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はじめに

東京歯科大学は，２０２０年に創立１３０周年を迎え
る。その長く輝かしい歴史の中で，東京歯科大学市
川病院は１９４６年に開設された。それに続いて東京歯
科大学外科学講座の歴史が始まり，１９５０年に初代教
授野口好之先生，１９５８年，第２代教授中島哲夫先生
が就任されている。１９６７年になって，東京歯科大学
市川総合病院となり，第３代教授の加藤繁次先生が
長く務められた後，１９９２年第４代教授吉野肇一先
生，２００１年第５代教授安藤暢敏先生と，慶應義塾大
学外科学教室助教授を務められた先生が就任され
た。
そして，２００８年から私松井淳一が第６代教授を務

めている。外科学講座は，この間に東京歯科大学か
らの大きなご支援，そして千葉県や市川市の地域の
皆さまのご支援のお蔭様で，活発で先進的なチーム
として大きく発展できたことをこの紙面を借りて心
より感謝申し上げる。外科学講座は，このような歴
史の上に立って，２０２０年は７０周年の節目を迎える年
となる。
ここでは，外科学講座の２００８年からの発展を振り

返り，私が取り組んできた肝胆膵領域の外科治療，
特に膵の診断と外科治療の成績，成果を報告させて
いただきたい。

外科手術年間１，０００件達成

外科学講座の年間手術件数は，図１のように２００６
年，２００７年には６００件台であったが，私が着任した
２００８年には７３８件と７００件を越え，２０１２年には８００件
を，２０１６年以降９００件を超えて着実に手術件数を増
やして来た，そして遂に，２０１８年に１，０６１件と初め
て年間１，０００件を越える手術を行うことができた。
我々の外科では，消化器のほか，乳腺，末梢血

管，肺など広い範囲と領域の疾患の外科治療を行っ
ているのが大きな特徴である。このような各領域の
専門スタッフが切磋琢磨しながら外科ワン・チーム
として協働し合って取り組んだ結果として，手術の
件数を大きく増やし，活発なワン・チームとなっ
た。チームの一員である各人が各自の専門領域の外
科医療を担ってくれたし，若手の外科医達は専門医
の下で高いレベルの手術を学び日夜を問わず緊急対
応などに活躍してくれた。
もう少し外科手術の内容を詳しく見てみたい。全
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身麻酔による長時間を要する大きな手術（major
surgery）は，２００６年６２．８％から２０１８年７３．５％まで増
加した。外科は，予定手術や待期手術だけではな
く，救急外来や他診療科の患者などを対象とする緊
急手術にも対応しており，ここ数年の緊急手術は全
手術の１１～１４％を占めている。そして，腹腔鏡や胸
腔鏡を使った内視鏡手術は，２００６年には全手術の
４．２％であったが，２０１８年には３８．３％まで増加し，
消化器外科と肺外科の手術に限ると約７０％までに
なっている。
これは，外科医だけで成し遂げられたのではな

く，もちろん麻酔科や手術室スタッフ，病棟・外来
ナースやその他多くの医師，歯科医師，メディカル
スタッフの協力，支援がなくては成し遂げられな
かった。この年間１，０００件手術達成を記念すると同
時に，これまでの感謝を込めて祝賀会を２０１９年１月
２６日，東京ドームホテルで開催した（図２）。改め
て，多くの皆様のご支援に心よりお礼を申し上げ
る。

肝胆膵外科手術のHigh-volume 施設

私は，肝胆膵領域の外科治療を専門としている。
外科手術の内，膵臓と肝臓の切除術の件数の年次推
移を図３に示した。２００６～０７年には合わせて年間５
～６件であったが，２００８年には１５件，２００９年２８件，
２０１０年３５件と大きく増やすことができた。

この膵臓と肝臓の手術は消化器外科の手術の中で
最も高難度の手術とされ，これらの高難度手術を年
間３０件以上行っている施設は，肝胆膵外科手術件数
の多いHigh-volume 施設として日本肝胆膵外科学
会が「高度技能専門医修練施設」として認定してい
る。我々も２０１１年にこの施設に認定された。外科手
術１，０００件を越えた２０１８年には，膵切除術が２６件，肝
切除術が３３件，合計５９件であった。
私自身の専門領域で取り組んできたミッションの

中から，今永法と幽門輪温存温存膵頭十二指腸切除
術へのこだわり，膵切除術後の残膵への取り組み，
膵癌への挑戦，そして，膵癌早期発見への挑戦の４
つについて，以下に解説したい。

図３ 膵切除と肝切除の件数の年次推移
矢印は松井の着任した２００８年

図２ 外科手術１，０００件達成記念祝賀会
２０１９年１月２６日，東京ドームホテルにて開催
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今永法と幽門輪温存温存膵頭十二指腸
切除術へのこだわり

私が，肝胆膵領域の中で最も執心して取り組んで
来たのは，膵頭部領域疾患に対して行われる膵頭十
二指腸切除術（Pancreaticoduodenectomy：PD）と
言う手術術式（図４）である。
膵頭部，十二指腸，胆嚢・胆管などを一括して切

除して，残った膵体尾部，胆管，胃，小腸を再建す
る手術で，現在の医科診療報酬点数で８３，８１０～
１５８，４５０点と高く設定されており，特に血管合併切
除を同時に行う場合などに高い点数となっている。
この PDは，歴史的に見ると，１８９８年イタリアの

Codivilla が膵頭部癌に対して初めて施行している

が，患者は手術後短日数で死亡している。その後，
アメリカのChild１）が１９４４年，そしてWhipple２）が
１９４５年に再建法に工夫を加えて行った。この膵手術
の先達が行った PD切除後の再建法を図５に示し
た。
彼らの PD再建法は小腸を挙上して膵臓と吻合

し，膵臓，胆管，胃の順に消化管再建をするChild
法，また，胆管，膵臓，胃の順のWhipple 法とし
て，コンセプトは現在まで引き継がれている。日本
では１９４９年に初めての PDが行われているが，１９５９
年今永が新たなコンセプトの再建法である今永法を
発表した３，４）。
この PDの標準的な手技においては，胃を１／２程

度切除することが行われている。これは，胃をすべ

図５ PD後の再建法の変遷
それぞれの論文から再建シェーマを一部改変

図４ 膵頭部領域疾患に行われる膵頭十二指腸切除術
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て残すと胃液中の胃酸分泌が多いため小腸に潰瘍
（吻合部潰瘍）ができることを避けることと，胃切除
と同時に胃の周囲のリンパ節の郭清を行うことを目
的としている。これに対して，胃を切除しない PD，
すなわち，幽門輪温存膵頭十二指腸切除術
（Pylorus-Preserving-Pancreaticoduodenectomy：
PPPD）が，１９７８年，アメリカのTraverso らにより
発表された５）。この方法では，手術後の患者の食事
摂取やQOLが優れていることからわが国でも受け
入れられ普及して来ている６）。従来危惧された吻合
部潰瘍の発生が少なく，癌の根治性が維持されるこ
とを我々も明らかにして来た７，８）。
私は，膵頭部領域疾患に対する PDに，三つの工

夫・こだわりを持って行っている。
まず，最初は，この日本人が考えた日本人の名前

の付いた日本発の PD再建法である今永法に惹かれ
て首尾一貫してこの再建法を行って来ている。この
今永法は，胃，膵臓，胆管の順に他の再建法と異な
り盲端腸管を作らない消化管再建法であり，今永が
発想したように「上部空腸に食物が通過するより生
理的な再建法」である。この今永法が生理的である
のは，胃から出た食物が直ぐに膵臓吻合部を通過す
ることが必然であることから，膵臓と小腸の吻合を
縫合不全の少ない安全確実な方法で行わなければな
らない。
そこで，二つ目として，膵管空腸粘膜吻合法を

行っている９，１０）。この PDが難しい手術となる最も

大きな因子は，膵臓と小腸の吻合が技術的に困難で
あり，この縫合不全が起きると患者が死に至ること
もある合併症だからである。その吻合法を膵臓の切
離や断端の処理，空腸壁漿膜を切離して血流の良い
面として膵管と空腸粘膜と縫合する方法を行ってい
る。
そして，第三はさらにもっと生理的な手術を目指

して，胃を温存する PPPDに今永法再建を行う図
６のような PPPD今永法を行っている７，８）。
これまで１９９９～２０１８年までに２４０例の今永法再建

を行ってきたが，PPPD今永法は１９１例，７９．６％，
PD今永法は４９例２０．４％であった。疾患の内訳は，
膵癌９８例，胆管癌６１例，Vater 乳頭部癌２９例などで
あり，年齢の中央値は６８．５歳（３７～８５歳）であった。
今永法２４０例すべてで見た生存率は図７のように
５０％生存２．９年，５年生存率４３．３％と良好であり，
５年以上長期生存例も多数得られている。PPPD今
永法術後の長期生存例のQOLを見るとその術式，
再建法の優秀性が実感されるが，いくつかの方法で
証明して来ている８，１０－１２）。

術後残膵への取り組み

１．今永法再建だからできる内視鏡アプローチ
今永法が生理的な再建法であることを述べて来た

が，もう一度，図６のシェーマを見ていただくと，
上部内視鏡を胃から進めていくと膵臓，胆管の吻合
口まで到達できることが分かる。他のChild 法や
Whipple 法においては，通常の胃内視鏡ではそう言
う訳には行かない。
そこで，これまで手術後３０日からおよそ半年～１

図６ 幽門輪温存膵頭十二指腸切除術 今永法再建
（PPPD今永法）
P：膵臓，S：胃，J：空腸，B：総胆管，C：結腸

図７ 今永法術後生存率曲線
PPPD今永法と PD今永法を合わせた２４０例
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年の間隔を空けて上部内視鏡検査を行って，胃，十
二指腸，空腸，そして膵管吻合口，胆管吻合口を順
に観察している１３）。
特に膵吻合口と残膵に注目している。膵管口は，

図８のように空腸粘膜に滑らかに連続して開口して
いるが，円形，卵円形，スリット状など形状は様々
で，粘膜や粘膜ヒダに隠れて発見し難いものもあ
る。術後内視鏡検査施行例のうち約９０％で膵管口を
発見，観察でき，X線透視下で膵管内へ細径カテー
テルを挿入して膵管造影検査を行い，膵液を採取し
て細胞診，さらには膵管吻合口の狭窄や再発の診断
や内視鏡処置も行っている。

２．膵切除術後の残膵病変に関する全国アンケー
ト調査

第４１回日本膵切研究会（２０１４年８月，東京ドーム
ホテル開催）の会長を私が務めた。その研究会にお
いて，膵切除術後の残膵病変に関するアンケート調
査を行い，北海道から沖縄までの全国９１施設（回収
率６１．９％）から回答が得られ，２００９～２０１３年５年間
の膵切除総数１５，７７７例を集計することができ（図
９），その中で，１．３％に当たる２１２例の残膵切除が
集計された１４）。
膵切除術後に残った膵臓に対する手術，すなわち

残膵切除は大変難しい手術となるのだが，わが国で
は，術後丁寧な残膵のフォローアップを行うことで
術後残膵の２．７％に病変を診断し，その内の３７．５％
に対して残膵切除が行われていることが明らかに
なった。その残膵切除は残膵全摘術が８５％，D２，
あるいはD１の根治切除が９０％（D２：D１：D０＝

３８：４４：５）に行われていた。困難な手術であって
も術後合併症の発生は２５％と低率で在院死亡は認め
られなかった。すなわち，日本の膵臓外科医は，膵
切除後の残膵に対して丁寧な術後フォローアップ，
診断を行い，積極的な根治的残膵切除術が安全に行
われていることが示された。わが国の膵切除術後追
跡システムは切除可能病変の発見，診断，ならびに
手術適応，術式についても妥当と考えられ，現在の
日本の膵臓外科が世界に誇るべき成績であった。
このアンケートの残膵切除が行われた２１２例の初

回病変の内訳を見ると，膵管内乳頭粘液性腫瘍
（IPMN）８８例，４１．５％，膵臓癌の９０％以上を占める
浸潤性膵管癌（通常型膵癌）８５例，４０．１％，その他３７
例，１８．４％であった。この初回病変が IPMNと浸
潤性膵管癌であった１７３例について，初回病変と残
膵切除された二次病変との関連を調べたところ大変

図８ 膵管吻合口の内視鏡写真
左：膵頭部癌術後４か月，右：胆管癌術後３年

図９ 第４１回日本膵切研究会全国アンケート調査の回答
９１施設
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興味深い結果が得られた（図１０）。
すなわち，IPMNを予後の良い良性 IPMNと予

後不良の悪性 IPMNに大別して検討すると，初回
良性 IPMN５１例では残膵２次病変は良性 IPMNが
５１％と最も多く，悪性 IPMN３７例では２次病変は悪
性 IPMN６８％と最も多く，浸潤性膵管癌８７例ではや
はり浸潤性膵管癌が８９％と最も多かった。初回病変
と残膵切除２次病変との間には密接な関係が認めら
れたことから，初回病変によって残膵フォローアッ
プに注意が必要であることが示された。一方で，従
来言われているように IPMNには浸潤性膵管癌の
併存発生が１６～１８％に認められていることにも厳重
な注意が必要である。現在，この結果を外科瀧川
穣講師が英文論文化しているところである。

膵臓癌への挑戦

日本の最近の統計によると，膵臓癌は，臓器別の
がんの罹患率では男性で７位，女性で６位，全体で
７位となっている。一方，死亡率では男性で５位，
女性で３位，全体では４位，そして，５年生存率は
男性で７．１％，女性では６．９％である１５）。すなわち，
膵臓癌が決して少ないがんではなく，他の臓器がん
に比して際立って治り難いがんであることが分か
る。最近では，芸能人やスポーツ選手，政治家など
が膵臓癌で亡くなるというニュースが相次いだこと
もあり注目を集めており，膵臓癌は「がんの王様」
と呼ばれることもある。
膵臓癌の治療には薬物治療や放射線治療もあるの

だが，治癒できる唯一の治療法は手術であり，手術

できれいに根治的切除することが大切である。私は
膵臓癌の患者さんを何とか手術してきれいに切除し
て治してあげたい，と取り組んできた。PPPD今永
法もその工夫の一つであったが，その他の工夫を紹
介する。

１．門脈合併切除・自家脾静脈グラフト再建術
最初は，門脈合併切除・再建の工夫の一つ「自家

脾静脈グラフト再建」である。
門脈浸潤をしばしば認める膵臓癌では，門脈合併

切除が必要となる。この門脈の再建に当たって切除
範囲が長く端々吻合が困難な場合，腎静脈や腸骨静
脈などの自家静脈グラフトを用いて再建される。こ
のような門脈浸潤の内，膵鈎部の腫瘍で上腸間膜静
脈（SMV）と脾静脈（SPV）合流部から SMV末梢側に
浸潤のある症例では，SPVを温存して SMV切除を
伴う PDを施行。膵体部背側で SPVを剥離，採取
して自家静脈グラフトとして門脈再建を施行すると
言う工夫をしている（図１１）。これについても英文論
文化することにしている。SMVと SPV合流部か
ら，SMV末梢側に浸潤する症例に対する門脈再建
グラフトとして SPVは選択肢の一つになり得ると
考えている。

２．全胃温存・腹腔動脈合併膵体尾部切除術
次に，腹腔動脈根部周囲に浸潤した進行膵体尾部

癌に対する「全胃温存・腹腔動脈合併膵体尾部切除
術」である。この術式では，全胃を温存して腹腔動
脈幹を大動脈分岐根部で切離して総肝動脈を胃十二
指腸動脈分枝直前で切離し，膵体尾・脾切除術
（Distal Pancreatectomy：DP）を行う。膵頭動脈
アーケードを温存することで，上腸間膜動脈から肝
動脈，右胃・右大網動脈から胃，および肝への動脈
血流が維持されると言う工夫である。この術式は，
１９８７年に世界で初めて我々が成功させ１６），現在，
Distal Pancreatectomy with Celiac Axis Resection
（DP-CAR）と呼ばれて広く世界中で行われてい
る１７）。

３．膵癌切除後の門脈内化学療法を用いたAdju-
vant 治療

三つ目は，膵癌切除後のAdjuvant 治療である。

図１０ 初回病変と残膵２次病変との関連
良性 IPMN，悪性 IPMN，浸潤性膵管癌
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膵癌根治切除術後に手術中に門脈内にカテーテルを
挿入・留置して，門脈内に５FU持続注入投与（４
週間）を行う間に，マイトマイシンCとシスプラチ
ンを全身投与（週１回）したところ，術後全生存
（Overall Survival，OS）で５年生存率が７２％と驚異
的な成績が得られた１８）。
この成績を基に，慶應義塾大学外科学教室の肝胆

膵グループが中心となって，東京歯科大学市川総合
病院外科を含む慶應義塾大学の関連施設外科が
加わった「東京膵癌治療グループ〔Tokyo Study
Group for Pancreatic Cancer（TOSPAC）〕」を設立
した。このTOSPACによって多施設共同臨床試験
として，これまで，TOSPAC-０１：浸潤性膵管癌切
除症例に対する門注療法，およびゲムシタビンを用
いた術後補助化学療法の第 II 相試験，TOSPAC-
０２：浸潤性膵管癌切除症例に対する門注療法，およ
び S-１を用いた術後補助化学療法の第Ⅱ相試験，
TOSPAC-０３：切除可能境界浸潤性膵管癌症例に対
する導入化学療法および放射線化学療法の有効性の
検討（第Ⅱ相試験）の三つのスタディを行ってきた。
このうち，TOSPAC-０１では，術後５FU門脈持

続注入＋ジェムシタビン（GEM）投与により，me-
dian OS で３２か月，３年生存率４２．２％，５年生存率
３４．０％と良好な成績であった。次のTOSPAC-０２で
は，術後５FU門脈持続注入＋S-１内服投与によ
り，途中成績ではあるが３年生存率５８．１％と言う結

果であり，さらに良い成績が期待される。

膵臓癌早期発見への挑戦

CT，あるいはMRI で膵癌を早期診断するための
有用な所見は，これまでほとんど無く，主膵管拡張
と途絶，Double-duct sign などが上げられているだ
けだった。また，CT，MRI によって早期膵癌が発
見されたと言う報告もほとんどなかった。最近，膵
の上皮内癌の存在と膵実質の脂肪化・線維性萎縮と
の関係が指摘されたことから，Retrospective Study
を放射線科と共同で行った。
すなわち，当院で２０１１～２０１６年に膵癌と診断され

た患者２４１例のうち，膵癌診断以前に腹部CT検査
が１回以上行われていた症例４１例について，膵癌診
断前のCTを review した。CTで膵癌早期発見の
手がかりとなる可能性のある膵の形態変化の所見と
して，膵のくびれ，主膵管描出，局所的脂肪浸潤の
３つに注目して検討した。
ここで，CTの膵の「くびれ」の定義は，①周囲

の膵実質より口径の狭小化がある，②くびれが２ス
ライス以上で確認できる，③くびれが見られた以後
に撮影したCTでも確認できる。図１２に膵のくびれ
のCTの典型像，およびシェーマを示した。
その結果，４１例中，３２例で上記３つの所見のいず

れかを認めた。
この３２例について，男性１８例，女性１４例，膵癌発

図１１ 膵頭十二指腸切除・門脈合併切除・自家脾静脈グラフト再建
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見時年齢は平均７５歳（４８～９０歳），全例進行癌であ
り，膵癌の占拠部位は頭部１３例，鈎部５例，体部１２
例，尾部２例であった。膵癌診断前の腹部CT撮影
のきっかけ，理由は，何らかの腹部愁訴に対する検
査１７例，膵癌以外の悪性腫瘍患者の検査６例，糖尿
病患者の検査５例，胸・腹部大動脈瘤患者の検査２
例，尿路疾患患者の検査２例であった。
表１のように膵癌診断以前の過去のCTにおける

膵の画像の retrospective な検討で，３２例中，２４
例，７５％で膵のくびれが認められた。膵のくびれ単
独は１５例，４７％，膵のくびれと主膵管描出が同時に
認められたのは９例，２８％であった。以上から，膵
のくびれが膵癌の発生，出現と何らかの関連がある
ことが明らかになった。
そこで，CTで膵のくびれが診断された症例にお

いて，膵癌の早期発見を可能にするのかを明らかに
するために prospective study を始めている。この
研究は，市川総合病院倫理審査委員会に「CTによ
る膵の「くびれ」スクリーニング患者における膵癌
発生早期診断の研究」として申請して承認（Ⅰ １８－
５９）されている。現在までに，腹部CT検査を行っ
た患者約７００例で８例に膵のくびれが見つかり，
prospective に追跡を開始している。それらの症例
では，３～６か月ごとのCT，磁気共鳴画像検査
（Magnetic Resonance Imaging：MRI），および採
血検査で追跡する。その内の１例では，CTで膵体
尾部境界に膵くびれを認め，さらに超音波内視鏡，

内視鏡的逆行性膵管造影，および膵液細胞診を行い
精査した。大きさ５mmのわずかに低エコーを示す
結節，および主膵管の狭窄を認めたが細胞診では陰
性であった。DPを行い，切除膵の病理組織診断で
膵管上皮に留まる上皮内癌（Carcinoma in situ，
pTis）と診断され，脈管浸潤やリンパ節転移を認め
なかった。病変周囲の膵には膵組織は少なく，脂肪
変性，線維化が広範に認められた。
このように，CTの膵くびれは，膵癌の早期診断

に有用な potential のある所見と考えている。

結び

私が，２００８年に東京歯科大学市川総合病院外科学
講座教授に就任して以来，今日まで外科医として思
いっ切り仕事をすることができた。この間の１０余年

表１ 膵癌診断以前のCTに見られた所見

膵癌診断以前の
CT所見

例数（％）
膵癌の発生部位

頭部 鈎部 体部 尾部

くびれ １５（４７％） ５ 1 ７ ２

くびれ＋主膵管描出 ９（２８％） ４ ０ ５ ０

局所的脂肪浸潤 ８（２５％） ４ ４ 0 ０

主膵管抽出のみ ０ ０ ０ ０ ０

所見なし ０ ０ ０ ０ ０

（n＝３２）

図１２ 膵のくびれのCTの典型像２例，およびシェーマ
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を含めて，私の外科医としての４０年間を振り返り，
東歯学会第３０８回総会において，「４０年で識った『一
生勉強，一生青春』」と題した特別講演として，私
の想いをお話しさせていただいた。その講演の内容
をまとめたものが本稿である。
市川の外科で才能あふれる外科チームに恵まれ，

多くの病院スタッフの協力を得て，幸せな外科教授
であり，恵まれた外科部長であったとただただ感謝
して，ここで筆を置かせていただく。
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