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I は じめに

近年医学の分野における各種器械の開発は目覚ましい

ものがあり,実 地の医療あるいは研究面での発展に大き

く貢献していることは周知の事実である.

しかし外科手術,と くに腹部外科領域におけるこの種

医科器械の開発導入に関しては,い ささか立ち遅れの観

をまぬかれない。そして今日,例 えば,消 化管の癌に対

する手術について考えるとき,医薬,麻 酔,手 術手技な

どの進歩発展に伴い,ますます高度の根治的手術が強調

され実行される傾向にある反面,切 除後の再建,と くに

吻合法についてみると,縫 合材料などにおける改良はみ

られるものの,そ の手技は依然として旧態然たるもので

あると言って良いであろうゃすなわち部位,部分によっ

ては,解 剖学的にみて著しく吻合操作を困難ならしめ,

結果として吻合が不確実となったり,ま た確実にするた

めさらに大きな侵襲を加えなければならないといった事

態を生ずることになる。もしここで簡単な消化管吻合器

が応用できれば患者にとって極めて有利な状態で手術が

遂行できるであろうことは言をまたない。

私どもは1972年以来,食 道静脈瘤に対する経腹的食道

離断術に消化管吻合器を応用してお り,満 足すべき結果

を得ているが,さ らに各種の消化管吻合において本器を

利用した結果,多 くの利点があると考えている。器械に

関しての改良工夫については勿論ひきつづき検討を要す

る問題であるが,現 時点での腸管吻合器使用による手術

手技ならびにその利点につぃて紹介する。

腸管吻合器の消化管手術分野への応用について,私 どもの58例の臨床経験を述べた.食 道静脈瘤に対す

る食道離断術,食 道癌に対する食道胃吻合術 (胸壁前および胸控内吻合)噴 門部癌に対する食道空腸吻合

術,直 腸結腸病変に対する低位前方切除術などに関して,そ の利用法,手 術手技について略述した.器 械

を用いることの利点としては,吻 合の確実性,手 術時間の短縮,ひ いては手術侵襲の軽減などがあげられ

よう。とくに下部食道噴門部癌に対する経腹的操作のみによる,縦 隔側高位での食道切離食道空腸吻合術

については,吻 合器使用の良い適応であると考えている。
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II 腸 管吻合器について

現在われわれの使用 している腸管吻合器は,ソ ヴィェ

ト製の PKS‐25M(図 1)お よび,SPTU(図 2)で あ

る。両器ともにその構造原理は同様であるが,前 者は吻

合部直径が24-で ぁるのに対し,後 者は先端部分を変

図 2 SPTU

換することにより, 19Elm,24mln,27mm,29mIIと ぃ

ろいろな日径 の吻合 が可能な万能型となっている.吻

合器の主要部分は,頭 部,本 体先端部,本 体についたハ

ンドルと,そ れに連結した圧挫梓よりなっている。頭部

は本体の中心部を通った中心棒に接続しており,ネ ジの

操作により作動する。頭部内面にはクリップを受ける薄

および円刀を受けるビニール板がセットされている.本

体先端部にはクリップが円筒状にセットされる (クリッ

プはエルジFイ系合金で,0.3×4×5.5mm,ぉ ょび0.3x

4x4.8mIIIの二種類がある).ハ ンドル操作により,圧

挫浮が作動し,ク リップとともに円形刃が押し出される

(図3).吻 合操作は図4-1の 如 く,ま ず吻合すべき

面腸管の断端を中″Ь棒にしっかりと結繁する。

ついでネジの操作により頭部と本体との間に吻合する

( 1 )    ( 2 )    ( 3 )
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図 3  腸 管吻合器構造図

図 4 腸 管吻合 シェーマ

両腸管をしっかりとはさみ込む。 (図4-2)ハ ンドル

を握ることにより圧挫標が押し出され,ク リップによる

吻合とともに円形刃による切断が行われる (図4-3).

ネジをゆるめた後本体 を 5iき出す (図4-4).以 上

の操作により腸管の内翻一層吻合が完成する。必要に応

じ策膜縫合を付加する。

III 臨床成績

1972年より食道静脈瘤に対する経腹的食道離断術に対

し本器を応用し43例に行っている。その他胸部食道癌に

対し胸壁前および胸腔内食道胃吻合術各 1例 ,下 部食道

噴門痛 7例に対する経腹操作のみによる縦隔内食道空腸

吻合術,さ らに直腸癌 4例 ,結 腸ポリポージス,ヒ ルシ

表 1 腸 管吻合器使用症例

食 道 離 断 術

胸壁前食道胃吻合術

胸腔内食道胃吻合術

縦隔内食道胃吻合術
(経腹的操作による)

直腸 結陽 吻 合 術
腹膜炎併発
ドレナージ治癒



74(688)

ュシュブルング病各 1例に対する低位前方切除術に応用

した (表1)。

以上本器による58例の吻合症例のうち,3例 に縫合不

全がみられたが,食 道離断術での2例はいずれも内科的

治療により治癒している。直腸結腸吻合での 1例は腹膜

炎を併発し, ドレナージを施行し治癒している。

IV 各 種吻合手術手技

a)食 道離断術 (食道静脈瘤に対する応用)

食道静脈瘤 に対する直達手術として行って おり,陣

摘,短 胃静脈系副血行路廊清,左 胃静脈系副血行路廓清

を行った後,粘 膜系副血行路遮断を目的として本器を応

用し,腹 部食道での食道全層の切除吻合を行 うものであ

る。

さきの目J血行路廓清操作により,腹 部食道は周囲組織

より遊離されている.目 体部前壁に小切開をおき,こ れ

より本器先端を挿入し腹部食道内に迄すすめる。ここで

ネジ操作により本体と頭部との間に問隙を作 り,こ の間

隙に,食 道壁全層を外側より,し っか りと中心棒に結繁

する (図5).ネ ジを締め,頭 部と本体との間 に食道壁

図5 経 腹的食道離断術

をはさみ込み圧挫した後ハンドル操作により離断W/J合を

行 う.

b)経 腹的縦隔内食道空腸吻合術 (下部食道噴門部癌

に対する応用)

噴門部癌で下部食道にまで浸潤のおよ落S症例はこの吻
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合器による吻合術の最も良い適応となる.従 来切除断端

における癌遺残を防止するために,吻 合操作を確実にす

るためにも,開 腹開胸手術を余儀なくされており,腹 部

での癌進展の状況と相まって,開 胸すべきか否かで迷い

を生ずる場合も多くみられる.以 下に述べる様に本器を

装着し,こ れを支持として食道を引き出すことにより,

食道裂日上部高位での吻合操作は,経 腹的操作のみにて

可能であり,手 術侵襲を軽減し,さ らに断端痛遺残を防

止するという意味からも大きな利点と考えられる。手術

は胃を遊離し,腹 部食道に剣離操作を進める。肝左葉三

角靭帯を切離し,肝 左葉を右方に翻転しておく,必 要に

応じ食道裂口を腹壁に向い横隔膜を切開し,食 道周囲縦

隔内のリンパ節廓清を行 うとともに,食 道をできるだけ

腹腔内にひき出す,食 道の切断予定線上で,食 道全周に

巾着縫合用の糸をかけた後,図 6-1の 如 く,胃 側の食

道壁に小切開を加え,こ こより本器頭部部分のみを挿入

して切断予定線より口側に進めた後,前 もって装着した

巾着縫合糸で,中 心棒にしっかり結繁し,図 6-2の 如

く病業部分を摘出する。

図 6(1, 2)食 道内吻合器装着法

一方吻合に用いる空腸は通常 Roux Y型 吻合で行 う。

ついでこの空陽日側端より本体のみを約15cmの 部迄挿

入し,先 端空腸壁に小孔をあけ,こ こから中心棒を本体

内に差し込 む (図 7-1)吻 合操作を終了 し器械を引

き抜いた後,空 腸日側端 は図7-2の 如くρ型吻合と

する。また食道空腸端々吻合 を行う場合 に は,空 腸の

RoⅨ Y吻 合を行 う穴から本器を挿入して行 うことにな

る (図8-1, 2).

症例,64歳 男性,噴 門部癌.

図9-1の 如 くX線 検査所見にて噴門部癌であるが,
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図 7(1, 2)食 道空腸 ROux Y吻合術 (I)

図 8(1, 2)食 道空腸 Roux Y吻 合術 (1)

図9(1, 2)術 前X線 像 術 後X線 像
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腹部食道にまで浸潤が及んでいる.内 視鏡的には約3cm

の食道浸潤が認められている。手術は噴門側胃亜全易Jを

行い,再 建 は食道空腸 Roux Y型 吻合兼残胃慶造設術

を施行した。術後のX線 検査では図9-1の 如くで良好

な結果である。吻合部は縦隔内,食 道裂田部より約4cm

以上日側にあると思われる。

C)直 腸結腸吻合術 (低位前方切除術への応用)

直腸癌"結 腸ポリポージス,潰 瘍性大腸炎などの症例

に対し,病 巣切除が直腸低位におよび,か つ肛門機能を

温存したいという症例に良い適応となると考える.病 巣

の切除後,肛 門より器械を挿入し頭部をひき出し,吻 合

すべき結腸に挿入する。前述した如き手順で吻合を施行

している (図10).

IV お わりに

以上,消 化管手術における腸管吻合器の利用法につい

て略述してみた.吻 合器の腸管に対する装着など,操 作

上未だ問題点がなきにしもあらずの感があるものの,手

術時間の短縮,ひ いては侵襲 の軽減,吻 合 の確実性な

ど,毅 つかの点で大きな利点をもつものと考えている.

各種の手術に気軽に応用し得るようになるには,今 後さ

らに改良を要することと思われるが,現 状での私どもの

経験をここに紹介した.

図10 直 腸結腸吻合術
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