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消化器外科領域の術後合併症とその対策―胃全摘術一

京都府立医科大学第 1外科

沢  井   清  司

胃全摘術を安全に行 うためのこつは,適 切な到達法 と吊上げ鈎による良好な術野の確保,基 本に忠

実な再建手技,効 果的な ドレナージである。食道空腸吻合の第 1選択は器械吻合でよいが,器 械不調

のときのため手縫い吻合 もマスターすべきである。術直後の出血には再開腹, 2次 的な出血には動脈

塞栓術が有効である。縫合不全は,透 視にて部位,程 度, ドレナージ効果を診断することが重要であ

る。ドレナージ不良の場合には,エ コー下,CT下 または開腹により確実なドレナージを行えば治癒す

る。膵痩 も確実なドレナージを行 うことが重要で,大 出血には動脈塞栓術が有効である。イレウスは

麻痺性,絞 掘性などを診断し,単 純性の場合はイレウス管留置など保存療法を試みる.術 後胆嚢炎で

保存療法が無効な場合は,経 皮経肝胆嚢 ドレナージを行う。腹腔内膿場は超音波検査,CT検 査にて診

断し,エ コー下,CT下 の穿刺 ドレナージまたは開腹 ドレナージを行 う。
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I. はじbに

胃全摘術は胃癌,胃 悪性 リンパ腫,胃 平滑筋肉腫,

Zollinger EllisOn症候群などの疾患に対 して行われる

が,症 例数からみると胃癌に対 して行われることが圧

倒的に多い。

本稿では日本外科学会認定医を取得 し,日 本消化器

外科学会の認定医を目指す外科医が,指 導医の指導の

もとに,胃 癌に対 してリンパ節郭清を伴 う胃全摘術を

初めて行 うケースを想定して,胃 癌に対する胃全摘術

の適応,術 中の問題点および術後早期の合併症 とその

対策について概説する。

H.胃 癌に対する胃全摘術の適応

胃全摘術は深達度が固有筋層におよぶ胃上部癌およ

びすべての胃上中部癌,胃 全体癌に適応される.

しかし,胃 全摘術は幽門側胃亜全摘術 と比べて術後

合併症の発生頻度が高 く,遠 隔時の quality of lifeも

やや不良である。 し たがって,80歳 以上の高齢者や リ

スク不良例に対 しては,慎重に適応決定すべきである。

また, このような症例に胃全摘術を行 う場合には, リ

ンパ節郭清や合併切除を必要最小限に留めるべきであ

る。
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一方,日側切除断端の癌細胞陽性が疑われる場合や,

噴門 リンパ節の著明な転移を認める場合には,胃 全摘

術の適応決定を躊磨すべきではない。

IH.術 中の問題点

1.胃 全摘術を始める前に

D2の リンパ節郭清
1)を

伴う胃亜全摘術 をマスターし

た若い外科医が,初 めてリンパ節郭清を伴う胃全摘術

を行う場合に,術 者 として術前に考えてお くべきこと

を挙ると,① 解剖を熟知してお くこと,② よい術野

を確保するための工夫,③ 基本に忠実な再建手技の習

得の 3点 である.

胃全摘術では,食 道裂孔や左側の後腹膜など,胃 亜

全摘術では触れない部位の剰離操作を行わなければな

らないので,こ れらの部位の解剖を詳細に把握 してお

くことが最も重要である。また,胃 全摘術では後腹膜

など深い部位の手術操作を行わなければならない。こ

れらを安全確実に行 うためには,良 好な術野を得るこ

とが重要である。そのため,癌 の進行度や患者の体型

に応じた適切な到達法や皮膚切開の長さなどを術前に

検討すべきである。さらに,胃 全摘術の術後合併症は,

14~断端の処理を含めた再建操作に関連したことが多い

ことを念頭におき,ど のような再建方法を行 うのかを

検討するとともに,再 建に関する実際の手技を十分に

習得 しておかなければならない。

2,手 術手技のポイント
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リンパ節郭清を伴う胃全摘術を行 う場合,注 意すべ

き術中のポイントは,① 胃_L部および膵眸の後腹膜か

らの脱転操作,② lt~を温存する場合は膵を損傷 しない

こと,③ 膵尾を合併切除する場合は膵断端の処理を確

実に行 うこと,④ 口側断端の癌細胞陰性を確保するこ

と,⑤ 再建 とくに食道空腸吻合を確実に行うこと,⑥

適切な ドレナージの 6点 である。

胃上部および膵陣の脱転は,良 好な術野で行うべき

である。そのためには開腹法が問題 となる。通常,上

腹部正中切開で良好な視野が得られるが,切 開線は剣

状突起から謄下部 までとすべきである。また,癌 腫が

大きい症例,胸 郭が大きな症例,高 度の肥満がある症

例などでは,上 腹部山型横切開の方が有利である.い

ずれの場合 も,吊 上げ鈎を用いれば,左 上腹部および

後腹膜の手術操作に際して良好な術野が得 られる.ま

た,膵 陣の脱転に際しては,左 副腎の位置を確認 し,

これを損傷 しないように注意する。

膵を温存する場合は,膵 と周囲組織 との境界を正 し

く認識 し,膵 を損傷 しないように注意 しなければなら

ない.

膵断端の処理は最近さまざまな方法が試みられてい

るが,い ずれの方法でも主肝管を正 しく認識 し,こ れ

を確実に結繁することが重要である。また,膵 慶が発

生 した場合には, ドレナージの善し悪 しが命運を決す

ることになるので,膵 断端からなるべ く近い部位に直

線的な ドレナージを行うことが重要である。

日側の断端陰性を確保するためには,術 前に浸潤範

囲を正確に診断することが重要である。 と くに食道浸

潤を認める場合は,そ の距離により,左 開胸など適切

な到達方法を術前に決定する。日側の切離線は,早 期

癌で2cm,進 行癌では4cm離 し,術 中迅速病理診断で

断端の癌細胞陰性を確認する,

再建にはさまざまな方法があるが,最 初は指導医が

もっとも手慣れた方法に従 うべきである。食道空腸吻

合は,器 械吻合が多 く行われているが,器 械吻合に際

しては,使 用済みの吻合器を用いて操作に習熟 してお

けば,ス ムースに器械吻合が行える。また,器 械吻合

で トラブルが発生した場合には,手 縫い吻合を余儀な

くされることがあるので,手 縫い吻合 もトレーエング

してお くべきである.筆 者はCambee一 層吻合を行 う

が,そ の際のポイントは,空 腸は切開すると粘膜が広

がることを考慮 し,end‐to‐sideの空腸側を小さめに切

開して食道側 と吻合孔の大きさを合わせることと,食

道側の全層を大きくしっかりとかけて吻合することで

1 1 5  ( 1 1 5 )

Fig. 1 Technique of esophagojejunostomy (Quo-

tat ion from Shimotsuma M and Nakamura R')).
A, Technique for hand suture for esophagoje-
junostomy. After stitches of the posterior wall
are completed, parachute of the jejunum is pulled

closer to the esophagus and each ligation is done.
B, Flat tire renovation method. When esophago-
jejunostomy is completed, the peritoneal cavity is
filled with saline and air is blown on anastomotic
site through the nasogastric tube. If anastomosis
is not airtight, air bubble up from the anas-
tomosis.

ある。まず,後 壁をverdcal matress法にて糸針をか

けるが,そ の際,後 壁の糸針を全てかけ終わるまで結

紫を行わずに糸を整理 しておく,そ して,落 下傘状態

になった糸を保持 しつつ徐々に食道 と空腸を近づけて

行き, しっかりと合さったのを確認 してから順に結熱

を行 う (Fig。lA)。 結紫が終わった時点で再度糸を牽

引し,縫 合の間隔を確認 し,間 隔の広いところは追加

の縫合を行 う。後壁がしっかり吻合できておれば,前

壁は比較的吻合 しやすいが,や りにくい場合は,食 道

側の鉗子を外すと吻合 しやす くなる.

Air 10o-200111

Nasogastr i c

B

Esophago jejunostotny
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Tablel  Postoperat ive cornpl icat ions fo l lowing

total gastrectomy (n = 245)

Compl icat ions number

General

Pulmonary

Cardiac

Lir.er

Renal

Local

Anastomotic leakage

Bleeding

Pancreat i t is

Pancreas listula

lntest inal  obstruct ion

Cholecl 's t i t is

Abscess

Wound infection

器械吻合 ・手縫い吻合のいずれの吻合を行っても,

吻合終了時 にはパ ンクテス トを行 う。ス トマック

チューブの先端を食道空腸吻合部 より約10cm空 腸側

まで挿入 し,そ こより末梢側の空腸を腸鉗子で挟んだ

状態にして,腹 腔内を温生食で満たし,涜 腸用注射器

を用いてス トマックチューブか ら100～200mlの 空気

を送 り込む,吻合部が airdghtになっていない場合は,

自転車のパンク修理 と同じ原理で気泡が出て くる。気

泡が出なければよいが,出た場合はその部位を補修 し,

再度パンクテス トを行 う幼 (Fig.lB).

ドレーンは食道空腸吻合部 と膵断端に留置する。 ド

レーンはなるべ く近いところに直線的に行 うべきであ

る.ま た,術 後の単純 X線 検査で,ド レーンの先端の

位置,曲 り具合を確認する。

IV.術 後早期の合併症 とその対策

術後合併症には術後早期の合併症 と晩期の合併症が

あり,術 後早期の合併症には全身的合併症 と局所的合

併症がある。教室で行った胃癌に対する胃全摘術の術

後早期の合併症をTable lに 示した。今回は紙面の都

合上,術 後早期の合併症のうち,局 所的合併症のみに

ついて症4/1を提示しながら,概 説する。

1.術 後出血

術後出血には,消 化管内からの出血 と腹腔内の出血

がある。消化管内からの出血は,器 械吻合による食道

空腸吻合が不完全に行われた場合などにみられる。吻

合部からの出血は保存的治療で止血することが多い

が,止 血困難な場合は再開腹 し,縫 合止血する。

腹腔内からの出血は術直後に発生するものと,縫 合

消化器外科領域の術後合併症とその対策 目消外会誌 29巻  1号

Fig. 2 Arterial embolization for secondary pos-

toperative bleeding. 67-years-old male underwent

total gastrectomy for gastric stump cancer. IIe

became shock for massive bleeding on 8 days

after operation. Celiac angiography showed gross

extravasation from the gastroduodenal artery
(A). After arterial embolization was performed

using steel coil, he immediately recor.ered very

we l l  (B ) .

不全や膵液慶に引き続 き2次 的に発生するものがあ

る。術直後の出血は,出 血性素因など全身的要因によ

るものと手術中の止血不完全によるものがある。前者

に対 しては,血小板輸血などの全身療法を優先させる。

後者に対 してはvital dgnが維持できない場合や,止

血傾向が認められない場合は,躊 躇なく再開腹すべき

である。再開腹を行い,腹 腔内を隈無 く検索すれば出

血部位は比較的容易に同定できることが多い.出 血部

位が判明しにくい場合は,温 生食水で十分に洗浄を行

えば判明する。出血部位が不明のまま,い たずらに縫

合止血などを行 うことなく,圧 迫,吸 引により出血部

位を正確に診断し,的 確な止血を行 うことが重要であ

る。

2次 的に発生する術後出血は,動 脈の破綻などによ

り大出血を来しやすい。動脈性の出血に対 しては,緊

急の血管造影を行って出血部位を確認 し,直 ちに金属

コイルによる塞栓術を行うのが有効である。

症例 1は ,残 胃癌に対 し残胃全摘を行った67歳の男
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性である。術後 2日 目に,肺 攀縮 (brOnchospasm)に

よる呼吸停止を来 し,直ちに気管切開,レスピレーター

による呼吸管理を行った。術後 8日 目に, ドレーンよ

り大出血が起 こり,シ ョック状態 となった。直ちに,

腹腔動脈造影を行ったところ,胃 十二指腸動脈からの

出血を認めた (Fig。2A).カ テーテルを胃十二指腸動

脈 まで進めて,金 属コイルによる塞栓術を行った後,

上腸間膜動脈から下膵十二指腸動脈 までカテーテルを

進め,胃 十二指陽動脈末梢側 も金属コイルによる塞栓

術を行った。塞栓術後,急 激にショック状態を脱 し,

止血は成功 した。確認のために行った塞栓後の血管造

影では全 く出血を認めなくなり,そ の後順調に回腹 し

た (Fig.2B)。

2.縫 合不全

胃全摘術後の縫合不全は,食 道空腸吻合部に最 も多

く認められるが,ドレナージが適切に行われていれば,

ほとんどの場合,保 存的治療にて治癒する。

術後,一 度下熱した後の発熱や,上 腹部痛, ドレー

ンからの胆汁流出など,少 しでも縫合不全が疑われる

場合はガス トログラフィンによる食道透視を行い,縫

合不全の有無,部 位,程 度 とともに, ドレナージの効

果を診断する。 ド レナージが不良な場合は,エ コー下

またはCT下 穿刺によるドレナージを行 うか,再 開腹

により確実なドレナージを行う.そ して,経 中心静脈

栄養法または経腸栄養法による栄養管理を行う。

症例 2は 胃上中部の早期胃癌に対 して胃全摘十D2

郭清,ρRouxY吻 合を行った78歳の女性である。症状

は全 くなかったが,術 後 7日 目にルーチンで行った食

道透視で,ヒ ゲ状の minor leakageを 認めた (Fig。3

A).10日 間絶食で経中心静脈栄養法を行い,術 後17日

目に再度行った食道透視ではleakageは 消失 してい

たので(Fig。3B),術 後22日目より経口摂取を開始し,

術後44日目に退院した。この症例のように,症 状が全

くなく食道透視のみで診断できるような minor leak‐

ageは 10日間前後で治癒することが多い。

症例 3は 胃上部の Borrmann 3型 胃癌に対 して,胃

全摘膵牌合併切除十D4郭 清,ρlnterpOsitionを行った

62歳の女性である。術後 2日 目にドレーン排液のアミ

ラーゼが高値で,膵 慶 と診断した。術後10日目に,吻

合部より右側に挿入した ドレーンから胆汁流出を認め

た。術後14日目に行った食道透視で,食 道空腸吻合部

の右側に径3mmの 縫合不全を認めたが,右側の ドレー

ンよ り直 ちに ドンナージされてい る所見 を認 めた

(Fig。4A).ド レナージ良好 と診断し,絶 食・経中心静

117  (117 )

Fig. 3 Minor leakage of esophagojejunostomy.

78-years-old female underwent total gastrectomy

for early gastric cancer. Although she had no

symptom, fluoroscopy showed minor leakage of

esophagojejunostomy on 7 days after operation
(A). i0 days later, fluoroscopy showed no leak-

age  (B ) .

Fig. 4 Anastomotic leakage of esophagojejunos-

tomy. 62-years-old female underwent total gas-

trectomy for gastric cancer Borrmann type 3.

Bile leakage from the drain of the right side

abdomen occurred on l0 days after operation.

The fluoroscopy showed anastomotic leakage of

esophagojejunostomy and effective drainage was

comfirmed (A). 30 days later, fluoroscopy showed

disappearance of  leakage (B).

脈栄養法による保存療法を行った。術後44日目に行っ

た食道透視で縫合不全の治癒を認めた (Fig.4B).術

後57日目より経口摂取を開始,膵 療 も治癒 したので術

後68日目にドレーンを抜去し,84日 目に退院した.こ

の症例はドレナージが良好であったので発熱,腹 痛な

どの症状はなかった。 し かし,膵 慶を合併 し, ドレー
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ンからの胆汁流出も認めたので,治 癒まで症例 2よ り

も日時を要した。

3.膵 炎,14~療

術中の膵損傷や陣の血流障害を契機 として術後膵炎

や膵療が発生する。膵炎は上腹部痛,発 熱などの症状

とともに,血 中および尿中のアミラーゼの上昇を認め

る。治療は絶食 と蛋自分解酵素阻害剤を投与する。広

範な膵壊死を来した場合は,open drainageを 行 う。

膵慶に対 しては, ドレナージが不十分な場合は膵液

に露出された動脈から大出血を起 こすことがある。こ

の際には緊急の血管造影により出血部位を診断し,直

ちに金属コイルによる動脈塞栓術を行 う。また,超 音

波検査,CT検 査によリドレナージが不十分な部位が

判明すれば,エ コー下またはCT下 に穿刺 ドレナージ

を行 う.こ れが難 しい場合は開腹 により確実な ドレ

ナージを行 う。確実なドレナージが行われた場合は,

療孔を形成し治癒するが,治 癒 までの日時は漏出B4~液

の量などによりかなり異なる。

4.イ ンウス

術後の回復遅延や腹腔内の炎症による麻痺性イレウ

スとの鑑別が重要である。胃全摘術後イレウスの原因

としては,前 腹壁への腸管の癒着,腸 間膜欠損部への

腸管の嵌入,横 行結腸合併切除後の トライツ靭帯の狭

窄などが原因となる.単 純
″
性イレウスはイレウス管の

挿入,プ ロスタグランディンF22な どの腸管運動促進

療法および経中心静脈栄養法などにより軽快すること

が多い。イレウス管は透視下になるべ く深 くまで挿入

し,日 を改めて再度奥まで挿入する。 これらの保存療

法を 7日 から10日間試み,改 善傾向が認められないと

きには手術を行 う。なお,絞 瓶性 と診断したときは可

及的速やかに手術を行う。

5。術後胆嚢炎

胃全摘術は胃亜全摘術 よりも術後胆嚢炎の発生頻度

が高 く,肝 十二指腸間膜内リンパ節の郭清を行った症

例ではさらに発生頻度が高い。発熱,食 欲不振,右 季

肋部痛などの症状があれば超音波検査 を行い診断す

る。抗生物質投与などの保存療法で軽快 しないときは,

経皮経肝胆嚢 ドレナージ (PTGBD)を 行 う.

6.腹 腔内膿瘍

縫合不全,膵 液, リンパ液などが ドレナージされな

いときに発生する。原因不明の発熱,腹 痛,叩 打痛,

全身俗怠感などの症状があるときは超音波検査,CT

検査にて診断し,可 能であればエコー下またはCT下

穿刺 ドレナージを行 う。不可能な場合は,局 所麻酔下

消化器外科領域の術後合併症とその対策 日消外会誌 29巻  1号

または全身麻酔下に開腹 ドレナージを行 う。 また,必

要に応 じて膿瘍の原因に対する治療 を行 う。

症例 4は ,幽 門部の Borrmann 2型 胃癌 に対 し,幽

門側胃亜全摘術 十D4郭 清 を行 った61歳の男性である。

術後 6日 目より経口摂取 を開始 したが,術 後 8日 目か

ら原因不明の発熱があ り,術 後 10日目に CT校 査 を

行 った ところ,左 横隔膜下に液貯留 を認め,左 横隔膜

下膿瘍 と診断 した (Fig.5A)。 エコー下穿刺 ドレナー

Fig. 5 Drainage of the left subphrenic abscess

under the quide of echography.61‐years‐old male

underHrent subtotal gastrectomy for gastric can―

cer in the lower third of the stomach He had

sudden attack of fever Origin unkn9、vn on 8 days

after operation CT scan revealed the left sub‐

phrenic abscess around the spleen  Drainage

under the quide of echography revealed collec‐

tion of lymph auid(300ml).two days iater CT

scan showed disappearance of abscess(B)

Table 2 Surgically related events in total gas

trectomy according to level of surgeons

Trainees Staff P

Number of patients

Operative time, min.(s.d.)

Intraoperative blood loss, g
(s.d.)

Postoperative day patients
discharged (s.d.)

14

3 1 4 ( 6 2 )

788(651)

36 7(12.9)

64

2 6 9 ( 8 3 )

727(468)

46 6(41 8)

<O05
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Intestinal obstruction

Wound infection

1996年1月

Table 3  Postoperative complications according to

level of surgeons

StafF

119(119)

摘を執刀する機会を与えている。過去 3年 間に,スタッ

フが執刀した胃全摘 とトレーニーが執刀した胃全摘の

手術成績を比較 したところ,手 術時間はスタッフの方

が有意に短かったが,出 血量はスタッフがやや少ない

ものの有意差は認めなかった (Table 2)。また,術 後

合併症の発生頻度 も差を認めなかったが,術 後出血ゥ

縫合不全は有意差はないものの,む しろトレーニーの

方が低頻度であった (Table 3)。したがって, リンパ

節郭清を伴 う胃全摘術は,適切な指導のもとに行えば,

トレーニーが執刀しても安全に行える手術であると考

えられた。

いずれにしても,術 後合併症の原因のほとんどは術

中の手術操作にあるので,基 本に忠実で,合 併症を起

こさない手術を行うことが重要である。 しかし,術 後

合併症が発生 したときに,い かに早 く適切な処置を行

えるか否かはもっと重要である。
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ジを行ったところ, リンパ液 と考えられる黄色透明な

液300mlの排出を認めた。 ドレナージ2日 後に行った

CTで は,左 横隔膜下の液貯留は完全に消失していた

(Fig.5B).

V.卒 後教育としての胃全摘の成績

教室では卒後手術経験 4～ 7年 の トレーニーにス

タッフの直接指導のもとに, リンパ節郭清を伴 う胃全

Postoperative Complication and Its Control Following Total

Gastrectomy for Gastric Cancer
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The secret of safe total gastrectomy with acceptable postoperative complications includes an

appropriate approach and use of a retractor to provide a good operative field, keeping to the fundamen-

tals in reconstruction, and effective drainage. The first choice for esophagogastrostomy is auto suture.

Howerver, when problems occurred during auto suturing, repair should be done by hand suturing.

Re-laparotomy is effective against primary postoperative bleeding and arterial embolization is effective

against secondary postoperative bleeding. Anastomotic leakage can be cured by effective drainage, after

its exact determination of its location, quantity and effectiveness of drainage by fluoroscopy. Massive

bleeding due to pancreatic fistula can be controlled by arterial embolization. Conservative therapy using

a long balloon catheter for intestinal obstruction due to adhesions should be continued for 7 to l0 days.

When conservative treatment is ineffective against postoperative cholecystitis, percutaneous trnashepatic

gall bladder drainage should be used. An abscess in the peritoneal cavity can be diagnosed by echography

or computed tomography and drainage should be done under the guidance of echography or computed

tomography.
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