は じ め に

一般外科学において専門分化の進んだ今日においてさえ，大腸・肛門疾患を有す
る患者の多くは罹患数の多さから専門医以外で治療を受けています．しかし，肛門
病学から発展した大腸肛門病学の中で，結腸直腸外科学は今やひとつの分野として
多くの国で認められています．そのような状況を鑑みて，本書は現在に至たるまで
の大腸肛門病学の歴史を振り返ることで，専門分野としてのプレゼンスを再認識し
て頂けたらと思い執筆いたしました．
私が三重大学に赴任してから 10 年が過ぎたころ，記念として何か出来ることはな
いかと考えておりました．ちょうどそのときに金芳堂様から教科書編纂というお話
を頂き，固辞した経緯はあるものの，今までにあまりなかった観点で大腸肛門病学
を学び直してみたいという気持ちになりました．ご相談申し上げた様々な方からの
お勧めもありまして，教室員とともに学ぶ良い機会だという結論に至りました．緒
先輩を差し置き，浅学菲才のわが身を省みずに御引き受けした次第です．
飲水不忘

井人（水を飲むときには井戸を掘った人のことを忘れない）と言う故

事に学ぶべく，
「大腸肛門外科疾患の治療を，先人達の苦労・努力に敬意を表し，治
療開発の歴史から学ぶ」をコンセプトとして，ある意味で極めて偏った大腸肛門外
科学書といたしました．しかし，詳細な歴史的な事象を調べるということは困難を
極める部分が多々存在し，お話を頂いてから 4 年という月日が経ってしまいました．
正しく光陰矢の如し，気付けばわたしも就任 15 周年となり還暦を迎えました．そ
れにも拘わらず，まだ充分とはいえないところが散見されることは否めませんが，
本書を手にしていただいた諸兄のご批判を頂く道を選びました．
当教室は開講以来 60 年を越え，初代故藤野敏行教授，2 代目故鈴木宏志教授と一
貫して大腸肛門外科学を専門とされた諸先輩の遺志を継ぐべく，ここに発刊に踏み
切った次第であります．
まずは項目を網羅した辞書的教科書ではなく，私が興味を持って学んできた項目
に焦点を絞った内容にしたい旨を教室員諸氏にも納得して頂きました．全体として
は可能な限り歴史を遡り，過去から現在に至る流れを検証いたしました．消化管吻
合，術後腹腔内癒着，手術部位感染症，ドレーン管理，人工肛門手術の総論的分野
や，大腸がんの分子生物学的研究，病期分類，リンパ節郭清，直腸肛門の外科解剖
学，化学・放射線療法，家族性大腸腺腫症，遺伝性非ポリポーシス性大腸癌，潰瘍
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性大腸炎，クローン病，肛門外科良性疾患，そして，ヒルシュスプルング病や鎖肛
の小児外科疾患に関しまして，現在の概念・手術手技に至る歴史の変遷と実際の手
術手技を詳細に記述いたしました．医学の進歩には途方もない時間と努力を要する
ことを先人達の苦悩や達成感を通して感じ取って頂けたらと願っております．
紀元前 5 世紀，ヘロドトスは，ペルシア戦争を叙述した歴史書であるヒストリア
を残しました．この言葉は，自らが調べ（ヒストレイン）知る（ヒストール）事を
意味します．本書が「大腸肛門外科学のヒストリア」として，皆さまの日常診療に
お役立ていただければ幸いです．
本書のイラストは私の兵庫医科大学時代の同僚，荘司康嗣博士にお願いしました．
最後に長きにわたって，私のわがままにお付き合い頂いた金芳堂様の関係各位に感
謝申し上げます．
2014 年

秋
三重大学大学院

消化管・小児外科学

楠
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腸管吻合法の開発

1
I

II

はじめに

Lembert の登場以前の腸管吻合法

古典的な腸管吻合についての概説的な記載は，
1)

Nicholas Senn (1844 〜 1908) によりなされている ．

こ の 論 文 の タ イ ト ル は「腸 管 吻 合」（Intestinal

Anastomosis）ではなく「腸管修復」
（Enterorraphy）

歴史的な記載としては，紀元前 1 世紀，ローマ

時 代 の Aulus Cornelius Celsus が，「De Medicina」

（図 1）の中で，外傷による腸管損傷に対して縫合

であり，この時代までの腸管吻合が現在の認識と

大きく異なることがうかがい知れる．その後 100
年の間に，実験外科学と他の医学分野の同時的な
発展により，腸管吻合は生死をかけた挑戦から安
全でごく普通の手技へと進歩し，さらには医療工
学との融合により器械吻合の開発へ至った．ここ
では，消化管外科の基本手技である腸管吻合につ
いて，先人たちの挑戦の歴史を紐解きたい．

図1

Celsus「De Medicina」

（http://www.sciencemuseum.org.uk/broughttolife/people/auluscorneliuscelsus.aspx より）
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腸管吻合法の開発

閉鎖を行った記載をしているものの，その危険性
についても言及し，それ以降，腸管縫合は長期間
行われなくなった．
ま た，12 世 紀，ア ラ ブ の Abulkasim は 彼 の 書

「Altascrif」の中で，羊の腸から作られた catgut に

よる腸管の縫合と大蟻の顎（図 2）を用いる創接
合を推奨し，実際に腸管縫合を行ったとされる．

図3

ニワトコの木

(http://blog.goo.ne.jp/luna126/e/288bc71144874758a3fce071a1b8a017 より )

縫合が試みられるものの，このころは単純に縫合
することでそれが閉鎖するとは考えられておらず，
また，たとえそれが癒合したとしても狭窄を来し
内腔が保たれなかったことから，腸管の内外から
内腔を保持するためのスプリントを挿入する方法
図 2 創部の縫合に利用された黒蟻
左：エンマハンミョウ・体長約 5cm
右：ブパリウスオオヒョウタンゴミムシ・体長約 4cm

（Cuivarcʼh M : Histoire des sutures intestinales. Histoire des sciences médicales 35:71-84. 2001 より）

がいくつか考案された．
1520 年に，ボローニャ大学の Saliceto は，木筒

の代わりに，動物の乾燥腸管を用いた方法を実施
した．その後，彼はガチョウや大動物の乾燥気管
が最も適しているとした．それらは腸管内に縫合

腸管吻合，特に手縫い吻合においては，Lem-

固定されず挿入されるのみで，全層４針で結節縫

bert による漿膜接合の前後でそのコンセプトが変

合され，縫合末端の糸は体外へと引き抜かれその

わ り，歴 史 は こ こ で 区 別 さ れ る こ と が 多 い．

糸を長く創外固定されたため「4 本マスト縫合法

Lembert 以前の腸管縫合・吻合とは，外傷に対し

（suture of the four masters）」（図 4）と よ ば れ た 1)．

スプリント留置を行う方法，損傷腸管断端を腹壁

た損傷腸管を閉鎖したとの記載が残っている．こ

ての腸管修復または閉鎖であり，結節縫合し内腔

実際に Saliceto は，戦争で腹部を刺され，脱出し

に固定し自然治癒を期待する方法，連続縫合閉鎖

のとき，最初によばれた外科医は腸管の浮腫のた

法（glover 法とその改良），腸重積法の，大きく 4

め腹腔内への還納が不可能と判断したが，代わり

つのグループに分けて記述する．

によばれた Saliceto が腸管を洗浄後縫合し，腹部

▶ 結節縫合し内腔スプリント留置を行う方法

12 世紀，イタリア・パレルモの Roger と Jame-

rius，そして，スペイン・セルビアの Theodorich
らは，吻合する腸管内に管腔を保持する目的で，

ニワトコの木（図 3）などで作成した円筒（スプ
リント）を挿入する方法，いわゆる内腔スプリン
ト法を行ったとされる．その後も，少しずつ腸管

1 腸管吻合法の開発.indd 2
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の創を延長し，吻合部を還納して命を救うことに
成功したとされる．

Lembert の登場以前の腸管吻合法

3

縫合腸管内に置く筒の材質について，Watson
はイヌによる実験の結果から，魚の皮から作った

Du Verger は，気管の内筒を用いたものの，この

膠（にかわ）を使用することを推奨した．また，

と内筒を全層縫合し創外固定するように改良した

用いた．このようにこのころの腸管吻合は，吻合

4 本マスト縫合法の固定縫合糸を 2 本とし，腸管

von Walther はインドゴムで作られたチューブを

（図 5）
．また，Sabatier は，オリーブ油やテレビン

部の内腔を保持し，狭窄を防ぐ必要性から，吻合

油，あるいは St. Johnʼs wort（西洋オトギリ草）油

部内腔に様々な内筒（スプリント）を挿入する内

に浸した厚紙を内筒として挿入後，それらを腸管

腔スプリント法が主流ではあったものの，この時

と 1 本の縫合糸のみで固定，縫合し創外固定した

代の有名な外科医たちの大多数が腸管の閉鎖に対

針の固定糸を対側へ筒の内腔を貫通させ，その糸

評価はほとんどなされていない．

（図 6）
．さらに Ritsch は，4 本マスト縫合法で１
の両端を腹壁の外へ誘導し創外固定する方法（図

して批判的であったため，これらの方法に対する
一方，1514 年に，De Vigo はラテン語で書かれ

た “Chirurgia”（1543 年 に Traheron と Whytchurch

7）に改良した．

によって英語に訳され出版された）内で，腸管損
傷の外科治療には，腸管縫合だけでなく腹膜や筋
層も縫合閉鎖することの重要性を唱え，それらが
現実的には困難な場合，腸管損傷に対して唯一の
信頼性ある救命処置は腸管瘻とすることであると
論じている 2）．

▶ 腹壁に固定し自然治癒を期待する方法
図5

Du Verger の気管内筒縫合

18 世紀になると腸管損傷の自然閉鎖は，その損

傷が限局していて腹腔内漏出がない場合に限られ，
それは主に腹膜と癒着することによって完成され
ると認識されるようになってきた．そのため，多
くの外科医は自然治癒を期待して，腸管の損傷部
や断裂腸管の断端を，腸間膜を貫通させた糸で持
ち上げたり，腹壁の損傷部に固定したりすること
図6

Sabatier の縫合

によって閉鎖させる方法を試みた．
1717 年，Palfyn は動物実験において，腸管損傷

は漿膜層の強固な癒着によって治癒することを証
明した．一方で漿膜面を縫合したものは同様の結
果が得られなかったため，彼はすべての種類の腸
管縫合に反対し，腸管損傷部の腸間膜に糸を通し
てしっかりと持ち上げ，縫合は行わず腹部の創に

固定すること（図 8）を推奨した．糸の両端が腹

部の創より創外へ誘導されるこの方法は，その後，
腸 管 狭 窄 が 問 題 と な る こ と が 判 明 し た た め，

図7
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Ritsch の縫合

Palfyn 自身によって 2 本の糸を使って持ち上げる

方法（図 9）に改良された．1733 年に De la Pey-
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ronie が記した方法は，Palfyn の方法とは若干異な
り，腸管の創と腹壁の創縁を一緒に全層縫合する
方法（図 10）であった．その他の外科医もこのよ

1800 年 頃，Boyer は 彼 の 著 書 “Handbuch der

Operationen” の中で，
「損傷腸管が腹腔内に落ち込

んだときは，減食や下剤などの一般的治療を行い，

うに腸間膜を経由した糸の固定は行わず，腸管損

腹腔外のままの状態であるか，用手的に体外に誘

傷部の一部を腹壁創の内面に直接固定する方法，

導できたときのみ，腸管縫合を行うべきである」

つまり腸管断端と腹壁断端をとり囲むような縫合

と述べている．そして，Bell は腸管が完全に横断

を採用した．

された損傷に対して，断端のそれぞれを全層結節
縫合で閉鎖する際に，全周を完全に縫合閉鎖する
のではなく，腸間膜の対側は一部閉鎖せず，腹壁
の創の辺縁へ縫合固定する方法（図 11）を実施し
た．1827 年に Reybard は，腸管の損傷部は腹壁の
内面や創に接着させることで癒着が起こることに
より閉鎖するという推測から，縫合を用いない非
常に独創的な方法を行った．2 本の糸を通し油に
漬けた薄い木片を腸管内に挿入し，その板で腸管
損傷部断端と腹壁創断端を固定した（図 12）．約

図8

腸管損傷に対する Palfyn 法

3 日後に癒着が起こり，そのときに糸を切り，板
は脱落し便となって排泄されたとされる．

図 11
図9

図 10

Palfyn 腸間膜ループの改良

De la Peyronie の単縫合による腹壁への損傷腸管
の固定
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Bell の損傷腸管の固定法

図 12

Reybard 法
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▶ 連続縫合の glover 法とその改良

Guy de Chauliac は大腸の損傷に対して，直接糸

による手縫い glover（手袋製造者）法（図 13）に

よる単純閉鎖を推奨した．英国の Wiseman も大

腸損傷に対しては glover 法を推奨したひとりであ
る．1686 年に彼は「もし腹部の外傷で小腸損傷が
あり，激しい痛み，胆汁嘔吐，創から乳糜の排出
などが認められた場合，腹部を開いて腸管を検索

図 14

Le Dran 法

することは非常に困難な仕事であるが，もし見つ
けたなら，ヤニやオイルを塗りつけ Sarcoticks と
いう肉芽増殖薬を塗布し，創を閉鎖し圧迫しなが
ら温めることが重要である」と述べている．しか
し大腸では glover 法を行い，前述の創癒着促進物
質を塗布し，大腸を腹腔内に戻し，腹部創に縫合
させることを推奨した．
Braunschweig も glover 法を推奨したひとりであ

るが，彼は腸管を縫合した後で，その部分を洗浄
し，乳香樹脂やヤニ，あるいはアラビアガムのパ
ウダーを塗布したとされる．1730 年に Purmann

図 15

Heister の創外スプリント glover 法

Heister は，1719 年に彼の著書 “Chirurgie” で，

は消化管の縫合に関して，絹糸または一晩ワイン

「腸管損傷の修復は技術の問題ではない，なぜな

に浸したヒツジの腸から作られた catgut を用いた

ら大多数の患者は救命困難であるから」と述べ

テレビン油の注入を推奨した．1743 年に Le Dran

“Heisterʼs Textbook of Surgery”（Hollingsworth に よ

glover 法を行い，さらに縫合の後，下剤の使用と

ている 3）．しかしながらその 20 年後，1739 年の

は，たくさんの糸を使ってそれぞれ創の断端を通

って翻訳）の中で，鵞鳥の羽ペン軸より大きい腸

し，片側の糸をすべて撚り合わして束として，2

外傷に対して glover 法による縫合を行った後，そ

つの束をひねる方法で腸管損傷部を閉鎖した（図

の糸を火の前で充分かざしたリネンの小片に通し，

14）
．この方法により損傷部の大きさは縮小され，

体外へ誘導固定する方法，すなわち創外スプリン

4 〜 6 日後に撚った糸は解かれ，抜去された．

らに，大きな損傷はほとんど治癒する見込みはな

しばしば瘻孔を形成せずに治癒するといわれた．

ト glover 法（図 15）を記載している．その中でさ
いものの，腸管が治癒したら絹糸は引き出される
べきであると述べた．しかしながら，彼はそのほ
かにも様々な縫合方法を施行したが，消化管縫合

B

C
D

の意義について「実を言うと，実験ではどんな縫

B

合を行おうとも，ほとんど成功することはなかっ

A

A

た」と述べ，最終的には腸管損傷に対しては人工
肛門造設を推奨した．
1820 年に Larry は，一重の連続縫合が安全では

ないと主張し，2 本の色の違う糸で交差させるよ
図 13
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glover 法

うに反対側から縫合し , その糸は 7 〜 9 日後に抜

去する方法（図 16）を推奨した．Bell は glover 法

14.12.1 7:53:42 PM

6

1

腸管吻合法の開発

図 16

Larry の 2 重 glover 法

図 17

Bell 法

図 19 （上）Richter 法 （下）Löffler 法

を腹壁外へ持ち出し腹壁に固定する方法を行った
（図 19 上）．Löffler はそれぞれの縫合の糸を一度

だけクロスし，腹壁を貫通させ固定した（図 19
下）．

▶ 腸重積法

これまでの縫合方法は，術後に腸瘻を形成する
図 18

Petit の “sutura transgressiva”

結果となることが多く，患者の QOL を大きく障
害するという問題が解決されないままであった．

において糸が抜去することを恐れ，さらに狭窄を

そこで外科医たちは短軸方向の腸管損傷に対し，

来す危険があると信じていた．そのため彼はこれ

その断端の腸管縁を重ね合わせる，すなわち人工

を改良し，糸を腸管の内側から外へ通し，結び目

的に腸重積を形成させる方法を実施し始めた．ま

を短く切って糸が最終的に腸管内へ便として排出

た一方で，このころから腸管を全周にわたって口

されることを期待した方法（図 17）を行った．ま

た，Bertrandi と Petit の方法は “sutura transgressiva”

（図 18）とよばれ，連続の水平方向の運針を採用

した．Richter は，腸管損傷の両端を全層で通した
糸を束にせず，それぞれを縛らずにねじり，それ

1 腸管吻合法の開発.indd 6

側 と 肛 門 側 の 断 端 を 縫 合 す る “circular bowel

suture”，すなわち，吻合 “anastomosis” が行われる
ようになってきた．

1727 年，ヘルニア嵌頓を発症した女性の壊死腸

管を約 60cm 切除した Ramdohr は，2 本の結節縫
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図 22

図 20

図 21

7

Bell の腸重積法

Ramdohr の腸重積法

Louis の腸重積法

合で口側腸管の漿膜と肛門側腸管の粘膜を縫合し，
両断端を人工的に腸重積させる方法によって吻合
した（図 20）．この患者は肺炎で死亡するまで 1

年間生存したが，1729 年に Heister に報告した剖
検所見は，腸管は完全に治癒し腹壁に癒着してい

たというものであった．しかし，Heister はイヌで

図 23

の方法を知った Louis も多くの実験を行ったがほ

る目的で，口側腸管の腸間膜を切除し，肛門側の

の方法は，ある者からは称賛され，そのほかから

積状態に戻りにくくする工夫を施した（図 21）．

同様の吻合方法を実験したが成功しなかった．こ
とんど成功しなかった．このため Ramdohr のこ

は不可能または危険であると非難された．

Chopart と Desault の完全断裂腸管（上）と不完全
断裂腸管（下）に対する腸重積法

腸管のより奥まで挿入することによって，非腸重
Bell は，tallow（獣脂）で作られた円筒を口側腸

また，1819 年に Scarpa は，腸管損傷を受けた患

管の断端に挿入し内腔スプリントとして，これを

者の中で，外科的治療を受けずとも自然治癒した

利用した腸重積状態を形成し，口側断端は腸管同

例を多く経験し，一方，Ramdohr 法で腸管再建を

士の全層結節縫合，肛門側断端は円筒も通した全

行ったものはほとんど助からなかったと記載して
いる．そこで，Louis は Ramdohr の方法を改良す

1 腸管吻合法の開発.indd 7

層 縫 合 を 施 行 し た（図 22）．ま た，Chopart と

Desault は円筒として厚紙を用い，それを口側の
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腸管断端より挿入し，1 本の糸で腸を横断貫通し，
さらに肛門側腸管断端を内から外に全層で通し，
腸重積を形成させる方法を行った（図 23）．彼ら
は，不完全な腸管断裂に対しても口側断端を肛門
側断端の内側に入れ，オーバーラップさせるよう
に 1 本の縫合糸で両側の断端を固定する方法を行
った．しかし，実験的に行われたこれらの方法で
は生存例は得られず，粘膜面と漿膜面の癒合に問
題があることが指摘された．
1834 年に Amussat は，中央に溝を付けた接骨木

内筒をスプリントとして挿入後，腸管を上下に重
積させ内筒の溝上で環状結紮固定する方法（図
24）を行った．また，Neuber は腸管粘膜連続縫合

後，脱灰骨を内腔スプリントとして挿入し Lembert 縫合を行い，骨内筒の有溝部上で腸間膜を通

した catgut で緊縛固定した（図 25）．この方法は

図 26

Nicholas Senn

（Classic articles in colonic and rectal surgery. Nicholas Senn 1844-1908.
Enterorrhaphy; its history, technique and present status. Dis Colon Rectum
28:59-68. 1985 より）

臨床に多用され良好な結果が得られたといわれて

片として排出された 5）．近代ではこの内筒は人工

いる．
同じように脱灰骨を用いた方法として，Senn

物が試されている．1968 年に Hopcroft は可溶性

（図 26）は 2 本の直針付き脱灰骨板を挿入し腹壁

のカゼインプロテーゼで作られた内筒による内腔

る吻合方法を行った．吻合完成後に骨板は崩壊断

して縫合不全は認めなかったと報告している 6）．

に固定した後，余剰組織を除去し漿膜連続縫合す

スプリント法を動物の腸吻合に用い，80 例に実施

III
Lembert の登場以降の腸管吻合法

▶ 炎症性癒着による漿膜接合の重要性の発見

1800 年頃，Bichat の研究において，粘膜面同士

は癒着を形成せず，癒着は炎症により漿膜面同士
図 24

Amussat 法

で起こることが確認された．また，1812 年ロンド

ン Guy 病院の Travers は 5 頭のイヌを用いた種々
の縫合方法に対する実験を行い，内翻の漿膜接合
術式で結紮糸を短く切り，腹壁に腸管を固定しな
い腸管縫合を成功させ，腸管創の治癒には漿膜面
の接合が重要であることを報告した 7）．腸管内容
が流出しないよう，間隔を詰めた縫合糸は最終的
図 25

Neuber 法（左：脱灰骨筒，右：吻合部への脱灰骨
筒の固定）

1 腸管吻合法の開発.indd 8

に腸管内に脱落し，糞便中に排泄された．そして，
粘膜の外翻は縫合不全につながると考えた 9）．こ
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9

Cooper 法

のように実際には漿膜接合法は Lembert 以前よ

り提唱されていた．

一方で，Cooper は違ったアプローチを行った．
それは小さな腸管損傷などに対し，その根部を絹
糸で縛ることによって，その部分に炎症を起こさ
せて壊死させ，欠損部を覆わせる方法（図 27）で

あった．結紮糸と壊死部は腸管内に，欠損部を通
って排泄されたと考えられた．

図 28

▶ Lembert が発表した腸管損傷治癒の概念

Bichat や Travers 7）の研究は，後の Lembert の腸

管吻合の革命に対する大きな道筋となった．しか
し当時は，漿膜間で癒着が速やかに起こるという

これらの発見は，縫合方法に起因するのではなく，
限局性のリンパ液による腹膜炎に起因するものと

図 29

1826 年に報告された記録

(Guivarcʼh M : Histoire des sutures intestinales. Histoire des sciences médicales 35:71-84. 2001 より）

考えられ，しばらくの間注目されなかった．
フランスのナンシーに生まれた Antoine Lem-

bert は，腸管漿膜筋層縫合に関する最初の論文を
自分が報告したのは 1825 年であると主張してい

るが，実際に世に広まったのは 1826 年というの

1826 年に報告された Jobert の漿膜接合法

(Guivarcʼh M : Histoire des sutures intestinales. Histoire des sciences médicales 35:71-84. 2001 より )
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図 30

Jobert 縫合（左）と Lembert 縫合（右）

図 31

Dupuytren の連続 Lembert 縫合

が通説となっている（図 28）．彼はその報告の中
で，漿膜のみの接合によって腸管縫合が閉鎖する
ことを記した 8）．Lembert が腸管損傷の治癒とい
う概念を最初に発表したという功績は，ほぼ全世
界の認識である．しかしながら当時，Jobert はそ
の功績は自分のものであると主張し（図 29），

Faure は 1820 年以前に漿膜癒合による腸管治癒
を提唱したと主張した．Lembert の方法は漿膜筋

層のみの縫合であったが，この Jobert の方法は実

図 32

Gély 法

際には全層縫合である点で異なっており，厳密な

意味で漿膜癒合とはいえない（図 30）．一方で，

Denans は 1826 年に Lembert や Jobert の業績の情
報なしに同様の考えを提唱したと述べている．

▶ Lembert 縫合からの発展

当初，Lembert 縫合は実際にヒトに対しては行
われなかったため，しばらくの間は一般にそのコ
ンセプトが認識されることはなかった．しかしな

図 33

Emmert 法

がらドイツ近代外科の父といわれ，形成外科領域
で有名な Dieffenbach は，Lembert 縫合を最初に臨

に脱落することであると，後に Nélaton は述べて

1826 年の彼の論文では結節縫合で絹糸を用い，糸

2 つの色の違う糸を用いて両側から交互に縫合す

床上で成功させた外科医であるといわれている．
の断端は短く切り，腹壁縫合部へ腸管縫合部を引

いる．さらに Blatin はこの Gély の方法を改良し，

るようにした．また，Emmert は二重の Lembert

き寄せることはしなかった．その後，Dupuytren

縫合のコンセプトで，創縁の外側に，片側に漿膜

は Lembert 縫合を応用し，さらには結紮部の内翻

筋層の水平マットレス縫合を置いて，反対側のそ

を試みる目的で連続縫合として実施する方法を報

れと互いに結紮する方法を等間隔に施行し，すべ

告している（図 31）．また，Gély は両端に針が付

ての創縁を内翻させた（図 33）．

漿膜筋層をそれぞれの針を交差させながら，5mm

身によって 1827 年に腸重積法へと応用された

いた糸を用い，腸管創縁から 4mm 離れた部位の

一方で Jobert の漿膜−漿膜癒合の原理は，彼自

間隔で連続縫合する方法を行った（図 32）．この

（図 34）．この方法は口側腸管の腸間膜を大きく

この方法の利点は創の密閉性が保て，糸が腸管内

あった．しかし約半数が術後に死亡したとされ，

際，創縁は内翻され，糸は一ヵ所で結紮された．
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Lembert の登場以降の腸管吻合法
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Jobert の腸重積法

Jobert の方法は最初の報告から約 60 年の間に 3

例しか試みられておらず，のちの実験でも否定さ
れた．

▶ Lembert 縫合を用いた二層縫合

Lembert 縫合は一層のみの縫合であったが，ウ

イーン大学第二外科教授，Billroth の弟子であっ
た Czerny は，Lembert の漿膜筋層縫合に粘膜縫合

（Czerny 縫合）を追加した二層吻合（Czerny-Lembert 縫合）
（図 35）を 1881 年に行っている．この

図 35

Czerny-Lembert 縫合

方法は，現在でも世界の二層縫合の標準的な縫合
方法として認められている．同時期にその変法と
していくつかの方法が考案された．一つは縫合を

8 の字にした Gussenbaur 縫合（図 36）である．ま
た，Wölfe は粘膜層を縫合し必要に応じて漿膜縫

合を連続で行うようにした（図 37）．1892 年に

Connell は，Czerny-Lembert 縫合における糸の結

び目を減少させることと，縫合時間を短くするこ
とを目的に連続内翻縫合（図 38）に改良した 11）．

図 36

Gussenbaur 縫合

しかし，本来彼は連続の一層縫合を主張していた

ものの，当時の多くの人々はそれに Lembert 縫合

を追加し二層とした 12）．

全層縫合（Albert 縫合）＋ 漿膜筋層縫合（Lembert 縫合）の二層縫合は，わが国では広く用いら
れているが，海外では二層縫合にこの名称はつけ

られていない．Billroth は弟子の Czerny を，第一

外科教授として推薦し，教授選で Czerny が過半
数を獲得し，第一外科教授に選ばれかけた．とこ
ろが反 Billroth 派の働きかけから，最終的には当

1 腸管吻合法の開発.indd 11

図 37

Wölfe 縫合
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図 38

Connell の連続内翻縫合

時の皇帝フランツ・ヨゼフの裁可により Albert
が第一外科の教授となっている．このことが二層
縫合の伝承に関連しているかもしれない．

▶ 腸重積法への回帰

完全に離断された腸管を吻合した記録は，1881
年に von Ruediger，1882 年に Madelung によりそ

図 39

William Stewart Halsted

（Cameron JL : William Stewart Halsted. Our surgical heritage. Ann Surg
225 : 445-458. 1997 より）

れぞれ 61 例，73 例の症例が集積され，報告され

ている 13）．それらによれば，様々なテクニックが
実際に使用されてきたことが述べられているが，
しかしながらこれらの 2 つの報告の症例において
も，Lembert の提唱した漿膜接合の概念は充分に
認識されていないものであった．
19 世紀後半には Lembert の漿膜接合の理論が

認められるようになってきていたが，Johns Hopkins 大学の Halsted（図 39）はまったく別の発想

を 69 頭のイヌを用いた実験で確認した．この実

験で，血管が豊富で強靱な線維組織層である粘膜

下層の縫合により，腸管の充分な機械的結合力が
得られることが証明され，これを応用した Halsted 吻合が，1887 年に報告された 11）．そして彼は

粘膜下層を貫くが粘膜層にはかからない，一層の

図 41

1 腸管吻合法の開発.indd 12

図 40

Halsted の水平マットレス縫合

水平マットレス縫合（図 40）を推奨した 11）．

しかし，Halsted の理論は広く知れわたること

はなく，Ramdohr から行われてきた腸重積法が一
般には広く受け入れられていた．ニュージーラン

Maunsell の人工的腸重積法による腸管吻合
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Harris による完全腸重積吻合法（Circular Enterorrhaphy）

▶ 縫合方法の比較

（1）一層縫合 vs 二層縫合

前述のごとく，20 世紀に入りしばらくは腸重積

法の時代が続いたが，1920 年に Holman は Hal-

sted 吻合を行い，術後 9 日目で粘膜の完全治癒が
図 43

Senn の Jobert 腸重積法変法

行われていることを実験的に確認した 17）．また，

Sabin も動物実験で，血管内へ墨汁を注入する方

法を行い，粘膜下層の血流が豊富であり，粘膜治

ドの Maunsell は 1892 年に，損傷部の口側腸管を

癒が早期に形成されることを証明した 18）．

41）を報告している 15）．また，1892 年に Harris

ードともいえる Gambee 縫合を報告している 19）．

吻合成績を残している．そして Senn は Jobert の

縫合不全は 8.5 ％であったと報告されている 20）．

全周性に腸重積させ縫合閉鎖する吻合方法（図

は，イヌにおいて完全腸重積法（図 42）で良好な

1951 年，Gambee は 現在の一層縫合のスタンダ

本人自身が行ったその後 10 年間の成績によると，

方法を改良した腸重積法（図 43）の報告を行った．

また，1955 年には粘膜面に比して漿膜面の取り代

なりつつあるのと同時に，腸重積法が主流となっ

Beling22），1968 年 に Olsen23）， さ ら に 1970 年 に

その後 20 世紀の初頭まで，腸管吻合は一般的に

ていった 16）．

を多くする Jourdan 法が 21），さらに 1957 年には
Bennett らがそれぞれ独自の一層縫合を発表して

IV

Albert-Lembert法

実験外科学による検証に伴った
腸管吻合法の発展

Gambee法(1951)

Lembert らにより基礎がつくられた吻合の理論

Jourdan法(1955)

とその後の臨床的経験は，その後の実験外科学の
発展に伴って検証が積み重ねられていくようにな

った．この項では腸管吻合の発展とその検証から，

Vertical mattress法(1972)

吻合理論の確立に至ったその歴史を概観する．
Olsen法(1968)
図 44
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各種の一層縫合
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いる（図 44）．

イヌの胃，小腸および大腸の各臓器を用いた一

表1

各種縫合方法の特徴

二層縫合

層縫合法の検討では，腸管断端からの様々な距離

内腔狭窄

と縫合間隔が検討され，断端からの距離は 5 mm，

断端の血行障害

間隔も 5 mm がよいと結論付けられている

24）

．ま

た同時に，一層縫合は二層縫合に比して，口径が

早期の物理学的耐圧・抗張力が大
一層縫合

大きく，炎症反応も少ないと報告された 24）．

狭窄少ない

1960 年に Buchin らは，二層縫合では一層縫合

7 日以前の物理学的耐圧・抗張力が小

に比して顕微鏡的な膿瘍が増加することを示して

外翻一層縫合

いる 25）．また，他の組織学的評価でも，二層で粘

他の縫合法に比し、狭窄少ない

膜欠損と小範囲の壊死が増加することが認められ

初期の耐圧・抗張力弱い

ている

26）

．Hamilton らは一層縫合と二層縫合の

縫合不全多い

吻合部血流を比較し，二層縫合は血流（動脈，静

周囲との癒着高度

脈，さらにリンパ還流）の点から，最も吻合部の
治癒が不良で，周囲との癒着および膿瘍も多かっ

合のほうが食事摂取開始および排ガス開始時期が

た と 報 告 し た．そ し て，総 合 的 な 評 価 と し て

約 1 日早くなることが示された 32）．一層縫合と

Gambee 縫合が最も優れた縫合方法であると結論

付けている

27）

．7 頭 の ウ マ を 用 い て 行 わ れ た

Gambee 縫合と層層二層縫合の間の比較では，吻

二層縫合の成績を RCT（無作為抽出試験）によ

り比較した論文のメタアナリシスでは，1966 年
から 2004 年までに 6 つの研究，670 例が抽出さ

合口径に有意差はなく，組織学的には，炎症およ

れた 33）．その結果，縫合不全率は両者に有意な差

び線維化は Gambee 縫合でより少ないとの結果が

は認められなかった 33）．最近の 2011 年までのデ

示されている 28）．また，1970 年には大腸吻合に

おいても，一層吻合の有意性が確認されている

29）

．

縫合の間隔や結紮の強さの影響の検討は 1978

ータを含む 7 つの RCT（842 例）の解析でも，縫
合不全における両群の差は有意ではなかった．

また，周術期の合併症や死亡率，および術後在院

年に榎本ら 30）によっても報告されている．イヌ

日数も同等であった．唯一の差は縫合時間が一

の腸管一層縫合における 2 〜 3 mm，4 mm および

層縫合で短いことであった 34）．

が吻合直後および 3 日目の耐圧が高く，組織学的

おりと理解されている．

6 〜 8 mm の 3 種類の間隔の比較では，4mm 間隔

現在ではそれぞれの縫合方法の特徴は表 1 のと

にも浮腫が少なく，血管再生に優れるという結果
となった．一方で，縫合の強さは術後の耐圧や組
織学的な評価に大きな影響を与えていなかった．
31）

（2）連続縫合 vs 結節縫合

ラットを用いた一層吻合の実験では，連続縫合

が示した漿膜筋層に糸が食

と結節縫合の比較において，結腸吻合部のコラー

い込むほど強く締め付ける crushing 縫合でも，壊

ゲン集積が低下することから，連続縫合より結節

死部分が多い割に炎症細胞浸潤が少なく，粘膜下

縫合のほうが治癒には有利であると考えられた 35）．

層の癒合が可能であれば吻合には大きな影響を与

また，ウマを用いた連続縫合と結節縫合の小腸吻

この結果は Poth ら

えないことの根拠ともなった

30）

合における検討では，連続縫合は結節縫合に比し

．

1967 年に Bronwell らが米国で実施したアンケ

ート調査では，一層縫合を行っている施設は大腸

で 8.3 ％（22/265 施設），胃では 5.2 ％（13/248 施

設）と少数派であったと報告している

32）

．しかし

ながら一層と二層縫合の成績の比較では，一層縫

1 腸管吻合法の開発.indd 14

て癒着が少なかったと示された 36）．吻合口径で
も差はなかったが，組織学的炎症の程度は連続縫
合が結節縫合に比して高度であったと報告された
36）

．さらにヒトにおいては一層の連続縫合と二層

（層層）結節縫合の RCT で，両群間に術後合併症
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外翻縫合

内翻縫合

ほうが手術時間は短く，コストが安いという結果
が示されている 37）．

（3）内翻縫合 vs 外翻縫合

歴史的には内翻縫合が主流であったが，その合

併症の一つである狭窄を予防する方法として外翻
縫合が試みられるようになった 38）．1950 年代に
は，Hertzler らが外翻吻合部を隣接する漿膜で覆
う方法を行い，粘膜の脱落なく，狭窄も少なかっ

粘膜下層縫合

たことを報告している 39）．Healey らは内翻によ
るイヌの腸管吻合によって，狭窄を来す反面，外

図 46

翻では癒着の頻度が高かったことを報告している

Healey の粘膜下層縫合の実験ではいずれの縫合
でも同じように治癒が完成

40）

瘍形成 44），炎症反応の強さや縫合不全率の大きさ

ループが吻合部狭窄のリスクを減らすために考案

45）

した外翻一層縫合法であるが，これは Gambee 縫

されている．そして，狭窄の発生率は少ないもの

．一方で，Navy 法（図 45）は Holloway らのグ

合と比較して，有意に吻合部狭窄を減少させると
報告された

41）

．また，縫合の 4 時間以内に吻合部

はフィブリンにより覆われ，この厚い層は 24 時

間以内に上皮組織に置き換わることが観察され
た

42）

．そして，露出した粘膜は 6 日以内に退縮

などから，どれも外翻吻合に否定的な結果が示

の外翻は内翻に比して，bursting pressure が低いと
の実験結果が複数示されており，この評価が一般
的となっている 27, 46）．
1967 年に Healey らは実験的に外翻と内翻の腸

管吻合を行った．また粘膜下層のみの縫合と比較

し，その後 2 週間の間に粘膜下層と並行した平滑

して，3 つの方法（図 46）で縫合不全の発生に差

bursting pressure は外翻縫合が内翻縫合の 1.5 倍で

吻合で最も大事な部位は，粘膜下層であるという

筋の形成も認められた

42）

．さらに，術後 21 日の

あったことも示されている

42）

．しかしながら，そ

れ以降のいくつかの実験では，癒着

43）

，壊死や膿

がないことを報告した 40）．このことは消化管の

ことを示した重要な実験結果となった．また一
方で，細菌学的な観点からは，内翻吻合と外翻吻
合における吻合部の細菌漏出量の比較において，

Standard

Gambee

内翻のほうが有意に少なく，外翻に比してより安
全な吻合であるという見解が示されている 47）．

▶ 糸の素材の変遷と縫合への影響の検討

19 世紀の後半まで，縫合糸は絹糸や catgut など

が使用されてきたが，滅菌されていなかった．
Navy

Halsted

1868 年，Lister が catgut をクロム酸で処理し耐久

性を持たせた “chromic catgut” を開発し，世界中に

普及させた 48）．この糸は一週間程度で吸収され
る 吸 収 糸 と し て 用 い ら れ た．Robert Wood と
James Wood の Johnson 兄 弟 が ジ ョ ン ソ ン・エ ン

図 45
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Navy 法と様々な吻合方法

ド・ジョンソンを 1886 年に創立し，翌年，油浸さ
れた「消毒済み縫合糸」
（4 種類の gut 縫合糸と，4
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