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遊離腸管移植による頭部食道再建

東京大学医学部形成外科学教室

波 利 井 清 紀

下咽頭・頭部食道癌切除後の頸部食道の再建は,古くから外科医にとっての重要な課題の 1つであっ

た。血管吻合による遊離腸管の移植は最近理想的な食道再建法の 1つ として推奨されているが,本 法

は歴史的に見て1959年Seidenbergら,1962年中山らにより既に開発されていたのは有名である。しか

し,裸眼による直径3mm程 度の血管吻合は不確実で手技的にも困難であったためか一般化するには至

らなかった。

マイクロサージャリーの発達は3mm以 下の細小血管の吻合を確実かつ容易なものとし,この利用に

より遊離腸管移植 も劇的な復活を遂げ頭部食道再建の標準的な術式の一つ として推奨されるように

なった。本稿では,著 者 らが1982年以来経験 した116例の腸管移植 (空腸 :115例,回 腸 :1例 )を 分

析するとともに,遊 離空腸移植の手術手技の要点を紹介する.
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はじめに

1970年代に入ってからのマイクロサージャリーの発

達は直径が3mln以 下のいわゆる微小血管の吻合を確

実にし,各 種の遊離組織移植の臨床応用を可能にし

た1)。そして微小血管吻合を導入することで,裸眼の血

管吻合や血管吻合器では手技的に不確実であったため

に一般化 しなかった遊離腸管移植が力り,頚 部食道再建

のより確実かつ簡単な方法として脚光を浴びるように

なった。ゆ.

われわれは,1982年 以来,国 立がんセンター病院,

東大病院および関連施設において,本 法 (主に空腸移

植)に よる頚部食道の再建を行い良好な成績をあげて

いる61-ゆので,手 技の要点 と成績などを中心に紹介す

る。

I.本 法の道応 と禁忌

下咽頭 ・頭部食道癌切除に伴 う1次 (同時)再 建が

もっとも良い適応であるが,喉 頭癌や甲状腺癌などの

進行例で頸部食道の合併切除が必要な症例なども適応

となる。胸部食道に癌が浸潤 (または多発)し ている,

あるいは重複している症例は原則 として本法の適応 と

はならないが,若 干の症例で胃管吊り上げ術 と本法を
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同時に行い良好な成績をあげた。 2次 再建では 1次再

建後に生じた難治性食道慶や赦痕性食道狭窄などのほ

か,放 射線漬瘍なども適応 となる。

本法の絶対的な禁忌は移植床の血管が存在 しない

か,変 性が著しいと予想される症例であるがきわめて

まれである。また,本 法自体の手術侵襲は比較的軽い

ものであるが,全 身麻酔下の開腹術に耐えられない症

例も当然禁忌となる。年齢的な制限は特にないが,動

脈硬化症,糖 尿病などの全身的な血管性疾患がある症

例では一応本法の危険率は高まると考えておいた方が

良い。術前の高度な放射線照射 (60Gr以上)や 抗がん

剤の局所大量投与例では,移 植床の血管 (特に動脈)

に強い変性を惹起することがあるので,そ の選択には

十分注意する。開腹手術の既往がある息者では,術 後

イレウスや癒着を起こす危険があるので原則として他

の方法を選択 しているり.

II.手 術手技

腫瘍切除に伴 う同時再建の場合には,腫 瘍切除の

チームと再建のチームに分かれて行 うと短時間で効率

良く手術を終了できる。

A.頭 部の手術

まず,頚 部のチームにより腫瘍病巣の切除とリンパ

節郭清が行われるが,同 時に,移 植床の血管 (一対の

動静脈)力 選`択温存される。根本的頸部郭清が行われ

る場合には,内 頭静脈 とその分枝がことごとく切除さ
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Fig. 1 Relationship between positions of recipient

vessels and the harvested jejunal segment. (Re'

produced from Harii, K., et al, Gekachiryo 48:

681. 1983)

れるため,皮 膚切開の時点から外頸静脈の温存を考え

ておく。

われわれの症例で用 い られた静脈 は,外 頸静脈

(38.2%),顔 面静脈 (22.5%),頭 横 または浅頸静脈

(11.3%),内 頭静脈 (90%)の 順になっている。外頸

静脈の用いられている頻度が高いのは,根 本的頸部郭
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清の施行が多いためであるが,外 頭静脈そのものは手

術操作で痛められていることがあ り,あ まり推奨でき

ない。内頭静脈が温存されている症pllでは,内 頭静脈

に端側吻合を行 うのも良い。

移植床の動脈は静脈にくらべて温存されやすいが,

吻合操作のやさしい動脈は上甲状腺動脈 と頸横動脈で

あ る。ち なみ にわ れわ れ の症 例 で は,頸 横 動 脈

(52.3%),上 甲状腺動脈 (26.1%),舌 動脈 (57%),

顔面動脈 (3.4%)の 順になっている。顔面動脈 と舌動

脈の利用が以外に少ないのは, これらの血管は小分枝

が多 く剣離しにくいことと,移 植腸管 と咽頭の吻合部

より唾液痩が起った場合に血管吻合部が唾液にさらさ

れ感染を起こし血栓を作る危険が多いためである。

B.腹 部の手術

頭部郭清がある程度まで進行し必要な移植床血管が

残 された時点で,再 建のチームが腸管の採取を行 う。

われわれが空腸の移植を好んで行 うのは以下の理由に

よる。

1.上 位腸管であ り比較的清潔である。

2.採 取後に吻合不全を起こしにくい。

3.栄 養血管柄の解剖が明らかで,採 取が容易であ

る。

4.食 道径 と類似 した太さである。

しかし,嬬 動が強 く術後一時的に逆流を起こしやす

Fig. 2 Grafted jejunal segment 0) before (left) and after (right) vasculariza'

tion. The jejunal graft elongates to some degree after vascularization.

(le■) (right)
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い,咽 頭 日との径が合せにくいなどといった欠点もあ

る。

空腸の採取 自体は特別なことがないので他に譲 る

が,空 腸片はできるだけ蛇行を少なく頭部食道の欠損

部に移植する必要があるので,移 植床の血管の位置に

合せて空腸を採取する。すなわち,移 植床血管が頭部

の上方にあるとき (例えば,上 甲状腺血管)に は,空

腸片は血管柄より口側に短 く肛門側に長 く採取する.

移植床血管の位置が頭部の下方にある場合 (頭横血管

など)に はこの逆 となる (Fig。1).採 取する空腸片の

位置 と長さおよび血管柄 との関係が決定したならば,

腸間膜を扇状に切離しながら空腸を採取する。

C.マ イクロサージャリーによる移植

a.腸 管吻合

採取された空腸片はただちに頭部に移動され,食 道

欠損に合せて余剰部分を トリミングされる.移 植空腸

片は虚血収縮でやや短 くなっているが,血 流再開後に

はかなり伸長するのでやや緊張をかけ,か つ欠損部に

まっす ぐに移植できるようにする (Fig。2).

われわれは血管吻合に先立ち空腸 と食道間の吻合,

次いで空腸と咽頭間の吻合を行っている。この方法の

利点は, これらの吻合が血管吻合部に邪魔されず自由

に行えるので短時間に終了できる,食 道の深い部分や

後面の吻合に際して空腸を自由に反転できるので確実

性がある,い ったん吻合 した血管を誤って引きちぎる

危険がないなどである。空腸の完全虚血時間はこの後

の血管吻合の時間を加えても約 2時 間～ 2時 間30分程

度であるが全 く問題 とはならない。また, この間に空

腸を冷却 した り特殊な溶液で灌流することはない。

空腸 ・食道吻合は原則 として後壁は内翻一層縫合,

前壁は Cambee型 縫合を用いるが,時 に乗膜縫合を加

え補強する.空 腸 と食道は直径があまり違わず,ま た,

吻合部に緊張もかからないので リークを起すことは少

ない。空腸 ・食道吻合を終了したならば,空 腸を咽頭

方向に引っ張 り緊張を加えた状態で最終的な空腸の長

さを決定する,空 腸 。咽頭吻合も食道吻合とほぼ同様

に行 うが,廉 下圧がかか り痩孔を作 りやすいので 2層

に縫合することが多い。また,移 植空腸内腔を通して

経鼻的に胃管を留置 しておくため,咽 頭 。空腸吻合の

前壁縫合が終了する前に挿管しておく.

空腸 ・咽頭吻合も端端吻合のことが多いが,切 除の

範囲によっては咽頭 口が空腸の直径よりはるかに大き

くなる。このような場合には空腸端をやや斜めに切断

し径の増大をはかるとともに,咽 頭 口を若千縫い縮め
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Fig. 3 Standard types of jejunal anastomosis to
esophagus and pharynx.
Left: I-shape graft. Right: Reversed L-shape
graft. P: pharynx, E: esophagus, J: jejunum

径を合せる。 し かし,咽 頭 口をあまり縫い縮めると術

後の廉下障害の一因となるため,あ まリロ径差が大き

い場合には空腸を逆 L字 型の端側吻合にする。また,

空腸をループ状に移植した リー部を開いて移植 した症

例もあるが,原 科 ら1のが提唱したように完全に開いた

後に管腔を作 り直して移植 したことはない。

ちなみに,今 回われわれの経験 した116例の うちで

は,空 腸 ・食道吻合 と空腸 ・咽頭吻合 とがともに端端

吻合 (I型 移植)が70例,咽 頭側のみ端側吻合 (逆L字

型移植)37例 でほとんどを占め,他 に特殊型が各 1例

づつ 3例 と,吊 り上げた胃管 と'因頭の間に空腸を間置

した例が 6例 (I字 型移植 :5例 ,ダ ブルループ型移

植 :1例 )で あった (Fig.3).

b.血 管吻合

食道,「因頭と空腸の吻合が終了した時点で手術用顕

微鏡下に微小血管吻合を行 う。血管の吻合は9-0または

10-0ナイ■ン糸で行 うが,血 管径が約311m程 度あ り,

かなりやさしいため,約 40分程度で終了する。この間,

移植空腸は湿った生食ガーゼで保護するだけで特に進

流などは行わないが,血 管吻合部のみはヘパ リン加生

食水で洗浄する。動静脈の吻合が終了後,ま ず,静 脈

の鉗子,最 後に動脈中枢側のatl子をはずし血流を再開

する。血流再開後の空腸はただちに良好な色調になり

盛んに嬬動用収縮運動を始める。

D.創 の閉鎖

創面の凝血塊をよく洗浄し創を閉鎖する。根本的郭
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く, 1711では咽頭吻合部よりの唾液痩による血管吻合

部の感染が, 1例 では原因不明の遅発性血栓(11日目)

が, 2例 では手技的な未熟さが原因となったものと思

われた。術前照射が特に原因となったと思われた症例

はない。壊死症例に対する2次 的な再建術は, 1例 で

胃管の吊り上げ術, 1例 で有茎結腸移行術, 1例 で大

胸筋皮弁,1例 で deltopectoral aapにより行われ,い

ずれも摂食可能な状態になった。

血栓以外の合併症 として重篤なものは痩孔形成であ

り15例 (13%)に 見られたが,そ の うち10例は リーク

および局所の洗浄により自然閉鎖 した慶孔で,手 術閉

鎖を要 した慶孔は 5例 のみであった。移植空腸に直接

関係する合併症は上記のほか,逆 L字 型に移植 した空

腸の blind loop形成が 2例 に,長 すぎた移植片の屈曲

が 1711に,強 度の狭窄が 1例 に起こり,そ れぞれ blind

loopの切除とバイパス作製,屈 曲部の切除,狭 窄の解

除 と大胸筋皮弁による再建が行われた。

その他の頸部の合併症 としては,皮 下の血腫および

膿腫が 6例 に,頸 部皮膚壊死,気 管孔部壊死が 4例 に

見られた。 さ らに, イレウスが 3211に見られ, 2例 は

保存的に回復 したが 1例 は再開腹を要 した。なお,後

者は開腹の既往があ り空腸採取時に著明な腸管癒着が

認められた症例であった。

以上の合併症で遊離腸管 (主に空腸)移 植による再

建が全 うできなかった症例は 6例 で,再 建の成功率は

116例中110例 (94,8%)で ある。また,本 法が患者の

術後死に直接つながったものはなかった。

V.術 後機能

慶孔形成などの合併症のなかった症例では,術 後経

口水分摂取開始までの期間は14.0±5.8日で,皮膚管に

よる再建術に比べ明らかに短い。 しかし,経 口摂取開

始の頃より術後 1か 月の間ではほぼ全例に水分の鼻ヘ

の逆流を見る。これは移植空腸の浮腫のほか,異 常に

元進 した嬬動様収縮により移植空腸 (腸管)の 内圧が

高まり逆流の原因になっていると思われる13)1り
。 し か

し, 1か 月以後逆流は急速に改善し,術 後 6か 月以上

経っても強 く逆流を訴えた症例は 2例 のみである。ま

た,逆 流は水分を急速に飲み込んだときや錠剤を飲む

時に起 こり,固 形物をゆっくり摂取する場合にはほと

んど見られない.皮 膚管で再建 した症例に多 く見られ

る狭窄による食物のつかえ感や廉下障害は 5%に 見ら

れる程度である。なお,逆 流や廉下困難は移植空腸の

たるみ,弯曲や屈曲とも大いに関係するので,やや引っ

張った状態でできるだけ真直に移植することが大切で

清術が行われたときには特続吸引 ドレーンを留置する

が,血 管吻合部にあたらないように細心の注意が必要

である。出血が少ない場合にはペンローズ ドレーンで

も良い。喉頭摘出術が行われた症例には永久気管痩を

作成して手術を終了する。

III.術 後管理

術後のモニタリングは,頭 部の皮弁上に開けた小窓

より空腸の色調を直接に観察する11)。血栓形成が疑わ

れたときにはただちに再開創 し血管の再吻合を行 う。

術後経過が順調な場合,術 後 7日 目くらいより水分

の経 口摂取を試み問題がなければ,10日 目くらいにガ

ス トログラフィンによる造影を行った後,流 動食より

摂取を始める。摂取後特に問題がなければすみやかに

5分 粥,全 粥 と進めてよい。術後早期には移植空腸の

異常嬬動様収縮運動のためかなりの症例で水分の鼻ヘ

の逆流を見るが,2か 月以内におさまることが多い1分.

IV.成   績

a.対 象

1981年 1月 より1989年 12月の間に,わ れわれが行っ

た遊離腸管移植による再建は,1次 再建109例,2次 再

建 7例 の合計116例 (空腸 :115移 植,回 腸 :1移 植)

であった。 1次 再建例における病巣の部位は下「因頭お

よび下咽頭・頭部食道癌がもっとも多 く (68例),つ い

で頸部食道癌(23例),頸 部食道あるいは下咽頭と胸部

食道の重複 (あるいは多重)癌 (9例 ),喉 頭癌ほか (9

例)の 順であった。 2次 再建例は食道慶や放射線漬瘍

などが原因であった。また,性 別は男性88例,女 性28

例 と下咽頭 ・食道癌の発生と一致し,再 建時の年齢は

38歳より83歳 と幅があったが50歳 より60歳にピークが

あり平均61歳であった!

b.結 果

吻合血管の血栓による移植腸管の壊死は本法により

発生するもっとも重篤な合併症の一つである。今回わ

れわれが経験 した症例のうち,吻 合血管に血栓を生じ

たものは 7例 (全移植の 6%)で ,動 脈血栓が 4例 ,

静脈血栓が 3例 であった。

静脈血栓はいずれも術後早期 (24時間以内)に 発生

したもので, 2例 では静脈血栓除去 と再吻合により移

植空腸を完全に救済できた。 し かし, 1例 では既に空

腸の壊死が進行していたので,新 しく空腸を遊離移植

し良好に生着 した。血栓形成の原因はすべて吻合した

外頚静脈の還流が悪かったためと考えられた。静脈血

栓に対し,動 脈血栓の症例では移植空腸は全例壊死に

おちいった。これら血栓の原因には画一的なものはな
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ある。

喉頭摘出術を行 った患者の意志伝達手段は,主 に筆

談 と電気喉頭に頼 っているのがほ とんどである。 1年

以上経過 した症例でみても食道発声がで きるのは10%

以下で,そ のほとんどが単音程度である。 これは皮膚

管で作成 した食道の場合 (食道発声率30～40%)と 大

きく異なる点で,Gluckmanら
15)が

指摘す るよ うに移

植空腸の管腔が太いことと,そ の伸縮性が食道発声に

有効な空気圧を咽頭部に作 り出しに くいことが原因 と

考えられるであろ う。

本研究の一部は厚生省がん研究助成金 (143)を 受けた。
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Reconstruction of the Cervical Esophagus with a Vascularized Free Intestinal Transplant

Kiyonori Harii
Department of Plastic Surgery, Faculty of Medicine, University of Tokyo

Reconstruction of the cervical esophagus following resection of a cancer in the hypopharynx and cervical
esophagus is a challenging problem for surgeons. Vascularized free intestinal transfer has recently come to be
recommended as an ideal procedure for immediate reconstruction. The origins of this procedure can be traced back
to the pioneering work of Seidenberg et al. in 1959 and Nakayama et al. in 1962, but there have been only a few
reports of successful clinical results because of the uncertainty and difficulty involved in the anastomosis of
intestinal vessels of less than 3 mm without a microscope. The introduction of microvascular anastomosis resulted
in a dramatic revival of this procedure because the anastomosis of intestinal pedicle vessels 2 to 3 mm in diameter is
easily and safely accomplished under a microscope. In this paper, the author introduces the technical points
important for free intestinal transfer, describing the successful (94.8%) results of his 116 transfers (115 jejunum
and one ileum) between January 1981 and December 1989 at the National Cancer Center Hospital and the
University of Tokyo.
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