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症 例 報 告
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Abstract

WereportacaseofdimlSeCerebralin血rctionfollowinglaparoscopy-assisteddistalgastrect0-

my(I_ADG)forearlygasbiccancer.A74-year-oldmanwithahistoryofasym ptomatiCalcere-

bralinfarctionandatrial丘bri11ationtreatedwithwallarinizationwasdiagnosedwithearlyadenoI

carcinomaofthemiddlethirdofthestomach.IAI)Gwith丘veportsusingthepneumoperitoneal

methodwithDl+ lymphadenectomyandBillrothIreconstructionwasperformeduneventfully.

n etotalOperativetimeandthedurationofpneumoperitoneumwere232minutesand211min-
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utes,respectively,¶1ebloodlosswaslessthan5ml.Attwodaysaftertheoperation,thepatient's

consciousnesssuddenlybecameimpairedandhedevelopedright-sidedhemiplegia.rmediagno-

SisofcerebralinfarctionwasmadeusingbrainCTandMRI.Theinitialtreatmenttopreventbrain

edemawassteroidandglycerin-hctosetherapytogetherwithaneuroprotectantincludingthe

h'eeradialscavenger,edaravone.Thebestsupportivecarewasselectedforthepatientbecause

bilateralcerebralin血･ctionwasidenti丘edbythebrainCTthreedaysa此ertheoperation.The

patientdied血.omcerebralinfarctiononthe7thpostoperativeday.

Keywords:1aparoscopicsurgery,gastriccancer,cerebralinfarction,complication

緒 呂

手術機器の発達や手術手技の上達に伴い,早期

胃癌に対 して,腹腔鏡下胃切除術 (以下 :IJAG)

が広 く行われている 1ト 3).一方,手術症例の高

齢化に伴い,併存症として心疾患や脳疾患等を持

つ リスク症例に対し胃切除術を行う機会も増えて

いる.抗凝固療法や抗血小板療法を施行されてい

る患者に手術を行う際は,これらの内服薬を休薬

したのちにヘパ リンへの置換を必要とし,塞栓症

の予防という観点と,手術部位からの出血のリス

クとのバランスが問題となる.今回,我々は早期

胃癌に対する腹腔鏡補助下幽門側胃切除術後 (以

下 :LADG)術後 2病 日日に,広範な脳梗塞を発

症 し救命できなかった 1例を経験 したので報告す

る.

症 例

症 例 :74歳,男性.

既往歴 :12年前に脳梗塞の診断で入院歴があ

るが,麻棒などの後遺症は認めなかった.2年前

から心房細動に対してワルファリンを内服 してい

た.

現病歴 :検診の上部消化管内視鏡で発見された

胃休部後壁の早期癌胃癌で,精査の結果,内視鏡

的切除の適応外となり手術方針となった.

入院時現症 :身長 165cm,体重 52.0kg,Per-

formanceStatus0.腹部に特記すべき所見は認め

なかった.四肢に麻棒などの神経学的所見も認め

なかった.
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術前検査所見 :検血 ･生化学検査は特記すべき

所見なし.内視鏡検査のためワーフアリン休薬中

での採血で,凝固系ではプロ トロンビン時間は

12.5秒,国際標準比は 1.06であった,活性部分 ト

ロ ンボ時 間 (ActivatedPartialThromboplastin

Time:以下Jm )は28.1秒 (対照 29.1秒)であ

った.心電図は心拍数 53回/分,心房細動波形で

あった.心エコーでは駆出率が70%,Ⅰ度の僧房

弁逆流,壁運動は良好で左心房 ･心室に壁在血栓

を認めなかった.頚動脈超音波検査では両側頚動

脈に2mmのプラークの石灰化を認めるが,有意

な狭窄は認めなかった.

術前画像所見 :上部消化管内視鏡では胃体下部

後壁に長径 30mmの発赤調の陥凹性病変を認め

た.陥凹の中心部 には inselを伴 い,生検では

Group5(低分化腺癌)の診断であった.腹部骨

盤部CT検査ではリンパ節転移や遠隔転移は認め

なかった.

以上より診断は胃休部の早期胃癌の診断で,大

きさが2cm以上,酒癌合併の低分化腺癌のため内

視鏡的切除の適応外でlADGの方針となった 4).

抗凝固療法を行っていたため,1週間前からヘパ

リンを 1日あたり12000単位授与 した.術前の

Am の推移を表 lに示す.手術 6時間前にヘパ

リン授与を中止して手術に臨んだ.

手術所見 :手術は硬膜外麻酔併用の全身麻酔下

で,5ポー ト気腹法 (気腹圧 8mmHg)で LADG

を施行 した.部活はDl十で,再建はCEEA28を

用いた BillrothI法で行った.総手術時間は 232

分,気腹時間は211分,出血量は5m1,麻酔時間

は286分,術中輸液量は 1200ml,術中の尿量は
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表 1 術前の活性部分 トロンボ時間 (Am )の推移

7口 前 5日前 3日 前 術 当 日

APTT(秒 ) 41.7 45.5 43.9 28.1

図 五 (a)頭部造影CT所見および (b)頭部 MRI拡散強調像所見.

CT所見では左前頭葉に陳旧懐の梗塞巣を認めるのみ (自矢印)であるが,

MRl拡散強調像では左傍脳室に拡散高倍腎域 (自失頭)を認め新 しい梗塞巣

と診断 した

3OOmlであった.

術後経過 :術後経過はバイタルサインに署変な

く,出血傾向のないことを確認ののちに,2病 日

朝からワルファリンの内服を再開 した.同日14

時 30分,ベッド上座位でテレビを見ていたとこ

ら,突然意識消失状態となった,呼びかけには反

応せず,痛み刺激にも反応せず,左眼のみが左上

方に偏移 し,右片麻棒を認めた.脳梗塞を疑い頭

部 CTおよびMRl検査を施行したところ,左中大

脳動脈の閉塞を認めて (図 1),脳梗塞の診断とな

った.高次救急病院への搬送が必要と判断 され,

17時に新潟大学医蘭学総合病院,集中治療室へ救

急搬送した.

集中治療室に救急搬送時には意識状態はJCS-

200,血圧 161/90mmHg,脈拍 71回/分,不整で

あった.神経所見では,痛み刺激に反応せず,右

共閲偏視あり.失語および右上下肢の麻棒を認め

た.当院で施行 した頭部 MRlでは左中大脳動脈
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図2 転院後の頭部M崇A所見

左中大脳動脈起始部の完全狭窄を認めた く自矢印).

領域,および後大脳動脈領域 に広範 な梗塞 を認 め

た また,頭部 MRAで は左 中大脳動 脈 に閉塞 を

認めた く図 2).広範な脳梗塞 であるが術後急性期

(術後 2病 因冒)であったため組織プラス ミノ-

ゲンアクチベータ- (以下,t-PA)の投与は禁忌

で,また,梗塞部での出血を亀限 して,ヘパ リンの
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全 身投与 も行 わなかった.濃 グ リセリン ･果糖注

射液,ステロイ ド,エダラボンの投与にとどめた.

翌 日 (術後 3病 円冒)の頭部 CT所見では対側で

ある右側 に も広範 な脳梗塞 を認 めて (図 3),

この時点で家人と相談の上,積極的な治療を断念

した.経過申,腹部状態は樽に閥務なかったが,
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図3 術後3病日日の頭部CT所見.

低吸収域が左大脳のみならず右大脳の広範囲に広がっていた

術後7病 日削 二脳梗塞のため永眠 した.

考 察

現在,早期胃癌に対するIAGの位置づけは,保

険収差はされているものの,胃癌治療ガイドライ

ン上では現時点では安全性や長期予後に関する確

たるエビデンスはなく,研究的治療 とされてい

る隼 しかしながら,菜臨床ではIAGは広く行わ

れ,日本内視鏡外科学会が行ったアンケー ト調査

によると,2009年度の iAGの割合は全胃切除術

の25.9%で年々増加傾向と報告されている5).

Ⅰ｡AGの手術合併症や短期成績に関する報告は

多数認める.多施設第二相試験であるJCOGO703

によるとiAG術後の Grade3以上の合併症率は

5.1%,GTa舶 1以上の禽併症率は9.1%と報告さ

れている3).メ タ解析 での報告 は IAG術後の合

併症率は10.5%で,開腹胃切除 よりも有意に少な

いと報告されているtH.同様にI_AG榛の手術関

連死亡の報告はほとんど認めておらず,Kataiら

の 177例の報告でも術後の手術関連死亡は1例も

認めていない.前述のアンケー トでは,鏡視下手

術全体で2008年,2009年の2年間では,31例の

手術関連死亡例を報告 しているが,このうち11

例がLAGに関するものであった.死因としては

手術手技に関連 しないものでは肺炎が4名,肺塞

栓症が2名報告されているが,本例のように脳梗

塞の報告は認めなかった

一般的に現時点では鏡視下手術には二酸化炭素

による気腹法や手術時間が濃 くなることによっ

て,鋭視下車術特有の合併症が増えるといった報

告は認めない.しかし､K;ltaiらU)報告はいわゆる

h短hvohmece王漣terからの,術者や症例 も選別 さ

れた報告であり,一般病院ではこの手術成績をそ

のまま鵜呑みにすることはできない.現在,iAG

の有効性,安全性を評価する大規模第三相試験が
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日本臨床腫癌研究グループ (JCOGO912試験)に

よって検討 されており,手術関連死亡割合なども

検証されている.今後,鏡視下手術がさまざまな

疾患や症例へ拡大適用され,併存症を有する症例

などにも行われることによって,通常開腹ではみ

られない術後合併症などがみられるようになる可

能性もあるが,現時点では併存症を含めた適応を

十分に検討する必要がある.本症例では,術式選

択もいわゆる既往症が陳旧性脳梗塞のみでリスク

例 とは判定 しなかったため,IJAI)Gを選択 した.

特に術中に手術手技に伴うトラブルは認めず,辛

術時間 ･出血量,輸液管理などにもとくに問題は

認めなかった.通常開腹手術を選択 していた場合

には,脳梗塞が起こらなかったかどうかについて

は残念ながら不明である.

心房細動における抗凝固 ･抗血小板療法につい

てはガイドラインに取 りまとめられている7).ま

た,本症例でも脳梗塞の既往があることからワル

ファリンの投与がなされていたため,術前もヘパ

リン投与によって抗凝固療法を行って周術期の血

栓予防を行った.術前評価での心エコーでは左心

房 ･心室に壁在血栓を認めず,頚動脈エコーので

も特記すべき所見は認めなかった.このため通常

のヘパ リン投与による周術期管理を行う方針とし

て,APTrのモニタリングも定期的に行った,表 l

に示す通り正常対照とのAm 比が 1.5倍程度と

治療域であることを確認して手術に臨んだ.

脳梗塞急性期の経静脈的血栓溶解療法として

t-PAの静脈内投与は,脳梗塞急性期の治療法と

して有効性が期待 されている8).経験を積んだ専

門医師が適切な設備を有する施設で,適応基準

(脳梗塞発症 3時間以内,CTで早期虚血所見がな

いかまたは軽微,など)を十分に充たす場合につ

いては投与の適応となる.しかしながら,本治療

は手術後2週間以内の症例では投与が禁忌とされ

ており,このため本症例では術後 2病日日である

ことから投与適応外であった.また,他の血栓融

解療法は本症例の様な広範囲の脳梗塞には,重篤

な頭蓋内出血のリスクを増やすともいわれ,本症

例でも施行 しなかった.結果的には翌日の CTで

対側にも広範な脳梗塞を発症 し,残念ながら救命
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は不可能であった.

結 語

IADG術後早期に広範な脳梗塞を来 して救命で

きなかった 1例を報告 した.現時点では本症例は

鏡視下手術特有の合併症 としての認識はないが,

十分な周術期管理をしても一定の頻度で重篤な合

併症がおこりうることを念頭に置き,手術術式を

選択する必要がある.
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