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実験方法

体重 8～ 15Xgの雑種成犬を用いた.

1.外 科的操作

小腸各部で腸管を 100%横切し,直 ちに絹糸を用いて

全層一層結節縫合で端々吻合した.横 切吻合はつぎの各

部で施行した。

a)幽 門輪を中心に胃側,十 二指腸側へそれぞれ約 2

CElの部位で横切して幽門輪を切除後,胃 十二指腸を端々

吻合した。電極の固定部位は吻合線をはさんだ上下約 2

Cmの胃前庭部,お まび十二指腸上部,さ らに_上部空腸の

3点である (図1).

b)総 胆管開日部より約 2 om日側の十二指腸において

膵の一部を剣離後,同 様横切吻合して,目 前庭部,「/J合

線下部約 2 cm肛門側の十二指腸,上 部空腸にそれぞれ電

極を装着した (図2).

C)総 胆管開田部より約 2 Cm肛門側のに 指腸におい

て横切吻合した後,吻 合線上下約 2 cmの十二指腸と,上

部空腹に電極を装着した (図3).

d)上 部空腸 (トライツ籾帯より約20cm肛門側)に お

雑種成犬を用いて小腸横切端 吻々合後の腸運動を筋電図学的に検討した。さらに小腸各部位で横切吻合
した後,吻 合線上下における律動頻数の変化を観察して,こ れらの成績をもとに小腸各部の律動頻数構成

機構について考察した。

端々吻合術後, 2～ 3日 目に腸管は明らかな律動収縮運動を開始し,術 後約10日で手術侵襲から回復す
るが完全な運動機能の回復はほぼ永久に望めない.刀 腸ヽ各部には intrinsicに律動収縮を営む機構が存在

し, さらに幽門輸と総胆管開田部間の十二指腸から発し縦走筋層を介して下位に伝播 して, intrinsicな

頻数を加数するように働く刺激の両者によつて小腸各部の律動頻数は構成されていると考える

はじめに

小腸端 吻々合は消化器外科において,最 もよく用いら

れる術式であり,吻 合後の腸運動機能は外科臨床上,重

要な問題である.

腸管運動 は従来よリレ線法, 腹窓法, 内圧曲線描写

法,Trendelenburg法などによつて観察されている。 ま

た,筋 電図学的研究も近年急速に進展し,電 気生理学的

解明が加えられつつある.

消化管平滑筋の活動電位としては slow waveと sPike

WaVeが 存在することはすでによく知られている。 こ の

うち Spike waveは腸管の収縮運動を示す活動電位であ

ると考えられ,あ れわれは小腸における活動電位と,バ

ルーン法による機械曲線の同時記録りについで, 今回は

胃活動電位と,ス トレーンゲージ機械曲線の同時記録を

行い,こ の事実を再確認したうえで Spike waveを筋電

図観察上の指標として,小 腸横切端々吻合後の腸管運動

を経時的に観察するとともに,″賜 各部で横切吻合した

際の吻合線上下における律動収縮頻数の変化について検

討した.
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図 1 幽 門輪切除後胃・十二指腸端々吻合

総胆管開田部 より口側の十二指腸で横切端々

吻合

| てヽ横切後端 吻々合し,電 極は吻合線上下それぞれ約2

Cllっ部住峰田定した (図4ュ 1).またさらに吻合線上下

約10cmの部位にも同時に装着した群も作成した.

e)上 部笙腸におぃて約5 cm間隔に3カ所横切吻合

し,電 極は各分節の中央,お よび分節の上下約2 Cmの部

位に固定した (図4,H).

f)下 部回腸 (Fl腸末端より約15cm田側)に おいても

上部空腸と同様操作を加えて検討の対象とした.

2.活 動電位導出方法および観察方法

a)電 極 :接摩針をイヤホンコードにハンダ固定した

双極電極を作製した。極間距離はl mmに固定し, リード
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総胆管開田部 より肛側の十二指腸で横切端々

吻合

上部空腸で横切端々吻合 (I)及 び上部空腸

で3カ所横切端々吻合 (1)

← PγoXfl■4t

線の長さは約30ctBのものを使用した,

電極装着には装膜面から筋層に直角に刺入し,血 管縫

合糸を用いて舞膜面に縫合固定した後, リード線を腹腔

より皮下を通して,腰 背部皮下に埋没した:

b)活 動電位の導出 :前処置は施行せず,食 餌も導出

直前まで自由にさせた。 導出時の麻酔 には塩酸ケタミ

ン10～15mg/kgを筋注し, できるだ け麻酔深度は浅くし

た。                                                                 ‐                    i

増巾器および記録装置は日本光電社製生体用前置増市

器A P B20-→ 直流増巾器AD_45TR一→記録器WI‐205T

を使用し,時 定数は0.03秒とした.

C)活 動電位の観察 :以上の操作で得られた筋電図に

は SPike waveと,ぃ ゎゅる SIoW Waveが認められる

が,原 則としてsPike waveを採用し,さ らにSpike群の

分時発生頻数を分時腸管律動収縮頻数として観察した.

3.胃 活動電位 とス トレーンゲージ機械曲線の

図 3

図 2

図 4
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同時記録

塩酸ケタミン20唾/Fg筋注麻酔 にて開腹し, 胃角部に

ス トレーングージと電極を同一横軸上に固定して,そ の

まま活動電位とス トレーングージ機械曲線を同時記録し

た.

機械曲線導出装置は 日本光電社製 トランスジューサ

CT_lT―→ひずみ圧力用プリアンプ RP_3-→直流増巾

器AD_45TR一→記録器WI‐205Tを使用した。

成  績

1.幽 門輪切除群

胃前庭部から導出された活動電位はそのリズムの乱れ

が時々みられ,分 時放電源度を計測する際,危 険率が高

くデータから除外した。吻合線下部十二指腸の分時SPike

群発生頻数は17～19,平均17.7であり,正常十二指腸に

おける頻数と同様である。上部空腸は16～19,平均17.5

で,正 常上部空腸における頻数を示し,吻 合線下部十二

指腸,上部空腸の頻数は幽門輪を切除して端 P々//2合した

場合でも,と くにその影響を受けない (図5).

図5 幽 門輸切除後, 胃・十二指腸端 吻々合

2.総 胆管開 田部 より日側で横切吻合群

術後10日以内に導出した冒前庭部からの分時 SPike群

発生頻数は4～ 5,平 均 4.6であり,吻 合線下部十二指

腸は13～16,平均15.1である。術後10日以後は胃前庭部

が4～ 5,平 均 4,7,吻 合線下部十二指腸が17～19,平

図61総 胆管開口部より日側の十二指腸において横
1切端々吻合
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均17.6,上 部空腸が17～19,平 均17.8と,そ れぞれ各部

の正常分時 SPike群発生頻数を示 した (図6).

3.総 胆管開 田部 より肛門偵」で横切吻合群

吻合線上部では17～20,平均18.4であり正常十二指腸

における分時 SPike群発生頻数を示す。これに対し,吻

合線下部十二指腸では12～16,平均13.7であり,上 部に

対し平均25.5%その頻数が減少する。また同時に導出し

た上部空腸の分時 SPike群発生頻数は12～16,平均13.6

であり,吻 合線下部十二指腸の頻数とほぼ一致すると同

時に,正 常上部空腸の頻数より著明な減少を示した.す

なわち吻合線下部十二指腸,上 部空腸とともに頻数が減

少するが,吻 合線上部は正常頻数を維持した (図7),

図7 総 阻管開日部より肛門側十二指腸において横
切端々吻合

4.上 部空腸横切吻合群

この群において,よ り詳細に横切吻合後の経時的変動

を追求した。

術直後から規則正しく, いわゆる SIOW Wave!が導出

され, 術翌日までは吻合線上下とも S10W Waveのみが

導出された.術 後 2～ 3周 目にはじめて SPike Waveが

出現する (図8).SPike waveの出現時期に関して,P//J合

線上下で有意差はなく,さ らに吻合線から約10cll離れた

部位でも有意差はない。この時期から,い わゆるツズム

図8 上 部空腸において横切吻合後,吻 合線上下の

活動電位 (上 :術直後,下 :第 2日 目)

=H IⅢ 3tt3,8Ht-33
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の乱れは認めないが,ま だ筋電図上 sPike群の出現は少

なく,S10W Waveが多い。また SPike数も少ない。その

後次第に SPike Waveの出現は多くなるが,術 後10日以

内は吻合線上下の分時 SPike群発生頻教も対照より少な

く,吻 合線上部が12～16,平均14.2であり,lyJ合線下部

なおいては10～13,平均12.1である。すなわち術後早期

から,吻 合線上部に対し下部の頻数が少ない.

術後約10日を境にして,吻 合線上部はほぼ正常の放電

様式を示し,分 時 SPire群発生顔数も約18と正常に回復

する。一方,P/J合線下部もその頻数を増してくるが約14

/分 で吻合線上下の分時 SPike群発生頻数は明らかに異

なる (図9, I)・

図9 上 部空腸において横切吻合後10日目 (I)お
よび 865日目 (1)の 吻合線上下活動電位

その後,約 2年 6カ 月にわた り観察したが,術 後10日

以後は変化を認めず,吻 合線上部が正常頻数を示すのに

対し, 下部ではそれより約 4/分少ない頻数の ままで,

吻合線上下のリズムの一致は認められない (図9,II)・

術後10日以降, 2年 6カ 月までの間に導出した吻合線

上部の分時 SPike群発生頻数は 16～21, 平均17.5であ

り,吻 合線下部では12～16,平均13.4で吻合線上部より

平均値において23.4%少 い頻数を示した。

5.上 部空腸で 3カ 所横切吻合 した群

最上位吻合線 より日側は約18/分で正常の上部空腸分

時 SPike群発生頻数を示すが,こ の吻合線より下位肛門

側はそれより約 4/分少ない頻数であり, 以下, 肛門偵‖

部分に追加した横切吻合線をはさんだ上下は同頻数を示

した。すなわち肛門側に追加した横切吻合の影響は認め

られず,上 下でリズムの一致をみた (図10,11).

6.下 部回腸横切吻合群

吻合線上部 の分時 SPike群発生頻数 は11～15,平 均

13.3であり,下 部回腸における正常頻数を示す。一一方,

吻合線下部では9～ 15,平均10.5であり,上 部に対し平
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図10 上 部空腸において5伽 間隔に3カ 所横切吻合
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図 11

小腸各部で横切吻合後, 吻合線上下 の分時
sPi k e ,群発生頻数

1.幽 門輸切除 2.総 阻管開田部より口側

十二指腸 3.総 阻管開田部より肛門側十二

指腸 4.上 部空腸 5.下 部回腸

匠王王ヨ
吻合線上部

均値において21.1%少い頻数である.

以上の各実験により横切部位を変えてみると総胆管開

田部より田側で横切吻合を行つた場合には横切下部にお

ける律動頻数の減少はなく総胆管開田部より肛側で横切

吻合を行うと何れの部分であつても横切下部腸管の律動

頻数の減少することが認められた (図12).
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71 胃 活動電位 とス トレーンゲージ機械曲線の

同時記録

われわれの使用したス トレーンゲージ機械曲線記録装

置では,長 軸方向にス トレーンゲージが短縮した際,す

なわち胃の収縮運動時にはその曲線は下降するように描

写される.

この方法で活動電位と同時記録すれば,小 腸において

活動電位とバルーン法による内圧機械曲線の同時記録を

した場合
7)とほぼ同じ結果が得られた。すなわち,SPike

群発生頻数は胃律動収縮頻数と一致している.小 腸にお

いては, われあれの呼称している SiOW Waveのみが導

出される時には律動収縮を認めなかつたが,胃 ではわれ

われの呼称する SIoW Waveのみiが
導出される際にも一

致して機械曲線が描写された (図13).

図13 胃 活動電位とストレーンダージ機械曲線
活動電位 SPike群とストレーンゲージ機械曲線

いわゆる SIOW Waveと ストレーンゲージ機械曲線

考  綾

1.消 化管における活動電位について

消化管平滑筋 の運動を電気生理学的に捉える方法は

Aivarez and Mahoneず)に よつて始まり, その後 BO‐

zlげケ0が sPite potentialとsiOw POtentialの存在する

ことを発表して以来,急 速に進展した。しかし得られた

筋電図から消化管運動のすべてを説明するにはなお多く

の問題がある.活 動電位の導出方法も研究者によつて異

な り ,ま た S l o W  W 4 V eを 指 標 に す る か , S P i k e  w a v eを

指標にするかでその解釈も異なる.

平滑筋活動電位の導出方法としては細胞内導出法と細

胞外導出法がある。われわれは銀針双極電極による細胞

外導出法を用いている.細 胞外導出法は組織単位の活動

電位を示していると思われ,細 胞内導出法と比較して,

技術的に容易であり,実 験条件の制約が少ない利点があ

るため生体環境下の運動を捉えるには好都合である.さ

らにわれわれは埋没電極法を採用することにより,導 出

時再開腹していた従来の方法とくらべ,よ り生体環境下
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の運動を捉えることができ,一 段と活動電位が導出しや

すくなつた,

今日,SiOW waveは腸管の収縮を規定する もので あ

る5)とぃゎォ6 basic electrical rhythm(BER),PaceSetter

POtential(PP),initiaI Potential,control activityなどと

よばれている。これに対し SPike Waveは腸管収縮を示

す活動電位であると考えられている.

われわれの用いた活動電位導出方法でも,明 らかに 2

trT類の波形を認めることができる。すなわち術後早期に

はそのほとんどがいわゆる SloW waveでぁる.市 サ|16)に

よれば双極導出 の場合,SiOW waveの形 は電極間の距

離,電 極間を伝播する興奮の均等,不 均等,興 奮する巾

などに よつて異なり, この SIOW Waveは活動電位の

s i o w  c o m P o D e n t の こ と で ,  本 当 の 意 味 で の S I O W  W a v も

とは異なるものであり, 真の S10W Waveを見るには単

極導出が望ましいとのべている.こ うしてみるとわれわ

れ の 得 た S 1 0 W  W a v eは 真 の S i O W  W a v eと は い え な い か

も知れない。著者は小腸において,活 動電位とバルーン

法による機械曲線の同時記録,ま た肉眼的観察により,

われわれ の呼称している SIOW Wave導出時には腸管の

律動収締 は認められないが,SPike waveの 出現すると

きは明らかに腸管律動収縮を認めること, お よび Spike

群発生頻数は腸管律動収縮頻数と一致することをすでに

報告した7).さ
らに今回は胃において長軸方向の運動を

捉えるStrain gaugeによる機械曲線と,同 部からの活動

電位を同時記録して,小 腸におけるバルーン法の実験と

ほぼ同じ成績を得た。本装置は Strain gaugeを使用した

フォース トランスデューサであり, フォース トランスデ

ューサは金属ストリップにフォイルゲージが接着してあ

つて,力 が作用することによつて生じる歪を電気的出力

として検出するものである.

strain gauge法は胃の任意部位に葉膜面から固定して

機械曲線 を記録し, 消化管壁の一部からその運動を捉

え,パ ルーン法が消化管内腔から全周の運動を捉えるの

と共なる.導 然パルーン法のごとく精膜面からの刺激は

与えない。またパルーン法は導出部位の固定が嬬動運動

のため困難であるが Strain gaugeは確実に固定される.

したがつて胃のように内腔の大きな器管の運動観察には

好都合である.

活動電位と同一横軸上で strain gauge機械曲線を同時

記録すれば,SPike waveの 出現とほぼ同時に, 胃の収

縮運動が開始されることは先にのべた.し かし SPike群

の大きさと,Strain gauge機械曲線の収縮力との相関関

係を定量的に測定することはまだ困難である。

小腸においての観察ではわれわれの呼称しているSIOW
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WaVeの みが導出される時は, 肉眼的観察,パ ルーン法

による機械曲線ともに腸管律動収縮運動を提えることが

できなかつたが, 胃では SloW Waveのみが導出される

際も,Strain gauge機械曲線は一致した変化を捉えてい

る.こ のことは小腸においての観察方法が充分でなかつ

たものか, また胃と刀ヽ腸の S10W Waveが異質のもので

あろうかとも考えられるが,今 後さらに検討したい.

いずれ に してもわれわれの導出して ヽヽ る活動電位

SPike群は腸管の収縮運動を捉えていることは間違いの

ない事実であるが,得 られた筋電図から腸運動を定量的

に規定するまで には到つていない。 したがつて,主 に

SPike群発生頻数を筋電図観察上 の指標 として検討し

た。

2.小 腸運動について

従来より小腸の運動には振子運動,嬬 動運動と分節運

動があるといわれている。小腸運動 (とくに嬬動運動)

は上部小腸で発生し,下 位へ伝播するものであると考え

られ, その運動の発生場所として福原
8)は

十二指腸幽門

の直尾側で あるとのべ, また筋電図の SIoW Wave頻数

による研究で MiltOn3)は総胆管開田部近辺を,正 務
10)

は広く十二指腸を,さ らに木下
11)は

総胆管開田部より日

側の十二指腸を指摘している.柴 田7)はsPike waveを

指標とした観察で,幽 門輪と総胆管開田部間の十二指腸

領域が何らかの関係があることを示唆している.

3.横 切端 々吻合後の腸管運動

横切吻合という外科的操作で,上 位から伝播されてき

た興奮は COnduction b10ckの状態となると考えられ,

本邦では主として吻合線部における嬬動輸の移行,あ る

いは果奮伝播ということに主眼をおいて研究されたもの

が多い。

東田
12jはウサギの小腸横切後,端 々および側々吻合し

て,内 容物を吻合腸管に注入すると,吻 合直後でも蝙動

波は滑らかに吻合部を日側から肛門側へ伝播すると報告

した. これに対し,日 北
l",久

米川
14)は

端 吻々合後,超

生実験と映画記録により観察し,術 後 1週間は緊張異常

に基ずく局所的機能的不通症の状態であり,術 後 2～ 3

週間を過ぎれば吻合線上下に各々別個に活発な運動がみ

られ, 2カ 月を経過すれば吻合線上下の嬬動輪は円滑に

吻合線を越えて下部腸管に伝播され,r//J合線上下両腸管

は全く正常な運動を営なむと報告した 筋 電図学的には

栗津
15),西

垣戸
16)が

術後 4週間で吻合線上下のリズムは

一致して正常に回復すると報告し,つ いで辻村
17jは

術後

2カ 月で,王 真
1めは 2～ 4カ月で完全に正常に回復する

と報告している。田北ら
19)によれば腸腸端々吻合の厳密

なる意味における癒合とは組織所見,と くに神経連絡の

存在と,吻 合線上下にある腸管の収縮 リズムが完全に一

致する状態,い いかえれば吻合線を越える嬬動輪の直接

伝播の事実をもつて完全治癒と判定することができると

のべている.藤 岡
2いは腸管吻合創を病理組織学的に観察

して,腸 全層にわたる吻合創の治癒には術後 2カ 月を要

し,さ らに術後 6週を経過すれば両腸端の壁内神経は再

生して,吻 合部結合織を貫通して両腸端間を連絡すると

のべ,一 定期間後には吻合線における COnduction block

の状態が解除され,吻 合線上下で興奮が同期すると説明

している。このように本邦では術後 2～ 4カ 月で吻合線

上下腸端のリズムは一致して完全に治癒するという報告

が多い。

一方,Douglas21)ャま横切吻合後,吻 合線下部の律動収

縮頻数は対照 と比較して 3.4～ 5.4/分減少することを

肉眼的に認め,さ らに術後9カ月を経過しても,も との

頻数には 回復しない と報告している。 筋 電図学的には

、low waveの吻合線上下における頻数を比較検討した報

告
9)1°)22〕～29)がみられ,吻 合線上部の SiOW Wave頻数は

正常顔数を 維持するが,吻 合線下部 は それより3.5～

6.2/分頻数が 減少 する ことを 指摘 している。 さらに

Milto■9)は 2カ 月間,COde2"は 3カ 月間,正 務
3いは5

年間にわたり観察しているが,減 少した吻合線下部の頻

数は正常に回復することなく,吻 合線上下の頻数は一致

しないと報告している。

われわれが上部空腸において横切吻合後,経 時的に導

出した活動電位 では術翌日はいわゆる S10W Waveのみ

が記録され, 2～ 3日 日にはじめて SPike群が導出され

た.こ の時期から著明なノズムの乱れは認められず,さ

らに早期には吻合線上下の分時 Sぶke群発生頻数は正常

頻数より少なく,SPikeの振巾も小さい.ま た筋電図上

siow waveが多く,SPike群 の出現は少ない。しかし次

第に SPike群の出現が多くなるに従い,SPike数 ,sPi■e

の振巾も正常に近づき,術 後約10日で吻合線上部の分時

SPike群発生頻数は正常頻数を示し, 筋電図学的に吻合

線上部は正常上部空腸の放電様式を示 した。一方,吻 合

線下部では個々の SPike群の形態はほぼ正常であるが,

その分時 Spike群発生頻数は上部に対し約4/分少ない,

この所見は2年 6カ月後でも,術 後10日以後の所見と同

様であり1/2合線上部に対し, 吻合線下部 では平均値で

23.4%少 く,ほ ぼ永久に正常頻数に回復することはない

と推察される.

筋電図学的観察のみで吻合後の腸管の回復状態をすべ

て説明することはできないが,明 らかな腸管律動収縮運

動は術後 2～ 3日 目にはじまることを示 し,腸 内容の輸

送が開始されるといえる,手 術侵襲の程度などにもよる
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が,腸 吻合後の臨床的腸雑音の聴取時期ともほぼ一致す

る所見である。その後,術 後約10日間は機能的低下が朔

らかであるが,約 10日を境にして吻合線上部が正常の放

電様式を示すことは約10日で吻合部腸管はほぼ手術侵襲

から回復すると考えることができる。しかし,そ の後 2

年以上にわた り観察したが,吻 合線下部の減少した律動

頻数は正常頻数に回復しないことから,運 動機能の面か

ら考えると理論的には完全な回復はほぼ永久に望めない

ことを意味している.

小腸端々吻合後 の術後早期 における筋電図学的研究

で,辻 村
1つは術後 3日 では SPike burstは認めず,約 1

週で SPile群は正常に近い形態を示すが発生周期は全く

不規則で,局 所的機能的不通状態が残存するとのべ,日

北
1り,久 米川

1つの観察とほぼ一致した報告をしている。

玉真
1りは吻合部陽管の強靭度については術後約 1週間で

正常に復するとのべる一方,筋 電図学的には術後 1週間

では SPike burstは全く不規則で SPike数も少ないとの

べている。われわれの筋電図学的観察がこれらの報告と

果なつたのは,活 動電位の導出方法,す なわちわれわれ

は in situの状態で活動電位を導出したことにもよると

考えられる。

吻合線下部が正常頻数に回復しないこと,あ るいは吻

合線上下で律動収縮頻数が異なることの臨床的意義にう

いては今後さらに検討を加える必要があるが,筋 電図学

的立場でみると,吻 合線下部における腸内容輸送力の低

下と結びつけたくなる。しかし律動収縮頻数の減少が直

ちに腸運動の減弱 につらなるものと断定することは危

険であると思われる。また仮に,吻 合線下部で腸運動が

23.4%減少するという事実をもつてしても,こ れは生理

的許容範囲にあるのかも知れず,ま た何らかの///で代償

されることも想定しなければならない.少 なくとも臨床

的にみた場合には注目すべき所見の少ないことも事実で

ある.

4.小 腸各部の律動収縮頻数構成機構

上部空腸において約 5 cm間隔に2～ 3カ所横切吻合し

た際には最日側吻合線をはさんだ上下では律動収縮頻数

の差が著明であるが,そ れ以下の吻合線上下では同頻数

を示す (図10,11)。このことから最日側吻合線において

上位口側から伝播されてきた刺激が b10Ckされたと容易

に考える ことができる。 木下
11)はsiOW Waveを指標と

した観察で同様の結果を認めている。

今日まで考えられて いるように,横 切吻合線 におい

て, 上位日側 から伝播されてきた嬬動波が conduc=on

bloCとの状態となるならば,吻 合線以下の嬬動運動はど

こから発生するものであろうか。 正務
1いは s10w wave

51(557)

を,柴 田7)はsPike waveを指標にした筋電図学的観察

で,小 腸各部位には in,rinsicaIに律動収縮を営なむ機構

が存在し,さ らに十二指腸から発し,intrinsicalな律動

頻数を加数するように働く刺激の両者によつて小腸各部

の律動頻数は構成されると推定した,そ こで横切吻合を

行うと,十 二指腸から発し,intrinsicalな律動頻数を加

数するように作用する刺激が bloCとされ,吻 合線以下は

intrinsicalな律動収縮機構のみで収縮するため,そ の頻

数は減少すると説明される。さらに intrinsicaIな律動頻

数を加数するようにlSJくlll激の発生場所が今日までいわ

れてきた小腸のいわゆる Pace mtting areaであろうと

推察される。したがつて摘出腸を用いて吻合線上下の律

動収縮運動 を観察する場合は,摘 出のための横切が図

10,11にみる最日側切除線となり,それ以下のintrinsical

な収縮運動のみの観察となるため吻合線上下でそのリズ

ムは一致するといえる。

ところで intrinsicalな律動収縮頻数を加数するように

働く刺激はどこから,ど のような経路で下位腸管に伝播

するものであろうか。

さきにのべた成績のごとく総胆管開田部より肛門側十

二指腸で横切吻合すると,吻 合線上部は十二指腸の正常

頻数を示すが,吻 合線下部ではそれより平均値で25.5%

減少し,パ ターンとしては上部空腸における横切吻合の

際と同じである。しかし,総 胆管開田部より口側十二指

腸で横切吻合 した際, および幽門輪切除後, 胃十二指

腸を端々吻合した際は吻合線下部 も正常頻数を示す。

すなわち幽門輸より総胆管開田部に致る間の十二指腸が

intrinsicalな収縮頻数を加数するように働く刺激の発生

場所ではないかと考えられる.

同様なことを MiltOn"は sIoW waveを指標 に して

観察し,SioW Waveの pace makerは総胆管開田部近辺

の十二指腸であろうと推定した。さらに正務
10)は

広く十

二指腸全域を,木 下
11)はわれわれとほぼ同じ結論を報告

している。今日 SIoW Wave頻数と SPi■e群 発生顔数の

関係は明らかにされていないが,多 くの実験成績を通覧

するとほぼ一致するような印象を受ける。

この刺激の伝播系路について柴田31)は
縦走筋層を推察

したが,slow waveに よる観察で木下
11),正

務
1の

も同じ

ような考え方を結論として報告している.

上部空腸横切端 吻々合後,こ の上位十二指腸からの刺

激は吻合線において blockされ,ほ ぼ永久的に吻合線下

部へ伝播 しないことは,こ の刺激の伝播系路は端々吻合

によつても吻合線上下を連絡しない組織であろうと考え

られる。

吻合部 の病理組織学的研究 をみても,粘 膜,壁 内神
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経,葉 膜は再生して吻合線上下を連絡するが'筋 層の再

生,連 絡は認められない2い39)Ⅲ

また下部回腸で横切吻合した際も,吻 合線上部は正常

頻数を示すのに対し,吻 合線下部はそれより平均値にお

いて21.1%減少したことから,こ の刺激は下部回腸まで

到達,作 用するものであると考えられる.

一方,intrinsicalな律動頻数についてみると,総 胆管

開田部より肛門側十二指腸と,上 部空腸においてはほぼ

同数であるが,下 部回腸ではそれより少ない成績が得ら

れた。

Alvarez32)33)がゥサギの摘出小腸分節,お よび生体内

腸管の律動収縮頻数を観察して,十 二指腸で最も多く,

回腸末端へ 向うに したがつて漸減するという, いわゆ

る gradient theoryを発表 して以来, この成因に関し

て未だ定説は ないが 多くの追試, 研究が報告されてい

る34)～38).

われわれもこれまでの成績から,小 腸各部の律動収縮

頻数は小腸各部の intrinsicalな頻数と,こ れを加数する

ように働く刺激が幽門輪と総胆管開田部間の十二指腸か

ら発し,縦 走筋層を介して下位へ伝播 しintrinsicalな頻

数を加数するように働く。この両者によつて小腸運動が

構成されていると推察しているが,理 論的にはいわゆる

gradient theoryを説明できるのではないかと思う。

結  語

1.雑 種成犬の小腸各部で横切,端 々吻合して,術 後

の腸管運動を筋電図学的に検討した。

2,上 部空腸において横切端々吻合後,P/J合線上下の

運動を経時的に観察すると,術 後 2～ 3日 目に吻合線上

下腸管は明らかな律動収縮をはじめる.術 後約10日です

吻合線上部はほぼ正常運動を示す。一方,吻 合線下部は

上部 より約4/分少ない律動頻数を示し, その後経時的

に2年 6カ 月間観察したが正常顔数に回復しない。換言

すれば,E2」合線上下の律動頻数はなば永久に一致しない

と思われる。

3.十 二指腸各部,上 部空腸,お よび下部回腸におい

て横切端々吻合後,吻 合線上下の律動収縮頻数を検討し

た .

幽門輪と総胆管開田部間 の十二指腸 で横切吻合した

際は吻合線下部も正常十二指腸の分時律動収縮頻数を示

す.

総胆管開口部より肛門側十二指腸で横切端々吻合すれ

ば,吻 合線上部は正常十二指腸の頻数を示すのに対し,

吻合線下部 では平均値 において上部より25.5%減少し

た 。

上部空腸においては吻合線上部が正常頻数を示すのに

対 し,吻 合線下部は平均値にお _ヽてヽ,そ れより23.4%少

ない律動顔数である.

下部回腸においても同様に吻合線上部は下部回陽の正

常頻数を示すのに対 し,吻 合線下部は平均値において上

部より21.1%減 少 した.

4.上 部空腸において 5 cm間隔に 3カ 所横切吻合すれ

ば,最 日側吻合線より日側は正常頻数を示 し,以 下肛門

側はそれより約 4/分少ない 頻数を維持 して第 2, 第 3

の吻合線上下の律動頻数は一致する.

5.胃 において活動電位とス トレーンゲージによる機

械曲線を同一部位から,同 時記録 した。胃の活動電位と

同期 した機械曲線が得られ,胃 からの活動電位は胃の律

動収縮運動を示 していることを確認 した。

稿を終わるにあた り, ご指導, ご校問を賜わつた粟津

二郎教授,継 行男助教授に深甚なる感謝を捧げるととも

に, ご指導, ご協力を戴いた竜礼之助博士,小 沢哲郎博

士に深 く感謝する.

なお,本 論文の要旨は第16回日本平滑筋学会総会 (鳥

羽),第4回 日本消化器外科学会大会 (秋田),第74回日本

外科学会総会 (東京)に おいて発表した。  ‐  1
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