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直達手術

東京大学第 2外科

三  傑  健  昌

食道静脈瘤の治療は Bantiの眸摘術にはじまり,多 くの変遷を経て,現 在では内視鏡的硬化療法に

よる治療が主流となっている。 しかし,硬 化療法は長期予後の面で再発例が多 く,い くつかの問題点

が明らかにされるようになった。一方,直 達手術は長い歴史の中で血行動態的にも,長 期成績の点に

おいても改善がなされてきた。技術 と侵襲 という面に関しては,課 題がいくつか残されているが, 1

回の治療で再発が少なく長期予後が得 られることは,治 療法としての存在意義は大きい.

日本門脈圧九進症研究会 と内祝鏡的硬化療法研究会 との合同で施行されたアンケー ト調査による

と,直 達手術 と硬化療法の 5年 および10年累積生存率はおのおの,4977%と 41.58%(p<0.01)お よ

び6495%と 55.57%(p<001)で ある。したがって,硬 化療法の難治例や,肝 機能良好421(Child分

類 Aま たは B)に は積極的に直達手術を適応することによりよい長期予後が得 られると考えられる。
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1.直 達手術 と食道静脈漕の病態生理

直達手術の歴史は主 として胃上部,下 部食道の血液

の流出入のインバランスを,流 入する血液量を抑制す

ることにより是正しようとする研究 とその成果の臨床

応用 とによって占められる。直達手術は 3つ の手術操

作からなる.牌 摘,血 行遮断,そ して消化管離断であ

る。直達手術の完成された術式 とされる東大第 2外 科

法や自動吻合器を応用 した経腹的食道離断術では, こ

れらの 3つ の手術操作を併施する。局所への到達法,

血行遮断の範囲,消 化管離断部により,お のおの成績

および合併症に差果が認められる。

食道静脈瘤発生の主たる原因は,肝 臓を経て下大静

脈に流入する門脈血流が,肝 臓をはじめとする途中の

血管系に血流障害をきたし,門 脈圧が元進するところ

にある。門脈は腹腔内臓器,特 に胃腸,解 臓,陣 臓,

および胆嚢の毛細管から静脈血を集める静脈幹で,肝

門部で肝臓に入 り,肝 小葉内で再び特有の毛細管網を

つ くった後に肝静脈に集まる。血液は毛細管を 2回 通

過する。門脈圧元進症の うち,原 疾患は肝硬変が90%

以上を占める。肝硬変では正常な肝の構造は破壊され,

肝小葉内の特有な毛細管網の血管抵抗は増大する。血
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管抵抗の部位については必ずしも一定の見解はない。

門脈圧元進の原因にはいくつかの考え方がある。①再

生結節が肝静脈を圧迫するので血管抵抗が上昇する,

②介在静脈や類洞周囲に接する膠原線維が血管抵抗を

上昇させる,③ Disse腔に基底膜が形成され,類洞には

毛細血管ができて血流の抵抗が上昇する,④ 代謝異常

や中毒などにより肝細胞が膨隆すると類洞を圧迫し,

肝内の血管抵抗が増加する,⑤ 収縮機能を有する筋線

維芽細胞が類洞や終末肝静脈周囲に増殖するために血

管抵抗が増加する, という考え方である。門脈圧元進

症の原疾患には肝硬変以外にも,慢 性肝炎,特 発性門

脈圧元進症,肝外門脈閉塞症,Budd Chiali症候群,肝

癌などがある。

食道静脈瘤は原疾患の病態により複雑な経過をたど

る。門脈圧元進状態が維持されるには途中経路の血流

の障害に加えて,側 副血行路の血管抵抗,門 脈系に流

入する血流量の増大などが密接に関与する。 さ らに食

道静脈瘤は門脈圧の上昇に伴って発達する多数の側副

血行路の一部であることから,他 の側副血行路の発達

の程度にも関連する。

食道静脈瘤患者の予後は,原 疾患の自然経過や重症

度,肝 癌の合併の有無などにより左右されるところが

大きい。食道静脈瘤は門脈圧元進症の1つの生理的適

合反応として生じる.全 例が破裂するわけでない,生

産破裂出血することのない食道静脈瘤患者は多い.生
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涯に食道静脈瘤を有する患者の約1/3が出血する.しか

も,そ の半数は肝硬変代償不全末期の患者である。

食道静脈瘤破裂の誘引にはいくつかある.静 脈瘤径

の拡大,静 脈瘤壁の非薄化,静 脈瘤の内圧と食道内腔

圧 との圧較差の増大, さらに,食 物や胃酸,あ るいは

咳嗽などの外的刺激の負荷などがある.す なわち,食

道静脈瘤患者の予後は,① 原疾患の病態,② 門脈血行

動態,③ そして食道静脈瘤の局所の状態の影響を強 く

受ける。

直達手術はわが国で完成された食道静脈瘤の治療法

である。前述の病態生理,血 行動態,歴 史的臨床471の

成果にバ ックアップされ,構 築された最もす ぐれた治

療法の 1つ である。 しかし,直 達手術にも問題点は残

されている。直達手術の問題点は食道静脈瘤の成因と

治療法 としの特質に起因するところが多い,本 質的に

は門脈圧元進症を改善する治療法ではないという限界

がある。直達手術は側副血行路の一部を遮断する。胃

上部下部食道の循環克進状態を抑制 し, しかも循環不

全に陥入らないようにするという局所の血行動態上安

全域の狭い治療法である。

したがって,手 術侵襲に伴 う肝機能の悪化,術 後の

縫合不全,狭 窄症状,消 化管機能低下などの問題を常

に意識する必要があるが,近 年,術 式の改良,手 技の

確立,周 術期の息者管理の進歩,適 応 と限界の周知な

どがあ り,成 績の向上 と合併症の削減が図られ,治 療

時期,肝 予備能によっては,他 の治療法に替えること

の出来ない治療法 となっている.

2.直 達手術における解摘術

肝内の血管抵抗の増加が門脈圧元進症の原因である

とする考え方を backward aOw theoryと いうことが

ある。流入する門脈血流が一定であるとすると,Ohm

の法則 どお り肝内血管抵抗の増大により門脈圧は元進

する。 ところが,血 管抵抗の少ない側副血行路の発達

に伴い門脈圧は減少 し平常状態に戻ってきてもよい

が,実 際には,門 脈圧元進状態は維持される。これに

対 して,Bantiは,門脈圧元進症の原因は,障腫など(慢

性肝疾患患者の循環血液量は増加し,内 臓の血管抵抗

が減少する)に より門脈系に流入する血流量が増大す

るところにあると主張 した。激しい論争があったとさ

れる.現 在では,お のおの単独では,門 脈圧元進症は

説明出来ないとする研究,臨 床データが多い。

陣摘のもたらす効果には,① 眸機能元進症の改善,

②門脈系に流入する血流量の抑制,③ 短胃動静脈より

胃上部に流入する血流の遮断などがある。食道周囲静
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Fig. 1 Intravariceal Pressure
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脈叢および食道粘膜下静脈叢に向か う血流を抑制する

重要な手術操作である。陣摘術は,1898年 の Bandの

報告】)が最も苦しいとされている。Bantiは,1910年に

も報告 した.Pembertonのは1931年に陣摘術に大網固

定術を併施 し報告 した。此元りも胃冠状静脈切除術 と

の併用を報告 した。成績に関しては適応や周術期の管

理が現在 とは異なるので単純には比較出来ないが,

Pembertonは 陣摘術症例 (緊急例)の 術後出血死は,

50%で あった として いる.木 本りは吐血 率41.5%で

あったとしている。眸摘術のみでは,食 道静脈瘤破裂

の止血あるいは,出 血予防には,特 定の条件下での適

応を除いては一般的とはならない (Fig.1).

3.血 行遮断 とHassab手 術

陣摘術は増加した眸動脈血流(特発性門脈圧充進症,

巨陣性肝硬変)の 門脈への流入の遮断,短 胃動静脈系

から胃上部へ流入する血流の遮断を行 うが,左 胃動静

脈食道枝から食道周囲静脈系に向か う血流, 胃上部よ

り粘膜下を通 り下部食道に流出する血流に対 しては,

直接的な効果はない。

血行遮断は胃上部 と下部食道 (術式によっては食道

中下部まで)の 動静脈を遮断する。同部位に流入する

血液量を抑制することにより血液の流出入のバランス

をとろうとする手術操作である。同時に血液の流出路

も遮断する。

Rowntreeら "は1929年に門脈循環の解剖学的研究

に基づいて,左 胃静脈結繁術の有効性を報告 した。共

同研究者の 1人 であった Walterら 的は1929年以来の

22例の手術成績を1920年に報告 した.緊 急例20例,待

期例 24711である。成績は左胃静脈結熱術のみ i2/4に術

後出血が,左胃静脈結繁術十大網固定術 i2/6に術後出

血が,左胃静脈結紫術十陣摘術 :6/9に術後出血がみら

れた。左胃静脈結熱術では成績が向上しないことは明
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らかであった。

友田つは1955年に左胃静脈孤状部切除と陣摘を同時

に行 う術式を報告した。友田は50例の死体から食道静

脈瘤への主要な副血行路を観察した。副血行路には胃

冠状静脈 と短胃静脈を介するものがあることを知 り,

この両者を遮断することを企てたとしている。1954年

から1956年までに70例にこの術式を施行した。陣腫の

ある患者である。 日本住血吸虫症15例,陣 性中毒症 8

例,無 毒性巨眸症18例などを含み,緊 急待期例は12例

(17%)のみであった。食道静脈瘤を認めない患者は28

frlである.成 績は術死は 3211で,吐 血歴のある患者の

うち11/12(1例 は術死)例 は 6か 月以上経過 しても吐

血 しなかったとしている。

これらに対して,Hassabゆ は1957年以来,胃 上部 と

下部食道および門脈系に流入する血流を抑制する術式

を採用した。すなわち,Hassab手 術では,陣 摘,お よ

び左胃動静脈,短 胃動静脈,上 下横隔動静脈,下 部食

道周囲動静脈の各血管が胃上部下部食道から結繁切

離,分 離される。わが国では予防的手術も多 く施行さ

れているが,Hassabは 緊急例 と待期例を対象とし,予

防的手術は行っていない。1970年の報告〕では,原疾患

は Schistosomal hepatic ttrosis t 65%,肝硬変23%,

その他12%で あった。成績に関しては,入 院時死亡は

緊急例 i38%,待 期例 :10%で あった。S‐B Tubeに て

止血後 Hassab手 術を施行 した症例の入院時死亡は

12%で あった。現在においても,緊 急421では可能なか

ぎり硬化療法や s‐b tubeにて止血 し,待 期的に手術を

行った方が成績が良いことを示している. 1～ 12年間

の fo1low up中に出血が原因で死亡 した症471は3%で

あった。術後門脈圧は32%の 症例で減少した,肝 線維

症に限ってみると,65%が 減少していることから,巨

牌を伴 う肝線維症では,特 に眸摘による門脈系への流

入血流量の減少の影響が強 く現れるものと判断 され

る。静脈瘤に関しては,術後不変の患者は8.5%で あっ

亨ヽ こ .

Hassabの 成績は,肝 線維症が65%と 肝予備能の良

好な症例が多いことを考慮 しても,治 療時期が緊急,

待期例であることを考えると優れたものである。特に

遠隔成績で出血死が 3%で あることは,食 道静脈瘤の

治療法 として適応によっては,常 に検討される必要が

ある。手術操作 としては陣摘 と胃上部下部食道の血行

遮断が重要であることを示すものである。

4,食 道静脈瘤結繁術 と消化管離断

Hassabの 手術に代表 される陣摘 と胃上部下部食道
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の血行遮断により食道粘膜下の静脈叢に流入する血流

量も減少するが,胃 壁内を通って上行し食道に向う血

流は遮断はされない.術 直後には静脈瘤は一部残存す

る。しかし,特 発性門脈圧元進症や巨眸症の肝硬変で

は,巨 腺からの門脈系に流入する血流量が増加してい

るので,Hassab手 術により門脈圧は低下する。

食道粘膜下を上行する食道静脈瘤に対する直接的手

術手技 としては,Lintonlい (1953年)の 開胸による食

道静脈瘤結紫術 とWelchll)(1956年)の 開腹による食

道静脈瘤結熱術がある。食道静脈瘤結繁術は,直 接静

脈瘤を消滅 させる方法であるが,細 血管は温存されて

おり, しかも近傍の静脈は,門 脈圧元進症の影響下に

あるので,緊 急出血例に有効であってもやがて再発す

る。限界がある。

食道壁を通る血流を遮断する方法に消化管離断があ

る.消 化管離断術は,1947年 の Phemisterの報告には

じまる。Phemisterは,食道静脈瘤から出血があ り牌摘

術を施行したが術後にも吐血を繰 り返す18歳の男性の

患者に胃全摘術を,21歳 の女性の息者には,胃 切除と

下部食道切除 (胃上部2.linchと食道下部3.5inch)を

行った。 2例 とも術後再発はみられなかった。静脈瘤

に関して切除標本である胃と食道の組織を検討し詳細

に報告 した.

一方,Tannerのは門脈血行動態の検討から理論にも

とづ く術式の確立をめざした。Tannerは ,1950年 に,

Portal‐azygos disconnectionの考え方を提唱した。手

術は, 胃底部を切断後縫合し胃上部 と下部食道の血行

遮断も行った。門脈系の血液が奇静脈系にバイパスさ

れるのを阻止 しようとした。この考えに刺激 されて

Walkeraは 1960年,開胸による下部食道離断術を考案

し,結 果を報告した。対象は,53例 中304/1は牌摘後,

牌腎静脈シャン ト後の再発出血例であった。初回手術

例の一部は肝外門脈閉塞症でシヤン ト手術のできない

患者であった。成績は入院時死亡は11%,吐 下血再発

例は40%で あったことから,単 純に食道離断術によっ

ては,再 発を予防できないものと判断される.Walker

は術後の成績には必ずしも満足しておらず,改 良の余

地があると考えていた。

Idezukilりは,1967年に,食 道離断と血行遮断を併施

した経胸的食道離断術を,平 島
19は1973年に経腹的食

道粘膜離断術について報告 した。ここに,直 達手術の

3つ の大きな手術手技の構成要素 となる陣摘,胃 上部

下部食道の血行遮断,消 化管離断術がでそろったこと

になる。
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5.碑 摘,血 行遮断,消 化管離断併施の術式

杉浦は1970年にシャント手術,食 道離断術 (経胸,

Walkerの 術式),左 胃静脈切除十食道離断術の各治療

法の経験から東大第 2外 科法を考案し,そ の手術成績

について報告 した.東 大第 2外 科法では陣摘,冒 上部,

中下部食道の血行遮断と食道離断 (筋層は一部離断せ

ず温存 される)と が併施される。開胸開腹により (一

部開胸・経横隔膜的)。血行速断の部位を胃上部下部食

道にとどまらないで,左 下肺静脈に至る中部食道の一

部までとした。杉浦は1。
,血行速断の範囲の重要性を強

調した。食道周囲より上行する血行をのこし,門脈―奇

静脈間の側副血行路の温存に努めた。予防的治療が含

まれるので外国の成績 と単純に比較出来ないが,静 脈

瘤の消失率96%,再 発率20%,5年 生存率72%で ある

とした.

井日1のは肝臓に対し手術侵襲を最小限にくいとめ,

必要にして十分な副血行路の郭清,消 化管壁内の血行

遮断をめざし,術 後合併症と後遺症の軽減を配慮する

と経胸的経横隔膜的食道離断術がもっとも合理的であ

るとした。山本は18)直
達手術の典型 として胃上部切除

術を1979年に報告 した。眸摘,胃 上部血行郭清, 胃上

部切除からなる。成績は肝硬変64例の術死は11%,出

血14%,5年 生存率65%で あるとした。岩塚1"は1976年

に腸管吻合器を応用した食道離断術を報告した。29例

の成績は術死103%,待 期例224/1の静脈瘤消失率68%,

改善率32%,狭 窄14%と した。

6.直 達手術の適応 と術式の選択

直達手術の歴史は食道静脈瘤治療の歴史である.教

室では昭和24年から昭和39年までシャン ト手術を主と

しておこなってきた。術後の肝性脳症の発生率が40%

近 くみられることから,そ の後は直達手術を行 うよう

になった。硬化療法が導入されて現在,わ が国の食道

静脈瘤息者の80%以 上は硬化療法によって治療されて

いる。直達手術の立場からみても硬化療法の導入後,

再発に対 して硬化療法による治療の選択が可能にな

り,術 式に対する考えが変化 してきた。すなわち,手

術が唯一最終的な治療 とされる時代には,再 発は致命

的な意味をもったが,硬 化療法によリアシス ト出来る

時代には,手術侵襲の軽減や,術後の QOLの 維持にも

配慮が可能になった.

適応に関しては,治 療時期別,肝 予備能別,術 式別

の成績の検討結果を示す。肝硬変の Child分類別 5年

生存率は直達手術全4/11で,Child A:798%,Child B:

729%,Child C i38 6%で あり,術 死率はおのおの
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A!0%,B124%,C i 17.1%で ある.さ らに治療時

期別では,肝 硬変の緊急471の術死率は,233%,待 期

例3.8%,予 防40%で ある。したがって適応は,Child

分類 Aあ るいは Bの 肝予備能のある患者が待期例で

は望ましい。しかし,他 の治療法で止血出来ない緊急

例に関しては,た とえChild Cであっても,最 も止血

が確実な直達手術を積極的に行 う。治療時期に関して

は Hassabも指摘するように,緊急4/1では,硬化療法や

バルーンタンポナーデ法で一時的に止血 してから直達

手術を行 う。

術式の選択に関しては,術 式別に Child分類 Bの 症

4/1にかぎって 3年 生存率をみると,経 胸的食道離断

術 :582%(n=15),Hassab i 90.9%(n=16),東 大

第 2外科法 i86.6%(n=40),経 腹的食道離断術(EEA

使用)i831%(n=16)で あ り,直 達手術の 3つ の手

術操作の中,解 摘 と胃上部下部食道の血行遮断が有効

であることを示 している。Hyperdynamicな血行動態

を抑制する術式の方が成績は良い傾向にある。

教室では2い
,1984年以来,主 として EEAを 使用 した

経腹的食道離断術を行っている。胃上部の血行遮断は,

小彎倶Jに関しては胃角から,大 彎側に関しては, 胃角

対側より日側に向けて行い (小彎側は,幽 門輪より約

5cm,大 警側は約8cmよ り血行遮断を開始する),下部

食道は伸展 した状態で約9cmに わた り血行遮断を行

う。左胃動静脈は遮断する。食道裂孔周囲,特 に後壁

は入念に血行遮断を行 う。離断部は EEAを 用いて E‐

C junction直 上で行 う.

血行動態的にみて,経 腹的食道離断術(EEA使 用)

により,① 増加した陣血流と左胃動静脈より門脈系に

流入する血流は減少すること,② 胃上部の血行動態と

食道裂孔部を上行する食道周囲静脈叢の遮断により食

道に流入する血流は抑制されること,③ 胃食道接合部

より日側約2cmに わたり下部食道の切除により食道

の血液循環は門脈系より分離されることになる。①②

③の3つ の手術操作により, 胃上部 (離断部まで)の

血行は,静 脈系 (門脈に流れる)の 血圧の高い状態で

血液の流出入のバランスを維持することになるが,離

断部より口側の下部食道,中 部食道は,門 脈系の影響

を受けることのない低い血圧 (奇静脈系,一 部は上行

腰静脈より流入する)の静脈に血液を流すことになる。

すなわち,食 道の血液の濯流は,胸 腔内の動静脈によ

り腹腔内の循環から独立して行われることになる。 し

かし,遠 隔成績では, 7%の 再発出血がみられる。一

部血行が再疎通するためと考えられる。

直達手術
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したがって,硬化療法の普及した現代での直達手術

の術式の選択は,①東大第2外科法,②経腹的食道離

断術(EEA使用),③ Hassab手術の3つの術式を採用

する傾向となる。陣摘術単独では,歴 史的にみても,

成績の面からみても目的は達成されない。直達手術の

典型 として報告 した山本の胃上部切除術の再出血は

14%と 報告されたことからも,再 発に対 しては硬化療

法で対処 (術後再発4/11には硬化療法は効果を発揮しや

すいことは血行動態からみて納得される)するとして,

QOLも 考慮すると肝予備能があ り長期生存が期待 さ

れる患者 (Child Aあるいは B)に は,経 腹的食道離

断術を,HCC合 併例あるいはChild Cには Hassab手

術の選択が一般的 となるものと考える。特に硬化療法

直後で緊急71jでは,Hassab手 術の選択が望 ましい

(Fig.2).
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Nonshunting Operations for Variceal Hemorrhage

Kensho Sanjo
Second Department of Surgery Faculty of Medicine, University of Tokyo

The treatment of bleeding esophageal varices has been undergoing change. Recently, endoscopic sclerotherapy
has become almost universally accepted as the procedure of choice for acute bleeding episodes, but considerable
disagreement exists over its ultimate value as long-term definitive therapy. During the past decade, there has also
been a resurgence of interest in an effective nonshunting operation for control of variceal hemorrhage, both in
urgent and elective situation. The introduction of reliable mechanical circular stapling instruments had simiplified
the performance of esophageal transection for the treatment of both acute and chronic variceal hemorrhage. A
nationwide survey on the treatment of esophageal varices was performed in 1990 jointly by theJapanese Research
Society for Sclerotherapy of Esophageal Varices. The 5- and l0-year cumulative survival rates following
sclerotherapy were, respectively, 55.57% and 41.58% in 7216 cases with liver cirrhosis (95%). Comparative
assessment was done to evaluate the nonshunting treatment. The 5- and lO-year cumulative survival rates
following esophageal transection and devascularization with splenectomy were, respectively, 64.95% (p<0.01) and
49.77V0 (p<0.01) in 4091 cases with liver cirrhosis (79V0) and idoopathic portal hypertension (16%). Nonshunting
operation is effective for improvement of cumulative survival ratres of patients with esophageal varices, and should
be considered in the urgent management of acute failure of repeated sclerotherapy. it is a good long-term
replacement for sclerotherapy, especially for the low-risk patient or those in Child's class A or B.
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