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術後の良好な胃運動機能が期待される選択的近位迷走神経切離術後においても,胃 内容停滞,廉 下

困難などがかなりの頻度に認められることから,同 手術al」を対象 として,お もに固形物の噴門通過 ・

胃排出状況をバ リウム錠を用いて検討し, さらに食道内圧の預」定を行った。十二指腸潰瘍患者の術前

のパ リウム錠排出時間には,対 照群 とくらべて有意の差はみられなかった。術後早期のパ リウム錠の

胃排出率は術前値の54.0%に 低下 していた。術後早期においては液体,団 体 ともにその噴門通過は障

害されており,パ リウム錠の噴門通過率は術前の73.2%に 減少していた。下部食道括約筋の静止圧に

は有意の変化がなかったが,廉 下性弛緩が不十分な症例がみられた。

索引用語 t胃排出率,下 部食道括約筋,選 択的近位迷走神経切離術,噴 門通過障害,十 二指腸潰瘍

I. 1まじ3うに

十二指腸漬瘍に対する極めて保存的な手術術式 とし

て,選 択的近位迷走神経切離術 Selective Proxinal

Vagotomy(以 下 SPV)が 近年多 くの施設で採用され

るようになっている。周知のように, この術式では胃

壁細胞領域の迷走神経支配のみが遮断されて幽門洞枝

が温存されるので,術 後に良好な胃運動機能が保持さ

れることが期待されている。 し かし現実には,一 部に

様々な程度の胃排出障害を示す症例があ り,ま たとく

に最近の拡大 SPVの 手技では,噴 門の通過が障害 さ

れていわゆるアカラシア様症状を呈する症例が少 くな

いことが知 られている。今回著者 らは,当 教室で SPV

を施行した症例について, これらの点に関する検討を

行ったので,そ の成績を報告する。

II.対 象と方法

1972年から1979年の間に当教室で SPVを 施行 した

症例の総数は101例で,そ の内訳は SPV単 独のものが

34例,幽門形成を併用したものが67例(Finney型59例,

Jaboulay型 6例 ,Heineke‐Mikulicz型 2例 )で あっ

た。原疾患の内訳では十二指腸漬瘍99例,胃 。十二指

腸共存漬瘍 2例 で,平均年齢は37.9歳,男女比は11.6:

1で あった。

A.パ リウム (以下 Ba)錠 テス ト

幽門形成を併用 していない SPV単 独の13例と胃運

動機能に影響をおよぼすような病変をもたない術前の

対照症例12例を対象とした。これらの症例の早朝空腹

時に Ba錠 10錠を服用させたのち,1,15,30,60,120

分後にX線 撮影を行って,そ の噴門通過および胃排出
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状況について検討した。SPVを 施行した症421では,術       図 1

前および術後 2週 , 3カ 月, 1年 の時点で同様の検索       %

を行った。使用 した Ba錠 は直径1.lcm,比重1.42の硫      106

酸パ リウムコーティングを施した腸溶錠で,そ の耐酸

性と崩壊性に関しては,pH2で 不溶,pH 5で は 2時 間

後 6錠 中 1錠が崩壊,pH 6.4では 9分 で 6錠 すべてが      80

崩壊した。すなわち, この錠剤は酸性環境での安定性    通
は高度であるが, アルカリ性環境では容易に崩壊消失

するように作成したものである。             過
 60

B.食 道内圧測定

食道を 5cm以 上郭清する拡大 SPVを 施行した 6例

の術前 と術後 2～ 3週 間の時点において測定を行っ

た。早朝空腹時に,水 を満 した内径1.lmmの open tip

のポ リエチレンカテーテル 2本 を経 口的に挿入し,三

栄測器 MPU‐ 0.5‐290型圧 トランスデューサーに連結,

これを 4チ ャンネル surgical monitor 125形 のポ リグ

ラフに接続して圧波形を記録した。カテーテルの受圧

日の間隔は 5cmと した。測定法はstationary pull,

through techniqueと し,胃 底部呼気終末圧を基準線

とした。

III.成  績

A.Ba錠 テス ト

服用後 1分以内に噴門を通過 した Ba錠 の個数の,

服用した全個数に対する害」合を噴門通過率 として表す

と,術前の噴門通過率は平均97.0±2.1%で ,10錠中 1

個または 2個 が食道内にある症例が各 1例ずつ存在し

たにすぎなかった(図 1).術 後 2週 目の噴門通過率は

71.0±12.9%で ,術 前値の73.2%に 減少してお り,全

く通過しない例や 1個 のみ通過 して残 りは食道下端で

停滞していた症711もみられた。 し かし,術 後時間の経

過 とともにこの状態は次第に改善され, 3カ 月以降で

は術前の状態に復していた。写真 1は ,廉 下困難を訴

えた症例の術後 2週 日に施行 した Ba錠 テス トの服用

1分後のX線 写真であるが,術 中に食道郭清境界につ

けておいたクリップの手前で,Ba錠 は珠数状をなし

て食道内に停滞 していた。同一症例の同一時点での液

体パ リウム服用によるX線 写真でも,や はり食道郭清

領域の上方でバ リウムが停滞する傾向がみられ,食 道

アカラシアに類似 した紡鍾形の食道下端像 と食道の軽

度拡張が認められた (写真 2).

つぎに Ba錠 の胃からの排出状況をみると,対 照群

では 1時 間 目までほぼ直線的 な排 出曲線を描 いて

47.5±9.5%が 排 出 されたが, 2時 間後の排 出率 は

50.8±10,0%に とどまった。一方潰瘍症例の術前では,

写真 1 術 後 2週間目のBa錠 テスト,矢 印は食道下

端に停滞したBa錠

30分までは対照群より排出がやや早 く,逆 に 1時間後

では29,0±13.2%と これより遅延 したが, 2時 間後に

は50.0±14.0%が排出され,両 者の排出曲線には有意
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5 カ 月

経 過 期 間
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写真 2 術 後 2週 間目の食道下端像.矢 印は食道郭清

境界のクリップ

写真 3 術 後 2週 間 目の Ba錠 テス ト (服用 2時 間

後).矢 印は胃内に停滞した Ba錠 .

1ス1183)

図 2 Ba錠 の胃排出率 (meanttSE)
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の差はみられなかった (図2)。術後 2週 間目では Ba

錠の排出は術前にくらべていずれの時点においても明

らかに遅延 し,30分 までは殆ど排出されず, 1時 間後

で16.0±111, 2時 間後で27.0±12.5%の排出にとど

まった。2時 間後の排出率は術前値の54,0%で あった。

この排出遅延は 3カ 月, 1年 と時間の経過するにした

がって徐々に回復する傾向が認められた(図3).写 真

3は ,術 後 2週 目の患者の Ba錠 服用 2時 間後のX線

写真で,10個 とも胃内に停滞しているが,同 一患者の

術前検査では服用15分後に Ba錠 はすべて胃から排出

されていた。

B,食 道内圧

下部食道括約筋 Lower Esophageal Sphincter(以

下 LES)の 静止圧の術前の平均値は18.7±2.lmmHg,

術後 2～ 3週 間目では16.3±0.5mmHgで ,両 者の間

には有意の差はなかった。しかしながら,術 後早期の

時点では熙下に対するLESの 反応性弛緩が不十分で
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図 3 Ba錠 の胃排出率 (meanttSE)
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曲線上の数字は受圧日の門歯からの距離.

mmH9

選択的近位迷走神経切離術の胃排出

術前の食道内圧曲線

ネ i廉下に対するLESの 地緩.DS t Dry Swallow
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ある傾向が認められた。図 4, 5は 同一患者の術前お

よび術後 2週 間 目の時点における食道内圧曲線であ

る。下部食道の静止圧は術前,術 後 ともに陰圧であり,

略下による収縮波の波形 ・波高 ・幅にも明らかな変化

は認められなかった。術後の LES高 圧帯は術前にくら

べてむしろ不明瞭 となり,術 前明らかに認められた廉

下に対する反応性弛緩が不十分であったが,食 道体部

の収縮波に対するLESの 収縮の位相のずれは正常に

保たれていた。

IV.考   察

迷走神経幹切離術(以下幹迷切),選 択的迷走神経切

離術 (以下選迷切)に くらべて,幽 門洞部の神経支配

が温存されしたがって胃運動機能がはるかによく保存

されていると考えられるSPV後 においても,食 後心

笛部膨満感,胃 内容停滞などの所見が, とくに術後早

期の時点ではかなりの頻度に認められた.術 後 2週 間

目での発生頻度はそれぞれ26.7,16.8%で あった。

Jordanl),Picaudら
のは術後 2～ 3カ 月の時点で16%

に,Humphreyら ゆは 1～ 2年 目で30%に 食後膨満感

が認められたとしているが,Petropoulos。は82%に 一

過性にこの症状が認められたと述べてお り,発 現頻度

が極めて高率であるが, これにはその手術法が独特の

ものであることが影響しているものと考えられる.

著者 らの症例ではその約2/3におもに Finney型 の

幽門形成が付加されたが,胃 内容停滞がみられた症例

は SPV単 独例 よ りもむ しろこれ らの症例に多 く,
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SPV単 独群では11.8%で あったのに対 し,幽門形成併

用群では19.4%に その発生をみた。 こ の幽門形成 と胃

排出の問題に関して,Weddleら "は,イ ヌに SPVを

行った場合の液体の胃排出は幽門形成を付加しても変

化しなかったと述べている。幽門形成のみを行った場

合の成績は一定せず,液 体の排出は不変ないし遅延。

あるいはわずかに促進のし,国 体の排出は不変のあるい

は遅延ゆすると報告 されている。また幹迷切兼幽門形

成では液体の排出は不変ないし促進のあるいは促進の

し,国 体の排出は不変のあるいは遅延りしたと報告され

ている。これらの報告の間には対象,食 餌,検 査時期

などに差異があることを考慮に入れる必要があるが,

幽門形成はとくに固体の排出に関しては必ずしも促進

的に初かない場合 もあることが うかがわれた。Lud‐

wickら ゆは幽門形成により幽門洞収縮―十二指腸弛

緩の生理的反射が消失 して両者が同時に収縮す るこ

と,幽 門形成部を中心に食餌の往復運動が繰 り返され

ること,収 縮力自体も低下することを観察している。

しか し著者 らの症例あ るいは Cowleyら いの成績で

も,排 出遅廷は時間の経過 とともに改善傾向を示 した

ことより,術 後早期の排出遅延には,幽 門形成部の一

過性の浮腫 ・炎症 ・血腫などもかなりの役害Jを演じて

いる可能性が推察された。いずれにしても,上 記のよ

うに幽門形成の胃排出におよぼす影響に関しては異論

が少 くないこと,ま た SPVそ のものの胃運動機能に

及ぼす影響を検討する目的から,今 回の Ba錠 テス ト

の対象としては幽門形成を付加 しなかった SPV単 独
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卜 60 sec ―一一J

例のみに限定した。

十二指腸潰瘍患者の胃排出は一般に早い1い1のとさ

れているが,術 前の Ba錠 テス トの成績では十二指腸

漬瘍患者 と対象群の間には有意差はみられなかった,

Georgelゆ,Hunt10らも十二指腸漬瘍患者の胃排出は

正常者 と有意差なしと述べているが,試 験食や測定法

の違い,潰 瘍の病期の差などがこれらの成績の相違に

影響を及ぼしている可能性が考えられた。

術後 2週 間の時点では,Ba錠 の排出は術前にくら

べて明らかに遅延 していた。SPV後 の胃排出に関 し

て, Vヽilburら15)はィヌで,プ ラスチック球の排出は術

前後で変化 しなかったとし,Humphreyら いは十二指

腸漬瘍患者で,半 流動食の排出が術後有意の変化を示

さなかったとしているが,Geurtsら
1のはとくに摂取後

早期における排出が促進 していたと述べている。液体

の排出に関しては, とくに摂取後早期の時点での胃排

出が元進するという点で成績が一致しているようであ

るDl'10。wilbur&Kelly19は ,目 の排出機構におい

て胃近位側は胃壁圧を調節することによって液体の排

出を統御し,胃 遠位側は幽門洞部の収縮により回体の

排出をつかさどるとし,SPV後 においては胃近位側の

迷走神経が遮断されるために
“
receptive relaxation"

が消失 し, 胃内圧が上昇する結果液体の排出が早まる

が,遠 位側胃は神経支配が温存されてお り,国 体の排

出は正常に維持されるとしている。Jordan16)も諸家の

成績を総合してほぼ同様の見解を述べてお り,DOzois

ら1のも幽門洞遠位側を切除したイヌの実験成績から,

図5 術 後 2週間目の食道内圧曲線

曲線上の数字は受圧日の門歯からの距離.DS:Dry Swa1low
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症4/1でもほぼ同様で, この症状の頻度は全症f/1中では

119%に 相当したが, 14/1を除 き他はすべて食道を

5cm以 上郭清した症例にみられ,こ の群では23.9%に
一過性の時下困難を認めた.Goligher2り,Hallenbeck

ら20は
,食 道下端部の十分な郭清は不完全迷切を防止

する上での最も重要な操作であることを強調 している

が,最近 PetrOpOulosりは鴎下困難を起さず しかも完全

な神経遮断を達成するために,食 道周囲の郭清は行わ

ずに胃底部の筋層を完全離断する手技を提唱 してい

る.

味下困難を訴えた症471のX線 検査で,Ba錠 の食道

下端での停滞,食 道の軽度拡張と漏斗状の食道末端像

などの所見が認められたことから,著 者 らは食道アカ

ラシアに類似 した病態が迷切後に惹起される可能性を

考え,食 道内圧の測定を行った。なお,LES圧 は胃内

pHの 影響を受けるとされており2020,sPv前
後での

酸分泌の変化が LES Eに 及ぼす影響をも考慮 して,今

回の測定法としては water‐illed,non perfused me‐

thodを採用した。SPV後 の LES静 止圧には術前にく

らべて有意の変化はなく,ま た食道アカラシアに特徴

的とされる食道体部静止圧の陽圧化,廉 下に伴 う陽性

波の消失,収 縮の同期化と有効嬬動波の消失などの所

見は認められなかった。 しかし,一 部の症例では聴下

に対する反応性弛緩が不十分である傾向が認め られ

た。迷切の LES静 止圧におよぼす影響に関 しては,

Csendesら21ルいは sPVあ るいは選迷切後において,

Angornら 2のは幹迷切後でそれぞれ有意の変化がみら

れなかったと述べている。また Csendesら21)は
廉下に

対する地緩 も術前後で変化がなかった と報告 してい

る。LESの 静止圧の維持には横隔膜食道靭常などの器

械的要素,神 経性要素,体 液性要素,筋 原性要素など

が関与していると考えられているが2つ,迷 切 とこれに

伴 う食道周囲郭清により器械的要素,外 来神経性要素

が除外されており,また LES機 能に最も関連深いホル

モンと考えられているガス トリンの濃度 とLES静 止

圧に有意の相関がみられないとされている21レoこ とな

どより,LES静 止圧の維持には筋原性要素が最も重要

な役害」を果しているものと考えられた。

鴎下によるLESの 反応性弛緩の機序は十分には明

らかにされていない.迷 走神経の電気刺激202ゆ
,β_ァ

ドレナ リン作働物質
202ゆ2りによりLES圧 は下降す る

が,生 理的な LESの 弛緩には非 ヨリン性,非 ア ドレナ

リン性の
“
purinergic"な神経系が関与 しているとい う

仮説2020が最近提唱されている。SPV後 の鴎下障害の

この部は液体の排出にはあまり関与 しないのに反し,

国体の排出には極めて重要な役害Jを演 じていると結論

している。筋電図学的な面か らは,Stoddardら 1ゆは

SPV後 では幹迷切,選迷切後にくらべて幽問洞部の電

気活性の破綻が最も少いとしているが,Wilburら 1"は

SPVに より近位 胃体部大弯にあるとされるpacema‐

kerlりの部が神経遮断されるので,規則性が障害され時

には遠位側胃に果所性の pacemakerが 出現すること

があるとしている.著 者らの成績にみられた術後早期

の団体の排出遅延には,手 術操作に伴 う炎症 ・浮腫な

どとともに, この pacemakerの 神経支配遮断による

影響がこの時点で存在してその機序の一部に関与して

いる可能性も考えられた,こ の排出遅延は術後時間の

経過 とともに改善 される傾向がみられたが,Cowiey

らりも幹迷切兼幽門形成後早期にみられた固形食の排

出遅廷が 3カ 月後にはほぼ正常に復 したとし,Geurts

ら1のは SPV後 2週 目にみられた半流動食の摂取後早

期での排出促進が 6カ 月後にはかなり改善されたと報

告している.

固形物の胃排出を検討するために,著 者 らは早朝空

腹時に Ba錠 を服用させる方法を行ったが, これは普

通の食事をした場合の胃排出の成績 とは多少異った意

義を持つ可能性が考 えられる。Mrozら 20)はプラス

チック球のみを与えた場合の目排出は,interdigestive

myoelectric complexの第III相
“
active front"の出現

により行われるとし,一 方これを食事 とともに与えた

場合では,食 事が排出されていくfed pattern中は排

出されず,食 事の排出終了後 fasting complexesに移

行 してから初めて排出されると述べている。しか し

Dozoisら1のはプラスチック球だけ,あ るいは生食とと

もに与えた場合で,そ の排出状況は必ず しも変化しな

かったと報告している。いずれにしても,Ba錠 は一般

の消化薬などと同様の痛平球状の糖衣錠で服用しやす

く,腸 溶錠であるのでその冒排出の判定が容易で,ま

た腸内での通過障害の心配 もない。術前の幽門部通過

状況の観察により幽門狭窄のおおよその程度を推測で

き,幽 門形成の適応を半J断する際の 1つ の参考資料を

も提供する方法である。

つぎに SPV後 のもう1つ の顕著な症状として,熙

下困難がとくに術後早期の時点でかな りの頻度に認め

られた。Csendesら21)は9%に この症状を認めたとし,

Picaudらりは25%に これがみ られたが これ らはすべ

て食道下端を 4cm以 上郭清した症例であったとし,1
～ 2カ 月で症状は改善 したと報告している。著者 らの
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発生要因として,迷 走神経性抑制経路の遮断により

LESの 反応性弛緩が障害 された可能性 も考 えられる

が, これが一
過性のものであったことより,食 道周囲

の郭清による浮腫などの器械的要素もこの機序の一部

に関与 していることが推測される。また郭清による食

道の阻血状態,食 道内外の炎症などにより,食 道アカ

ラシアに類似 した食道壁内神経叢の障害が一過性に

起って,LESの 地緩不全を惹起している可能性も考え

られた。なお,“purinerqic"な神経系に関連 して,近

年 cyclic AMP,ATP,prostagiandin Elな どの LES

弛緩の機序における役害J20203い31)が論 じられてお り,

術後のこれらの因子の変動と聴下困難の関連性も,今

後の興味ある問題点の 1つ と考えられる。

V.お わりに

SPV後 ,心 寓部膨満感,鴎 下困難などの症状がかな

りの頻度にみられたことから,SPVの 目排出および下

部食道括約筋機能に及ぼす影響について,Ba錠 の胃

通過排出状況,LES圧 の変化を中心に検討し,以 下の

結論を得た。

1)十 二指腸潰瘍患者の術前の Ba錠 排出時間に関

しては,対照群 との間に有意の差は認められなかった,

2)術 後早期の Ba錠 の胃排出は明らかに遅延して

いた。服用 2時 間後の排出率は術前では500± 14.0%

であったのに対 し,術 後 2週 間日では27.0±12.5%と

術前値の54,0%に 減少していた。この排出遅延は術後

時間の経過 とともに改善する傾向が認められた。

3)術 後早期には液体 Ba,Ba錠 の噴門通過はいず

れも障害されていた,服 用後 1分 以内での Ba錠 の噴

門通過率は術前では97.0±2.1%で あったのに対し,術

後 2週 間 日では71.0±12.9%と術前値の73.2%に 減少

していた。 こ の通過障害は一過性のもので,術 後 3カ

月以降では術前の状態に復 していた。

4)術 後の LES静 止圧には術前値 との有意の差が

なく, また食道体部の静上圧,収 縮波の波形,波 高,

幅,位相のずれにも明らかな変化はみられなかったが,
一部に熙下に対するLESの 地緩が不十分な症例が認

められた。

5)Ba錠 による胃排出試験は,術 前のLlu門狭窄の

程度,幽 門形成併用の是非の判定にも有用と考えられ

ブt .

(本論文の要旨は第15回日本消化器外科学会総会におい

て発表 した。)
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