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I は じめに

滑脱型食道裂孔ヘルニアは横隔食道靭帯の弾力性の低

下など食道胃接合部の逆流防止機構の不全によって発生

すると考えられる.

われわれはイヌにおいて,逆 流防止機構構成因子を個

別的に破壊し,infuSed open tiPPed methOdによって食

道胃接合部静止圧の変化 を測定し, あわせて外困性ガ

ス トリンに対する反応を検討した。ついで各種の手術術

式,す なわち,HaHington法 , Hnl法 , Stenttud法"

Belsey Mark IV法,Nissen法 を施行し,逆 流防止に重

要な役割を演じている食道胃接合部高圧帯再建の効果を

検討した。

われわれの教室の過去9年間の食道裂孔ヘルニアに対

する手術症例, 22例の術前愁訴, X線 所見, 内視鏡所

見,内 圧測定成績より,こ の疾患と逆流性食道炎との関

係について検討した。手術術式としては,逆 流防止機構

再建の面から,Nissen fundoPlicatiOnについて言及した・

II 実 験的研究

体重7-18kgの 雑種成犬を使用した。
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ネンブタール麻酔で仰臥位とし, 内圧測定 は infuSed

OPen tIPPed method で行ィ,た。

1.逆 流防止機構構成因子の破壊による内圧の変化

食道胃接合部の噴門括約筋機構
1)すなわち逆流防止機

構は,①  下 部食道括約筋 (以下LESと 略),② WilliS

胃斜走筋ヵ ③  横 隔膜右内脚, ④  横 隔食道靭帯, ⑥

食道胃接合部粘膜般壁, ⑥ HiS氏 角, ②  胃 泡, ③

腹部食道分節などにより構成されている (図1)11

イヌにおいては人間と果なり,腹 部食道が存在しない

ため,逆 流防止機構の破壊を手術的に行うためには横隔

食道靭帯の完全なる切離が必要となる。いずれの場合も

手術操作施行後,約 2時間の安静時間をとって,内 圧測

定を行っている。

開腹のみの対照群では,食 道胃接合部静止圧は,30。2

cmH20,I群 :横隔食道靭帯切離のみでは,27.2cmH20'

I群 :横隔食道靭帝切離十LES切 離では,15.OcnH20,

皿群 :横隔食道靭帯切離十Willis胃斜走筋切離 では,

22.8cmH2°,Ⅳ 群 :横隔食道靭帯切離十 LES切 離十

WilliS胃斜走筋切離では, 8.7cmH20の 圧値を示した

(図2).

以上の結果より,イ スにおいては逆流防止機構 のう

ち,LESが 重要な役割を はたしており, 横隔食道靭帯



図 1 食 道胃接合部の噴門括約機構
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図 2  逆 流防止機構彼壊による食道胃綾合部静止圧

の変化

ないし横隔膜右内脚は予想に反して,内 圧の面からは,

逆流防止 に あまり関与していないことが 明らかとなっ

た。

2.外 因性ガス トリンに対する反応

滑脱型食道裂孔ヘルニアにおいては,ガ ストリンに対

する反応が低下しているといわれている.外 因性ガスト

滑脱型食道裂孔ヘルニアにおける逆流性食道炎    日 消外会誌 12巻  8号

リンに対する反応をみるために,tetragastrin 5μg/kg静

注前後の食道胃接合部静止圧を測定し,対 照群と比較検

討した。開腹のみの対照群 の tetragastrin 5μg/kg静 注

後の内圧上昇を100%と した場合, I群 :横隔食道靭帯

切離では,76%の 内圧上昇を認め, I群 :横隔食道靭帯

切離十LES切 離では16%の 内圧上昇 にとどまった。皿

群 :横隔食道槻常切離十 Willis胃斜走筋切離 で は,32

%,IV群 :横隔食道靭帯切離十LES切 離十Willis胃斜走

筋切離では10%の 内圧上昇にとどまった (図3).

I;補 隔食道鞠帝切腋

LES拐出

皿;糖隔食道効帝初敵

WitWs雰斜姉 初離

冊 様偏食道勅帝初雄

LES初離

WittiS寮斜期 切離

逆流防止機構を構成する各因子の外因性ガス

ンに対する反応
３
日
％８０卜‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

純
叫
‐
‐
‐
‐‐
‐
‐

流
判
―
‐
‐
‐
‐
―

紺
針

図

推

　

　

　

取

晦　帥　帥醐帥］帥帥］Ｔ‐‐‐上

照

Ｉ

ェ

ー

Ｗ

対

以上のことから,外 因性ガストリンなどの体液性因子

に対する感受性の低下は, とくに LESの 切離,つ いで

WilliS胃斜走筋の破壊によって著明であり,横 隔食道靭

帯の破壊は体液性困子に対する反応には影響を及ぼさな

いことが明らかとなった.

3.各 種手術術式施行後の逆流防止機構の再建効果

横隔食道靭帯切離十LES切 離十Willis胃斜走筋切離

を行ったイヌに,各 種ヘルニア手術術式を施行し,食 道

胃接合部の逆流防止機構再建の効果を検討した。

術式は,Harrington法
2ちHlll法3)4ちstenSrud法5ち

BelSe7 Mark lv法6)7ちNissen法8)で
ぁ る。 各術式 はい

ろいろと改良され,変 法が考案されて複雑になって来て

いるが,一 応,シ ェーキに示したように行ってみた (図

4 ) .
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図 4 施 行 した各種ヘルニア術式のシェ~マ 表 1
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図 5 各 種ヘルニア手術術式による食道胃接合部高

圧帯の再建 (圧差)
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術前,術 後の食道胃接合部静止圧の内圧差は,Harrin‐

gtOn法 ,4.9cmHzO,Hin法 ,3.4cmH2° 'Stensrud法,

18.5cmH20,Belsey Mark lv法 ,18.OcmH20'Nお sen

法,54.OcmH2° であつた (図5).

逆流防止に重要な食道胃接合部高圧帯 の再建 には,

Nissen法 が最も適しており, つ いで胃底部 をつりあげ

て固定する操作を行う StenSrud法, Belsey Mark lv法

などが高圧常の再建に役立ったが Harrington法 , Hill

法では再建効果はあまり期待できないことが明らかとな

った。

III 臨 床症炉1

われわれの教室で1970-1978年 の間に経験した食道裂

孔ヘルニアの手術例は22例である (表 1).滑脱型食道裂

孔ヘルニアの手術適応については,多 くの議論 が ある

が,わ れわれは,臨 床症状を重要視し,X線 検査,内 視

鏡検査,内 圧測定などより総合的に判断し,内 科的治療
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滑脱型食道裂孔ヘルニア手術症例

〔1970-1978〕

手術術式

Nissen法

Hin法

HarAngton法

その他下部食道噴門切除など

術前愁訴

疎下困難

胸やけ

胸骨後方痛

吐 血

内視鏡所見

色調変化型

びらん漬瘍型

隆起肥厚型

1 2例

1例

1例

8例

1 1例

7例

3例

3例

によって愁訴のとれないもの,強 度の逆流性食道炎を伴

う滑脱型食道裂孔ヘルエアに対しては,積 極的に手術を

行うべきだと考えている。

手術症例22例の術前怒訴は,鴎 下困難11例,胸 やけ 7

例,胸 骨後方痛3例,吐 血 3例などであった。なお9例

においては,高 度の否椎の後側弯を認め,そ のうち4例

は陳旧性の脊椎圧迫骨折を伴っていたことは,本 症の原

因としての脊椎の変形に 関する Kassemの 説をうらづ

けるものがある。

内祝鏡検査では色調変化型11例,び らん潰瘍型 5例,

隆起肥厚型 3例 と19例に明らかな逆流性食道炎の所見を

認めた。

内圧測定は12例に施行し,術 前は21.5cmH2° と正常

値に比較してわずかに低値を示した。食道胃接合部高圧

帯が 2降性をしめしたものは5例である。tetragastrin 5

μg/kg筋注後 5分の食道胃接合部静止庄の測定でも,あ

ずかに内圧の上昇率の低下がみられたが,正 常人と比較

して有意差は認められなかった。

手術術式は最近の12例では Nissen fundoPlicatiOnを

施行した。その他 Hlll法 1例,Harrington法1例の経

験がある.合 併病変を認めるもの,す なわち,癌 種の併

存した4例,潰 場を合併した3例,強 度の疲痕性狭窄を

きたした 1例の計8例に対しては, 下部食道噴門切除術

などの手術を施行した。術中,腹 腔内を検したが,い わ

ゆる Saintの triadを塁 したものは 1例 も経験 してい

ない.偶 然にも胆のう癌を発見し,胆 のうおよび胆のう

床部肝部分切除を行った 1例を経験した。

Nissen fundoPlicatiOn施行後の食道胃接合部静止圧は,

8例において平均 32.lcmH20の L昇を認め,逆 流防止

例

例

例
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図 6 Nissen手 術前後の食道内圧曲線 (臨床例)

に適度な高圧常が再建されていた (図6).術後は臨床症

状の改善をみ,内 視鏡検査でも,逆 流性食道炎の所見は

完全に消失し,長 期観察側を合めたアンケート調査にお

いても Cas bloat syndrOmeを呈したものは 1例 もなか

った.

IV 考  察

逆流性食道炎の病因としては,胃 腸管の内容が食道内

に逆流する状態が持続的に存在することが必須条件と考

えられる.下 部食道噴門部になんらかの外科的処置を加

えた場合,す なわち,食 道噴門部切除術,胃 全摘術,食

道アカラシアに対する噴門形成術,CrOndahl, または,

Heyrovs町手術を行った場合など,噴 門括約筋機構の除

去ないし破壊によって,逆 流性食道炎で悩まされること

は良く経験する問題である.滑 脱型食道裂孔ヘルニアで

は脊椎の変型,肥 満,腹 圧の上昇などが誘因となって,

噴門括約機構の無能,す なわち,横 隔膜 の筋緊張 の減

弱,下 部食道のラセン状筋の施緩,横 隔食道靭帯上行脚

の付着部の尾側への移動,HiS氏 角の鈍角化などの物理

的な閉鎖不全状態がおこり,つ いで内因性括約筋機能障

害を生じてくると考えられる11

高槻は実験的にイヌの食道粘膜は PH l・4においては,
ペプシン消化に対する抵抗性は胃,小 腸,大 腸の粘膜に

比較して低く,ま た PH 7.3においては, ト リプシン消

化に対する抵抗性が低いことを明らかにしている101す

なわち,滑 脱型食道裂孔ヘルニアにおいては,ペ プシン

を含んだ酸性胃内容の食道内への逆流を起こし,容 易に

逆流性食道炎をおこすと考えられる.

滑脱型食道裂孔ヘルニアの診断および手術適応は,1)

臨床症状,2)X線 検査,3)内 視鏡検査,4)内 圧測

定,5)食 道内 PH測 定などから総合的に判断しなけれ

ばならない1)11l X線
検査は, Trendelenburg体位 をと

るなど食道裂孔ヘルニア検出のための特殊な体位と,腹

圧を加えるなどの操作を行うことにより,確 定診断され

る.内 視鏡検査は,食 道疾患研究会編の食道炎の診断基

滑脱型食道裂孔ヘルエアにおける逆流性食道炎    日 消外会誌 12巻  8号

準にしたがって,肉 眼的あるいは,生 検による食道炎の

所見を重要視している。1 わ れわれの手術例22例のうち

19例に食道炎の所見を認めた.し かし臨床症状と食道炎

の所見がしばしば一致しない症例もあり,逆 流性食道炎

の診断の今後の問題点である。内圧測定は,食 道胃接合

部高圧帯は低値をしめし,典 型的な症例では2峰性を示

した。外因性がス トリンに対する食道胃接合部静止圧の

反応の低下は LESぉ ょび Wills胃斜走筋の無能とみな

され,補 助診断として有益である。PH測 定は,Skinner

らの報告にしたがって 0。lN塩 酸を胃内に注入後,引 き

抜き法による PH曲 線が診断的に意義 あるものと思わ

れる121

食道裂孔ヘルニアは消化管透視でしばしば認められる

が,無 症状のものが20%も あり,治 療は,Haringtonの

治療方針
2)によるが,手 術適応は, まず臨床症状が制酸

剤やBethanechol chioride,MetocloPramide,Cimetidine

などの下部食道括約筋圧を増加さす薬剤の投与による.

内科的療法により消失しない症例があげられる。補助診

断として,内 視鏡所見で逆流性食道炎 の強いもの, 狭

窄,出 血,消 化性潰瘍を認めるもの,内 圧測定で,食 道

胃接合部圧が低値 をしめすもの, 2降 性 をしめすもの

tetragastrinに対する反応の低下 しているものなどが手

術適応を決定する指標となる。

滑脱型食道裂孔ヘルニアに対する手術術式は多くの術

式があるが,噴 門部を含めた脱出胃を腹腔内に還納する

だけでなく,逆 流性食道炎の治療のため,同 時に逆流防

止機構を再建することが必要 と思われる。 現在, 本邦

では, Hillの POSterior gastropexy3)4)と Nissen fundo‐

Plication3)15)が多く行われているが,Hill法 は大動脈

の前にある弓状靭帯がはっきりしないこと,神 経叢に被

われていることなどから,固 定が不充分になる危険があ

る。われわれのイヌをもちいた実験 でも Nissen fundo‐

PIiCatiOnの方が,逆 流防止機構の再建 にはすぐれてい

た。また短食道を伴う滑脱型食道裂孔ヘルニアに対して

は CollおNIssen,C01lis Beiseyなどの術式 が選択され

るべきだと考える13)141 Nissen fundoPIication施
行後の

合併症として CaS b10t Syndrome,telescope現象などが

ある.telescoPe現象は食道と胃底部を確実 に縫合する

ことにより予防できる.Gas bloat Syndromeを 避ける

ため180-300度の Partial fundOPIicatio■を行う変法も

あるが,太 い胃管を挿入した状態で fundoplicationに際

して,術 者の示指が通る位の余裕をもって全周に行えば

Cas bloat Syndromeの発症の心配はなく,初 期 の 目的
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である逆流防止機構の再建には有利 であると考 えてい

る15).

V お わりに

実験的研究成績から判定すると,イ ヌにおいては逆流

防止機構の構成因子のうち,LESが 最も重要な役害!を

はたしていた.外 因性ガス トリンに対する反応も, LES

を切離すると著明に低下し, ついで Willis胃斜走筋切

離でも低下をみるが,横 隔食道靭帯切離は,外 因性がス

トリンの反応には関与しないと思われた。

横隔食道靭帯切離十LES切 離十Willis胃斜走筋切離
を行ったイヌに各種の術式を施行したが,術 後の逆流防

止機構再建は内圧の面から,Nissen法 , Stensrud法,
Belsey Mark lv法,H4rrington法,Hill法 の順に効果

的であった.

教室の滑脱型食道裂孔ヘルニアの手術例,22例 の検討
では,19例 に逆流性食道炎の所見を認 め た。 合併病変
のない症例では,Nitten fundoplicatiOnを12例に施行し

た。 8例 の術後 1カ月の内圧測定で,食 道胃接合部静止

圧は,32.lcnH20と 逆流防止に適度な高圧帯が再建さ

れていた.

逆流性食道炎を 伴う滑説型食道裂孔ヘルニアは愁訴

も頑国であり,積 極的に逆流防止機構の再建が期待でき
る。Nissen fundoPlicatiOnなどの術式で手術すべきだと

考える.

なお本論文の要旨は,第 13回日本消化器外科学会総会
のシンポジウムI“逆流性食道炎をめぐる諸問題

"で
発

表した。
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