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は　じ　め　に

長い間,これという画斯的な変化がなかった腹部外科

に,鼻近,耳目を集めるほどの大きな変化が認められ

る｡それは手術の縮小化ないし個別化で,このことは

年に　　　　教授が初めて胃切除に成功して迎え

た外科の象明親1)以来,約1世紀にわたって続いてきた

外科手術の拡大化という大きなうねりに,逆行,ないし

挑戦ともいえる動きである｡この蓋になっているのが,

これまでの外科手術で集積された成績と,最近の世の中

の　　　　　　　　　　　重視の風潮である｡

冒の外科の分野もこの例に漏れずというか,このよう

な動きに先鞭をっけたともいえる最も変化の激しいとこ

ろで,鼻近では一般誌2)でも紹介されているほどであ

る｡

特に,冒癌が世界中で最も多い本邦3)では,全国の推

計年間胃癌確患数約6万人4)という値から想像すると,

本邦での年間胃手術数は5万件にも達するものと考えら

れ,胃手術は外科手術のなかで最も多いものの一つであ

り,胃の外科の意義は極めて大きい｡

一方,かっては胃癌以上に手術が行われた胃･十二指

膳漬症は,各種薬剤の開発を始めとする保存的療法の大

幅な進歩により,手術件数は激滅したものの,ここにお

いても手術方法が大きく変化し,術後のQOLの改善に

寄与している｡

本稿では,胃の外科が最近どのように変わりつつある

のかを,図表も用いて述べてみたい｡

上　胃癌について

従来の胃癌根治手術は冒壁を貫通して乗膜にまで顔を

出した進行癌を対象としたもので,胃の切除範囲は通常

以上,広範なリンパ節郭活や,大･小網を始めと

する合併臓器切除などを伴うものである｡このような手

術が,どのような合併症･後遺症を引き起こしてきたか

を考えてみたい(表1 )｡

これらを少しでも軽減するために,表2のような改良

がなされた｡

以下,主な改良点を表2に沿って概略する0

1)内視産的に癌を切除

この方法は,入渠の長年の夢であった｢どこも切らな

いで,無痛的に症を取り去る｣ということを実窮したも

のであり,重代医療の最先端技術の一つである｡つい数

年前までは,このような癌でも,前述の標準的な手術が

行われてきたことを考えると,夢のようである｡そのよ
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表1従来の胃癌に対する胃切除術で起こる合併症･後

遺症とその原因

合併症･後遺症　　　　　　原　　　因

1回食事室の減少,痩せる
･太れない,宴血

食べ物がつかえる

ダンピング症候群(食後の
冷や汗,下痢,腹痛など)

牛乳不耐症,骨粗餐症,ラ
歯

膳の癒着

胃切除範囲が広い,残胃

が小さい

下部食道括約筋の切除

幽門の切除

広範な胃切除,金物が十

二指腸を通らない

大網切除,磨周囲の開腹

刺

うな手術症例成績の蓄積と医療技術の進歩によって,以

下のような内視蹟手術が可能になった｡

適応は,癌巣内に演痘性の病変がない長径　　以下

の粘漠内早親症で,我々が扱う胃癌の約10%を占めるも

のと患われる｡このような例には,これまでの成績上,

リンパ節転移がないので,リンパ節郭活は必要なく,粘

陵内の病巣だけを切除すればよい｡この際,胃癌という

質的な診断だけでなく,前述のような癌の大きさ,深さ

などに関する量的な診断の精度が要求される｡塊在でも

我々はほぼ十分な能力を持っている5)が,超音波エコー

機能を持った内視鏡の導入により,より一層の診断精度

の向上が見込まれている｡

代表的な方法を図1に示した｡

本法は,冒膳の粘肢には痛覚神経が存在しないことか

ら,通常の胃内視鏡検査と同様に,麻酔は咽頭麻酔だけ

で済み,手術時間も30分前後で,原則的には外来通院で

も可能なはどなので患者の負担は開腹手術とは比べもの

にならないほど重い｡

2)腹腔鏡による切除(図2)

全身麻酔を必要とするものの,開腹手術なしに胃壁全

層を切除することができる｡術後,約1週間で退院,そ

の後直ちに勤務可能で,冒の大半が残っているので,従

来の胃切除後に生じる表1のような障害は-切ない｡

3)開腹方法の改良(図3)

開腹手術の後遺症の一つとして,腸の癒着症ないし暢

閉塞が極めて大きな位置を占める｡それは,再開腹を余

儀なくせざるをえないことが決してまれではないからで

ある｡そのときの患者の失望感は,多くは,やっと手術

から回復してこれからというときだけに,非常に大きい

ものがあり,また,担当医にとってもっらいものであ

る｡

このような結果を生む癒着のほとんどすべてが,小腹

の,麿周囲に存在する開腹創-のものである｡そこで,

上腹部横切開を導入した6)｡

従来,上腹部の横切開は肋間動･静脈および肋間神経

を離断するので,腹直筋を始めとする腹壁筋の萎縮を来

たし,さらには腹壁疲痕ヘルニアを庄じるとされてき

た｡しかしながら,小児外科,肝臓外科などではこの横

切開は頻用され,障害を起こしていないことに注目し

た｡

そこで　　　年5月以降,胃切除術にこの横切開を導

表2　胃癌に対する手術の変化

従来の方法　最近の方法(主に早期痘*に対して)

開胸

胃切除範囲

上腹部正中切開　開腹しない-内視鏡による切除
-腹腔鏡による切除

開腹-横切開の導入

上部癌で適応　　ほとんど適応なし

80%以上

リンパ節郭活範囲　広範囲

合併切除臓器　　　大網
〔上部胃癌では碑,塵体･尾〕

幽門　　　　　　　切除

下部食道括約筋　　切除

迷走神経　　　　　切除

5%位からいろいろ

郭活なしまたは狭い範囲のみの郭清

の導入

なし

保存可能

温存

温存可能

*本邦では,最近,胃癌手術の約半数が早期冒癌
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内祝金産像模式図

癌巣直下の粘膜下層に生理食塩液

などを注入して､癌巣を隆起させる｡

ループを癌巣隆起に掛け､把持

相子で癌巣を引張る｡

ループに高周波電流を通じながら､

癌巣隆起を切除する｡

図1　内視鏡による切除

相子が2本通る内視鏡を用いて行う
外来でも可能であるが,

入し,これまでに約100例に行ったが,最初の目論見通

り,虜の癒着による再開腹を1例も経験していない｡

4)開胸の節約

これまで上部冒癌,特に食道への浸潤が疑わしい症例

では,手術視野の確保のために開胸が行われてきた｡患

者にとって,開腹の上に開胸という大きな侵襲が加わ

り,肺炎などを始めとする術後合併症の頻度は激増す

る｡そればかりでなく,開胸という皮襲が個体の免疫応

答力を弱め,腫疲免疫の立場からみて負の作用をする可

能性も示されてる7)0

年以来,それまで専ら肝･月旦遺系の手術に用いら

れてきた吊り上げ式開腹鈎を改良し,それを用いて図4

のように肋骨弓を前･頭側に挙上すると横隔膜が伸展し

て噴門部に良好な視野が待られるようになり,さらに伸

905

数日の入院が一般的

展した横隔漠を切開すると,閲胸せずに食違を約

長切除できるばかりでなく,縦隔下部金運周園のリンパ

節郭清さえ可能になった8)｡

5)胃切除範囲の縮小

従来の胃癌根治手術では,癌の遺残をおそれて,小雪

を全部切除する胃亜全摘　　　切除)または全摘が行わ

れてきた｡進行胃癌では固有筋層より柴膜にかけての層

での癌の浸潤が著明で,それは肉眼的には判定できない

ので,このような手術が行われてきたのである｡そうす

ると,胃の消化･貯留能は全く失われ,食事摂取量の低

下に基づく体重減少や活力低下など患者のQO Lは著し

く低下する｡

一方,早期胃癌では肉眼的な癌の辺縁と組織学的なそ

れがよく一致するので,胃をできるだけ残す工夫がさ

-　39-
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図2　腹腔鏡による切除

図1の内視鏡による切除と異なり,胃壁全層が切除できる｡適応は, ①病が位置的に内視鏡で
は切除しにくい場所に存在する, ②癌が粘麓下層へ浸潤している可能性がごくわずかにある

(切除物を病理組織的に検索し,粘膜下層へ著しく浸潤していれば開腹手術に切り替える)など
である｡

A:腹腔鏡電子スコープ, B :自動吻合筈, C :把持相子, D:モニターTV画面
右上図の　　　　から,それぞれの器械を挿入し, Dで腹腔内をモニターしながら,遠隔的棟作

で手術を行う｡

全身麻酔下で行い,入院期間は約1週間と短いo

れ,癌の部分だけくり貫く梗状切除9)も行われている｡

既述2)の腹腔鏡による胃切除はこの杖状切除の-種で

ある｡

6)リンパ節郭活範囲の縮小

進行胃癌では広範なリンパ節転移がしばしば認められ

るので,従来は胃の周囲のみならず,腹腔動脈や牌動脈

周囲さらに肝十二指腰間膜のリンパ節まで,一律に郭清

が行われていた｡このような広範園の郭清は麻酔･手術

時間の延長,出血室･輸血量の増大を来し,手術のリス

クを高め,患者の術後QOLを低下させる｡早親胃癌で

はリンパ節転移が極めて少なく,あっても原発巣の近傍

だけ5)なので,リンパ節郭活の範囲を狭めることができ

るo　また,転移陰性の遠隔リンパ節は抗腫症的作用を持

ちうる10)という報吾もあり,リンパ節濫存の必要性も考

えなければならない｡

7)合併切除臓器

(1)大網

大網はこれまで胃癌根治手術では,盲嚢内の腹漠転移

切除のための盲嚢切除の一部として(図5),およびリン

パ節転移の切除のためにできるだけ多く切除されてき

た｡そのために,術後,開腹創と小腸の間に隔壁がなく

なって強固な癒着が生じ,胃癌根治術後の膳閉塞はしば

しば認められているo　また,大桶は腹腔内パトロール隊

といわれるほど,炎症などの発生に際し迅速に局所を保

護し,また鼻近ではリンパ組織ないし免疫器官としての

役割が認識し始められている

(2)碑,輝体･尾部

牌,樽体･尾部は上部胃癌では主にリンパ節郭活の完

全性を求めて切除されてきた｡しかし,同部のリンパ節

転移の頻度は極めて低く,碑摘による免疫学的および血

夜学的に負の事項が起こりうることから,最近では症例
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図4　吊り上げ式開腹鈎を用いた開胸節約型噴門

部胃癌根治手術
矢じり:金遺浸潤を伴う噴門部胃癌,矢印:

吊り上げ方向

d

図3　開腹方法の改良
a.胃の手術に従来行われている｢上腹部正

中切開｣ :磨周圏に創ができる｡
b.上腹部槙切開,胃手術の多くはこの創で

手術可能であるo

c.上腹部創切開+頭側正中切開,肋骨弓の
狭い例ないし噴門郭に広い視野を求めると

きには,図のように横切開の頭側にわずか
の正中切開を追加する｡

b. Cいずれも磨周囲に創がない｡
d.上腹部切開創と腹部臓器の関係:創は横

行結虜より頭側に位置するので,創と小腹

とは癒着しない｡ L:肝, S:冒, TC:
横行結膳　　　　上行結膳, U :磨

をかなり限定して,これらが行われるようになった12)｡

勝体･尾部切除は術後合併症･後遺症として購症,糖尿

病がまれではない｡

8)幽門保存胃切除(図6)

胃切除後患者の大きな悩みの一つにダンピング症候群

がある｡これは胃切除の際に幽門も-緒に切除されて幽

門という-種の関所がなくなり,金物が残冒に貯留せず

急速に小腸に墜落する　　　　　　ことで,小腹が過敏

に反応してしまうために起こる現象である｡症状として

は,金後の腹痛,腹鳴,下痢,堰気,冷汗,失神,空腹

時の低血糖発作などである｡これまで長い間,胃切除で

は必ず幽門も切除されてきたが,これは脱迷走神経され

-41一

図5　胃癌手術における盲嚢切除の意味(胃を中心
にした正中矢状面)
胃の後壁にできた癌が柴膜を破って発育する
と言盲嚢内に播種性の転移を起こすo　そこ
で∴=のような冒癌では冒だけでなく,盲裏
を形成する大･小網,横行結腰間膜前葉など
妄蘭除(妄豪功除)するo
灰色部:盲裏, TC:横行結膳, J :空腹,
M :横行結腺間膜(mはその前葉),
P :購被膜
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図6　幽門保存胃切除術(文献13より)

P :幽門, R :消化性演症に対する広範胃切除　　　　の切除部分,右は完成図

た幽門を残すと幽門塵撃が起こって金物が同部を通過し

ないと考えられてきたからである｡ところが,脱迷走神

経された幽門部を　　　だけ残すと,幽門症撃は起こら

ずに,しかも幽門機能だけが温存されることがわかり,

症例を選んでこのような手術が行われるようになった13)
14)

○

幽門機能の温存は,単にダンピング症候群の防止のみ

ならず,胆汁,十二指鹿波の残胃内さらには食遺-の逆

流を防ぐので,残胃の発癌や逆流性金遺炎を抑えること

ができる｡

9 )下部金遺括約筋の温存

胃全摘や噴門伽胃切除後の患者の大きな悩みの一つ

に,逆流性金道炎によるひどい胸焼けがある｡これは明

け方に起こり,そのひどさを患者は, ｢まるで灼熱の鉄

棒で,腹からのどに突き上げられるよう｣と表窮するほ

どのものである｡これは,噴門部切除による逆流防止機

構の欠如によるo　この逆流防止機構の一部を担うのが,

食遺下端の下部食遺括約筋で,これまでは癌の達残をお

それてこれも切除されていた｡ところが最近では,なる

べくこれを残そうという試みがなされ,成績は非常に良

い

10)迷走神経の濫存

腹腔内諾月蔵器への迷走神経は噴門部を通過するため

に,これまでの胃切除では無造作に切離されてきたo　こ

のことが,胃切除後の下痢や,月旦石の発産を助長してい

る可能性があり,最近では迷走神経を濫存する術式が行

われるようになった16)｡

以上,胃切除･リンパ節郭活範囲の縮小,諸臓器の温

存について述べてきたが,これらによる病の遺残の可能

性は,従来の標準手術のそれよりも大きい可能性は否定

できないo　しかし,従来の早期胃癌術後30日以内死亡率

は　　　強も認められており,さらに手術に直接的に

関与する死亡例として術後　　以降の,入院中死亡例

や,輸血後肝炎など標準手術が抱える多くのマイナスの

園子をこれに加えて考慮しなければならない｡このよう

な手術のリスクと,縮小手術における癌達残の可能性お

よびQOLとをバランスにかけると,縮小手術の重みが

認識できる.

ll)代用胃(図7)

切除された胃の代用物を,小腹を加工して嚢状にした

り,大脇を用いて作製することも現在普及しつつあるo

しかしながら,胃と膳の消化･吸収能力の違い,幽門の

欠如などはいかんともしがたく,手術操作が複雑な割り

にその結果は期待されたほどでないことが多い｡

12)術式の拡大

これまで主に術式の縮小について述べてきたが,症例

を選んでの術式の拡大も最近の傾向としてある｡

(1)腹部大動脈周囲リンパ節の郭清

広範囲に及ぶ十二指月差授動術,左腎の後腹膜からの脱

転操作などの手術法の改良により,腹部大動脈周囲リン

パ節の郭活が可能となり,進行癌の一部に適応され, -

応の成績が発表されている18)｡

(2)柴膜浸潤陰性ないし高分化型腺癌胃癌に対する血

行の孤立化
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｣
二図7　代用胃のいろいろ

a :胃全摘後,空腹で作った代用胃
b :冒全摘後,回膳末端,盲膳,上行結腸で作った代用胃
C :胃亜全摘後,空腹で作った代用胃

作製された代用胃

図8　消化性漬症に対する2/3冒切除の望論と実

際
A 1 :左胃動脈　　　　左胃大桐動脈

Ll :口側切離線, AlとA2の最終前枝の
口側に設定

し2 :旺門側切離縁,幽門(P)の旺門側に設
定

早期胃癌を始め,このような胃癌の再発形式は,血行

性転移と考えられている肝転移再発が圧倒的に多い｡そ

(. I.I...::it:.::T.::.".....I.n::;:1.pu..i.....;.,....(..

D:十二指膳, E:食道　　残胃

909

こで,手術開始時に胃癌原発巣周囲の動･静脈を結紫し

て,癌細胞の血中-の逸脱を防いでいる｡

(3)乗漠浸潤陽性例に対する抗癌剤の腹腔内撒布

この型の胃癌の再発形式は,腹漠再発が最も多い｡柴

膜浸潤が広乱に認められる胃癌では,肉眼的に腹膜転移

が認められなくとも,腹腔内の洗浄細胞診を行うとすで

に癌細月包が認められることが多い19'｡そこで,開腹時に

シスプラチンなどの強力な抗癌剤を大量に腹腔内に散布

する｡癌編胞は熟に嘉射､ということで　　前後に温め

た塗金波で腹腔内を連流する温熱療法も行われている

ごく鼻近,我々は著者の-人である田中が考案した

腹腔内留置シートを用いた抗癌剤投与法を開発し,好成

績を上げている21)｡

なお,前項にも関係するが,胃癌の再発形式は全体と

して圧倒的に腹膜再発が多く,次いで肝転移再発が認め

られ,リンパ節再発は意外に少ない｡

2.消化性潰症に,ついて

消化性漬症に対する手術は　　年代までは胃癌とほ

ぼ同数あるいはそれ以上に行われていたoその後,胃の

生理･病態学の発展および強力な抗溝症薬の出場によ
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り,消化性演慶に対する手術は漸減し.今では潰症の穿

孔,出血などによる緊急手術以外にはほとんど行われな

くなった｡ただし,これらの緊急手術も,内視鏡治療な

どの発達により,これまた減少しているが,これについ

ては後に述べる｡

実数を挙げてみると,当外科では冒癌手術が年間約50

例であるのに対し,消化性演症の手術は数例に過ぎな

い｡

消化性演症に対する手術も大きく変わり,かっては一

律に広範胃切除,すなわち2/3冒切除が行われ,術後

の患者は冒癌の項で述べたような,残胃が小さいことに

よる弊害を被っていた｡その際は,幽門も切除されるの

で,ダンピング症候群にも悩まされる｡

なぜ,小さい漬症にもかかわらず,このように2/3

もの大きさの冒が切除されなければならないのであろう

か｡

消化性漬症の元凶は胃酸である｡胃酸で自分の胃や十

二指臓を消化してしまうので｢消化性｣演症といわれ

る　　　　胃切除をすると,図8のように胃酸分泌細胞

である壁粕胞の童顔密区域がほとんど切除され,冒酸が

出なくなるということが,その理由である｡つまり,こ

れだけの胃切除を行わないと演痘発生の条件が変化しな

いので,演症が高率に再発してしまう｡

前述のような悲惨な術後を防ぐために,壁細胞に胃酸

分泌の指示を与える迷走神経を切離して,胃を丸ごと残

したり,胃切除を行っても約1/3の小範囲にとどめる

などの術式が開発されている｡

迷走神経の切離は開腹せずに,腹腔鏡で行うこともで

きる22)｡ただし,開腹でも,腹腔鏡でも迷走神経の切離

はその専門家でないとできない｡この点　　　　胃切除

は一人前の一般･消化器外科医なら誰でも一応はでき

る｡

3.緊急胃手術

以下に述べるような理由で,緊急の胃手術はかなり減

少している｡

冒出血や冒穿孔は,夜間ないし年末･年始など,患者

にとっても医療施設側にとっても都合の悪いときに起こ

りやすいので,この減少には大きな意味がある｡

1)胃出血に対して

内視鏡機器と技術の大幅な進歩により,現在では胃出

血のほとんどは開腹手術なしに内祝鐘的に止血可能と

なった｡すなわち,出血点が内視鏡で確認することさえ

できれば,それが辛自動性の動脈出血であっても,かって

はこれが認められれば直ちに開腹手術であったが,そこ

に純アルコールを局達して組織凝固を起こさせ,止血可

能である｡局注の代わりにレーザー光線照射,高周波電

気凝固,マイクロ波凝固なども用いられる｡

内視鏡的な止血で多くは永久止血効果が待られるが,

なかには再出血する例もまれではない｡再出血しても手

術はもはや緊急ではなくて,準緊急となり,患者,医療

施設ともに手術に対する準備を整えることができる｡

2)胃穿孔に対して

これも従来は,腹部単純レントゲン撮影などで診断が

つきしだい,那,開腹手術が行われてきたが,最近で

は,診断がされても汎発性腹膜炎症状の増悪がなけれ

ば,保存的に治療されるようになった｡また,例え開肢

手術になっても,以前のような一律な2/3胃切除では

なく,穿孔部を大網で被う,冒を濫存する術式が行われ

る｡さらに最近では,開腹せずに,腹腔鏡的に同様な藻

作を行うことも可能である

お　わ　リ　に

胃の手術は一般･消化器外科医の基本的な手術の-つ

であるから,一人前の一般･消化器外科医なら,標準的

手術はできる｡しかし,単に癌,演症などの疾患からの

開放だけでは溝足せず,術後のQOLも重視しなくてほ

ならなくなった現代では,患者それぞれに合った個別的

な,つまり,オーダーメード的な手術が要求される｡

このような手術は,消化器外科医のなかでも胃外科に

通暁している者がいる施設で初めて可能である｡このよ

うな専門分化は,実に消化審外科全域に存在しているの

である｡よく考えてみるとこのようなことは,医学全域

にとどまらずに,すべての分野に認められており,豊富

な情報ないし情報過多ともいえる現代の恐ろしさの一つ

であろう｡
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