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症例は 52 歳の女性で，心窩部痛の精査のためのCTで膵頭部腫瘍を指摘され当院を紹介受診
した．上部消化管内視鏡検査でVater 乳頭の 2.5cm肛門側で乳頭側に 4cm大の粘膜下腫瘍を認
めた．超音波内視鏡検査で十二指腸の第 4層と連続する腫瘍を認め，十二指腸 gastrointestinal
mesenchymal tumor（以下，GIMT）と診断した．悪性も否定できないため，十二指腸分節切除
術を施行．再建はTreiz 靭帯より 30cmの空腸を切離し後結腸経路で空腸を挙上し，十二指腸下
行脚と側々吻合した．空腸の口側断端は盲端とし，挙上空腸と側々吻合した．病理組織学的診
断は平滑筋腫であった．術後経過は良好で，術後造影検査で吻合部の通過は良好であった．本
邦においてVater 乳頭対側のGIMTに対する楔状切除の報告は多いが，膵臓側のGIMTに対
し分節切除後に再建した報告は少ないため，文献的考察を加え報告する．

はじめに
十二指腸に発症したGIMTに対しての手術術

式はその腫瘍の大きさ，部位，周囲組織との関係
によりさまざまであり，Vater 乳頭側の腫瘍で
Vater 乳頭部との距離がない場合や，膵実質との
境界が不明瞭で剥離操作が困難な場合は膵頭十二
指腸切除術が施行されることもある１）．乳頭部から
離れた部位の腫瘍に対しては，十二指腸楔状切除
術や十二指腸分節切除術，Pancreas-sparing distal
duodenectomy（以下，PSDD）２）などが選択されう
る．
本邦においては十二指腸Vater 乳頭対側に発

症したGIMTに対し楔状切除を施行し再建した
報告例は多い３）～８）が，Vater 乳頭同側に発生した
GIMTに対して分節切除術を施行し再建した報告
は少ないので，文献的考察を加えて報告する．

症 例
症例：52 歳，女性
主訴：心窩部不快感

既往歴：子宮筋腫に対し筋腫核出術．
現病歴：2007 年 6 月頃より心窩部不快感を自

覚していた．その後も症状が改善しないため前医
で腹部造影CTを施行し，膵頭部の腫瘍を指摘さ
れ，精査加療目的で当院を紹介受診した．
初診時現症：貧血および黄疸は認めず，表在リ

ンパ節も触知しなかった．腹部は平坦・軟で圧痛
を認めず，腫瘤は触知しなかった．
入院時検査所見：血液検査では特に異常値は認

めず，腫瘍マーカーの上昇も認めなかった．
上部内視鏡検査所見：下十二指腸角に境界明瞭

な隆起性病変を認め，表面に潰瘍を認めた（Fig.
1）．
上部超音波内視鏡検査所見：十二指腸壁の第 4

層と連続する内部エコー不均一で結節分葉状を呈
する大きさ 3.8×3.4cmの腫瘤像を認めた（Fig.
2）．以上の内視鏡検査所見より，大きさが 3cm
以上で結節分葉状を呈し，内部エコーが不均一で
潰瘍を伴うことから木田ら９）によるとGIMTの
malignant sign は 4 点であり悪性を疑わせる所見
であった．
低緊張性十二指腸造影検査所見：Vater 乳頭の

日消外会誌 ４２（5）：499～504，2009年

＜２００８年 12 月 17 日受理＞別刷請求先：金澤 周
〒241―0815 横浜市旭区中尾 1―1―2 神奈川県立が
んセンター消化器外科



52（500） 日消外会誌 42巻 5 号十二指腸分節切除後に再建方法を工夫した十二指腸平滑筋腫

Fig. 1 Gastrointestinal endoscopic examination re
vealed a submucosal tumor with ulcer was 4cm in 
diameter at the 2.5cm distal and same side of the 
Papilla Vater of the duodenum.

Fig. 2 Endoscopic Ultrasonography showed an tu
berous and segmental irregularechoic area in the 
submucosal tumor（arrow head）. The tumor was 
derived from the muscle layer of the duodenal wall
（arrow）.

Fig. 3 Hypotonic duodenography showed a 42mm 
filling defect（arrow head）with well-difined mar-
gins in the 2.5cm distal and same side of the Papilla 
Vater of the duodenum.

2.5cm肛門側・乳頭側の下十二指腸角に境界明瞭
な大きさ 42mmの陰影欠損像を認めた（Fig. 3）．
腹部骨盤造影CT所見：十二指腸と膵臓に接す

る大きさ 40mmの low density area を認め，周囲
臓器への浸潤は認めなかった．
以上の所見から，Vater 乳頭の 2.5cm肛門・乳

頭側の下十二指腸角に発生したGIMTと診断し，
悪性も疑われることから手術の方針とした．
手術所見：上中腹部正中切開で開腹した．病変

は下十二指腸角のVater 乳頭側に存在し大きさ
は 3.5cmであった．周囲にリンパ節の腫大は認め
なかった．最初にKocher の授動を行い十二指腸
を十分脱転した．次に，術中エコーを施行し，膵
臓への浸潤がないことを確認した．そのうえで，
胆囊摘出術を行い，胆囊管より造影用チューブを
挿入し，Vater 乳頭部より十二指腸内に誘導する
ことでVater 乳頭部の目印とし，腫瘍対側の十二
指腸を切開しVater 乳頭部から腫瘍口側までの
距離が 2.5cmと十分にあることを確認した．以上
の所見から，腫瘍を含めた十二指腸分節切除術が
可能と判断した．膵臓から十二指腸を剥離し，
Vater 乳頭部の位置を確認しながら自動縫合器
（GIATM Universal 60mm white）を用いて十二指
腸を縫合・切離し腫瘍を摘出した．
再建はRoux-en-Y 再建に準じて行った． まず，

Treiz 靭帯より 30cmの空腸を切離し，腸間膜の
ねじれが生じないように留意し，後結腸経路で挙
上した．十二指腸下降脚と挙上空腸を自動縫合器
（GIATM Universal 60mm white）にて側々吻合し
自動縫合器挿入口は手縫いで縫合閉鎖した．空腸
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Fig. 4 Segmental resection of the duodenum with the tumor was per
formed（left）. Reconstraction was carried out with duodenojejunostomy
（side to side）（right）.

Fig. 5 A：Surgical specimen of the duodenum 
showed a submucosal tumor with ulcer, measuring 
4.5×2.8×2.8cm in diameter. B：Cut surface of sub
mucosal tumor was white color and fibrosis.

の口側断端（Fig. 4＊）より自動吻合器（Premium
plus CEEATM 25mm）を挿入しTreiz 靭帯より 25

cmで挙上空腸と側々吻合し，自動吻合器挿入口
は自動縫合器（GIATM Universal 60mm white）に
て縫合閉鎖して盲端とした．術後に腸管の流れが
自然になるように挙上空腸同士を縫合固定し，横
行結腸間膜にも縫合固定した．造影用チューブは
減圧のため総胆管内に留置した．また，経鼻胃管
を挙上空腸内に進め減圧チューブとした（Fig. 4）．
十二指腸空腸吻合部と膵臓の剥離面とWinslow
孔にドレーンを留置し手術を終了した．
摘出標本所見：十二指腸に 4.5×2.8×2.8cmの

白色線維性の腫瘍が粘膜下に認められ，一部潰瘍
を認めた（Fig. 5）．
病理組織学的検査所見：組織学的には腫瘍は固

有筋層と連続しており平滑筋様細胞の増殖を認め
た（Fig. 6）．核分裂像は 4�10 HPFで，免疫染色検
査で SMA（＋），s-100（＋），c-kit（－），CD34
（－）であり，神経への分化を示す成分を混じた平
滑筋腫の診断であった．
術後経過：術後 8日目に飲水開始し，術後 9日

目に流動食を開始した．術後 10 日目の吻合部造影
検査では十二指腸への造影剤の流出は良好であっ
た（Fig. 7）．術後 17 日目に軽快退院した．現在，
術後 8か月で，経過良好である．

A

B
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Fig. 6 Microscopic findings revealed spindle-shaped 
forming tumor cell.（×100, H.E stain）.

Fig. 7 On postoperative day 10, an upper gastroin
testinal roentgenographic series showed a smooth 
passage of the contrast medium through duodeno
jejunal route.

考 察
十二指腸に発症したGIMTに対しての手術術

式はその腫瘍の大きさ，悪性度や周囲組織との関
係により，十二指腸部分切除術から膵頭十二指腸
切除術までさまざまである．Vater 乳頭部から離
れた部位の腫瘍に対しては，十二指腸楔状切除
術３）～８）や十二指腸分節切除術１０）～１３），PSDD２）などが
選択される．
歴史的に十二指腸部分切除後の再建方法につ

いては，Lawrence ら１４）が行った Finney’s pyrolo-
plasty 変法や空腸の serosal patch 法１５）１６），十二指
腸空腸吻合にRoux-Y 再建を加えた方法（double
tract 法）１７）などが報告されている．

本邦において，十二指腸部分切除（楔状切除あ
るいは分節切除）を施行し，その再建方法につい
て図示した報告は，「十二指腸」「手術」「再建」を
キーワードとして 1987 年 4 月から 2008 年 3 月ま
で医学中央雑誌で検索した結果，10 症例が報告さ
れており３）～８）１０）～１３），本症例が 11 例目となる（Table
1）．十二指腸水平脚のVater 乳頭側に発生した
GIMTに対して分節切除を施行した症例の報告は
Sakamoto ら１３）の報告があり，Vater 乳頭直下から
十二指腸水平脚までを分節切除し，再建は空腸を
切離せず，ループを作成して挙上し，十二指腸口
側断端と空腸の端側吻合にて行われた．今回，我々
が施行した十二指腸分節切除後の再建方法は，本
邦では初めての報告となる．
今回の手術における留意点は，第 1に Vater

乳頭からの距離を保って腸管を切除することであ
る．胆囊摘出術を施行し，胆囊管から造影用 tube
を十二指腸まで挿入することで，十二指腸切除時
に用手的に造影用 tube を確認しながらVater 乳
頭を巻き込まないように安全，確実に十二指腸を
切除することができた．第 2に，Roux-en-Y 再建に
準じてY脚を作成し，十二指腸空腸側々吻合を
行ったことである．Sakamoto ら１３）は空腸を切離せ
ずループを作成し，十二指腸空腸端側吻合を施行
したが，この方法の場合，Vater 乳頭から十二指腸
下行脚断端までの距離が吻合のために十分に保た
れている必要がある．これに対し，今回の方法の
場合は吻合部がVater 乳頭対側になるため，十二
指腸下行脚の断端がVater 乳頭直下であっても，
安全に十二指腸空腸吻合を施行できた．第 3に十
二指腸空腸吻合後に腸管の流れが自然になるよう
に挙上空腸の腸間膜側同士を漿膜筋層縫合にて縫
合固定し，横行結腸間膜にも縫合固定し流出路を
直線化したことである．これにより，術後の吻合
部造影検査においても，通過障害は認めなかった．
以上の点に留意し，今回の手術を施行後 8か月

経過した現在も通過障害等の合併症は生じていな
い．
以上のことから，今回，我々が十二指腸分節切

除後に施行した器械吻合を中心とした再建法は有
用な方法と考えられた．
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Table 1 Reported case of partial duodenal resection for GIMT of duodenum. These reports were illustrated the 
method of reconstraction after partial resection of duodenum in Japan.

Stenosis after 
operation

Method of 
reconstraction

Operative 
procedures

Location of the 
duodenum

Histopathological 
diagnosesSexAgeYearAuthor

（－）End to side 
duodenojejuno-

stomy

Segmental resectionNot papilla Vater 
side of the 2rd 
portion

LeiomyosarcomaM621995Kawano10）

（－）Side to end 
duodenojejuno-

stomy

 Segmental resectionNot papilla Vater 
side of the 3rd 
portion

LeiomyosarcomaM541996Ogata11）

（－）End to side 
duodenojejuno-

stomy

Segmental resectionNot papilla Vater 
side of the 3rd 
portion

Gastrointestinal 
autonomic nerve 

tumor

F491998Morinaga12）

（－）Side to side 
duodenojejuno-
stomy＋Roux-
en-Y recon-
straction（dou-
ble tract 
method）

Wedge resectionNot papilla Vater 
side of the 2nd 
portion

Stromal tumorM831998Miki3）

（－）Side to side 
duodenojejuno-
stomy＋Roux-
en-Y recon-
straction（dou-
ble tract 
method）

Wedge resectionNot papilla Vater 
side of the 2nd 
portion

leiomyosarcomaM752000Nagano4）

（－）Side to end 
duodenojejuno-
stomy＋Roux-
en-Y recon-
straction（dou-
ble tract 
method）

Wedge resectionNot papilla Vater 
side of the 2nd 
portion

leiomyosarcomaM522000Kajimoto5）

（－）Biriloth IIWedge resectionNot papilla Vater 
side of the 2nd 
portion

Gastrointestinal 
stromal tumor

M782001Matumoto6）

（－）End to Side 
duodenojejuno-

stomy

Segmental resectionPapilla Vater side of 
the 3rd portion

Gastrointestinal 
stromal tumor

F312003Sakamoto13）

（－）Side to side 
duodenojejuno-
stomy＋Roux-
en-Y recon-
straction（dou-
ble tract 
method）

Wedge resectionNot papilla Vater 
side of the 2nd 
portion

Gastrointestinal 
stromal tumor

F732007Nishida7）

（－）Reconstruction 
with isolated 
pedicled seg-
ment of jeju-
num

Wedge resectionNot papilla Vater 
side of the 2nd 
portion

Gastrointestinal 
stromal tumor

F672008Mori8）

（－）Side to side 
duodenojejuno-
stomy＋Roux-
en-Y recon-
straction

Segmental resectionPapilla Vater side of 
the 2nd to 3rd 
portion

LeiomyomaF52Our case
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Deviced Reconstruction after Segmental Resection of the Duodenum for Leiomyoma of the Duodenum
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Ryo Takagawa, Hirochika Makino, Yasuhiko Nagano, Shouichi Fujii,

Toshio Imada＊ and Chikara Kunisaki
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A 52-year-old woman admitted for a pancreas head tumor detected by abdominal computed tomography was
further found in gastrointestinal endoscopy to have a submucosal tumor 4cm in diameter 2.5cm distal and on
the same side of the papilla of vater of the duodenum. Endoscopic ultrasonography showed a submucosal tu-
mor deriving from the duodenal wall muscle layer. Based on a diagnosis of duodenal GIMT and unable to rule
out the possibility of malignancy, we conducted segmental duodenectomy, reestablishing gastrointestinal con-
tinuity by creating a Roux-en-Y loop of the jejunum through the retrocolic route and side-to-side duodenoje-
junostomy and jejunojejunostomy. Histological examination indicated leiomyoma. The postoperative course
was uneventful, and an upper gastrointestinal imaging series showed smooth passage of contrast medium
through the duodenojejunal route. We review reports of duodenal wedge resection for GIMT opposite the pa-
pilla of vater. Segmental duodenal resection for GIMT at the same side of the papilla of vater is rare.
Key words：leiomyoma of the duodenum, GIMT（gastrointestinal mesenchymal tumor）, segmental duodenec-

tomy
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