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胃 ・十二指腸疾患のlaparoscopic surgery

慶應義塾大学医学部外科

大  上  正  裕

われわれは十二指腸潰瘍穿孔性腹膜炎ならびに早期胃癌 (粘膜癌)に 対 して,腹 腔鏡下手術を施行

し良好な手術成績を得ている, 5例 の十二指腸潰瘍穿孔性腹膜炎に対 して,腹 腔鏡下に大量の加温生

食水により腹腔内洗浄を行った後,穿 孔部に大網を縫着 し閉鎖 した。全例,術 後経過順調であり,術

後 H2受容体措抗剤を使用することにより,潰場の再発なくコントロールされている。胃粘膜癌に対 し

ては,病 変が胃の前壁や大腎に位置する症例では,わ れわれが考案した leson tfttng法を用いた腹腔

鏡下胃局所切除術を施行 している。病変が胃の後壁,小 腎 もしくは噴門,幽 門の近傍に位置する症例

では,大 橋 らが考案した腹腔鏡下の intragastttc surgeryりを用いて,病 変の辺縁より十分に距離を離

して粘膜および粘膜下層を切除する方法を行っている。 これまでに10例の胃粘膜癌にこれらの手術を

行っており,術 後経過 も順調で,組 織学的に根治術 と判断された.
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はじめに

腹腔鏡下胆裏摘出術に端を発 した近年の内視鏡下外

科手術の発展,普 及の勢いには,ま さに目を見張るも

のがある。周辺医療機器の急速な進歩 と技術水準の向

上により,最 近では種々の疾患へ内視鏡下外科手術の

適応が拡大されてきている。われわれも,1990年 7月

に胆石症の手術 に腹腔鏡下胆裏摘出術 を導入 して以

来,これまでに約700例に対 して本法を施行 し良好な手

術成績を得てお り,そ の他にも総胆管結石症を初め,

食道,胃 ,十 二指腸,大 腸,副 腎,陣 臓など種々の疾

患に適応を拡大 している2ド的.本 稿では,特 に胃,十 二

指腸疾患に対 して教室で行っている腹腔鏡下手術につ

いて,手 術手技ならびに手術適応について述べる。

I.十 二指腸潰瘍芽子け性腹膜炎に対する腹腔鏡下大

網縫着術

消化性潰瘍に対する外科的治療は従来,出 血,穿 孔,

狭窄に対 して主に行われてきたが,最 近の優れた H2

受容体搭抗剤,プ ロトン ・ポンプ阻害剤の出現や内視

鏡的止血術の発達により,そ の手術適応が減少してき

ている。 し かしながら,十 二指腸潰瘍穿孔例の頻度は

各施設でもそれほど減少しておらず, これに対する外

科的治療は依然必要 と考えられる.こ の十二指腸潰蕩
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穿孔例に対 しては,H2受 容体結抗剤発現以来,多 くの

施設で穿孔部に大綱を縫着する穿孔部閉鎖術が行われ

るようになってきており良好な手術成績が報告されて

いる9)191

われわれは平成 3年 9月 に十二指腸漬瘍穿孔による

汎発性腹膜炎の症例に対 して,穿 孔部大綱縫着術を本

邦で初めて腹腔鏡下に施行 し,以 来これまでに 5例 の

十二指腸漬瘍穿孔例にこの方法を行い良好な手術成績

を得ている4L↓ ずゝれも術後経過良好で,そ の後のフォ

ロー ・アップでも潰瘍の再発を認めていない.現 在,

多 くの施設より本手術法の経験の発表が続いており,

今後本邦において広 く普及すると考えられる.

手術方法

輸液などにより十分に循環動態の補正 を行ってお

く.術 前,も しくは麻酔導入後に内視鏡により十二指

腸潰瘍の確認を行 うとともに,十 二指腸球部に高度の

狭窄がないことを確認する.

全身麻酔下ヤこ階部 より open laparoscopy法 ヤこより

腹腔鏡を挿入し,二 酸化炭素を用いて気腹を行 う。腹

腔内を十分に観察し,十 二指腸潰瘍の穿孔部を確認す

る。次に上腹部に3本 の トロカール(A:剣 状突起下 2

～3cmに 内径10mm,B:そ の 3横 指下方に内径5mm,

C:右 肋骨弓下鎖骨中線上に内径5mmの トロカール)

を刺入する。右肋骨弓下の トロカールより圧排鉗子を

挿入 して肝右葉を挙上するか,胆 嚢底部を把持 して挙
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上すると十二指腸前面の視野の展開がはかられる。A,

Bの トロカールより洗浄 ・吸引管を用いて腹腔内を大

量の加温生理食塩水 (5～ 10L)で 洗浄する。持針器,

把持鉗子を導入 し,針 付 きmOnOniament合 成吸収糸

を用いて穿孔部に大網を縫着し,穿 孔部を閉鎖する。

必要に応 じて,フィブリン糊で縫着部をシールし11),ド

レーンを留置して手術を終了する。手術時間は,習 熟

すると1時 間30分くらいである。

手術適応

十二指腸潰瘍穿孔例において,腹 部所見が限局 して

おり全身状態 も良好なものは,た とえX線 写真により

free airが確認された場合でも,穿 孔部が大網などの

周囲臓器により被覆されていると考えられる。このよ

うな症例では胃ゾンデによる減圧 と薬物療法による保

存的治療法がまず第 1選択であろう。

手術が必要 となってくるのは,汎 発性腹膜炎の症状

を呈するものであり,そ のなかで腹腔鏡下の穿子L部大

綱縫着術の手術適応は現在のところ,

1)術 前 もしくは術中上部消化管内視鏡検査により,

十二指腸球部に高度な狭窄がない。

2)上 腹部に開腹手術の既往がない。

3)シ ョック状態などの p00r risk症例でない。

以上を満たすものと考えている。

上記の適応を満たした場合でも,腹 腔鏡を挿入 して

腹腔内精査を施行 し, もし食物残澄が大量に認められ

た り,洗 浄が難しい厚い膿苔が腹腔内に広範囲に認め

られた場合は,腹 腔鏡下の対処が困難なためすぐに開

腹術に切 り替えるべきである.

穿子L部大網縫着術を行 う場合は,同 部の十二指腸の

狭窄の程度を確認することが必須であり,こ れが高度

のものに本法を行 うと,術 後に潰瘍は軽快 しても狭窄

症状が残る可含摯性が高 く,他 の手術法の選択が望まし

いと考える。ただし,術 前の内視鏡による狭窄の確認

操作の際,過 度に胃 ・十二指腸に送気を行 うと穿孔部

より腹腔内に空気が流入し危険 となることもあり注意

を要する。

H.早 期胃癌 (m癌 )に 対する腹腔鏡下手術

近年,早 期胃癌に対する治療において,術 後の QOL

の向上を考慮して,根 治性を損なわない限 りにおいて

臓器温存性や低侵襲性を追求する縮小手術の考えが発

展 してきている。特に,内 視鏡検査や内視鏡的超音波

プローブなどを用いて術前に深達度 mと 診断された

ものに対 しては,そ の形状や大きさよリリンパ節転移

の可能性のほとんどない症例群の選択が可能 となって
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きている12)13)。

これらリンパ節転移の可能性のほとんどないと判断

された m癌 に対 しては,内 視鏡的粘膜切除術 (endOs―

copic mucosal resection:以 下,EMRと 略記)力 積ゞ

極的に導入されているが121-】4),病
変の部位によっては

辺縁より十分な距離を保っての完全な切除が技術的に

困難な場合がある。また分割切除では切除標本の確実

な再構築は難 しいことから,根 治性を考慮すると一括

切除が原則であり,病 変の辺縁よりすべての方向に十

分な距離を離して切除するためには10mm程 度の大き

さの病変が安全な切除の限界 と考える。実際,10mmを

越える病変の EMRに は不完全切除の率が増加するこ

とも指摘されている1の
。われわれは,こ の m癌 に対 し

て低侵襲性 と根治性を併せ持つ治療法 として 2種 類の

腹腔鏡下手術を施行 しているので紹介する。

(1)ledon irdng法 による腹腔鏡下 胃局所切除

術的ω

手術手技

階部より腹腔鏡を挿入し,上 腹部に4本 の トロカー

ルを刺入する。まず,踏 部の高さよりやや上方の左右

の鎖骨中線上より術者の両手操作用の内径10mmの ト

ロカールを刺入し,右 肋骨弓下の鎖骨中線上より肝臓

圧排用の鉗子を挿入する内径5mmの トロカールを刺

入する。さらに,左 肋骨弓下の外鎖骨線上より自動縫

合器を挿入するための内径12mmの トロカールを刺入

する。次に胃内視鏡を挿入 し,病 変部の位置を確認す

る。この際,内 視鏡からの送気により小腸が拡張する

ことを防止するために,腸 鉗子により十二指腸球部 も

しくは Trettz靭 帯の部位で空腸 を閉鎖 してお く。次

に,病 変部の胃壁を露出するが,病 変が胃前壁側にあ

る場合は容易であるが,病 変が後壁側や小彎側,大 彎

側にある場合には,大 網や血管を処理 して同部の胃壁

を腹腔鏡下に露出しなければならない。次に,胃 内視

鏡で病変部を確認 しつつ,バ ブコック型鉗子で病変部

の胃壁の両側を把持 し腹壁に向かって挙上する.

病変部を自動縫合器により切除するにあたり,病 変

部を確実に中央に確保 して挙上 し,か つ粘膜面が滑 り

落ちて病変部が切除線に近づ くことがないように,病

変部を金属棒で吊り上げる方法 (lesion ll■ing法 )を

考案した。い。バブコック型鉗子により把持 ・挙上され

た胃壁の直上の腹壁 より,12Gの エラスター針を刺入

し,病 変部の近傍の胃壁を買通 した後,外 套を胃内に

留置させ内針を抜去する(Fig.1).外 套内に中央を細

いワイヤーで固定 した小金属棒を挿入し胃内へ導入す
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Fis. 3 Wedge resection of the stomach is perfor-

med using an endoscopic multifire stapling device
at a sumcient distance from the lesion (lesion

lifting method).

成績

これまでに,早 期胃癌,胃 粘膜下腫瘍,胃 カルチノ

イドなど12症例に本法を施行し,い ずれも良好な手術

成績を得ている。手術時間は1時間30分から3時 間30

分 (平均 2時 間20分)で あり,出 血量はいずれも100g

以下であつた.

切除標本は長径50～110mmの 全層標本が得られた.

いずれの症例も病変は切除標本のほぼ中央に位置し,

病変から辺縁までの距離は最底でも6Hlm保 たれてい

た.早 期胃癌に本法を施行した5症例では,病 理組織

学的検索で,い ずれも深達度m,脈 管浸潤もly。,vOで

あり,根 治手術と判断した.

術後経過も良好で,術 翌日～ 2日 目より経□摂取を

開始し,術 後 5～ 8日 目に軽快退院した。

( 2 ) 腹腔鏡 下 胃内粘膜 切 除術 : L a p a r o s c o p i c

intragastric mucosal resection(LIM)'

第42回日本消化器外科学会総会において大橋らいが

提唱した全 く新しい概念の手術法である腹腔鏡下の

intragastric surgeryを用いた胃内病変に対するアプ

ローチ法がある.わ れわれも,こ の方法を用いて早期

胃痛に対する根治術を行つているので手術法を紹介す

る。

手術手技

手術は,腹 腔鏡下に腸鉗子で十二指腸球部,も しく

はTreitz靭帯の部位で空腸を閉鎖した後,術中胃内視

鏡を併用し胃に送気し拡張させる。胃体部前壁にバ

ルーン付 トロカール3本 を刺入し,胃 内でバルーンを

拡張させ脱落を防止する (Fig,4,5).そ の後,気 腹を

解除し, トロカールを通して胃内にC02を 送気 し10

mmHgで 胃を拡張させる。3本 の中央のトロカールか

ら5mlnの 硬性鏡を胃内に挿入し,この硬性鏡下に胃内

Fig. 1 The gastric wall near the cancerous lesion
is exposed laparoscopically, and lifted up
towards abdominal wall. The abdominal wall
and the gastric wall near the lesion is pierced by
a 12 G angiocatheter.

FIg. 2 The cancerous lesion is lifted up by a srnall
metal rod which is introduced into the stomach
through the outer sheath of the angiocatheter.

る.ワ イヤーを挙上すると,病 変部が胃壁とともに確

実に吊り上げられる(酎g.2).金 属棒を十分に吊り上

げ,病 変部より切除線が十分離れるようにして,胃 の

長軸に沿って自動縫合器・Endo GIA(US Surgical社

製)に より胃局所切除を施行する (酎g.3).通 常,切

除に用いるカートリッジは, 3～ 4個 である。大脅に

近い病変では,胃 大綱動脈周囲のリンパ節も同時に切

除可能である.

胃内視鏡により内腔の狭窄や著しい変形がないこと

を確認し,切 離線の保護と後出血防止の目的で,外 径

5mmの triple lumen spray tubeを用いて,切 離線上

にフィプリン糊をスプレー塗布している111
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Fig。 4  A baloon trocar is inserted into the stOm―

ach through the abdo■linal、vall and the anterior

、vall of the stomach

Fig. 5 Three trocars are left in place in the stom-

ach, and baloons are infrated to prevent the tips

of trocars come off.

の手術を施行する1)。われわれは,手術前日に病変を囲

むように切除予定線上に4か 所マーキング ・クリップ

をつけてお り, このクリップの位置を参考に,病 変よ

り10mm以 上離して高周波で切除予定線上にマーキン

グを行う。次に,粘 膜下に色素で着色 したボスミン加

生理食塩水を注入 した後,切 除する粘膜を鉗子で挙上

しつつ,鋏 ,高 周波メスを用いてマーキングに沿って

粘膜下層も含めて切除する(Fig.6).粘 膜下にボスミ

ン加生理食塩水を注入することにより,粘 膜下層 と筋

層の間の層がより明らかとなり,出 血 もコントロール

される.切 除組織は,胃 内視鏡によリスネアーで把持

し,経 口的に回収する。粘膜欠損部は針付き合成吸収

糸を用いて縫合 し閉鎖する。これにより,切 除部に潰
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Fig. 6 1ntragastric surgery (Ohashi's method)is

performed to resect the cancerous iesion

瘍を形成することなく治癒させることができる。最後

に,胃に刺入した トロカールの穴はhernia stapleもし

くはEndo GIAを 用いて閉鎖して手術を終了する。

成績

これまでに,早 期胃癌 5例 に対 して本法を施行 し,

いずれも良好な手術成績を得ている。手術時間は3時

間30分から4時 間30分であり,出 血量はいずれも100g

以下であった.

切除標本は長径40～60mmで ,い ずれの症例 も病変

は切除標本の中央に位置し,病 変から辺縁までの距離

は最低でも10mm以 上保たれていた。病理組織学的検

索で,い ずれも粘膜,粘 膜下層が併せて切除されてお

り,根 治術 と判断した.

(3)早 期胃癌 (m癌 )に 対する腹腔鏡下手術の適応

教室におけるリンパ節郭清を行った m癌 胃切除例

373例の検討からTable lの (1),(2),(3)の条件を満

たすものではリンパ節転移の危険はほぼないと考えら

れた。.こ れは他施設の成績 ともほぼ一致 してお り12ち

かなり安全域を考慮した適応 と考えている。この適応

を満たすことにより,局 所の確実な切除が行えれば完

全な根治術が達成されることになる。今回紹介 した 2

種類の手術法は病変の局在により手技的に難易度が異

なり,よ り容易に行 うためにはTable lの (4)のよう

に使いわけることが望ましいと考える。 これにより,

早期胃癌 (m癌 )に 対する腹腔鏡下手術は病変の場所

にかかわらず適応 とすることが可能 となる。
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Table 1 The indication of laparoscopic surgery
for early gastric cancer

1) mucosal cancer.
2) a protruded lesion (so-called lla) (2b mm.
3) a depressed lesion (so-cal ledl lc)  (15mmand Ul(- ) .
4) The indication for laparoscopic wedge resection of

the stomach by the lesion lifting method is for the
lesion located at the anterior wall or the greater
curvature of the stomach

The indication for laparoscopic intragastric mucosal
resection (LIM) is for the lesion located at the posterior
wall or the lesser curvature of the stomach, or near the
cardia or pylorus.

Table 2 The advantage of laparoscopic surgery
for early gastric cancer

1) It is a minimally invasive, radical and organ preserv-
ing therapy.

2) It enables less postoperative pain, shorter hospital
stay and earlier recturn to normal activity than open
surgery.

3) The cancerous lesion is resected at a sumcient dis-
tance f rom any surgical  margin.

4) The detailed histological examination is feasible.
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Laparoscopic surgery for Diseases of the Stomach and the Duodenum

Masahiro Ohgami
Department of Surgery, School of Medicine, Keio University

Laparoscopic surgery has been introduced for the treatment of perforated duodenal ulcer and early gastric
cancer in our department. Five patients with perforated duodenal ulcers have been successfully treated by the
laparoscopic omental patch method. Peritoneal irrigation with 5-10 L of warmed saline was carried out, and an
omental patch was applied by laparoscopic continuous suture. The postoperative courses were uneventful and the
ulcers has been well controlled by an H, blocker. For early gastric cancer, two different types of laparoscopic
surgery have been performed. If the lesion is located at the anterior wal or the greater curvature of the stomach,
laparoscoic wedge resection of the stomach by the lesion lifting method is applied. If the lesion is located at the
posterior wall, the lesser curvature of the stomach, or near the cardia or pylorus, laparoscopic intragastric mucosal
resection by Ohashi's method is applied. Ten patients with early gastric cancer which were preoperatively
diagnosed as mucosal cancer have been successfully treated by these laparoscopic surgical methods. postoperative
courses were all uneventful, and histological examination reveald that the cancerous infiltration was within the
mucosal layer, and that there was a sufficient surgical margin.
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