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食道吻合部狭窄に対する内視鏡的治療

大阪市立大学第 1外科

大平 雅
一  曽 和 融 生  浅 井  毅   李   在 都

吉川 和 彦  西 脇 英 樹  長 山 正 義  梅 出  馨

1983年から1988年までの 6年 間に当科で内祝鏡的拡張術を施行した食道吻合部狭窄31例を対象とし

て,10回 以上の拡張術を必要 とした り,拡 張術施行後早期に再狭窄をきたした難治群 5例 と数回の拡

張術により狭窄症状の軽快した良好群26例について比較検討した。

その結果,術 後合併症 としては縫合不全の有無およびその程症,内 視鏡的には拡張術 1～ 2週 間後

の吻合口短径 ・長径比の測定,X線 学的には拡張術前の狭窄部の長さの測定が狭窄の予後判定に有用

であると考えられた。また治療に難渋する症421では吻合部での癌の再発に留意し,ま た狭窄部の極め

て長い症例では外科的治療を含めた他の治療法を考慮すべきであると考えられた。
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I . 目 的

食道癌手術,食 道離断術後の吻合部狭窄はときに遭

遇する合併症であ り,種 々の治療が試み られている

がい。,治 療後早期の再狭窄など難渋する症例も多 く,

いまだなお十分な治療法はない。教室では1983年 より

硬性ブジー,拡 張用パルーンカテーテルを用いて内視

鏡的拡張術を施行してきたが,今 回これらの症4alにつ

いて retrOspectiveに 検討した。

H.対   象

1983年 ～1988年の 6年 間に当科および関連病院で内

視鏡的拡張術を施行した食道吻合部狭窄31症例を検索

の対象とした.

かかる31例の原疾患は食道癌184211,胃癌 5例 ,食 道

静脈瘤 7711,胃 切後吻合部潰瘍 191jで,術 式は食道亜

全摘,食 道冒吻合術17例,食 道部分切除,食 道食道吻

合術 1例 ,胃 全摘,食 道空腸P/」合術 6 all,噴門側胃切

除,食 道胃吻合術 3例 ,経 腹的食道離断術 44/1であっ

ブt .

IH.方   法

方法は内視鏡下で狭窄部を確認後 Pilling社製の

JaCkSOn BOugie(24～38Fr), またはガイ ドワイヤー

誘導下に Microvasive社製の拡張用 bal10on dilator

(RIGIFLEX DILATOR,直 径10～20mm)を 挿入し,
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15～60分間留置して狭窄部を拡張 した。なお,吻 合部

狭窄の有無はオ リンパス社製 GIF‐P3が通過不能か否

かによって判定した,

かかる方法により内視鏡的拡張術を施行した31例の

うち10回以上の拡張術を必要 とした り,施 行後早期に

再狭窄をきたした難治群 54/11と,数 回の拡張術により

狭窄症状の軽快 した良好群26例について比較検討 し

た。

なお統計学的検定には Studenぱst,testを用いた。

I V . 成 績

1.年 齢および男女比

各群の年齢分布および男女比は良好群では36～74歳

(平均57.5歳)で男女比は24:2で あったのに対し,難

治群では43～67歳 (平均56.4歳)で 男女比は 3:2で

あった (Table l).

2.内 視鏡的拡張術施行回数及び狭窄症状消失期間

各群の平均拡張術施行回数は良好群2.5回,難 治群

178回 で,最 終拡張術施行後の狭窄症状消失期間は良

好群で 2か 月から最長 6年 であり,難 治群では 1週 間

から3か 月であった (Table l).

3.手 術術式

術式別に両群を比較検討すると良好群では食道亜全

摘,食 道胃吻合術15例,胃 全摘,食 道空腸吻合術 4例 ,

噴門側胃切除,食 道胃吻合術 3例 ,経 腹的食道離断術

4例 であった.

一方,難 治群では食道亜全摘,食 道胃吻合術 2例 ,
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Fig. 1 Endoscopic view of anastomosis in good result cases. esophagogastros-
tomy (left), esophagojejunostomy (right).

Table 1 Results of endoscopic dilatation for eso.
phageal stomal stricture -A retrospective study
in 31 cases-
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食道部分切除,食 道食道吻合術 1例 ,胃 全摘,食 道空

腸吻合術 24211であった (Table 2).

4.術 後合併症,特 に縫合不全の有無

各群における術後合併症,特 に縫合不全の有無につ

いて検討すると,良 好群ではminor leakageが26例中

771j(26.9%)で あったのに対 し,難 治群では全例縫

合不全を合併 し,う ち 3 aljはmajor ieakageであった

(Table 3).

5,内 視鏡的検討

拡張術 1～ 2週 間後の各群の吻合日の内視鏡像をス

クリーンに投影 し,そ の形状の観察および吻合日の最

大径 (長径)と ,そ れに直交する最大径 (短径)と の

Table 3 Numbers of anastomotic leakage in each
group
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比を短径 ・直径比 として求めた.そ の結果,良 好群で

は吻合 日はほとんどの症例で類円形を呈 してお り,そ

の短径 ・長径比は測定 しえた17例中16例で0.50以上で

あ り平均0.66±0.14であった (Fig.1).
一方難治群では吻合 日は扁平で,そ の短径 ・長径比

はいずれも0.50以下で,平 均038± 0.11であ り良好群

に比べて有意に小さかった (Fig.2,3).

6.X線 学的検討

X線 学的には拡張術前の狭窄部の長さについて検

討した。良好群では測定可能であった10例の狭窄部の

長さは1～2mmの 膜様の狭窄を呈 した ものから最大6

mmま でであったが,難 治群では測定しえた 2例 の狭

窄部の長 さは12mm,15mmと いずれも良好群に比 し

て長い傾向が伺われた (Fig.4).

7.内 視鏡的拡張術治療困難症例の検討

治療困難症例 5例 についてその予後を中心に検討す

ると, 5例 中 3例 は癌の再発により死亡 してお り,そ

の うち 2 falでは吻合部での癌の再発が確認された,
一方,生 存中の 1例 は昭和58年頭部食道癌に対 し食

道部分切除術施行後 majOr leakageを合併し,昨 年ま

でにバルーンカテーテルによる拡張術を51回行ってい
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Fig. 2 Endoscopic view

esophagoesophagostomy

of anastomosis in cases of difficulty in treatment.
(left), esophagogastrostomy (right).

Fig. 3 Ratio of the short diameter to the iong

diameter of the stoma in each grouP
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Fig. 4 Length of stricture before bougienage

each group
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る症例である。本症例は最近では拡張術施行後も1か

月以内に水分しか通 らない状態 となってお り,ま た X

線学的検討では狭窄部の長さは年々長 くなる傾向にあ

り,本 法による拡張術の限界と考えられた(Table 4)。

V.考   察

食道癌,胃 癌根治手術や食道離断術後に発生する吻

合部狭窄は縫合法,縫 合材料の進歩により減少しつつ

あるが,遠 藤ら1)は約10%に 起こりうると述べてお り,

現在でもなお外科医を悩ませる合併症の 1つ である。

かかる吻合部狭窄に対する治療法 としては外科的療

法と保存的療法があるが,一 般的には後者の治療法を

とることが多い。保存的療法 としてこれまで種々の拡

張法が考案されてきたが大別すると鯨骨ブジーや金属

good result

(n = t0)

dttnculty

in treatment

(n=2)
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26例中 7例 (269%)に 軽度の縫合不全を合併してい

たが,難 治群では全f/11縫合不全を合併してお り, うち

3例 では中等度以上の縫合不全であった。すなわち,

縫合不全の有無およびその程度が吻合部狭窄の程度に

大きく関与 していると考えられた。

次に内視鏡的検討であるが食道吻合部狭窄症例の内

視鏡像に関する報告は少ない。われわれは拡張術施行

症例の吻合部内視鏡像を 1～ 2週 間毎に検討したとこ

ろ,良 好群では拡張術 1～ 2週 間後でも吻合 回は比較

的円型に近い形態を示すものが多かったのに対し,難

治群では痛平 となる傾向がみられた。かかる吻合日の

扁平化の原因としては,今 回検討しえた難治群の 3例

はいずれも食道頭部吻合症例であ り,同 部位では吻合

部が屈曲しやすいことが考えられる。またいずれの症

例も縫合不全を合併 してお り,か かる炎症が消失 し疲

痕化する場合一様に起こるのではなく一方向に強 く赦

痕化が起こることも一因と考えられた。いずれにして

も, まだ症例数も少なく今後 prOspectiveにも検討す

る必要があると考える。

従来 より狭窄部の長 さがlcm以 上の長い症例では

再狭窄をきたしやす く,パ ルーンカテーテルによる治

療では難渋する症例が多いと報告 されているII)。
今回

の検討でも難治群で狭窄部の長さの測定しえた 24//1で

はその長 さは各々12mm,15mmと 2例 とも10mm以

上であ り,諸 家の報告 と一致していた。特に過去 6年

間で51回の拡張術を行った症frJでは狭窄部の長 さは

年々長 くなる傾向にあ り,パ ルーンカテーテルによる

拡張術施行後 も 1か 月で回形物は通過 しない状態 と

なっている。 こ のような狭窄部の長い症4/11に対しては

伊東ら11)はバルーンカテーテルによる間欠的拡張術が

有効であったと報告 し,熊 谷らりは内視鏡的切開にブ

ジーの併用が必要 と述べている。いずれにしても,か

かる吻合部の赦痕性狭窄では粘膜下および吻合部周囲

の abrous bandを離断する必要があり1り
,バ ルーンカ

テーテル単独の治療では困難 と考えられ,内 視鏡的切

開とブジーの併用, さらには人工食道の留置や外科的

治療も考慮すべきであると思われる。

また,難 治群の 5例 中 2例 で吻合部での癌の再発を

認めたが,三 吉 らゆも食道狭窄の内視鏡的治療困難症

例の検討の中で治療効果不十分ないしは無効であった

6例 中 4例 (667%)に 吻合部での癌再発がみられた

と報告 しており,特 に早期に再狭窄をきたす症例では

この点十分に留意する必要があると考えられた。

なお本論文の要旨は第33回日本消化器外科学会総会,第

オ リーブ2),最
近では Celestin dilatorめやバルーンカ

テーテルリを用いた ブジー療法 と内視鏡的に電気 メ

ス。や レーザー6)を用いて狭窄部を切開 し拡張す る方

法 とに分けられる。いずれの方法にも長短があ り,両

者を組み合わせた方法も行われている.

教室では1983年より食道吻合部狭窄に対 して主 とし

てバルーンカテーテルを用いて内視鏡的拡張術を施行

してきた。本法による拡張術は内視鏡下に狭窄部の状

態を確認した後,先 端の柔軟なガイ ドワイヤーを介し

てバルーンカテーテルを挿入し拡張するもので非透視

下で行えるため極めて容易に, また直視下で行えるの

で極めて安全に施行できる方法である。われわれは入

院患者はもとより外来通院息者にも施行し,合 併症 も

なく比較的良好な成績を得てきた。 しかし,本 治療法

によりいったん狭窄症状が軽快したにもかかわらず早

期に再狭窄をきたした り,そ のために何度も拡張術を

施行せざるをえなかった症例を経験するようになっ

た.そ こで,か かる難治症例を中″らに術式,術 後合併

症,内 視鏡的および X線 学的に検討を加えた.

まず術式では,藤 田らのは吻合部狭窄の成因として

吻合部の血行障害,緊 張,屈 曲,感 染などをあげ,特

に食道頸部吻合ではかかる悪条件が起こりやす く,高

度狭窄例が多かったと述べ,ま た三吉 らゆは食道狭窄

の内視鏡的治療困難4/118症421のうち14例が食道頭部吻

合症例であったと報告 している。われわれの検討では

頭部吻合症例は良好群で26fr」中15例(57.7%),難 治群

で 5例 中 3例 (60.0%)と 難治群に頭部吻合症例が多

いという傾向は認めなかった。 こ の理由はわれわれの

症例では難治症例が少なかったことと高度狭窄症f/1の

定義の違いによるものと考えられ,実 際,食 道吻合部

狭窄症例全体からみれば,わ れわれの検討では31例中

18例 (58.1%)が 頸 部 吻合 症 例 で あ り藤 田 らつの

41.7%,三 吉 らゆの56.1%,西 村らりの636%と ほぼ同

様の結果であった.

縫合不全が吻合部狭窄の大きな原因の一つであるこ

とは従来より報告されてお り,特 に三吉 らゆは内視鏡

的治療困難例18例の うち吻合部での癌再発を認めた 5

例を除 く13例全例に縫合不全を認めた と報告 し,飯

塚1のは胸骨後食道胃吻合術後の合併症の検討の中で,

吻合部狭窄はいずれも縫合不全を起こした症例の中か

ら発生したと述べ, さらに中等度以上の縫合不全をき

たした症例では27例中14例 (51,9%)に ,軽 度の縫合

不全症例では22例中 4例 (18.2%)に 吻合部狭窄がみ

られたと述べている。われわれの検討でも良好群では
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37回日本消化器内視鏡学会総会において発表した。
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Endoscopic Treatment for Esophageal Stomal Stricture

Masaichi Ohira, Michio Sowa, Takeshi Asai,Jae to Lee, Kazuhiko Yoshikawa,

Hideki Nishiwaki, Masayoshi Nagayama and Kaoru Umeyama

The First Department of Surgery, Osaka City University Medical School

From 1983 to 1988,31 cases of esophageal stomal strictures which had been dilated endoscopically were studied

retrospectively and were divided into two groups. One group (26 patients) became free of stenotic symptoms after a

few treatments by bougienage and the other gloup (5 patients) required more than 10 bougienage treatments or

relapsed soon after bougienage. In estimating the prognosis of the esophageal stomal stricture, it was useful to

compare the two gloups in regard to the presence and the degree of anastomotic leakage, the ratio of the short

diameter to the long diameter of the stoma endoscopically 1 or 2 weeks after bougienage and the length of the

stenosis determined radiologically before bougienage. It is important to try to prevent recurrence of the cancer in

patients for whom treatment is difficult and another treatment should be considered for a patient whose stenosis is

too long.
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