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I . 緒 言

十二指腸漬瘍の中でも特殊な病態を呈する十二指腸

球後部漬瘍 (以下,球 後部漬瘍 と略す)は ,わ が国で

は比較的まれな疾患と考えられているが,近 年,社 会

生活の欧米化にともなう十二指腸潰瘍の増加 とともに

その症例数も増加しつつある。 し かしながら,そ の病

因や病態については不明の点も多 く,ま た,治 療 とく

に手術に関し,通 常の十二指腸球部漬瘍 (以下,通 常

の十二指腸漬瘍 と略す)と 同様な方針で適当であるか

否かの問題 もある。

そこで,今 回,わ れわれは球後部潰瘍 5例 の手術症

例を中心に,そ の胃内 ・外分泌動態および切除胃粘膜

の組織学的所見について通常の十二指腸潰瘍 と比較,

検討 し,病 態および外科治療について考察を加えたの

で報告する。
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学部第 3外科

II.対 象 と方法

1.対 象症例

1)球 後部潰瘍

過去 2年 間に,当 教室において手術を施行 した球後

部潰瘍症例は 5例 であった。全例男性で,平均年齢47.2

歳 (31～57歳),手 術適応 としては潰瘍難治 1例 ,吐 ・

下血 4例 と出血例が多かった (表 1).

球後部漬瘍の発生部位は,十 二指腸上部 2例 ,上 膝

部から上膝下部にかけて 2例 ,字と頭上部 1例 であった。

そして,X線 検査で,十 二指陽上部の 1例 を除き, 4

例は漬瘍部で中等度～高度の狭窄を星 していた (図

1)。また,全例で球部にも漬瘍あるいは漬瘍疲痕の合

併を認めた。

2)通 常の十二指揚漬瘍

過去 6年 間に,当 教室および関連施設において,通

常の十二指腸潰瘍で待期的手術を施行した症例の中か

ら,後 述する各種検査を施行している症例を無作為に

40例抽出した。平均年齢は37.5歳(21～62歳),男 性31

十二指腸球後部漬瘍 5例 の胃内 ・外分泌動態,切 除胃粘膜の組織学的所見について通常の十二指腸

漬瘍40例と比較,検 討 し,球 後部漬瘍の病態 と外科治療について以下の結論を得た。1)空 腹時および

ガス トリン刺激後の胃酸濃度高値 と酸分泌反応の遷延化,2)イ ンス リンおよびセクレチン刺激後のパ

ラドキシカルなガス トリン分泌反応,3)切 除胃幽門洞粘膜の再構築にて 5例 中 4例 に,胃 底腺領域の

拡大・幽門腺領域の縮小を示すいわゆるsmall antrumの存在が認められた。これらによる胃酸高値が

球後部漬瘍発症の重要な因子 と考えられた。手術術式 としては胃酸分泌および背景胃粘膜の面から選

迷切兼幽門洞切除術が適当と考えられた.

索引用語 :十二指腸球後部潰瘍,球 後部漬瘍の胃内,外 分泌動態,small antrum,
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例 (平均年齢38.6歳),女 性 94/1(平 均年齢33.9歳 )で

あった。手術適応 としては漬瘍難治27例 (男性21例,

女性 6例 ),吐 ・下血13例,(男 性 9例 ,女 性 4例 )で

あった (表 1).

なお,手 術術式 としては,球 後部潰瘍および通常の

十二指腸漬瘍のいずれも選択的迷走神経切離兼幽門洞

切除術 (以下,選 迷切兼幽切術 と略す)を 施行した。
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2.方 法

1)胃 液検査

対象症例全例について,術 前にテ トラガス トリン4

″g/kg筋 注刺激による胃液検査を施行した。胃液採取

は,刺激前15分ごとに30分間,刺 激後15分ごとに120分

間 行 い, 中 和 点 を7 . 0 とす る p H メ
ーター ( p H ‐

Titrator・東亜電波製,Radiometer・Denmark)を 用

いて基礎酸濃度 (basal asid concentration,BAC)お

よび刺激後最高酸濃度(maximal acid concenttation;

MAC)を ull定するとともに,基 礎酸分泌量 (basl acid

outputi BAO)お よび刺激後最高酸分泌量 (maximal

acid output,MAO)を 算出した。

2)血 中ガス トリン濃度

① インスリン・テスト

球後部漬瘍の5例中と例および通常の十二指腸漬瘍

の全例について,術前,空腹時およびインスリン0.2単

位/kg静注刺激後30分ごとに採血し,血 中ガストリン

濃度を測定した。

② セクレチン ・テス ト

球後部潰瘍の 5例 についてのみ,術 前に,セ クレチ

ン・テス ト(セクレパン2単 位/kg静 注刺激)を施行し,

刺激前および刺激後 5分 ,10分 ,15分 ,30分 における

血中ガス トリン濃度を測定した。

なお,血 中ガス トリン濃度は radioimmunoassay法

(ダイナボット・キット使用)に て測定 した。

③ 幽門腺粘膜の広が り

球後部漬場の 5例 全例および通常の十二指腸潰瘍40

例中25例の胃幽門洞切除標本の小弯上の切片を用い,

hematoxylin eosin(H.E.)染色施行後中村ら'の基準

に従い,胃 底腺粘膜,中 間帯および幽問腺粘膜を同定

し,幽 門腺粘膜の広が りを幽門輪からの距離 (cm)で

表示した。

さらに,球 後部漬瘍の 5例 については,胃 幽門洞切

除標本を5～7HIIn幅に全割し,H.E.染 色後組織学的検

討を行い,胃 粘膜の再構築図を作製 した.

なお,得 られた測定結果の統計学的処理は t‐検定お

よびFisherの直接確率計算法を用い,危除率 5%以 下

を有意差とした。

IH.結   果

1)胃 液検査

球後部漬瘍 5例 の胃液検査では,BAC 101± 21

mEq/′ ,BA0 7.3± 3.lmEq/h,MAC 148± 20mEq/″ ,

MA0 22.5± 9.OmEq/h(Mean± s.D.)で あった。一

方,通 常の十二指腸漬瘍40例では,BAC 54± 28mEq/

表 1 症 例のまとめ

症例数

男 : 女

平均年齢

手術適応

t重客雫盟

通常の
十二指腸演瘍

40

311 9

375歳
(21～62歳)

(〔:

図 1 球 後部漬瘍のX線 像
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① インスリン刺激による血中ガストリン分泌動態

通常の十二指腸潰瘍40例では,空 腹時およびインス

リン刺激後30分ごとの血中ガス トリン濃度は各61土

25,83±68,84±51,73±35,68±35(MeanttS.D.pg/

ml)で あり,イ ンスリン刺激後60分にピークをとるよ

うなガストリン分泌パターンを示した。一方, この検

査を施行した球後部潰瘍 4例 中3例 では,イ ンスリン

刺激後ガストリン分泌は逆に抑制されていた。そして,

中にはインスリン刺激後60分に最低値をとった後急激

に上昇し刺激前値の2倍以上となり,ほ かの症例や通

常の十二指腸潰瘍症例には見られないような分泌パ

ターンを示した症例 (症例 S.Y.)もあった (図4)。 こ

のようなインスリン刺激後のガストリン分泌抑制反応

は通常の十二指腸潰瘍では40例中 7例 に起こったのみ

であり,両 者の間で有意の差 (p<0.05)を 認めた。

② セクレチン刺激による血中ガストリン分泌動態

球後部漬瘍 5例 のセクレチン・テストにて,血 中ガ

ストリン濃度は刺激前49±23,刺 激後 5,10,15,30

図4 イ ンスリン0.2単位/kg静注刺激による血中ガ
ストリン分泌動態

図5 球 後部潰瘍症例でのセクレチン2単位/kg静注
刺激による血中ガストリン分泌動態

′,BA0 6.6± 5.5mEq/h,MAC 120± 16mEq/′,MA0

19.1±7.3mEq/h(MeanttS,D.)で あった (図2).

Acid Outputと しては球後部潰瘍の方が高い傾向を示

したが,通 常の十二指腸漬瘍と有意の差は認められな

かった。 しかし,acid concentratiOnとしては,通 常

の十二指腸漬瘍ではBAC 54± 28, MAC 120± 16

(MeanttS.D.mEq/′)で あったのに比べ球後部潰瘍で

ヤまBAC 101± 21,MAC 148± 20(Mean± S.D.mEq/′)

であり,球 後部潰瘍の方がいずれも有意に (p<0,01,

p<0.01)高かった。そこで次に,15分 ごとの胃酸分泌

動態をみたのが図3で ある。通常の十二指腸漬瘍では

ガストリン刺激後胃酸濃度は上昇し,45分後にピーク

となり,以 後漸減するパターンを示した。一方,球 後

部漬瘍ではガストリン刺激後75分にピークをとるよう

なパターンを示し,酸 分泌反応の遷廷化を認めた。こ

れを個々の症例について見ても,球 後部漬瘍 5例 はす
べてガストリン刺激後60分以降にMACを 示したのに

比べ,通 常の十二指腸漬瘍では40例中28例が60分以前

にMACを 示し,60分 を境としたMACの 発現時期に

有意の差 (p<0.01)を 認めた。

2)血 中ガストリン濃度

図2 テ トラガストリン4″g/kg筋注刺激による胃液

検査結果 (Mean±S.D。)

図3 デ トラガストリン4/g/kg筋注刺激による胃酸

分泌動態 (MeanttS.D.)

●

●
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分で各67±28,59± 21,64± 21,59± 34(MeanttS.D.

pg/ml)と なり,セ クレチン刺激後 5分 以内に血中ガス

トリン濃度は上昇し,そ の後も刺激前値より高値をと

るような分泌パターンを示した。そして,個 々の症例

をみても, 5例 中3例 でセクレチン刺激後 5分 で血中

ガストリン濃度は上昇し,ま た,全 例で刺激後15分か

ら30分にかけて刺激前より高い血中ガストリン濃度を

示した (図5)。

③ 胃切除標本における幽開腺粘膜の広がり

胃幽門洞切除標本の小弯上での幽門腺粘膜の広がり

は,通 常の十二指腸潰瘍25例で幽門輪より平均6.7cm

(5.0～8.5cm)で あった。一方,球後部漬瘍では平均3.1

図6 胃 小弯上における幽門腺粘膜の広がり(幽門輪

よりの長 さ)
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cm(1.0～ 8.Ocm)であ り,5例 中 4例 が4cm以 内のい

わゆるsamll antrurnの症例であった (図6).

これら球後部漬瘍症例の胃粘膜の再構築の結果を示

したのが図 7で ある。やは り, 5例 中 4例 が small

antrumの 症例であ り,中でも症例 S.K.では,幽門腺粘

膜はほとんどなく,胃 底腺粘膜の範囲が拡大し,か つ,

中間帯 と交互に分布し,幽 門輪上では壁細胞,主 細胞

が密に存在し胃底腺 と思われる粘膜 と十二指腸粘膜 と

が相接 しているのが認められた (図8)。

なお,球 後部漬瘍 5例 ともに,腹 部起音波検査,術

中所見,お よび前述のセクレチン・テス トの結果より,

図8 症 例S.Kの 切除胃粘膜の病理組織像

幽門輪上で相接した胃底粘膜と十二指腸粘膜 (上段

H.E.染色×3.5,下段 H.E.染色×40)

表 2 球 後部漬瘍症例での各種検査結果のまとめ

●朝

通常の
十二指陽潰瘍

(n=25)

図7 球 後部潰瘍症例での目幽門洞切除標本の胃粘膜

再構築図
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果 と合わせて考えてみると,球 後部潰瘍では壁細胞の

ガス トリンなどの刺激に対する反応性が増強している

可能性が示唆された。

次に,イ ンス リン刺激による血中ガス トリン分泌動

態をみると,通 常の十二指腸潰瘍では40421中33例が刺

激後分泌増加を示 したのに比べ,球 後部漬瘍では検索

4例 中 3例 が逆に刺激後分泌抑制が認められ,症 例は

少ないが両者の間で明らかな相違を認めた。中には,

症例 S.Y.の ごとくインス リン刺激後60分に最低値 と

なった後急激に上昇するような変則的な分泌パターン

を示す例もあった。

さらに, このガス トリン分泌動態に関し,球 後部潰

瘍症例についてセクレチン,テ ス トを行った。十二指

腸潰瘍患者に対するこのテス トの意義については不明

の点が少なくないが,一 般的には,外 因性セクレチン

は幽門洞内ガス トリン細胞よりのガス トリン放出を抑

制 し,血 中ガス トリン濃度を低下させると考えられて

いる101。
.と くに,高ガス トリン血症を塁している症例

ではその傾向が明瞭であると報告されているlDlい
。 し

かしながら,正 常の血中ガス トリンを示す消化性潰瘍

患者や正常人では,セ クレチン刺激後 5分 で逆に血中

ガス トリン濃度は軽度上昇し,以 後減少するという報

告も多い171-2い
.今回の検討では通常の十二指腸潰瘍息

者についての検索は行っていないが,木 本分らによれ

ば,セ クレチン刺激後 5分 で増加 し以後減少し,30分

で最低値 となるような分泌パターンを示す とい う.こ

れに対 し,わ れわれの球後部潰瘍症例ではセクレチン

刺激後 5分 で増加したのは同様であるが,そ れ以後も

減少せず,30分 でも刺激前値より高値をとるような分

泌パターンを示 した。 し たがって,前 述のインスリン

刺激時のガス トリン分泌動態 と合わせて考 えてみる

と,球 後部漬瘍では通常の十二指腸潰瘍の場合 とは果

なったガス トリン分泌動態を有す ることが示唆 され

ブ【=.

さて, このような胃内 ,外分泌動態の背景を成すと

思われる胃粘膜の状態, とくに胃底腺および幽門腺の

分布状態について,胃 幽門洞切除標本を用いて検討を

行った。その結果,通 常の十二指腸潰瘍では検索25例

全例で幽門腺粘膜の拡がりが小弯上で幽門輪より5cm

以上であったのに比べ,球 後部潰瘍では5例中4例 が

4cm以 内であった。そして,こ れらの症例で作製した

胃幽門洞切除標本の胃粘膜再構築図をみても,幽 門腺

粘膜の範囲は非常に狭く,また,不規則な分布を示し,

相対的に胃底腺粘膜の拡大が認められた.中 には,胃

Zollinger‐Ellison症候群の可能性は否定された。

以上の球後部潰瘍 5例 での各種検査結果をまとめた

のが表 2で ある.

I V . 考 察

十二指腸球後部潰瘍は比較的まれな疾患と考えられ

てお り,諸 家ら～りの報告 によれば十二指腸潰瘍の 2
～10%前 後に存在するといわれている。臨床症状とし

ては腹痛および出血が主であるとされ,わ れわれの症

pllも5例 中 4例 に出血が認められた.性 別では圧倒的

に男性が多いとされ,わ れわれの症例 も全例男性で

あった。年齢的には高齢者が多いとするもの2j3)と若年

者が多いとするもの00のとに意見が分かれているが,

われわれの症例では平均年齢47.2歳と通常の十二指腸

漬瘍40例の平均年齢37.5歳より約10歳高齢であった。

球後部潰瘍の発生部位 としては十二指腸上膝部から

乳頭上部にかけてが多 く1い11),われわれの症例も同様

であった。また,上 部消化管透視において潰瘍部での

狭窄像を示すことが多 く,わ れわれの症例も5例 中 4

例が狭窄を示 し,そ の内 2例 では狭窄部より肛門側ヘ

の十二指腸ファイバースコープの挿入が不可能であっ

た。 し かしながら臨床的に嘔気,嘔 吐,腹 部膨満など

の狭窄にともなう症状を呈することは余 りなく,通 常

の十二指腸潰瘍にみる球部変形による幽門狭窄とはや

や性質を異にしている。そして,X線 透視上もパ リウ

ムは比較的容易に狭窄部を通過 していた。また,内 視

鏡検査においても,胃 内あるいは十二指揚内に食物残

澄の貯留は 1例 も認められなかった。

さて,本 疾患の病因の 1つ として胃液高酸が挙げら

れているが,胃 内 ・外分泌動態の詳細な検討を行った

報告は岸ら1つの報告以外見当たらない。そこで,今 回,

われわれは球後部潰瘍の病因に関し, 自験例 5例 での

胃酸分泌,ガ ス トリン分泌,お よびその背景胃粘膜の

状態について,通 常の十二指腸漬瘍の場合と比較 しつ

つ検討を行った.

まず,テ トラガス トリン刺激による胃液検査におい

て,球後部潰瘍では acid outputとしては,胃液採取上

の問題もあって力、 通常の十二指胆漬瘍に比べそれ程

高 くはなかった。 し かし,acid concentratiOnとして

は BAC,MACと もに通常の十二指腸漬瘍に比べ有意

に高値を示 した。そして,さ らに特徴的であったのは

胃酸分泌動態で MACを 示すのが通常の十二指腸漬瘍

ではガス トリン刺激後45分前後であったのに比べ,球

後部潰瘍では75分前後であり,胃 酸分泌の遷延化が認

められたことである。 し たがって,胃 酸濃度高値の結

●
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底腺粘膜 と十二指腸粘膜 とが幽門輪上で相接 している

症例 もあった。したがって, このような胃底腺粘膜の

拡大,す なわち parietal cell massの増加も胃酸高値

に大いに関与しているものと思われた。

最近, このような胃底腺領域の拡大,幽 門腺領域の

縮小を示す症例は small antrulnと呼ばれ,十 二指腸

漬瘍に対する選択的近位迷走神経切除術 (以下,選 近

迷切術 と略す)術 後の潰瘍の再発の問題 と関連してそ

の存在が注 目されてきている.選 近迷切除では, 胃小

弯側で Latatet神 経枝の幽門洞枝近位側第 1枝 まで

を切離し,そ れより肛門側の幽門洞枝を温存するのが

標準術式である,と ころが,small antruln症711ではこ

の迷切範囲より肛門側にまで胃底腺粘膜が拡大してお

り,そ のためvagalに innervateされた壁細胞が残存

し,結 果的に不完全迷切になってしまうことになる。

しかしながら, どの程度まで胃底腺粘膜が広が り幽門

腺粘膜が縮小した場合を small antrumと定義するの

か,ま た, このような症例に対 してどのような手術々

式をすべきであるかについては尚一定の合意が得 られ

ていない。

この点に関して,Poppenら
22j～2つは十二指腸漬瘍お

よび幽門輪近傍の胃潰瘍症例で,胃 底腺粘膜 と幽門腺

粘膜 との境界について,Latattet神経校の幽門洞枝近

位側第 1枝 が小弯上で胃壁を貫 く部位を肉眼上の境界

とし, これと胃生検材料を組織学的に検討した結果と

を比較している。それによると,大 多数の症例では両

者の差が2cm以 内であったが,中 には組織学上の境界

が肉眼上のそれより2cm以 上肛門側にまで及んでい

る症例があ り,こ のような場合を smaller antrumと

して選近迷切術の適否を論じている。一方,Amdrup

ら2ゆは Latarjet神経枝の幽門洞枝近位側第 1枝 が小

弯上で胃壁を貫 く部位 より4cm以 上肛門側 まで選近

迷切術を施行すると幽門洞の機能は損われ,胃 内容停

滞などの障害を生ずると報告している。したがって,

幽門腺粘膜の範囲は,諸家の報告
20～2ゆゃ今回の検討が

示すごとく,胃小弯上で幽門輪より6～8cmで あ り,図

9に 示 したように幽門腺粘膜の範囲が幽門輪 より4cm

以内に限られる場合を small antrurnと定義 し,選 近

迷切術の適応外 とすべきであろう。そして,幽 門腺粘

膜 と胃底腺粘膜 との境界が胃小弯上で幽門輪より4～8

cmに 存在する場合には smaller antrumと呼びその

程度に応 じた迷切術式 と選択すべきであると考える。

以上より,球後部潰瘍では各種検査結果のごとく(表

2),通 常の十二指腸潰瘍に比べ,胃 酸分泌反応の遷廷

23(1985)

選近迷切術の観点からみた small antrtmの定

化,イ ンスリンあるいはセクレチン刺激時のパラドキ

シカルなガス トリン分泌動態,お よび small antruln

の存在,壁 細胞数の増加が認められた。そして, これ

らの諸因子による胃液高酸が球後部潰瘍発症に関与し

ているものと考えられた。

外科治療 としては,第
一義的には減酸効果が十分に

得 られるような手術術式を選択する必要がある。そし

て,slnall antrlmの存在を考慮に入れ,手 術前あるい

は術中に幽門輪 よりlcm毎 に胃生検を施行 して幽門

腺粘膜 と胃底腺粘膜 との境界を同定することが望まし

い,も し,small antrunの症例である場合には選迷切

兼幽切術を,そ れ以外の場合は胃底腺粘膜の広が りに

応じた選近迷切術あるいは球後部潰瘍部での狭窄のあ

る症例では選迷切兼幽切術および Billroth‐II法吻合

術を施行するのが適当であると思われる。

V . 結 語

十二指腸球後部漬瘍 5例 の胃内 ・外分泌動態および

切除胃幽門洞粘膜の組織学的所見について通常の十二

指腸球部漬瘍40例 と比較,検 討し,球 後部漬瘍の病態

および外科治療につき以下の結論を得た。

1)ガ ス トリン刺激による胃液検査にて,空腹時およ

び刺激後の胃酸濃度高値 と酸分泌反応の遷延化を認

め,壁 細胞の機能元進の可能性が示唆された。

2)イ ンス リンおよびセクレチン刺激による血中ガ

ス トリン分泌動態の検索にて,パ ラドキシカルなガス

トリン分泌反応を認めた。

3)切 除胃幽門洞粘膜の組織学的検討にて,5例 中 4

例が幽門腺粘膜の範囲が幽門輪より4cm以 内の slnall

antrllm症例であ り,胃 底腺粘膜の範囲の拡大,par―

ietal cell massの増大が認められた。

4)こ れらの要因による胃酸高値が球後部潰瘍発症

に重要な役割を果しているものと考えられた。
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