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食道静脈瘤の治療一内視鏡的硬化療法一

東海大学外科

幕  内   博  康

内視鏡的硬化療法は1978年高瀬により本邦に導入されて以来急速に普及して,食 道胃静脈瘤の第 1

選択の治療法 となるに至った。

内視鏡的硬化療法の原理,再 発 ・再出血 しない硬化療法の手技につき解説 した。また,巨 木型静脈

瘤や胃底部静脈瘤など血流量の多い静脈瘤に対 しては,濃 度の高い無水エタノールや cyanoarylate

を用いること.肝 機能不良例には全身的影響の少ない esophageal varices ligation(EVL)やcyanoa、

crylateを用いること.肝癌合併421に対する硬化療法の適応や胃静脈瘤に対する硬化療法の注意点など

につき述べた。

Key words: endoscopic sclerotherapy for esophageal varices, endoscopic sclerotherapy for gastric

varices

はじめに

食道静脈瘤に対する治療は1887年Eckl)の実験的研

究に始まり,種 々の保存的治療,外 科的治療,内 視鏡

的硬化療法が施行されてきたが,現 在でもなお統一さ

れることなく種々の治療法が行われている。

その治療法の大きな流れをみると,1940～ 1950年代

に,各 種のシャン ト手術が行われて第 1の波を形成 し

た。1960年代から,肝 性脳症などの問題から直達術が

台頭して次第にピークを迎え,第 2の 波を作るに至っ

た。1978年高瀬らりにより導入された内視鏡的硬化療

法は1980年代から急速に普及し,手 技の改善 ・統一が

進んで食道静脈の第 1選択の治療法 となって大きな第

3の波を形成 している3),現在,硬 化療法の他には,直

達術 としては経腹的食道離断術,シ ャン ト術としては

選択的シャン ト術が行われ,塞 栓術 としてballoon‐

occluded retrograde transvenous obliteration (B‐

RTO), transjugiar obliteration(TJO)が, また,

transjuglar intrahepatic portsystemic shunt(TIPS)

も行われつつある。

1.内 視鏡的硬化療法の統一

硬化療法も血管内注入か血管外注入か,硬 化剤は何

がよいか,な ど種々の議論がなされてきた。また,硬

化療法の評価は人により異っていたが,そ の理由の 1
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は中途半端な硬化療法はかえって出血をきたしやすい

ということにある。種々の方法が施行されてきた硬化

療法 も,再 発の病態の解明とともに,良 好な予後が期

待できる手技へと収束され,統
一されてきた。

(1)硬化療法の原理 と目的

内視鏡的硬化療法の原理は静脈瘤に急速に血栓性静

脈炎を発生させて消失に導 くことであるが,そ の静脈

瘤の消失 とともに,静 脈瘤の再発防止にも大きな目的

の 1つである。

① 静脈瘤に血栓性静脈炎を急速に完成させる。

食道静脈瘤内に硬化剤をと入し,静 脈瘤の血管内皮

細胞を破壊 し, これに血小板などが付着 して血栓性静

脈炎を発生させる.炎 症の収束とともに静脈瘤の消失

をみる。

② 下部食道の粘膜固有層の細静脈の破壊 と,粘膜固

有層,粘 膜下層の線維化を起こす。

静脈瘤を消失させても高い門脈圧はそのまま食道粘

膜にかか り,粘 膜固有層の細静脈の怒張をきたすこと

になる。これはred color signと同様で出血 しやすい.

1°/。Aethoxyskler01を中心 とする硬化剤を下部食道の

粘膜内および粘膜下層に注入して再生上皮化 と線維化

を起こし,再 発 ・再出血の防止を図るわけである。

(2)再 発 ・再出血しない硬化療法の手技'

1)ま ず,硬化剤の静脈瘤内注入で静脈瘤を完全に消

失させる。

① 内視鏡に装着バルーンをつけ,食 道内に挿入す
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Fig. l Endoscopic injection sclerotherapy

oral side ba1loon attaching tO endoscopy
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Fig, 2 The technique of endoscopic sclerotherapy
for excellent results
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b: Injection poinし 3 at the third SolerotheraPy

く.

2)静 脈瘤消失後, さらに,再 発を防止するために,

下部食道の粘膜固有層および粘膜下層に全周性散在性

に硬化剤の注入を行 う。

① 第 3回 目の硬化療法はすべて粘膜内,粘膜下層ヘ

の1%AS2～ 3mlの注入となる.下部食道は浅い潰瘍・

ビランが散在し,食 道胃接合部から5cm位 上方まで全

周性に線維化を起こすように注入する.

② 第 4回 日あるいは第 5回 目には残存する正常粘

膜に対し,1%AS 2～ 3mlの注入を行う。

3)硬 化療法 1クール終了後,1～ 2か月で内視鏡検

査を行い,細 静脈の怒張が出現した部位や線維化され

ていない正常粘膜残存部へ硬化療法を追加しておく.

4)6か 月ごとに内視鏡による経過観察を行う。細静

脈の怒張を認めたら硬化療法を追加する。

2.血 流量の多い静脈瘤に対する硬化療法

巨木型静脈瘤や冒底部静脈瘤(Lg‐f)などは血流の多

い静脈瘤である。

① 巨木型静脈では可能なかぎり血流を停滞させ,濃

度の高い硬化剤 (無水ユタノールなど)を 必要十分な

だけ注入し,停 滞時間も充分とる。

② 血流を停滞させられない胃底部静脈瘤では,濃度

食道静脈瘤の治療

using

る。

② 食道胃静脈磨の観察を行 う.

③ 胃内の液体や空気を吸引後,食道静脈瘤の穿刺部

を選択する。出血例では出血点のある静脈瘤の,予 防

例では最も太い静脈瘤の食道胃接合部から3～4cmの

穿刺しやすい部位を選ぶ.

④ 内祝鏡装着バルーンを膨張させ,静脈瘤の血流を

停滞させる。Iopamidol lJtt ethanolanline oleate(以下,

EO)を 用いる場合は21G,Aethoxysklerol(以下,

AS)十 無水エタノールを用いる場合は23Gの 静脈瘤穿

刺針を鉗子孔から挿入し,ゆ っくりと静脈瘤を穿刺す

る。血液の逆流を確認 し,硬 化剤を注入する。胃静脈

瘤を合併 している症例や術者が経験を積むまでは X

線透視下に注入することを勧める。硬化剤が血液供給

路へ逆流 し,門 脈に流入する直前まで注入して停滞さ

せる.

⑤ 硬化剤注入後 1～ 2分待って抜針する。さらに1

分ほど待って,ゆ っくりと装着バルーンを脱気する。

静脈瘤内膜の内皮細胞損傷効果を確実にすることに有

効であるばかりでなく,合 併症予防という意味でも,

硬化剤を停滞させることが必要であり,ま た,ゆ っく

りと装着バルーンを脱気して小量ずつ硬化剤を流す必

要があるわけである。硬化剤はアルブミンと結合して

不活化するからである。

⑥ l回 目の硬化療法では 1箇所のみの注入にとど

める。術後は肝庇護に努める。とくに緊急出血例では

注意が必要である。4～ 7日後に第 2回 目の硬化療法

を施行する。

② 2回 目の硬化療法の際には,残存している可能性

があると思われる静脈瘤に対して血管内注入を試み

る。食道静脈瘤が残存して静脈瘤内注入となった場合

は 1回 日と向様に,静 脈瘤が消失していて血管外注入

となった場合には 1%AS 2～ 3mlの注入を行ってお

③ inけaVariceal in3.
O ParaVariceal ln」 .
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の高 い硬化剤 や作用速度 の速 い硬 化剤 ( c y a n o a

crylate)を用いる。

3.肝 機能不良1/Jに対する硬化療法

内視鏡的硬化療法は最 も低侵襲の治療法として,初

期には主に肝機能不良例に施行されてきた。その硬化

療法にす ら耐え得ないような肝機能不良例もある。こ

れらに対しては,硬 化剤を血管内にと入する必要のな

い,全 身的影響のない硬化剤 ・硬化療法を選択する必

要がある。それには次の 2つ の方法がある。

① 静脈瘤結繁術 (EVL)'を行う。

② 硬化剤としてcyanoacttlateいを用いる.再 発防

止のために1%ASの 粘膜内・粘膜下注入を追加するこ

とを忘れてはならない.

4.肝 癌合併1/1に対する硬化療法

静脈瘤の存在部位と程度,肝 癌の状況と切除術適応

の可否,肝 予備能の程度,の 3項 目により治療方針が

異なるわけである。問題となるのは肝癌の治療を先に

するか静脈瘤の治療を先にするか, どの治療法を選択

するかである。それぞれの条件で異なるが,原 則的に

は静脈瘤の出血あ危険性が高ければ硬化療法を先行し

て,そ の後に肝癌の治療を行う。静脈瘤が軽度であれ

ば肝癌の治療を先行して,静 脈瘤が増大すれば硬化療

法を行う。胃底部静脈瘤(Lg‐f)で肝機能が保たれてい

れば肝切除と同時にHassabつの手術を行 うこともで

きる。

肝癌末期例で肝動脈門脈短絡や門脈腫瘍栓の著しい

症例では予防的硬化療法の適応はない,肝 癌治療が有

効であれば静脈瘤も軽減することが多い。

5.胃 静脈瘤に対する硬化療法

胃静脈瘤に対しても,内 視鏡的硬化療法で十分対処

できるゆ.

(1)食道静脈瘤との相違点

① 血流が速く血流量の多いものが多い。

② 血流を停滞させることができない。

このような相違点はあるが,基 本的には食道静脈瘤

と同様に,先ず静脈瘤内注入を行って静脈瘤を消去し,

粘膜内 ・粘膜下と入を行って線維化を起こして再発を

防止する必要がある。

(2)胃静脈瘤に対する硬化療法の種類

次の2つ の方法がある.食 道静脈瘤治療の際にも逆

流法を併用して, 胃静脈瘤も同時に治療する,あ るい

は,食 道静脈嬉治療後の胃静脈瘤出現を防止する心構

えが必要である。

① 逆流法 i食道静脈層を穿刺し,内視鏡装着バルー
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ンの助けをか りて硬化剤を胃静脈瘤へ逆流 させる。

② 直接穿刺法 t内祝鏡を反転し胃静脈瘤を直接穿

刺して硬化剤を注入する。

(3)胃静脈瘤に対する硬化療法の注意点

① 食道胃接合部直下の噴門静脈瘤(とくに小彎側の

もの)は
“
逆流法

"で
対処できる。食道胃接合部から

離れたものや胃底部静脈瘤は
“
直接穿刺法

"を
用いる。

② 血流の遅いものでは5%EOや 無水エタノールを

用いての硬化療法が可能である。

③ 血流の速いものではcyanoacrylateを用いた方

が ょ、、.

④ 食道静脈瘤と同様に,胃静脈瘤の完全消失と噴門

部から胃底部にかけて線維化を図ることが大切であ

る。

食道静脈瘤の治療は原疾患に対する治療ではな く門

脈圧元進症の一部分症に対す る対症療法にすぎない。

原疾患に対す る治療や予防法が確立するまで,侵 襲の

最 も少ない方法で患者の quality of lifeや予後の改善

を図るべ きであろ う.将 来,食 道 胃静脈瘤に対す る治

療は消え去 るときが くるもの と信 じている。
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Endoscopic Sderomerapy for Esophago‐ Cas的占c形 減ces

Hiroyasu Makuuchi
Department of Surgery, Tokai University School of Medicine

Endoscopic sclerotherapy has been developed to be the first choice of treatment for esophageal varices since
introduced inJapan by Takase in 1978. The principles and techniques of endoscopic sclerotherapy for excellent
results would be explained in detail. Furthermore, I would explain the treatment for socalled "big tree varices" and
fornix varices having high blood flow, in which pure ethanol or cyanoacrylate is very useful as sclerosants.
Esophageal variceal ligation (EW) or cyanoacrylate is suitable for the treatment of esophageal varices with poor
liver function. I would also make interpretation about our treatment strategy of esophageal varices with hepatoma
and the methods of sclerotherapy for gastric varices.

Reprint requests: Hiroyasu Makuuchi Department of Surgery, Tokai University School of Medicine
Baseidai, Isehara, 259-11 JAPAN




