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慢性膵炎は大部分の症例が進行性であり,膵 病変の

みならず周囲臓器の多彩な合併症を呈することもある

難治性の疾患である。内科的治療が基本であり,疼 痛

の除去と膵機能の補充が治療の目的である。内科的治

療に抵抗する腹痛や合併症のある場合には外科治療が

適応となる。今回は自験例をもとに慢性膵炎の外科治

療成績を疼痛に対する効果および遠隔成績について検

討し, さらに成因,病 態,術 式別に累積生存率を求め

て生命予後に影響を与える因子について検討した。

自験例の概要

1960年1月 から1990年12月までの30年間に教室では

174例の慢性膵炎手術症例を経験した。男性138例,女

性36例で,成 因はアルコール102例,原 因不明の特発性

膵炎が46711,胆道原性や膵外傷などのその他26例で

あった。経口糖負荷試験で糖尿病型と診断されたもの

は全症例の50%,膵 石合併は60%で 認められ,す べて

慢性膵炎の臨床診断基準めによれば慢性膵炎 (1)群 で

あった。これらの症例に対し外科治療は再手術11例を

含め185回施行した。手術適応は昭和63年度難治性解疾
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慢性膵炎に対する外科治療の効果を,疼 痛への効果および遠隔成績について検討しさらに成因,病

態,術 式別に累積生存率を求めた。対象は教室で経験した慢性膵炎手術例174例で計185回の手術が行

われ,85%で 疼痛が手術適応に関与した。術式は膵管像,炎 症の局在,合 併症などから厳密に決定し

たが,膵 管空腸側側吻合術64回を含む膵管減圧手術が76回と多く,次 いで膵切除術が58回,そ の他が

51回であった.疼 痛に対する効果は術式による差が無く,全 体では消失70%,軽 快26%,不 変 4%で

あった。遠隔成績も術式による差は無く全体で良好67%,や や良好18%で あったが不良例も15%に認

められそのほとんどがアルコール性であった。累積生存率は各術式,成 因間では有意差ないが術前

OGTTで 糖尿病型の症例では5年で77%,10年 で68%,15年 で48%と 低下し,境 界型と正常型での20

年にわたる80%以 上の生存率とは著しい差が認められ,生 命予後に糖尿病が最も影響することが明ら

かであった。
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患調査研究班報告書分の 「慢性膵炎の手術適応」の項 と

ほぼ同様の基準を従来用いてお り,83%が 頑回な腹痛,

26%が 合併症,10%が 胆道疾患,14%が 膵癌の疑いに

より手術適応 とされた(重複例を含む).術式は膵管像,

炎症の局在,合 併症などの観点から決定され,膵 管空

腸側側吻合術64回,膵 管開田部形成術10回,膵 尾側空

腸吻合術 2回 と膵管減圧手術は主膵管の拡張のあるも

のに対し計76回施行された。膵切除術は58回施行され,

膵尾側切除術33回,膵 頭十二指陽切除術24回 (全胃幽

門輪温存膵頭十二指腸切除術 4回 を含む),膵全摘術 1

Table l  Surgical procedures for chronic Pancreatitis

Type of operation No. of procedures

Pancreatic duct drainage procedures 76

Side to side pancreaticojejunostomy 64

Pancreatic sphincteroplasty 10

Caudal pancreaticojejunostomy 2

Pancreatic resection

Caudal pancreatectomy

Pancreaticoduodenectomy

Total pancreatectomy

Biliary tract operation

Miscellaneous

Total
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で死亡したものは不良例に加えてある.術 式別に有意

差はなく,全体では良好67%,や や良好18%,不 良15%

であった (Table 3).

3.術 後累積生存率

術後累積生存率を Kaplan―Meier法 を用い,成因別,

術式別,経 口糖負荷試験およびセクレチン試験の結果

による膵内外分泌機能状態の程度から検討した。標準

化 Wilcoxon検 定で 5%以 下を有意差あ りとした。

成因別にアルコール性,特 発性,そ の他の 3群 間で

生存率を検討したところ,ア ルコール性が 5年 79%,

10年75%,15年 71%,20年 56%と ,最 も低い生存率で

推移するものの有意差を認めたのは,そ の他の群 との

間で46年 目(p=005),68年 目(p=001)の みであっ

た。比較的早期のアルコール性での生存率の低下が特

徴 と思われたが, これ以後の低下の程度は各群間に差

を認めなかった(F地。1).つ ぎに各術式間で検討した

が,有 意差は認められなかった。術前の経日糖負荷試

験の結果から正常,耐 糖能障害,糖 尿病の 3群 間で検

討 した結果,糖 尿病群の生存率が最も低値であ り, 5

年77%,10年 68%,15年 48%,22年 以後は 0%で あっ

た,正 常群 とは4.3年 (p=0,01)以 後,耐 糖能障害群

とは16年以後 (p=0.01)か ら有意差を認めた。正常群

および耐糖能障害群は20年以上80%以 上の生存率で

回である。胆道手術18回,嚢 胞消化管吻合術などその

他の術式が33回施行されている (Table l).術後 1か

月以内の直死例は 5例 であ り,1975年以前が87例中 4

例 (4.6%),1976年以降が98例中 1例 (1%),死 因は

出血 2例 ,腎 不全,肺 炎,解 癌がそれぞれ 1例ずつで

あった。

成  績

1.疼 痛に対する効果

腹痛を手術適応 としたものの うち術後 6か 月以上経

過 した症例について手術の疼痛に対する効果をみる

と,膵管減圧手術では72%で 疼痛が消失,25%で 軽快,

3%で 不変であった。際切除術では68%で 疼痛が消失,

24%で 軽快, 8%で 不変,そ の他の術式では71%で 疼

痛が消失,27%で 軽快, 2%で 不変, と術式別での差

は認められなかった。全体では96%の 症例で疼痛に対

する効果が認められた (Table 2).

2.総 合的な遠隔成績

遠隔成績を良好,や や良好,不 良の 3段階に分けて

検討した。.良好 とは疼痛が軽快 し,原職に復帰したも

の,や や良好 とは疼痛は軽快したがなお治療を要する

もの,あ るいは軽労働にかえたもの,不 良とは疼痛が

不変か,重 篤な合併症で加療中のものである。直死及

び他病死例は除いてあるが,明 らかに糖尿病の合併症

Table 2 Effect of operation on abdominal pain

Table 3 Follow-up results after operation for chronic pancreatitis

Type of operation ｔｉｅｎ
ｍ

Pain

Disappered Allcviated Persisted

Pancreatic duct

drainage procedures

Pancreatic resection

Other procedures

2 ( 3 )

4 ( 8 )

1 ( 2 )

TOtal 7 (4)

Numbers in parenthesis indicate percentages.

Type of operation Patients
(n,

Follow-up results

Good Fatr Poor

Pancreatic duct

drainage procedures

Pancreatic resection

Other procedures

1 1 ( 1 7 )

7 ( 1 7 )

2 ( 6 )

TOtal 93(67) (15)

Numbers in parenthesis indicate percentages.
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Fig. l  Cumulative survival curves after opration

for●hronic pancreatitis

Years after surgical Procedure

Fig. 2 Cumulative survival curves after opration
for chronic pancreatitis
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あった(Fig.2).術前セクレチン試験による膵外分泌

機能試験の結果から0, 1, 2, 3, と 障害因子数″u

に分類し検討したが障害因子数の多いものが必ずしも

低値で推移するわけではなく一定の傾向は認められな

かった。

4.遠 隔時死亡例の死因

術後 6か月以降死亡した遠隔時死亡例46例の死因を

みると,腎 不全,感 染症など糖尿病の合併症によるも

のが14例と最も多く,つ いで悪性腫瘍 9例,脳 血管障

害 7例,心 疾患 6例,肝 硬変 3例,そ の他 7例であっ

た。糖尿病の合併症で死亡した14例中12例がアルコー

ル性であり, 2例 が特発性である。糖尿病で死亡した

14例中9例 は術後 5年以内の死亡例で禁酒できなかっ

た6例が含まれている。

考  察

慢性膵炎の治療方針は,代 償期,移 行期,非 代償期

のいずれも内科的治療が原則であり,外 科治療が考慮
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される場合については他稿
2か)に譲るが術式の選択に

関しては諸家によう多少の違いがある。われわれは主

膵管拡張のある慢性膵炎症例では膵管内圧が高 く,膵

管内圧上昇が疼痛の原因になることを報告 してきた。

が,膵 管空腸側側吻合術を中心 とした膵管減圧術で疼

痛に対する効果を97%に みとめてお り,膵 管内圧上昇

が疼痛の要因であることは間違いないものと考えられ

る.Freyのも膵管空腸側 4Rll吻合術 の疼痛寛解率 は

80～90%に 及び,他の切除術式 と差がないとしてお り,

われわれの結果と一致するが, さらに従来より主膵管

拡張が軽度でもこの術式が可能であることも述べてい

る。膵管 ドレナージ手術の分野では膵頭部に限局した

病巣がある場合にも応用 しうる新 しい術式働や,膵 管

空腸側側吻合術に膵管 口形成術を加える。などの工夫

がなされてお り結果が注 目される。膵切除術に関して

もTraversoら 1いによる全胃幽門輪温存解頭十二指腸

切除術,Begerら
11)による十二指腸温存膵頭切除術,そ

の他121も考案されている.わ れわれの経験 した症例の

中にも術式の選択に苦慮した り,再 手術を要 したもの

があり,上 に述べた術式がふさわしい症例があったこ

とは否定できないが,大 半の症例ではほぼ満足すべき

結果が得 られている。さらにすでに報告したようにD,

手術の効果は長期間持続している。適応を厳密にし,

病態を十分に把握 した うえでのより安全な術式選択が

重要 と思われる。

今回の生存率に関する検討から,慢 性膵炎術後の生

命予後に最も影響を与える因子は糖尿病であることが

示 された。今回の検討では他病死もすべて含めたが,

糖尿病群での生存率の低下はきわだったものであっ

た。死因に関してはあきらかな糖尿病の合併症で死亡

したものを糖尿病 とし,今 回はほかに悪性腫瘍,脳 血

管障害,心 疾患,肝 硬変,な どに分類 した。しかしな

がらこれらはすべて糖尿病患者の死因の特徴的なもの

としてあげられてお り1め
,今 回の結果は当然のことと

も考えられる.ま た,わ れわれが経過観察している症

例で手術時に糖尿病治療を要しなかった症例の約半数

は経過中に糖尿病治療を要 してお り,今 後の観察も重

要である。以上より術式選択に関しては,特 に膵内分

泌機能低下に十分留意し決定されるべき必要があると

思われる。

以上述べた術式の決定や,生 命予後などの問題に加

えて, 日常の診療において苦慮する点に関して付け加

えたい。まずアルコールや薬物の嗜癖の問題がある。

禁酒できなかった り,ベ ンダブシン中毒から離脱 しえ

※※P手001

Years after surgical Procedure
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ず病院を転々として栄養障害のため死亡 した症例や,

自殺 した症例など,精 神医学的なアプローチが不可欠

であったと考えられる例が経験されている。また疼痛

が定量化 しにくいため息者の愁訴が疼痛の判定に際 し

て過大評価される場合があ り,疼 痛を手術適応 とする

ことが最も多い慢性陳炎手術に際しては,術 前の慎重

な評価 と教育が不可欠である。これらの点に関しては

Tumer141は慢性膵炎の手術にさいしてはその症状が

膵炎によることを確認する必要があ り, この疾患では

薬物中毒はまれでないし, どんなにす ぐれた手術でも

薬剤の要求は絶ちがたいと述べている。

慢性膵炎の外科治療は, この難治性疾患の治療過程

の一端を担っているにすぎないことを銘記すべきであ

ろう。
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Long Term Follow-Up Results of Surgical Treatment for Chronic Pancreatitis

Ryuji Nakamura, Katsumi Amikura, Masao Kobari and Seiki Matsuno
First Department of Surgery, Tohoku University School of Medicine

During the last 30 years, 174 patients with chronic pancreatitis were treated surgically in our clinic. Operative
procedures included side'to'side pancreaticojejunostomy in 64 patients, other pancreatic duct drain4ge procedures
in 12, caudal pancreatectomy in 33, pancreaticoduodenectomy in24,and others. A beneficial effect of the operation
on abdominal pain was noted in 96% of the patients. There was no significant difference in the effect on pain among
the types of surgery. The study of follow-up results showed an operative benefit in 85% of the patients. But in 15% of
the patients (20 patients including 19 with alcoholic pancreatitis) poor results were obtained because of severe
diabetes mellitus, alcohol abuse, analgetic addiction, and inappropriate surgery. There was no significant
difference in the cumulative survival rate among the types of surgery and etiology of pancreatitis. Patients with
diabetes mellitus at the time of the operation had77%5-year, 68% l0-year and 48% l5-year survival rates compared
with an over 80% 2}'year survival rate for patients with normal and impaired glucose tlerance. The difference
between diabetes and either normal or impaired glucose tolerance is statistically significant. Diabetes mellitus is an
important factor for long-term survival of surgically treated patients with chronic pancreatitis,
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