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下部十二指腸動脈支配の検討

一十二指腸温存膵頭全切除術の血行温存法に関連して一

はじむう|こ

十二指腸の全長を温存 しつつ膵頭部のみを完全切除

する十二指腸温存膵頭全切除術 (以下本術式)は ,従

来の解剖学的概念上,不 可能 とされた新 しい術式であ

る。また最大限の機能温存や侵襲軽減をめざす本術式

は,良 性膵頭病変や高齢者の膵頭部悪性病変の一部を

適応 として,試 みる価値のある術式 と考えられる。
一方,本 術式において当初より危惧 された十二指腸

の温存成績は,必 ず しも良好ではなく,血 行温存法の

確立やその限界を明らかにすることが望まれている。

血行障害にもとず く十二指腸下行部の縫合不全は,初

期に 2例経験 したがいずれも難治性であ り,再 手術に

は至らなかったものの,軽 視することのできない合併

症であった。最近今泉ら分は,際 頭切除に際し,十 二指

腸を後腹膜から一切授動しない工夫を加え,縫 合不全

を全体の 2割 とする成績を報告した。
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この成績を踏まえ,著 者らがなお問題点 と考えたの

は,下 部十二指腸の血流確保の不確実性である。すな

わち,先 の報告1)では下部の特異な動脈支配が示唆さ

れ,釣 状部切除に際して,血 流障害を広範囲に来たす

状況が想像された。 と ころが,詳 細はすでに明らかと

思われた膵の血管解割において,下 部の血行支配は唯
一検討から取 り残された領域であることも判明した。

よって本研究は本術式の血行温存法を確立する一助と

して,下 部十二指腸の動脈支配 と,切 除が同血流へ及

ぼす影響を検討したので報告する。

対象ならびに方法

膵頭部領域に病変のない25症例を対象に,上 腸間膜

動脈 (以下 SMA)お よび超選択的下際十二指腸動脈

(以下 IPD)造影を施行した.まず IPDの 正面像に上腸

間膜静脈 (以下 SMV)右 縁の走行を併記 し,下 部十二

指腸の範囲を,SMV右 縁から空腸動脈第 1枝 (以下

Jl)の最近位反回枝 (Treiz靭帯の位置)ま でと定義 し

た.こ こに分布する直動脈 と辺縁動脈,す なわち十二

指腸枝 (duOdenal branch;以下 D枝 )と IPDを それ
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本研究は十二指腸温存陣頭全切除術 (本術式)の 血行温存法を確立する一助 として,下 部十二指腸

の動脈支配 と,切 除による同血流への影響を検討した。膵頭病変のない25例に上腸管膜動脈 (SMA)

および選択的下際十二指腸動脈 (IPD)造 影を施行.下 部は上腸間膜静脈 (SMV)右 縁から第 1空腸

動脈 (Jl)の最近位反回校までと定義 し,そ の十二指腸 (D)枝 とIPDを 読影,分 類した。D枝 は分

岐様式から,A)群 IPDと Jlの11例 (44%),B)群 IPDと Jlの吻合枝の 6例 (24%),C)群 IPD単 独

の 8711(32%)に 分類,IPDは Jlと形成する共通幹から,あ り16例 (64%),な し9例 (36%)に 大別

した。膵釣状部の切除線を SMA上 に想定すると,A)群 の Jl走行異常 とB)群の D枝 偏在の各 1例 ,

c)群の共通幹なしの計 6例 24%で は,下 部の広範な血流障害が危惧された。 こ の血行特性と本術式の

適応が主に良性疾患である点を考慮すると,下 部の血行温存には,SMV右 縁での切除が安全であ り,

かつ妥当と思われた。

Key words: blood supply of the distal duodenum, duodenum-preserving total pancreatic head resection,

duodenal branches to the distal duodenum, inferior pancreaticoduodenal artery, common

trunk with the 6rst jejunal artery
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Fig. l The distal duodenum

SWIV i superior mesenteric vein, SMIA, superior

mesenteric  artery,  PIPD,  posterior  inferior
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artery
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ぞれ読影,分 類した(Fig。1)。つぎに本術式での膵釣

状部切除が,SMA上 でなされると想定し,その血流ヘ

の影響を検討した。

1)D枝 の分岐様式

分岐する辺縁動脈から以下の 3群 に分類 した。

A群 は IPDと Jlの両者から分岐 し,11例 (44%)で

あった.

B 群 は I P D とJ l との 吻 合 枝 ( a n a s t o m O t i c

arcade;以 下 AA)か ら分岐し, 6例 (24%)で あっ

た。また吻合には,IPDの 前下膵十二指腸動脈 (以下

AIPD)の みが関与した。

C群 は IPD単 独から分岐し, 8例 (32%)で あった。

うち 2例 (8%)は ,AIPDか らの横走枝に分岐し,同

群の亜型 とした (Table l).

2)IPDの 分岐様式

IPDが Jlと共通幹を形成するか否かより大別 した。

共通幹あ りは16例(64%),同 なしは 9例 (36%)で あっ

た.共 通幹からの IPD分 岐はさらに,AIPDと 後下際

十二指腸動脈 (以下 PIPD)が 1本 (6例 ), 2本 別々

(6例 ),AIPDの み 1本 (4例 )と分類しえた.同 なし

の IPDは 全例 SMAか ら1本 で分岐した (Table 2).

3)症 例の呈示

(症例 1)A)群 の共通幹4/1である。IPDは Jlより2

本別々に分岐,自矢印は D枝 ,SMVの 自線は SMV右

縁の走行,Pは PIPD,Aは AIPDを それぞれ示した。

Table l  Duodenal branches to

num.
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本例に SMA上 での切除線を想定すると,そ の左方に

D枝 は温存 され,切 除の影響は限局 した範囲にとど

まった (Fgi。2).

(症例 2)同 じくA)群 の共通幹例で,Jlは SMAの

右側を迂回して走行した。このような Jlの走行は25例

中本711のみであった.切 除線を想定すると,Jl根 部で

の結熱によって下部ばか りか近位空腸までの血流に影

響する可能性があった (Fig。3).

(症例 3)共 通幹のない B)群例である.SMAよ り

IPDは 1本 で分岐,自 矢印はAAを ,黒 矢印はその D

枝を示した.本 例は B)群 の中でも唯一
,SMA右 側に

D枝 の起始部が偏在 してお り,切 除が下部全域の血流

に影響する可能性があった (Fig,4).

(症例 4)共 通幹のない C)群例である。SMAか ら

IPDは 1本 で分岐,自 矢印が D枝 で,遠 位空腸側へと

斜走して分布 した。D枝 が IPD単 独に支配される本例

では,切除の影響が下部全域に及ぶ可能性が高い(Fig.
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Fig. 2 IPD-graphy in a group A case with a com.
mon trunk shows the duodenal branches arising
from the IPD and Jl (white arrows).
SMV ; right border of the superior mesenteric
vein, P ; posterior inferior pancreatico-duodenal
artery, A ; anterior inferior pancreatico"duodenal
artery, J ; first jejunal artery

Fig. 3 lPD-graphy in a group A case with a com-
mon trunk shows an atypical Jl detouring along
the right side of the SMA.
SMV ; right border of the superior mesenteric
vein, SMA; superior mesenteric artery, P; poste-

rior inferior pancreatico-duodenal artery, A ;
anterior inferior pancreatico-duodenal artery, J ;
first jejunal artery

5 ) .

(症例 5)共通幹のない C)群の亜型である。SMAか

らIPDは 1本で分岐,AIPDよ り十二指腸壁に沿 う横

走枝は白矢印で示 した。症例 4と 同様に判断した(Fig.

日消外会誌 25巻  10号

Fig. 4 IPD-graphy in a group B case without a
common trunk shows the duodenal branches
(black arrows) arising from the anastomotic
arcade between the AIPD and the J1 (white

arrows). The origins of the duodenal branches
are unevenly distributed on the right of the SMA.
SMV ; right border of the superior mesenteric
vein, SMA; superior mesenteric artery, P; poste-

rior inferior pancreatico-duodenal artery, A;
anterior inferior pancreatico-duodenal artery, J ;
first jejunal artery

Fig. 5 IPD-graphy in a group C case without a
common trunk shows the duodenal branches
arising from the IPD only (white arrows).
SMV; right border of the superior mesenteric
vein, SMA; superior mesenteric artery, P; poste-

rior inferior pancreatico-duodenal artery, A;
anterior inferior pancreatico-duodenal artery

6 ) .

4)注 意すべき下部血行

このように切除線を想定し,切 除が下部の血流を広

く障害する可能性があるものを注意すべき血行 とし

下部十二指腸動脈支配の検討
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Fig. 6 IPD-graphy in a group C case without a

common trunk shows the transverse branch aris-
ing from the AIPD (white arrows) and also

demonstrates the duodenal branches (black

arrows).
SMV ; right border of the superior mesenteric

vein, P; posterior inferior pancreatico-duodenal

artery, A ; anterior inferior pancreatico-duodenal

artery

Table 3 Vascular patterns with significance for

the oreservation of the distal duodenum.

た。D枝 分類 とIPDの 共通幹分類からみるとA群 の

11例中 1例 (9%),B)群 の 6例 中 1例 (17%),C)群

の 8例 中 4例 (50%),ま た共通幹あ りの16例中 1例

(6%),共 通幹なしの 9例 中 5例 (55%)が これに該

当した。

A)群 とB)群は,共 通幹によらず基本的に注意血行

ではないが,症 例に示 したごとくA)群 の 」1走行異常

例 とB)群の D枝 偏在例は,例 外であった。また C)群

では共通幹が関与し,同 なしの 4例 のみが注意血行で

あった。以上より本術式における注意すべき下部の血

行支配は,25例 中 6例 (24%)に 存在 した (Table 3).
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考  察

下部十二指腸領域の血行特性は,膵 頭十二指腸切除

(以下 PD)術 式の変遷において,過 去に 1度 問題 と

なった。1950年F ALCONERら ゆは,際 の血管解剖に

関する検討で,釣状部が SMAに 近接する状況と,IPD

とJlの非常に短い共通幹の存在から,PDに 際 しJl近

位部が結繁される可能性を危惧 した。当時の PDは 通

常十二指腸を第III部で離断 したが,こ の指摘の後,

duodenojejunai nexureまで切除範囲は拡大され,現

行の標準術式に至っている。以後下部の血行支配が臨

床的関心を集めることもなく,詳 細はすでに明らかと

思われた際の血管解者Jにおいて,唯 一検討から取 り残

された領域 となった,

1990年著者らは十二指腸温存陣頭全切除に初めて成

功 し報告1)したが,同 時に血行温存手枝に関わる下部

血行の問題点を指摘した。術後血管造影によって,十

二指腸上部は胃アーケイ ド,下部は IPDを 介しての血

流がそれぞれ確認され, これをもって全十二指腸の温

存が可能であったと判断した。しかし下部への血行は,

SMA右 狽」のごく短い IPDと そのたった 1本 の D枝

であったため,釣 状部のより大きい状況では,切 除が

空腸近位部までの血流を障害する可能性も示唆 され

た。当然ながらこの場合,全 十二指腸の温存は成立 し

なかったものと考えられ,下 部の血行特性, とくに検

討のなかった直動脈支配を知ることが必要 となった。

直動脈すなわち D枝 は,起始する辺縁動脈からIPD

と」1,IPDと Jlの吻合枝,IPD単 独の 3群 に分類 し

た。ただし吻合枝を形成しても,D枝 分岐がない場合

(1421のみ)は吻合枝群より除外 した。また AIPDか ら

の横走枝例は,形 態的に類似する吻合枝 との間に解剖

学的差果があるか問題を残すが,血 管像は機能面も反

映する点を考慮して,IPD単 独群の亜型 と分類 した。

D枝 は,吻 合枝群を含め IPDと Jl両者に支配 され

るものが全体の半数以上を占めたが,そ の本数や質か

らみるとIPD優 位であることが少なくなく,pll外的に

は IPD側 に起始が偏在する吻合枝例も経験した。また

先の指摘のごとく,血流障害が危倶されるIPDの 単独

支配が約1/3に存在 したことは改めて注 目すべ きと思

われた。この様な D枝 の特性からみて,下 部の血行温

存は,可及的に IPDを 温存する切除によってなしうる

ものと考えられた。
一方,す でに多様な変異が知 られた IPDり'である

が,分 類上,共 通幹の有無を重視したのはつぎの理由

による。IPDと Jlの基本的走行は,SMAを 中心にそ

Common trunk O       Com市 on trunk O

(n=16)            (n=9)

珠   (1)

6%(1/16)       55%(5/9)



れぞれ右方 と左方であり,共 通幹例では,左 方に走行

するJlからIPDが 分岐 した。すなわち IPDの 起始部

は SMAの 左側に位置するため,切 除を想定 して も

IPDの 一部は常に温存可能となる。とくに血流障害を

危倶 した IPD単 独支配群において,共 通幹例では D

枝が温存され,注 意血行から除外しえた。なお本研究

で示 した共通幹16例(64%)は ,平 松らつが報告 した35

例(62%)(IPDが Jlよりcommon ttemで 分校する17

例 と,AIPDが Jlから分岐する18例を合計したもの)

の結果 とほぼ一致をみている.

IPDを 構成するAIPDと PIPDは ,1本 あるいは 2

本であってもD校 分布への影響はなく,把握の必要性

に乏しかった。また Jlの走行には,SMA右 側を迂回す

る例外もあ り, これまでの血管解割に指摘のない変果

であるが,本 術式の臨床においては重要である。

以上,血 行温存に注意すべき下部の動脈支配は,25

例中 6例 (24%)で あった。この鑑別は Jlの走行や共

通幹,さ らに Jlや吻合枝の D枝 を確認すればよく,し

たがってより簡便な Jl単独の造影でも代用可能 と思

われた。

また本術式の適応疾患1)は
,良性際頭腫易,膵胆管合

流異常や慢性際炎の一部,高 齢者膵頭部悪性病変の一
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部であることから,危 険を犯す ことな く血行確保を優

先する考えは,妥 当 と思われる。 よ って下部の注意血

行例では(あるいは全例に),陣 釣状部組織が一部遺残

しても,SMV右 縁での切除が勧め られる。

本研究は本術式の臨床に基づいて,下 部十二指腸の

動脈支配を検討 し,注 意すべ き下部血行の一
端を明 ら

かにした。 これ らは本術式の十二指腸温存手技を確立

す る上で有用 と思われ,報 告 した。

本論文の要旨は第37回日本消化器外科学会総会 (名古屋)

にて報告した。
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The Arterial Blood Supply of the Distal Duodenum in Relation to a New Method of
Duodenum-preserving Total Pancreatic Head Resection
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To establish a procedure for duodenum-preserving total pancreatic head resection (DPTPID, we investigated
vascular distribution patterns in the distal duodenum @D). We performed superior mesenteric artery (SMA)
angiography and selective inferior pancreaticoduodenal artery [PD) angiography in 25 patients who had no
pancreatic head disease. The DD was defined as that part of the duodenum extending from the right border of the
superior mesenteric vein (SMV) to the nearest recurrent branch of the first jejunal artery {l). The duodenal
branches @-branch) to the DD were divided into threegroups by their origin: A) 11 from the IPD andI. B) 6 from
the anastomotic arcade (AA) between the IPD andJl. C) 8 from the IPD only. Variations of the IPD were classified by
whether a common trunk (C.T) with theJl existed or not: I) 16 with a C.T. II) 9 without a C.T. On the assumption
that DPTPH would be performed by resection along the SMA to remove the uncinate process, severe impairment of
the blood supply to the DD could occur in following 6 (24% of all patients): an atypical Jl in I of group A, uneven
D'branch origins in I of group B, and absence of a C.T in 4 of group C. Since DPTPH is chiefly used for benign
lesions, a better approach for securing the blood to the DD may be resection along the right border of the SMV.
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