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岩手医科大学第 1外科

博史  渡 辺 正 敏  阿 部  正

尚人  森   昌 造
岩手県立江刺病院外科

及  川  和  彦

TWttNTY‐ FOUR口 HOUR INTRAGASTRIC pH MONITORING

IN PttPTIC ULCER PATIENTS

H± oshi ASAHI,Masatoshi WATANABE,Tadashi ABE,

Naoto NISHINARI and Shozo MORI

Deparinent of Surgery l,Iwate Medica1 1」niversity School of Medicine

Kazuhよ o OIKAWA

Iwate‐Prefectural Esashi Hospital

携帯用小型 pH記 録装置を用い, より生理的な状態での胃内pH 24時間連続測定を行った.対 象は

胃潰瘍 9例,十二指腸漬瘍 6例,迷切例17例とした。十二指腸漬瘍の24時間胃内pHは 摂食時を除き1
～1.5と低く推移した。胃漬瘍ではpHは 1～ 2の間で推移し,夜 間にpHが 著明に上昇するもの(4

例)と十二指腸潰瘍のように低く推移するもの(5例 )がみられた。迷切例では日中のpH上 昇が大き
いが,夜 間ではpH l.5前後で低く推移した。得られたpH値 を10分毎にH■activityに換算しその平

均を求めた.24時 間の平均 H・ activityは十二指腸潰瘍66.7±9.0(MttSE mEq/′ ),胃 漬瘍44.5土

4.8,迷切例46.5±3.5で十二指腸漬瘍が高値を示した。

索引用語 :24時間胃内pH,胃 ・十二指腸潰瘍,迷 切後胃内pH
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はじおうに

近年,消化管内pH連 続測定の普及により,胃内pH
の24時間連続測定が可能となり,胃 分泌動態の日内変

動を具体的に観察することができるようになった。 し

かし,従 来のように被験者を直接有線でレコーダーに

接続する方法では測定中被験者の行動を著しく束縛す

るという欠点があった。われわれは日常生活に近い状

態での胃内pH測 定を行う目的で,携 帯用小型pH記

録装置を使用している'.本 装置を用いて消化性潰瘍

患者に対し,よ り生理的な条件下での胃内pH測 定を

行ったので報告する。

対  象

教室および関連施設で内視鏡あるいは上部消化管X
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線検査で診断した消化性漬瘍患者32例を対象とした。

内訳は胃潰瘍9例,十 二指腸潰瘍6例,迷 走神経切離

術後症例 (以下,迷 切例と略す)と しては幹迷走神経

切離兼幽門形成術15例,選 択的近位迷走神経切離術2

例で全胃が温存されているものに限った.年 齢は

21～67歳,平 均42.3歳で男27例,女 5例であった.胃

潰瘍の1例に胆管癌の併存があったが,そ のほかの症

例には合併症はなかった。また, これらの症例のうち

胃液検査を施行しえたものは胃漬瘍が6例で,そ の基

礎酸分泌量 ( 以下, B A O と 略す) の 平均は3 . 0 士

0.9(M± SE)mEq/′ ,最高酸分泌量 (以下,MAOと

略す)の 平均は10.8±2.3mEq/′,十二指腸潰瘍は5例

でBA0 3.3± 0.6mEq/″,MA0 17.1± 0.9nEq/″,ま
た,迷 切例は14例でBA0  4 . 6±0. 6 m E q /′, M A 0
1 1 . 8±2. 5 m E q /′であった。
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方  法

1.測 定装置

pHの 測定には携帯用 pH記 録装置 (Synectics AB

社)を 用いた。本装置は小型軽量 (重さ約300g)で 本

体内に25時間分の pH変 化が記録可能である。ケース

に入れベル トで肩から掛ければ行動の不自由はまった

くない.ア ンチモンpH電 極とAg/AgCl比 較電極を

接続し,ICメ モリーに24時間連続記録したのち,専 用

のData Replay Unitに接続すれば,24時間分のpH曲

線を約50分間で再生することができる。

2.pHの 測定

実際の測定に際しては,専 用のpH標 準液 (pH=

7,01,pH=1.07)で 校正を行った後,電 極を経鼻的に

胃内へ挿入し,記 録は原員Jとして午前 9時 に開始し翌

日まで24時間連続して行った。測定中は体位の制限は

行わず歩行などの行動はまったく自由にさせた。食事

は午前8時,正 午,午 後 5時 の 1日 3回摂取させ,午

後 9時 を就寝とした。

得られた結果はStudentのt‐testで5%以 下の危険

率を有意とした。

成  績

1.24時間胃内pHの 推移

おのおのの症例について10分間ごとにpH値 を求

め,そ れを平均して得られた24時間にわたるpH変 化

を図 1に示した,

a.食 事摂取時のpH変 化

胃内pHは 食事摂取によリー過性の上昇を認めた。

十二指腸潰瘍では胃演瘍,迷 切例にくらべpHの 上昇
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が小さく,ま た,上 昇時間も短かった。胃漬瘍と迷切

例ではほぼ同様のpH上 昇がみられたが,迷 切例のほ

うが食前のpH値 に戻るまでに時間を要した。

b.24時 間胃内pHの 推移

十二指陽潰場では摂食時の上昇を除けば,胃 内pH

は1～1.5で推移しており,と くに,夕食後から翌日の

早朝までは低いpHが 持続した。これに対し,胃演瘍で

は日中のpHは 夕食前に最低値 pH lを示し,そのほか

の時間はpH l.5～ 2の間で推移した。また,夜 間の

pHに は特徴がみられ著明な上昇を認めるものと,低

いpHが 持続するものがみられた。すなわち9例 中4

例では深夜から早朝にかけてpH 7に違する著明な上

昇を認めた。しかし,残る5例ではpHは 低く推移して

おり十二指腸漬瘍の夜間のパターンに類似していた

(図2).迷 切例では夜間のpH値 は十二指腸潰瘍にく

らべやや高い値で推移したが, 日中では摂食時のpH

上昇時間が3者 のうちで最も延長しており,pHは 日

中で高く夜間で低いというパターンをとるものが多

かった。

2,各 pH以 上を示す時間の割合

得られたpH曲 線より1か ら7ま でのおのおのの

pHに ついて,そ のpH以 上を示す時間の総和を測定

し,午 前8時半から午後 9時 までの日中と,午 後 9時

から翌朝8時半までの夜間および24時間に分けて,総

時間に対する百分率を求めた(図3)。24時間でみると

pH 2以上を示す時間は胃潰瘍が32%,迷 切例が28%と

長いのに対し,十 二指腸漬瘍では12%と短かった。ま

た, 日中と夜間を比較すると,十 二指腸潰瘍ではほぼ

図1 24時 間胃内pHの 変化 (消化性潰瘍症例)
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夜問pH上 昇あり

夜問pH上 昇なし
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n = 4

n ‐ 5
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図2 胃 漬瘍症例の24時間胃内pHの 変化

図3 各 pH以 上を示す時間の割合

内
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pH 3

同様の値を示した。しかし,胃 潰瘍と迷切例では日中

と夜間で差がみられた。とくに,迷切例ではpH 2以上

を示す時間は日中のほうが長く, 日中と夜間の差が著

明であった.また,胃潰瘍ではpH 2以上を示す時間は

日中のほうがわずかに長かったが,深 夜にpHの 上昇

- 24時 間

er――te 日  中

や ・一・―X 夜  問

迷 切  例

n‐ 17

を認める症例がみられるため,pH 4以上 となる時間は

夜間のほうが長かった。

3.平 均 H+activity

10分間ごとに得 られた pH値 を H+activityに換算

し,前 項 と同様に日中と夜間さらに24時間に分けて,

2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7

得られたpH曲 線より1から7までのおのおののpH値 について,そ のpH値 以上
を示す時間の総和を求め, 日中,夜 間,24時間に分けておのおのの総時間に対する
百分率で表した。
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とんどないといってよい。 したがって, 日常の生活に

より近い生理的な状態での胃分泌動態の記録が可能で

ある。

消化性漬瘍症例24時間胃内pHは 疾患により特徴的

なパターンが認められた。十二指腸漬瘍では胃潰瘍に

くらべ摂食時のpH上 昇が小さく,胃 内pHは 低 く推

移した。とくに,夕食後から翌日の早朝まで低いpHが

連続しため。これに対して,胃潰瘍では日中は摂食時の

pH上 昇が大きく,夜間では深夜から早朝にかけてpH

7に達する上昇をみる症例と,十二指腸漬瘍に類似した

低いpHが 持続する症例が認められた。迷切例では食

事摂取時のpH上 昇時間が3者のうち最も延長してお

り,日中のpHが 高かった。しかし,夜間のpHは 低く

推移する場合が多かった,pH曲 線からHtt activityに

換算し,そ の平均をくらべると,十 二指腸潰瘍では胃

潰瘍にくらべ常に高値を示した。これら潰瘍例の平均

H+activttyは測定条件がやや異なるが健常人のそれ

を上回っており。, とくに十二指腸潰瘍では有意に高

値を示した。また, 胃液検査でも十二指腸潰瘍の酸分

泌量 (MAO)が 高値を示しており,従 来からいわれて

いるように十二指腸潰瘍の酸分泌元進がみられた.

胃内pHは 主として塩酸の分泌量と胃内容排泄時間

により規定されるものと考えられる助.したがって,一

般に酸分泌が高く胃排泄の促進がみられる十二指腸潰

瘍では胃内pHは 低く,食 事摂取によるpH上 昇が小

さい, これに対して酸分泌が低く,胃 排泄の遅延がみ

られる胃潰瘍では胃内pHは 高く,摂 食事の上昇も大

きくなるものと考えられる。迷切例では迷切の減酸効

果により胃内pHの 上昇が予想された.確かに,十二指

腸漬瘍に比べ日中のpH上 昇は著明にみられ,平 均

Htt activityも有意に低値を示した.し かし,今回検討

した迷切症例は術後比較的早い時期のものであり,pH

上昇には迷切の減酸効果に加え, 胃内うっ滞による食

物の排泄遅延が強く影響しているものと思われる。迷

切例の夜間のpHは 十二指腸潰瘍に近い低い値をと

り,pHの 上昇はわずかであった。また,平均 Htt activ‐

ityからみても夜間では十二指腸潰瘍と大きな差果が

みられなかった。しかし,pH lの上昇は酸濃度だけで

考えれば濃度が1/10になることを意味している.し た

がって,迷 切で得られる減酸効果だけではpHの 著明

な上昇を起こさせるものではないと考える。。ただし,

このわずかなpH上 昇が臨床的には漬瘍発生の防止に

つながっているのが事実であろう。

胃潰瘍では夜間にpH上 昇がみ られる症例があ

図4 平 均 H+act持 ityの比較
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おのおの平均 Htt activityを算出した (図4).十 二指

腸潰瘍の平均 H+activityは24時間で66.7±9,0(M士

SE mEq/′以下同じ)日 中は67.1±6。7,夜間は66.0士

11,8であった,胃 潰瘍 9例 の平均 は24時間で44.5土

4.8,日中は37.9±6.0,夜間が51.8±7.8であった。し

かし,夜 間にpHの 上昇がみ られた 4例 では24時間

35。4±6.1,日中38,3±6.8,夜間32.4±6.6と日中と夜

間で著明な差がみ られなかった。これに対 して夜間

pHの 上昇がみ られなかった 5例 では24時間51.8土

5.5,日中37.6±9.8,夜間67.4±7.3を示し,夜 間の平

均 Htt act市ityが日中にくらべ著明に高値を示 した。

迷 切 例 で は24時間46.5±3.5,日 中33.6±5.7,夜 間

58.2±5.2であった。十二指腸漬瘍の Htt activityは胃

潰瘍,迷 切例にくらべ,24時 間と日中で有意に高値を

示 した。迷切例では夜間の平均 Htt activityは日中に

くらべ大きく,十 二指腸潰瘍 との間に有意差がみられ

なかった。胃潰瘍では夜間に pH上 昇を認めなかった

症例の夜間の平均 H+activityは67.4±7.3で十二指

腸漬瘍 とほとんど同じ値であった。しかし,夜間 pHの

上昇がみられた症例ではに 指腸漬易にくらべ低値を

示した。つまり, 日中と夜間を比較すると十二指腸漬

瘍および夜間胃内 pHの 上昇がみられた胃漬瘍症例で

は 日中 と夜間の平均 H+activityに差異がみ られな

かった.しかし,迷切例 と夜間胃内 pHの 上昇を認めな

かった胃漬瘍症例では日中にくらべ夜間のほ うが大き

かった。

考  察

われわれはtelemetering systemを応用して消化管

内 pHを 測定し,そ の有用性を認めているの。今回使用

した携帯用 pH記 録装置はこの telemeteringの利点

を一層発展させたもので,送 受信機が不要 となり装置

の重さも約300gと軽量のため,被験者の行動制限はほ



1986な「5月

り'卜め,著 者らも胃潰瘍の9例 中4例 に夜間にpHの

著明な上昇を認めた。このことを胃潰瘍の成因からみ

れば,pH上 昇がみられないものでは夜間に攻撃因子

が増強していると考えられ,pHの 上昇がみられるも

のでは防御因子の減弱が漬易発生の大きな因子と考え

ることができる。また,この夜間のpHの 上昇パターン

をみるとH2措抗剤投与時の上昇パターンと類似する

ことより101~1り
,夜間の酸分泌の著明な低下によるもの

と思われる。山形らりは胃漬瘍の約半数の症例に夜間

pH上 昇を認め,酸 分泌の低い症例に多くみられたと

述べている。しかし,夜間にpH上 昇を認めた症例の中

には胃液検査でMAOが 高い症例が含まれており,必

ずしも低酸例に夜間のpH上 昇がみられるとは限らな

かった。さらに,pH上 昇を示すものと示さないもので

日中のpHを 比較するとほとんど差異がみられなかっ

た。 したがって,同 じ胃潰瘍でも症例によって日中と

夜間の酸分泌動態はそれぞれ異なる因子により影響を

受けているものと考えられる。これに関して,胃内pH

と同時に脳波を記録し,そ の睡眠の深さとpHの 上昇

に関連性を認めている報告もある19~19.西岡崎)は空腹

期に十二指腸内圧と胃内pHを 同時に測定し,健 常人

の場合十二指腸の運動と一致して胃内pHの 周期的上

昇がみられ消化管運動と胃内pHの 関連性を認めてい

る。しかし,十二指腸潰瘍の場合では運動およびpHの

周期的変化がみられず常に低いpHを 示したと述べて

いる。今回,わ れわれの場合十二指腸潰瘍では夜間に

pH上 昇がみられなかったが,渡辺1',自鳥1のらは十二

指腸潰瘍で一過性の夜間pH上 昇を認めている。一般

に,漬 瘍症例とくに十二指腸潰瘍では夜間の酸分泌が

健常人にくらべ元進しており191り
,また,日中と夜間の

酸分泌についての比較では, 日中にくらべ夜間の酸分

泌が高いといわれている1め.わ れわれの場合十二指腸

潰瘍では日中と夜間で差果がみられず,胃 潰瘍では夜

間の酸分泌が高いものと低いものの両者がみられた。

また,健 常人では夜間の酸分泌が高い値を示してい

る。2の。他の報告をみると,十二指腸漬瘍ではPeterson

ら2,は日中と夜間の酸分泌に大差を認めておらず,

DaHlmannら 2つの図では夜間のHtt act市ityが日中よ

りも大きい。しかし,反 対に日中の酸分泌のほうが夜

間よりも高いとする報告11)17)もある。したがって,ょり

生理的な状態での胃分泌の日内変動とくに漬瘍の成因

と密接な関係をもつと思われる夜間の酸分泌について

は今後さらに検討する必要がある。
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ま と め

消化性潰瘍症例の24時間胃内 pHに は疾患により特

徴的なパターンが認められた。

1.十 二指腸潰瘍では胃内 pHは 1～ 1.5で推移 し,

摂食による上昇も小さかった。

2.胃 漬瘍では pH l～ 2前 後を示 し,夜 間にpHの

著明な上昇を認めるものがみられた。

3.迷 切例では日中は摂食時の pH上 昇時間が長 く,

夜間では pH l.5前後を示 し十二指腸漬瘍 に近いパ

ターンを示 した。

4.平 均 H・activityからみると,十 二指腸漬瘍では

胃潰瘍 と迷切例にくらべ24時間と日中で有意に高値を

示した。また, 日中と夜間を比較すると十二指腸潰瘍

および胃潰瘍で夜間 pHの 上昇がみられた症例では差

異がな く,迷 切例および夜簡 pHの 上昇がみ られな

かった胃漬瘍例では日中にくらべ夜間の Htt aCtivity

が高かった。

本論文の要旨は第17回胃分泌研究会で発表した。
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