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ABSTRACT

A 70-year-old woman was admitted to our hospital for fever and jaundice as a chief

complaint. Cancer of the duodenal papilla was diagnosed, but preoperative CT of the ab-

domen revealed an anatomically abnormal configuration of the mam pancreatic duct, which

coursed along the dorsal side of the portal vein. Intraoperative exploration showed that

the portal vein penetrated the pancreatic head and that there were two pancreatic ducts,

one located on the ventral side of the portal vein, and the other on the dorsal side. Pylorus-

preserving pancreatoduodenectomy ( Imanaga method) was performed, and pancreatojejunostomy

was performed by suturing each pancreatic duct to the jejuna! mucosa. After the operation,

the cancer was pathologically diagnosed as moderately differentiated adenocarcmoma, and

the overall degree of progression was Stage I. The postoperative course was favorable,

without complications, and the patient was discharged from the hospital 35 days after the op-

eration. At present, the patient's condition is stable. Ryuhyu Med. J., 27( 1,2) 35--39, 2008
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緒　言

障頭部は胎児期に腹側と背側の両障原器が癒合して形

成されるが,その際,腹側樺の中を総胆管が貫通するな

ど,解剖学的構造が複雑であり,その形成過程によって,

解剖学的構造異常が発生する.今回われわれは,門脈が

揮頭部実質内を貫通する門脈走行異常を認め,障管空腸

吻合に工夫を要した十二指腸乳頭部癌の手術症例を経験

したので報告する.

症　例

症　例: 70歳代女性.

主　訴:発熱,黄症.

既往歴: 3年前に胆石症にて腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行.
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現病歴:平成17年9月に発熱・黄症にて発症して入院.

入院時現象:身長159cm,体重72kg,眼球結膜に黄染

を認める.腹部は平坦・軟であり,圧痛や腹膜刺激症状

は認めなかった.

初診時検査所見では, T-bil 2.3mg/dl, GOT 208IU/L,

GPT 213IU/Lと肝酵素の上昇と, Hb ll.4g/dlと軽度

の貧血を認めた.

腹部レントゲン検査: Niveauなどの異常ガス所見は認

めなかった.

腹部超音波検査:肝内胆管から総胆管下部にかけて胆管

の拡張を認めた.総胆管下部に結石は認めなかった.腹

腔内のリンパ節腫脹は認めなかった.

腹部造影CT検査:下部胆管の狭窄と十二指腸に突出す

る腫癌性病変を認めた(Fig. 1L).また, PTCDチュー

ブ挿入後に施行した胆道造影では,総胆管下部に全周性



36 門脈走行異常を伴う十二指腸乳頭部癌の1切除例

Fig. 1 Contrast-enhanced CT of the abdomen (left) show-

ing the duodenal papilla protruding into the descending

portion of the duodenum.

Cholangiography through a PTCD tube (right) shows

occlusion of the CBD at the duodenal papilla.

Fig. 2 Endoscopy revealed marked enlargement of the

duodenal papilla.

の狭窄を認めた(Fig. 1R).
上部消化管内視鏡検査:十二指腸下行脚の観察にて

Vater乳頭部は著しく十二指腸内に突出していた(Fig.
2).乳頭部の生検にて,中分化型腺癌の診断となった.
しかし,前述のCT検査にて,拡張した揮管が門脈の背

側を走行しているのが確認された(Fig.3).また,門
脈前面にも膵管を認め, 2本の膵管は門脈を挟んで走行

した後,障体部で合流していた(Fig.3B矢印).門脈
は障頭部を通過した後,十二指腸の背側を通って肝門部
に達していた.

MRI検査所見(MRCP) :捧管の走行はいわゆる通常

型で,主障管と副障管を確認し,明らかな走行異常を認

Fig. 3 Serial scans of the pancreatic head (A: proximal

- D: distal) during contrast-enhanced CT of the abd0-

men show the mam pancreatic duct on the dorsal side of

the portal vein (arrows).

PV: portal vein, CBD: common bile duct.

Fig. 5　Preoperative superior mesenteric artenography

( digital subtraction angiography, portal phase).

No abnormal configuration of the portal vein was not

visualized.

めなかった(Fig.4).
門脈造影(DSA) :門脈走行に特に異常所見は認められ

なかった(Fig.5).
以上より,病変は十二指腸乳頭部癌と診断されたが,
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Fig. 6 Schema of the surgical procedure for pancreatic

head resection and pancreatoiejunostomy.

D: duodenum, CBD: common bile duct, PV: portal vein,

J: jejunum.

Fig. 7 Intraoperative view(A) and schema!B) after resec-

tion of the pancreatic head.

The portal vein has been exposed and mobilized from

the stump of the pancreas. At the pancreatic stump, the

portal vein is located between the two pancreatic ducts,

into each of which a pancreatic duct tube has been in-

serted.
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Fig. 8 Schema of the surgical reconstruction procedure

( for pylorus-preserving pancreatoduodenectomy).

門脈が膵臓実質を貫通して走行する門脈走行異常と判断
された.

手術所見:開腹時の門脈周囲の検索では,通常の解剖の

ように,門脈の前面にも牒実質が存在し,膳頭部の背側
に門脈が走行していたため,通常の手技の如く膵臓を門

脈前面で切離したところ,障切離面に揮管が走行してい

る事を確認した(Fig.6A).しかし,門脈後面の障臓
実質も,膳体尾部に連続している事を確認し,門脈が障
頭部の膵実質内を貫通する走行異常であると確認した.

その後,門脈の障臓内貫通部位を揮実質より全周性に
剥離して門脈を授動した後,門脈の後面で切離したとこ
ろ同様に膳実質内に牒管が走行している事を確認した

(Fig.6B, Fig.7).以上より手術所見でも牒管が障頭
部で2本に分岐し,分岐した2本の障管の間を通るよ
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Ventral pancreas

C-1
(Normal position)
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Accessory pancreatic duct

C-2
(Our patient)

Pancreatic duct

Fig. 10 Development of the derivatives of the caudal end

of the foregut.

A, The stomach, duodenum, pancreatic and hepatic

diverticula within an embryo at approximately 36 days.

B, The definitive relationships of the pancreatic and

common bile ducts. (From Gray ) C-l: normal con-

figuration of the portal vein system. C-2: abnormal

configuration of the portal vein with the portal vein

passing through the pancreatic head.

うに門脈が樺頭部を貫通して走行する特異な走行異常で
あると確定した.月琴管空腸吻合は,障体部を後腹膜より

剥離して膳断端を門脈より腹側に授動した後(Fig. 6 C),
2本の膵管にそれぞれ揮管チューブを挿大してのち510

合成吸収性縫合糸にて障管ごと結熟した.その後　5-0
合成吸収性縫合糸による障管空腸粘膜吻合を行なって再

建した(Fig.6D).手術は幽門輪温存陣頭十二指腸切

除術(今永法)を施行した(Fig.8).
切除標本所見:病変は十二指腸内腔に突出する大きさ

2.0×1.8cmの非露出腫癌型臆病であった(Fig.9).柄
理所見は中分化型腺癌で,周囲組織-の浸潤やリンパ節
転移は認められず,胆道癌取り扱い規約1)上のmed,

INFα, lyO, vO, pnO, patAcbpd, fm, s(-), pHinfO,

pGinfO, pPancO, pDuO, PPVO, PAO, PHMO, PDMO,

PEMO, PNO,総合的進行度はpTl PNO HO PO M(-)

fStage Iの診断となった.手術後の経過は良好で,手術

後35日目に軽快退院.現在外来にて経過観察中である.

考　察

発生学的には,門脈は発生第4週から第6週にかけて,

十二指腸の左右を走る一対の卵黄嚢静脈(vitelline

vein)とその交通枝より形成される2,3)また,揮臓はほ

ぼ同時期に十二指腸の内陸菓性上皮に由来する2つの

原基(腹側膵芽,背側膵芽)が癒合し,その際に原始的

背側膵管と原始的腹側牒管との間に吻合路が形成され

る　(Fig.lOB).すなわち,門脈および揮臓の形成は,

ほぼ同時期に行われるものであるとみられる5).障管の

配置バリエーションとして,背側膵芽と腹側膵芽が癒合

しても捧管が吻合を作らない胎児型もある.これは膵癒

合不全(Pancreas divisum)とも呼ばれ,欧米では5

40%あるが,日本では1%前後ときわめて頻度が低

い7).障頭部の門脈走行異常は,胎児期の門脈もしくは

捧頭部の形成過程での異常が原因であると考えられるが,

疫学的には門脈の走行異常はまれで,その報告例の多く

は十二指腸前門脈(Preduodenal portal vain)であ
る5).その他に門脈が障臓前面を走行する膵前十二指腸

後門脈(Prepancreatic postduodenal portal vein)は

さらに稀な異常とされる5,8).今回の症例ではその形状

より,障原基が癒合する際に門脈を挟み込む形で癒合し,

障管の癒合が月琴原基の門脈を巻き込んだ部位より遠位側

で発生したものと推測された(Fig.lOC-2).しかし,こ

の様に門脈部分が揮実質を貫通する構造異常の報告は少

なく,医学中央雑誌刊行会Web版にて, 1983年から

2007年の間で「門脈」および「走行異常」をキーワード

として検索しえたものは原著論文で13件あるが,今症

例のように門脈が揮頭部を貫通する走行異常の報告は認

められず,稀な発生異常であると考えられた.

今回の症例では, CT検査にて門脈の走行異常を術前

に確認できたため,十分な準備を行ない手術の安全性が

確保できたと判断された.術前のCT検査は病変の病期

の検索のほか,これら手術を行なう上での障害となりう

る構造異常を確認するのにも有用であった.今回の手術

で用いた牒管空腸吻合の手技は,通常の牒管粘膜吻合を

そのまま2本の牒管に対して応用した.狭い手術野の

中で2本の障管空腸吻合を行なったため非常に煩雑な

手術手技となり,術後合併症の発症を危倶したが,幸い

術後は膵液塵などの合併症の発生もなく回復した.今回

の手技自体は通常の膵管空腸吻合手技の延長と位置付け

られると考えられるが,通常の障管空腸吻合手技を確実

に行なう技術を習得することによって安全に再建を行な

えるものと考えられた.

結　語

門脈の走行異常を有し,再建の際に2本の牒管空腸

粘膜吻合を行なった十二指腸乳頭部癌の症例を経験した.
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