることにより，OAM を行う機会が急激に増加し
た。一時的閉腹（Temporary abdominal closure：以下，
TAC）として輸液バックを用いた silo closure，もし
くは皮膚のみを縫合閉鎖する simple skin closure が
主流であったが，2005 年からは vacuum packing clo-
sure（以下，VPC）を行うようになった。DAC とし
ての特殊手技はなく，閉腹できない場合には肉芽形成
後に分層植皮術などを行う計画的巨大腹壁ヘルニアが
作成されたが，高率に腸瘻が発生し，管理に難渋する
ことが多かった。腸瘻や巨大腹壁ヘルニアまた ACS
の再燃など OAM における重大な問題を解決するため
に，2010 年から当院では DAC の方法として Witt-
mann patch を導入することとなった。

Ⅱ．Wittmann patchTM　（図 1）

米国の Starsurgical 社（Starsurgical, Inc, Burling-
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ton, WI）から 1,440 ドルで販売されている。本邦へは
未入荷であるため，当施設では個人輸入を行い，院内
倫理委員会での審査の後，十分なインフォームドコン
セントのもと使用している。Wittmann patch は TAC
の一環として VPC と併用して使用している。その効
果は腸管を保護するのみではなく，IAP を調節しな
がら腹壁を一定張力で引き寄せ，腹壁退縮の予防およ
び閉腹を可能にする。
適応）OAM で 7 日以上経過しても閉腹できない症例。
素材・原理）ベロクロ様の 2 枚からなる接着性高分子

ポリマーシートである。両腹壁創縁にシートを非吸
収糸で連続縫合し装着する。用手的にシートを引っ
張り，腹壁を中心に引き寄せ（tightening），ベロ
クロでシートを固定する。さらに時間をかけて両腹
壁を徐々に引き寄せる。シートの下には癒着防止の
ためビニールシート（腸バックを加工）を挿入し，
シート上には 8mm プリーツドレーンを 1 本留置し，
50mmHg で吸引陰圧をかけ，イソジンドレープで
パックする。これを繰り返すことで腹壁辺縁に一定
の引き寄せる力が加わり，腹壁が進展し閉腹可能と
なる。

Ⅲ．当院での成績（表 1）

2013 年 2 月までに当院では 8 例に Wittmann patch
を使用してきた。外傷のみならず，急性腹症や血管外
科領域にも需要があった。パッチは初回術後平均 8.3

日で導入しているが，初期は院内に在庫はなく必要に
なってから商品を注文していたこともあり，導入日は
遅い傾向にあった。DAC は導入後平均 6.5 日で施行
されており，達成率は 100％であった。しかし，1 例

（症例 7）のみ Component separation technique の併
用が必要であり，さらに recurrent ACS のため，腹
壁哆開となった。その原因は肝膿瘍が残存しており，
全身状態の改善が得られなかったためと考えられた。
術後観察期間は短いが，今のところ全例に腹壁瘢痕ヘ
ルニアは認められていない。

Ⅳ．症例提示

症例 3 多発外傷（ISS59）（図 2）：27 歳，男性。電車
と衝突し，重症ショック状態で当センターへ搬送とな
る。顔面骨折（Le FortⅡ型），右多発肋骨骨折，右血
気胸，肝損傷（外傷学会分類Ⅲb 型），不安定型骨盤
骨折（AO 分類 C1），両下腿骨折を認め，緊急開腹止
血術および血管塞栓術を施行した。肝損傷に対して肝
縫合術およびガーゼパッキングを行い，ダメージコン
トロール手術として OAM/VPC を行った。生理学的
異常が改善されたため，約 36 時間後にパッキングガー
ゼ除去を行うが，腸管浮腫および後腹膜血腫が著しく
閉腹できなかった。術後 13 日が経過しても腸管浮腫
に変化はなく，閉腹できないため，Wittmann patch
を装着した。ICU にて 48 時間間隔で洗浄および
tightening を行った。Wittmann patch 導入より 7 日

図 1　a． Wittmann patch（ベロクロ様の 2 枚からなる接着性高分子ポリマーシート）
を両腹壁創縁に縫合固定する。ベロクロをくっ付け，腹腔内を覆う。
b． 用手的にシートを引っ張り，腹壁を中心に引き寄せ，ベロクロでシートを
固定する（tightening）。時間が経つと腹壁が伸びる。
c． 腹腔内圧に注意しながら 48 時間間隔で Tightening を繰り返す。
d． 適切な開腹管理を行い，腸管浮腫は軽減し，閉腹可能となる。
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には腹壁創縁距離が 3cm で IAP が 8mmHg であり，
容易に閉腹が可能であった。その後も口腔外科および
整形外科的手術を数回にわたり施行し，第 56 日に退
院となった。
症例 4 急性腹症（汎発性化膿性腹膜炎）（図 3）：53 歳，
男性。一過性意識消失および腹痛で当院へ搬送となる。
重症ショック状態であり，CT 上消化管穿孔が疑われ，
緊急手術となる。開腹所見では，S 状結腸憩室穿孔・
汎発性化膿性腹膜炎（Hinchy grade Ⅳ）を認め，ハ
ルトマン手術を施行した。腸管浮腫著明であり，術中
イレウス管を挿入し腸管内容物を吸引するが閉腹困難
であり，OAM/VPC を施行した。術後 7 日にはショッ
ク状態と炎症反応は改善したが，腹壁の退縮と腸管浮
腫が著しく，定型的閉腹は困難であった。術後 17 日
に Wittmann patch を導入した。IAP を観察しながら，
48 時間間隔で tightening を施行し，術後 26 日に閉腹
できた。SSI などの閉腹に伴う合併症なく，術後 48
日に退院となった。術後 1 年で腹壁ヘルニアは認めず，
人工肛門閉鎖術を施行した。

Ⅴ．考　　察

腹部重症患者では IAH が高率に発症するにもかか

わらず 4），認識されていないことが多い。特に多発外
傷や大量後腹膜血腫を伴う患者では，早期から客観的
指標として膀胱内圧測定を開始するべきである。腹部
理学所見からでは IAH を察知することは困難であ
り 5），われわれの施設では閉腹する際に膀胱内圧を測
定し IAH であれば，無理に閉腹せず OAM へ移行し
ている。また，腹部疾患に限らず ACS のリスクが高
い ICU 患 者 で も， 積 極 的 に 膀 胱 内 圧 を 測 定 し，
20mmHg 以上かつ臓器障害を認めるようであれば，
外科的減圧術を行っている。

OAM における TAC の方法として，タオルクリッ
プ法，シリコンシート，メッシュを用いた方法および
silo closure などさまざまな方法が報告されてきたが，
現在，ほとんどの施設で VPC が選択されており，そ
の有用性（簡便かつ減張および経済的）から標準的手
法となりつつある 6）。DAC を成功させるためには，
適切な呼吸・循環・栄養・感染管理が必要であること
は言うまでもないが，腹腔内を良好な状態にしておく
ことも重要である。われわれは，DAC の準備として，
①腹腔内の汚染・感染を防ぐ，②腹壁と腸管癒着の予
防，③腹部創縁腹直筋筋膜の保護，④腸瘻発生の予防
に配慮した OAM を行っている。処置として注意する

表 1　 当院における Wittmann patch の成績

症例
（年齢 / 性別） 受傷・疾患 ISS APACHE Ⅱ TAC WP

導入日
閉腹まで
の日数 DAC 腹壁瘢痕

ヘルニア 転帰

1（57/F） Fall
骨盤骨折・肩甲骨骨
折・肝損傷・大腿骨
骨折

34 39 VPC 11POD 4 日 成功 なし 生存

2（65/M） Fall
総胆管損傷・肝損傷・
右肋骨骨折

13 25 VPC 11POD 7 日 成功 なし 生存

3（27/M） 電車と接触
肝損傷・骨盤骨折・
下顎骨骨折・肺挫傷

59 24 VPC 12POD 8 日 成功 なし 生存

4（53/M） S 状結腸憩室穿孔
汎発性化膿性腹膜炎 - 41 VPC 16POD 7 日 成功 なし 生存

5（61/M） 腹部大動脈瘤破裂 - 28 VPC 2POD 10 日 成功 あり 生存
6（84/M） 腹部大動脈瘤破裂 - 36 VPC 5POD 7 日 成功 - 死亡

（MOF）
7（87/F） 交通外傷

肝脾腎損傷・骨盤骨
折・ 大 腿 骨 骨 折・
SAH・多発肋骨骨折

66 37 VPC 6POD 7 日
成功

（CST
併用）

-
死亡

（腹壁
哆開）

8（35/M） 交通外傷
肝腎損傷・骨盤骨折・
頭蓋底骨折・多発肋
骨骨折・肺挫傷

50 32 VPC 3POD 2 日 成功 なし 生存

ISS：Injury Severity Score, APACH Ⅱ score：Acute Physiology and Chronic Health Evaluation, TAC：Temporary Ab-
dominal Closure, VPC：Vacuum Packing Closure, POD：Post Operative Day, CST：Component Separation Technique, 
MOF：Multiple Organ Failure 
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点は，VPC のビニールシートを腸管と腹壁を隔てる
ようにしっかり腹部全体に広げることが，腹壁の癒着
および腸瘻発生予防に効果的である 3）。適切な全身お
よび腹部管理を行うことで，60％以上は特別な手法を
用いずに定型的閉腹術は可能である 7）8）。しかし，定
型的閉腹ができない症例も存在し，Dubose ら 7）は
OAM が施行された外傷患者 572 例を用いた前向き研
究から，再開腹の必要性，腹腔内感染・敗血症，急性
腎不全，腸瘻発生に加え ISS15 以上が DAC の失敗に
関する独立した予後因子であると報告している。

長期 OAM 後の閉腹困難症例における DAC に関し
てもさまざまな方法があるが，標準的治療は確立され
ていないのが現状である。現在，DAC が困難な症例
に対して，① Wittmann patch，② Vacuum ─ assisted 
closure， ③ Dynamic abdominal suture closure の 3
種類の方法が主流となっている。米国西海岸外傷会議
ではこれら 3 種のいずれかを用いることでほとんどの
症例で DAC が可能であると結論付けている 2）。これ
らの手法はすでに各種製品化（ABTheraTM, ABRA Ⓡ

など）され，海外では市販されているが，本邦では販
売されていない。しかし，Vacuum ─ assisted closure
は，Barker の原法の様にイソジンドレープと吸引機
を用いて自家製で使用可能である 9）。また，KCI 社か
ら腹部専用ではないが陰圧閉鎖療法の製品（V.A.C）
が本邦でも販売されており，応用できるかも知れない

（http://kcij.com/vac-therapy/ce_epi）。Vacuum ─ as-
sisted closure は，腸管の保護，腹壁への癒着を防止し，
また，筋膜の損傷を最小限にしながら開腹創面積を減
少させる効果が期待できる。しかし，長期化した
OAM では腹壁創縁筋膜を引き寄せる効果には限界が
ある。一方，Wittmann patch と Dynamic abdominal 
closure は腹壁を直接持続的に中心方向へ張力を発生
させる方法である。さらにこれらの方法は陰圧閉鎖療
法を併用する。これらの製品は本邦では入手できない
ため，非吸収性メッシュ（ポリテトラフルオロエチレ
ン）を用いて，繰り返しメッシュを短縮縫合すること
で代用できる 10）。しかし，非吸収性メッシュに OAM
の保険適用はなく非常に高額であるため，実用は難し
い。どの方法も一長一短はあるが，その選択は術者の
好みや慣れによるところが大きく，今後は前向きのラ
ンダム化した研究が望まれる。これらの方法を使用し
ても，DAC ができない症例には吸収性メッシュや
Component separation technique を使用するか計画
的巨大腹壁ヘルニアを選択するしかない。

現在，われわれの施設では 2010 年より Wittmann 
patch を 8 例に使用してきた。Temporary bridge と
して OAM の初期より Wittmann patch を使用しても
問題はないが，OAM の多くは早期に定型的閉腹が可
能であることから，コスト面を考慮して TAC は基本
的には VPC を使用している。それゆえ，7 日以上

図 2　 a．ガーゼパッキング・ダメージコントロール術後，open abdominal manage-
ment。腸管浮腫および後腹膜血腫が著しく閉腹できない。
b．  術後 13 日で Wittmann pactch を装着する。
c．  Wittmann patch 導入後 7 日で根治的閉腹術を施行。
d．  術後 6 ヵ月。腹壁瘢痕ヘルニアは認めていない。
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態へ保つ必要があるが，Wittmann patch では創縁に
パッチを縫合装着し tightening を行うため，創縁が
損傷する恐れがある。この不安を解決するために最近
では Starsurgical 社より TAWTTM（trans Abdominal 
Wall Traction：http://www.starsurgical.com/tawt.
html）が販売されており，腹壁全層とパッチを固定
することで腹壁筋膜創縁に操作を加えず保護すること
ができる。

計画的巨大腹壁ヘルニアは腸瘻やヘルニアなど高い
合併率を伴い，長期入院および多額の医療費を免れな
い。さらに計画的巨大ヘルニアは患者の生活の質が下
がり，多大なる精神的苦痛を受けることが知られてお
り，極力避けなければならない 13）。一旦腸瘻が発生
してしまえば DAC は困難であるため，コメディカル
を含めた全医療従事者による合併症を意識した丁寧な
OAM も重要である。さらに Wittmann patch などの
閉腹デバイスを使用することで，ほとんどの症例は
DAC が可能である。しかし，わが国での OAM/DAC
に関する認識は低く，限られた医療資材で OAM/
DAC を行わざるを得ない。安全な OAM/DAC を行
うためにも，本邦での閉腹デバイスの導入が待たれる。

OAM が必要で定型的閉腹が困難な症例のみ Witt-
mann patch の適応としている。われわれの経験では
Wittmann patch は良好な成績が得られ，文献的にも
外傷や急性腹症患者において Wittmann patch の
DAC 成功率は 80％以上とされる 11）12）。さらに急性
期のみならず，慢性期の巨大腹壁瘢痕ヘルニアにも使
用されている。また，ベロクロで容易に開け閉めがで
きるため，IAP が上昇した際には迅速に IAP が許容
範囲まで低下するよう減張できることも大きな特徴の
一つである。残念ながら今のところ Wittmann pacth
に関する質の高い研究はなされていないが，われわれ
は臨床使用経験から非常に有益な手法であると確信し
ている。Wittmann patch の使用にあたって tighten-
ing 後に腹壁創縁距離と IAP を評価することが DAC
を成功させるうえで極めて重要である。DAC が可能
と判断できる明確な基準はないが，当施設では腹壁創
縁距離が 2cm 未満かつ IAP が 10mmHg 以下を目安
とし，今のところ問題ない。

Wittmann patch 除去後の DAC では，手術創感染
や腹壁哆開の可能性を懸念し減張縫合を必ず追加して
いる。また，DAC のために腹壁創縁筋膜を良好な状

図 3　 a．汎発性化膿性腹膜炎術後 15 日。全身状態改善するが，腸管浮腫が激しく，閉腹で
きない（腹壁創縁距離 20cm 以上）。
b．術後 17 日，Wittmann patch を導入する（腹壁創縁距離 15cm）。
c，d．腹腔内圧に注意しながら Tightening を行う。Tightnening 直後，膀胱内圧は上
昇するが，時間とともに腹壁は進展し，腸管浮腫も改善するため膀胱内圧は低下する（腹
壁創縁距離 6cm → 3cm）。
e．術後 1 年。腹壁瘢痕ヘルニアは認めず。人工肛門閉鎖術を施行した。

＞20cm 15cm 6cm

3cm

ba
d

c
e
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Open Abdominal Management with the Wittmann PatchTM

Shokei Matsumoto, Nao Hiroe, Masayuki Shimizu, Motoyasu Yamazaki, 
Yukitoshi Toyoda, Tomohiko Orita, Tomohiro Satoh, Mitsuhide Kitano

Department of Trauma and Emergency Surgery, Saiseikai Yokohamashi Tobu Hospital

Background：In recent years, damage control surgery has been widely used, and as such, the number of patients with 
abdominal compartment syndrome has been increasing. Under this circumstance, it is often impossible to close the abdo-
men using standard methods. We often use the Wittman patch for these cases. Indication：Candidates for the Wittman 
patch are those who still have an open abdomen five days or more after temporary abdominal closure. We use vacuum 
pack closure for temporary abdominal closure. If the intra─abdominal pressure rises over 12 mm Hg after abdominal clo-
sure, use of the Wittmann patch is preferable to forcing abdominal closure. Every second day, the patch is closed as 
much as is tolerated in the ICU. The ability to sequentially approximate the abdominal wall prevents significant loss ─ of ─
domain and enables definitive abdominal closure. Results：We managed eight cases of open abdomen. It was possible to 
achieve definitive abdominal closure in a mean of 6.5 days （4 ～ 8 days）. Definitive abdominal closure could be performed 
in all patients. None of the patients developed ventral hernia. Conclusion：It is possible to safely perform definitive ab-
dominal closure using the Wittmann patch and measuring the intra─ abdominal pressure. 
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