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喉頭 ・食道合併切除時の音声および食道再建術式
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喉頭合併切除食道癌手術における音声再建術も兼ねた食道再建術について,そ の実験的 ・臨床的検

討結果を述べた。気管 。胃管短絡作成による音声再建のためには挙上胃管は細いほど望ましい.し か

し,細 径胃管先端の阻血は重要な問題であり,そ こで血管吻合付加の意義を実験的 ・臨床的に検討し

た。成犬 (n=7)を 用いた胃壁内血流量測定実験によると,頸 部血管 と胃血管の吻合の うち,動 脈吻

合により約18%の 増加を見るが,静 脈吻合はかならず しも有利に働かないことが示唆された。臨床的

には,Ceを 占拠部位に含める5症 例に対して,血 管吻合を付加し,そ の内 2症 例に対して気管。胃管

短絡作成による音声再建術を施行した。吻合血管はすべて約3mm径 以上あり,裸 眼による吻合が可能

であった。 1例 に胃管 ・気管短絡部の縫合不全を来 したが,ほ かの 4例 も含めて咽頭 。胃管吻合の治

癒に問題はなかった。音声再建術施行 2例 中 1例 にはほぼ満足する結果を得た。

Key words: total laryngectomy, cancer of the cervical esophagus,

vocal rehabilitation, vascular anastomoses, gastric mucosal blood flow

I . 絡 言

下「因頭 。頸部食道癌手術の術後縫合不全は,か なり

減少しているものの,い まだに20～30%い 。と,い ささ

か高い発生率を示 しているのが現状 といえよう.

吻合部創傷の治癒は,繊 維芽細胞の増生に依存 し,

それには血流 ・リンパ流の保持が必須の条件であるこ

とを著者 らも明らかにしてきたり的.食 道再建に胃管を

用いる場合,大 弯側の胃管を用いる方が胃軸が大弯に

移る結果 として大い胃管を用いる場合より長い距離が

得 られる。しかし反面,胃 壁の血流量を考慮したとき,

全胃をそのまま用いる場合に比べて胃管を作成するこ

とにより胃の粘膜および粘膜下層に密に存在する血管

網が傷害されるためその先端の血流低下が顕著となる

ことは既に実験的に明らかにされてきた6ン).

そ うしたことから,あ えて亜全胃や可及的に太い胃

管を利用することなどにより吻合部の血流保持の努力

がなされてきた。一方,下 咽頭 ・頸部食道癌症例にお

いて喉頭を合併切除する場合に生ずる声の喪失は患者

にとって精神的にも大きな音痛である。そこで,本 論
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文において食道手術に合わせた音声再建手術 (気管 ・

胃管短絡作成)の 経験について述べる。この音声再建

手術法は Komomの 喉頭全摘例に対する気管 。食道短

絡作成手術にヒントを得たものであるが気管胃管短絡

を介して吸気時に入った空気が胃管内で振動 して生ず

る音を音声に利用するわけである。したがって振動音

を可及的に高 くするためには,胃 管が約2cm前 後の細

い径であることが望まれるわけであるい11).

このように喉頭全摘を兼ねた食道手術の際に,音 声

再建も考慮する場合は胃管の血流温存を犠牲にする形

の細い胃管の使用が必要である。加えて,再 建胃管は

中～上咽頭まで挙上される必要があ り,胃 壁内の血流

面はさらに不利な状況となる。そこで,わ れわれは,

挙上胃管の栄養血管 と頸部血管 との血管吻合を付加す

ることにより,縫 合不全や挙上胃管の機能不全の発生

を予防している.

ここに,喉 頭 。下咽頭 ・食道全摘における音声再建

術,お よびその際の再建胃管への血管吻合付加の意義

について,そ の基礎 ・臨床的検討成績を述べる。

H.実 験的検討

A.方 法

詳細は既報1分にゆず り簡潔に記す と,体重10kg前後
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の雑種成犬(n=7)を 用いて,Nembutal静 脈麻酔下に

開腹術および頭部操作を施行した。すなわち, 胃陣靭

帯を解臓に接して切離 し,胃 大網動静脈,短 胃動静脈

から陣動静脈への血流を保ちつつ硫酸ヘパ リンlmg/

kgを 静脈内投与の後,陣動静脈を可及的に長 く確保 し

た。ついで,右 胃動静脈を胃壁側で処理 して大弯側半

切胃管を作成した。

次に,前 ～側頭部に U字 型皮膚切開を加え,内 頸動

脈,外 頭静脈を露出して,そ れぞれをできるだけ頭側

で切断の後に,そ れらの中枢側を挙上胃管につながる

陣動 ・静脈にそれぞれ端々吻合 した。血管吻合は静脈

側を先行させ,吻合には6-0ネスピレンの連続縫合法に

より施行した。

組織血流量の測定は水素ガスクリアランス法によっ

たが,胃 体上部大弯側前壁の血流測定を胃管作成前,

作成後,静 脈吻合後,そ して動脈吻合後 と段階的に施

行した。

B.胃 管作成前後の胃壁内血流量

開腹直後における胃壁内血流の測定値は1104m1/

min/100gで あった。大弯側胃管作成後,前頸部に挙上

した際には,胃 管先端は暗赤色となり大綱動脈の拍動

も消失 した。同じ部位の血流量は,0.8m1/min/100gと

著明に減少してお り,ここでまず陣静脈。外頸静脈端々

吻合を施行したが, 胃壁の肉眼的色調に変化を来さず

血流量も0.5m1/min/100gと変化を認めなかった.つ

いで,陣 動脈 ・総頚動脈吻合を施行したところ胃管先

端の色調は明らかに改善し,大 弯側を走行する胃大網

動脈の拍動も回復した.血流量は20.2m1/min/100gに

Table l B100d aow in the gastric wall at each step

of surgical procedures.
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上昇していた。

上記操作の終了後,静 脈吻合部を遮断して,再 度胃

壁内血流量を測定すると,23.5m1/min/100gであった

(Table l).

IH.臨 床成績

A.手 術操作

a.食 道再建術

上腹部正中切開により開腹 し,左 右傍腹部食道,噴

門,腹 腔動脈 ・左胃動脈 ・左右傍大動脈 リンパ節郭清

を行いつつ大弯側胃管を型のごとく作成する。その際,

胃陣靭帯を陣臓に接 して切離して陣動 ・静脈 より分枝

する短胃および後 胃動静脈を温存することに留意す

る。ついで,膵 を尾側半切除するとともに陣動 ・静脈

を可及的に長 く温存 し,膵 切断線に一致して両血管を

切断する,両 血管の末精側断端より胃側ヘヘパ リン生

食水10mlを 注入して血栓形成を予防しておく。以上の

操作により陣動 ・静脈より胃弩隆部へ分枝する後胃動

静脈は温存される。

上記 と同時平行的に他チームにより前頭部 U字 型

皮膚切開の後,偏 側根治的頸部郭清術 と下「因頭 ・頭部

食道 ・喉頭全摘術が行われる。

この際,吻 合用血管 として動脈は甲状腺偏葉切除に

際 して上甲状腺動脈を,静 脈は外頸静脈をそれぞれ約

4cmほ ど剣離露出しておく,そ して,胸部食道の blunt

dissection101りを用手的に施行して,前記作成した陣動

静脈付き大弯側胃管を後縦隔を通 して,頸 部に挙上す

る。挙上胃管の先端は,舌 根部直下の中咽頭の高さに

まで挙上されるため色調は白く貧血様 となり,大 網動

脈～牌動脈の拍動は触れなくなることが多い.こ こで

まず,同 時に挙上された陣動 ・静脈を咽頭 ・胃管吻合

予定部位より離 して頸部吻合血管側に移動して,外 頭

静脈 ・陣静脈吻合を60ネ スピレンの連続縫合による

端々吻合を,つ いで上甲状腺動脈 ・牌動脈吻合を端側

に同様に行 う。なお,両 動脈の内径の差が著しくない

折は Fig,1の ごとく端々吻合を行 う。動脈吻合終了時

より牌動脈～大網動脈の拍動は著明となり, 胃管先端

は瞬時に赤色調を回復する。次に,胃 管先端に2cm長

の切開を加え,両 端を縫縮した咽頭との間の二層縫合

にて咽頭・胃管吻合を施行して食道再建術を終了する。

b.音 声再建術

喉頭全摘の際に同時に行 う1期 的再建法と,上 記食

道再建術の創傷治癒後に行 う2期 的再建法 とがある

が, より安全な 2期 的再建法について述べる。

食道再建術からの回復および永久気管慶の治癒を
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Table 2 Clinical catts in which the Vascular anas‐

tomoses were added,

age sex Ste i益幡
StruCね°n - - -'-_"-'-l: :_':9- - - - -

splenic art. splenic vein

I 68 F lu lm retrosternal

2 7l  M Ph mediast inal

3 60 M lu retrosternal

4 63 F Ce mediastinal

5 78 M Ph mediast inal

I  common I  int .  jug.
caaot lo

r sup- .  ext.  Jug.
thyroid

r ext-  r  int .  Jug.
carotid

r sup. r  ext. .Jug.
thyroid

r taansv. r  ext,  JUg,

A carot is ext

A thyroidea Sup

V jugul ext

A carotis comm

Fig. 2 A new voice apparatus in an alaryngeal
patient. -a tracheo-gastric shunt.

Tracheo-gastrac tube shunt

待って,皮 膚縁より約lcmの 気管後壁に約6mmの 切

開を置き,そ こより直下に接するように存在する挙上

胃管前壁をできるだけ尾側斜めに剣離露出する。その

際,経 目的に気管内挿管チュープを胃管内に挿入して

カフを膨らませることにより胃管前壁の確認を容易に

している。剣離した胃管前壁に約6mmの 切開を加え,

気管・胃管側側吻合を4-0デキソン糸による結節縫合で

環状に施行する。手術終了時,創 治癒までの局所安静

を目的にフイルムドレーンを通した吻合孔を2な いし

3針の結節縫合により閉鎖する。

術後10日を待って ドレーンを抜去して吻合孔を開通

させ,発 声訓練に移る (馳 .2).

B.臨 床結果

昭和58年10月開院より下咽頭・頸部食道癌に対して,

血管吻合を付加 した胃管による再建術の施行例は 5例

である。その内 3例 に喉頭全摘も合わせ行い, 2例 に

音声再建術を施行した (Table 2).

Iuよ りCeに 及が 2症例,Ce l症 例,そ して Phよ

りCeに 及ぶ 2症 例を対象にした。症例 1に おいては

頸部食道 ・胃管吻合により,他 の 4症 例においては中

咽頭 ・胃管吻合により食道再建を施行した。

吻合血管は,胃 管側は陣動 ・静脈を用いたが,頸 部

側は動脈については,上甲状腺動脈を 2回 ,外頸動脈・

総頸動脈 ・頸横動脈を各 1回用い,静 脈については,

外頭静脈を 3回 ,内 頭静脈を 2回 使用してお り,ま」離

血管の径や長さなどから手術中に適当と判断されるも

のを選択 した。発声装置,す なわち気管 ・胃管吻合は

症例 3に おいて,食 道再建術 と同時に,ま た症例 4に

おいては, 2期 的に施行した。

縫合不全は症例 3の 気管。胃管短絡の部に生じたが,

その他 4症 例も含めて咽頭 ・胃管吻合部の縫合不全は

来していない。

術後の獲得音声に関しては,症 例 3は 短絡作製部に

縫合不全を来したことからその部の狭窄を生じたため

吸気の胃管への流入が十分に得 られず声が不明瞭で

あったが,症 例 4は ほぼ満足できるものであった。そ

してそれら症例で測定 した音声持続時間とlmで の平

均最大音圧はそれぞれ症例 3で 5秒 ,20dBで あり,症

例 4で は 6秒 ,75dBで あった.

Hg。 3に 症例 2の 術後 の経動脈的 DSA(digital

subtraction angiography)を示 した。外頸動脈の第 1

分枝である上甲状腺動脈から牌動脈が明瞭に造影され

ている。静脈相では吻合静脈は描出されず胃壁内の血
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I V . 考  察

下咽頭 ・頭部食道癌に対する切除後の再建方法 とし

ては,従 来より胃,空 腸,大 腸,皮 膚など種々の臓器

が用いられてきたが,最 近では血管吻合手技の発達に

より遊離空腸移植による再建が信頼性の高い術式 とし

て評価 されているlD～1の
。しかし,頭 部食道癌切除Trlに

おける検討では,約1/4の症例の胸部食道に壁内転移な

いし多発癌を認めており1919), この術式が普遍的なも

のとして確立するには問題があるといえる.そ うした

意味でも胸部食道 も含めた食道全摘 ・冒管再建術はよ

り理にかなってお り,内 ・外を問わず最も繁用されて

いる術式である.そ の際,挙 上胃管先端の血流低下に

よる縫合不全が大きな臨床的問題であ り, 胃衆膜筋層

の輪状切開による長軸の延長,小 弯側血管細を温存 し

た全胃あるいは亜全胃の使用などは胃管作成時に生ず

る壁内血管網の遮断を回避して,咽 頭 との吻合に利用

される篭隆部の血流をできるだけ確保しようとする努

力の結果生まれた方法である。確かに,全 胃あるいは

亜全胃の使用時は, 胃壁の伸展性も良好であ り,頸 部

に挙上 しても十分な血流を認めることが多い.

しかし,喉 頭を合併切除して音声再建を考慮する場

合には頸部における再建胃管は2cm径 ほどの細いも

のでなければならない。それは気管 ・胃管短絡より吸

気時に移行 した胃管内の空気が管内で振動して生ずる

音が発声に利用されるわけであ り,そ の振動音を十分

に得るには胃管が食道径ほどに細い必要があるからで

ある. しかし再建胃管を細 くすればするほど胃管先端

の血流量は減少し, 胃管 ・咽頭吻合部の縫合不全につ

ながる。細い冒管の作成そのものが壁内血管網を遮断

することにより組織血流量の低下を来すという事実は

諸家の報告からも明らかである20ンリ.胃 壁血流の構造

としては粘膜および粘膜下に濃密な壁内血管網が存在

し, これに対 して壁外血管が大弯および小弯から連絡

枝を送っている22).丸山のはこれら壁外枝 と壁内網の

連絡が障害されずより多 く温存されるのが太い胃管で

あ り細い胃管より胃壁血流は豊富に保たれることを毛

細血管造影像で明らかにし,貴 島らのはイヌを用いた

実験研究で同様に述べている。また胃管 日側先端部の

血流に関して更に考察する必要がある.胃 弩隆部は左

胃動脈 ・左胃大網動脈 ・後胃動脈の 3血 管から血流供

給を受けているが,細 径胃管作成時には左胃動脈から

の血流は当然のことながら遮断される。加えて,左 右

の目大網動脈の吻合は30%前 後であ り, しかもその吻

合枝は痕跡的な細いものであることが多い2め
。 した

Fig. 3 DSA in Case 3. An arrow indicates the
vascular anastomosis between a splenic and a
superior thyroideal arteries.

Fig. 4 A barium meal study of Case 5. Left;
preoperative state, Right ; postoperative state.

管網を介して還流されていることが示唆された,

吻合に用いる血管は,約3mm径 の上甲状腺動脈が最

も細いものであ り裸眼による用手的吻合が十分に可能

であった。

Fig.4に 症例 4の術前 ・後のバ リウム造影像を示 し

ている。音声再建に備えて, 胃管の径は術前の食道に

ほとんど等 しいものになっている。
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がって, 胃管において右胃大網動脈の終校より更に日

側が壁外性に血液供給を受けうるのは陣動脈を介した

後胃動脈からのルー トだけである.そ こで,わ れわれ

は挙上再建胃管の陣動脈に血管吻合を付加することに

よるその胃管 口側先端の阻血の克服を企図して,本 術

式を基礎的,臨 床的に検討した。

本研究においても,胃 管先端部の壁内血流量が胃管

作成により著明に減少することが確認された。それが,

眸動脈 と頸部血管を吻合することにより,胃 大網動脈

の拍動が再開し,同 部の血流量は17.4%ま で回復 して

胃壁の色調も改善した.加 えて,静 脈吻合のみの場合

には,胃 壁血流量の増加は認めず,ま た動静脈吻合終

了後に静脈吻合をクランプして動脈吻合のみを開存さ

せた場合の血流量は,前 述の動 ・静脈両吻合の開存時

のそれと差がなく, これらの結果は胃管血流の改善に

は動脈吻合が必須であ り,静 脈吻合は必ずしも必要で

はなく静脈還流は既存の胃管壁内静脈を通じて十分に

排導されることが示竣された。胃壁内組織酸素分圧の

測定による三吉ら2つの研究も動脈血流が絶対的な役割

を担ってお り,静 脈還流の寄与は必ずしも顕著ではな

いことを示している。しかし,石上 ら251は
,ィ ヌを用い

た実験で皮下に挙上した胃管に動 。静脈吻合を加えて

検討したところ,静 脈吻合は欝血を除去して流入動脈

血流量を増加させ,動 脈吻合のみの施行はかえって胃

管に欝血を起こすと報告 している。 これは,イ ヌの細

長の胸郭という解剖学的特徴を考慮する必要があ り,

伸展 しにくい皮膚 と胸郭の間には十分な空隙を作れ

ず,た めに皮下 トンネル内を挙上された胃管は上下に

圧迫されやす く,静脈欝血が容易に生ずる.こ の点は,

胸骨前ルー トの再建時に,留 意すればまず欝血を生じ

ない人間の場合 と比較して,大 きく異なった条件 とい

える。そこで,今 回のイヌを用いた実験研究において

は,そ うした外的圧迫を無視するために胃管の頸部挙

上のルー トをあえて
`皮

膚前
'と

した。臨床では確かに後

縦隔経路に胃管を挙上する際,気 管 と椎骨の間の空隙

が狭いために容積のある胃管を用いた場合,外 的圧迫

により胃管先端の静脈欝血を容易に来すが,本 術式に

おいては,細 径胃管を可及的に広げた後縦隔を通 して

いるのでそ うした外的圧迫による弊害を未然に予防し

ていることになる。

こうしたわれわれの経験では,動 脈吻合完成直後よ

り胃管に付着する大網血管の拍動の再開が認められ,

欝血が問題になることはなかった。

喉頭全摘後の音声再建法には大 きく分けて,(1)
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シャン ト形成法 (気管・咽頭シヤン ト,気 管・食道シャ

ン ト),(2)気 管声門形成法,(3)特 殊器具法などに分

類できる。近年,発 声装置器具の発達はめざましいも

のがあるが,持 ち運びの必要があ り,そ の重量を考え

たとき,や はり生体のものを利用した方法の発展が望

まれる。Calcateraらが代用音声を得るためにイヌを

用いて気管食道慶法を考案し,Komomら が初めて臨

床に応用して高い (20/29,69%)成 功率を報告した。

本邦では斎藤が初めて同術式を施行 して音声獲得率

80%(32/39)と 発表 した。また,そ れらの測定された

平均音声持続時間は18.1秒,平均最大音声は77.ldB(1

m)で あ り,発声が肺呼気を利用 した自然発声に近い機

構のため食道発声よりは自然に近い会話が出来ると報

告している20。

本論文における気管 ・胃管短絡作製術式はそれに

倣ったものであるが,獲 得音声はその音声学的分析値

からみても施行 2症 例の うち 1症例は気管 ・食道痩の

211に匹敵するものであった。しかし,短 絡を介した空

気の胃管への移行の充分な症例では胃内容物の逆流や

誤廉の危険性があ り, ここに重大な二律背反が存在す

る。症例 3は ,狭 すぎるシャン トのために充分量の空

気の移行が得 られず,ま たほぼ満足すべき音声を得た

症例 4に おいては誤廉,逆 流に悩まされることはない

ものの狭 くなりがちなシャン ト孔の確保のためにシリ

コン ・ステン トチュープの挿入を必要 としている.食

道再建術の 8か 月後に 2期 的に気管 。胃管短絡を作成

した症例 4は 約 8か 月間声を失っていたわけである

が,音 声手術の 2週 間後,万 床を訪れた著者は,“アリ

ガ トウゴザイマシタ
"と

挨拶された。それは耳を疑 う

ほどに明瞭なものであり,感動的でもあった。下咽頭・

頸部食道癌手術においては,一 方で リンパ節郭清など

根治性を高めるために拡大の方向に向かっていなが

ら,喉 頭の取扱は,術 後声を喪失するということから

あいまいになっているきらいがある。本法は気管食道

慶作成による代用音声に比較 してもまだ不十分な術後

音声であ り,まだ改善の余地が大きく残されているが,

今後も検討されてよい術式 と思われる。
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A Voice Production and Esophageal Reconstruction Methods
after Total Laryngoesophagectomy

Nobuhiko Tanigawa, Takumi Shimomatsuya, Kohji Takahashi, Yasuhiko Masuda,
Yasuto Kitakado, Tetsuya Horiuchi, Yukio Chiba.

Ryusuke Muraoka and Hitoshi Saito*
Second Department of Surgery, *Department of Otolaryngology, Fukui Medical University

Cancer of the hypopharynx or the cervical esophagus often invades the ad;iacent larynx, so it has to be
concomitantly resected for better prognosis. Loss of phonation in the laryngectomized patients needs to be
corrected. A new voice apparatus, the tracheogastric shunt, has been studied experimentally and clinically. For
better qualified phonation by shunt speech the stomach tube needs to be as narrow. However the narrower the
stomach tube, the less blood flow there is in the gastric wall. Hence, we studied the need for adding vascular
anastomoses between the gastric and cervical vessels. Blood flow in the gastric wall in mongrel dogs, measured by a
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hydrogen gas clearance method, was as follows, intact stomach, 110 a 0 m7min/l00g; stomach tube 2 cm in width'

0.8 t 0.8; after venous anastomosis, 0.5 I 0.8; and after arterial anastomosis, 19.2 + 1.4. The results indicated that

blood flow in the cervically elevated stomach tube was greatly impaired and was improved by adding arterial

anastomoses, but not by venous anastomoses. In 5 patients with pharyngeesophageal cnacer' the anastomoses

between splenic and superior thyroideal vessels were used in this type of esophagus surgery. The anastomoses

were possible without a microscopic apparatus. An anastomotic leak was found in the tracheogastric shunt in one

case, but no other complications relevant to surgery was noted. Phonation by shunt sppeech as satisfactory in one

of two cases to whom the shunt was made.
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