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I・ は じめに

胃・十二指腸潰瘍の成因の攻撃因子の 1つにかぞえら

れる胃酸分泌の体液性調節機序の解明は,1905年 Edkins

のガス トリンの発見
り
,1964年 CregOry&Tracァ のガス

トリン構造式決定
りによって飛躍的な進歩をとげ, 1968

年 RadioimmunOassayの 確立め以来血清ガス トリン (以

下 SC)は , 臨床上ルーチンに測定される様になってい

る。胃液分泌の胃相の主体をなすガス トリンが,消 化性

潰瘍患者においていかなる態度を示すかは,い まだ完全

に解明されたとは言い難く,潰 瘍の存在部位と空腹時血

清ガス トリン (以下 FSC)と の関係,あ るいは食物摂取

時の SG反 応についても意見はまちまちである。すなわ

ち十二指腸潰瘍では高い酸の基礎分泌によるフィードバ

ック機構から, FSCは 低値をとるとする考え方が一般

的であるが,臨 床的には胃潰瘍との間には有意の差を認

めず,逆 に胃潰瘍の方が低値であったとする報告も見ら

れる。 SG反 応についても同様に,胃 酸との関係および
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健康成人16名,胃 潰瘍忠者64名,十 二指腸潰易患者41名および術後症例として教室の幽門括約筋保存胃

切除例39名,標 準 BillrOth I法例30名,BlllrOth I法例10名,選 択的近位迷走神経切離例14名,選 択的近

位迷走神経切離術十幽門形成例 4名及び選択的迷走神経切離術十幽門洞部切除例14名の計192名について,

胃排出時間と肉汁負荷後血清ガス トリン反応の関係及び冒液酸度と空腹時血清ガス トリンの関係について

検討した。血清ガスリン反応と胃排出時間の間に有意な相関を認めた。即ち血清ガス トリン反応は胃排出

時間が遅い (遠い)程 強 (弱)か った。この相関関係は術後胃では成立せず,胃 切除群も迷切非胃切除群
でも同様に消失した。
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胃相における幽門前庭部刺激時間との関係から,胃 内容

停滞例の方が高反応であるとする考え方がある一方,胃

内容停滞時間を測定する適切な方法が難しいこともあっ

て,な かなか証明しがたいようである。そこで胃内容排

出時間の測定に教室独自の方法によるガス トロシンチグ

ラム (以下 CSG)を 取 り入れ, FSCぉ ょび肉汁負荷後

の SG反 応と胃内容排出時間とを対比させ,両 者の相関

から消化性潰瘍息者の SG分 泌態度の特異性を究明せん

と試みた。

II・ 研 究対象および方法

対 象

健康成入16名を対照に,胃 潰瘍64名,に 指腸潰瘍息

者41名および術後症例として教室の幽門括約筋保存胃半

切除例 (以下 SPC)39名 , 標準 Blllroth I法胃半切除

例 (以下B‐I法)30名 ,BillrOth I法胃半切除例 (以下

BコI法 )10名 ,選 択的近位迷走神経切離例 (以下 SPV)

14名,SPV+JabOulay型 幽門形成例 (以下D)4名 およ
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び選択的胃迷走神経切離例 (以下 SV)十 幽門洞部切除

例 (以下幽切)B‐ I法14名の計192名について以下の検

討を行った。性別及び平均年齢は,対 照群は男7名女 9

名で39.3±4歳 (MEANttS.E.),疾患群は男143名女33

名で44.7±3歳である。

方 法

1. SG浪 けこ

一夜絶食後 Campbell社の肉汁150mlを 同量の温水

でうすめ投与し,投 与前,投 与後15分,30分 ,45分 ,60

分.90分 および120分に採血し, Dinabot社のガス トリ

ンキットで定量した (Charcoal‐Dextran法).

SCの 反応率を次の式で算定し,%Elevation(以下%

EL)と して表現した。

反応率 物 Eり = (型塑
率遅ザ

埜聖-1 )× Ю【劾

2.胃 排出時間測定

全粥食に準じた試験食に 99mTc Sulfur Colloid 2m Ci

を混入して投与し坐位にて東芝ガンマカメラ GCA‐ 102

型により1/2胃排出時間 (以下 T1/2)を 測定した.

3.冒 液基礎分泌の測定

滴定酸度測定法 (T5Pfer_Michaelis)に て基礎分泌を

測定し,BAO(mEq/hr)で 表現した.

III・ 成   績

1.正 常人および消化性濃瘍息者について

(a)FSGぉ ょび FSCと BAOの 関係

正常人の FSCは 95.3±5.9Pg/ml(MEANttS.E.)で ぁ

り,消 化性潰瘍患者では軽度高く, 胃潰瘍息者 の FSG

は104.0±7.Opg/ml,十 二指腸潰易患者の FSCは 108.0

±7.Opg′mlと なっている。統計学的処理をすると, 三

者間に有意差は認めなかった (図 1).

図 1 対 照及び潰瘍息者の空腹時血清ガストリン値

(MEANttS.E.)

(16人)(64人)(41人)

次に胃潰瘍患者 および十二指腸潰易息 者 の FSCと

BAOの 関係を,横 軸に BAO,縦 軸に FSCを とり各症

例をプFッ トして相関図を 作製し,相 関関係を 検討 し

リン反応と胃排出時との相関  日 消外会誌 1 3巻 1 0号

t ,こ.

胃潰瘍患者では田 2で 示す様に BAOが 0付 近のもの

が多く,と くに FSCが 20opg/ml以 上のものの BAO

はほとんど0で ある。BAOが 高 くなるにつれて, FSG

は低下 している様に見えるが,相 関係数 r=o.o26(p>

0.1)で FSG と BAOの 間には右意な相関関係はなか

った。また十二指腸潰瘍患者では田 3の 如 く,特 定の傾

向は見 られず, FSCと BAOの 間には, 相関係数 r=

0.143(P>0.1)で 有意な相関を認めなかった。

図 2 胃 潰瘍患者 の 空腹時血清 ガ ス トリン値 と

BAOの 関係

図3 十 二指腸潰蕩患者の空腹時血清ガスト

と BAOの 関係

リン値

BAO:(nEq/h「)

(b)肉 汁負荷後の SGの 変化

正常人,胃 潰瘍患者および十二指腸潰瘍息者の肉汁負

荷後の SGの 変化 は図4に 示す様に, 肉汁負荷後15分

から30分で SCは 最高値を塁し (正常人は15分で最高

値努0・0±22.6Pg/ml,胃潰易患者は3o分で最高値201.1

血清ガ布ドリン値働
‐ｏｏ

トリ
ン値
側
‐ｏｏGu t胃濃嘉

Du:十 三指鵬演お
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図 4 正 常人,胃 潰瘍および十二指腸潰瘍患者の肉

汁負荷後血清ガストリン値の変化
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滞小群に比して高値を呈しており,%ELで は,停 滞小

群は144.1±29%, 非 停滞小群は73.1±9%と なり, 停

滞小群の方が有意に高くなっている。

(C)胃 排出時間 (T1/2)

術前の対照,胃 潰瘍および十二指腸潰瘍患者の胃排出

時間を表 1に示す.対 照および消化性潰瘍患の T172を

比較すると,対 照52.6±3.9分,胃 潰瘍患者者68.7±5.5

分および十二指腸潰瘍患者54.6±7.4分となり, 胃潰瘍

の T1/2が一番遅く,次 いで十二指腸潰瘍,対 照の順に

なっている。十二指腸潰瘍息者で狭窄 ・胃停滞を伴う者

では81.2±9.1分で, 非狭窄 ・胃停滞を伴わない者 では

31.8±2.6分である。

表 1 対 照および胃。十二指腸潰瘍患者の胃排出時
間 (T1/2)

1凍窄・再存帰のある書

(d)%ELと T1/2の関係

図6は ,横 軸に T1/2を,維 軸に%ELを とり,対 照

の各症例をプロットし,相 関図を作成して相関関係を検

討したものである。相関係数 r=o.833(P<0.01)で 有

意の相関関係を認めた.次 に胃潰瘍患者の相関図は図 7

に示 すとおりで,相 関係数 r=o。555(P<0.01)と な

り,胃 潰瘍患者でも相関関係を認めた。十二指腸潰潰瘍

図6 対 照群の胃排出時間 (T1/2)と 血清ガスト
リン反応率の関係

血
清
ガ
ス2tX

ト
リ
ン
値

(pg/記)

 ---rl tl.stric ulcer n=64

o--{ duodenal ulcer n=41
o--o norhal n=16

(MEANTS,E.)

±16。2Pg/ml)および十二指腸潰瘍患者 は15分で最高値

226,9±32.6Pg/ml), その後時間の経過とともに, 正常

人,十 二指腸潰瘍患者,胃 潰瘍息者の順に復元し,三 者

とも90分で刺激後最低値をを皇するが, 120分で軽度 の

再上昇を示している。目潰易患者と正常人の間の SC反

応を比較すると60分, 90分, 120分で胃潰瘍患者の方が

有意 (P<0・05)に 高値を呈している. しかし%ELは

正常大128.8±13%, 胃 潰瘍患者89.4±19%お よび十二

指腸潰瘍患者117.4±24%で 三者の間には有意な差 はな

かった。そこで十二指腸潰瘍患者をレ線的および内視鏡

的に検討し,幽 門狭窄の有無により,胃 停滞を呈するグ

ループと,胃 停滞を認めないグループの2小群に分けて

肉汁負荷後の SCの 変化を検討した,図 5で示すように

胃停滞小群は全体的に FSCも 負荷後 SGの 値も,非 停

図5 十 二指腸潰蕩患者の肉汁負荷後血清ガストリ
ン値の変化 血

清
ガ
ス
ト
リ
ン
反
応
率

y = 3 6 4 x - 4 1 8

●= 0 3 3 3 ( P < 0 0 1 )



4(1142) 消化性潰瘍患者の血清ガストリ

図7 胃 潰瘍患者の 目排出時間 (T1/2)と血清ガ

ストリン反応率の関係

300
(%)

y=233x-1755
,‐0555(P<001)

図8 十 二指腸漬蕩思者 の 胃排出時間 (T1/2)
血清ガストリン反応率の関係

患者についても同様に r=0,760(P<0・01)で有意の相

関がみられた (図8).

すなわち,対 照および術前の消化性潰瘍息者において

は,T172と %ELは 互いに相関lしており, 胃排出の

速い (遅い)も のは,肉 汁負荷後の反応も低い (高い)

ということが言える.

2.術 後怠者について

(a)肉 汁負荷後の SG

i)SPC)B‐ I,B‐ 1お よび SV十幽切例の肉汁負荷

後の変化を図9に示す。

FSGャまSPC 67.8±4,7Pg/ml,B‐162.2±5.lPg/ml,

B‐162.1± 7.8Pg/mlお よび SV十幽切60.2±3.lPg/ml

とな り,術前に比して約40%程 度減少している。肉汁負荷

後の反応は SPC>B‐ I>SV十 幽切>B‐
‐
Iの順に高く,

ン反応と胃排出時との相関  日 消外会誌 13巻  10号

図 9 術 後 (S. P . C , , B‐I) B‐ I, S . V . +幽切)の 肉

汁負荷後血清ガストリン値の変化

SPCで は15分で110,0±10,3Pg′mlと ピークになり,%

ELは 約48%で あった。B‐Iお よび SV十幽切について

もほぼこれに似た反応を示すのに対し, B‐Iでは45分

のピークでも66.3±8.3Pg/mlに とどまり平担 なカーブ

となっている.す なわち総じて比較すれば,B‐1法形式

ではよく反応し15分程度で SCは ピークを塁するのに反

し,B‐ 1法形式のものはほとんど反応しない。

il)迷切非胃切除例の負荷後 SG

SPV,SPVttDの 肉汁負荷後 SGの 変化 を図10に示

す。

図10 S.P.V.単 独および,S.P.V.十D.の 肉汁負荷

後の血清ガストリン値の変化

SPVは SPVttDに 比して,FSCも 負荷後の SCも 全

体的に高 くなっている。負荷後15分,30分 ,45分 ,60分

および90分での SCは SPV単 独の方が有意に高 くなっ

てお り,%ELも SPVで は144.2±20%と 高 く,SPVttD

では73.2±12%と 低い.

(b)術 後の T1/2(表 2)

胃切例の T1/2は SPCで は34.6±41分,B‐ Iでは28

.7±8.5分,SV十 幽切では32.6±10.8となり,B'I,SV

十幽切,SPCの 順に速くなっている。 SPVと SPVttD

の T1/2は,そ れぞれ50。7±5.8分および20。5±3.4分と

２００
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｍ
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表2 術 後の胃排出時間 (T1/2)

なり,SPVに Dを 加えたものの方が T1/2は有意に速く

なっている (P<0・01)。

(c)Tl′ 2と%ELの 相関関係

術後胃におけるT1/2と%ELの 相関関係を胃切例お

よび非胃切除迷切例について検討した。図11は SPC症

例で, 術前と同様に横軸に T1/2,縦 軸 に%ELを と

り,各 症例 をプロットし相関図を作製した。SPG症

例では,T1/2が 速くなっても, %ELは 低いとは限ら

ず,む しろ T1/2が遅くなっても,%ELが 低い症例が

多く, 相関係数 r=o.o33(N.S.)で あり, 相関はなか

った。SPV症 例でも, 各症例のプロットは図12で示す

様にまちまちで,相 関係数 r=_o,363(N,S.)で あり,

胃排出時間とガス トリン反応の間には特定の関係を認め

なかった.同 様にB‐I,SV十 幽切および SPVttDに つ

いても,相 関関係を検討したが,表 3に 示す様に%EL

と T1/2の 間にはすべて相関関係は認めなかった。

図1l S.P,C.症例の 胃排出時間 (T1/2)と血清ガ
ストリン反応率の関係

血
清
ガ
ス
ト
リ

蕉1冴
撃1∞

図12 S.P.V.症例の目排出時間 (T1/2)
ストリン反応率の関係

と血清ガ
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表3 術 後症例の 胃排出時間 (T1/2)と 血清ガス

トリン反応率 (%EL)の 関係

SV十 日切

I V ・考  察

ガス トリンの研究は,1964年 CregOry&Tracyの 純粋

なガス トリンの精製
り,分子構造の決定

のにつづき,1968

年に MC'Cuiganりが ガス トリンの Radioimmunoassay

法 (RIA)を 関発して以来,急 速な飛躍をとげた。ガス

トリン分泌細胞 であるG細 胞 は殆 んど胃幽門洞部粘膜

に分布し, 次 いで十二指腸粘膜
の‐71に

, そして極く少

量は噴門部粘膜, 小腸粘膜
°
, あ るいは膵臓

めにも存在

するとされている,血 中ガス トリンの分子量 は約2,100

の酸性の直鎖ペプタイトで, 17個 のアミノ酸 よりなっ

ている.最 近 Yalowら によって, 17ペプタイドより分

子量の大きな Big・Castrinの存在 の報告 されたり10.

Big‐Cattrinは免疫学的 に17ペプタイドガス トリンと同

じ活性を示すが, 分子量が約7,000あるとされている.

Big‐Gastinに対して,血 中および組織中より見い出され

る分子量2 , 1 0 0 くらい のものは, H C P t a d e c a P c p t i d e ‐l i k e

Castrin(H_LC)と か Little Castrinと呼ばれており,

組織ガス トリンにつぶても, BigoCastrinとHLCの 分

布には部位 によって違いが見られ, 胃幽門前庭部 では

HLGが ほとんどを占めるが, 肛門側に行くにつれて,

Big_Castrinが増加し,十 二指腸粘膜では,HLCと Bigと

Gastrinが大体半々に, そ して, 日側空腸粘膜ではほと

んどが Big‐Castrinでぁったとする報告 があり
のlD, さ

らに Yalowら は,Big‐Castrinょりもっと分子量の大き

な Big Big Castrin(分子量約 2～ 3万 と推定)の 存在

を報告している
1の.

血中に存在するガス トリンが,い かなる割合で HLC,

Big‐Castrinまたは Big Big Castrinでぁるのかには定

説はないが,Ya10wlめらは正常人および十二指潰患者の

SGは ,FSCで は Big Big Castrinが主体で,食 事摂取

後は Big‐CastrinとHLCが 動員されるとしており,ま

た SVtt B‐正の息者には FSCの 中に Big Big Castrin

を多量に見出し, トリプシン処理後,小 さなガス トリン

に分かれるとしているが,果 たして体内でそうであるの

か, 否か, また Big.Big Castrinヵヽ何らかの仲介にて

Big‐Castrinゃ HLCに 分解されるのかは, 今後の研究

ス
ト
リ
ン
反
応
津
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課題であろう.

消化性潰易患者の血清ガストリ

消化性潰瘍患者の FSCに ついては幾多 の報告 が あ

り,正 常人との間に差を認めるとする報告と,差 を認め

ないとする報告がある
1°‐1つ.酸 によるガス トリン分泌

のフィードパック機構は,胃 内 pHの 変化により調節さ

れており, PHが 5以下になると,C細 胞はガス トリン

放出を抑制され, PHが 1.5に達すると完全に分泌は停

止されるといわれる。したがってこの理論からすると,

胃酸分泌の高い十二指陽潰瘍患者では,胃 潰瘍患者に比

して, FSGは 低くなるはすであるが, 著者の研究では

正常人と消化性潰瘍患者の間の FSCに は有意差を認め

ず,ま た消化性潰易患者におぶては目酸と FSGの 間に

も相関関係を認めなかった。フィードパック機構が正常

に作動する事を期待できるのは,正 常個体の場合であっ

て,十 二指腸潰易ではこれが破綻をきたしている可能性

が強く,柚 木ら
1°は特に Long LooP Feed Backすなわ

ち,SeCretineをはじめとするガストリン分泌抑制 ホル

モンを介する胃腸間のフィードパックの異常を示唆して

いるいる。また姫野ら
1りはガス トリンの壁細胞への作用

経路に関して胃前庭部粘膜及およ胃体部粘膜での抽出ガ

ス トリンは Lituc Casthnでぁり,一 方血中ガス トリン

では主に Big‐Castinが抽出されることにより, 前庭部

で分泌 ・遊離されたガス トリンが血流を介する経路以外

にG細 胞から直接胃壁内を壁細胞に向う「Castrin Road」

なるものを提唱し,実 験的に証明しえたとしている.す

なわち SCは 必ずしも壁細胞の刺激状態を如実に示すも

のでなく,酸 と SCの 相互関係に統一した見解がみられ

ないのも,こ の辺に原因があるのかも知れない.

ガス トリンの分泌刺激試験 として, その目的 により

種々の負荷テス トがあるが, 著者 は日常の生理現象 に

近い胃相のガス トリン刺激法 として, 条件 が一定 にで

き,刺 激効果が良好で,し かも簡単に用意できる前述の

CanPbell社 の Beef Brothを採用した。一般にガス ト

リンの分泌は脳相,胃 相,腸 相の全てが関係してお り,

単純なものではなく, また二重三重の feed back機構

の中で行 われている。肉汁負荷後 の反応性 をみるため

に Integrated‐Castrin‐Responsc(IGR)を はじめ,種 々の

判定法があるが,著 者は%ELに よってガス トリン反応

を判定した。なぜならば IGRは 測定時間内の総合的な

SG反 応度の示標としては正確であろうが, 試験食刺激

による幽門洞部のG細 胞からのガス トリン放出の時期以

外に,Antral lnhibitionゃ腸相における各種ホルモンの

影響等全てを包括しており,純 粋な胃相における幽門洞

ン反応と胃排出時との相関  日 消外会誌 13巻  10号

部のガス トリン反応をみるには,肉 汁負荷後15～30分後

の Peakの みを判定に用いた方が良いと考えたからであ

る.

消化性潰瘍および正常人の試験食負荷後血中ガス トリ

ンの反応は,刺激後15分～30分でPeakを 呈し,その後徐

々に減少して,大 体90分で刺激後最低になり,そ の後軽

度再上昇している。他の報告でも,刺 激後大体15分～30

分で Peakを 呈し,そ の後徐々に下降するとするものが

大部分である。また本論文の様に一旦下降したものが再

び上昇するのは,Antral lnhibition,すなわち, 肉汁→

Antral c細胞刺激→血中 ガス トリン上昇→壁細胞 より

HCl分 泌→胃液 pH低 下→PH 5以 下に下降→G細 胞ガ

ス トリン分泌抑制→血中ガストリン低下→胃液 HCI低

下→PH上 昇→C細 胞刺激→血中ガス トリン値上昇の為

とする考えがあるが,そ れ以外にも十二指腸G細 胞の刺

激によるガス トリンも関与しているのは当然であろう。

著者らの結果で60分, 90分, 120分で正常人と胃潰場患

者との間の SGが 有意の差を来たしているのは,胃 排出

時間が,胃 潰瘍患者の方が正常人に比して遅れているこ

とが関係しているのではなかろうかと推論しうる。

疾患別に胃潰場と十二指腸潰患者の反応 を比較 する

と,Peakで は十二指腸潰易患者の方が高く, その他は

胃潰瘍患者の方がやや高いが有意差 は認 めない。 し か

しPeak時 の値にばらつきの多い十二指腸潰瘍患者につ

いて, 個々の症例を検討したところ, 狭窄症例 が高 ヽヽ

FSGを 示す傾向がみられたので, 更に狭窄と胃停滞の

有無で2つ のグループに分離して検討した結果,狭 窄 ・

胃停滞を伴う症例群が FSCも Pea、ガストリン値も高

くなっており,%ELは 有意に高い.こ のような結果か

ら疾患別にはガス トリン反応を論じ難く,胃 停滞,す な

わち胃排出時間との関連において検討すべきであろうと

考えた.

胃排出と SG反 応の関係を研究する為には, 正確 か

つ生理的な状態での排出動態を把握することが必要であ

る.胃 排出時間の測定法には, ① RadioisotPeを使用

する方法 (主に 51cr,99mTcが
用いられる),②  Double

SamPling法, ③ AcetamincPhenに よる方法が報告さ

れている。著者らは①の Radioisotopeによる方法で,

核種は 99mTCを
使用して, 胃排出時間を測定した.こ

の方法の詳細はすでに教室の谷口が報告している
2の.

文献的には,胃 停滞とガス トリン反応の相関を示唆す

るも
2,2り

,直 接に胃排出とガス トリン反応として研究さ

れていない.谷 2め
は,Acetaminophen法により,胃 排出
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機能と IGRと の間に有意な相関はみられないとし,著

者とは異った結果を述べている.Aceteminophen法は,

その血中濃度曲線から,胃 の排出能を推測する間接的な

方法であり,肝機能,その他の因子が介在するため,直接

的に胃排出を測定する RadioisctoPe法に比して, 若干

正確さを欠くものと思われる。またガス トリン反応 を

lGRで 表現した事も著者と異る結果 となった一因 であ

るかも知れない.Donovanら 20は
,Indium l13理 を使

用し,ガ ンマカメラで胃排出時間を測定して,十 二指腸

潰瘍患者に S01id Mcalを与えると,胃 排出時間 (T1/

2)と ,Integrated Castrin OutPutの間に強い相関関係

(p<0,05)が ぁることを報告している。

胃切後の FSCぉ ょび SC反 応は著明に低下する。こ

れは切除部位にC細 胞が一番密に分布している幽門洞部

が含まれるためであり,胃 排出時間との相関も当然消失

する。幽門洞部を切除しても,なお反応があるのは Extト

agastric Castrin説が有力である.す なわち十二指腸G

細胞の刺激によりDuodenal Castrinが放出される。 し

たがってB‐I法///式のものに比してB‐I法形式のもの

が,ほ とんど反応しないのは, Sternら
20の

指摘 する

ように, B‐I法では食餌が十二指腸のG細 胞を刺激し

Duodenal gastrinが放出されるが, B‐ I法では経口投

与されたものが胃から小腸へ排出 される為に Duodenal

Castrinが放出されないとする考え方は妥当であろう.

SPV術 後 SGの 上昇する要因として,①  減 酸に伴い

幽門洞部のG細 胞の抑制低下
20202の

,②  胃 排出遅延の

為,幽 門洞部の拡張および刺激時間の延長
202の2ゆ

などが

考えうる。ちなみに著者の研究では SPV前 後の T1/2

は術前の42.5±4.4分から50。7±5.8分とやや遅延傾向を

示し,術 後の減酸率は MAOで 56.2%で あった。

SPVに Drainageを加えたものの SC反 応および胃排

出に関しては Bernardら2のは sPvの 方が SG反 応も高

く, 胃排出も延長するとしており著者 の研究結果と一

致する。SPV術 後の胃排出時間と SC反 応の相関に関

し, 前述の Donovanら 20は
術前に見られた相関関係が

消失したと述べ,理 由として SPV術 後の症例の中に胃

排出時間が非常に遅延しているのにガス トリン反応が少

ないものがある為としている.著 者の症例でも SPV術

後の%ELと 胃排出時間の間には,一 定の関係が認めら

れず,減 酸による Feed Back機 構の消失が一因と推測

される。

V ・ 結  語

1)FSC値 は胃潰瘍 と十二指腸潰瘍患者の間に有意
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差なく,胃 液酸度とも有意な相関を示さない.

)但 し,十 二指腸潰易患者を幽門狭窄 ・胃停滞の有

無により2群 に分 l‐lて検討 すると, 両群の肉汁負荷後

SGは 明らかな差があり, 狭窄 ・胃停滞群は非狭窄 ・非

停滞群より有意に高い反応を示す。

3)SG反 応と胃排出時間 の間 に有意 な相関 を認 め

る。すなわち SG反 応は胃排出時間が長い程強い。

4)こ の相関関係は術後胃では成立せず,胃 切除群で

も,迷 切非胃切除群に消失する。

稿を終るにあたり,ご 指導ご校閲を賜った勝見正治教

授に表心より深謝の意を表するとともに,終 始ご指導い

ただいた岡村貞夫講師はじめ胃研究班,お よび教室の方

々に対して謹んで深謝の意を表する.

なお,本 論文の要旨は,第 120回近畿外科学会 (1976

年),第 10回日本消化器外科学会総会 (1977年),お よび

第78回日本外科学会総会 (1978年)に おいて発表した。

文  献

1)Edkins,J.S.: On thc ch,micai mechanism of
_gastric sccretion. Proc. Roy. Soc. 地 red. Bioi.,

76:376--383, 1905.

2)CregOry,HP,ct al.: Thc antral hormOnc

gastrin‐structurc oF gastrin.Naturc,204:931-―

933, 1964.

3)ヽ IcCuigan,」.E.: Immunochcmical studics

with synthctic human gastAn. Castrocntcro‐

logy,54: 1005--1011, 1968.

4)Cregory,R.A.,ct al.: The constitution and

properties of gastrin.J. PhySiCl・, 156, 253-―

260, 1961,

5)Hcnml,K.: DistributiOn OF gastrin in hunan,

canine and cat digestivc tract dcmonstratcd

by dircct immunoau。lcsccncc.Arch. 」ap.

Chir.,46:18--37,1977.

6)ヤ VatSOn,L.C.,ct al.: Gastrin cOnccntration in

upper gastrointcstinal mucosa in dOgs.Surgery,

76:419--422, 1974.

7 )今 日正威 ほ か :ヒ ト消化器系組織 内 に おける

Im m u n o r e a c t i v e  G a s t r i nに関す る 研究 .日 消

誌 , 72:92--99, 1975,

8)CrcidCr,M.H.,ct al.: Ccllular 10calization of

gastrin in thc human pancrcas. Diabetes, 20:

389--396, 1971.

9)Yalow,R.S.,ct al.: Sizc and charge dis‐

tinctions bctwccn cndOgenOus human plasma

gastrin in pcriphcral blood and hcptadecapep‐

tidc gastrins.(3astroentcrology, 58: 609--615,

1970.

10)Yalow,RoSt,ct al.: Further studies on naturc

oF i■llnunorcactivc gastrin in human Plasma・



8(1146) 消化性潰場患者の血清ガストリン反応と胃排出時との相関  日 消外会誌 13巻  10号

Castroenterology,60:203--214, 1971.

YaloMら R.Ss, ct al.:  Nature of immunOreac‐

tivc gastrin extractcd frOni tissucs Or gFLStrO‐

intestinal tract. Gastrocntcrology, 60: 203-一

214, 1971.

Yalow,R.S.,ct al.: And now Big Big gastrin.

Biochcm.BiOphys.Res.Co■ lm.,48:391--395,

1972.

Yalow,R.S.,ct al.: Additional studics On thc

naturc of Big Big gastrins Castrocntcrology,

65, 19--27, 1973.

Hansky,」 .,Ct al.: Radioimmuncasscy of

gastrin in human serum. Lancet, 28 1388-―

1390, 1969.

Korman, M.D., ct al.:  Castrin studics in

gastric ulccr.Cut,131 166--169, 1972.

Trcaudea, WV.L., ct al.:  Serum gastrin lcvels

in Paticnts with Peptic ulccr discase. Castro‐

cntcrology,5986--11, 1970。

Byrucs,D.」りet al.: Scrum gastrin in paticnts

with Pcptic ulcer. Brit. Mcd.」り2:626巧 29,

1970.

柚木一雄ほか :胃 ・十二指腸演瘍の発生と S C‐

c r e t i n , C a s t r i n分泌異常.日 本臨床, 3 2 : 6 9 8 -

704, 1974.

姫野誠一 i C a S t r i nの経路に かんする新しい見

解一胃内 Cas t r i n  r o a dの提唱一。日内会誌,67 :

370--378, 1978.

谷口勝俊 : C a s t r o s c i n t i g r a mによる胃内容排出

機能検査.日 消誌, 7 4 : 1 6 9 9 - 1 7 0 7 , 1 9 7 7 ,

Brandsborg,M.B.,et al.: Inauence of parietal

cell vagotomy and sclective gastric vagotomy

on gastric emPtying ratc and serum gastrin

concentration.CastrOentcrology,72:212卓 20,

1977.

Tani, M., ct al.:  Meat‐ stimulated gastrin

rclease and acid secretion in patents with

pylorusstcnosis. Castrocntcrology, 738 207-―
210, 1977.

谷 礼 夫 :試験食負荷 に よる 血中 ガス トリン

反応 と 胃酸分泌能 ・胃排 出能 。 日消誌,7 5 :

1534--1543, 1978.

Donovan, I.A.,ct al: Intcrrelations bctwcen

serum gastrin levcls,gastric cmptying and acid

output bcfore and aFtcr proxilnal gastric

vagotomy and truncal vagotomy and an‐

trcctomy.Brit.」 ・Surg.,668149-151,1979.

Stern, D.H., ct al`: Gastrin rcleasc in Post‐

。PCratiVC ulccr Patients‐cvidence for relcase of

duodcnal gastrin.Castrocnterology,64:363-―

369, 1973.

Korman, WI.D.:  Scrum gastrin in duodcnal

ulccr. Part. I. Basal lcvels and thc cfFect of

food and atroPine.Cut,128899--902,1971.

Beckcr, H.D., ct al.:  EfFect of atrOPine on

basal and lbod stimulatcd serun gastrin lcvcls

in man.Surgery,75:701--704, 1974.

Bernard,M.Jり Ct al.: EfFect of selcctivc and

Pro対Inal gastric vagotomy on serum gastrin.

Castroenterology,668944--953, 1974.


