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胸部食道癌切除後の食道再建には胃や結腸が利用されることが多く,空 腸による再建術は実施されるこ

とが少ない。われわれは新しい観点から空腸による食道再建術を検討してきたが,臨 床例が38例に到達し

たので,わ れわれの行っている空腸による再建型式,拳 上空腸脚作製上の問題点,胸 骨柄切除胸骨後再建

経路の作製法,さ らに胸骨縦切による胸骨後経路,吻 合法ならびにその補強法,術 後管理の問題点につい

て述べるとともに,胸 骨柄切険胸骨後経路による空腸利用の食道再建術は優秀な術式であるとの確信を得

たのでその大要を報告した.

索引用語 空 腸による食道再建術,胸 骨柄切除胸骨後経路による食道再建術,食 道空腸吻合法,吻 合部補

強法,上 部空腸間膜血管

I・ は じめに

胸部食道癌手術は漸く安全段階に到達するに至ったと

町よいえ,な お進行癌症例が多く手術死亡率,術 後愁訴,

'社界復帰,遠 隔成績の面などからも問題点があるととも

'こ,再建術式に関しても再建経路,使 用臓器の差などか

ら多くの方法が試行されている現状である.

われわれは空腸による食道再建に関し,新 しい観点か

|ら基礎的動物実験ならびに臨床的研究を行い,す でにそ

の一部は発表してきた。現在までに臨床例数が38中に到

!達し,と くに胸骨柄切除胸骨後経路による術式は優秀な

1術式であるとの確信を得たのでここに臨床例を中心とし

て報告する.

II・ 症 例および成績

昭和48年2月 より昭和52年9月 までに東京医科歯科大
・
学第 1外科 (33例)並 びに関連病院脚註1)(5例 )に 入

晩 した胸部食道癌で空腸による食道再建が試みられた38

例や吻合部の成績結果が判定し得たものは32例である.

表 1 空 腸による食道再建術 (胸骨前)

術 式
占 居 部 位

計
Iu Im Ei

除
建

切
再

一
期 5(3) 3(2) 8(5)

二期

再建
のみ

一
期 1(1) 1(1)

二 期 4(3)

5(4) 16(10)

( )縫 合不全発生例 10/16 63%
人工食道使用例 4/16 25%

その内訳は表 1の如く胸壁前経路16例,胸 骨後経降で胸

骨柄の部分切除を加え再建したもの16例である (表2).

ほかに Ea,Eiに およが胃癌で胃全摘とともに食道切除

を行い本術式を施行した 1例がある。ちなみに判定不能

となった6例の理由は直接死亡 4例 (10.5%)で 死亡の

原因は一期的に食道切除胸骨後再建後肝不全のため死亡

した 1例 と分割手術としてまず一次的の胸骨前空腸挙上

を行い,2次 的食道切除,食 道空腸吻合後 に濃胸から脚註1)郡 山太田病院,八王子仁和会病院,三楽病院
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表 2 空 腸による食道再建術 (胸骨後)

死亡した 1例 と,一 次的の胸骨後に空腸挙上を行い二次

的食道切除,食 道空腸吻合後急性胆襲炎を併発死亡した

1例があり,胃 癌との重複癌に対し胃切除 BI法 と胸

骨後空腸挙上を行ったところ,急 性陣炎からの腹膜炎で

失った 1例計 4例である。これらの症例は術前全身状態

の不良のものが多く,年齢は61歳から75歳で70歳以上の

ものが3例含まれ,明 らかに全身的条件に比し,侵 襲が

過大となったものと考えられる。他の2例 は挙上空腸壊

死のため縦隔炎を併発再建不能となった 1例即註2)と,

頚胸部食道癌のため咽頭切除も必要としたため食道断端

と挙上空腸端との間を皮膚弁による再建に変更した 1例

である。

再建後検討可能例32例の年齢は45歳から75歳 (平均

63.1歳)で 男27例,女 5例 ,70歳以上のもの6例を含ん

でいる。また食道気管支濠を有したもの2例に対しても

B7‐pass手術として本術式が行われている。

腫瘍占居部位と術式の関係は当初に行った胸骨前皮下

経路では Iu 2例 ,Im 9 711,Ei 5例 計16例で,この内

訳は切除11例 (一期切除再建 8例 ,二 期分害じ切除再建 3

例),Bγttass 5例(一期再建 1例 ,二 期再建 4211)であ

る (表 1).胸 骨柄切除,胸 骨後経路の症711では Im 15

例,Ei l例 計16例で, その内訳は切除12例 (一期切除

再建 3例 ,二 期分割切除再建 9例 )Byゃ aSS 4例 (二期

再建)で ある (表2).

頚部における食道空腸吻合部の縫合不全発生率は胸

骨前経路 では miner leakageを含め切除例11711中6例

(54,5%)で あり,By‐Pass 5例では4例 (80%)の

高率で吻合部の閑鎖に遷延がみられ,代 用食道使用の止

むなきに至った ものが4例 (25%)あ った。 (表1),

これに対し胸骨柄部分切除,胸 骨後経路にあらためてか

脚註2)術 後49日目に両側の肺炎のため呼吸不全で

死亡した。この症例を直接死亡に入れると

5例 となり直死率13, 1 %となる。

る食道再建術 日消外会誌 11巻  4号

らの切除,12例 ,ByⅢぶ 4例では,前 述せる胃全摘,1

食道切除を行いこの術式により再建した 1例 とともに生

例に成功し,4例 に生じた mher leakageも 何等の棒

別な治療を加えることなく短期間に治癒した。

図  1
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IH・ 手 術術式

a)空 腸による再建型式

玉 原則として開腹による空腸脚作製,右 開胸食道切除,

抽壁前または胸骨後有基空腸移植,頚 部食道空腸端々ま

たは端側吻合,胃 空腸似」々 吻合,幽 門形成,空 腸空腸端

側吻合術を行った。この基本型を図示すると図 laの 如

くである。下部食道癌で噴切も同時に行った症例または

リンパ節転移廓清の必要から小弯nllを広 く切除した症例

では空腸幽門洞側端吻合となり (図 lb),原 病巣の切除

不能例の場合はそのまま By‐passとした り (図 lC),食

館気管支療中には噴門部で遮断しこれを上腹部に外痩と

して ドレナージュした く図 1の .i

b)拳 上空腸脚の作製

この手術の成否は一にかかってこの手技にある。頚部

まで十分な長さの空腸を挙上するためには腸管自体の長

さではなく,腸 間膜血管系に牽引が加わらないことが大

切であり,こ れに最も重要な上部空腸間膜血管系の型お

よび血管弓発達の程度をわれわれは新しく基本型 6型 に

1分類した。(図2),上 腸間膜動脈より空腸への分枝中第

図2 上 部空腸問膜血管の型 ・分類 ・頻度

(開腹88症例)・
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3枝 の大いものをA型 ,さ らにこれを動静脈の併行する

Al型 ,併 行しない A2型 に分類した.次 に第 3枝以外

の枝 (第2枝 または第 4枝 )が 大いものをB型 とし,さ

らにこれを動静脈の併行する Bl型 ,併 行しない B2型

とした。最後に血管弓が細いか欠除例をC型 とし,そ れ

を形成不全型 Cl型 と欠除型 C2型 とした。さらに詳細

に調査すれば動静脈の太さが果る場合もあり,Cl型 に第

2次血管弓が発達しているものがあった りしたが,空 腸

脚を作製挙上する操作に関してはまづこの6型 の分類で

十分と考えられた。つぎにおのおのの型の頻度を開腹時

88症例について調査したところ Al型 55例 (62,5%),

A2型 9型 (10,2%),Bl型 12例 (13,6%),B2型 8

例 (9.1%),Cl型 2例 (2.3%),C2型 2例 (2,3%)

であった,観 点をかえて上部空腸腸間膜に影響を与えな

い疾患100例の上腸間膜血管撮影像からi検討するとA型

72%,B型 26%,C型 2%と ほぼ近似した結果が得られ

た (表3)の で以上の分布はほぼ標準の値を示すものと

考えることができる。

表3 上 部空腸間膜血管の型 ・分類 (上部空腸

間膜血管撮影 100例)

覇右茎空腸脚は TreitZ靭帯から7～10cm肛 側で空腸を

離断し,上 腸間膜動静脈の第 1,第 2枝を切離作製する

ので第 3枝が太 くしかも動静脈併行型 (Al型 )が 最も

操作がし易い。しかしB型 でも第 1,第 2枝間の距離が

はなれ血管弓が発達していれば第 2枝 の分枝も残存して

必要な空腸脚が作製される場合もあり,ま た第 4枝が大

く血管弓も良ければ第 3枝 も切離して当然十分な長さの

空腸脚が得られることも少なくなく,極 端な場合には最

も不適と思われるC型 中 Cl型 で第 2次血管弓を利用す

ることにより成功したものもある。

いずれにしても動静脈切断時にはそれぞれ 1本 1本を

丁寧に祭J離露出させたのち結然離断すると,血 管を集束

結栄した り,ま た動静脈を一括して結繁離断するよりは

腸問膜の延長は一層容易となる。ただし腸間膜の脂肪組

織を血管弓に余 り近 くまで承J離しないこと,と くに静脈

枝が血管弓に移行する部分を十分に余裕をもって残すこ

施

%
イ.,%

― 勧内
…… 神'特

A l + A 2

B l 十B 2

C l 十 C 2
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となどが空腸挙上時に血管損傷や圧迫を防ぐ意味で重要

である.本 研究の当初胸壁前の再建成績が不良であった

一因は術者のこれらの操作に不印‖れであったことにもよ

ると考えられる。

C)胸 骨柄切除,胸 骨後経路の作製

胸骨後経路は胸腔内,胸 骨前経路に比べ最も短距離と

され,こ れに胸骨柄切除を加える利点は阿保らにより胃

管による再建時報告されている。われわれはこの手技を

空腸による再建に応用したが,ま づ胸鎖乳突筋胸骨附着

部を切離,胸 骨後面を指により鈍的に劉離,胸 骨柄切除

部位骨膜を電気メスにより切開,ス トラィカーにより骨

質を一挙に切断除去する.

空腸挙上後に有利であるようむしろ胸骨後面に下堀れ

する如くリュ早ル鉗子で骨切除を追加しておくと空腸の

圧迫をおこす危険が一層少くなる。剣状突起を切除し鈍

的に胸骨後面下方を指で剣離し,ま ず幅の狭い腸ベラを

下方から胸骨柄切除部に通し,さ らに幅の広目の腸ベラ

で祭」離腔を拡げる.腸 ベラの挿入は胸骨上方からは行わ

ない。下顎が邪魔で角度の点から関胸の恐れがあるから

である。またとくに胸骨下方入田部を空腸挙上を容易且

つ安全に行うのに十分な広さにするよう心掛けている.

d)吻 合法

頚部における食道空腸吻合に際し当初の胸壁前経路で

は,切 除,BywaSSを 併せて端々吻合施行 9例中縫合不

全 6例で,端 側吻合6例 中縫合不全 3例 と一見端側吻合

がまさるかの如き成績が得られた。胸骨柄切除胸骨後経

路にあらためてから端々吻合7例 ,端 側吻合9例 が全症

例に成功し,miner leakage 4例の発生は端々2例 ,端

似]2例 にみられた.し かし端側吻合の際,吻 合部より先

端の空腸が長いと盲管になり食物が入って圧迫感または

狭窄感を訴えたものが胸壁前,胸 骨後吻合にそれぞれ 1

例づつ発生した。いずれも鴎下時にその部を軽く押える

などで通過は良好となり,再 手術の要はなかったが,そ

の後は盲管を長くしすぎないよう注意することにより発

生をみていない。二期再建時には端4Rlの方が容易であ

り,一 期再建時には端々吻合が実施し易い。

吻合部補強 :縫合不全はすべて前壁に発生した.そ こ

でとくに前壁は縫合法を層々縫合とし,同 時に吻合部の

補強を行ったものが 6例 ある。開胸時短冊形に採取した

肋膜片 (内胸筋膜も附着している)を 縫合部にかがせ周

囲を数針固定した3例 と Lyoduraを同様固定した 3例

があるが,いずれも極めて順調な経過を示した。(図4).

その長期観察期間は未だ 1年数ケ月の経過を最長とする

日消外会誌 11巻  4号

図  4

に過ぎないが狭窄の発生を見ない。とくに肋膜片は柔か

く縫合部に密着し具合が良い。われわれは粘膜縫合には

Dixonを用いて結節縫合により比較的密に,外 膜筋層縫

合には絹糸を用い後壁は比較的疎に数針,前 壁は後壁よ

りややこまかめに結節縫合を行っている。緊張緩和のた

めの食道壁,挙 上空腸壁の周囲の固定も全く行わない

か,ま たそれぞれ 2～ 3針 にとどめ血流を疎外しないよ

うに注意している.

腹腔内胃腸吻合は胃体部前壁で後横行結腸に挙上した

空腸と側々吻合を行 う。吻合には空腸間膜 くすなわち血

管)に 余裕をとること,空 腸とその腸間膜とは長さの点

図 5 挙 上腸管とその腸間膜 との関係

空腸による食道再建術
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から胸骨後腔で捻れるので吻合部の位置からこれに無理

のかからぬよう注意する (図5).TreitZよ り肛門側に

おける空腸空腸側々吻合を行う時にも この点を注意す

る.

図6,7に 胸壁前空腸による食道再建を行った症例な

らびに胸骨柄切除胸骨後経路によった症例の術前後のX

線像をそれぞれ供覧する.

e)術 後管理の問題点

空腸による再建も胃や結腸による再建時と基本的に果

るものではない.胸 壁前再建時に挙上空腸内圧を減少さ

せるため内容吸引に鼻管を用いず,挙 上空腸脚前壁から

直接細いネラトンを挿入する試みを 3例に行ってみた

が,最 初の経過は順調でものちに濠子し形成がおこって二

次的に閉鎖術を要した2例があったことからこの方法は

中止し,他 の症例は空腸空腸吻合下方約30cmの 所に腸

濠をつくり,逆 行性に幽門形成部を経て胃内に Castric

tubeを挿入し術後の吸引を行い,数 日後より栄養チュ

ーブとして応用している。この操作時にわれわれの考案

した腸管導子の応用
めは極めて容易にチュープを目内に

進めるので便利である.

肺合併症発生防止のための術前術後の注意ならびに管

理の重要性はもちろんであるが,術 後栄養の管理につい

ては高カロリー輸液によってチュ‐ブ栄養の必要性は全

5(285)

くなく,消 化液分泌も増加しないので吻合部に有利とす

る術者もあるが,高 力,リ ー輸液実施による感染の防止

や,期 間の短縮のためにも,経 口投与開始直後のカロリ

ー補給の補助としてわれわれはチューブ栄養を十分にオ邸

用している。

I V ・考  察

食道切除後の再建臓器としては空腸が最も早く注目せ

ら才tWullStein(1904)2),Roux(1907)3), Herzen(1907)4)

などにより試みられた。OChSnerぉよびOWenS(1934)D

は各種の再建法中挙上空腸35例中8例 22%に 空腸壊死を

認め,Yudin(1944)のは80例余を試み60例のみ頚部まで

挙上可能とし Androsov(1956ア は75%ま で十分な小腸「

が得られるが他は空腸の血管弓の状態が不適当であると

した。Rienllo付(1944)3)は胸骨後に空腸挙上を はじめ

て試みている.本 那では桂 (1957ジ
1のに よりはじめら

れ石川 (1961)1め,葛 西 (1964)1の
13)な

どに より胸腔内

腸移植術が実施せられている。空腸が再建臓器として優|

れている点は胃,結 腸の如き重要臓器が保存せられ食物

が生理的に近い経路を通過するので消化吸収に有利であ

ること,食 道と空腸はその大さが略同じで吻合し易いこ

と,腸 管壁が結腸よりあつく血流に富み縫合し易く腸内

細菌が少ないこと,空 腸は嬬動が盛んで食物輸送に理想

的であり通過する食物内容が結腸に比して食道の内容に

図  6

5 0歳男性 Imに 7Cmに わたるらせん型陰影欠損あり右開胸食道切除,胸 骨前経路による空腸による

食道再建を行なつた。術後のX線 像で挙上空腸を経て胃内に良 く Baの 通過が認められる.
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近いものであること,胃 全摘には空腸による再建がほと

んど実施せられていて吻合法に習熟しており吻合部の位

置が単に食道下部から頚部に移動したと考えれば同じ操

作が行えるわけであり,胃 切除が以前に実施せられてい

る症例や胃癌との重複例の如く胃による再建不能例にも

実施し得ることなどである.さ らに最近の CIホ ルモン

空腸による食道再建術

図 7

日消外会誌 11巻  4号

6 1歳 男 性 I mに 7 C mに わたるらせん型陰影欠損を認める.右 開胸食道切除,胸 骨柄切除,胸 骨後

経路にて空腸による食道再建を行 う.術 後の嬬動も良く認められ胃内への B aの 移行も良好である。

類や胆汁酸吸収の問題などと考え合せると胃や回腸末端

部を温存し空腸利用による生理的に近い状態が望まし

ヽヽ.

しかし一方空腸利用は手術手技が複雑であること,挙

上する空腸脚の長さに腸間膜とくに血管系の長さ,血 管

弓の発達などから制限があること,結 腸に比し酸に弱い
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とされる点などの短所があげられるが,最 も一般化を防

げたことは頚部まで挙上可能な十分の長さの先端に血行

障害の伴わない空腸脚作製が困難とされたためと思われ

る。この点を克服するために L∞gmire(1947)1り,An‐

drosov(1956ン の遊離空腸動脈と内胸動静脈との吻合

や SChumacker(1951)1め,の 前処置として腸管膜血管を

段階を分けて切断し血管弓の発達を促がしてから空腸挙

上を試みる方法などが考えられた。

上腸問膜血管の分技である空腸動静脈の走行,血 管弓

の状態については Bariow(1955)1のは257例の調査から

正常の血管弓型78,6%,血 管弓が一部消失または狭少の

異常型15,7%血管弓形成欠除5,7%と している。わ れ わ

れの88例の開腹症例の検討からは空腸再建に最も適する

と考えられる Al型 62,5%で次に容易な Bl型 13,6%,

A2型 10,2%,B2型 9,1%の 順で困難なC型 は4,6%で あ

り,一 方上腸間膜動脈撮影100例からもC型 2%で あり

空腸利用はごく少数例を除いて可能と考えられた。

空腸血管の切断時のとり扱いに際しての注意はすでに

述べたが腸間膜脂肪は食道癌患者では一般に少ないので

血管の走行の判定も容易であるが,希 に脂防の厚い症例

では血管を注意深く1本 1本露出してから切離する必要

がある。岡山
1り,cokkinsらは血管の切離に よって小動

静脈に血栓形成が起こり,血 管弓にまで閉塞が拡がる恐

れありとして遊離腸管口側の血管弓の切断は最後に行 う

べきであるとしている.静 脈血行の障害が腸管壊死ある

いは縫合不全発生に関係を有することはわれわれの大を

用いての基礎実験
1°で孝引による影響よリー層甚しく表

われたが,臨 床例の胸壁前再建中で挙上腸管の壊死から

人工食道装着の止むなきに至った4例 は挙上操作時また

はその後の経過中に静脈血管弓うつ帯を生じたもので動

脈血行が問題となったと思われるものはない.胸 骨後に

そ挙上した空腸に壊死をきたした 1例は挙上空腸と胃の吻

合の位置と空腸空腸吻合の距離とが余 りに短かかったた

めに腸管が直線状に緊張しそのため腸間膜が圧迫され,

静脈うつ帯をきたしたためと判断された,さ らにこの症

例には気管支端息がありはげしい術後の咳嗽発作も一層

これを助長したと考えられる.

胸骨柄切除を行う術式は阿保ら
1の20によって目管挙上

に有利である点が報告されているが,わ れわれも前述の

17例に実施し極めて満足すべき結果を得ている。その有

利な点は胸骨後経路は石上ら
2つのいう如 く挙上犀E離が前

lB」壁皮下に比べて短縮せられることであり,わ れわれの

1推定ではおよそ3cm位 短縮 されるものと思われ,こ の

7(287)

他食道を頚部に引き出し空腸P/J合を行う際の吻合部屈曲

がはるかに少なく吻合部前壁に与える圧迫が少ない こ

と,胸 鎖関節部における胸骨柄の内方への凸出が切除さ

れ挙上空腸への圧迫がなくなることがあげられ,視 野の

拡大される こともまた吻合部操作を一層容易ならしめ

る。万一縫合不全発生時でも外部への誘導が簡単で安全

性が高いものと考えられる。

吻合部縫合法に関しては層々縫合が最良であるとされ

ているが,さ らに阻血状態における吻合法に関する杉町

の研究
2の

,MAAI法 による井コ2のの報告などとともに,

われわれの microsPhere法による基礎実験
1めによって空

腸脚作製による奨膜筋層と粘膜,粘 膜下層の血流の変化

は正常時に比して粘膜,粘 膜下層の血流減少率が高く疑

膜筋層の血流減少率はこれに比して少ない。また食道血

流の検討から外膜筋層に血流が豊富で粘膜層に少ない点

を考慮すると前述した如く,層 々縫合時にも奨膜筋層と

外膜筋層の縫合を余 りに密にして血流疎外をきたさない

よう注意する必要がある。

吻合部補強に関しては遠藤ら
2つは胸壁前食道胃吻合時

に胸鎮乳突筋被覆を試み,中 村ら
20は

腹膜片により補強

を行い好結果が得られたと報告している。われわれは胸

鎖乳突筋を利用して食道空陽吻合部の被覆を2症例に試

みたが期待した結果が得られなかったので,前 述の如く

自家肋膜片または Lyoduraによる前壁の被覆を試みて

好結果が得られた。なお6例の小数例であるので今後症

例数を増して検討してみたい (図4).

われわれは現在 IBC社 製溶存酸素分析計を使用し

て,食 道切除術に準じた食道剣離時の食道層における酸

素濃度の変化,空 腸脚作製による変化,腸 間膜牽引の影

響などを動物実験により検討するとともに臨床例で空腸

脚作製の前後,胸 骨後頚部まで挙上時,さ らに頚部にお

ける吻合終了後の吻合部近位の食道空腸壁に留置した酸

素測定カテーテルによって経時的に追求し,本 術式が安

全に実施し得るものであることを報告した
20.

つぎに胸骨後経路によって挙上するのに胃管を用いる

場合では,こ れを制限する困子は胃管自体の長さで,栄

養血管たる胃動脈,胃 大網動脈には十分な余裕がある,

これに反し空腸では腸管には十分な長さの余裕があるの

に暢問膜の長さ (腸間膜動静脈)に 制限が生じ根本的に

具っている。 しかも有茎空揚で dOuble tract法にする

と腸間膜が180度捻れる形となる。この点を考慮すると,

さらに一尺竿頭を進めて胸骨縦切を行って直視下に空陽

を挙上すれば理想の部位に血管とくに静脈うつ帯を生じ
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ないように置くことができる。われわれは噴門癌症例で

Eiに まで浸潤を認めたため胸骨縦切法により食道とと

もに切除,空 陽の Roux‐Y吻 合を直視下に胸骨後に行い

好結果を得たので,食 道癌 Im症 例に対しても胸骨縦

切によって空腸による食道再建を試みた.胸 骨を縦切す

ると胸骨柄の切除は非縦切例に比べて極めて容易となり

直視下に行うので開胸の心配も全くなく,出 血量もむし

ろ少なく術後呼吸障害の発現なく順調な経過を示した。

このllu骨縦切による方法は胸部手術創が長くなり美容上

の問題はあるとしても,必 要にして十分な剣離腔が得ら

れ完成時に挙上空腸,腸 間膜の確認があること,胸 骨後

に食道再建を行う際に両側開胸をみることが飯塚
2りの指

摘する如く必らずしも切除操作のみならず胸骨後の挙上

中にも生ずる危検があるが,こ の方法では全くないこと

などの利点を有している。もし術後の呼吸管理上に支障

なければ空腸挙上法としてむしろ最適な方法と考え今後

さらに検討を加えるつもりである。

V・ お わりに

われわれは最近 4年半の間に38症例の胸部食道癌に対

し空腸による食道再建を試み,32例に食道空腸吻合の成

績を検討し得た。判定し得なかった症例は癌の占居部位

浸潤範囲から術式を変更したものもあるが主たる原因は

手術侵襲が過大となった種々な全身的条件に よるため

で,他 の術式によったとしてもさけ難いものと思われ,

本術式に原因ありと考えられる症例は 1,2に とどま

る.

空腸による食道再建法は現在なお実施されることが少

ないが,ゎ れわれの行った胸骨柄切除胸骨後経路による

方法は安全確実 な方法 であり,切 除再建法としても,

BypaSS手術法 としても広 く利用 され得る術式と考えこ

こにその大要を報告した。

(本基礎的ならびに臨床的研究に対し昭和51年度なら

びに52年度文部省科学研究費の交付を受けた。こミに感

謝の意を表する。その要旨は第76,77回 日本外科学会総

会で報告した。)
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