
はじめに

胃癌は近年，徐々に減少傾向にあるとはいえ，

依然として本邦で罹患率が最も高い悪性腫瘍であ

り，世界全体でも 2 番目にランクされている1）．胃

癌が進行すると，隣接する膵，肝，横行結腸（間

膜）への浸潤をしばしば経験する2）が，小腸への直

接浸潤はきわめてまれとされている3）．今回，われ

われは膵浸潤・横行結腸間膜浸潤とともに，トラ

イツ靱帯の部位で空腸瘻を形成した T4 胃癌の 1

例を経験し，左上腹部内臓全摘術を施行して en

bloc に切除し，術後合併症なく良好な結果を得る

ことができたので報告する．

隣接臓器への浸潤・瘻孔を伴う T4 胃癌に対す

る拡大手術が果たして臨床的に意義があるか否か

という点に関しては諸々の見解があるので，併せ

て文献的考察を加えて報告する．

症 例

患者：55 歳，男性

主訴：心窩部痛，体重減少

家族歴・既往歴：特記すべきことなし．

現病歴：平成 14 年 6 月頃より，食欲不振が出現

し，心窩部痛を伴うようになったため来院した．

入院時現症：身長 159cm，体重 42kg，血圧 110�
86mmHg，脈拍 97�分・整，結膜に貧血あるも黄疸

はみられず，体表リンパ節の腫大は認めなかった．

心窩部～左季肋部に径 7cm 大の表面凹凸を伴う

腫瘤を触知した．

血液生化学検査：貧血（Hb 8.6g�dl，Ht27.3％），

WBC 12,000�mm3，CRP 上昇（4.9mg�dl）を認め

た．腫瘍マーカーは CEA 1.5ng�ml，CA19―9 7U�
ml と正常であった．

画像検査：上部消化管 X 線検査では胃は全体

に伸展不良で，胃体上部～幽門に及ぶ Borrmann

3 型進行癌を示した．バリウムの一部は十二指腸

へも流れたが，大部分は胃体下部大彎から瘻孔を

介して空腸内へ直接に流入した．十二指腸は水平

脚で完全閉塞を示した（Fig. 1）．内視鏡検査では

胃体下部大彎で腫瘍内に瘻孔が認められた．瘻孔

内への内視鏡の挿入は容易で，瘻孔を越えると正

常な空腸粘膜が観察された（Fig. 2）．CT scan では

胃壁は全周にわたる不整な肥厚を示し，膵体部と

の境界は不明瞭で，小彎側にリンパ節腫脹が観察

された．十二指腸は著明に拡張し，先端部で完全

閉塞を見たが，肝転移は認めなかった．

以上より，Borrmann 3 型胃癌の直接浸潤によ

＜2004 年 4 月 28 日受理＞別刷請求先：石本喜和男

〒596―0044 岸和田市西之内町 3―1 良秀会藤井病

院

日消外会誌 37（10）：1639～1644，2004年

症例報告

空腸瘻を形成した膵浸潤胃癌に対する左上腹部内臓全摘術の 1 例

良秀会藤井病院外科，近畿大学外科＊

相馬 智 石本喜和男 大柳 治正＊

症例は 55 歳の男性で，心窩部痛と体重減少を主訴に受診した．胃透視および内視鏡検査で

は胃体上部から幽門部までを占める Borrmann 3 型胃癌で，胃体下部大彎から空腸へ直接通じ

る瘻孔を認めた．開腹すると，癌は横行結腸間膜，空腸，膵へ直接浸潤を示したが，肝転移と

癌性腹膜炎は認めなかったので，空腸を含めて en-bloc に左上腹部内臓全摘術を施行した．術

後の病理診断は低分化腺癌で，胃空腸瘻管壁は腫瘍細胞で占められるも，リンパ節は No. 3，

No. 4 の 1 群のみ陽性の n1 症例であった．術後経過は順調で第 40 病日に退院した．現在 18

か月が経過して体重は 8kg 増加し，再発なく健在である．胃癌による空腸瘻の報告はきわめて

まれで，本例は内外を通じて 5 例目である．治療は，隣接浸潤臓器の合併切除を含めた拡大手

術が唯一の選択である．



る空腸瘻と診断した．手術の 7 日前より 38℃ 以上

の発熱が続き，経口摂取はすでに不可能に近い状

態であったので，肝転移や腹膜播腫がなければ

QOL の向上のためにも外科的切除術の適応があ

るとして手術に臨んだ．

手術所見：上腹部正中切開で開腹すると，肝転

移および腹膜播腫は認めなかった．一見して腫瘍

の横行結腸間膜と空腸（トライツ靱帯部）への浸

潤は明らかであった（Fig. 3）が，触診で可動性が

あり，切除に取りかかった．手術の手順は，1）横

Fig. 1 Upper-gastrointestinal series showed Borrmann type 3 tumor invading the

whole gastric wall. Barium passed directly into the jejunum through the gastrojeju-

nal fistula（thick arrows）. The duodenum showed complete obstruction（thin ar-

rows）.

Fig. 2 Gastroscopic study showed a fistula in the invading tumor at the greater cur-

vature of the body of the stomach（thick arrows）. The jejunal mucosa（thin arrows）

was recognized through the fistula.
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行結腸を腫瘍浸潤部をはさんで両側で切離し，

2）空腸瘻を含めて小腸を十二指腸側と空腸側で

切離し，3）胃幽門側を切離した．D2 以上のリン

パ節郭清は侵襲が大きすぎると判断し，肝十二指

腸間膜への手術操作は控え，右胃動脈を切離した

後に総肝動脈前面を露出して No8a の郭清へと進

めたが，この時点で膵体部にも広範に癌浸潤を伴

うことが判明した．そこで，手術操作をいったん

口側へ移して食道胃接合部で口側胃切離を行い，

膵脾とともに左側から脱転しながら剥離を進め

た．膵への浸潤は膵体部から尾部に及ぶものの，

門脈前面での膵の剥離は可能で，同部位で膵を切

離することができた．膵管は 3―0 絹糸で 2 重結紮

し，膵断端を埋没縫合した．再建は double-tract

法に従った．食道空腸吻合および空腸十二指腸吻

合は PCEEA25 号による器械吻合で再建した．空

腸瘻切除後の十二指腸空腸吻合も同じく PCEEA

25 号で器械吻合を行ったが，Y 脚空腸空腸吻合と

横行結腸の再建は Albert-Lembert 手縫い縫合で

行った．

切除標本肉眼所見：胃全体に及ぶ Borrmann 3

型胃癌で，空腸と瘻孔形成をみた．膵と横行結腸

間膜への広範囲浸潤を伴った（Fig. 4）．

病理組織診断：低分化腺癌で，空腸との瘻孔部

は癌細胞で占められていた（Fig. 5）．切除胃の ow

（－），aw（－）．Ly3，v1 と脈管侵襲を伴い，リン

パ節は♯3（2�2），♯4sb（1�1）は陽性であったが，

♯1（0�1），♯2（0�2），♯4sa（0�2），♯4d（0�1），
♯5（0�3），♯6（0�2），♯7（0�1），♯8a（0�5），

♯10（0�1），♯11d（0�1），♯14v（0�1），♯15

（0�1）はいずれも陰性で，第 2 群リンパ節への転

移は認めず，空腸リンパ節の腫脹も認めなかった．

術後経過：術後第 4 病日に排ガスがあり，第 9

病日に施行した消化管造影検査では縫合不全な

Fig. 3 At operation, gastric tumor showed direct in-

vasion not only to the jejunum and the transeverse

mesocolon but also to the body of the pancreas ex-

tensively . Left upper abdominal evisceration was

performed with partial jejunal resection.

Fig. 4 Macroscopic findings of the resected speci-

men showed Borrmann type 3 tumor of the stom-

ach including invasion to the jejunum, transeverse

colon and pancreas . A sonde is inserted through

gastro-jejunal fistula.

Fig. 5 Microscopic study showed that gastrojejunal

fistula was covered with tumor cells and directly in-

vaded to the jejunum.
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く，通過は良好であった（Fig. 6）．第 10 病日に右

上腹部痛の訴えと白血球数（21,500�mm3）の上昇

あり，US で術後胆�炎と診断し，SBT�CPZ によ

る化学療法を施行して改善を得た．経口摂取は第

12 病日から開始し，順調に摂取量は増加した．

漿膜面に広範に露出する複数臓器 T4 の Stage

IVb 胃癌で術中散布の危険性が考慮されたこと

と，癌進行度を含めてすべて告知済で本人から追

加化学療法の希望もあったことで，第 21 病日，第

28 病日と第 35 病日の計 3 回，それぞれレボホリ

ナートカルシウム（アイソボリン）300mg および

5-FU 750mg の点滴静注を行った．副作用ははな

く，第 40 病日に退院した．

退院後経過：外来でさらに同一化学療法を 3 回

追加し，その後は 5-FU 剤の経口投与のみで経過

観察中である．体重は 37kg から 45kg へと 8kg

の増加を示した．術後 7 か月の CT，術後 12 か月

の US と上部消化管 X 線検査，術後 15 か月の CT

上で再発所見なく，現在 18 か月が経過して健在で

ある．

考 察

胃癌は，近年徐々に減少傾向にあるとはいえ，

依然，本邦では最も罹患率が高い悪性腫瘍で，年

間約 10 万人の新規発生例があり4），南米や東欧で

も多発するので世界的にも全悪性腫瘍中の 2 番目

にランクされている2）．

これほど罹患率が高いにもかかわらず，T4 胃癌

の浸潤臓器は横行結腸，膵と肝が大部分であり2），

空腸瘻の報告は Pub Med で集計しえた範囲で

は，自験例を含めてもわずか 5 例に過ぎなかっ

た3）5）～7）．

胃癌による胃結腸瘻が 1,500 例に 1 例8）の割合

に対して胃空腸瘻がきわめてまれな理由として，

解剖学的に胃と空腸の間には横行結腸間膜が介在

することが挙げられ，空腸浸潤は横行結腸間膜浸

潤がさらに遠位に及んだ結果として発生する6）．

瘻孔は浸潤した腫瘍の中心部が壊死に陥って形成

された9）ものと考えられる．一方，横行結腸の遠位

側では大網が短縮して胃大彎直下に横行結腸と膵

が近接して存在するため，結腸間膜および膵への

浸潤を来しやすい．したがって，術前に空腸瘻を

診断できた場合はすでに超高度に局所浸潤した

T4 胃癌とみなすべきで，横行結腸はもとより膵浸

潤の可能性も考慮して手術方針を立てるべきであ

ろう．この点，本例では術前に膵浸潤への予測が

甘く，術中にさらに拡大手術へ方針変更せざるを

Fig. 6 Postoperative barium studies showed good passage of double-tract recon-

struction.
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えなかったことが今回の反省点の 1 つに挙げられ

た．

次に，自験例のように肝転移や腹膜播種はない

ものの隣接する複数臓器への局所浸潤を示すいわ

ゆる胃外発育型胃癌に対して，積極的な外科的治

療が果たして生存率の向上に意義あるか否かとい

う点が問題となる．過去に報告された空腸瘻を伴

う胃癌 4 例中で，われわれと同様に左上腹部内臓

全摘＋空腸部分切除術を行ったのはわずか 1 例の

みであった．この症例は局所進展が広範囲であっ

た割りに，リンパ節は No4d のみ陽性の n1 症例

で，術後 3 年 5 か月を経て再発なく健在と報告さ

れている5）．一方，胃部分切除＋横行結腸切除＋空

腸部分切除術を受けた 1 例は術後 3 か月で癌死

し7），幽門側胃切除＋空腸部分切除術の 1 例は予

後の記載はない6）．他の 1 例は化学療法のみ施行

され，これも予後の記載がなく3），短期間で死亡し

たものと推測される．拡大手術を行った症例のみ

生存率の向上が得られたという結果である．

文献上，T4 胃癌に対して外科的治療を行うにあ

たって問題とされるのは，隣接臓器合併切除の拡

大手術に伴う術後合併症と，上記で述べたように

生存率の向上が得られるか否かという 2 点であ

る．

Shchepotin ら2）によると，T4 胃癌術後の合併症

は 31. 2％，合併症に起因する死亡率が 13. 2％

あった．大きさが 10cm 以上の T4 胃癌では術後

に縫合不全や腹腔内感染など局所合併症が増加す

るし10），また合併切除の臓器数が増えると重篤合

併症が有意に増加する11）との最近の報告がある．

こうした状況下で，術者の経験が術後合併症の頻

度に大きく関連する12）13）との報告は妥当と考えら

れる．

消化管の再建における近年の器械吻合法の進歩

も術後合併症の防止に貢献しているといえる．自

験例では，消化管再建は計 5 か所に及んだ．この

うち Y 脚の空腸空腸吻合と横行結腸吻合は手縫

い 2 層縫合で行ったが，胃全摘後に double-tract

法で再建した食道空腸吻合と空腸十二指腸吻合，

および空腸部分切除後の十二指腸空腸吻合は

PCEEA25 号を用いて器械吻合を行った．いずれ

の個所でも縫合不全は全く認めなかった．

根治性に関して，Kodama ら14）によると胃癌隣

接臓器浸潤例の外科治療を en bloc 合併切除群

（41 例）と非合併切除群（36 例）に分けて 5 生率

で比較すると，23％ と 0％ で前者の方が良好で

あったものの，5 生例はいずれも 1 臓器のみの合

併切除例であり，多臓器合併切除例中に 5 生例は

なかったと報告し，隣接臓器合併切除の適応は 1）

1 臓器のみ浸潤，2）N2 以内，3）非治癒因子がな

いこと，4）Borrmann 4 型を除くとし，Shchepotin

ら2）は T4 胃癌でもリンパ節転移陰性例が 25％ 含

まれ，その 5 生率が 37％ と良好なことから，積極

的な外科的治療の意義を強調する．Maehara ら15）

は膵浸潤胃癌は他臓器浸潤胃癌と比べて脈管浸潤

が強くて予後は低下するが，根治的切除を行えば

予後改善が期待できると述べている．

自験例では，空腸，横行結腸，膵の 3 臓器へ浸

潤し，脾を含む 4 臓器の合併切除を施行したが，

リンパ節は No. 3，No. 4 の 1 群は転移陽性であっ

たものの，No. 8a，No. 10 の 2 群は陰性であり，野

村ら5）の長期生存例と同じ n1 症例であった．T4

胃癌でもリンパ節転移が限局していれば浸潤臓器

の合併切除を施行することにより 5 生率の向上が

期待できる16）．自験例は現在，術後 18 か月目に

あって体重は退院後より 8kg 増加し，再発なく健

在であるが，浸潤臓器が複数（3 臓器）であったこ

と，リンパ節郭清は十分に行えたものの病理組織

学的に脈管侵襲が高度（ly3）であったことで，な

お厳重な経過観察が必要と考えている．

しかし，術前すでに経口摂取が不可能で，保存

的治療のみではすでに予後が目前に迫る状態に

あった胃癌患者が，複数の隣接臓器合併切除を含

めた拡大手術を行って癌病巣を切除しえたことに

より，再び経口摂取が可能となり，術後 18 か月を

経て元気に外来通院できていることを振り返る

と，救命および QOL 向上の観点からだけでも本

手術は大きな意義があったと考えている．
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A Case of Extended Operation for Gastric Cancer Accompanied with Gastrojejunal Fistula
and Pancreas Invasion

Satoshi Souma, Kiwao Ishimoto and Harumasa Ohyanagi＊

Department of Surgery, Fujii Hospital
Department of Surgery, Kinki University Hospital＊

A 55-year-old man seen for epigastralgia and weight loss was found in barium radiography and endoscopic
study to have a Borrmann type 3 tumor with a gastrojejunal fistula. At laparotomy, we found that the gastric
tumor had extensively invaded to the transeverse mesocolon, jejunum, and pancreas, although no liver metas-
tasis or peritoneal dissemination was seen. We conducted total gastrectomy with en bloc resection of the pan-
creas body and tail, spleen, transeverse colon and jejunum, followed by double-tract reconstruction, i.e.）the je-
junum and transeverse colon were reconstructed by end-to-end anastomosis. The postoperative course was
relatively uneventful, despite transient cholecystitis, and the man was discharged on postoperative day 40. He
has gained eight kilograms and is recurrence-free 18 months after the operation. Gastrojejunal fistula secon-
dary to gastric cancer is very rare. Our patient is, to our knowledge, only the fifth reported in the world. Ex-
tended curative surgery is the sole choice of treatment.
Key words：gastric cancer, gastro-jejunal fistula, extended operation
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