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分節的胃切除術における幽門洞枝温存の意義を解明する目的で,術 後 1年 目の胃横切 2群 (幽門洞

枝切離群と温存群)と 対照の正常群について空腹時の胃筋電図を観察した。横切2群 の横切上部は正

嬬動放電のみで放電間隔,伝 播速度ともに正常群の胃体部に類似した。横切下部は不規則な正嬬動放

電の中に逆嬬動放電をみ,正 嬬動放電の放電間隔と伝播速度は正常群の幽門洞部に較べ延長と遅延を

示し,異 常運動が観察された。この異常運動は幽門洞校の右無に関係なく存在し,胃 内容排出障害の

問題に関係すると推察される。従って,分 節的胃切術の際,幽 門洞校の有無にかかわらず幽門筋切離

術が必要と考えられる。

索引用語 :分節的胃切除術,迷 走神経幽門洞枝,幽 門筋切離術,胃 筋電図,胃 横切離 ・端々吻合術

I. [まじむうに

従来より,近 側胃切除術や分節的胃切除術を行った

場合,術 後胃内容排出障害が起ることは一般に知 られ

て い る。この排 出障 害 につ い て は Frankeら ',

Nissen分,Wangensteenい。を始めとする幾多の報告が

あ り,排 出障害の発生は迷走神経切離に起因すると考

えられてきた。この考えに基づきFerguson5)らは分節

的胃切除術においては迷走神経幽門洞枝を温存すれば

胃運動は正常に近 く保たれ ドレナージ手術を附加する

必要がないと述べている。 し かしながら白鳥611ま分節

的胃切除術における冒内容排出障害の出現は迷走神経

切離によるよりも, 胃を横切離することにより起ると

述べ,幽 門の ドレナージ (幽門筋切離術)の 必要性を

主張している。したがって,迷 走神経幽門洞枝を温存

した場合,幽 門の ドレナージ手術の附加が果して不必

要か,否 かさらに追究する必要があると考えられる.

この追求を目的 としてイヌ胃について胃体部 と幽門

洞部の境界で横切離 ・端々吻合し,迷 走神経幽門洞枝

を切離した群 と幽門洞枝を温存した群に分け, これら

両群について手術 1年 後に電極を縫着 した。対照とし

た無処置の正常群 と上記横切群の 3群 について電極縫

着 2週 目より空腹時の胃運動を筋電図学的に観察し,

正常群の筋電図所見とも比較 しながら,幽 門洞枝切離

群 と温存群 との間における筋電図所見の相違を追求し

た。

H.実 験方法

A.実 験動物

実験動物には10～15kgの 雑種成犬15頭を用い図 1

のごとく,無 処置の正常群 5頭 , 胃体部 と幽門洞部 と

の境界で横切離 。端々吻合し,迷 走神経幽門洞校を切

離した群 (以下,横 切兼迷切群)5頭 と幽門洞枝を温

存 した群 (以下,横 切兼迷保群)5頭 の 3群 に分けた。

B.麻 酔

24時間絶食 とした犬に硫酸 ア トロピン (0.05mg/
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正常群

kg)筋 注後,チ オペン トパルビツール (20mg/kg)の

静注麻酔下にて,気 管内挿管を行ない, レスピレータ

に接続 した。 1回 換 気量 は300～400ml,呼 吸 回数

15～20回/分とし適時チオペン トパル ビツールを追加

することにより麻酔深度を維持 した。

C.横 切離 ・端々吻合犬の作成

胃横切離は図 1の ごとく幽門輪より小弯側 4 cm,

大弯側 6 cmの 胃体部 と幽門洞部の境界線上で,胃 壁

外の血管および神経を損傷しないよう注意深 く胃壁か

ら遊離した後に行った。胃・胃端々吻合は粘膜を00 cut

gutに て連続縫合し,装 膜筋層を 3号 絹糸にて結節縫

合する層々吻合を行った。これを横切兼迷保群 とした。

横切離兼迷切群については上記の横切離部位にて迷走

神経幽門洞枝を周囲の血管,小 網などを含めて結繁切

離した後,横 切離 ・端々吻合を行った。

D.電 極の装着

電極は自家製双極銀針電極 (極問距離 2 HIIn,銀針

直径0.3mm)を 用いた,な お電極は露出した胃前壁の

大弯側に沿って図 1の ごとく,幽 門輪 より1.5cm口

側,さ らに 3 cm毎 の間隔で計 4カ 所の装膜下に刺入

し, 2号 絹糸を用い縫着固定した,電 極からの導出電

線は腹腔より皮下を通し頚部にて体外に出し,頚 部の

首輪に固定してある8ピ ンコネクターにハンダ付にて

接続し,速 硬化エポキシ系接着剤にて絶縁防水した。

横切兼迷切群および横切兼迷保群については術後 1

年 目に再開腹を行ない電極を縫着固定した。正常群に
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図 1 手 術 と電極の位置

ぃ 電極

横切兼迷切群 横切兼迷保群

ついては筋電図の観察を企図した時点で随時開腹し電

極を縫着 した。

E.筋 電図の観察

筋電図の導出は手術操作の影響が消失すると思われ

る電極縫着後 2週 目より開始した。導出は実験犬の頚

部 コネクターよ り多 目的ポ リグラフィー (三栄測器

社 :142-8ル こ連結することにより行い,記 録にはペ

ン書式記録器 (三栄測器社 :レ ク トグラフ8‐S)を用い

ブti.

各群 とも24時間絶食した後の空腹時筋電図を 1時間

導出した.

筋電図の分析は主に放電間隔,伝 播速度,逆 嬬動放

電の出現頻度,吻 合部の同調放電について検討を加え

ブこ.

IH.実 験成績

A.正 常群

1.放 電間隔

正常群の筋電図を代表例 Dog.No.229で みると図

2の ごとく, 胃体上部より幽門洞部にかけて伝播する

図 2 正 常群の空腹時筋電図 (DOg.No.229)
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規則正しい正嬬動放電のみがみられ,逆 嬬動放電は 1

時間の観察中全 くみられなかった。

正常群 5頭 の嬬動放電10コについての平均放電間隔

は表 1の ごとく11.6secであった。

2.伝 播速度

正常群 5頭 の嬬動放電10コについての平均伝播速度

をみると表 2の ごとく,胃 体部 (電極 1と 2の 間)で

は7.9mm/secで あったが,幽門洞部(電極 3と 4の 間)

では21.lmm/secで あった。幽門洞部では胃体部に較

べ約 3倍 の速度で嬬動興奮が伝播 していた。

以上,正 常群についてまとめると,嬬 動放電は正嬬

動のみで逆嬬動放電はみられなかった。放電間隔は規

則正しく等間隔であり,伝 播速度は胃体部で遅 く,幽

門洞部で速かった。

B.横 切兼迷切群

本群の筋電図を代表frl DOg.No.273(以下,No.273)

でみると図 3の ごとく,横 切上部では規則正しく出現

する正嬬動放電のみがみられ,横 切下部では正嬬動の

ほかに逆嬬動放電がみ られ放電間隔は不規則であっ

ブと .

1.横 切上部

横切上部における正嬬動放電10コについての 5頭 の

平均放電間隔は表 1の ごとく,12.5secであった,放電

間隔ダイヤグラムを No,273で 作ってみると図 4の ご

とく,変 動は少なく正常群 と大差はなかった。

つぎに横切上部 (電極 1と 2の 間)に おける10放電

図3 横 切兼迷切群の空腹時筋電図 (Dog No.273)

術後 1年

図 4 横 切兼迷切群の放電間隔ダイヤグラム

No.273)

sec    ―     横 切上部 (胃体部 )

3(945)

(DOg.

10         15        20放電番号

5  横 切兼迷切群の伝播速度ダイヤグラム (DO g .

No.273)

mm/sec

0        10       20放 電番号

の 5頭 の平均伝播速度は表 2の ごとく,6.2mm/secで

あった.そ こで No.273の 伝播速度 ダイヤグラムを

作ってみると図 5の ごとく,変 動は少なく,平 均91

mm/secであった。 これら所見は正常群とよく類似し

亨( こ.

2.横 切下部の正嬬動放電

放電間隔ダイヤグラムを No.273で みると図 4の ご

とく,正 嬬動放電の放電間隔は横切上部に較べ延長し

不規則であ り,逆 嬬動放電の放電間隔は正嬬動放電に

較べ短縮の傾向がみられた。

正嬬動放電10コについて 5頭 の平均放電間隔をみる

と表 1の ごとく,25.8secで あった.こ れを正常群の

11.6secと較べると明らかに延長した。

つぎに横切下部 (電極 3と 4の 間)に おける伝播速

度について検討を加える.伝 播速度 ダイヤグラムを

No.273で みると図 5の ごとく,正 ・逆嬬動放電の伝播

」亜正運革=三江王五正玉再玉三ご

表 1 空 腹時の放電間隔 (sec ttS.D.)

自体部 (横切上部) 幽円洞部 (結切下部)

正 嬬 動 正 韓 駒 逆 臨 駒

正 常  群

横切森迷切辞

横切森迷保群

(n=5)

] ,ooru

―     横 切上部 (胃体部)

王 菫 封 1脚 郡 阻 櫛 鋤



4(946)         分 節的胃切除術の幽門洞枝温存の意義についての実験的研究  日 消外会議 16巻 6号

表2 空 腹時の伝播速度 (mm/sec ttS.D。)      表 4 空 腹時の横切上部より横切下部への同調放電

横 切 兼 迷 切 群 横 切 素 迷 保 群

Dog. No 同置放電 (96) Dog. No. 同目放電 (96)

265

269

273

275

278

49

46

45

48

52

37

42

34

65

64

M ttS D 480=27 M ttS D 4 8 . 4  a  I 1 . e

表 3 空 腹時の逆嬬動放電出現率

正 常  辞 横 切 兼 迷 切 辞 t R 切韓 迷 保 群

出現率 (%) Dog.  No 出現率 (%) DoE No 出現弾(%)

0

0

0

0

0

265

269

273

275

278

8 8

6 0

1 2 0

1 0 0

2 6

27 5

5 0

25 0

6 3

6 0

速度のレベルが全 く異なり,正 嬬動の伝播速度は比較

的一定しているが,逆 嬬動の伝播速度は正嬬動に較ベ

著しく促進 し不規則であった。

正嬬動放電10ヨについての 5頭 の平均伝播速度をみ

ると表 2の ごとく,10.lHlm/secであった.正嬬動の伝

播速度は正常群の胃体部や横切上部に較べ多少速い

が,正 常群の幽門洞部の伝播速度に較べ明らかに遅廷

した。

3.逆 嬬動放電

横切下部にみられた逆嬬動放電の出現率,放 電間隔

および伝播速度についてみる.

逆嬬動放電の出現率を No,273で みると表 3の ごと

く,空 腹時60分間233放電中,28放電にみられ12.0%で

あった。 5頭 の平均でみると79%で あった,

逆嬬動放電は多数連続して出現することはなく,単

独で出現するのが多 く連続して出現するのは 2～ 4ヨ

であった。

5頭 における逆嬬動放電 5コ から28コについての平

均放電間隔をみると表 1の ごとく,11.3secであった。

したがって,逆 嬬動の放電間隔は正常群や横切上部の

放電間隔に較べ明らかな差異はなかったが,そ の出現

は不規則で散発性であった。また,横 切下部の正嬬動

の放電間隔に較べ短縮した.

つぎに,5頭 の平均伝播速度をみると表 2の ごとく,

25.5mm/secで あった. したがって逆嬬動の伝播速度

は横切下部の正嬬動の伝播速度に較べ著しく促進 し,

正常群の幽門洞部の伝播速度に較べ軽度促進 した。

4.同 調放電

吻合部を介して横切上部の嬬動放電に同調 して横切

下部で発生する正嬬動放電,い わゆる同調放電につい

て述べる。

吻合部の同調放電は表 4の ごとく,No.273で は60

分間313放電中の140放電で45%に 同調がみられた。同

調率を 5頭 の平均でみると表 4の ごとく,最 も同調率

の高いものは52%,最 も同調率が低かったものは45%

であ り,平 均同調率は48.0%で あった。

5.ま とめ

本群についてまとめると,横 切上部においては正嬬

動放電のみがみられ,放 電間隔および伝播速度はほぼ
一定であ り,正 常群の胃体部 と同様の態度であった。

一方,横 切下部においては正嬬動の中に逆嬬動放電

が出現した。正嬬動の放電間隔は横切上部の放電間隔

に較べ延長し不規則であった。正嬬動の伝播速度は横

切上部に較べ軽度促進 したが,正 常群の幽門洞部に較

べ遅延 した。逆嬬動放電は正嬬動のごとく多数連続し

て出現することはなく, 1～ 4コ 連続 して群発する傾

向がみられ,そ の出現率は7.9%で あった。逆嬬動の放

電間隔は横切下部の正嬬動の放電間隔に較べ短縮 し

た。逆嬬動の伝播速度は正常群の幽門洞部より軽度速

く,横 切下部の正嬬動の伝播速度に較べ著しく速かっ

た。吻合部の同調放電は48.0%で あった。

C.横 切兼迷保群

本群の筋電図を代表例 Dog`No.263(以 下,No.263)

でみると図 6の ごとく,横 切上部では規貝J正しく出現

する正嬬動放電のみがみられ,横 切下部においては正

嬬動のほかに逆嬬動放電がみられ放電間隔は不規則で

あった。

1.横 切上部

横切上部における正嬬動放電10コについての 5頭 の

平均放電間隔は表 1の ごとく,11.7secであった。放電

間隔ダイヤグラムを No.263で みると図 7の ごとく,

４
　
　
　
【
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図 6 横 切兼迷保群の空腹時筋電図 (Dog.No 263)

術後 1年

を

図 7 横 切兼迷保群の放電間隔ダイヤグラム (Dog.

No.263)

一     横 切上部 (目体部)

王 岳握盟
横切下部他 門剛

放電器号

変動は少なかった。

つぎに横切上部における10放電の5頭 の平均伝播速

度は表 2の ごとく,8.lmm/secで ぁった。そこでNo.

263の伝播速度ダイヤグラムを作ってみると図8の ご

とく,変 動は少なかった。 これら所見は正常群や横切

兼迷切群と類似した.

2.横 切下部の正嬬動放電

横切下部の放電間隔ダイヤグラムをNo.263で みる

と図7の ごとく,正 嬬動の放電間隔は横切上部に較べ

延長し不規則であり,逆 嬬動の放電間隔は正嬬動に較

べ短縮の傾向であった.

正嬬動放電10コについての5頭 の平均放電間隔は表

1の ごとく,21.5secで あった。これを正常群の11.6

secと較べると明らかに延長した。

つぎに伝播速度ダイヤグラムをNo.263で 作ってみ

ると図8の ごとく,正 ・逆嬬動放電の伝播速度のレベ

ルが全く異なり,正 嬬動は比較的一定しているが,逆

嬬動の伝播速度は正嬬動に較べ著しく促進し不規則で

あった。

5(947)

図 8 横 切兼迷保群の伝播速度 ダイヤグラム (Dog

N0263)

m m / S e C

正嬬動放電10コについての5頭 の平均伝播速度は表

2の ごとく8.711m/secであった.

これらの横切下部の正嬬動放電の所見は横切兼迷切

群と類似の態度であった。

3.逆 嬬動放電

横切下部にみられた逆嬬動放電の出現率,放 電間隔

および伝播速度についてみる。

逆嬬動放電の出現率をNo.263で みると表3の ごと

く,60分 間158放電中の40放電にみられ25%で あった。

5頭 の平均でみると出現率は13.9%で あり,横 切兼迷

切群の7.9%に較べやや高かった。

逆嬬動放電は多数連続して出現することはなく,連

続して出現するのは2～ 6ヨ発生するのが多かった。

5頭 における逆嬬動放電 7～48コについての平均放

電間隔は表 1の ごとく,10.2secで あった。

つぎに5頭 における逆嬬動放電 7～48コについての

平均伝播速度をみると表 2の ごとく,24.2mm/secで

あり,横 切下部の正嬬動の伝播速度に較べ著しく速

かった。

これら逆嬬動放電の出現態度,放 電間隔および伝播

速度の所見は横切兼迷切群の態度 と一致した。

4.同 調放電

吻合部の同調放電についてみると表 4の ごとく,

No.263で は60分間の310放電中105放電で34%に 同調

がみられた. 5頭 の同調率をみると最 も高いものは

65%,最 も低いものは34%で あ り,平均は48.4%で あっ

た。これら所見は横切兼迷切群 と類似した。

5。まとめ

本群についてまとめると,横 切上部では正嬬動放電

のみがみられ,放電間隔および伝播速度は一定であ り,

中‐Ｏｓｅｃ
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横切兼迷切群と同様の態度であった。
一方,横 切下部においては正嬬動の中に逆嬬動放電

が出現した。正嬬動の放電間隔は横切上部の放電間隔

に較べ延長 し不規則であった.正 嬬動の伝播速度は横

切上部に較べ軽度の促進をみたが,正 常群の幽門洞部

に較べ遅延した。これら横切下部の正嬬動放電の所見

は横切兼迷切群 と類似 した。逆嬬動放電は正嬬動のご

とく多数連続して出現することなく, 2か ら6コ 群発

して出現する傾向であった.逆 嬬動の放電間隔は横切

下部の正嬬動に較べ短縮し,変 動は少なかった。逆嬬

動の伝播速度は正常群の幽門洞部よりわずかに速 く,

横切下部の正嬬動に較べ著しく速かった。 こ れら逆嬬

動放電の態度は横切兼迷切群 と大差がなかった。また

逆嬬動の出現率は13.9%で あ り,横 切兼迷切群に較べ

やや高かった.吻 合部の同調放電は48.4%で あ り,横

切兼迷切群 と類似 した。

I V . 考 察

近似l胃切除術や分節的胃切除術を施行した場合に,

術後の残胃に胃内容の排出障害が起ることはよく知 ら

れており, これら手術に際しては幽門成形術や幽門筋

切離術などの ドレナージ手術が一般に附加 されてい

る。 し かしながら, これら排出障害の発生原因につい

て未だ見解の統一を欠いている。

歴史的に見 ると,Nissen分は ヒ トで噴門側 胃切除

術々後の X線 検査を行い胃体部は Atonisch,幽 門洞

部は Spastischとなり,両 者があいまって術後の胃内

容の排出障害を惹起するものであ り, これは迷走神経

が切離されることに起因すると述べている.近 側胃切

除術々後に起る胃内容の排出遅延の原因について,

T a n n e r のは迷 走 神 経 切 離 に よ る 胃 ア トニーを,

Frankel)らは迷切による幽門屋李をあげている。いず

れも迷走神経切離による影響を重要視 しているものと

考えられる。

また,分 節的胃切除術の歴史は古 く, ドイッ学派の

Mikuliczりが最初に報告 し,引 続 きPayrり,Riedellい

が胃潰瘍に対 して行っているが切除領域が小さく ド

レナージ手術を附加 していなかった。そのため,術

後 胃内容の排出時間が延長 し残 胃が砂時計状の変形

をきたす と共に,再 発が多いなどの理 由から以後か

え りみ られな くなった。1951年にな って CrOss&

Wangensteenll)らは実験的にイヌ胃72%以 上の壁細

胞領域を切除し, さらに幽門形成術を附加すれば ヒス

タミン刺激による潰瘍発生はみなかったと報告してい

る。このことより,Wangensteenの1のは臨床例における
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十二指腸潰瘍に対 して壁細胞領域を切除し, さらに胃

内容排出障害の原因を迷走神経切離にあると考え幽門

形成術を力日え
Ⅲ
An old prOcedure in mOdern dress"

として発表 した.一方,FergusonSIFま分節的胃切除術に

おいて迷走神経幽門洞枝を温存すれば残胃の運動機能

は正常に近 く保たれ幽門形成術などドレナージ手術を

附加する必要がないと述べている。 しかしながら分節

的胃切除術において,幽 門洞枝を温存すれば幽門洞部

の異常運動が発生せず, 胃内容の排出障害は起 らない

とする考えには問題がある。また,横 切実験について

も横切後 1年 以上経過 した犬において横切下部胃にど

の様な異常運動がみられるかについての報告はいまだ

ない様に思える。

そこで著者は横切後 1年 の慢性犬を用い,電 極装着

後 2週 目の生理的な条件下で筋電図を観察し,胃 横切
・端々吻合時の迷走神経幽門洞枝温存の意義 と幽門 ド

レナージの要否について検討を加えた。

1.正 常群

正常群の空腹時における胃筋電図をみると, 胃体上

部より幽門洞部にかけて規則正しい正嬬動放電がみら

れ,逆嬬動放電はみられなかった。放電間隔はほぼ11.6

secと一定であ り,伝 播速度は胃体部で遅 く幽門洞部

で速かった。これらの所見は Nelsenlり,Kelly10ら,三

崎lDら諸家の報告 とほぼ同様であった。

2.横 切群の横切上部胃

胃横切 ・端々吻合した場合の横切上部の筋電図所見

についてみると,急 性実験にて白鳥
61は

吻合上部にお

いては横切離前 と同様の正嬬動放電がみられたと報告

している。Bedilいは術後 2日 より14日目の横切上部の

筋電図をみているが,横 切離前 と同様の放電間隔で

あったと述べ,森 下1のは術後 7日 目の観察で Bedi10と

同様の報告を行っている。また,術 後 1年 の本実験に

おいても,迷 走神経の切離 ・温存に関係なく正嬬動放

電のみがみられ,放 電間隔 ・伝播速度 とも正常群の目

体部 とほぼ同様の成績であった。

以上のことより,横 切上部胃の嬬動運動は横切離に

より何 ら影響を受けないことが明白になった といえ

る。

3.横 切下部の正嬬動放電

横切下部では正常胃の幽門洞 と全 く異なり正嬬動放

電のほかに逆嬬動放電が高率に出現することを,手 術

直後から術後60日前後までの観察で多 くの研究者が明

らかにしている.

横切下部の正嬬動放電について,術 後 1年 の本観察
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と術直後から60日前後までの観察を比較してみる。横

切直後の観察で白鳥 ら1ゆは正嬬動の放電間隔は平均

26.9～34`6secと な り,正 常 胃の放 電 間隔 の平 均

14.6～15.4secに較べ廷長 し,ま た横切下部の正嬬動

の伝播速度の伝播速度は平均11.3～16.3mm/secで あ

り,正 常胃の平均伝播速度に較べ促進した報告してい

る。Sugawaralい は術直後から65日 目までの筋電図を

観察しているが,正 嬬動の放電間隔は術後日数を経て

も大差をみず,正 常胃に較べ延長 していると述べてい

る。清水2のら正嬬動の放電間隔を放電頻度で示し,術後

2～ 4日 で10～ 30回 /分, 2週 日で2.0～40回 /分,

4週 日で1.5～3.0回/分 となり術後 日数を経ても放電

頻度に変わ りをみないが,正 常胃に較べ放電頻度の減

少をみたと述べている。

術後 1年 を経た本観察では,正 嬬動の放電間隔は正

常胃に較べ著明な延長を示し,直 後から60日前後まで

の観察についての諸家の報告 と一致した。また,伝 播

速度は正常胃の幽門洞部に較べ明らかな遅延を示 し,

正常胃の胃体部に較べわずかに促進 し,術 直後には正

常胃に較べ促進 したとする諸家の報告 とは違いがみら

れた。術後 1年 の観察にみられた伝播速度の遅延は興

奮性の低下を意味すると思われるが, これ以外の意義

については不明といわざるを得ない,今 後さらに追求

する必要があろう。

4.横 切下部の逆嬬動放電

横切下部では正常胃の幽門洞部 とは全 く異なり,正

嬬動放電のほかに逆嬬動放電の発生をみる。横切直後

の観察で自鳥611ま正 ・逆両方の嬬動放電がみられ逆嬬

動の出現率が81%と 高頻度であ り,肉 眼的観察でも吻

合下部に著明な嬬動運動の元進がみられたと述べ,逆

嬬動の放電間隔は22.8～24.2secと な り,横 切上部の

放電間隔14.6～15.4secに 較べ延長 した と述べてい

る。Sugawaralい は術直後から65日まで観察し,逆嬬動

の発生率 は術直後84.2%で あった が,術 後 3日 で

35～42%,術 後65日で5.9%と な り,術 後 日数を経るに

つれ減少したと述べ,逆 嬬動の放電間隔は正常群に較

べ延長し術後 日数を経ても長短の変動をみなかったと

報告している。清水2のは逆嬬動の発生頻度について術

後 2～ 4日 で 5%, 2週 日で 3～ 5%, 4週 日で 3%

と減少する傾向であったと述べている。

これらの報告から逆嬬動放電の出現率は術直後より

術後 日数を経るに従って減少することは明らかである

が,術 後 1年 を経過 した本実験で横切兼迷切群7.9%,

横切兼迷保群13.9%を みたことは,術 後 1年 を経ても
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逆嬬動放電が出現することを意味し注 目に値する。

また,逆 嬬動の放電間隔については術直後に明らか

な延長がみられ,術 後60日前後までの間に短縮あるい

は延長するなどの変化をみなかった と報告 されてい

る。しか し術 後 1 年 を経 過 す る と放 電 間 隔 は

10.2～11.3secとな り横切上部 (胃体部)の放電間隔に

近似した。これら厳密な意味で前述の諸家の報告と比

較することが出来ないので今後の追求が必要であると

考えられる。

5.迷 切群 と迷保群における逆嬬動放電の出現率の

比較

迷切 と逆嬬動放電の発生 との関係についてみると,

自鳥2つらはイヌの胃内に微温水を注入 した急性実験

で,迷 切した場合には述切しない場合に較べ逆嬬動放

電の発生頻度が低かったと述べ,肉 眼的観察で迷切に

より胃運動の減弱がみられたと述べている。黒田221は

急性実験で横切のみと横切に幹迷切を加えた場合の筋

電図を観察し,横 切のみの群83.1%横 切十幹迷切の群

85.4%で あり,逆 嬬動の発生頻度は両群間に差はなく

迷切 とは関係なかったと述べている。清水2いは横切実

験にて術後 2～ 3日 では迷切群,迷 保群 ともに 5%前

後であまり差はなかったが,術 後 2週 日で迷切群 3

～5%に 対し迷保群 1%で あったと報告 している。本

実験では迷切群7.9%,迷 保群139%の 出現率であっ

ブそこ.

以上,諸 家の報告はまちまちであり,著 者 としては

正確な意味で論ずることは出来ないが,自 鳥ら2つの報

告 と本実験の成績 とに注意をはらうと,迷 切は胃の嬬

動運動を減弱させ,逆 嬬動の発生をも抑制するのでは

ないかと考えられる。

6.吻 合部の同調放電

横切上部の嬬動放電に同調 して横切下部に発生する

同調放電についてみると,自鳥20は急性実験の観察で,

胃横切,端 々吻合直後はほとんど同調放電をみなかっ

たが,術 後 日数を経ると吻合上部にみられた一部の嬬

動放電が吻合部をあたかも伝播 したかの様に吻合下部

に同調放電がみられる様になると述べ,同 調放電は吻

合下部自体の果奮性の低下により吻合上部の嬬動によ

る動きと力、 嬬動による内圧の変化などが加わ り発生

するものと推察している。文部省の研究班による槙
2つ

の合同実験では横切吻合後21日目に吻合部伝播がみら

れた例もあるが,吻 合後35日目においても吻合部伝播

を認めない例もあ り, これら伝播態度の違いは吻合方

法 に問題 があるではないか と述べている。また,
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Bedil。は幽門輪 より5 cm口 側で横切 した場合には

10～14日後より吻合上部より吻合下部の放電間隔がほ

ぼ一致する様になるが,胃 筋層を約 l cm環 状に切除

した増合は 3カ 月後においても,吻 合上部より吻合下

部への伝播放電はみられなかったと述べている。森下

ら1のは胃体部幽門洞部移行部で胃横切を行い術後10日

目までは横切上部 と下部に嬬動放電の同調現象をみな

いが,約 3週 間目頃より同調がみられたと述べている。

しかしながら,清 水2いは胃体部 と前庭部の境界で胃横

切離を行い術後 4週 目においても伝播関係は認めな

かったと報告 している。また自鳥のは術後 6カ 月から

1年 を経過 した分節的胃切除術の臨床例に対 しX線 透

視を行い,吻 合上部より吻合下部に毎回嬬動が伝播す

る所見はみられず, 2回 に 1回 , 3回 に 1回 の害Jに伝

播するのがみられたと述べている。

横切術後 1年 の本観察において,吻 合部の同調放電

は迷保,迷 切にあまり関係なく,48.0～ 48.4%の 頻度

であ り,完 全には同調しなかった。

7.横 切下部にみられる異常運動は迷切によるのか,

横切によるのか。

まず,迷 切後の胃運動について検討を加える.白 鳥

ら21)は
急性実験にて幹迷切を行った場合の筋電図観察

を行い,逆 嬬動放電はみられず正嬬動の放電間隔の短

縮 と伝播速度の遅廷をみており,肉 眼的観察では幽門

洞部の異常元奮はみられず,胃 運動の減SSがみられた

と報告 している.慢 性実験における筋電図学的観察で

は,Neisenlめ,Kellyら
10は

幹迷切後には伝播速度の遅

延をみたと述べ,三 崎1'は迷走神経幽門洞枝切離術に

て明らかに幽門洞部の伝播速度が遅廷 し胃運動機能の

低下をみたと報告 している。

以上の諸報告より,迷 走神経切離のみでは胃運動は

異常九奮を示さず,むしろ減弱するものと推察される。

自鳥ら1ゆは急性実験において胃横切の際に迷走神経

幽門洞枝を切離した場合と温存 した場合について肉眼

的および筋電図学的観察をしている。その結果,肉 眼

的には迷切を加える,加 えないにかかわらず胃横切離

を加えると横切下部に強い正嬬動運動 と共に幽門輪部

より起る逆嬬動が頻発するのを観察 し,筋 電図学的に

は横切下部の正嬬動 とともに逆嬬動放電の頻発をみ,

正嬬動の放電間隔は迷切群34.6sec,迷保群31.8secと

両者に大差をみず,い ずれも対照の正常胃の16。7sec

に較べ延長 し,正 嬬動の伝播速度は迷切群11.3Hlm/

sec,迷保群15.5mm/secと なり両者間に大差をみず,

いずれも正常胃に較べ促進 したと述べ,逆 嬬動放電の

出現率は正常群が 0%で あるのに対し,迷切群58.0%,

迷保群50.8%と 高頻度であり両者間に差はなかったと

述べている.つ いで黒田221は
急性実験で胃支配神経で

ある迷走神経や内臓神経を切離 した場合 と温存 した場

合のそれぞれに胃横切を加え筋電図観察をし,横 切下

部胃の逆嬬動放電発生率は胃支配神経の切離 とは関係

なかったと報告 している.

以上の急性実験の報告より胃横切離後の横切下部胃

の運動機能元進は迷切に起因するのではなく胃壁を横

切離することによるものと推察される。また,い いか

えれば胃横切離の際に迷走神経の温存が幽門洞部の異

常元進を抑えるであろうという効果はなかったといえ

る。

慢性実験の場合はどうであろうか。清水2いは胃横切

の際,迷 走神経切離群 と温存群に分け術後 4週 目の観

察を行い,横 切下部ではいずれの群も正嬬動の放電間

隔は不規則であり,放 電頻度は1.5～3.OCycle/分と低

値を示し両群間に差をみず,逆 嬬動放電は迷切群で3
～5%,迷 保群で1%と なり,や や迷保群で少ない傾

向であったと報告している。術後 1年を経た本実験に

おいても,逆嬬動放電が横切兼迷切群で7.9%,横 切兼

迷保群で13.9%にみられ,両 群間に大差はなかった。

また,逆 嬬動の放電間隔は正嬬動の放電間隔に較べ短

縮し,そ の伝播速度は正嬬動放電に較べ非常に促進し

た。また,正 嬬動の放電間隔は正常胃の幽門洞部に較
べ延長し,伝 播速度は遅延した。これらの所見は横切

兼迷切群と横切兼迷保群の間に大差をみなかった。す

なわち,迷 走神経幽門洞枝を温存することが幽門洞で

ある横切下部胃の逆嬬動放電の発生などの異常運動を

抑えるという効果はなかった。

以上のことから,胃 横切離を行った場合には術後 1

年以上経過しても横切下部胃に異常運動がみられ,迷

走神経を温存してもこの異常運動は消失するものでな

いと言える。 こ の異常運動が存続する限り幽門に幽門

筋切離術などのドレナージ手術を附加することは何ら

かの通過障害の発生に対する安全性を確保するために

必要と考えられる。

V . 結 語

分節的胃切除術において,幽 門洞枝温存の意義と幽

門 ドレナージの要否を解明する目的で,イ ヌ胃を胃体

部と幽門洞部の境界で胃横切離 。端々吻合し,迷 走神

経幽門洞枝切離弔:と温存群に分け, これら2群 につい

て術後 1年 目に電極を縫着した。対照とした無処置の

正常群と上記横切群の3群 について電極縫着 2週 目よ
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り,空 腹時の胃運動を筋電図学的に観察しつぎの様な

興味ある所見を得た.

1.正 常群においては胃体部 より幽門洞部へ規則正

しく伝播する正嬬動放電のみがみられ,放 電間隔はほ

ぼ一定であり,伝 播速度は胃体部で遅 く,幽 門洞部で

速かった。

2.胃 横切 2群 の横切上部においては正嬬動放電の

みがみられ,放 電間隔および伝播速度 とも正常群に類

似 し両群の間に差をみなかった。

3.胃 横切 2群 の横切下部においては不規則な正嬬

動放電の中に逆嬬動放電をみた。

正嬬動放電の放電間隔は横切上部に比べ著しく延長

し,長 短のばらつきが強かった,正 嬬動の伝播速度は

正常群の幽門洞に較べ明らかに遅延 した。 こ れら所見

は両群の間に明らかな違いをみなかった。

4.逆 嬬動放電は正嬬動放電のごとく多数連続 して

出現することはなく,正 嬬動の中に混在 し少数ながら

群化して出現する傾向がみられた.逆 嬬動の放電間隔

は横切下部の正嬬動の放電間隔に較べ著 しく短縮し,

その伝播速度は正常群の幽門洞部の伝播速度よりも速

かった。これら所見は両群の間に明らかな違いをみな

かった。

5.逆 嬬動放電の出現率は横切兼迷切群で7.9%,横

切兼迷保群で13。9%で あ り,両 群 ともに低い出現率で

あった,両 群の比較では横切兼迷保群に出現率が高い

傾向であった。

6。吻合部を介して横切上部の放電に同調 して横切

下部 に発生す る所調 同調放電 は横切兼迷切 群 で

48.0%,横 切兼迷保群で48.4%と 両群の間に差はな

かった.

以上のことから, 胃横切離 ・端々吻合を行った際,

幽門洞枝を温存 した場合でも迷切した場合とほぼ同様

の筋電図所見が得 られ,両 群間に明らかな違いをみな

かった。また横切両群の横切下部における空腹時の筋

電図所見には術後 1年 を経過 しても正常群 とは全 く

違った異常運動が存在することが明らかとなり,幽 門

洞枝を温存 しても異常運動は消失せず,横 切下部胃に

みられる異常運動は胃を横切離すること自体によるも

のと推察できる。したがって,臨 床的には分節的胃切

除術の際,迷 走神経幽門洞枝を温存 しても幽門洞部に

異常運動が存在 し, この異常運動が胃内容排出障害や

再発の問題に関係すると推測されるので,分 節的胃切

除術の際には幽門洞枝の温存の有無にかかわらず,幽

門筋切離術などの幽門 ドレナージを附加する必要があ
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ると考 えられる。

本論文の要旨は第78回日本外科学会,第 20回および第21

回日本平滑筋学会において発表した。なお本研究の一部は

文部省科学研究費により行った。

稿を終るに臨み,御指導と御校閲を賜った白鳥常男教授,

また, ご支援, ご協力を頂いた教室の諸兄に深謝する.
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