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はじめに

教室では膵胆道癌に対 して広範囲 リンパ節郭清や神

経叢ならびに血管合併切除を伴 う膵頭十二指腸切除
1)

を積極的に施行 しているが,膵 腸吻合縫合不全はとき

に致死的合併症 となりうる。今回,教 室における各種

膵腸吻合法とその合併症を検討するとともに,術 後合

併症対策法 として教室で考案した腹腔内持続吸引 ドレ

ナージ法 (continuOus intraabdominal suction drain‐

age:以 下 CISD)りの有用性について報告する。

対象 と方法

対象は1974年から1994年までの21年間に教室で経験

した膵胆道癌膵頭十二指腸切除例のうち,肝 葉切除,

膵胃吻合などを除いた143例である。143例の原疾患は

膵頭部癌が66例,胆 管癌が40例,乳 頭部癌が32例,胆

嚢癌が 5例 である。男性が98例,女 性が45例,年 齢分

布は33歳から84歳 (平均62.6歳)で あった。これら143

例について,①膵腸吻合法と郭清度,②原疾患と膵液

漏出,縫合不全,③各種吻合法と膵液漏出,縫合不全,
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④細径糸による膵管吻合法の膵液漏出,縫 合不全,⑤

吻合法と早期死亡の関係,腹 腔内持続吸引ドレナージ

法の有用性について検討した。

今回の検討にあたり,排 液アミラーゼ値が1,0001U

以上 3日 間以上の継続を膵液漏出とし,さ らに,腸液,

膵液の混入,腸 内細菌培養陽性などを縫合不全例とし

た。

教室における膵空腸吻合法については1974年当初は

主 に端々吻 合 に よ る膵 嵌 入 法 ( I n v a g i n a t i o n

method),1977年からは端側による膵管挿入法のうち

漿膜筋層に切開を入れる奨膜切開膵管挿入法 (Duct‐

insertion method with seromyotomy)を行っていた。

1982年からは膵管内に挿入したチュープを膵管ととも

に結繁し,空 腸内に小孔を通して巾着型縫合し,策 膜

に切開をいれない奨膜非切開膵管挿入法 (Ducい

insertion method without seromyotomy)をイ子うよう

になった.1986年からはできる限り膵管空腸吻合法

(pancreaticojeiunOstomy f01lo、ved by total layer

anastomosis)を行い,さ らに,1992年からは膵管径に

関係な く膵管空腸吻合法を行 うとともに,6-0の

mononlament吸収糸 (MaxOn ⑥)と 5-0の非吸収糸
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各種膵腸吻合法とその合併症ならびに腹腔内持続吸引ドレナージ法 (continuOus intraabdominal

sucはon drainagei CISD)の有用性について膵腸吻合143例(膵頭部癌66例,胆 管癌40例,乳 頭部癌32

例,胆 嚢癌 5例)を 対象に検討した.膵 嵌入 (I)法 が20例,漿 膜筋層切開膵管挿入 (II)法が22例,

非切開膵管挿入 (III)法が48例,膵 管空腸吻合 (IV)法が53例であった.膵 液漏出はI,II,III,IV

法でそれぞれ20%,21%, 0%,13%,縫 合不全は25%,14%, 6%, 4%と III,lV法の成績が良好

であった。膵液漏出は胆道癌で21%,膵 癌で6%,縫 合不全はそれぞれ14%, 5%と 有意 (p<0.05)

に膵癌で低率であった。2か月以内の早期死亡はI,II,III,IV法でそれぞれ25%,14%,12%,6%

であり,IV法で早期死亡が少なかった.ま た,CISD未 施行群では膵液漏出や縫合不全例で早期死亡が

多かったが,CISD施 行群では膵液漏出,縫 合不全と早期死亡との相関はなかった。以上より,膵管空

腸吻合法とCISD法 は膵空腸吻合法の合併症軽減に有用と考えられた。

Key words: pancreatojejunostomy, leakage of anastomosis, continuous intraabdominal suction drain-
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Invagination method

Duct-insertion method
with seromyotomy

Duct-insertion method
without seromyotomy

Pancreaticojejnostomy followed
by total layers anastomosis
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Fig. 1 Schematic illustration of four types of
pancreatojejunostomy

Type I: Invagination method, Type II : Duct-
insertion method with seromyotomy, Type III :
Duct-insertion method without seromyotomy,
Type IV : Pancreaticojejunostomy followed by
total layers anastomosis

(Prolene ⑥)を 用いている。 (Fig.1)。 143例のうち,

膵嵌入法が20例,策 膜切開による膵管挿入法が22例,

策膜非切開膵管挿入法が48例,膵 管空腸吻合法が53例

であった。

また,CISDは 原貝J的には18Frの Sump tubeを 膵腸

吻合部の上縁に挿入 し,術 直後よリー20cmH20で 持

続吸引している。

なお,統 計学的有意差検定はstudent T検 定,χ
2検

定を用いた。

Table l  COrrelation between the methOd Of pan‐

c r e a t o i d u n O S t O m y  a n d  r a d i c a l i t y

結  果

1.膵 腸吻合法 と郭清度

郭清度 と各種膵腸吻合法とのあいだには有意な相関

はなかった。 し かしながら,最 近の症例のほとんどが

拡大郭清を伴った膵管空腸吻合法である (Table l).

2.原 疾患 と膵液漏出,縫 合不全

原疾患 と膵液漏出,縫 合不全の関係をみると,膵 癌

では膵液漏出が 4例 (6%)で あったのに対 し,胆 道

癌では6例 (21%)で あった。また,縫 合不全は膵癌

で 3例 (5%),胆 道癌で11例(14%)と有意 (p<0.05)

に膵癌で低率であった (Table 2).

3.各 種吻合法 と膵液漏出,縫 合不全

各種吻合法 と膵液漏出,縫 合不全の関係を検討する

と,膵 液漏出は膵嵌入法では4例 (20%),装 膜非切開

膵管挿入法では10例(21%),膵 管空腸吻合法では 7例

(13%)で あった.縫 合不全の頻度は膵嵌入法が 5例

(25%),策 膜切開膵管挿入法が 3例 (14%),非 切開膵

管挿入法が 3例 (6%),膵 管空腸吻合法が 2例 (4%)

と膵嵌入法に比べ,衆 膜切開膵管挿入法,膵 管空腸吻

合法が有意 (p<0,05)に 膵液漏出,縫 合不全が少な

かった (Fig.2).

4.細 径糸による膵管空腸吻合法

膵管空腸吻合法のうちでも最近では先に述べたよう

Fig. 2 Correlation bet、veen method of pancreato‐

jdunOStOmy and complications after pancreatic

anastomosis
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Table 2 Correlation between primary disease and leakage of pancreato-
jejunostomy

Primary disease leakage

緊済秘ヨ脚n
11(27%)

3(9%)

2(40%)
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Fig. 3 Influence on postoperative complication
according to the use of thin sutures for pan.
creaticojejunostomy followed by total layers
anastomosis

A B
( n : 2 6 )  ( n : 2 7 )

A: Using thin sutures
B : Non - using thin sutures

Fig. 4 Correlation between method of pancreato-
jejunostomy and postoperative early death
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Fig, 5 Ettect of the continuous intraabdominal

suction drainage(CISD)
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に60吸 収糸細径の縫合糸を使用することにより50あ

るいは40吸 収糸の場合には膵液漏出が19%,縫 合不全

が 7%み られたのに対 し,そ れぞれ 4%に 改善 してい

る (Fig,3)。

5.各 種吻合法 と早期死亡

各種吻合法 と2か 月以内の早期死亡の関係 をみる

と,早 期死亡例は膵嵌入法では 5例 (25%),装 膜筋層

切開法では 3例 (14%),非 切開膵管挿入法では 6例

(12%),膵 管空腸吻合法では3例 (6%)と 膵管空腸

吻合法は膵散入法に比べ有意 (p<0.05)に 早期死亡例

が少なかった (Fig.4).

6.持 続吸引法 と早期死亡

腹腔内持続吸引 ドレナージ法 と早期死亡の関係をみ

ると,CISD未 施行群では膵液漏出や縫合不全例で早

期死亡が多 くみられる傾向があり,そ のうちの 4例 に

腹腔内出血がみられた。一方,CISD施 行群では膵液漏

出,縫 合不全 と早期死亡の間には相関がなく,膵 液漏

出,縫 合不全例のうち腹腔内出血をみたものはわずか

に 1例 であった (Fig.5).

p = 0.06 N.S.
CISD: Continuous intraabdominal suction drainage
( ) :Intraabdominal bleeding

考  察

膵頭十二指腸切除後の膵腸吻合縫合不全に起因する

合併症 は早期死亡の大部分を占めている。そのため

種々の膵腸吻合法が現在 までに提唱されている.1946

年の Waughら の報告命以来,膵臓 と胃は隣接する臓器

であり,緊 張がかからないという観点より膵胃吻合法

の有用性の報告もみられている'い。教室でも膵胃吻合

を施行 した時期 もあるが,手 術が煩雑な点から最近は

膵腸吻合法を基本 としている。

術後合併症は手術時間の延長,術 中出血量の増加,

年齢の増加などと関係するといわれているの.ま た,膵

癌では膵管閉塞による尾側膵の随伴性膵炎により,膵

臓の硬化あるいは膵管拡張をともなうことが多いが,

胆道癌では正常膵の場合が多い。自験例をみても膵癌

に比べ,胆 道癌では有意に膵液慶や縫合不全例が多

かった.さ らに,門 脈合併切除や神経叢や大動脈周囲

リンパ節郭清を伴 う広範囲後腹膜郭清術では術後合併

症の頻度が高 くなる。教室における縫合不全をみると,

郭清範囲を徐々に拡大 しているにもかかわらず,細 径

糸による膵空陽全層吻合法により縫合不全は減少傾向

がみられ,最 近では縫合不全に起因する死亡例は皆無

となった。尾形 らゆも我々 と同様に膵管空腸粘膜吻合

の成績が良好であると報告している。

膵嵌入法では膵全体が腸管内に挿入された状態にな

り,縫合不全が少ないとの報告もあるがり,ひ とたび縫

合不全が発生 した場合には陽液 と膵液の流出が大量 と

なり,自 験例では早期死亡例が多かったため,膵 液を

total drainageとする膵管挿入法 を採用するように

なった。Total drainageが有用であるとの報告
1いもみ

られるが,膵 管チューブ閉塞が発生した場合には膵液

の行 き場がなくなる欠点があり,膵 空腸全層吻合法ヘ

と変化 したのである。教室における最近の吻合法は,

|
l
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膵管を膵実質を含め空腸全層 と縫合する方法であるた

め厳密性を考慮して,膵 管空腸吻合法(pancreadcoje‐

junostomy follo、ved by total layer anastomosis) と

名付けた。文献的には教室で行っている膵管空腸吻合

法をIF‐管空腸粘膜縫合法 と言っている施設 も多 くみら

れている。

膵管空腸吻合法が厳密にいう膵管 と空腸粘膜を吻合

する膵管空腸粘膜吻合法 より優れている点を考察す

る。膵癌のような膵管拡張と膵管の肥厚がみられるよ

うな場合には膵管 と空腸粘膜のみの縫合は比較的容易

であるが,非 拡張例では膵管粘膜 と空腸粘膜だけを吻

合する膵管空腸粘膜吻合法では膵管上皮の破壊をきた

しやすい。
一方,我 々の方法では膵管粘膜 と空腸粘膜

が層々に縫合するように,膵 臓は膵管粘膜 と膵実質を
一緒に空腸全層 と縫合する方法をとっている。さらに,

膵管径に応 じて膵管チュープを挿入 して膵液は不完全

外療 としている。原則 として膵管非拡張例ではア トム

3号 を膵管 ドレナージチューブとして挿入 している

が,現 在 までチュープ閉塞例は経験 していない。

縫合不全発生の理由としては種々に要因が考えられ

るが,組 織の挫滅,血 流障害,縫 合部の感染は創傷治

癒に悪影響を及ほし,縫 合不全の大きな要因と考えら

れる.教 室での細径糸による膵空腸吻合法の詳細につ

いては既に報告りしているが,基 本概念は組織の挫滅,

血流障害を起 こさないような吻合法である。

このような吻合法でも膵腸吻合縫合不全が皆無 とな

るというものでもない。そこで,教 室では術直後から

施行する腹腔内持続吸引 ドレナージ法を施行 し,そ の

有用性 も報告 してきたり。今回の検討をみるとCISD

未施行群における膵液療あるいは縫合不全例では早期

死亡が多かったのに対 し,CISD施 行群では膵液慶あ

るいは縫合不全 と早期死亡 との関連 はみられなかっ

た。また,CISD未 施行群では膵液漏出あるいは縫合不

全を発生し,腹 腔内出血に引き続き早期死亡 となった

症例が 4例 みられたが,CISD施 行例では 1例 のみで

あつた。このことはCISDを 施行することにより腹腔

内に漏出した膵液が郭清あるいは結繁 した血管に直接

暴露されないことによるものと推察される。また,最

教室における各種膵腸吻合法の合併症に関する一考察   日 消外会誌 29巻  4号

近 は全例 に CISDを 施行 してお り,郭 清範囲な らびに

その程度 を広げていることに加 え,拡 大手術の適応症

例 を広げてお り,縫 合不全 と関連のない早期死亡の割

合が多 くなっているもの と推察 される。

以上,教 室 における各種膵腸吻合法 と合併症 につい

て検討 したが,細 径糸を使用 した膵管空腸吻合法は膵

頭十二指腸切除後の合併症 を軽減するとともに,手 術

直後 よりの腹腔内持続吸引 ドレナージ法は縫合不全例

に対 して有用 と考 えられた。

なお,本 論文の要旨は第45回日本消化器外科学会総会

(ワークショップ)に おいて発表した。
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Pancreatojejunostomy and Its Complication

Masato Kayahara, Takukazu Nagakawa, Hajime Arakawa, Haruo Yagi, Fumio Futagami,
Masanori Nagamori, Hirohisa Kitagawa, Tetsuo Ohta,

Keiichi Ueno and Itsuo Miyazaki
The Second Department of Surgery, Kanaza:wa University School of Medicine

Complications after pancreato jejunostomy were investigated according to the type of anastomosis,
and the usefulness of continuous intraabdominal suction drainage (CISD) was evaluated. One hundred and
forty three patients were included in this study. The invagination method (type I) was used in 20 patients,
the duct-insertion method with seromyotomy (type Il) in 22, the duct-insertion method without ser-
omyotomy (type III) in 48, and pancreaticojujunostomy followed by total layer anastomosis (type IV) in
53. The incidence of pancreatic fistula was 20% in the type I group, 2l%o in type II, 0%o in type III, and
13% in type IV. The incidence of anastomotic leakage was 25%o, 14%,6%, and 4%, respectively. There
was a significant difference in the frequency of anastomotic leakage between pancreatic cancer and
biliary tract cancer (5% in pancreatic cancer versus 14% biliary cancer). Postoperative early death
occurred in 25% of the patients in the type I group, 14% in type II, l2%" in type III, 6ft in type IV. There
was a tendency toward a correlation between postoperative early death and anastomotic complications
in the non-CISD group (p:0.06). However, there was no corelation between the two factors in CISD
group. These results indicate that pancreaticojunostomy followed by total layer anastomosis and CISD
are useful and safe procedures after pancreaticoduodenectomy.
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