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緒  言

開腹術後の癒着についての研究 は前世紀末期 ころか

らみられる1‐31.腸
管癒着は腹腔内の炎症後 にも起こる

が,今 日広くかつしばしばみられる癒着は開腹術後で,

Perry。は癒着性インウス388例のうち約80%が術後イレ

ウスであつたと述べ,私 どもが調査した癒着性イレウス

3,790例でもその約90%が 開腹術後 に発症 していため.

一方,今 日みられる術後イレウスの80～90%は癒着に基

づくといわれ,教 室で1961年から1973年までの13年間に

経験した腸重積,ヘ ルニア嵌頓,結 腸軸捻転を除く全イ

レウス167例でもその87.4%の146例が術後癒着によるも

のであつた°・開腹術後には多少の癒着 は避 けられず,

これらの大半は腸閉塞 を意起 しないと考えられている

が,開 腹術後早期から癒着障害を招来するものがあるこ

とも事実である。最近 5年間(1971～1975年)に教室で施

行された開腹術は1,817例で,術 後14日以内 の早期に癒

着性 イレウスを起こしたものは36例の約 2%で あつた。

また, この間の術後癒着性イレウス症例は125例で, そ

のうち絞掘性イレウスは44例 (35。2%)を 占め,絞 抗性
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術後癒着性イレウス

のうち腸切除を要したものは24例 (19.2%)で あつた.

このように術後の癒着は開腹術後に不快な合併症であ

る腸閉塞を惹起する可能性があるにもかかわらず,癒 着

の本態についての解明はいまだ不明のまま残されている

というのが現状である。私どもはここ数年来,術 後腸管

癒着の発生機序について種 検々討を加えてきたがつめ)

今回は腸間衆膜の修復と癒着を対比させながら電顕的

にその過程を観察した成績を中心に報告する。

I・ 教 室における術後癒着性イレウスの統計的観察

1971～1975年の過去5年間における術後癒着性イレウ

スについて,2,3の 角度から検討を加えた結果につい

て述べる.

1)術 後癒着性イレウスの年齢別 ・病態別検討

過去 5年間の術後癒着性イレウスを年齢層別 (小児 0

～15歳,成 人16～60歳ヵ高齢者61歳以上),イレウスの病

態ならびに治療法別に検討した結果は表 1に示す通 りで

ある。すなわち,125例中小児25例,成 人57例, 高齢者

43例で,そ の死亡率はそれぞれ12.0%,10.5%,4.7%と

一般に予後が悪いと考えられている高齢者の死亡率が低

値であつた。この原因としては種々の困子が考えられる

が,単 純性と絞拒性 の小児では13:12(約 1:1),成

人では34:23(約 1.5,1)で あつたのに対し,高 齢者
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1,817例で,そのうち術後14日以内に癒着性イレウスを起

こした症例は36例の2.0%であつた,これら36例中手術を

要したものは19例で,こ れは全開腹例の約 1%に 相当す

る。年齢層別に発生頻度を検討してみると,15歳以下の

小児では開腹症例312例中3例 の1.0%の発生率であつた

のに対し,61歳以上の高齢者では661例中17例の2.6%と

高頻度であつた (表3)。これは従来,小児では癒着性イ

表3 術 後早期癒着性イレウスの年令別頻度 (1971
～1975)

表 1 術 後癒着性イレウスの年令別 ・病態別分類

(1971～1975)

属型と治凍 小 児 成 人 高 令 者 1   計

羊純性
姑 忠的 2(0) /// 16(0)/// 16(1)a3 29%

手術的 71% 13(|)|,6タ130)ン// 43珍

絞凝 性
整  復 |l13)2737 4 ro)i夕′// 2θ r4)203%

場切除 14物 12(2)167タ 5(り200フ 24“)|び7%

計 S76)的影 43(2)472 125“p 80%

註;()内の数字は死亡例を示す      (ス ぷ米ポコ外科)

では34:9(約 4:1)と 単純性イレウスが多かつたこ

とが大きな理由と思われる.

病態別死亡率は単純性で保存的 に治療 したものが2.9

(1/34),手術を要 したものが4.3%(2/47)で あつたの

に対し,絞 掘性では腸切除例が16.7%(4/24),絞掘解除

のみのものが20.8%(4/20)で あり,全 イレウスの死亡

率は8.8%(11/125)で あつた。

2)術 後癒着性イレウス早期例と後期例の比較検討

術後癒着性イレウス125例を術後14日以内に発症 した

ものとそれ以降のものとに分けて病態別に検討した。す

なわち,表 2に示すように術後 イレウス125例のうち早

期に発症 したものは36例,後 期 に発症 したものは89例

表2 術 後癒着性イレウスの発症時期別分類 (1971
-1975)

病型と治療 早 其月 後 期 全  期

単純性
姑急的 5'% 34(|)29物 J/8'

r3脅り手術的 34r2) 5`9% 472)43ク

絞続性
整 後 6石7% 18% 20r4)20.0% 3 / 4 4

(192%)腸切除 333% 24得)1672

36r4 Tl l夕%ケ 79% ′25“,8.3%

註,()内の数字は死亡例を示す  (勾 抹大学1タト科)

で,単 純性と絞掘性の比は早期イレウスでは5:1,後

期イレウスでは1.3:1であつた (術後癒着性イレウスの

約1/3が術後14日以内に発症し, この早期 イレウスの約

80%は 半純性 イレウス).死 亡率は早期 イレウス11.1%

(4/36),後期イレウス7.9%(7789)と 早期の方が高くな

つているが,こ れは早期例の絞掘性が6例中3例 の死亡

(死亡率50%)で あつたことが大きく関与している。こ

れらの結果から,術 後早期の癒着性インウスの場合,絞

拒性の診断が遅延しないようにすることが重要であるの

が解かる.

次に,こ の早期イレウスが全開腹症allの何%に 発生し

ていたかを検討 してみた 最 近 5年間 の全開腹症例は

合開腹症例数 早期イレウス例奴 頻 反 ( % )

小 児 rO～1財

成 人 (じ柳オ

高令者(び|ォ～

3 1 2

揺納慨
3

榊卸
，

た

２

レウスを起こす頻度が高いといわれていた事実と異なり

興味深い結果であつたり。その原因としては小児 では術

後比較的早期から腸運動が起こるが,高 齢者では術後腸

運動が鈍く,遅 延することが関係 していると考えられ

る。

3)開 腹術後癒着性イレウス発症までの期間

前回の開腹術後,癒 着性イレウス発症までの期間を年

齢層別,術 後一定期間別に各年齢層の全術後癒着性イレ

ウスに対する発生率を検討した。すなわち,図 1に示す

ように術後早期のイレウス病態は成人群,高 齢者群では

単純性の頻度が絞掘性より高率であつたが,小 児群では

両者間に差果をみなかつた。また,前 述の全開腹術に対

する癒着性イレウスの発生率と同様に2週間以内の発症

の頻度が高齢者群では小児群に比較して右意に高く,こ

とに,単 純性インウスにその傾向が大であつた。

H・ 術後陽管癒者の発生機序一装膜の修復と癒若の電

頭的観察一

開腹術後の腸管癒着の発生機序を検討する目的で,家

兎とラットを使用し,回 腸奨膜および壁側腹膜の漿膜の

一部を剣離して欠損させてその修復過程と腹腔内にタル

クを撒布して惹起させた癒着過程とを走査型ならびに透

過型電頭的に比較観察した。

1.腸 管奨膜欠損後の修復過程 (図2)

家兎の腸管漿膜の 1部を欠損させた後, 1時間目で線

維素の折出,線 維素網形成をみ, この部 に腹腔内から

implantしたと思われる細胞 (macrOPhage)を認め,3

時間日になると線維索はさらに網状となリー部は線維素
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図 1  前 回の手術から癒着性イレウス発症までの期間
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図 2 腸 管案膜欠損後の修復過程 の走査電顕所見 (家兎)
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図3 性 側膜股欠損後の修復過程 (1～ 3日 )

日消外会誌 9巻  6号

図 4 壁 側膜膜 の修復過程 (操作 3日 後)
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束を作 り, macroPhageが線維素網に着床している。6

時間目ではこれらの所見が増強され,12時間目になると

macroPhageは線維素を喰食したためか, その形態を変

え線維素綱も疎になつている.24時間後には macroPhage

はさらにその形態が変化して表面の顆粒状の凹凸は少な

くなり,線 維素は減少し,48時間後には線維素はほとん

ど消失して太い線維素束 の一部 を残 すのみとなる。ま

た,こ の時期には欠損部の表面に多少の隆起すなゎち,

■ew mesohelizationの所見もみられる。

漿膜欠損後 3日 目になると2日 目までにみられた大い

線維素束はもはやみられず,線 維素網も散在性にみられ

るに過ぎなくなる。また,こ の時期には肉限的には欠損

部と正常部との判別は殆ど困難なほど修復されてくる。

4日 目になると線維素細,線 維素束, macrophag。など

は完全に近いほど消失して表面は平滑となり,一 部では

79(869)

正常漿膜のような波状を呈しかけてき,5～ 6日 目には

これらの所見が増強されて,7日 目には欠損部は欠損前

の奨膜面と区別がつかないほどに修復される。

以上の家兎の腸管漿膜欠損後の修復過程の所見を要約

すると,欠 損衆膜は7日 日には癒着を伴 うことなく修復

され,新生衆膜中皮の主源泉は tiSSue macroPhage(abr。_

blast,mesenchymal cell)と考えられる。

2.壁 側腹膜欠損後の修復過程 (図3,4)

ラットの壁側腹膜を家兎の腸管乗膜と同様に剣離 ・欠

損させた後の修復過程を検討した.

腹膜欠損後30分頃から線維素が網状 に欠損部 を掩 う

が,こ れは3時間目には図3の ようになり,24時間後に

はこの上に多数の球状の細胞が depOSitした所見がみら

れる.ま た,こ の free macreOphageと思われる細胞の

下の Submesotheliumにはこの細胞より幾分大きく扁平

図 5 腸 管突膜の癒着過程 (操作直後～24時間後)
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図6 腸 管案膜の癒着過程 (操作 2～ 3日後)

陪証峯鶴
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黒

6).さ らに,3日 後になると,nbroblastが 出現 して結

合組織化が旺盛になって行く所見がみられ,4日 後には

abroblastは堤防状の突起を出すょぅにして SeParateし

て行き,ま た, これから transformateしたと思われる

abrilがみられる.

7日 目になると分裂の圧盛な nbrOblast,すでに分裂

した痛平で長い nbrOblast(aattend Fb),collagen abril

など多彩な所見がみられ,膠 質が漸次器質化してい

るのが解かる (図 7).

しかしながら,結 合織化の完成はこの時期より逢かに

遅れる。20日目になるとnbrOcyteの周囲に elastic aber

がみられ,結 合組織が弾性化 (施弱化)し ,癒 着がベッ

トリ型から Permanentな 癒着ないし banj。‐StHng adhe‐

SiOnに なるのを窺わせる。

IH・ 者   案

腸管衆膜,壁 偵J腹膜の中皮の損傷,脱 落によつてもた

らされる転帰としては中皮の再生 (new meSothelizatiOn

柊||!1瀬

裁ざ
難十か i

な細胞が出現しており,こ の細胞は3日 目になると欠損

面を広く覆い,こ の頃になると いeeの macroPhageは

著しく減じ,nbrinも 最早やみられなくなる。

壁側腹膜欠損後 3日 目の所見 は図4の ようで, ■eC

macrophageは癒合しながら消失しかけてゆき, 多数の

tissuc macrophageが欠損面を覆い,一 部には 中皮様に

痛平化しているものもみられる。

3.腸 管の癒着過程 (図5,6,7)

家兎の腹腔内にタルク粉末を撤布した後の腸管の癒着

過程を経日的に電顕的に観察した。癒着起因操作後 2時

間,6時 間目の所見では線維素の折出が欠損実験より多

く,反 対に macrophageの出現は僅少である。24時間後

には損傷腸管面は他の腸管面と線維素性に癒合 (膠着)

が起こつてくる。

2日後になると癒合した腸管間は比較的太い線維素束

によつて bOundさ れ, この中に active nbrocyteが出

現し,癒 合から癒着へと器質化が始まりかけてくる (図



1976年11月

図 7 腸 管突膜の癒着過程 (操作 7日 後)

mescthelial regeneration)による修復 (SerOSal repair)

と線維素性癒合 (abrious attacment)のOrganizatim

without mesothelial regenerationによる線維 性癒着

(flbrous adhesion)の2つ があり, その mechanismの

相違点の解明が腸管癒着研究 の原点 と考 えられる (図

81(871)

8).

損傷 された中皮 の修復について最近相次いで興味ある

論文が発表せ られた
1°～1°。それ らに よると,new mesO_

theliumの possible mechanismと しては ,

1)transfOrmation of pedtoneal macrophage

2)metaplasia of subperitoneal macrophage

3)Seeding Of mesothelial cells frOm the adjacent‐

■ormal Peritoneum

が挙げられ,そ の中でも1)と2)が強く,広 く支持され

ている。

かつて CamerOnら 1の
(1957)は 肝表面の切創 の治癒

状態から衆膜の修復機転を観察し,24時 間以内に創傷の

滲出液の上に島状の細胞群が出現することを認め,そ れ

らは近接の腹膜 から分離した mesCtheliumで ぁろうと

述べ,こ の推論は JOhnSOn and Whittinぎ
ゆBridges and

Whitting10ぉょび Curran&Clark20に よって支持され,

peritoneal macrophageもまた中皮に transformateする

ことが解かつてきた。ことに,JOhnSOnら は壁側腹膜欠

損面には腹腔内からimPlantされた中皮細胞が役に立た

ないときは損傷周囲の腹膜の中皮が増殖するか mOnoC‐

yteと tiSSue macrophageが metaPlasiaを きたして 中

皮化が行われると述 べている.一 方,新 生中皮 の根源

を macrOPhageま たは free noating macroPhagc(free

mesothelial cell)に求めることに反対す るものもあり,

Ellis2つは tryPan_blueで labelした macrOPhageが 損

傷後 2～ 3日 間は創面にあるが,PIOpermesothelial layer

図 8 腸 管癒着の発生機序 (矢野)
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腸管癒着の発生機序を説明している.ま た, 」OlmSOn&

Whittinglけは腹腔装液から implantされる中皮 または

macrophageに よつて nbrinは清掃されると考え,飯 島

ら
2,も macrOphageによる喰食が暗示される所見を得て

いる。私どもの観察結果では PeritOneal ttee macroPh‐

ageが 主として nbrinの 清掃 (吸収)に 働き, tiSSuc

macroPllage(PrimitiVe mesenchymal cell)が neW me_

sotheliumになつて mesothelial regenerationが完成さ

れるらしいとの結果を得たが,未 だ不明の点もあり,そ

の詳細については目下検討中である.
一方,癒 着過程についての私どもの観察結果をまとめ

てみると,ま ず,癒 着の初期変化として中皮の損傷,脱

落 (desquamation)と線維素の折出,沈 着およびこれを

阻止せんとする macrophageの 出現などが認められ,24

時間後には他 の獲膜 との間に線維素性癒合 (nbrinolls

adhesiOn)が起こり, 48時間後にはさらに密な網状膠着

となり, 線維化 (abrobla立の出現)が 開始 されるが,

器質化が旺盛になるのは3～ 4日 以後と推測された。ま

た,膠 原化が完成され始めるのは10日頃で,こ れは25日

頃には終罵し,膠 原化された癒着部に弾性線維が出現し

て癒着の脆弱化が始まるのは28日以後と思われる所見を

得た。すなわち, 線維性癒着 の完成 には初め C。1lagen

aberが 関与するが,後 には elastiC aberが司り, これ

によつて癒着は脆弱化,非 薄化されて banjo string adh‐

eSiOnになると思われる。

腸管衆膜 ・の修復と腸管癒着の微細構造学的差異は折

出された nbrinに対する生体反応とその後の mesothel‐

izatiOnにあるといい得る。こう考えると腸管癒着 は開

腹術後の生体反応として止むを得ないものではなく,あ

くまで病的過程として促えるべきものであり,外 科医は

その対策を慎重に考えねばならないことがわかる.

む す び

腸管柴膜の修復過程と対比させて腸管の癒着過程を透

過型 ・走査型電顕的に観察した結果について報告した.

すなわち,癒 着が損傷衆膜の治癒過程でなく,病 的転帰

であることを明らかにし,ま た,癒 着の完成には 1カ月

余の日時を要することを認めた。今後,癒 着の防止対策

は癒着発生機序の理論の上に組み立てられ,研 究される

べきであろうことを強調したい。
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