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はじめに

食道離断術は,食 道静脈瘤出血に対する標準術式 と

して,わ が国では最も広 く普及している手術である。

この術式がはじめられてからすでに15年以上を経て,

この手術の適応 と限界,遠 隔成績についての評価もほ

ぼ回まりつつある。さて,こ の手術は,1)下 部食道の

離断と吻合,2)離 断部上下 (下部食道および胃上部)

の広汎な血行遮断の 2つ の構成要素から成 り立ってい

るが,実 際には経胸的,経 腹的,経 胸経腹的の 3通 り

のアプローチ法で実施することが可能である.そ れぞ

れのアプローチ法には手術適応,手 術操作,内 容,手

術侵襲,手術の効果などにそれぞれ特徴があるが1),こ

れまでのわれわれの経験から,手 術侵襲,手 術効果な

どの点から最も推奨できるのは経腹的食道離断術であ

ろう分。。この経腹的食道離断術における食道の離断と

吻合は手縫い法でも,ま た消化管自動吻合器を用いて

も実施することが出来るが,自 動吻合器を用いること

によって,手 術時間をかなり短縮することが出来る。

肝硬変患者などで肝不全の強い患者では手術侵襲を出

来る限 り軽減することが大切であるが, この点で自動

吻合器を経腹的食道離断術に利用することは,極 めて

有用 と考えられる。本稿では,わ れわれが実施してい

る自動吻合器 (EEA)に よる経腹的食道離断術を紹介

する。

手術操作

経腹的食道離断術で通常行 う手術操作は,1)障 摘,

2)胃 上部血行遮断,3)下 部食道血行遮断,4)食 道離
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断(EEAに よる),5)幽 門形成である。以下にその手

術手技の要点を述べる。

1)通 常,上 腹部正中切開で開腹する。陣腫が大きい

ことが多いので,胸 骨剣状突起上から臓下まで皮切を

加えて,大 きく開 く.

2)腹 腔内を精査後,まづ胃大弯側の胃上部血行遮断

を行 う。胃角のほぼ対側の胃体中部大弯側で,胃 壁に

接して右胃大網動,静 脈を 2重 に結繁し,そ の間で切

離する。この部より胃大弯で上方に向って同様の操作

をくりかえして大弯側の血行遮断を進める。左胃大綱

動,静 脈を同様に胃壁に接して結繁切離 し, さらに上

方の胃搾間膜の短胃動,静 脈 もこの段階では処理 しに

くい陣上極に近い 1～ 2本 を残して結繁切離する。

後胃靭帯を切離 して,胃 を前上方に起こす。

3)膵 上縁で簡単に牌動脈を露出することが出来れ

ば, ここで陣動脈を陣上縁で結繁しておくと,障 腫が

縮小しこの後の牌摘の操作が容易になる。

4)陣 結腸間膜を切離し,後腹膜を牌に近 く切離 して

障を後腹膜より前内方に起こす。後腹膜には副血行路

の発達がみられることが多いので,慎 重な操作が必要

である。またこの際左副腎を傷つけないように注意す

る。陣上極の短胃動,静 脈を結繁切離して,障 を前内

方に脱転 し,陣 内部で陣動,静脈を針糸で結繁した後,

切離して陣を摘出する。

5)噴 門に向ってさらに大弯側の血行遮断をすすめ

る。胃横隔膜靭常を結繁切離し,さ らに後腹膜より胃

を完全に遊離する.

6)つ ぎに,小 弯側の血行遮断に移る.肝 胃間膜を切

開した後,胃 角部より上方に向って小弯に接して左胃

動,静 脈の分枝を結熱切離する。 これらの血管は胃の

前,後 壁に分けて結繁切離をすすめる。左胃静脈は本
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幹で 2重 に結紫切離する。左胃動脈 も本幹で結繁切離

しても差し支えない,胃 角部より上方,噴 門まで小弯

側の血行遮断をすすめた後, さらに下部食道の血行遮

断を行 う。

7)左 右の迷走神経幹を噴門の高さで結紫切離し,食

道を下方に引き出しながら,下 部食道の血行遮断を丹

念に進めていく。通常,経 腹的食道離断術で血行遮断

を行 う食道の範囲は噴門 よ り8 10cm上 方 までであ

る。

8)胃 上部,下部食道の血行遮断を行った後,EEAに

より食道離断を行 う。まず離断予定部 (食道胃接合よ

り約3cm上 方)の前壁に浅 く2-Osilkの針糸をかけ,こ

の糸を食道の周囲に廻わ してお く,こ の糸は EEAの

center rodに食道を結繁するための ものである (図

1)。ついで胃体下部の前壁に,胃 長軸に沿って約3cm

の胃切開をおく,広 範な血行障害のため赤紫色に変色

していることが多いので, この部分より下方に胃切開

を置 くことが必要である。

胃切開により胃内を結査 し,漬 瘍などがないことを

確認した後,EEAの sizer(食道の大さに応 じて25mm

または28mmの いずれかを選択する)を 食道に向けて

挿入し,食 道にsizerが無理なく挿入できることをた

しかめておく(図 1)。sizerを抜去 し,適 当なサイズの

cartridgeを装着 した EEAを 食道に向けて挿入する。

EEAの 手元のネジを左に廻わ して anvilを上方に押

し出し,anvilと cartridgeの間隔を十分にとった後,

両者の中央の部分の center rodに,先 に回わしておい

た2 0silkで食道をしっか りと結びつける(図 2)。この

図 1 胃 体部の前壁ほぼ中央に約3cmの 胃切開をお

き,こ こからEEA‐sizerを挿入して,食 道離断術予

定部にEEAが 無理なく挿入できることを確める.
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図 2 EEAを 挿入し,手 元のネジをゆるめて,Anvil
とcartridgeとを十分に離し,その中央部で,あ らか

じめかけておいた絹糸で食道をEEAの center rod

にしっかりと結びつける.

図 3 Hcinecke‐Mikulicz法による幽門形成術を加

えて,術 後の胃内容の停滞を防ぐ.

結紫がしっか りと行われていないと不完全離断や, ト

ラブルの原因となる。手元のネジを右に最後まで廻わ

して anvilとcartridgeの間に離断予定部の食道壁を

決みこむ。この際,周 囲の組織を一緒に次みこまない

よう十分に注意する。EEAの ハン ドルを引いて一気に

離断吻合を行 う。

手元のネジを左に回わ して anvilを少 し上方に押 し

出した後,ゆ っくりとEEAを 抜去する。通常は EEA

による離断吻合部の針糸による補強縫合は一切行わな

い。離断部からの出血が少ないことを確かめた後,胃

食道離断術
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チューブを離断部をこえて胃内に挿入する。       (2)つ ねに画一的で均等な吻合が行われる。

9)Heinecke,Mikulicz法による幽門形成を行な う   (3)全 層が全周性に完全に離断される。

(図3)。                        (4)食 道が開放されないので,吻 合部や周囲が汚染

10)止 血を確認し,腹 腔内を十分に生理的食塩水で   さ れない。

洗浄後,Winslow孔 ,左横隔腹下に ドレーンを挿入し,   (5)食 道鉗子をかける必要がないので,食 道壁の挫

閉腹する。                      滅 や損傷が起こらない。

考  察               (6)離 断,吻合中に吻合部への血流が遮断されない。

わが国で初めて自動吻合器による食道離断術が行わ    (7)離 断吻合部の manupulationの時間が少ない。

れたのは1976年である。。その後,デ ィスポーザブル式    (8)離 断,吻 合の時間が短かいので,出 血量が少な

の カー トリッジを使 用 す る米 国製 の 自動 吻 合 器   く ,患 者への手術侵襲が少ない.

(EEA)が 導入され,器 械吻合による食道離断術は急速    (9)縫 合部出血が少ない。

に普及しつつある.こ の器械吻合はここに述べた経腹    (10)ス テイプルが使用されるので,組織反応が少な

的食道離断術のほか,経 胸的食道離断術にも使用する   い 。

ことが可能であるがり,器 械吻合の利点が最大限に生    (11)胃 切開が必要であるが,この部から胃内の精査

かされるのは経腹法においてである。          が 可能である。

1.食 道離断術における食道吻合の特殊性        (12)吻 合終了時に縫合線からの出血の有無を直接

食道離断術における食道の離断,吻 合には通常の消   確 認できる。

化管吻合とは異なる特果性 と困難性がある。すなわち   (13)離 断部の食道が ドーナツ型に切除されるので,

手術の目的は静脈瘤出血の防止であ り,そ のためには   食 道壁の組織学的検索が可能である。

離断部上下の広い範囲の血行遮断が不可欠である。こ   2)器 械吻合の欠点

の結果生ずる離断部の血流障害や組織のアノキシアな   (1)カ ー トリッジの径が一定であるので,食 道が細

どは,創 傷治癒阻害因子となり,ま た粘膜下には太い   い 場合には使用不可能である (小児など).

静脈瘤が豊富にみられ,出 血 しやすい。粘膜下静脈瘤    (2)食 道壁に浮腫,炎 症,疲 痕などの病的変化がつ

には静脈炎を合併することが多 く,ま た組織の浮腫 も   よ い場合には不適.

つよい。さらに肝硬変患者では血液凝固障害,低 アル   (3)筋 層に断裂や損傷がみられるときには不適.

ブミン血症,低 酸素血症,糖 尿などの創傷治癒の障害    (4)手 縫い法 と異な り,操 作に自在性が少ない。

となる全身的因子が存在するなど,消 化管吻合には不    (5)胃 切開が必要である。

利な条件が重なっているので,器 械吻合に際しても,   (6)失 敗した場合には,手縫い吻合が必要 となるが,

特に手技上の慎重さが大切である。また何らかの理由   こ の場合には高度の技術を要する。

で器械吻合が うまく行かなかった時には,手 縫い吻合    (7)高 価である。

を行なう必要があるので, 自動吻合器を使用する場合    な どが挙げられよう。

にも,術 者は手縫い吻合に習熟 しておかなければなら   4.器 械吻合の適応 と禁忌

ない。                      (  前 項に述べたような利点と欠点を熟知した上で器械

2.食 道離断術における手縫い吻合 と器械吻合     吻 合の適応を決定しなければならないが,器 械吻合を

食道離断,吻 合を手縫いで行 う場合も, 自動吻合器   安 全に実施するためには,

で行 う場合も,血 行遮断の範囲や食道離断の部位は同   (1)食 道の太さが正常で,無 理なく吻合器を挿入し

様であるが,離 断吻合の形式が異なる。 し たがって吻   ぅ ること.

合部の創傷治癒過程も両者ではかな り異っている。 し    (2)食 道壁の厚さが正常であること.

かし創傷治癒の面では,い ずれの方法でも特に問題が    (3)食 道壁に浮腫,出 血,血 腫,疲 痕″潰瘍形成な

ないことが明らかにされている。.            ど の病的変化がないこと.

3.食 道離断術における器械吻合の利点と欠点      (4)離 断部周囲の血行遮断が十分で,確 実に止血さ

1)食 道離断を器械吻合で行 う場合の利点       れ ていること。

(1)離 断,吻 合が同時に行われるので迅速,簡 便で    (5)食 道壁に亀裂や,筋 断裂がないこと。

ある。                         (6)吻 合部に緊張がかからないこと,
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(7)硬化療法後でないこと (器械吻合周辺に器質化

した血栓,瀬 痕組織,潰 瘍などが認められるとき).

などを考慮する必要がある。

5。器械吻合時の トラブルとその対処法

器械吻合時にみられるトラブルは,

(1)吻合器自体の欠陥によるもの.

(2)器械操作上の誤り.

(3)適応の誤り,吻 合器の無理な使用などが原因と

なって起こる。

自動吻合器の構造を熟知し,適 応を選び,粗 暴な操

作を避けることによって,こ れらの トラブルは避ける

ことが出来る。

6.器 械吻合の合併症

食道離断術に器械吻合を行ったときに起こりうる合

併症としては,出 血,縫 合不全,吻 合部狭窄がある。

しかし実際には吻合部狭窄以外は問題にならない。吻

合部狭窄は器械吻合の約10%位 に起こるが, これは全

周性に筋層を全離断することが原因である。吻合部狭
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窄は, ブジー法,ま たは内視銃的切開拡張術などの非

観血的な方法で治癒させることができる。

これらの器械吻合による食道離断術の得失,起 りう

る トラブル,合 併症などを熟知 した上で自動吻合器を

使用することが特に重要であろう。
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