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食道静脈瘤直達手術後の静脈瘤再発に関する検討

米川  甫

後藤 正 幸

索引用語 :食道静脈瘤直達手術,食 道静脈瘤再発,

はじ3うに

食道静脈瘤の治療は手術にせよ硬化療法にせよ,い

ずれも対症療法にすぎないので,そ の施行後の経過観

察が重要である'～ゆ.と くに現在は治療法の変革期に

あ り,各種治療法の適応 も変化しつつあるのでケD,そ

の療法の長所 。短所を明らかにするためにも十分な経

過観察を行い,症 例ごとに最善の治療を見出すよう努

力する必要がある。

本疾患にたいし,著 者 らは1984年までは直達手術を

第 1選択 として治療を行ってきたので手術後の食道静

脈瘤再発を検討し,再発からみた手術適応を考察した。

対象 と方法

1981年から85年に当科に入院した門脈圧元進症の う

ち,肝 疾患に由来すると考えられ, しかも門脈圧元進

症研究会の基準0で F2以上または CBの 食道静脈瘤が

認められた初回治療例は55例であった。 こ れらの うち

術死 。在院死 3例 ,肝 癌のため術後 1年 以内に死亡し
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1985年までに食道静脈瘤の直達手術を施行した46例を対象として,術 後の静脈瘤再発に関与する要

因を検討し,手 術適応を考察した。術後にF2CB以上の静脈瘤が認められたものを再発と定義すると,

再発率は32.6%であり,再 発時期は術後 2年以内のものが多かった。再発は男性患者では女性より有

意に多く,ま た術前肝機能のChild分類がB,Cの 症例の再発はAの 症例より有意に多かった。飲酒

歴と再発率とには有意な関係が認められた。術前の内視鏡所見は再発率に関与しなかった。緊急 ・待

機・予防などの手術時期や手術術式と再発率とにも有意な関係は認められなかった。直達術の適応は,

肝機能が比較的良く,飲 酒量が少ない症例に限るべきと思われた。

食道静脈瘤内視鏡所見

た 3例 ,追 跡不能 となった 3例 など計 9例 は術後の再

発を論 じるのに不適当なので除外し,残 る46例を今回

の対象例 とした。対象例の内訳を見ると,術 前肝機能

の Child分類は Aが 26例 (56.5%)で 過半数を占めて

いた。直達術の施行時期は予防・待機が37例 (80.4%)

と大多数であった (表 1).

行った手術術式はすべて広義の直達手術に分類され

るもので,食 道離断術が30例でもっとも多 く,つ いで

Hassab手 術11例などであった (表2).術 式の選択基

準は,1984年 前半までは静脈瘤の部位に応じて食道離

断術または胃上部切除術を行い,そ れ以後は静脈層が

F3または RC(十 )でないかぎり,Hassab手 術 とした。

術後の経過観察は食道鏡により行い,F2CB以 上の

食道静脈瘤が認められた場合を再発 と定義した.こ れ

らをもとに食道静脈瘤の再発の有無と息者の術前状態

(肝機能。既往歴など)と の関係につき検討をおこなっ

た。再発例については手術から再発が認められるまで

の期間につき検討した.再発の頻度の差はχ2検軍

(Yatesの補正あり)をもちいて検討した。平均値の差

は t検定 (nOn,paired)により検討した。
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表 3 術 後早期 (3か 月以内)の

食道鏡所見
一静脈瘤追残について一

A)術 前肝機能別

表 1 対 象4/1

肝硬変 ,特発性門脈圧元進症で

食道静脈瘤直達術を施行したもの-46例

男 2 5 : 女2 1 1 / 1

5 2 7±9 8歳

25例

12夕」

9例

5例

314/1

4'1

4例

2夕」

性   別 :

年   齢 :

肝 機 能 :

Child A

B

C

治 療 時 期 :

予 防

待 機

緊 急

肝臓の病理 :

甲型肝硬変

乙型肝硬変

pre―cirrhotic

特発性門脈圧元進症

不 明

例

例

例

引
;1

:l

結  果

1)静 脈瘤に対する直達術後早期の効果

対象例46例中には 9例 の緊急手術例が含まれていた

が,直 達手術により全例止血された.対 象例の うち24

例では術後 3か 月以内に食道内視鏡が行われたが,食

道静脈瘤の完全消滅は 9例 に得 られたのみで,14例 で

はごく細い Fl以下の静脈瘤または粘膜下の血管拡張

が残存 し,そ の他 1例 では 1条 の F2,CWの 静脈瘤が

認められた。これら術後早期の静脈瘤遺残の有無と,

術前肝機能 ・手術術式などとの関係につき検討したと

ころ,両 者には統計学的に有意な関係は認め られな

かった (表3).し かし経胸経腹的食道離断術・胃上部

切除術後では50～67%に 静脈瘤の完全消滅が得 られた

のに,Hassab手 術・経腹的食道離断術を行った症例で

は完全消滅は16～25%で あった。

2)静 脈瘤の術後再発率と吐血について

B)術 式別

術  式
静脈瘤遺残
〔Fl以上〕

経胸的離断術

経胸腹離断術

経腹的離断術

胃上部切除術

HaSSab手 術

1(1000%)

5(500%)

3(750%)

1(333%)

5(833%)

(分割表によるχ2検定でA・ Bとも,NS)

最長,術 後 6年 間の経過観察において前に述べた基

準により食道静脈瘤再発が認められたものは46例中15

例 (326%)で あ り,31例 では FICB以 下にとどまって

い た 。

前項で述べた術後早期 (3か 月)の 静脈瘤完全消滅

例における遠隔時での静脈瘤再発率は22.2%(2/9),

遺残例での再発率は40,0%(6/15)で あったが, この

差は有意ではなかった。

輸血を要 した術後の消化管出血はlo例に見 られた

が, うち 2例 は出血性胃炎, 14/1は胃潰瘍であ り,食

道静脈瘤出血は 7例 (対象例の15.2%で あった。静脈

瘤出血を起こした 6例 の内訳は,肝癌が発生した 34/11,

高度の黄痘腹水が認められた肝不全末期のもの 3例 ,

食道空腸吻合術後(食道離断―下部食道胃上部切除術,

Roux‐Y吻 合術)の特殊なもの 1例つであり,い ずれも

F2,CB以 上の静脈瘤が認められた症例であった。

3)食 道静脈瘤の術後再発率に関与する因子につい

て

以下,食 道静脈瘤の非再発例31例,再 発例15例につ

き,再 発の有無に関与すると思われる因子を a)～e)

の 5項 目にわけて検討した。

a)性 別 ・年齢

男性患者の食道静脈瘤の術後再発率は48.0%で あ

り,女 性の再発率14.3%よ り有意 に高 かった (p<

0.05)(表 4)。手術時の患者の年齢は,食 道静脈瘤非

再発4alでは54.3±9.4歳であり,再 発例では49,9±8.6

歳であった。

表 2 対 象r/1の手術術式

食道離断術……………30

橿磐・開腹
胃上部切除術………… 5

1歴鰹
・開腹

H a S t t b手術………… 11

躍摺
・開腹

8 ( 6 1  5 % )

5(556%)

2(1000%)



12(480%)

3(143%)

(p<005)
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表 4 食 道静脈瘤再発に関与する因子

男女別 ;

表 5 食 道静脈瘤再発に関与する因子

肝機能別 ;

b)術 前肝機能

息者の術前肝機能の Child分類 と術後の食道静脈瘤

再発率 とには有意な関係が認められた(表5)。すなわ

ち,Child Aの 症例での再発率は15,4%で あったのに

対し,Child B,Cの 症例の再発率はそれぞれ58.8%,

33.3%で あり,B,Cの 症例の再発率は有意に高頻度で

あった(p<0,05)。これを反映して,術 前 ICG.15分値

は,食道静脈瘤非再発例では26.8±12.0%で あったが,

再発例では37.5±15.6%と 右意に不良であった (p<

0.05)(図 1).

c)術 前内視鏡所見 と再発率

術前の食道静脈嬉の所見0を検討 した ところ,L因

子・F因 子・RC‐signなどはいずれも術後の静脈瘤再発

の有無と有意な関係は認められなかった(表6)。 また

これらの因子を組み合わせても,術 前内視鏡所見から

術後の静脈瘤再発は予測できなかった。
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表 6 食 道静脈瘤再発に関与する因子

術前内視鏡所見 :

再 発

3 (50 0ワる)

10(345%)

2(182%)

8(471%)

7(280%)

0(00%)

11(423%)

4(200%)

(すべて,NS)

表 7 食 道静脈瘤再発に関与す る困子

手術時期

表 8 食 道静脈瘤再発に関与す る因子

手術術式 :

術 式 再 発

( 1 ) L因子    非 再発

Ls         3

Lm          19

Li          9

( 2 ) F因子

F3          9

F2         18

F1         4

(3)RC― sign

RC(十 )    15

RC(― )    16

食道離断術

胃上部切除術

Hassab手 術

(3×2分割表 ;NS)

d)手 術時期および術式 と再発率

手術時期を予防 ・待機 ・緊急の 3群 にわけて術後の

静脈瘤再発 との関係につ き検討 した,Sengstaken‐

Blakemore tubeの挿入のまま術室に搬送 された も

の,入 院当日に手術を行った症例を緊急例 とした。手

術時期 と術後再発の有無との間には有意な関係は認め

られなかった (表7).

著者 らは前に述べた基準により,直 達手術に分類さ

れる手術の中でも症例に応 じて術式を選択 してきた

が,食 道離断術・胃上部切除術 ・Hassab手 術などの術

式 と遠隔時の静脈瘤再発の有無との間にも有意な関係

は認められなかった (表8)。

e)ア ルヨール摂取歴と再発率

対象4/11のなかには術後の静脈瘤出血が 7例 に認めら

れたが,肝 癌発生例を含めて 5例 は術後も飲酒を続け

ていた症例であった。しかし術後の飲酒量については

1 1 ( 3 6

2 (40

2 ( 1 8

％

％

％

4(154%)

10(588%)

1(333%)

(3× 2分割表 ,p<005)

6(240%)

5(417%)

4(444%)

(3× 2分 害」表 :NS)
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けられないものである1ン)ゆ～1の。最近まで手術後の食道

静脈瘤の再発は吐血率をもって表現 されることが多

かったが分りllち肝硬変患者の管理の進歩などにより術

後の長期生存例が増えるにしたがい,遠 隔時の上部消

化管出血の約半数は食道静脈瘤以外の原因によってお

こることが知られてきた12卜1ゆ
,また最近は食道静脈瘤

に対 してもいわゆる集学的治療が提唱され1り
,内 視鏡

の普及 ・所見の記載基準の統一の,硬 化療法の普及りな

どにともない,術 後の静脈瘤再発例に対しても積極的

に吐血の予防が計られるようになってきた'1'。した

がって各種の治療法の効果を判定するには吐血率によ

らず,そ の一歩手前のいわゆるrisky varices2いが出

現した時点で再発 と判定するのが合理的であると考え

られる。

静脈嬉再発の定義について,山 本ら1)は「程度はいか

にかるくても」内視鏡で静脈瘤が見られれば再発であ

るとして,再 発率は30%と 報告 した。また杉浦 ら2つは

Fl以上の所見が出現したものを再発と定義 し,い わゆ

る東大 2外 科法術後 の再発率は11.6%で あ る とし

たり。 しかし高野 ら1ゆは術後 3か 月の時点で食道内視

鏡を行い,食 道離断術十血行郭清を行った症例でも静

脈瘤が完全消滅 したものは48.5%で あると報告した。

また塚田ら1'も
静脈瘤の完全消失は東大 2外 科治術後

11.1%,胃 上部切除術でも9.1%に すぎないと述べ,出

血の可能性のあるF2以上の所見が見 られた場合を再

発として扱った。さらに末永ら2のは直達術施行205例の

うち12例に術後の静脈瘤出血を認めたが,そ の内視鏡

所見は全例 CBで ,F2が11例,F3が 1例 であったと報告

している。出月らも述べているように静脈瘤治療の目

標は出血の予防にあるので2の
,本 論文では内視鏡的に

見て危険 と考えられるF2CB以 上の所見2"が出現した

場合を再発 と定義 した。また鳥谷らゆ,高野ら19も報告

しているように,著 者 らの症例でも術後早期に静脈癌

が完全消滅 したものは半数にも満たなかったので,静

脈瘤の再燃 と再発は区別しなかった。

著者 らの対象例の うち生存例はすべて術後 2年 以上

経過 しているが,全 体での再発率は32.6%で あった。

杉浦ら2)は再発の基準が異なるものの,各 種の直達術

をまとめると静脈瘤再発率は191%(66/346)で あっ

たと報告 している。塚田ら1。は術後 1年 以上経過例の

内視鏡を行い,FICB以 下の症例は76.4%(42/55),F2

以上が236%で あったとしているが,著 者 らの成績は

これに近いものであった.

対象例において静脈瘤の再発率は女性よりも男性息

表 9 食 道静脈瘤再発に関与する因子
アルコール摂取 :

摂取量 再 発

多量

少～中

(―)

9(563%)

2(286%)

4(174%)

(3× 2分割表 ;p<005)

図 2 静 脈瘤の再発時期 (15例)

卵

申

盤 嚇

胃上部切除構

H a t t b : 鮪

その他
7)

(予防・待機 。案急の右上に肝焼能の Child分 類を示した)

明確でないので,術 前の飲酒歴と静脈瘤再発 との関係

を検討した。アルコールを日本酒に換算して 3合 以上

ほとんど毎日飲む人を多量摂取者, ビール 1本以下程

度を週に 1回 以下の人を非摂取者,そ の中間を少～中

等量摂取者と3段 階に分類すると,ア ルコール摂取量

は術後の静脈瘤再発の有無と有意な関係がみとめられ

た(表9),す なわち,ア ルコールを多量に摂取 してい

た患者では術後の再発率は56.3%で あったのに対 し,

非摂取者のそれは17.4%と低率であった (p<0.05).

4)食 道静脈瘤再発例の再発時期について

食道静脈瘤の再発例15例につき,初 めて再発が認め

られた時期を検討 したところ15711中6例 (40.0%)で

は術後 6か 月以内であ り, 5例 では 7か 月から1年以

内であった。術後 2年 以後にはじめて再発が認められ

た症例は 2例 (再発例の13.3%)に すぎず,食 道静脈

瘤再発例の多 くでは,そ の始まりは術後 2年 以内であ

ることが示された。

術前肝機能の Child分類と静脈瘤の再発時期 との関

係を検討したところ,両 者には有意な関係は認められ

なかった。また手術術式 ・手術時期などと静脈瘤再発

までの期間との関係につき検討したが,少 数例のため

か特定の傾向は得 られなかった (図2).

考  察

食道静脈瘤は門脈圧充進症にともなう1つ の症状で

あ り,直 達術も内祝鏡硬化療法も単に対症療法にすぎ

ないので,そ の治療後の静脈瘤の再発はある程度は避
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者に有意に多かった。 こ の理由として,男 性には多量

の飲酒歴をもつ患者が多いこと,そ して女性には肝機

能障害が比較的軽度である4例 の特発性門脈圧元進症

がぶ くまれていたことなどが考えられた。 し かし山本

らつの報告を検討すると,直 達術後の静脈瘤の再発率

には男女差は認められなかった。一方,寺 西ら1つ塚田

ら19は食道離断術後に静脈瘤出血のため再手術を行っ

た症例は男性に多かったと報告してお り, この差はそ

れぞれの患者母体の違いに起因するものと思われた。

術前肝機能の Child分類や ICG―R15は 術後の静脈

瘤再発 と有意な関係が認められた。 こ れは高野1りの報

告 と一致 していた。また杉浦 ら分は腹部血管造影にお

いて左胃静脈が遠肝性に逆流する症471で静脈瘤の遺

残 ・再発が多い傾向を認めているが,そ のような症例

の肝機能は不良な場合が多いので,著 者らの所見はこ

れと矛盾しないと思われた。

Child分類で Aの 症例では静脈瘤再発率は154%

(3/26)で あり,術 死・在院死が 1例 も認められなかっ

たことを考えると, これらの症例では長期成績からみ

て直達術はきわめて有効な治療 と思われた。しかし,

Child B,Cの 症例では静脈瘤再発は合計55.0%(11/

20)に もおよがので,内 視鏡的硬化療法など手術以外

にも有効な手段のある現在では手術適応でないと思わ

れた。

つぎに術前内視鏡所見と術後の所見との関係につき

検討したところ,F,L因 子などと静脈瘤再発の有無 と

には有意な関係は認められなかった。鳥谷 らゆは術後

2年 以上経過を観察 した22例において,術 前の L因 子

は静脈瘤再発率と関係がないことを示している。また

山本ら1)はF3症例の術後再発率は33.3%(12/36),F2

症例では32%(8/25)と ほぼ同様であることを報告 し

ている。これらを考え合わせると,術前の L因 子。F因

子などから術後の静脈瘤再発を予測することはできな

いと思われた。

手術の時期 と静脈瘤再発率とには有意な関係は認め

られなかったが,こ れは山本ら1)の成績に一致した。食

道静脈瘤は門脈圧元進症の 1つ の症状にすぎないこと

を考えれば,急 性期を乗 り切った症例では当然の帰結

と思われた2り.

手術術式 と術後の再発率について著者らは有意な関

係を認めなかった。これは高野ら1めの報告に近いもの

であった。しかし杉浦 ら分はいわゆる東大 2外 科法で

は静脈瘤再発率は236%,経 腹的離断術では54.6%,

Hassab手 術では74.1%と ,術 式別に大差のある報告

11(751)

をしている。この違いが生じた理由としては,杉 浦ら

は Hassab手 術を肝機能不良例や肝癌合併例に行った

のに,著 者 らは1984年以後のむ しろ肝機能良好例に

行ったとい う適応の差が大きいと思われた。また著者

らは Hassab手 術でも胃上部切除術でも過半数の症例

はいわゆる斜め胴切法で手術を行い,胸 腔内まで血行

郭清を施行しているが, このことも術式別の再発率に

差が少なかった一因と考える。

術前のアルコール嗜好は静脈瘤の術後再発に大きく

有意な影響を与えた.そ して,術 前からの大酒家は手

術後も隠れて飲酒を続けるのが通例であった。著者ら

は,Child Aま たは Bの 症例であ りながら術後も多量

の飲酒を止められず,術 後14カ月以内に死亡した 2例

を経験 している。これは静脈瘤再発には術後の肝機能

が関与するため2つでぁる。いずれにせよアルヨールを

毎 日摂取する患者は静脈瘤の再発率が高 く,吐 血も多

いので,な るべ く手術以外の方法で治療すべきと思わ

れる。

最後に術後のフォローの計画につき検討した。初め

て静脈瘤再発がみ られた時期は 1年 以内が再発例の

73.3%(11/15), 2年 以内が86.7%(13/15)と 大多数

を占めていた。この結果は竹重ら2ゆ
,鳥 谷ら的の報告 と

一致していた。よってこの時期の観察はとくに重要 と

思われた。 2年 以後にはじめて再発をみた症例は 2例

と少なく,ま たこの 2例 は現在まで増悪もないので,

術後 2年 以後の経過観察は年 1回 でも良いと思われ

た。しかし静脈瘤の再発時期は術前肝機能・手術術式。

手術時期などから予測できず,ま た静脈瘤は術後時間

の経過 とともに増大傾向を示すとの報告も見られるの

で。1い,た とえ術前の肝機能障害・静脈瘤の程度が軽 く

ても,術 後の食道内視鏡検査は肝機能の不良な例 と同

様に計画すべきと思われた。

以上をまとめると,食 道静脈瘤の直達術後の静脈瘤

再発は全体 としては30%に も及がが, とくに男性患者

で飲酒量の多い者で再発の危険が大きいことが判明し

た。また術前肝機能が悪いもの (Child B,C)で は再

発率が高かったが,術 前の内視鏡所見 と再発には有意

な関係は認められなかった。

近年,内 視鏡的硬化療法による静脈瘤の治療が普及

しつつあるが。,硬 化療法はWalkerら の単純食道離

断術に相当するものであ り2り,そ の効果の永続性が疑

必れている。~51。結果で示 したように直達術を行 う利

点はその低い再発率にあるのでlr-91り,手 術適応は再

発の頻度が低い症例,す なわち肝機能が比較的良好
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(Chi ld A)で, しかも飲酒を行わない症例に限るべき

とい うのが著者 らの結論であり, これは奇 しくも手術

の危険か らみた手術適応分1りと一致す るものであっ

亨【= .

結  語

1985年までに食道静脈瘤直達術を施行した肝疾患に

よる門脈圧元進症46471を対象として,術 後の食道静脈

瘤再発を検討した.

(1)術 後に F2,CB以 上の静脈瘤が再発 したものは

32.6%で あった。

(2)男 性患者では術後の再発が多かった。

(3)術 前肝機能が Child Aであった症例では再発は

15,4%で あったが B,Cの 症例での再発は右意に多

かった (55.0%).

(4)術 前内視鏡所見の F,L因 子 と術後の再発 とに

は有意な関係はみられなかった。

(5)術 前からの大酒家では術後の静脈瘤再発が有意

に多かった。

(6)静 脈瘤が再発 した症4211では,そ の時期は73.3%

が術後 1年以内であ り,86.7%が 2年 以内であった.

(7)以 上より,直 達手術の適応 となる患者は,術 前

肝機能が比較的に良く (Child A),飲酒をしない患者

に限定 し,術 後はとくに 2年 までは細かい経過観察が

必要 と思われた。
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