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症例

門脈圧克進症に対して牌下大静脈吻合術

(Splenocaval shunt）が施行された 1例発

大阪医科大学外科学教室（指導：麻田栄教授）

円山迫雄・板谷博之・笠川備・岸 智

（原稿受付昭和37年10月1日）

A CASE REPORT OF PORTAL HYPERTENSION 
TREATED BY SPLENOCAVAL SHUNT 

by 

MrcHio ENZAN, HIROYUKI lTAYA, OsAMU KAsAGAWA 

and SATORU KISHI 

Department of Surgery, Osaka Medical College 

(Director : Prof. Dr. Sakae A日da)
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Splenocaval shunt was successfully made following splenectomy as a therapeutic mea-

sure for portal hypertension in 61 y田 rsold female who had complications of frequent 

recurrence of hematoemesis in large amount. 

The surgical technique has been invented by our own department, which synthesize 

advantages of both Eck’s methed and splenorenal shunt. By use of the technique, distur-

bance of hepatic function that results from decr回 seof inflowing blood in to the liver 

could be prevented. In addition, postoperative occlusion of anastomosed site could also be 

avoided, because splenic vein anastomosed with caval vein is thicker than the renal. Al-

though follow-up observation was not sufficient in this particular回 se,it was our impres-

sion that the technique could be considered, when indication was adequately made, as a 

new method of choice for the treatment of portal hypertension. 

最近興味ある門脈圧冗進症の l例を経験したので報

告する．

症例： 61才p 女子．

主訴：反覆せる大量吐血．

E見病歴：昭和36年9月末に別に誘因と思オ）れるもの

なし約2週間に亘り下血を来し全身倦怠感と背痛を

訴え，胃潰疹の診断のもとに治療をそけた. 11月19

L 突然p 約300ccの吐血を来し以後下血が続いたが，

腹痛，浮腫及ぴ黄痘等は認められなかった. I 1月26

日，興奮に引続いて再び約300ccの吐血を来したので

直ちに来院した．

既往歴：数年前から高血圧を指摘されている以外特

に胃症状は評えていない．

家族歴：特記すべきものはない．

現症：体格中等p 皮膚粘膜は蒼白p 脈樗 110，血圧

120～90ll1D1Hg，腹部は全般に粉々膨隆しp 左肋弓下に

3横指牌腫を触れたが，腹壁静脈の怒張p 肝腫脹p 腹

水貯溜等l士認められなかった．

＊ 本論文の要旨は昭和37年2月23日 第二回京都集談会において発表した．
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術前検査：著明な貧血，低蛋白血症以外には特に変

化はみられなかった （表い．

表 1 検査成績（術前） (36. 11. 27.) 

1) 肝機能

I M.G.1 C.C.FI T.T.T Gross I Co.R j高田

瓦石「7庁［τ I2.10 I R4 I 0 

2) 血中アンモニア値 1.6y/cc 

3) 血清蛋白 T.P. = 5.2gr /dl A/G = 3.7 

4) 残余窒素 3.7略%
5）電解質 Na=134mEq/I K=4.5mEq/I 

6) .Hu.糖値 138皿g/dl

7） 血液検査 赤血球 260×104 

血色素 35% 

白血球 8200 

ヘマト クリアト値： 28.5 

8) P. S. P 25% (30分）

9) B. S. P 37.5% (30分）

10) 血清梅毒反応 (-) 

入院後経過 ：入院後，直ちに輸血p 止血剤lの投与，

Pituitrin 20単位の点滴静注等の救急処置により全身状

態の改善をみたが， 20時間後再び約400ccの吐血を来

し，以後2日聞に豆り毎日200～300ccの吐血を反覆し

たので，食道造影，門脈造影等の諸検査は行いえずP

全身状態快復せぬままp 一応，門脈圧元進症による食

道静脈溜よりの出血を推定し，昭和36年II月29日緊急

手術を施行した．

手術所見： 30°Cの低体温麻酔下に正中切開にて開腹

するに，腹腔内に腹水を認めず，腸管は軽度に膨満し

内陸に血液が充満しているのが透見された．胃及び肝

はp 視診並びに触診上異常を認めなかったが，牌は暗

紫色で著明に腫脹しておりp 牌静脈はl立！I2 cmに怒張

且つ蛇行していた．二七 胃冠状静脈も拡張し；横隔膜及

び肝十二指腸靭帯に 3～ 4条の著明な副血行路が認め

られた．一方p 後腹膜においても Reziusplexusの拡

張がみられた．

上腸間膜静脈内にカデーテルを挿入し門脈圧を測定

するに 265mmH20（体血圧倒～70mmHg）の圧冗進を示

した．以上の所見から門脈圧充進症と診断し，先ず，

型の如く牌刻を施行したところP 257mmH20 （休風圧

122～98mmHg) と僅かに8mmH20の門脈圧下降が得ら

れたにすぎなかった．そこで更に，門脈と下大静脈系

とのl吻合が必要と考えp 怒』長蛇行した牌静脈を周囲か

ら充分に剥脱した後p 降局部を可動性とし腸間膜根部

の後側でこれを右下方にヨlき出しp 腎静脈流入部の下

方で下大静脈との間に端側吻合を行った（図 I,2），ご

図 I.牌静脈を下大静脈（腎静脈の流入上部） I~ ＇. 
に吻合

s,,leno cctval ,Shu1tt 
図 2.牌・下大静脈l吻合完成図

のl吻合にはエルプの Nylon糸を使用し 2点支持による

連続縫合を行った．縫合終了 時のl吻合孔の大さは約

2.0cmであった. fl勺合後，門脈圧は 257皿田HzOから 190

m皿HzOとなり約70mmH20の下降を示しぼぽ所期の目的

を達しえたと考えられた．

別出標本：牌は政赤紫色を呈し，大きさは16×11×

6cm，重さは 530grであった．

組織学的所見：牌のリンパ雌胞は萎縮し，中心動脈

の硬化が可成り強＜＇赤髄では F伽oadeniaの像が著明

であった （図 3J.牌静脈は壁全体が浮踊状を呈して
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表 2 検査成績（術後）

第 1回手術 （牌摘 Splenocavalshunt造設）

第2回手術 （胃亜全射）l 陀｜曲I I而 l p ~ 肝 機 能 lと｜血清蛋白｜案 l電解賀工｜血 液ム
！三l ー..., ｜窒 l 相トーl ' 三

M.c. [ C.C.Fi T.T.T; Co.R I Gros i 高田 1$~iT.P.\A/GI 素 1Na K l値｜赤＼Hbl白 Ht P P 

第 1 回手術（36.11. 29) 

1百ト~~loI 1 ' R4 I 2.0 ¥ o ¥ 1.7! 9.51 i.olんj；；一一一一両；－示「二
2W  i 9.0 十 0 I 2 I R3 i 1.97 1 0 I 1.5! 5.0i 0.31 26i 127 4.5 260 40 8-!00 241 17 

3 w I z.o I 3+ I 1 ' Ro [ uo : o I , 5.2j 0.8 33: 136 3.5: 1011 248 40 , 

6 W 3.0 z+ : 6 ! R2 l 1.18 I 0 I 1.41 5.3: 1.2 17！凶 5.2 1戸 l
第 2 回手術

7W  ；ι｜ートー－m40ι900：ー「
E.C.Gにて心筋障害を認める．

いるが内膜に；士宮変はなかった（図4). 

肝は小葉の周辺部て肝細胞に脂肪変性が認められP

中心部で部分的に変性像がみられたが肝硬変の像は認

められなかった（図 5). 

術後経過：順調に経過しp 脈捧106，血圧120～60mm

Hg，尿量は 1日平均 lOOOccで全身状態も良好であっ

たがp 術後9日目からf更が再び黒色泥状となり p 反覆

せる輸血にも拘わらず貧血症状の恢復がみられなかっ

た（表2）.術後41日目から 4日間再び200～400ccの

吐血を来したのでp 上述の Shuntの閉塞を疑い再開腹

を行った．牌・下大静脈吻合部は癒着のため精査出来

なかったがp 前回手術とほぽ同部位で門脈圧を測定す

るに l80mmH20で前回手術時よりむしろ低い値を示

しp 吻合孔の開存が推定されたのでp 今回の吐血は門

脈圧冗進による食道静脈癌破裂以外の原因に依るもの

と考えた．そこで胃を切開し精査するに，胃噴門部に

数ケのポリープ様隆起がありその一つから出血してい

るのが確認された．噴門部より食道の視診を行いp 更

に指を挿入して検査したがp 食道静脈療の存在は認め

られなかった．従ってp 吐血はこのポリープからのも

のと断定しp ポリープを含む胃亜全創術を施行した．

易lj出標本：肉眼的にポリープ状を呈していた部（図

的はp 組織学的にU：，粘膜が隆起し粘膜上皮が剥脱

し間質に漏出性に出血している慢性胃炎であった（図

7, 8 ). 

術後腹腔ドレーンから200～300ccの排液が約 1週間

持続したがp 黒色泥状便は 3日目から消失しp 貧血も

快復し順調に経過していたところ， 8日目に到り総合

不全による急性腹膜炎を合併p 乏尿を来しp 再開腹に

より食道空腸吻合術を施行したがp 意識回復せぬま

ま， 24時間後に死亡した．

考 察

本症例は，牌腫p 貧血，手術時所見並びに門脈圧測

定値，肝・牌組織像からいわゆる Banti氏症候群によ

る門脈圧冗進症と考えてよいであろう．本症は吐血を

主訴とした症例であるがp いま門脈圧と食道静脈痛か

らの出血の関係をみるにp Blakemore1lは300mmH20を

境としてそれ以上の場合ははるかに出血の頻度が高い

とし，木本4）は門!llKJ王が 230mmH20以上あれば常に出

血の危険があるとしている．本症例ではp 最初の門脈

圧が 265mmH20で、あったのでP 一応食道静脈癒からの

出血を考え治療の対象を門脈圧充進症においたので

ある．

ところが第一回の手術後にも尚下血が持続して貧血

が改善せずp 更に第二回目の手術時の門脈圧は正常値

でありp 胃内陸からの出血を認め胃切除により下血が

止り貧血の回復をみた点よりして，本症における吐血

の原因は食道静脈癌破裂によるというよりはp むしろ

慢性胃炎からの出血が門脈圧の冗進によって促進され

ていたものと考える方が妥当のように思われる．門脈

圧元進症に際して慢性胃炎からの出血の可能性をも考

慮すべきことを強調したい．

扱てp 門脈圧元進症に対する治療は即ち出血，貧

ti'l，腹水に対する治療ともいえる．なかでも食道静脈

癌からの出血は直接生命を危険に陥れる重篤な合併症
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であり外科治療の主目的もこの防止にあることは論を

倹たない．この目的に向って1945年頃から門脈系・大

静脈系の吻合が試みられて来たが，その代表的な術式

は Blakemore,Whipple等の門脈・下大静脈吻合術及

び Linton等の牌・腎静脈吻合術の 2つである．今こ

の両術式を比較検討してみるにp 先ず減圧効果の点か

らみるとP Hallenbeck2lや：＼1cDermott6lによれば門脈

．下大静脈吻合術では140～200mmH20の圧降下がえら

れるのに対し牌・腎静脈吻合では 60～70mmH20でそ

の効果ははるかに劣りp 更に，牌・腎静脈吻合では術

後の血栓性閉塞を来しやすいことと相侯って術後の出

血は後者に多いことが挙げられている．即ち， Blake-

more1lによれば門脈・下大静脈吻合術後の再出血は

6.6%であったのに対しp 牌・腎静脈吻合では12.5%に

みられたとし，東大木本外科鈴木7）は牌・腎静脈吻合

後に42%もの高率に出血を認めたと述べている．従っ

てこの術後出血の防止という点からすれば明かに門

脈・下大静脈吻合術が優れている．しかしながら，こ

の術式は肝から門脈血を完全に警ーうという非生理的な

影響のため牌・腎静脈吻合に比し術後肝機能の低下を

来し易く， Meatintoxicationともいうべき Eck氏痩症

候群が発生し易いことは欧米及び本邦においても一般

に認められているところである．例えば， Blakemore1>

はEck氏手術を行った65例中8例が肝不全により死

亡したが牌・腎静脈吻合の54例では l例の死亡をみた

にすぎないといいp McDeromtt6lは Eck氏手術後に57

例中7例（12.2%〕に Eck氏痩症候群が発現し牌・腎

静脈吻合では 119例中8例（6.'i1oJに過ぎなかったと

している．今永3）等も門脈・下大静脈吻合術を行った

24例中13例（5.4%）が死亡したが，その死因は殆んど

肝性：昏睡であったとしている．以上の如しこの両

Shuntはともに一長一短があり満足しうる術式とはい

いがたく一般に次の如く結論しうるであろう．即ち，

門脈下大静脈i吻合では減圧効果は充分で術後の再出血

は少ないがp 肝機能及び肝組織像の著明な変化を起し

Meat intoxicationを発生するl例が多く p 一方p 牌・腎

静脈吻合では減圧効果は前者に比して劣り且つ術後出

血を来す危険が大であるがp 術後の肝機能障害は殆ん

どみられないのである．そこで当教室ではp 両吻合術

の長所をとり入れるべく未だ文献に見られない新しい

術式として牌・下大静脈吻合術が創案された．本法は

門脈血の肝流入量の減少及び消失によって起る肝機能

障害を防止し，しかもP 牌静脈を腎静脈よりも太い下

大静脈に吻合することによって術後の吻合孔閉塞を防

ごうとの意図によって始められたものである．その結

果p 本症例においては効果的な門脈圧降下がみられP

しかもp 術後短期間ではあるが肝障害は殆んどみられ

なかったのである．本症例は残念ながら長期間の観察

を行い得なかったのであるが，牌静脈の太さ，性状，

門脈閉塞部位等から適応をえらぶならLf，本法は門脈

庄元進症に対する一新術式として成立する価値あるも

のと考える次第である．

結 語

慢性胃炎を合併し反覆せる大量吐血を来した61才女

子の門脈圧充進症に対してF 未だ文献にみられない

牌・下大静脈吻合術を施行し，効果的減圧に成功した

症例を報告し，若干の考察を加えた．

（ご指導を賜った麻田栄教授に深謝します）
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図 3 牌の組織像；洞増生と髄索の線維化が

著明. (H. E染色p ×70)

図 5 肝の組織像；肝細胞の脂肪変性．肝硬

変像は認められない.(H.E染色p ×70)

図 4.牌静脈ヵ組織像；壁全体が浮彊状を呈

する. (H.E染色， x70)

図 6. 胃切除標本；矢印の部にポリープ様隆

起がみられる．




