
日消外会議 24(8):2293～ 2298,1991年

卒後教育セミナー 2

胃を用いた頸部食道癌切除再建法

東京女子医科大学消化器外科

井  手  博  子

1976年から1990年9月 までに切除した下咽頭頭部食道癌64例を対象とし, 胃管再建例の有用性を検

討した。食道全摘を行ったのは39例で,平 均年齢は64歳,Ce～ Celu癌を中心に施行された。根治性の

面から食道全摘も部分切除も適応に差を認めなかった。再建臓器は食道全摘例の92%,全切除例の56%

に胃管が用いられた。一方,遊 離空腸移植は全切除例の38%に 行われた。食道抜去胃管再建例の合併

症発生率は31%で遊離空腸移植例の18%に比べやや高率であった。食道全摘例の断端癌遺残率は低く

特に肛門側癌遺残はない.食道全摘例の33%に 多発癌をみた,下咽頭頭部食道癌 C≧1切除例の5生率

は食道抜去胃管再建例で41.7%,遊 離空腸移植例では26.2%であった。多発癌合併例が多い点から,

頚部食道癌の再建法として胸部食道抜去し胃管で再建する方法は,胃 に病変がなければどこの施設で

も容易かつ確実に行える有用な再建法である。

Key words: cancer of the hypopharynx and carvical esophagus, blunt dissection without thoracotomy,
reconstration with stomach

I. はじめに

下咽頭頭部食道癌の切除術式は喉頭合併切除を伴っ

た下咽頭頭部食道切除に両側頸部 リンパ節郭清,上 縦

隔入田部の気管,食 道周囲の リンパ節郭清を標準術式

としている。食道の切除範囲は癌の占居部位が Ce
～PhCeで は胸部食道は温存するが,胸 腔内食道に癌

の進展が及ぶ Celu癌 や胸部食道に多発癌巣がみられ

る症例では状況に応 じて食道抜去術あるいは開胸下に

胸部食道の切除とリンパ節郭清を行 う必要がある。通

常汎用される再建法は,① 胃や結腸を有茎性に挙上す

る方法と,②  micrOsurge呼を用いて遊離空腸を移植

する2通 りの方法がある。今回は頸部食道癌切除後再

建法の適応とその成績を自験例を中心に述べる。

II.対象ならびに主な再建法

1.検 討対象

教室で非開胸食道抜去法を採用した1976年以降1990

年 9月 までに切除再建した下「因頭頚部食道癌64例を対

象とし再建法の適応,手 術成績,予 後について検討し

ブt.

2.主 な再建法
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1)胃 管による再建法

頸部食道癌切除後の再建法は胸部食道抜去し後縦隔

経路に冒管を挙上 し咽頭と吻合する方法が一般に標準

術式 として用いられている(Fig.1).胃 管の作成は全

胃を用いる場合とやや太 目の大弯側胃管を用いる場合

があるが,最 近では自動縫合器の改良 (GIAな ど)に

より血流のよい長い胃管が簡単に形成可能となったの

で,教 室では亜全胃管でなく小弯の一部をおとす太 目

の長い胃管を作成し用いている,胃 による再建の適応

例は,①再建に用いる胃に病変がないこと,②食道全

摘が必要なもの,③頭胸境界部癌例,④胸腔内食道多

発癌合併例,⑤狭窄が高度で胸部食道の検索困難例な

Fig。 l  Prepearation of the stomach for total eso‐

phageal reconstruction with pharyngeal anas‐

toコnosis.
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どである。とくに食道抜去胃管再建法は細小血管吻合

等の特殊な技法が不要であり,肛 門側断端の癌遺残が

予防され,再 建経路に後縦隔が利用できるなどの利点

が挙げられる。

2)遊 離腸管移植による再建法

癌腫を切除した項部食道欠損部に血管吻合を行い自

家腸管を遊離移植する方法で,再 建腸管は空腸を用い

ている。腸管の採取部位は Treitz靭帯から約30cm肛

門側で,腸 間膜動静脈の第 2な いし第 3分岐部を栄養

血管茎 とする腸管を約20～25cm採 取する。頸部にお

Rate of complication

Anastomotic leak

Pneumonia

Wound infection

Bleeding

Necrotic change of trachea

Hypothyroidism

Cerebral bleeding

ける吻合血管は動脈は頭横動脈または舌動脈,上 甲状

腺動脈 と,静 脈は外頸静lFrK,時に内頭静脈を用いる。

下咽頭頭部食道癌症711は高齢者が多 く,吻 合血管の動

脈硬化の強い症例が多いので,血 管吻合操作は確実性

を期 して顕微鏡下 に行 な うmicrosurgeryが望 まし

く,当 院では形成外科の協力を得て行っている,

I I I . 成 績

1.下 咽頭頭部食道癌切除再建例の内訳

64例中食道全摘を行ったのは39711,部分切除は25例

であった。全切除4/1の年齢は43～88歳で平均年齢は食

4(182%)

1( 5%)

1( 5%)

2( 9%)

Table 1 Background factors of resected carcinoma of the hypopharynx and
cervical esophagus

Table 2 Postoperative complications of carcinoma of the hypopharynx and
cervical esophagus

Postoperative
complications

Free jeJunal graft
with partial resection

(n=22)

(1976 Jan-1990 Sep,TWMC

T o t a l
esophagectomy

(n=39)

Partial(cenrical)
esophagectomy

(n=25)

Total

(■=64)

Age (Mean) y.o

Location of lesion

PhCe

Ce

CeIu

Curability

Curative (C> 0)

Non curative

Organs for substitution

Stomach

Colon

Colon*

Free jejunal graft

Jejunum*
Free jejunal graft

Free jejunal graft

43-77(64)

9(230%)

15(385%)

15(385%)

31(795%)

8(205%)

36(923%)

1(26%)

1(26%)

1(26%)

22(880%)

52--88 (67)

9 (36 0°/。)

12 (48 0ワる)

4(160%)

18(720%)

7(280%)

3(120%)

43--88 (65)

18(281%)

27(422%)

19(297%)

49(766%)

15(234%)

36(563%)

4(62%)

1(16%)

1(1.6%)

22(343%)

10(313%)

3( 9%)

2( 7%)

2( 7%)

1( 3%)

1( 3%)

1( 3%)

1( 3%)・

(1976 Jan-1990 Sep)TWMC

(*case of postoperative death)
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道全摘例64歳,部 分切除例67歳で部分切除例がやや高

齢者を多 く含んでいた。占居部位でみると,食 道全摘

例は Ce～Celu癌 を中心に PhCe癌 にも23%に 施行 さ

れたが,部 分切除例は PhCe～ Ce癌 が中心で Celu癌

は胃切除後などで胃を使用しえなかった 4例 (16%)

に過ぎなかった。根治性からは食道全摘も部分切除も

適応に差は認めなかった。食道全摘を リンパ節郭清の

必要性から開胸下に行ったのは 7例 で,残 り32aljは抜

去法に準じたが, この うちの 5例 は上縦隔の郭清を重

視して胸骨縦切を追加 した。再建臓器は食道全摘例の

92%,全 切除例の56%に 胃が用いられた。遊離空腸移
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植は部分切除例の88%,全 切除例の38%に 行われた

(Table l).

2.術 後合併症 と手術成績

Table 2は食道抜去胃管による再建例32allと遊離空

腸移植による再建例22例の術後合併症をみたものであ

る。食道抜去胃管再建4/11の合併症発生率は31%で 遊離

空腸移植例の18%に よりやや高率であった。食道抜去

胃管再建4/1の合併症は縫合不全 (小)9%,肺 炎,倉u

化膿各 7%,吻 合部出血,気 管部分壊死,甲 状腺機能

低下,脳 卒中各 3%で 直死は脳卒中の 1例 (直死率

3%)で あった。胸骨縦切食道抜去の 5例 には術後合

Table 3 Lymph node metastasis of carcinoma of the hypopharynx and cervical
esophagus

(1976 Jan-1990 Sep)TWMC.

Number of lymph nodes 随
ｎ〓‐８

鍵

〓２

‐
ｕ

・９後
ト

T o t a l
( n = 6 4 )

Ceぃ′icai nOde

100(superF cew N)

101(cew paraesoph N)

102(deep cow N)

104(supraclavic N_)

WIediastinai node(事)

105(upper thorac paraesoph.N)

106(thorac paratrach N.)

Others

Abdominal■ ode〈・)

4(63%)

14(218%)

19(297%)

14(21.8%)

7(109%)

12(197%)

1(16%)

1(16%)

(Ⅲ)3 cases coコnbined M′ith intrathoracic advance lesions are excluded

Table 4 Operative findings of carcinoma of the hypoharynx and cervical esophagus

(1976 Jan-1990 Sep.)TW.MC.

T o t a l
eS°
1濯輸

°my
Partial lcervical)
esophagectomy

ln=25)

Tctal

(n=64)

Depth of invasion

to muscularis propria (mp)

to advencitia (a2)

to adjacent structures (a3)

Adjacent structures

Tiachea

Thyroid

Carotid artery

or vertebra

Residual cancer

Proximal edge (p+)

Dstal edge (d+)

Synchronous cancer of the

thoracic eesophagus

concominant with cervical

esophagus and hypopharynx

6(154%)

21(538%)

12(30.8%)

9(231%)

5(128%)

2(51%)

3(76%)

13(333%)

8(320%)

8(320%)

9(360%)

6(240%)

5(200%)

2(80%)

5(200%)

4(160%)

14(21.9%)

29(453%)

21(328%)

15(234%)

10(156%)

4(6.3%)

8(125%)

4(63%)

13(203%)
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併症はなかった。遊離空腸移植例にも縫合不全 (小)

と肺炎を各 1例 (5%)み たが,遊 離腸管に関する ト

ラブルは 1例 もなく,胸 部に侵襲が及ばないため大き

な合併症はなかった。

3.頭 部食道癌切除例の手術所見

1)リ ンパ節転移状況

頭部食道癌の リンパ節郭清は両側 mOdined neck

dissectionを行っている。非開胸抜去例が多いので縦

隔内転移率の正確な値は不明であるが,郭 清例におい

ては上縦隔にも10～20%の 転移がみられており,術 前

画像診断を参考にした縦隔内郭清の検討も必要である

(Table 3).

2)局 所進展状況

頸部食道癌は切除例の30～35%に 周囲臓器浸潤がみ

られた。浸潤臓器は気管23%,甲 状腺15%,頭 椎,頸

動脈など6%で 気管 と甲状腺は切除可能な臓器であ

る。A3で姑息切除に終る症例では N因 子も高度な症

例であった。従って根治性の面からは A3よ りもむしろ

断端癌遺残が問題であった.食 道全摘例の断端癌遺残

率は部分切除例の p(十 )20%,d(十 )16%よ り低 く

特に肛門側癌胃残はない (Table 4).

3)多 発癌の合併 下 咽頭頸部食道癌は胸腔内食道

Fig。 2  Roentogenogram of advanced cervical car・

cinoma combined 、 vith multiple synchronous

iesiOns in the thoracic eesophagus.
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にも多発癌巣を伴 う症例が少な くない。64例中13例

(20%)食道全摘711の33%に 胸部食道多発癌巣の合併を

みた。これらの大部分は粘膜癌などの表在型癌で,頸

部癌が進行し,狭 窄が高度な症例では胸腔内食道多発

癌の術前診断が困難な場合が少なくない。胃による再

建術が可能な症例ではこの点からも非開胸食道抜去術

が有利である。Fig。2は 胸部食道を抜去し胃で再建 し

た多発癌合併症例の術前食道造影像 と切除標本の病巣

を示 したものである。患者は術後化療法 と頸部上縦隔

予防照射を施行し3年後の現在再発なく健在である。

4.切 除例の予後

根治度 Cl以上の切除耐術例の累積生存率をみると,

食道抜去 胃管 による再建例の 5生 率は41,7%(n=

23),空 腸遊離移植例の 5生 率は26.2%(n=15)で 両

術式に明らかな差はなかった(Fig.3).術 式別の予後

Fig.3 Resected specimen of advanced cervical

carcinoma combined with multiple synchronous

lesions in the thoracic eesophagus

Fig. 4 Survival curve of curatively resected car-
cinoma of the hypopharynx and cervical esopha-
gus (-Kaplan-Meier-) T.W.M.C. (Feb. 199f)

( % )

気麒あぶ
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をみると胃による再建例は リンパ節再発,播 種性再発

などがやや多 くみられた。 こ の他下咽頭側に癌が再発

する症例が特に多発癌合併例に数例みられた.空 腸遊

離移植例の再発形式は口側断端再発が食道全摘例より

多かった (Table 5).

IV.考   察

下咽頭頭部食道癌切除後の食道欠損部の再建術は因

難なものの 1つ としてされ歴史的にも種々の方法が工

夫 されて きたが,非 開胸食道抜去法 の導 入 とmi‐

crosurgeryの技法を応用 した自家腸管遊離移植術の

確立により最近ではよい成績が報告されるようになっ

た1)～。.胸 部食道を開胸操作なしに抜去する非開胸抜

去術は1936年Tumer6)が初めて報告,1960年 に Ong

らのが下咽頭頸部癌の再建法に応用 した。本邦では

1973年秋山らりの下咽頭頸部食道癌への導入に始 り次

第にその安全性 と確実性が証明され,現 在では頸部食

道癌の標準術式の 1つ となった。一方, 自家腸管を遊

離移植す る方法は1957年Seidenbergらりによる空腸

移植成功例が最初で,こ の前後に Gudovlい,井 口ll),

中山ら1分により細小血管吻合器が考案され,頭 部癌や

腐触性食道狭窄例の再建に試みられた。 し かし吻合器

を用いて確実に吻合するには血管径が3～4mm以 上の

大いものを用いる必要があ り,回 腸や S状 結腸が多用

され,術 後の管理も繁雑であった。教室でも1967年ま

でに中山式血管吻合器を用いた遊離腸管移植を13例に

施行したが,1970年代に入 り非開胸抜去胃管再建術の

普及で一時中断 した。 しかし,1980年以降 micrOsur‐

geryの技法を用いると空腸遊離移植が動脈硬化のあ

199(2297)

3

5+[1]・=6

2(33%)

2(33%)

3(50%)[1]Ⅲ

l(17%)

る血管でも確実に吻合できるようになったのを機会に

再び行 うようになった1ゆ.遊 離空腸移植術は胃による

再建術に比べ手術侵襲が少なく,生 理的に優れた術式

で80歳以上の超高齢者にも施行可能で,下 咽頭頭部に

限局 した癌腫切除例のもう1つ の標準的再建法であ

る。頸部食道癌切除後の再建法 としてどちらを選択す

るかは,癌 腫の進展状況と根治性,患 者側の risk,手

術を行 う施設の状況などを基に決定 されるべ きであ

る。胃による再建は息者側の特殊な条件 (胃疾患併存

や糖尿病など)が なければ細小血管吻合など特殊な手

技は不要で, どこの施設でも確実に施行出来る右用な

再建法である。特に頸部食道癌は他部位の癌腫よりも

多発癌合併頻度が高いことも,胸 部食道抜去し胃によ

る再建術を支持する根拠 となる。秋山10は98例中10pll

(10%)の 同時性多発癌を認めたとしているが,昨 年食

道疾患研究会の食道多発癌合併率の報告でも5～ 18%

(平均10%前 後)とされ,特 に頭頭部癌 と食道癌の合併

率が10～20%と 多いことが報告されている19.

しかし頸部に限局した病巣例や胃切除後症例,高 齢

者などでは縦隔内に手術操作が及ばない空腸遊離移植

術は侵襲面からみて優れており, 自験例では移植腸管

の トラブルは全 く経験 しておらず QOLの 面からも今

後も十分利用してゆくべき術式 と考えている。

文  献

1)飯塚紀文,加 藤抱一 !下咽頭頸部食道癌の標準術

式。手術 411185-191,1987

2)井 手博子,村田洋子,佐藤裕一ほか :下咽頭頸部食

道癌の標準摘術式.手 術 41:193-199,1987

Table 5 Late results of curatively resected carcinoma of the hypopharynx and
cervical esophagus

Late results w離船 雀鉛 n
(n=15)

*Living without recurrence

fDied of old age

*Died with unknown cause

*Died with recurrence [Living]*
Rate of recurrent sites

Local

L1'rnph node of the neck
HYPoPhan'nx

Bone, lung

Pleura

3(30%)

5(56%)

1(11%)

2(22%)

2(22%)

(1990 Nov)TWMC

*Living care



200(2298)

3)鶴 丸昌彦,秋 山 洋 ,渡 辺五朗ほか t頸部食道(下

咽頭)癌 再建術―胃による再建―.手 術 37i

151--158, 1983

4)井 手博子,遠藤光夫,吉田 操 ほか !頸部食道癌の

手術,と くにmicrovasculr surgeryを用いた遊離

腸管移植術.手 術 36:159-170,1983

5)磯 野可一 :下咽頭頸部食道癌の再建術式.手 術

41 :215…-222, 1987

6)Tumer GG: ExcisiOn of the thoracic oesopha‐

gus fOr carcinoma with construction of an

extrathoracic gullet. Lancet 2 i 1315-1316,

1933

7)Ong GB, Lee TC: Phattngogastric anas・

tomosis after esophagopharyngectomy for car‐

cinoma of the hypopharynx and cervical oe‐

sOphagus.Br J Surg 48:193-200, 1960

8)秋 山 洋 ,佐藤靖雄,高橋文夫ほか i非開胸食道全

摘出による一期的咽頭 ・胃吻合術.手 術 27:

1--5, 1973

9)Seidenberg B,Rosenak SS,Hurwitt ES et ali

lmmediate reconstraction of the esophagus by a

revascularized isolated jejunal settent Ann

Surg 149 1 162-171, 1959

10)Gudov VF: 新 しい血管縫合法 (山岸宏抄 訳).

外科 18:557-564,1956

11)井 日 潔 :金属クリップによる血管吻合器の考

察.手 術 12:668-672,1958

12)中 山恒明,中村 武 ,山本勝美ほか t新 しい血管縫

合器の考案.医 科器械会議 31:35-36,1961

13)遠 藤光夫 1下咽頭頸部食道癌の再建術式, とくに

消化管 に よる再建 について. 耳 鼻展望 2 4 :

177--181, 1981

14)Akiyama H:  Surgery for Cancer ofthe Esoph‐

agus. Willlams & Wilkins, Belthilnore, 1990,

p143-174

15)食 道疾患研究会 :第 44回食道疾患研究会 (抄録).

日消外会議 241173-200,1991.

胃を用いた頸部食道癌切除再建法 日消外会誌 24巻  8号

Reconstructive Surgery Using Stomach for Cancer of the Hypopharynx and Cervical Esophagus

Hiroko Ide
Department of Surgery, Institute of Gastroenterology, Tokyo Women's Medical Collqe

From January 1976 to September 1990, 64 carcinomas of the hypopharynx and cervical esophagus were
resected in our department. Total esophagectomy was performed in 39 patients (61%), whose average age was 64
years and who had mainly Ce-CeIu carcinoma. From the aspect of curability, there was no difference between
partial and total esophagectomy. Concerning the organs for substitution, stomach was used in 92% of the total
esophagectomies and 56% of all resections. On the other hand, free jejunal graft after partial resection was used in
38% of all cases. The rate of postoperative complications when stomach was usd after blunt dissection was 31%,
which is bit higher than for free jejunal grafts (18%). In the resected specimen in total esophagectomy, the rate or
remnant cancer with a resected edge is low, even 0% an the anal site. Thirty-three percent of the patients receiving
total esophagectomy had multiple cancers. The 5-year survival rate after curative resection pharyngogastrostomy
with blunt dissection was 41.7%, and that after free jejunal graft was 26.2%. Because of the high incidence of
synchronous intrathoracic carcinoma and carcinoma of the cervical esophagus and hypopharyns, reconstrucion by
stomach with blunt dissection is a useful method requiring no special technics of microvascular anastomosis except
for patients with stomach disease.
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