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膵頭十二指腸切除後の再建法として今永法を基本術式としているので,わ れわれの施行している術

式と成績について検討した。

1981年7月 より1986年4月 までの4年 10カ月間に解十二指腸切除術を83例に施行した。術式は陣全

摘術43例,膵 頭十二指腸切除術40例であり,膵 頭十二指腸切除術40例中,今 永法で再建した34例を中

心に術後成績について検討した。今永法膵頭十二指腸切除術施行34例中,直 死711は認めなかったが,

解空腸縫合不全を3例 (8,8%)に認め, 2例 がその合併症で入院死した。1984年以後は重篤な合併症

もなく,術 後陣内外分泌能の検討でも比較的良好に維持されており,今 永法は簡便かつ生理的な再建

法と考えられる.

索引用語 :膵頭十二指腸切除術,今 永法,肝 空腸端側吻合術
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I . 結 言

膵頭十二指腸切除術 (pancreatOduodenectomy,以

下 PDと 略す)後 の再建法としては各種の方法が報告

され,今 日に至っている。われわれは陣頭部領域癌を

中心に陣全摘術 (total pancreatectomy,以下 TPと

略す)や PDを 積極的に施行し,再 建は主として今永

法1)を施行してきたので,わ れわれの施行している今

永法再建の術式と成績について報告する。

II.われわれの施行している今永法再建術

1)標 準膵頭十二指腸切除術 (標準 PD)

標準 PDと は上腸間膜動脈神経叢,左 右腹腔神経節

は温存し,大 動脈周囲のリンパ節郭清を施行しない

PDを 称している.中 下部胆管癌や十二指腸乳頭部癌
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で門脈や鮮に癌の浸潤を認めない症例を対象としてい

る。

a)開 腹

剣状突起より賄左方を通る上腹部正中切開にて開腹

する。

b)腸 間膜根部の郭清と上腸間膜静脈の露出

大網を横行結腸付着部にて切離し,結 腸間膜の郭清

と腸間膜根部の郭清を施行しつつ,陣 下縁にて上腸間

膜静脈を露出する。十二指腸下行脚右縁にて後腹膜に

切開を加えKocherの授動術を充分,施 行しておく.

c)肝 十二指腸間膜の郭清と門脈の露出

次に肝門部より肝十二指腸間膜の郭清をはじめ,胆

襲動脈を根部で結繁切離した後,胆 嚢床をtll離する。

総肝管を肝門部にて切離し,固 有肝動脈周囲,総 胆管

周囲,門 脈周囲を郭清する。右胃動脈,胃 に 指腸動

脈は根部にて結繁切離する。総肝動脈周囲,腹 腔動脈

周囲,左 胃動脈根部は郭清する。

d)冒 ならびに空陽の切離
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膜を開き,空 腸を後結腸性に挙上する。空腸断端より

約10cmに て解空腸端側吻合を施行する。空腸は膵管

チューブ挿入用の小孔を電気メスにて開けるのみで奨

膜筋層切開は加えない。後列陣断端空腸装膜筋層縫合

を atraurnatic needleの卜0絹糸にて膵切離端 と空腸

の間に死腔のできないように約 6針 かけた後,陣 管

チュープを空腸内へ挿入し,中 央部の固定糸を使用 し

て鮮管空腸粘膜縫合を施行するが一部膵実質にも針を

通 し,空 腸は全層にかけている(図2)。後列膵空腸縫

合糸を結繁し,次いで膵管空腸粘膜縫合糸を結熱する。

膵空腸吻合は粘膜縫合を原則とし,膵 管が細い場合に

はこの 1針 のみの縫合 としているが,で きる限 り粘膜

縫合を 2～ 3針 加えることにしている。陣管径が太い

場合には容易に粘膜縫合が施行できる。次に前列陣断

端空腸奨膜筋層縫合を同様に約 6針 ,結 節縫合にて施

行する。なお,膵 断端部の針の刺入は膵切離端止血用

マットレス縫合糸の尾側よりおこなっている (図3).

g)総 肝管空腸吻合

総肝管空腸端側吻合は PTCDが 留置 されていない

場合は留置 した後に,陣 空腸吻合部より約10cm圧 門

図2 解 切離端の処理と後列解空腸縫合

図3 前 列瞬空腸縫合の終了

空腸はTreitz靭帯より約10cm肛 門側にて切断し,

胃は幽門側2/3を切除する。

e)膵 の離断

解 と門脈ならびに上腸間膜動脈の前面 との間を用手

的に景J離し,陣 切離線は門脈左縁 とし,そ の頭側は大

めの絹糸にて結繁する。膵切離予定線の約5Hlm尾 側に

て膵上,下縁に解の長軸 と直角方向に atraurnatic nee―

dleの卜0絹糸で止血用の横マットレス縫合を各 1針

置いた後,小 腸鉗子で膵尾側をやわらかく把持し, メ

スにて切離する(図 1),こ の時,騨 管はあえて長 く残

さない.ま た膵尾側後面は膵切離線より約2cm尾 側ま

で剣離 しておくと後の膵空腸吻合が容易となる。

膵切離端の処理は主膵管を巻き込まないように, さ

らに膵管上,下 方にマットレス縫合を各 1針追加し,

先の止血用縫合糸と一部交差するように,や わらかく

結繁する。この 4針 のマットレス縫合にて膵切離端の

上血 と徴細な膵液の漏出は防止される。膵管内へは側

孔付シリヨンチュープを挿入するが, この解管チュー

プの大 さは膵管径 と同等 とし,長 さは7～8cmを 用い

る。陣管チュープの中央は atraumatic needleの3-0絹

糸で内腔を閉塞 しないように結繁固定しておき,後 に

膵管空腸粘膜縫合に用いる。また空腸へ挿入する部分

には側孔を 2個 開けておく.門 脈,上 腸間膜静脈 と膵

との交通糸を結繁切離 し,上 腸間膜動脈は右縁を一部

露出させ,下 膵十二指腸動脈を根部で結繁切離する。

膵頭神経叢第一部 と第二部を切除すると胆嚢,総担管,

胃,十 二指腸,空 腸起始部,膵 頭部, リンパ節が一塊

として切除される。

つ 陣空腸吻合

消化管の再建であるが中結腸動静脈右方にて結腸間

図1 膵 切離線の頭側は結熱し,尾 側は解上,下 縁に

横マットレス縫合を各 1針置いた後,小 腸eLl子でや
わらかく把持しメスにて切離する。
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図4 今 永法による標準PD後 の消化管再建

側にて40の atraumatic needleの吸収糸で連続一層

縫合にて施行する。

h)胃 空腸吻合

最後に胃空腸端々吻合を施行し消化管の再建を終了

する (図4).

1)ド レンの留置 と閉腹

ドレンはペンローズ ドレンを用い,総 肝管空腸吻合

部 と膵空腸吻合部に留置する。腹壁創を縫合閉鎖し手

術を終了する。

2)拡 大解頭十二指腸切除術 (拡大 PD)

主 として陣頭部癌の体尾部進展を認めない症例や,

中下部胆管癌あるいは十二指腸乳頭部癌で門脈や膵に

癌の浸潤が疑われる症例を対象としている。術式はア

ルスロンカテーテルを用いた門脈バイパス分法施行下

に門脈合併陣頭体部切除術を施行し,広 範 リンパ飾郭

清,上 腸間膜動脈神経叢,左 右腹腔神経節も切除する

ものである。門脈再建は門脈上腸間膜静脈端々吻合で

施行し,陣 摘を加え陣静脈は結繁している。消化管の

再建は標準 PDと 同様に施行する.

3)拡 大膵全摘術 (拡大 TP)

主として体尾部進展を有する膵頭部癌を対象として

いる。

拡大 PDと 同様な手術操作で門脈パイパス法施行下

に門脈合併膵全摘術を施行するものであるゆ.門 脈再

建後,後 結腸にて空腸断端 より15～20cmに て総肝管

空腸端側吻合を施行し,最後に胃空腸吻合を施行する。

HH.障 十二指腸切除例の検討

1)対 象症例 と手術々式 (表 1)

1981年7月 より1986年4月 までの 4年 10カ月間に膵

十二指腸切除術を施行した症例は膵癌47例,十 二指腸

乳頭部癌10例,中 下部胆管痛 9例 などの83例であり,
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表 1 膵 十二指腸切除例の病名と手術々式
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男性61名,女 性22名,年 齢は36歳から83歳におよび,

平均年齢は60.7歳であった。術式は門脈合併切除を伴

う拡大 TP(TPttPV)42例 ,標 準 PD(PD)30例 ,拡

大 PD(PDtt PV)10例 ,門 脈切除を施行しない拡大 (

TP(TP)1例 であった。再建法については標準 PD 30

例中24例が今永法,5例 が Child法。,1例 が R,Y法 で

あり,拡大 PD 10例はすべて今永法であった。拡大 TP

については43例中40例を今永法,3例 を R‐Y法 で再建

した。

2)術 後合併症について

PDで 最も問題 となる合併症は膵空腸縫合不全であ

り,今 永法標準 PD 24例中 3例 に膵空腸縫合不全が認

められたが,今 永法拡大 PD 10例においては陣空腸縫

合不全は認めておらず,今 永法における膵空腸縫合不

全の発生率は34例中 3例 (8`8%)で あった。また膵空

腸縫合不全を認めた症例の残存膵はすべて硬化を認め

ない症例であった。

直死例は PD施 行例では 1例 も認めていないが,拡

大 TP施 行例では43例中 4例 (9.3%)に認めていいる。

しかし,今 永法標準 PD施 行例では直死例は認めない

ものの 2例 が膵空腸縫合不全に伴 う合併症で入院死し

ている.

1983年より陣空腸吻合術式を前述した方法に統一 し

て24例の今永法 PDを 施行してきたが,膵 空腸縫合不

全は経験 しておらず,重 篤な合併症も認めていない。

とくに今永法拡大 PD施 行10例は術後,重 篤な合併症

もなく,全 例が退院可能であった。さらに1985年以後

は拡 大 PD例 と拡 大 TP例 に は術 中 照 射 (Linac,

3,000rad)も併用 しているが重篤な合併症は経験 して

いない。

術後胆管炎によると思われる発熱は今永法による

PD施 行例では 1711も認め られず,R―Y法 によるPD



施行例に 1例認めた。

術後上部消化管通過障害を今永法 PD施 行34例中 3

例に認め, 1例 は再開腹癒着素」離術を必要 としたが,

他の 2例 は保存的治療で治癒 した。消化管通過障害の

原因としては空腸を結腸間膜の左方より後結腸性に挙

上 し,挙 上空揚が中結腸動静脈,横 行結腸 と脊椎の間

で圧迫されたことが考慮された.そ こで空腸を結腸間

膜右方から後結腸性に挙上することにより,以 後,消

化管通過障害はまった く認めていない。

3)術 後膵内外分泌能変化

術後 1年以上生存例で癌の再発徴候のない症例にお

いて,解 内分泌能の変化を50gブ ドウ糖経 口負荷試験

を施行 し,血 糖 (BS)と インスリン (IRI)を測定 し,

術前 と比較検討 した。血糖については今永法標準 PD

施行例では無変化や改善例を多 く認めたのに比較 し,

Child法では軽度悪化例が半数に認められた。そこで

ブ ドウ糖負荷後30分迄のインス リン分泌反応 (ZIR1/

図5 術 式別の術後Insulinogenic lndexの変化

図6 術 式別の術後PFD値 と便中キモトリプシンの

活性値
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ZBS,insulinogenic index)を検討すると今永法標準

PD施 行例では低下例 も認められたが,上 昇例 も過半

数に認められた。一方,今永法拡大 PD施 行例では全例

が低下 し,Child法 標準 PD施 行 3例 においても低下

を認めた (図5)。

術後,膵 外分泌能を検索する目的で同様に PFD試

験 (PFD ①,Eisai)と便中キモ トリプシン (MOnOtest

①,Boehringer Manheim)の 測定を施行した。

今永法標準 PD施 行711はChild法標準 PD施 行例や

今永法拡大 PD施 行例に比較 して PFD,便 中キモ トリ

プシンとも高値を認める症例が多かったが有意差は認

められなかった (図6).

4)術 後栄養状態について

今永法標準 PD施 行例では術後,経 口摂取量も充分

で下痢 もなく,血 清総蛋自, アルブミン,総 コレステ

ロールとも術後 2年 までの検討では術前値 と比較 して

低下は認めなかった。体重も術前に比較 して増加する

ものが多かった。一方,今永法拡大 PD施 行421では頻回

の下痢を認める症例もあるが,塩 酸 Pペ ラミドの投与

と膵酵素剤の投与でコントロール可能であり,食 事摂

取量 も比較的満足できるものであった。また血清総蛋

白,ア ルブミンとも術後 2年 までの検討では良好に維

持されていたが,総 ヨレステロールと体重は術後,軽

度低下傾向を認め,今 永法標準 PD施 行例 と比較する

と有意な低値を認めた。

術後 6カ 月以上経過例で肝 CTを 施行し,脂 肪肝の

発生について検討 した。今永法標準 PD施 行例では検

索 しえた11例中,著 明な脂肪肝の発生は認め られな

かったが,今 永法拡大 PD施 行例では 6例 中 3例 に認

められた。しかし,脂 肪肝を認めた症例も血液生化学

的には異常値を認めずほとんどが社会復帰してお り,

現在のところ臨床的には何ら問題 となっていない。

I V . 考 察

膵癌取扱い規約のでは再建術式の種類を空腸 口側端

より胆管,膵 ,胃 の順に吻合したものを PD‐I,輝,胆

管,胃 の順に吻合 したものを PD‐II,胃,解 ,胆 管の順

に吻合 した ものを PD‐IIIに分類 してお り,一 般 に

Whipple法 51はPD‐1,Child法 りは PD‐II, 今永法1),

Cattell法61はPD‐IIIと分類されることになる。しかし

今永法以外のこれら再建法はすべて食物を胆管吻合部

や膵吻合部に通過させないように工夫 した再建法 とい

うことができ, この点で大きな相違がある。

また膵空腸吻合法は解断端 を空腸 に嵌入 させ る

Childつの方法 (端々吻合)と 空 腸側壁 に吻合す る的的帥ｍ帥帥

０８
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Whippleら "の方法 (端側吻合)と に大別できる.PD

で解空腸縫合不全に関連する合併症は,時 に致命的と

なり,そ のため安全で確実な膵空腸吻合法が必要 とさ

れる。われわれは拡大 TPを 多数例に施行してきたが,
一般に膵頭部癌の体尾部進展例が適応であ り,根 治性

を得るために施行しており,解 空腸縫合不全に伴 う合

併症を危倶してのものではない.拡 大 TPで は膵空腸

吻合に伴 う合併症は当然回避される。 し かし,拡 大手

術ならびに陣全摘に随伴したさまざまな合併症ゆが問

題 となるが本稿では害J愛した。われわれの端側陣空腸

吻合術は肝管チューブはロス トチュープとしており,

膵液を体外へは ドレナージしていないが,解 管チュー

ブも短 く,チ ュープ内の抵抗も少ないために膵液は空

腸内へ良好に流出しているもの と推察 される。膵管

チューブは術後数力月以内に自然脱落し,排 便 ととも

に自然排出され,膵 管チューブ留置に起因する合併症

は経験 していない。膵切離端の処理についても止血の

みにとどめ,通 糸結繁などによる止血は壊死巣が発来

し,よ くないとする報告りもある。解 と吻合する空腸に

ついても装膜筋層を切開あるいは切除する方法もある

が,出 血や腸内容の漏出といった危険性もあ り,わ れ

われは膵管チューブ挿入用の小孔を開けるのみにして

いる。われわれは膵切離端よりの出血 と膵液の漏出を

確実に止め,解 管空腸吻合は粘膜縫合とし,陣 切離端

と空腸との間に死腔のできないように密着させて縫合

することが膵空腸縫合不全防止の重要なポイン トであ

る と考 えて い る。陣 空 腸 縫 合 不 全 の 発 生 率 は

Warrenlの 8.4%(28/335),Herterl'8.8%(9/102),

Lerurり14.5%(15/103),光 野1め13.7%(10/73),佐

藤141(12.7%(8/63),宙 木,尾 形らり5.6%(5/90)の

報告があり,我 々の今永法再建における成績8.8%(3/

34)は 比較的良好なものといえる。

今永法では食物の胆管内逆流による術後胆管炎が危

惧されるが,術 後上部消化管透視で検討すると,仰 臥

位では造影剤の胆道内逆流が容易に認められるが,立

位にするとすみやかに空腸内に流出し,肝 胆道シンチ

でも胆汁のすみやかな下部消化管への移行が認められ

るのに対し,Child法 では挙上空腸内に長時間にわた

る停滞が認められることも今永法において胆管炎が少

ない原因の一つとも推察される。

今永法では前結腸性に消化管を再建した方がよいと

する意見1つもあるが,前 結腸性の再建では胃空腸吻合

部や胆管空腸吻合部に緊張がかかり,わ れわれは後結

腸性再建を原則としている.術 後吻合部潰瘍の発生は

99(923)

幽門側2/3胃切除を原則 としてお り,現在のところ認め

ていない。

術後は高力Fリ ー輸液で管理しているが,一 般に残

存陣内分泌機能が良好な症例ではインス リン投与は必

要 とせず,術後10日前後に PTCD造 影ならびに上部消

化管透視を施行し,縫 合不全のないことを確認 し, さ

らに ドレンよりの排液状況を確認 しつつ経日摂取を開

始している。

退院後の管理については標準 PD施 行例ではほとん

どが投薬を必要 とせず,全 例が社会復帰している。一

方,拡 大 PD施 行例では先に述べた種々の問題がある

が,一 般にはインス リン投与も必要 とせず,社 会復帰

も可能で拡大膵全摘に比較すれば,は るかに有利であ

り,外 来通院にて膵酵素剤や止潟剤の投与 とEDの 補

充投与により管理可能である。

V . 結 語

膵十二指腸切除後再建法 としてわれわれの施行して

いる今永法の術式 と成績を中心に報告 した。術後比較

的早期における検討では本法は重篤な合併症 も少な

く,陣 内外分泌能も良好に保持されてお り,簡 便かつ

生理的な再建法 と考えられた。今後さらに術後陣内外

分泌能,代 謝栄養状態,社 会復帰状況などについて厳

重な長期観察と他法との比較検討が必要である。

稿を終えるにあたり,本 研究に御協力をいただきました

一官市立市民病院,市立岡崎病院,市立四日市病院,岐阜県

立多治見病院の外科諸先生に深甚の感謝の意を表します。
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