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脾臓摘出（脾摘）の適応と手技

慶應義塾大学医学部外科学教室　島　津　元　秀

はじめに
　脾臓摘出術（脾摘）は従来から腹部外科領域で

日常的に行われてきた一般的な手術である．その

適応は外傷，腫瘍，血液疾患，門脈圧亢進症など

多岐にわたり，また胃癌，膵癌に対してリンパ節

郭清のために合併切除されることもある．手技的

難易度としては，本学会の消化器外科専門医修練

カリキュラムにおいて中難度手術に分類されてお

り，消化器外科医は少なくとも指導者の指導のも

と，術者として適切に遂行できることが求められ

る手術の一つである．

　本テキストでは脾摘に必要な知識として，脾臓

の解剖・構造・機能，および脾摘の適応疾患・手

術手技・合併症について述べる１）２）．

脾臓の解剖と構造
１．位置・形状

　脾臓は左季肋部の上深部で，第９～１１肋骨の高

さに位置し，胃底部の左背側，左結腸曲，左腎，

横隔膜に囲まれてい

る．形はコーヒー豆

状の長楕円形で，長

軸は第１０肋骨の走

行にほぼ平行し，健

常成人では長径１０～

１２�，幅６～８�，

重量８０～１２０ｇであ

り，肋骨弓の中に隠

れており触知できな

い．表面は横隔膜に

接する横隔面（凸面）

と腹部内臓に接する

臓側面（凹面）に分

けられ，臓側面の中央には脾動静脈，リンパ管，

神経が出入りする脾門がある．

２．脾周囲の間膜

　脾臓は次のような間膜，ヒダによって周囲臓器

と固定されており，脾摘の際には，これらを切離

する必要がある（図１）．

１）胃脾間膜

　脾門から前方に延びて胃の大弯に達し，大網の

前葉に連なり網嚢の腹側の一部を形成する．

２）脾結腸間膜

　脾臓の前下端から左結腸曲に至る．

３）膵脾間膜（脾腎ヒダ）

　脾門から左腎と膵尾部に向かって延び，その前

壁は膵尾部前面を覆い，後壁は左腎前面を覆って

後腹膜に移行する．この中を脾動静脈，リンパ管，

神経が走行している．

４）横隔脾ヒダ

　脾臓の後上端から横隔膜へ向かって延び，網嚢

の左外側後壁を形成する．

図１．脾周囲の間膜
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３．血管系

　腹腔動脈から分岐した脾動脈は約８０％が膵上

縁の背側を走行するが，まれに膵後面（約８％）

あるいは膵前面（約３％）を走ることもある．途

中で背膵動脈 dorsal pancreatic artery，大膵動

脈 great pancreatic artery，後胃動脈 posterior 

gastric artery などを分岐する．脾門部近くでは，

胃脾間膜内を走行する左胃大網動脈 left gas-

troepiploic artery，短胃動脈 short gastric ar-

tery を分岐し，さらに脾門で多くは上・下に２分

岐（約７５％），時に３分岐して，脾内で区域性に

分布し，区域間吻合はほとんどない３）（図２）．

　静脈系は脾内では上・下の２区域（５０．９％）あ

るいは３区域（４０．９％）に分かれていることが多

く４），脾門で合流して膵の背側を走行し，短胃静

脈，左胃大網静脈，膵静脈系，下腸間膜静脈を合

流させて後，上腸間膜静脈に合流して門脈となる．

４．組織構造

　組織学的に脾臓は被膜・脾柱系と脾髄とに大き

く分けられ，被膜はこれと連絡し脾内に分布する

脾柱と一体となり，脾髄を支えている．脾柱は動

静脈，リンパ管，および神経を包み込み，これら

を脾髄に運ぶ通路となっている．脾髄は肉眼的・

組織学的特徴から，白脾髄と赤脾髄とに区別され

る（図３）．白脾髄は脾髄内に白色点状に見える部

分で，動脈とリンパ組織から構成され，静脈は存

在しない．白脾髄において動脈はＴ細胞の集合で

あるリンパ性動脈周囲鞘（PALS）に囲まれ，こ

れに接してＢ細胞の集合である脾小節と呼ばれる

リンパ濾胞が認められる．赤脾髄はそれ以外の赤

色の部分で，脾臓の静脈域であり，毛細血管腔で

ある脾洞とその間隙を埋める細網組織である脾索

から成る．白脾髄と赤脾髄の境界領域には辺縁帯

があり，ここでマクロファージが抗原提示するこ

とで体液性免疫が始まると考えられている５）．

脾臓の機能
　脾臓には従来から，①濾過機能，②免疫学的機

能，③貯蔵機能，④造血機能，の四つの機能があ

ると言われ，とくにヒトでは前２者が重要である．

　濾過機能：脾臓の赤脾髄はその組織学的特徴と

定住するマクロファージによって，生体内のフィ

ルターとして，血中異物，微生物，抗原，老廃細

胞の捕捉・除去を行う．正常人の脾臓では１日に

約２０ｇの老化・傷害赤血球が除去される．また，

感染に対する第１次的防御機構を有する．

　免疫機能：最大の末梢リンパ装置である白脾髄

と濾胞辺縁帯は抗原認識，抗体産生，免疫情報伝

図２．脾動・静脈の分枝
１：腹腔動脈、２：脾動脈、３：膵背動脈、４：大膵動脈、
５：膵尾動脈、６：後胃動脈、７：左胃大網動脈、８：短
胃動脈、９：左胃動脈、１０：総肝動脈、１１：脾静脈、１２：
下腸間膜静脈、１３：上腸間膜静脈、１４：門脈。

図３．脾臓の構造（文献５より引用）
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達の主要な場であり，種々の免疫反応に深く関与

しているが，詳細は他稿に譲る．

　貯蔵機能：右心不全や門脈圧亢進症では脾臓に

血液が高度に貯留し脾腫が形成される．正常人で

は赤血球の貯蔵作用はほとんどないが，血小板は

血液中の約１／３が貯蔵され，脾腫症例では血小

板減少症となる．

　造血機能：胎生期５か月までは肝臓と主に造血

の主役をなすが，生後は主としてＢリンパ球，形

質細胞を産生する以外，一般的に造血機能は観察

されない．

脾機能亢進症
　脾機能に異常が生じて臨床上問題となるのは主

として脾機能亢進症であり，骨髄自体に原因がな

く，脾臓における血球の捕捉，破壊が亢進して血

球成分の一部または全部が減少した状態である．

多くの場合，脾腫が存在し，脾摘により血液像の

改善が見られる．先天性溶血性貧血，自己免疫性

溶血性貧血，特発性血小板減少性紫斑病などの血

液疾患，肝硬変に伴う門脈圧亢進症，結核，マラ

リアなどの慢性感染症，Gaucher 病などの異常

代謝物質蓄積，白血病，リンパ腫など浸潤細胞に

よる脾腫，等々によって生ずる．

脾摘の適応疾患
　脾摘の適応疾患を表１に示す．このうち頻度の

高いものは，特発性血小板減少性紫斑病などの血

液疾患，門脈圧亢進症，脾腫瘍，外傷，および胃

癌などの悪性腫瘍における合併切除である．

１．特発性血小板減少性紫斑病 idiopathic throm-

bocytopenic purpura（ITP）

　出血症状，血小板数１０万／�以下で赤血球数，

白血球数は正常，骨髄では巨核球は正常ないし増

加，他の血小板減少をきたす基礎疾患がない，な

どにより診断する．小児に多い急性型はウイルス

感染後に発症することが多いが，２０～４０歳の女

性に好発する慢性型の ITP は原因不明である．

血小板膜糖蛋白GP II b / IIIa またはGP I b 

/ IX に対する抗血小板抗体が関与した自己免疫

疾患と考えられており，血小板関連 Ig G（PA Ig 

G）が９０％以上の症例で高値を示す．

　副腎皮質ステロイドが第１選択薬であるが，無

効な場合，副作用のある場合，または維持量が多

い場合は脾摘を考慮する．一時的には８０％以上

の症例で血小板が増加するが，永続的寛解率は５０

表１．脾摘の適応疾患

血液疾患

１．特発性血小板減少性紫斑病　（ＩＴＰ）

２．溶血性貧血

遺伝性球状赤血球症

自己免疫性溶血性貧血

３．悪性リンパ腫

門脈圧亢進症

１．肝硬変症

２．特発性門脈圧亢進症（ＩＰＨ）

３．肝外門脈閉塞症（ＥＨＯ）

腫瘍性疾患

１．脾良性腫瘍

２．原発性悪性腫瘍

３．転移性腫瘍

脾損傷・破裂

脾動脈瘤

感染性脾腫

１．結核

２．カラアザール

３．マラリア

代謝性疾患

　Gaucher 病，Niemann-Pick 病　など

胃癌・膵癌における合併切除
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～６０％にとどまり，再発例の１０～２０％に副脾が関

与する．対象として若い女性が多いこともあり，

腹腔鏡下脾摘術が広く行われるようになったが，

出血傾向が強い患者では慎重に適応を決めるべき

である．術前処置として，長期のステロイド投与

例ではステロイド剤の管理が重要である．また，

血小板数３万／�以下の症例ではガンマグロブリ

ンを４００�／�　５日間点滴静注して，血小板数

の一時的増加をはかる．

２．遺伝性球状赤血球症　hereditary spherocy-

tosis

　本症は先天性溶血性貧血の中で最も頻度が高く

（６０～７０％），常染色体優性遺伝による赤血球膜

蛋白異常で，貧血，黄疸，脾腫が３徴候である．

診断は，末梢血塗抹標本で小型球状赤血球症の同

定，網赤血球数の増加，平均赤血球血色素濃度

（MCHC）の上昇，間接ビリルビン値の上昇，

Cr５１法による赤血球寿命の短縮，食塩水浸透圧抵

抗の減弱，などにより行う．治療としては脾摘が

１００％奏功する．溶血亢進のためビリルビン系胆

石を約１／３の症例に合併しており，同時に胆摘

を行う．

３．特発性門脈圧亢進症 idiopathic portal hyper-

tension

　脾腫，貧血，門脈圧亢進を示しながら，肝硬変，

門脈・肝静脈閉塞などの原因疾患を証明しえない

病態であり，病因はいまだに不明である．食道・

胃静脈瘤と巨脾・脾機能亢進に対して，胃上部血

行郭清と脾摘ならびに幽門形成からなるHassab

手術が行われる．

４．肝硬変症

　肝硬変症に対する脾摘の適応は，食道・胃静脈

瘤に対する治療の一環として行う場合と，脾機能

亢進症に対して行う場合とがある．前者では内視

鏡治療あるいは interventional radiologyに抵抗

するものが適応となるが，胃静脈瘤に対しては前

述のHassab 手術を第一選択とする場合もある．

脾機能亢進症に対する適応は，血小板減少による

出血傾向のためQOLが著しく損なわれる場合，

あるいは肝癌など他疾患の治療ができない場合で

ある．特に肝癌に対して肝切除や ablation，ある

いはインターフェロン投与を行う場合には，血小

板数が３～４万／�以下であれば血小板輸血とと

もに脾摘を考慮する．

　部分脾動脈塞栓術（Partial splenic artery em-

bolization：以下 PSE）は肝硬変患者の脾機能亢

進症に対して，脾摘に代わる低侵襲な非手術的方

法として行われている．脾機能の一部を温存でき

るという利点のほか，血小板数増加のみならず肝

の蛋白合成能を維持できるとして推奨する報告も

ある６）．本法は１９７３年Maddisonが他の保存療法

では止血困難であった食道静脈瘤破裂患者に to-

tal splenic embolization として行ったのが最初

である７）．その後いくつかの報告が見られたが，

脾破裂、脾膿瘍などの重篤な合併症を併発する症

例が多かった．しかし１９７９年 Spigos ら８）が抗生

物質の予防的投与と部分的塞栓での安全性を報告

して以来、重篤な合併症は減少した．しかし，塞

栓の範囲によっては治療効果が十分でない場合や，

逆に発熱，疼痛などの合併症に悩まされることも

ある．

５．脾腫瘍

　脾腫瘍は稀な疾患であるが，その中で良性では

表２．脾腫瘍

良性腫瘍

１．血管腫

２．リンパ管腫

３．過誤腫

４．嚢胞

悪性腫瘍

１．悪性リンパ腫

２．血管肉腫

３．リンパ管肉腫

転移性腫瘍

　乳癌，卵巣癌など
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血管性腫瘍，悪性では

悪性リンパ腫が最も多

い．表２に脾腫瘍の分

類を示す．血管腫，リ

ンパ管腫などは過誤腫

として扱われ，腫瘍の

分類にいれない場合も

ある．過誤腫は一種の

組織奇形で，組織構成

成分の混合異常により

小結節となったもので

あ り，脾 の nodular 

hyperplasia とする考

え方もある．脾嚢胞は

どの腹腔内臓器の嚢胞

よりも発生頻度が少な

く，脾摘例の０．５％と

報告されている．原発性悪性腫瘍は悪性リンパ腫

と血管肉腫以外は極めて稀である．転移性腫瘍も

稀であり，孤立性のものは極めて少なく，ほとん

どの場合他臓器転移が存在する．原発巣としては

乳癌，悪性黒色腫，卵巣癌が主なものである．

６．脾損傷・破裂

　腹部，背部の鈍的外傷，あるいは術中の脾被膜

の剥離損傷などで起こるが，稀に白血病などでの

病的脾腫の自然破裂も報告されている．脾損傷の

治療は，以前は脾摘が妥当とされてきたが，近年

overwhelming postsplenectomy sepsis ９）が注

目されるようになり，脾摘を行わずに，非手術的

治療や局所止血剤の貼付，縫合による止血などの

脾温存手術が施行されるようになった．縫合止血

にはマットレス縫合，プレジェットを用いる方法，

大網を被覆する方法，などがある．やむなく脾摘

を行った場合は，脾組織をスライスして腹腔（大

網）内に自家移植することも試みられているが，

妥当な移植量について一定の見解はなく，その有

効性の評価も難しい．

脾摘の手術手技
　最近では低侵襲や美容面での利点のため，腹腔

鏡による脾摘術が行われるようになったが，出血

をはじめとする危険な合併症も多く，開腹術の方

が安全ともいえる．一般的に，腹腔鏡下脾摘術の

好適応は脾腫のない良性疾患である．脾腫症例に

対して適応を広げる施設も出てきているが，術者

の技量や患者の病態を考慮して適応を決定すべき

である．表３に当科における過去５年間の脾摘症

例を示す．

１．開腹脾摘術

　脾摘術の手順として，①最初に脾臓を後腹膜か

ら授動・脱転し，最後に脾動・静脈を処理する方

法と，②胃脾間膜を開いて前方から脾門部にアプ

ローチし，先に脾動・静脈を処理する方法とがあ

る．前者は従来から合併切除などで行われている

方法であるが，後者は巨脾の症例や脾周囲の癒着

が強い場合に有利であり，これについて述べる．

１）皮膚切開

　上正中切開，上Ｌ字切開，左肋骨弓下斜切開，

山型横切開などの開腹法がある（図４）が，我々

は脾摘術単独の場合，山型横切開を用いることが

多い．

２）胃結腸間膜，胃脾間膜の切離

　胃結腸間膜を胃大弯中央部付近で切離し，網嚢

表３．脾摘症例の術式と疾患名　（慶應義塾大学外科，最近５年間）

Lap 脾摘開腹脾摘、脾合併切除
４５肝硬変、肝細胞癌、脾腫
１７１ITP
２２悪性リンパ腫、脾腫
０３特発性脾腫
０１骨髄線維腫、脾腫
１０遺伝性球状赤血球症、脾腫
０１特発性門脈圧亢進症、脾腫
１１脾動脈瘤
０３１膵癌
０５１胃癌
０４胃悪性リンパ腫
０１巨大腹腔内脂肪肉腫
０１成人生体肝移植ABO不適合症例
０１外傷性膵損傷
０３転移性脾腫瘍
４４原発性脾腫瘍
２９１１０計
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を開いて膵前面を露出する．さらに頭側に向かっ

て胃脾間膜を切離し，短胃動静脈を結紮・切離し，

胃と脾臓を遊離する．（ピットホール：脾腫がない

場合は，最頭側の胃脾間膜の切離は視野が深くな

るので，脾臓を脱転した後で行った方がよい．）

３）脾動脈の剥離・遮断

　膵体部上縁で脾動脈を剥離し，これをブルドッ

グ鉗子でクランプして流入血管を遮断すると，脾

の縮小と出血量の減少がはかれる．

４）脾結腸間膜の切離

　横行結腸，左結腸曲を下方に牽引し，脾結腸間

膜を切離し，脾下極を遊離する．（ピットホール：

強く牽引しすぎると脾臓の被膜を損傷して思わぬ

出血を招くことがあるので注意する．）

５）脾門の剥離，脾動・静脈の処理

　脾腫や脾周囲炎がある場合は脾臓を後腹膜から

授動することが困難であるが，このような場合は

脾門が高い位置（腹側）にあるので，前方から脾

門部を剥離して脾動脈を露出し，２重結紮・切離す

る．続いて脾静脈を露出して同様に２重結紮・切

離する（図５）．（ピットホール：本操作の際は近

接する膵尾部を損傷しないように脾臓寄りで血管

を処理するため，分枝レベルで切離することにな

り，何回かに分けて血管を処理しなければならな

い場合がある．）

６）脾腎ヒダ，横隔脾ヒダの切離

　脾臓を授動・脱転しない場合は，最後に脾門側

から脾腎ヒダを切離し，さらに頭側の横隔脾ヒダ

を切離して脾の上極を遊離し，脾臓を摘出する．

脾腫のない場合は，脾結腸間膜の切離に引き続い

て，脾腎ヒダおよび横隔脾ヒダを切離して脾臓を

脱転しておいた方が，脾門部の血管処理がやりや

すい．

７）ドレーン

　脾動・静脈切離部，後腹膜剥離面などの止血を

確認し，左側腹部から左横隔膜下にソフトプリー

ツドレーンを挿入し，閉鎖回路式ドレナージを行

う．

２．腹腔鏡下脾摘術

１）腹腔鏡下脾摘術に必要な器具

①５�径のトロッカー１本，１２�径のトロッカー

３本，１５�または１８�径のトロッカー１本．

②把持鉗子，剥離鉗子

③ snake retractor

④超音波凝固切開装置

⑤ Flexible 型電子腹腔鏡

⑥４５�長の flexible 型の linear stapler（血管用）

２）患者の体位とトロッカーの挿入位置

　患者を右半側臥位とし，図６に示す４カ所にト

ロッカーを挿入する．

３）脾結腸間膜の切離

　前腋窩線上のトロッカー（Ａ）より挿入した把

図５．脾動・静脈の処理

図４．皮膚切開
Ａ．上正中切開，Ｂ．上Ｌ字切開，Ｃ．左肋骨弓下斜切開，
Ｄ．肋骨弓下山型横切開
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持鉗子もしくはレトラクターで脾臓を頭側へ圧排

し，鎖骨中線上肋骨弓下のトロッカー（Ｂ）より

挿入した超音波凝固切開装置（Laparosonoic 

Coagulating Shears:LCS; エチコン社）を用いて

脾下極で脾結腸間膜を切開する．（ピットホール：

この操作中に脾の下極に向かって結腸間膜より分

枝する血管が存在することがあるので確実に処理

しないと思わぬ出血を招くことがある．）

４）脾腎ヒダの切離

　剣上突起下のトロッカー（Ｃ）から挿入した把

持鉗子で脾臓を正中側へ圧排し，さらにＡのト

ロッカーより挿入したレトラクターで脾彎曲部を

尾側に圧排し視野を展開する．Ｂのトロッカーよ

り挿入したLCSで脾腎ヒダを頭側に向けて切離

する．（ピットホール：この際，可能であれば脾上

極の横隔脾ヒダまで切離しておくと，後の操作が

楽である．しかし，脾上極付近の視野の展開が不

十分な場合は脾腎ヒダの切離は半分程度にし，視

野の悪い状態で脾外側，背側の切離を行わない方

が安全である．この段階で出血を併発すると止血

が困難なことが多いからである．）

５）胃脾間膜および短胃動・静脈の切離

　Ｃのトロッカーより挿入した把持鉗子で胃脾間

膜の胃側を把持し，Ａのトロッカーから挿入した

把持鉗子にて胃脾間膜の脾側を把持する．そして

Ｂのトロッカーより挿入したLCSで胃脾間膜を

尾側から頭側に向かって切離して行く．その過程

で短胃動・静脈をLCSで切離する．念のため，

残存側のみにクリッピングを行っている．（ピッ

トホール：短胃動・静脈の最頭側枝は長さが非常

に短く，胃と脾臓の上極の間の剥離が難しいこと

があるので注意が必要である．）

６）脾門部の処理

　Ａのトロッカーから挿入した snake retractor

を脾門部の裏を通し，脾門部を包むように形状を

整え，脾門部を腹側に挙上する（図７）．この操作

により脾門部の視野展開が良好となり，さらに脾

門部の位置が安定化するので，この操作は非常に

重要である．

　次に膵尾部を剥離し，脾動・静脈本幹と膵尾部

図６．トロッカーの挿入部位
Ａ．前腋窩線上に１２�
Ｂ．鎖骨中線上肋骨弓下に１２�
Ｃ．剣状突起直下に５�
Ｄ．臍直下に腹腔鏡用１２�

図７．脾門部の挙上
前腋窩線上のトロッカーから挿入した snake retractor で脾
門部を腹側に挙上する．

図８：脾動静脈の切離
血管用 flexible 型 linear stapler で脾動静脈を切離する．
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の位置関係を明確にする．

　脾動・静脈本幹と膵尾部の間が比較的距離があ

る場合は，血管用の flexible 型の linear stapler

をＢのトロッカーより挿入し，脾動静脈を本幹で

同時に切離する（図８）．（ピットホール：Ｂのト

ロッカーより linear stapler を挿入した場合，脾

動静脈との角度の具合が不適切なことがある．こ

のような場合は，無理せず，ステイプラーの挿入

部位をＡのトロッカーに変更する．）

　脾動・静脈本幹と膵尾部の間の距離が短い場合

は，ステイプラーで脾動・静脈を処理しようとす

ると膵尾部を損傷し膵液瘻を併発する危険性があ

る．よってこのような場合は脾動脈および脾静脈

を別々に結紮・切離する必要がある．

７）脾臓の体外への回収

　Ｂのトロッカー（１２�）を１５または１８�のト

ロッカーに変更する．このトロッカーより

Endopouch-II（タイコヘルスケア社）を挿入し，

脾臓をプラスチックバッグに収納する．このト

ロッカー挿入部位を約２．５�に延長した後，この

バックの入口を創外に引き出し，このバッグの中

に鉗子を挿入し，脾臓を破砕してから取り出す．

８）腹腔内洗浄とドレーン

　左横隔膜下を温生理食塩水で十分洗浄し，止血

を確認する．Ａのトロッカー挿入部位より左横隔

膜下にドレーンを留置し，閉創して手術を終了す

る．

脾摘後の合併症と対策
　脾摘後の合併症として注意すべきものは以下の

通りである．

１．後出血

　巨脾，脾周囲炎などの高度癒着，側副血行路の

発達，術前からの血小板減少・凝固系異常，など

が後出血の危険因子である．とくに腹腔鏡下手術

では結紮や縫合止血が制限されるので，十分な止

血操作と止血の確認が大事である．

２．横隔膜下膿瘍

　比較的頻度の高い合併症で，とくに脾機能亢進

症や悪性腫瘍における脾合併切除例では１６％の

発症率が報告されている．呼吸に伴うドレーンを

通しての逆行性感染の可能性もあるので閉鎖回路

式のドレナージが望ましい．

３．膵液漏

　脾門部での血管剥離の際に膵実質を損傷すると，

術後に膵液漏が発症し，ドレーンの抜去が遅れる．

また，腹腔鏡下手術において，膵尾部が脾門部に

入り込んでいる症例では，血管をエンドステープ

ラーで切離する際に膵尾部を切離すると膵液漏を

きたしやすい．ドレーン排液中のアミラーゼ値を

測定し，高値の場合は食事摂取を遅らせ，ドレー

ン造影にて洗浄が有効であることを確認した後，

ドレーン洗浄を行う．難治例では，ソマトスタチ

ンアナログ（サンドスタチン）による膵外分泌抑

制，蛋白分解酵素阻害剤（gabexate mesilate な

ど）の投与を行う．

４．血栓症，門脈系血栓症

　脾摘後，血小板数は増加し術後２～３週でピー

クに達する．血小板数が６０万／�以上になった

場合は血栓症を発症しやすいので抗血小板薬（ア

スピリン８１～３００�／日など）を投与する．と

くに脾摘後には脾静脈の血流停滞が生じ，血小板

数の増加とあいまって脾静脈内さらには門脈内に

血栓を形成しやすくなる．門脈系血栓症の頻度は

１．１～８％程度と報告されているが１０）１１），脾腫症例

や腹腔鏡下手術ではそのリスクが増加する．腹腔

鏡下脾摘術後，造影ＣＴによる詳細な検討を行っ

た報告では６３．６％の症例に門脈系血栓症の発症

をみており，これは開腹手術に比べて有意に高率

であった１２）．症状としては発熱，腹痛，腹部膨満

などであるが，血栓が小さい場合は無症候性のも

のも多い．一方，上腸間膜静脈や門脈本幹に血栓

が延びれば，腸管壊死や肝不全をきたし致命的と

なる可能性があるので，このような場合は inter-

ventional radiology（IVR）などによる積極的な

血栓溶解療法，抗凝固療法が必要である．無症候

性のものに抗凝固療法を行うべきか否かは議論の

分かれるところである．ワーファリン投与は血栓

を消失させるのに有効であるが，ほとんどの無症

候例は自然軽快すると考えられる．
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５．原因不明の発熱

　明らかな感染がなく，３８℃前後の弛張熱が続く

ことがあり，古くからMilz Fieber, splenic fe-

ver と呼ばれている．多くは脾静脈血栓症であろ

うと考えられており，抗生物質は無効で，アスピ

リン投与が有効である．

６．脾摘後敗血症

　脾摘後に重篤な感染症に罹患しやすいことは

１９５２年King ＆ Shumacker１３）による小児例の報

告以来 overwhelming postsplenectomy infec-

tion（OPSI）または overwhelming postsplenec-

tomy sepsis（OPS）と呼ばれ，注目されるよう

になった．その頻度は２～５％程度と報告されて

いるが，小児例で多く，とくに乳幼児では敗血症

による死亡率も高いので（５０～８０％），５歳以下

の脾摘は避けるべきである．起因菌の約半数は肺

炎球菌であるため，少なくとも小児脾摘例では肺

炎球菌ワクチンの接種が勧められる．

おわりに
　脾摘は消化器外科医にとって基本的な手術手技

の一つであり，適応疾患も幅広い．さほど難度の

高い手術ではないが，出血をはじめとする危険な

合併症も起こりうる．とくに，近年普及しつつあ

る腹腔鏡下手術は低侵襲である反面，安全性に問

題があり，十分なトレーニングを積んだ上で行わ

れるべきである．
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