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食道の周囲には心臓，大動脈，気管，肺などの重要臓器をはじめ，反回神経，迷走神経などもあり，
手術操作によっては術後の機能障害を来す一因になる。

食道がんに対する手術は胸部，頸部，腹部と範囲が広く，侵襲が高いため，起こり得る術後合併症を十分に把握し，
その内容に合わせた術前・術後の患者管理が重要である。
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タテ幅広げるときは
バックパターンごと
下げて広げる

は、その都度バランスみて
位置を調整

ポイント１つのとき

ポイント複数のとき

経などもあり

本特集に
関連する動画が
本誌読者専用サイトで
閲覧できます。

詳しくはP.14へ

消化管疾患の治療
特集1 動画･画像で学ぶ！

加古泰一
兵庫医科大学　放射線医学講座　助教

放射線医学講座　助教
竹林克士

滋賀医科大学　外科学講座　消化器・乳腺・一般外科　病院助教

兵庫医科大学　放射線医学講座
助教　放射線医学講座　助教　加古泰一
助教　放射線医学講座　助教　加古泰一

食道がんに対する外科治療

和歌山県立医科大学　内科学第二講座
助教　瀧　真也　　准教授　井口幹崇

食道静脈瘤に対する内視鏡治療
～サブタイトルダミー

外科的治療が行われる
食道がんとは

　食道がんの治療には，内視鏡治療，手術

治療，放射線療法，化学療法などがあり，

それぞれの臨床病期によって治療方針が決

まります。一般的に，StageⅠ～Ⅲでは手

術を中心とした治療が選択されることが多

く，進行がんの場合は術前化学療法が行わ

れることもあります１）。他臓器に浸潤を認

め切除が困難な症例では，化学療法や放射

線療法後に切除が可能となれば手術を行う

場合もあり，それぞれの治療を組み合わせ

た集学的治療が選択されます。

食道がんに行われる外科的治療

　手術は大きく，胸部操作，腹部操作，頸

部操作に分かれます。一度に広範囲の操作

を行うため侵襲が大きく，全身状態が悪い

症例は，術後合併症を発症して致命的とな

ることがあります。

　胸部操作については，開胸手術，胸腔鏡

手術，ロボット支援下手術などさまざまな

方法が選択されますが，アプローチ方法が

違っても，胸腔内で行われる操作（食道の

切除，リンパ節郭清，血管処理）は，基本

的に同じです。手術では，主に剝離鉗子，

はさみ，電気メス，凝固切開装置を用いて

組織の剝離，切離を行います。

　本稿では，食道がんに対する腹臥位胸腔

鏡下手術の流れを紹介します。

手術全体の流れ

①術前処置（弾性ストッキングの着用，臍

処置など）

②手術室入室，麻酔開始，体位は腹臥位を

とる

③胸部操作から開始（リンパ節郭清，食道

手術全体の流れ
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の切離）

④胸部操作終了後，体位は仰臥位をとる 

頸部操作（リンパ節郭清）と腹部操作

（胃周囲のリンパ節郭清，胃管作成）

⑤吻合（頸部で残った口側食道と胃管をつ

なぐ）

⑥洗浄，止血の確認，ドレーンの留置

⑦閉創

⑧麻酔からの覚醒，抜管，バイタルサイン

のチェック

⑨ICUに帰室

胸部操作

　基本的な手術の流れとして，周囲のリン

パ節を含めて食道を剝離します。リンパ節

郭清を行いつつ，食道を栄養する血管を凝

固切離します。胸腔内の操作で特に重要な

のは，上縦隔での反回神経周囲リンパ節郭

清です。

　食道がんは反回神経の周囲にあるリンパ

節に転移しやすいため，十分に郭清しなけ

ればなりません。しかし，過度な牽引や熱

損傷が反回神経に加わると，反回神経麻痺

が生じて嗄声や肺合併症，気道閉塞の原因

となり，周術期だけでなく長期的にも生活

の質の低下につながる可能性があります。

反回神経周囲の操作は，リンパ節郭清を十

分に行い，かつ反回神経は損傷せず確実に

温存しなければならないという精度の高い

手技が求められます。

〈胸部操作の流れ〉

①腹臥位をとる（写真１）

②胸腔内にポートを挿入し，胸腔内の観察

（癒着や腫瘍の進行状況などを確認）（写
真２）

③食道周囲のリンパ節郭清をしつつ食道を

心嚢，大動脈から剝離（写真３）

④右反回神経周囲リンパ節郭清（写真４）

⑤食道を気管から剝離

⑥左反回神経周囲リンパ節郭清（写真５）

⑦食道を切離（写真６）

胸部操作

写真２  胸腔内所見

腹臥位なので椎体が画面上にあり，心臓や肺は
画面下になる。

椎体

食道

奇静脈弓

肺

P．１にカラー写真掲載

写真３  中下縦隔のリンパ節郭清

心臓や大動脈からリンパ節を付けて食道を切離
する。

P．１にカラー写真掲載

食道

心臓

写真1  胸部操作の体位（腹臥位）
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⑧止血の確認，胸腔ドレーンの留置

⑨ポート抜去　　⑩閉創

腹部操作

　腹部操作は，胃周囲のリンパ節郭清と消

化管再建を行う重要な手術過程です。再建

する臓器としては胃，空腸，大腸が挙げら

れますが，それぞれ長所と短所があります

（表１）。再建するルートも後縦隔経路，胸

骨後経路，胸骨前経路の３通りがあります

が，こちらもそれぞれに長所と短所があり

ます（表２）。ここでは，一般的に広く行わ

れている胸骨後経路胃管再建を紹介します。

　手術の基本的な流れとして，大網を切離

した後，左胃大網動静脈，短胃動脈，左胃

動静脈を切離し，自動縫合器で胃管を作成

します（主な栄養血管は，右胃動脈と右胃

大網動脈です）。
閲覧方法はP.14へ

本誌読者専用サイトで
左反回神経周囲リンパ節郭清の

動画を閲覧できます。

腹部操作

写真４  右反回神経周囲リンパ節郭清

気管と食道の位置を認識し，反回神経に沿って
郭清すべきリンパ節を切除する。

右反回神経は鎖骨下動脈で反回している。

右反回神経

食道

気管

右反回神経

右鎖骨下動脈

P．１にカラー写真掲載

P．１にカラー写真掲載

写真５  左反回神経周囲リンパ節郭清

食道を牽引し，リンパ節を食道側に付けて郭清
する。

食道

左反回神経

左反回神経

リンパ節
食道

気管

リンパ節

大動脈

気管

P．１にカラー写真掲載

P．１にカラー写真掲載

左反回神経は大動脈弓で反回している。

写真６  食道を切離

自動縫合器を用いて，腫瘍より口側で食道を切
離する。

P．１にカラー写真掲載

食道

気管

食道 自動縫合器
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　再建操作は術後合併症に大きく影響するた

め，注意が必要です。特に胃管の血流は，縫

合不全や胃管壊死といった重大な合併症に

大きくかかわるため，胃の周囲の血管や胃内

の血流に配慮した手術操作が求められます。

〈腹部操作の流れ〉

①心窩部から臍部まで正中切開で開腹

②大網を切離，左胃大網動静脈・短胃動

脈・左胃動静脈を切離

③自動縫合器を用いて胃管を作成（写真７）

④胸骨後の空間を剝離し，頸部までトンネ

ルを作成

⑤作成した胃管を頸部まで挙上

頸部操作

　頸部操作では，リンパ節郭清，口側食道

断端の確保，吻合を行います。頸部には細

い血管が多く，リンパ節郭清の際には出血

に注意する必要があります。頸部には，頸

動脈，内頸静脈，迷走神経，反回神経，横

隔神経など血管，神経が密集しています。

それらを損傷しないように，その周りのリ

ンパ節を郭清します。

頸部操作

写真７  胃管の作成

胃を細長くし，自動縫合器で胃管を作成する。

自動縫合器
作成した胃管

P．２にカラー写真掲載

胃管 空腸 回結腸

適応

長所

短所

胸部食道がん

消化管吻合が１カ所
血流が良い

異時性胃重複がんの治療
が困難

胃管使用困難
（胃切除／全摘，胃がん合併）

縫合不全などの合併症が少ない

長い距離は挙上困難
血管吻合を必要とする場合がある

胃管使用困難
（胃切除／全摘，胃がん合併）

挙上性がよい

縫合不全が発生した場合，重篤に
なりやすい

表1  再建する臓器の長所と短所

胸骨後経路後縦隔経路 胸骨前経路

長所

短所

•最短経路で縫合不全が少ない
•食べ物の通過がスムーズ

•縫合不全を来すと重症化する
（漏れると胸腔内に広がりや
すい）

•逆流性食道炎を来しやすい

•胸壁前より経路は短く，縫
合不全が比較的少ない

•縫合不全が重症化しにくい

•頻脈など心臓の圧迫症状を
来す

•胃管潰瘍の頻度が高い

•縫合不全が重症化しにくい
•胃管に潰瘍やがんができて
も対処しやすい

•距離が長く吻合部に緊張が
かかりやすいため縫合不全
の頻度が高い
•食物の通過が悪い
•美容的に問題

表２  再建ルートの長所と短所
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〈頸部操作の流れ〉

①頸部の皮膚を襟状に切開

②胸鎖乳突筋を剝離，外側に牽引

③左右の鎖骨上リンパ節を郭清

④頸部で両側反回神経を確認し，周囲を郭

清（胸部からの郭清と連続させる）

⑤頸部左側から切離した食道断端を確保

⑥頸部食道と胃管を吻合（写真８）

⑦経鼻減圧チューブを留置

⑧止血の確認，頸部ドレーンの留置

⑨閉創

食道がん手術に伴う合併症

術前の患者管理で
注意すべきポイント

　同じ病期の食道がんでも，年齢や既往

歴，併存疾患の有無によって手術内容や術

後経過は異なります。

　まず，手術においては，手術既往，腫瘍

の進展（周囲への浸潤や他臓器転移）によ

り手術内容が変更になることがあります。

腫瘍の進展によって切除範囲やリンパ節郭

清の範囲が変わり，これが広範囲になれば

合併症を起こす頻度も高くなるので，より

注意して観察することが必要です。

　次に，併存疾患（高血圧，糖尿病，心疾

患，肝機能障害，腎機能障害など）を有し

ている症例では，術後の呼吸状態・循環動

態が不安定になりやすく，また感染が重篤

化することもあり，合併症を起こす頻度が

高くなります。例えば，喫煙歴がある患者

は喀痰が増加しやすく，肺炎を起こしやす

いです。こうした術後経過に影響する因子

については，それぞれ術前に評価し，対策

を立てておくことが重要です。

術後の患者管理で
注意すべきポイント

　食道がん手術の場合，術後１～３日は

ICUで管理されることが多いです。帰室時に

注意すべき点として，末梢あるいは中心静

脈ルート，動脈ライン，酸素マスク，尿道

留置カテーテル，胸腔ドレーンが留置され

ています。決められた時間ごとにバイタル

サインをチェックして，術後の異常所見を

早期に見抜き，対応することが重要です。

　食道がん手術において，合併症の発症率

は41.9％，周術期死亡の発生率は3.4％と

報告されています２）。縫合不全，反回神経

麻痺，肺炎が３大合併症として挙げられ，

これらも含めて食道がん手術の際に起こり

得る代表的な術後合併症について次に説明

します。

術前の患者管理で
注意すべきポイント

術後の患者管理で
注意すべきポイント

写真８ 食道と胃管を吻合

自動吻合器で残食道と胃管を頸部で吻合する。

胃管

食道

P．２にカラー写真掲載
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術後出血

　急変につながる重大な合併症として挙げ

られます。胸腔内には大血管に直接つなが

る血管が多く，食道切除の際に切離するこ

とがあります。出血が生じると血圧の低下，

脈拍の上昇が認められます。胸腔内に出血

した場合は，胸腔ドレーンの性状の変化（血

性度が高くなる）が見られます。

縫合不全

　消化管をつないだところが十分に癒合せ

ず，食物や消化液が消化管外に漏れること

です。食道は漿膜がないこと，再建胃管の

血流障害などが原因で縫合不全が起こりや

すいとされています。全国平均で発症率は

13.3％と報告されており，術後４～８日目

に発症することが多く認められます２）。治

癒するまでに長い期間を要し，定期的な処

置も必要となる。重篤な合併症と言えます。

　発熱や炎症反応の遷延，頸部創の発赤腫

脹，頸部創からの唾液や空気の漏出が縫合

不全を疑う所見です。漏れが少なければ数

週間の絶食とドレナージで軽快しますが，

ドレナージ不良や胃管壊死となれば再手術

が必要となる場合もあります。発見や処置

が遅れると，敗血症や播種性血管内凝固症

候群を発症し，多臓器不全に至るケースも

あります。

反回神経麻痺

　手術操作による反回神経への負荷（牽引

や熱損傷）が原因で，声帯麻痺が起こりま

す。反回神経は左右に１本ずつあり，片側

麻痺の場合は嗄声や誤嚥を来しやすくなり，

両側麻痺の場合は気道閉塞を来すことがあ

ります。

　抜管後の呼吸状態には特に注意が必要で

す。反回神経が温存されていれば声帯麻痺

は自然に治癒することもありますが，その

場合でも半年から１年と改善には時間を要

します。

　嚥下訓練などで経口摂取は可能ですが，

経口摂取開始の際には誤嚥に注意して観察

する必要があります。もともと嚥下機能が

低下している症例で反回神経麻痺が発症し

た場合は，高率に誤嚥を来す可能性があり，

注意が必要です。

肺炎

　胸腔鏡手術の場合も開胸手術の場合も，

右肺は虚脱させて手術を行うため，痰が貯

留しやすくなります。また，食道がんの手

術では気管周囲の神経を切離するため，咳

嗽反射や気道の線毛運動の低下を来します。

そのため，誤嚥や肺炎を来すことが多いで

す。時に，呼吸状態の急速な悪化につなが

り，重篤な状態になることもあります。食

道がんの術後肺炎は12.2 ～38.0％に発生

すると報告されています２～４）。頻呼吸や酸

素飽和度の低下，喀痰の増加などを認める

場合には注意が必要で，医師に連絡し早期

に対応する必要があります。

乳び胸

　リンパ液が流れる胸管の損傷により，リ

ンパ液が胸腔内に漏れます。乳び胸が起こ

ると，胸腔ドレーンの排液量が増加しま

す。また，食事や経腸栄養から脂肪分が摂

取されている場合は，白濁した排液を認め

ます。発熱やドレーン排液の性状・量の変

化はこのサインであり，必ず医師に連絡し

早期に対応する必要があります。
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胃腸科認定医・専門医・指導医，医学博士など。

専門：食道がん，胃がんに対する手術，抗がん剤治
療。特に食道がん，胃がんに対する低侵襲手術
や術後栄養療法の介入に力を入れている。
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お問い合わせは 日総研出版　「消化器看護」編集室  sc＠nissoken.com

返信メールを確認2 専用サイトのアドレスをお送りします。返信がない場合には、下記までお問い合わせください。

パスワードを入力し、専用サイトへ入室4 データをダウンロードしてご利用ください。

メールに記載のリンクから専用サイトへ3 https://www.nissoken.com/sc/からも入室可能です。

sc194@nissoken.com右記メールアドレスに「お名前」と「会員番号」を送信1
※会員番号は、日総研会員証に記載されております。また雑誌送付封筒などのお客さまのお名前の右上、もしくは右下に記載されている
　０か１からはじまる６～７桁の数字（お客さまコード）も会員番号になります。
　会員番号については、お客様センターa までお問い合わせください。

閲覧方法

〈WEB教材〉本号特集１
「動画･画像で学ぶ！ 消化管疾患の治療」に連動した動画

●食道がんに対する左反回神経周囲リンパ節郭清【約５分】
●幽門側胃切除術（再建BillothⅠ法）【約６分】
●Ｓ状結腸がんに対する腹腔鏡下Ｓ状結腸切除術【約３分】
●直腸がんに対する腹腔鏡補助下直腸切除術
（結腸ストーマ造設）【約２分】
●胃がんに対するESD【約１分】
●出血性胃潰瘍に対する高周波止血鉗子法での止血【約１分】
●憩室出血に対するEBL【約１分】
●食道静脈瘤破裂例に対するEVL【約２分】
●胃静脈瘤に対するB-RTO【約６分】


