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膵頭十二指腸切除術 ・術後合併症とその対策

東京女子医科大学消化器外科

今  泉  俊  秀

教室で経験 した PD 964例をもとに,術 後合併症 と対策について検討した。1)早 期合併症発生率は

27%,入 院死亡率は9%で ,膵 腸吻合縫合不全に起因するものがその1/3を占め,線 維化のない正常膵

に11%と 高率であった。膵腸縫合不全は,手 術的膵損傷や膵管狭窄などに起因する 1次合併症 と,そ

の結果 として引き起 こされる腹腔内膿瘍や出血などの二次合併症 とに分けられた。前者では手術時の

膵損傷に留意し,吻 合部周囲の ドンナージを徹底することが重要で,後 者ではUS,CT下 ドレナージ

や TAEが 有効で,最 近10年間の膵腸吻合縫合不全に起因する入院死亡率は75%か ら21%へ と著減 し

た.2)晩 期合併症は吻合部狭窄のみならず,PDに 特有なに 指腸乳頭機能廃絶の結果,惹 起される

再建腸管内の移滞に起因する胆道感染症や膵炎が見られた。この対策は吻合部狭窄のブジーや再吻合,

再建腸管の癒着剣離や消化管再建配列法の変更が,ま た胆管炎性肝膿場にはUS,CT下 ドレナージが

有効であった。

Key words: early complications after pancreaticoduodenectomy, insufficiency of pancreaticojejunos-

tomy after pancreaticoduodenectomy, late complications after pancreaticoduodenectomy

はじめに

膵頭十二指腸切除術 (pancreaticoduodenectomy;

以下 PD)は 多 くの先達によって種々の工夫・改良が行

われてきた,診 断法の進歩 と共にその適応は広が り,

拡大手術によって根治性が追求される一方では,食 物

摂取能に配慮 した全胃幽門輪温存膵頭十二指腸切除

(pyiorus‐preserving PD;以 下 PpPD)が 開発され,

現在では 「拡大 ・超拡大から縮小 ・機能温存」までの

PDが 行われている。今回,最 も標準的な PDに 纏わる

術後合併症 とその対策について基本的な考え方を述べ

る。

1)膵 頭十二指腸切除術 ・自験例の概要

教室では1968年に慢性膵炎に対 して初めて PDを 行

い,1979年 からは膵胆道癌に対 して拡大手術を導入し

根治性を追求している.

PpPDは 1984年から行い,現 在では悪性疾患にも積

極的に適応している。診断法の進歩 とともに年々症例

数が増え,最 近では年間60～70例を行っている。その

疾患別内訳は良性 ・悪性 ともに多岐にわたっており,
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特に膵頭十二指腸領域癌 を中心に多 く行われている

(Table l).

2)標 準的膵頭十二指腸切除術の手術手技

標準的な PDで は膵頭部,十 二指陽,上 部空腸,胆

嚢 ・胆管,胃 幽門側などの上腹部の重要臓器を切除す

るが,PpPDで は胃幽門狽」,幽 門輪,十 二指陽球部を,

また時にはに 指腸第 3・4部 や上部空腸 も温存する。

切除後の再建は,膵 ・胆管 ・胃または十二指腸を空腸

と種々の配列法で再建する。PDは 切除・再建の手技が

複雑多彩であり,消 化器外科手術の中では最も難度の

高い手術の 1つ である。

3)膵 頭十二指腸切除術 ・術後早期合併症

PDの 術後合併症には,早 期合併症 と晩期合併症 と

がある。術後早期合併症は手術直接死亡や入院死亡に

結び付 く危険性が高い。教室の術後早期合併症は,膵

腸吻合縫合不全が最 も多 く66例 (8%)で 早期合併症

の約1/3を占めた。次いで腹腔内出血,腹 腔内膿瘍,胆

管空腸吻合縫合不全,血管塞栓などであった(Fig.1).

以下,早 期合併症については,最 も頻度が高 く重篤化

しやすい膵腸吻合縫合不全に関してその病態 と対策に

ついて述べる。

膵腸吻合縫合不全発生率 と在院死亡率を疾患別にみ

ると,縫 合不全発生率は良性疾患の 3%に 比べて悪性
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Table l  Pancreaticoduodenectomy in our institute

n=964

10 duplicated cascs、vere included

PD i pancreaticoduodenectOmy、 vith distal partial gastrectomy

PpPD:pylorus‐ preserving pancreaticoduodenectomy
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(1968.1-1994.12)

疾患では9%と 高 く,か つ,胆 管癌,乳 頭部癌,胃 癌

で顕著で,そ の在院死亡率は特に胆管癌で 6%と 高率

であつた。膵硬化の有無でみると,膵 腸縫合不全は膵

硬化例の 4°/。に比べて膵の柔 らかな例では11%と 有意

に多 く,線 維化のない柔らかな際では膵腸吻合縫合不

全の Hskが 高かった (Table 2).

教室では膵腸吻合縫合不全の概念を臨床的にminor

leakageと major leakageと にう)け てきフ七. ■linOr

leakageは,13~管と空腸 との開存性が認められ小療孔

を形成するのみで治癒するもので,臨 床的には余 り問

題にならない。一方,major leakageは 膵液,膵 壊死

産物,胆 汁,腸 内容が腹腔内に漏出して膿瘍形成や出

血に至 り,臨 床的には重篤化して対処に難渋すること

が多いものである11す なわち,膵腸吻合縫合不全によ

る合併症は,膵 腸吻合縫合不全そのものによる 1次合

併症 と, 1次 合併症の結果として引き起 こされ重篤化

する2次合併症 とに分けて検討 した.

(1)膵腸吻合縫合不全 ・1次合併症

膵腸吻合縫合不全の 1次合併症には手術的膵損傷,

膵管狭窄,空 腸側の因子,腹 腔 ドレーン管理などの因

手術的膵損傷には膵の剣離 ・断端処理 ・止血操作に

よる挫滅,裂 創,乏 血などの結果,切 除断端やall離縁

が壊死を起 こし壊死産物貯留 ・膵液漏出に感染を引き

起 こすものである。膵は,旺 盛な外分泌機能を営む臓

器で,乏 血に極めて弱 く粗暴に取 り扱うと損傷,壊 死

を引き起 こしやすいので愛護的な操作が必要である。

特に正常膵はもろく損傷 し針穴からも膵液が漏出する

など,前 述した種々の病態から縫合不全を引き起 こす

ことになる。 これらを回避するための手術手技の工夫

が大切である。膵切離の際はメスで sharp dissechon

を,膵 断端処理は出血点のみを上血 しnsh_mouthゃ

mattress sutureは行わない.教室では従来から膵腸吻

合を行いF4‐胃吻合の経験はないが,膵 腸吻合の空腸壁

の処理は,端 側吻合では小孔切開のみ行い,柴 膜筋層

剣離 や乱切 は行 わ ない。粘膜 吻 合 を非 吸収 性,

mononlament atraumaSc 5‐60を用いて確実に行 う。

lost tube,タト療 tube,nO_stentなどの stent‐tubeの是

非については膵の状態や術者の習熟度によるが,私 は

膵管粘膜縫合が確実に行われればあえて stent_tube

を挿入する必要はないと考えている。膵腸吻合部周囲

の腹腔 ドレーンはinformation,drainageの意味で必

ず挿入 し,縫 合不全が起きた際には吻合部周囲の ドレ

ナージを徹底 して療孔化治癒を計 り, 2次 的合併症に

至らないように対処する。.

膵管狭窄は手術時の膵管損傷 ,結繁や膵管吻合部狭

窄,さ らには膵管 tubeトラブル (屈曲,閉 塞)が原因

であり,残 存lt~の急性膵炎から吻合部破綻 ・膵壊死,
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膵液漏出に感染を引き起 こすもので,こ の対策 も同様

である.

その他,空 腸脚の血流障害 ・緊張が原因で吻合部が

破4ytし腸内容が漏出することや,腹 腔 ドレーンや処置

による損傷でP/」合部破綻や肝 ・胆管 ・腸管の損傷を引

き起 こすこともある.

(2)膵 腸縫合不全の 2次 合併症

膵腸吻合縫合不全の ドレナージ不良で療孔化治癒が

計れず, 2次 的に腹腔内膿瘍や腹膜炎,腹 腔内出血,

消化管出血,胆 陽・胃腸吻合縫合不全や全身合併症 (心

肺肝腎,MOF)を 引き起 こすことがある2).

腹腔内膿瘍・腹膜炎に至った際には,十 分に吻合部・

膵液 ・胆汁 ・消化液の ドレナージを徹底 し, ドレナー

ジ不良の際にはUS,CT下 に,ドレーンからの造影で,

時には手術的にドンナージを徹底 し痩孔化治癒を計る

ことが大切である。1985年に第 3世 代の CTを 導入し

てからは,膵 腸吻合縫合不全に起因する腹腔内膿瘍の

治療成績は著しく向上して入院死亡率は71%か ら17%

へ と激減 した。

2次 的合併症 として腹腔内出血を来 した場合には,

直ちに血管造影を行って出血部位を確認することが肝

要である。特に,手 術操作に直接関わる胃に 指腸動

脈,背 側膵動脈,下 陣十二指腸動脈などの主要動脈か

らの出血の有無を検査をし,出 血があれば経動脈的塞

栓術 (以下,TAE)は 極めて有効である.膵 腸吻合縫

合不全に起因する腹腔内出血の治療は,初 期には再開

腹 を行ったが出血部位が確認出来ず全例入院死亡 し

た。1985年以降はTAEを 積極的に行い経動脈的止血

に成功 した 3例 は治癒 したが,止 血出来なかった 1例

Table 2 Relationship between leakage of pancreatico-jejunostomy

pancreaticoduodenectomy

n=964

129(129)

and mortality after

(1968.1～1994.12)

・: pく0 0 0 1

Fig。 2 Allnual changes of leakage of pancreatico‐

jejunostomy after pancreaticoduodenectomy

は再手術でも止血出来ず失った。手術手技上の注意点

としては,主 要血管は少なくとも二重結繁か刺通結紫

を行って確実に血管処理を行 うことが重要である。

膵腸縫合不全発生率 とそれに起因する入院死亡率

は,USや CTド レナージや TAEを 中心 とする術後管

理の進歩によって初期の10年間の75%と 比べ,1985年

以降では21%へ と著明に減少し,手 術手技や術後管理

に習熟すれば安全に PDを 行 うことが可能になった

(Fig. 2)4).

4)陣 頭十二指腸切除術 ・晩期合併症

手術成績の向上に伴って長期生存例を多数経験する

ようになったが,遠 隔時の胆道感染症や膵炎,消 化吸

収障害などが問題 となるの.教 室の PD術 後 1年 以上

経過例の晩期合併症は,胆 管炎39例(9%),糖 尿病30

例 (7%),肝 膿瘍16例 (4%),陣 炎 ・消化性潰瘍が

おのおの15例 (3%)な どであり,胆 道感染症に関す
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Table 3 Relationship between late postoperative
complications and reconstructions after pan-

creaticoduodenectomy

Cholangi t is

Liver abscess

Pancreatitis

Digestive ulcer

10(64%)

2(12%)

6(38%)｀

7(44%)ⅢⅢ

Postoperative period is One year or more
″
I 'ヽpe 11 :The arrangement of rec()nstruction 、vas pan―

creas,bile duct and stomach il1 0rder frolll the oral edge

Of jc」unum

Typc  HI:1 h`e arrangcment of reconstruction  、vas

atoi13ach,pancrcas and bile duct in order from the oral

edge of jejunum
=:p<005 ネ ■:p<o01

0.6%,I〕pPDで 22%,胃 潰瘍は胃切除 PD,PpPDで

おのおの04%,07%で あった,PpPDの 第 1例 目が難

治性漬瘍からの消化管出血のため胃切除を行ったが,

その他は保存的治療が有効であった。消化管出血を来

すものには,消 化性漬瘍によるものと,門 脈再建に伴

う門脈塞栓によるものがあるが,前 者は保存的に治療

可能であり,後 者では血管合併切除再建手技に習熟す

る必要がある。

(4)晩 期合併症 と消化管再建配列法

晩期合併症 と消化管再建配列法 との関係は,再 建配

列法 に関わ らず胆道感染症や膵炎が発生 している

(Table 3)。すなわち,PDは 十二指腸乳頭機能を廃絶

させる手術術式であり,吻合部狭窄,再建腸管の癒着・

屈曲 ・過長,腸 内容輸送能の低下などの原因で種々の

合併症を意起することになる。合併症発生例では,そ

の病態を的確に把握 して対策を講 じ,適 応があれば積

極的に再手術を行うべきである。

(5)遠 隔時の消化吸収能

遠隔時の消化吸収能については,膵 胆胃配列や胆膵

胃配列では上部空腸を食物が通過せず消化管ホルモン

分泌をより不良にしており,胃 膵胆配列が良好であっ

たとの意見もあるが,教 室の成績では,消 化管再建法

による差異はなく原疾患やリンパ節郭清程度, とりわ

け残存膵機能に強 く依存するという結果でありり,そ

の後の症1711の集積でも同様であった。

5)標 準的 ・陣頭十二指腸切除術の基本方針

教室における標準的 ・膵頭十二指腸切除術の基本方

針をまとめると,現 在では胃切除 PDよ りもPpPDを

Fig. 3 Late postoperative complications after
pancreaticoduodenectomy

Bleedings iroh rhe drgesnve xad ll 1 (o 2%)

るものが55例 (13%)と 最 も多 く見 られた (Fig。3).

以下,PD術 後晩期合併症のうち胆道感染症 と際炎

を中心にその病態 と対策について述べる。

(1)胆 道感染症

胆道感染症は胆道再建術に纏わる宿命的な合併症

で,周 期的発熱,感 冒様発熱,悪 寒戦慄などの症状が

あり,続 発症 として胆管炎性肝膿瘍や肝内結石を引き

起 こす。PD術 後胆道感染症の原因には吻合部狭窄,癌

の再発や再建腸管の狭窄 ・癒着など胆管内や腸管内の

胆汁鬱滞に起因するものが多 く,そ の対策 として,吻

合部狭窄には PTCD/PTCS下 ブジーや再手術 (胆腸

吻合部前壁切開形成 。再吻合)が ,再 建挙上腸管が原

因のものには癒着剣離や消化管再建配列法の変更が,

また,胆 管炎性肝膿瘍にはCT/US下 ドンナージが有

効であった。術後胆管炎に対する再手術は12例で,吻

合部狭窄の 8例 に対 しては最終的には再吻合が行わ

れ,吻 合部狭窄がなく再建挙上腸管の鬱滞に起因する

4例 では消化管再建配列法の変更が行われ,全 例経過

良好である.

(2)8T‐炎

晩期合併症 としての膵炎の頻度は多 くはないが,発

症すると胆道感染症 と同様にその対処に苦慮すること

がある。膵腸吻合部狭窄によるものは,IT~の荒廃を防

止するためにも吻合部の切除 ・再吻合が必要であり,

再建腸管に起因するものは胆管炎 と同様に消化管再建

配列法の変更が有効であった。特殊例 として飲酒によ

る重症急性壊死性膵炎例にnecrosectomy ttlavageを

行った。また術後膵炎による再手術例 5例 はいずれも

縫合不全はなく,吻会部狭窄の原因は膵管外療 tube抜

去の際の損傷や膵管 stent‐tubeの 屈曲などによるも

ので膵腸再吻合が行われた。挙上空腸の鬱滞が原因 と

考えられる 1例 に消化管再建配列法の変更が行われ,

いずれも経過良好である。.

(3)消 イ旨性潰瘍 ・消化管出血

消化性潰瘍 の うち,吻 合部 潰瘍 は胃切除 P Dで

28(38%)

14(19%)

9(12%)・

8(10%)キ・
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適応することが多 くなった。消化管再建配列法の選択

は,良 性か悪性かと言うよりも膵の性状によって決め

ている.特 に正常膵では,遠 隔時の消化吸収能はいか

なる配列法でも良好である。ことから,早 期合併症の

中で最 も危険な膵腸吻合縫合不全に留意して,膵 腸吻

合部が再建消化管の最 も上流に位置する,す なわち,

食物の通 り道に膵腸吻合部を置かない膵 ・胆 ・胃配列

法を好んで選択 している31ま た,膵管空腸粘膜吻合を

確実に行うこと,さ らに膵液 ・胆汁 ・胃液の減圧を行

い,吻 合部周囲の ドレナージを徹底化することが大切

である。膵腸W/」合縫合不金が見られた際には,腹 腔内

膿瘍や腹腔内出血などの重篤な二次的合併症に至 らな

いように的確な対応を行 うべきである。不幸にして 2

次的合併症を起 こした場合は,CT,Angiographyな ど

の interventional radiotherapyなどの有効な手段 を

駆使 して重篤化 しないような対策が必要である。

また PDは 十二指腸乳頭機能を廃絶させる手術でもあ

るので,遠 隔時の発熱,腹 痛などの背景因子を十分に

把握 し,胆 道感染症や膵炎などの病態に対する適切な

処置が必要である。.

PDは ,陣 という旺盛な外分泌機能を営む臓器を対

131(131)

象 とした腹部外科手術手技の集大成 ・応用 ともいうべ

き複雑 ・多彩な手術である。手術操作や手技の習熟 に

努めるとともに,あ らゆる合併症 に臨機応変に対応出

来 る十分に訓練 された surgical teamの存在が必須で

もある。
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Postoperative Complications and Management of Pancreaticoduodenectomy

Toshihide Imaizumi
Department of Gastroenterological Surgery, Tokyo Women's Medical College

Since 1968, 964 patients have received pancreaticoduodenectomy (PD) in our department. Early

complications occurred in27% of the patients and the hospital death rate was9%,. One-third of the early
complications resulted from insufficiencies of the pancreaticojejunostomy, which were found in as high as
II% of the patients with a soft normal pancreas without fibrosis (p<0.001). These insufficiencies

consisted of surgical pancreatic injury, stenosis of the pancreatic duct and a resultant intraperitoneal

abscess and bleeding. Thorough draiange around the site of the pancreaticojejunostomy with careful
monitoring of the surgical pancreatic injury is important in the management of the former two conditions,
and the US/CT drainage or TAE is useful for the latter two conditions. As late complications, choiangitis
(in 13% of the 964 patients), which results from stasis in the reconstructed jejunum due to the abolition
of the duodenal papillary sphincter function after PD, and pancreatitis (3%) occurred in addition to the
stenosis at the site of the choledocho/pancreaticojejunostomy. Diabetes mellitus (7%) and peptid ulcer
(3%) were also observed. These complications were effectively managed by bougienage and/or reanas-
tomosis and by jejunal adhesiotomy and,/or alteration of the method of reconstructing the choledocho-/
pancreaticojejunostomy after PD. The US/CT-drainage was effective in the management of liver abscess.
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