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経皮経肝門脈造影と胃食道静脈瘤治療への応用

九州大学医学部第2外科

橋爪  誠   北 野 正 岡J  和 田 寛 也

田上 和 夫  杉 町 圭 蔵

胃食道静脈瘤患者で,経 皮経肝門脈造影を施行した64症例につき,食 道静脈瘤の血流パターンをす

だれ型と梶棒型,胃 静脈瘤を噴門部型と弯窪部型にそれぞれ分類し,胃 食道静脈瘤治療への応用につ

いて検討し以下の結果を得た。1.下 部食道静脈瘤の梶棒型は,すだれ型に比べ肝機能不良例と吐血既

往例が有意に多かった(p<0.05).2.硬 化療法後の小血管出現は梶棒型に多く(p<0.05),巨大梶棒

型は治療抵抗性で手術の適応と考えられた。3.腫 瘤状胃静脈瘤は硬化療法単独では治癒し難く,per.

cutaneous tranttepatic obliteration併用ないしは手術の適応と考えられた。以上より胃食道静脈瘤

の治療においては血流パターンに応じた治療の選択が重要と考えられた。

Key words: percutaneous transhepatic portography, selective left gastric venography,

treatment of esophagogastric varices

I , 結 言

門脈圧克進症における副血行路についての報告は多

いが,下 部食道静脈瘤に注 目した血流パターンに関す

る報告は少ない。われわれは下部食道が食道静脈瘤破

裂のもっとも起こり易い場所であることから,選 択的

左胃静脈造影における同部の血流パターンを分類し,

すだれ型 と梶棒型に分類できることを報告 した',

今回胃および食道静脈瘤の血流パターンのもつ臨床

的特徴及びその意義 と静脈瘤治療における経皮経肝門

脈造影の応用について検討したので報告する。

II.対 象および方法

(1)対 象

症例は昭和62年 7月 より平成元年 6月 までの間に胃

または食道静脈瘤の治療 目的で当院へ入院し,経 皮経

肝門脈造影 (percutaneous transhepatic portography,

PTP)を うけた64症例である。男48例,女 16例,平 均

年齢53.8±9.2歳で,肝硬変症59例,特 発性門脈圧九進

症 5例 ,肝 癌の合併が 7例 にみられた。また,16例 は

胃静脈瘤単独例であった,

(2)経 皮経肝門脈造影
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適応は門脈血行動態の解析を目的として,出血傾向,

腹水貯留,呼 吸障害,高 度肝機能障害,閉 塞性黄痘な

どのないすべての門脈圧元進症例を対象 とした。肝内

門脈穿刺は超音波映像下穿刺法を用い,患 者をエック

ス線透視台上背臥位 とし, リエア型電子スキャンで肝

内門脈枝を検索した。皮膚および腹膜を局所麻酔 し,

エコープローブに取 り付けたガイ ド孔を通 して18Gの

PTP用 穿刺針を超音波映像下に目標の門脈枝を穿刺

した。内針抜去後,ガ イ ドワイヤー(SCM type,Cook)

を穿刺針内から門脈本幹へ挿入し,穿刺針を抜去する。

ダイレーターおよびシース (7Frまたは5.5Fr)を ガイ

ドワイヤーに沿って門脈枝に挿入し,ダ イレーターを

抜去する。次に,血 管造影用カテーテル (P type 5Fr,

Cook)を 同様にガイ ドワイヤーに沿って門脈本幹に挿

入し,ガ イ ドワイヤー抜去後門脈圧の測定および造影

を行った。まず自動注入器で造影剤40mlを 8m1/秒の

速度で注入し, 1秒 間に 1枚 の割合で15秒まで撮影を

行い,陣 門脈造影 とした。次に,選 択的に左胃静脈に

カテーテルを進め,選 択的左胃静脈造影を行った。造

影剤は20mlを 3m1/秒の速度で注入し撮影を行った。

(3)経 皮経肝的静脈瘤基栓術 (percutaneous tran‐

shepatic obliteration of the varices,PTO)

肝機能不良などの理由で手術適応のない胃静脈瘤単

独例に対して PTOに より流入血流量を遮断した後に

早期に内視鏡的硬化療法を追加施行した。PTOに より



得 られた胃静脈瘤へ流入する側副血行路 (多くの場合

左胃静脈ないしは後胃静脈)ヘ カテーテルを選択的に

挿入し,造 影剤を小量ずつ流 し,閉 塞状況を確認しな

がら50%グ ルヨース,無 水エタノール, ヒ トトロンビ

ンおよび並eel coil(C00k,MWCE-38‐5‐5,5‐8)を 用

いて塞栓した。硬化療法は PTOの 1週 間後より行っ

た。ブスコパンlA,ベ ンタジン15mg,セ ルシン5mgを

術前に投与 し,鎮 静を得たのちに逆視 (Uタ ーン)下

に胃静脈瘤の穿刺部位を確認 した。硬化療法針を硬実

に静脈瘤内に深 く穿刺 し, 1穿 刺当 り, 5%エ タノラ

ミンオレー ト1～ 2mlを 注入後,抜 針時にヒトトロン

ピン (500単位/ml)を 少量ずつ血管外および粘膜内に

注入し止血 した. これを静脈瘤が消失するまで繰 り返

し行った,

(4)PTP血 流パターン分類

食道静脈瘤の PTP上 の血流パターンをすだれ型 と

梶棒型に分類し,各 血流パターン別の臨床的特徴,内

視鏡像,治 療効果などについて検討を行った。胃静脈

瘤に関しては, 胃弩窪部および噴門部の静脈瘤に分類

し,同 様に臨床的特徴 と治療効果を比較検討した。

推計学的検討は Student'stテス トおよびィ
2検定を

用い危険率 5%以 下を有意差ありとした。

III.結  果

(1)食 道静脈瘤の PTP所 見

食道静脈瘤血流パターンをすだれ型31例と梶棒型17

例に分類できた。両群間で性比,年 齢,基 礎疾患,肝

癌合併の有無 に有意差は認め られなかった (Table

l).吐 血歴では梶棒型が有意に多 く,梶 棒型はすだれ

Table l  Clinical data according tO the vascular

pattern of the esophageal varices
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２
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LC : liver cirrhosis, IPH : idiopathic portal hypertension
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型に比べ,肝 機能不良例が多 くみられた。臨床検査成

績では梶棒型はアルブミン値およびプロトロンビン時

間(%)が 低 く,ICG停 滞率15分値ではすだれ型25。1%

に対 し,梶 棒型では38.3%と 有意に上昇していた.内

視鏡的には両群間で形態および発赤所見の出現に差は

みられなかった,48人 中22人が手術を,26人 が硬化療

法のを施行された,手 術は食道離断術 9例 ,選択的遠位

陣腎静脈吻合術 7例 ,胃 上部血行郭清術十硬化療法 6

例であるが,い ずれも食道静脈瘤は縮小ないしは消失

した。

Table 2は硬化療法の治療成績を血流パターン別に

みたものであるが,施 行回数,硬 化剤使用総量に有意

差はみられなかった。また,再 出血例は現在 1例 もな

い.全 例において静脈瘤は完全に消失 したが,梶 棒型

で 4例 にその後の経過観察中に小血管の出現が胃食道

接合部より上 1～ 3cmの 間に出現した (p<0.05)。合

Table 2  Results of sclerotherapy according tO the

vascular pattern of the esOphageal varices
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1 'ヽpe Palisading
(n=15)

Bar

( n = 1 1 )
p value

No. of session

Total volume

o f 5 2 o E O

Rebleeding

VD

Complication

stenosrs
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4 3 ± 1 1

50 5=上12 0

0

0

3

2

4 7 ± 1 4

4 9 5 ±1 1 7

0

4

3

4
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N_S
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Fundus
( n = 3 )

2 / 1

6 7 0±3 5

Table 3 Clinical data of patients with gastric varices
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Table 4 Results of treatl■lent for gastric varices

EIS
(n=14)

PTOttEIS
(n=10)

SURGERY
( n = 1 1 )

Eradication

Thrombosis

Recurrence

Rebleeding

4
(286%)

10
(714%)

1
(71%)

1
(71%)

8
(800%)

2
(200%)

1
(100%)

0
(0 %)

10
(909%)

1
(91%)

0
(0 %)

0
(0 %)

EIS i endoscopic ill」ection ttlerotherapy

PTO:percutaneous transhepatic obliteration of the

SURGERY:Hassab's operation(3)

併症には両群間で有意差はみられなかった。

(2)胃 静脈瘤の PTP所 見

噴門部型13例,弩 窪部型 3例 に分類できた 〈Table

3)。両群間で性比,年 齢,基 礎疾患に有意差はなく,

吐血歴においても胃静脈瘤からの出血は噴門部型に 1

例のみみられた。また,胃 炎出血の既往は噴門部型 4

例,弩 窪部型 1例 であった。臨床検査成績では弩窪部

型でアルブミンがやや低値を示した他には両群間で有

意差はみられなかった。内視鏡所見では両群 とも全例

で腫瘤状ないしは結節状を呈し,発 赤を認めた,PTP

上胃腎静脈シャン トが噴門部型13例中11例,篭 窪部型

3例 中 2例 でみられた.Table 4は 最近の胃静脈瘤単

独711の治療成績を示す。PTO十 硬化療法(EIS)は手術

(Hassab手 術め)に匹敵する成績を得たのに対し,硬化

療法単独では静脈瘤の消失は得がた く,再 出血の危険

があることが分かった。

IV.考   察

門脈圧元進症における門脈系副血行路の発達の様式

は胃食道静脈瘤の破裂や反復性脳症出現 と有意な相関

を示 しり',そ の程度や病態を知ることは臨床的に極め

て重要である。食道静脈瘤の病態を捕らえる主な方法

としては,バ リウム造影,腹 腔動脈造影,左 胃動脈造

影ф",固 有食道動脈造影め,経 牌門脈造影。,経 皮経肝

門脈造影り,左 胃静脈造影1いなどの X線 学的方法 と,内

視鏡検査法がある.

食道静脈瘤の内視鏡記載基準は1980年日本門脈圧元

進症研究会によって設定され11),食道静脈瘤破裂を予

知する指標 として,Beppuら
121は内視鏡的に静脈瘤上

の発赤所見が最も重要であることを指摘している。下

部食道の血管構築に関しては,Nodalゆおよび荒川ら1つ

は病理組織学的に剖検例の食道静脈瘤破裂部を検索
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し,同 部の上皮の非薄化像の程度 と内視鏡上の発赤所

見の程度 とはほぼ比例 し下部食道に多 くみられること

を指摘している。さらにわれわれはlDは下部食道静脈

瘤の血管構築を 3次 元的に示し, 胃食道接合部で胃の

粘膜下層の静脈は数本に分校 し,同 時に上皮下に細い

血管を多数分枝 して,い わゆるすだれ状構造をとった

後,胃 食道接合部よリロ側 3～ 5cmで 再び粘膜下層の

静脈 と集合 し,巨 大な静脈瘤を形成することを明らか

にした。このように下部食道の血管構築は腹腔内の門

脈系 と胸腔内の大循環系 とを結ぶ接点であ り,臨 床的

にも重要な部位であるが,腹 腔動脈造影や上腸間膜動

脈造影の静脈相では,食 道静脈瘤を明瞭に描出するこ

とは困難である.

PTPヤよLunderquistとVang16)によって報 告 され

て以来普及し,食 道静脈瘤の血管構築を観察できるほ

か,血 流方向や,流 速,流 量などさまざまの情報を得

ることが可能である。選択的左胃静脈造影の検討は

PTPの 導入によって初めて可能 となったのである。隆

ら1のの報告にあるように下部食道の血管構築はすだれ

状配列をとるのが一般的であるが,わ れわれの研究で

は,拡 張した左胃静脈が造影上そのままっす ぐに頭側

にのび,す だれ状陰影を呈さないタイプがあることが

わか り, これを梶棒型 と名づけた'。ただし,PTP上

得 られる静脈瘤の陰影が食道のいずれの層に存在する

ものであるかは PTP像 だけでははっきりしないが,

剖検材料による検討では19,粘 膜下組織を胃壁 より食

道へまっす ぐに上行するものと,食 道の外膜に沿って

左胃静脈の分枝が上行するタイプとがあることがわ

かった。いずれにしろ横隔膜上胃食道接合部ょり3～ 5

cm口 側においてこれらの血管が集合 し,巨 大静脈瘤

を形成した後,壁 内をそのまま上行ないしは奇静脈や

半奇静脈へ流出するのである。

下部食道静脈瘤の血流パターンの臨床的意義に関し

ては食道静脈瘤の形態や破裂の危険性との関連が最も

興味あるところであるが,梶 棒型で有意に吐血例が多

く,静 脈瘤破裂の危険が高いことを示唆している。 し

かし,内 視鏡所見では両者に有意な相関はみ られな

かったことは,食 道静脈瘤内視鏡分類の F因 子(形態)

および R因 子 (発赤)が 静脈瘤の立体的な位置関係と

は無関係に記すようになっていることに原因があると

考えられた。中山ら1のは,牌静脈短絡率はその増加とと

もに食道静脈瘤の程度が増強し,吐血率も増加するが,

陣静脈短絡率が50～60%を 越えるとむしろ食道静脈瘤

の程度が軽減 し吐血率も低下すると報告している。 し
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たがって,食 道静脈瘤破裂 との関連をみるには傍食道

静脈や胃腎静脈シャン トの発達なども同時に考慮する

必要がある。また,門 脈短絡率からみると,ICG R15

やプロトロンビン時間と右意の正の相関を,ア ルブミ

ンと有意の負の相関を示 し,門 脈短絡率は肝予備能を

間接的に示 していると報告 している。われわれの症例

でも同様にすだれ型 と梶棒型で Chnd分 類,ICG R15,

プrト ロンピン時間およびアルブミン値で有意差がみ

られたことは, この血流パターン分類が間接的に門脈

短絡率を反映していることを示す。

今回特に食道静脈瘤の治療法の中で最近急速に普及

しつつある硬化療法りの治療成績 との相関を検討 し

た。 こ の中で,血 流パターンの間で,静 脈瘤の完全消

失に必要な硬化療法の回数や硬化剤の総注入量に有意

差は認められなかったが,小 血管の出現が梶棒型に有

意に多 く認められ, このことは治療後術後再出血や再

発 という観点から厳重な経過観察が必要であることを

示唆 している。われわれは,高 度陣機能元進に加え,

左胃静脈および陣静脈が直径約3cm程 に拡張 した巨

大梶棒型食道静脈瘤に対し,計 11回の硬化療法を施行

するも静脈瘤の完全消失に至らず,再 発を繰 り返 した

症例を経験 した.し たがって,術 前の食道静脈瘤造影

により巨大梶棒型を示すタイプでは積極的な手術療法

の適応 と考えている。

胃静脈瘤の治療は,硬 化療法単独では技術的にも困

難で,再発も多 く,われわれの症pllでも完全消失に至っ

た症例は半分以下で, 1例 に再吐血を認めた。現段階

では胃上部血行郭清術 と陣摘出術を行 う,い わゆる

Hassab手術めが最も確実でよい適応 と考える。胃静脈

瘤単独例で,肝機能不良などの理由で手術適応がなく,

PTP上 主要な流入血管が数本以内である場合には

PTOの 適応 と考える。ただし,PTOだ けでは治療の

永続性が少ないため,硬 化療法を合わせ行 うことで手

術に匹敵する治療効果を期待できる。PTPの 治療への

応用 として,個 々の症例の下部食道静脈瘤の血流パ

ターンに応 じた集学的治療法を確立すべ く, この方面

での益々の検討が望まれる。
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Percutaneous Transhepatic Portography and the Treatment of Esophagogastric Varices

Makoto Hashizume, Seigo Kitano, Hiroya Wada, Kazuo Tanoue and Keizo Sugimachi

Department of Surgery II, Faculty of Medicine Kyushu University

In 64 patients with portal hypertension, the vascular pattern of the lower esophageal varices was classified into

two types, palisading and bar types; the gastric varices were classified into cardiac and fundic types, based on the

percutaneous transhepatic portography. The patients with the bar type of esophageal varices had poorer liver

function and more of them had a history of bleeding from the esophageal varices than the patients with the

palisading type (p<0.05). Significantly more small venous dilation appeared in patients with the bar type after

sclerotherapy. It was more difficult to sclerose the esophageal varices of the giant bar type and the tumorous type of

gastric varices by sclerotherapy alone than by surgery or the combination therapy of percutaneous transhepatic

obliteration of the varices with sclerotherapy. Thus, treatment should probably be designed in each patient

according to the vascular pattern of the lower esophagus.
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