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空置幽門粘膜残存による吻合部潰場の病態生理に関する検討

佐藤 浩 一

能美 明 夫

森本 俊 雄

織畑 道 宏

I . 結 言

胃切除術後の吻合部潰瘍の発生には,い ろいろな成

因が考えられているが,そ の中でも,空 置的胃切除術

後 で十二指腸断端 に幽門洞 の一部 が残存 す る

retained antrumの場合には,幽 門粘膜が酸による

negative feedbackを受けず,常 にアルカリ性の環境

下にさらされているため,他 の成因とは多少異なった

病態を示すものと考えられる。今回われわれは,空 置

幽門粘膜残存による吻合部漬瘍と,他 の成因による吻

合部潰瘍とを,主 として,胃 内外分泌の面より比較検

討し,そ の病態生理の特異性に関する若子の知見を得
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教室で経験した胃切除後吻合部潰瘍26例を幽門粘膜空置群5例,幽 門腺 (十)群 5例および幽門腺
(―)群16711に分けて検討した。幽門粘膜空置群の原疾患は全例十二指腸漬瘍であり,そのBAO,BAO/

MAO比 ,basal gastrin値およびI‐IGRは他の2群 と比較して高値を示し,BAO/MAO比 では,他の
2群 との間に,basal gastrin値では,幽 門腺 (―)群 との間に有意差 (p<0.05)が認められた。以
上のことより,吻 合部潰瘍症例において,原 疾患が十二指腸潰瘍で,か つBlllroth II法吻合による胃
切除術後で,BAO,BAO/MAO比 ,basal gastrin値およびI・IGRが高値を示す症例は幽門粘膜空置
による吻合部潰瘍を強く疑う必要があると考えられた。

索引用語 :胃切除後吻合部潰瘍,幽 門粘膜空置群,basal gastrin,integrated gastrin response

たので報告する。

II.対 象 と方法

1,研 究対象

昭和47年 1月 より昭和60年12月までの14年間に当科

で経験 した術後消化性潰瘍症例は40例で, この うち,

胃空腸吻合および選択的迷走神経切離術兼幽門形成術

(SVttP)の 施行された 7症例を除 く,胃 切除後吻合部

潰瘍症例 (以下吻合部潰瘍)は 33例である。 これらの

吻合部漬瘍症例を成因別に分類す ると,functional

parietal cell mass(以下 FPCM)の 残存によると考え

られるもの16例,胃 切除断端幽門粘膜残存によると考

えられるもの 4例 ,空 置幽門粘膜残存によると考えら

れるもの 5例 ,吻 合部残糸によると考えられるもの 2

例,不 完全迷切によると考えられるもの 1例 ,成 因の
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不明瞭なもの 5例 であ り,吻 合部残糸および成因の不

明瞭なものを除 く,26例 を研究対象 とした。

これらの症例の年齢分布は18歳から70歳,平 均444

歳であった。性別では,男 性21例(80.8%),女 性 5例

(19.2%)と男性が大半を占めていた。原疾患は胃漬瘍

4例 (15.4%),十 二指腸漬瘍20例 (769%),胃 十二

指腸漬劇 例 (7.7%)と 十二指腸漬瘍が大多数を占め

ていた。初回手術術式別の内訳では,広 範囲胃切除術

(以下広胃切)・BillrOth I法(以下 B‐I)8例 ,広 胃切・

Blllroth II法(以下 B‐II)14例,選 択的迷走神経切離

術兼幽門洞切除術・B‐114/1,幽門洞切除術(以下幽切)・

B‐12例,幽 切 ・B‐I11例であった。また初回手術より再

手術までの期間は最低 2カ 月から最高20年におよび,

平均5.1年 で あ り,そ の内訳 は,2年 以 内 が 6例

(23.1%), 3～ 5年 が 5例 (19.2%), 6～ 10年が 8例

(30.8%),11年 以上が 2例 (7.7%)で あった.

空置幽門粘膜残存による吻合部潰瘍 (以下幽門粘膜

空置群)に ついて同じように検討 してみると,年 齢分

布は18歳から60歳にわた り,平 均年齢は42.8歳 ,性 別

は男性 4例 (80%),女 性 1例 (20%)と 吻合部漬瘍全

体 と比較 しほぼ同じような傾向を示したが,原 疾患で

は全例が十二指腸漬瘍であった。また初回手術より再

手術までの期間は平均2.9年 と幽門粘膜空置群以外の

吻合部潰瘍の平均5.2年 と比較 し,再発までの期間は短

かった (表 1).

2.研 究方法

幽門粘膜空置群の病態生理の特異性を明確にする目

的で,症 例を幽門粘膜空置群 i5例 ,術 前の胃内視鏡

によるcongo red散 布あるいは術後の病理組織学的検

索により胃切除断端に幽門粘膜が残存す る群 :5例

(以下幽門腺 (十)群 ),胃 切除断端に幽門粘膜が残存

しない群 :16例 (以下幽門腺 (―)群 )に 分け以下の

事項について検討した。すなわち,胃 外分泌機能検査

としては,基礎酸分泌量(以下 BAO),Hista10g 2mg/

kg刺 激による最高酸分泌量 (以下 MAO)を 測定した。

表 1 胃 切除術後吻合部浪瘍症例 (26例)(1972.1
～1985. 12)

I 幽 門粘膜空置群 :5例

症例No 年齢 ・性 原 疾  患 再発までの期間

1 十二指勝rR務 6カ 月

十二指腸演朽 3 年 9 カ 月

十二指協演再

十二指隅潰蕩 4年

5 十二指協浸お 5 年 9 カ 月

胃断端幽門粘膜 tl群は '1腺はや)i5例

胃断端幽門粘楓〕群(山門脚判抑 :16例
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また胃内分泌機能検査としては空腹時血清gastrin値

(以下 B.G.)お よび各種刺激試験後のgastrin反応

(integrated gastrin response,IGR),すなわち, 肉汁

エキス刺激時のgastrin反応 (以下 T‐IGR),regular

insulin O.2u/kg低 血糖刺激時のgastrin反応 (以下

I‐IGR),secretin 2u/kg刺 激時のgastrin反応 (以下

S‐IGR),calciuln 2ng/kg刺 激時のgastrin反応 (以

下 C‐IGR)を 測定した。なお,IGRは 各種刺激試験後

で,B,G.よ り高値を示した各分画の 1時 間の総量

(ng・min/ml)で 表した。

III.成   績

1.胃 外分泌機能検査

(1)基 礎酸分泌量 (BAO)

BAOは 吻合部潰瘍全体で1.60±0。40mEq/hr,幽 門

粘膜空置群で2.80±0.57mEq/hr,幽 門腺 (十)群 で

1.57±1.08mEq/hr,幽 門腺(―)群で130± 0.48mEq/

hrと 幽門粘膜空置群で高値を示した (図 1).

(2)最 高酸分泌量 (MAO)

MAOは 吻合部潰瘍全体で12.7±2.2mEq/hr,幽 門

粘膜空置群で12.0±2.6mEq/hr,幽 門腺 (十)群 で

9.3±3.9nEq/hr,幽 門腺(―)群で13.7±3.OmEq/hr

と3群 とも高値を示し,MAOが 10mEq/hrを 越える

症例は26例中13例におよんだ (図2).

(3)BAO/MAO比

BAO/MAO比 は吻合部潰瘍全体で0.124±0.030,

幽門粘膜空置群で0.284±0.054,幽 門腺 (十)群 で

0.086±0.046,幽 門腺 (―)群 で0,093±0.032と,幽

門粘膜空置群と他の2群 との間に有意差 (p<0.05)が

図1 胃 切除術後吻合部潰瘍のBA0

I I

I I I
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図 2 胃 切除術後吻合部潰瘍のMA0

図3 胃 切除術後吻合部潰瘍のBAO/MAO比

認められた (図3).

2.胃 内分泌機能検査

(1)空 腹時血清 gastrin値 (B,G.)

B,G.は幽門粘膜空置群で161.4±33`7pg/ml,幽門
腺(十)群で715±18.5pg/ml,幽門腺(―)群で68.0±
8.4pg/mlと幽門粘膜空置群で高値を示し,幽 門腺
(―)群 との間に有意差 (p<0.05)が 認められた (図
4 ) .

(2)肉 汁エキス刺激時の IGR(TⅢIGR)

T‐IGRは幽門粘膜空置群で0.56±0.02ng・min/ml,

幽門腺 (十)群で0.31±0.10ng・min/ml,幽門腺 (―)

図4 胃 切除術後吻合部潰瘍の
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gastrin値

幽門粘膜空置群  幽 門腺ltlr 幽 問線付群

胃切除術後吻合部漬瘍の Testmeal‐IGR

群で0.46±0.22ng・min/mlと 3群 間でほぼ同じ値を

示した (図5).

(3)Insulin低 血糖刺激時のIGR(I‐IGR)

HGRは 幽門粘膜空置群で0.80±0 41ngomin/ml,

幽門腺 (十)群 で0.27±0.17ng・min/ml,幽 門腺 (一)
群で0.33±0.13ng・min/mlと 幽門粘膜空置群で高値
を示したが,他 の2群 との間に有意差は認められな
かった (図6).

(4)Secretin刺 激時のIGR(S‐ IGR)

S , I G R は幽門粘膜 空置群 で0 . 1 2 ±0 . l o n g ・m i n /

ml,幽 門腺 (十)群 で0.35±0.18ngomin/ml,幽門腺
(一)群 で0.26±0.13ng・min/mlと幽門粘膜空置群で

低値を示した。また 3群 ともZollinger‐Ellison症候典
において認められるような過剰反応は示さなかった

ｂａｓａ‐

図 5

全症例  幽 門粘験空置群 幽 門腺l■l群  幽 門腺ll群
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図6 胃 切除術後吻合部潰瘍のinsulin‐IGR

出P,粘膜空E辞

図 7 胃 切除術後吻合部漬瘍の Secretin‐IGR

幽P'粘は望置群

(図7).

(5)Calcium刺激時の IGR(C―IGR)

C ‐I G R は幽 門粘膜空 置群 で0 . 1 9 ±0 . 1 l n g ・m i n /

ml,幽 門腺 (十)群 で0.11±0.10ngomin/ml,幽門腺

(一)群で0.58±0.29ng・min/mlと幽門腺 (一)群でや

や高値を示したが, 3群間で有意差は認められなかっ

た (図8).

3.症 例提示

空置幽門粘膜残存による吻合部潰瘍の1例を示す。

症例は45歳,男 性で,現 病歴は昭和55年1月,十 二指

腸潰瘍からの出血が原因で他院にて広範囲胃切除術 ・

B‐II法吻合を受けたが,術 後 2カ月日に吻合部漬瘍が

出現した。その後,保 存的治療にて経過観察を行って
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図8 胃 切除術後吻合部漬瘍の calcium‐IGR

幽円粘ほ空置群

図 9 胃 X線 検査所見 :残胃は広範囲胃切除術後 と

考えられ,吻 合部対側の空腸にニッシェが認められ

ブt .

いたが,寛 解 。増悪を繰 り返すため,昭 和60年12月 9

日,手 術目的で当科に入院となった,入 院時の胃X線

検査では,残 胃は大きくなく,広 範囲胃切除術後と考

えられたが,吻 合部対側の空腸にニッシェが認められ

た(図9)。 また胃内視鏡検査では吻合部対側空腸の鞍

状部前壁にopen ulcerが,後壁にulcer scarが認めら

れた (図10).胃 液検査成績では,BA04.lnEq/hr,

MA0 18.2mEq/hr,BAO/MAO比 0.225,B.G.180pg/

ml, T‐IGR O.58ng・min/ml, I‐IGR O.14ngomin/ml,

S‐IGR O。46ngemin/ml,C‐ IGR O.23ng・min/mlと ,

BAO,B.C.お よびBAO/MAO比 が高値を示した。ま

た原疾患が十二指腸潰瘍でB‐II法吻合後であること
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図10 胃 内祝鏡検査所見 i吻合部対側空腸の鞍状部前

壁にopen ulcerが,後 壁にuicer scarが認められ

た。

図11 切除標本所見 :吻合部やや口側の空腸にfold
の集中を伴う潰場を2個認めた.

より,空置幽門粘膜残存による吻合部潰瘍を強 く疑い,

昭和60年12月12日,空 置幽門切除・SV十 残胃亜全摘 ・

B‐I法吻合を施行 した。切除標本では吻合部やや肛門

側の空腸に foldの集中を伴 う漬瘍を 2個 認め (図11),

空置幽門粘膜内 gastrin値は13,342ng/g.w.w.と高値

を示しG‐cell町perplasiaの存在を強 く疑わせた,術

後経過は良好で,昭和61年 1月 4日 ,退 院した(図12).

4.手 術術式および術後成績

吻合部潰瘍症例26例の うち,25例 に手術療法が施行

された,こ の うち幽門粘膜空置群では,残 胃亜全摘十

空置幽門洞切除十迷切が 3例 に,残 胃亜全摘十空置幽

門洞切除が 1例 に,残 胃全摘が 1例 に,幽 門腺 (十)

群では,残 胃亜全摘が 2例 に,残 胃亜全摘十迷切が 2

4/1に,迷 切のみが 1例 に,幽 門腺 (―)群 では,残 胃

亜全摘が 1例 に,残 胃亜全摘十迷切が 6T//1に,迷 切の
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図12 Retained antrlmの1例 とその手術術式

空置幽門粘膜切除,

SV+残 胃亜全お ,B一 I吻合

空臓空協吻合施行

空ほ幽門粘膜内ガス トリン値
13342ng/gww

みが8例 に施行された。また術後成績でも,幽 門粘膜

空置群でBAOが 0.13±0.1lmEq/hr,MAOが 0.43±

0.27mEq/hr,幽 門腺 (十)群 で BAOが OmEq/hr,

MAOが OmEq/hr,幽 門腺 (―)群 で BAOが 0.12土

0.12mEq/hr,MAOが 1.60±0.92mEq/hrと 良好な減
1

酸を示した。

I V . 考 察

胃切除術後および胃空腸吻合術後に発生する潰瘍は

吻合部潰瘍あるいは術後再発漬瘍と呼ばれているが,

渡部1)は選択的迷走神経切離術や選択的近位迷走神経

切離術 (兼幽門形成術)の ように,胃 切除術を行わな

い手術後に発生した漬瘍を含めて,す べての再発潰瘍

を術後消化性漬瘍と命名している。今回の研究の目的

は,空 置幽門粘膜残存による吻合部漬瘍の病態生理学

的特性を明確にすることにあるため,症 例を胃切除後

に胃,十 二指腸あるいは空腸に発生した吻合部潰瘍に

限定して検討した。

最近の14年間に,当 教室において経験した吻合部潰

瘍26例の平均年齢は44.4歳で,島津ら分の44.7歳,青木

らめの44.6歳とほぼ同じであった。また当教室におけ

る幽門粘膜空置群 5例 の平均年齢は42.8歳であるのに

対して,諸 家ゆ～1いの報告例 8例 を平均すると39.9歳と

なり,や や若い年代に分布していた。吻合部潰易の男

女比では,男 性に圧倒的に多いという報告が多く,極

端な例では,関 根らのが11例中,奥 村ら11)が31例中,藤

木ら121が9例中すべて男性であったと述べている。ま

た欧米においても男性に多く発生するという報告が多

く131-1の
,本邦と同じような傾向が認められた。一般に

消化性漬瘍は男性に多く発生するが,吻 合部潰瘍はさ

らにこの傾向が強く,赤木ら1のは,消化性潰瘍の広範囲

胃切除例362例の男女比は4.5!1で あったのに対し

て,吻 合部漬瘍では1511と 男性に多くみられたと述

じ
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べている。ここで幽門粘膜空置群について検討してみ

ると,当 教室における男女比は4:1と やはり男性に

多く,前 述した諸家。～10による幽門粘膜空置群 8例 も

すべて男性であった。

吻合部漬瘍の原疾患に対する報告は多くみられ,本

邦では十二指腸漬瘍が圧倒的に多いが, この傾向は欧

米 では さらに強 く, S t a b i l e ら1 め, W a l t e r s ら1 め,

Wychulisら1りは,95%前後が十二指腸潰瘍であったと

報告しており,Heppellら1いに至っては120例中すべて

の原疾患が十二指揚潰瘍であったと述べている。また

幽門粘膜空置群の原疾患は,当 教室においても,諸 家

の報告例においても全例十二指腸漬瘍であった。

初回手術より漬瘍再発までの期間に関して当教室で

は,幽門粘膜空置群で平均29年 ,幽門粘膜空置群以外

の吻合部潰瘍で平均5.2年と幽門粘膜空置群で短かっ

たが,杉 山ら2いも十二指腸漬瘍に対する胃切除・B―Iで

平均 5年 1カ月,胃 切除 ・B‐IIで平均 5年 9カ 月であ

るのに対して,幽 門粘膜空置群で2年 10カ月と,幽 門

粘膜空置群で比較的早期に再発すると報告している。

吻合部漬瘍の胃酸分泌について,京 ら21)は吻合部漬瘍

7例の検討で,吻 合部漬瘍のMAOは それほど高くな

く,吻 合部漬瘍 (一)群 と同じ程度であるのに対して,

BAOは 吻合部潰瘍で6.0±1.3mEq/hrと,吻合部漬瘍

(一)群の1.9±0.4mEq/hrよ り高値を示し, したがっ

て吻合部漬瘍の発生には,parietal cell massを表す刺

激後胃酸分泌能よりも基礎酸分泌能の方が大きく関与

すると述べており,ま た赤木ら1つは,BAOに 関して,

吻合部潰瘍で255± 3.10mEq/hr,対 照群で034±

0.84mEq/hr,安名らりは,吻合部潰瘍で0.8mEq/hr,

対照群で0.2nEq/hrと,吻合部漬瘍で BAOが 高値を

示したと報告している。 さ らに長尾ら2らはBAOが 5

mEq/hr以 上なら吻合部漬瘍の存在は確実であるとし

ている。以上のように,吻合部潰瘍の発生にはBAOを

重視する意見が多く,当 教室の成績でも,吻 合部潰瘍

全体のBAOは 160± 0。40mEq/hrと 高く,そ の中で

も幽門粘膜空置群が2.80±0.57mEq/hrと高値を示

し,幽門粘膜空置群における漬瘍の再発には,BAOの

高値が大きく関与しているものと考えられる。

これに対し,吻 合部潰瘍の発生に関してMAOを 重

視する意見も多く,Scobieら23)はMAOが 15mEq/hr

以上,渡 部いはMAOが 10mEq/hr以上なら吻合部漬

瘍の存在を強く疑うとしている。また三隅ら2りは吻合

部潰瘍のMAOの 平均が12.6mEq/hrと高値であった

と述べており,塚 本らのも吻合部潰瘍のMAOの 平均
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は9,78±6.25mEq/hrでコントロール群の平均079±

1.25mEq/hrに比較し有意に高かったと報告している

が,当 教室における吻合部漬瘍のMAOも 127± 2.2

mEq/hrと 高値を示し,諸家の報告と一致している。こ

こで赤木ら1のは吻合部潰瘍の胃酸分泌を幽門腺(十)群

と幽門腺 (一)群に分けて検討し,BAOは 幽門腺(十)

群で5.63±5.lmEq/hr,幽 門腺 (一)群 で0.84±0.51

mEq/hr,MAOは それぞれ10,3±8.3mEq/hr,5.0±

3.OmEq/hrと,幽 門腺 (十)群で BAO,MAOと も高

値を示したとしているが,当 教室の成績では, 2群 間

でBAOに 大差がなくMAOは 幽門腺(一)群でむしろ

高値を示した。また大久保ら20はMAOが 2.5mEq/hr

以下なら吻合部潰瘍の可能性はないと述べているが,

当教室の成績では,26例中 1例 (3.8%)でMAOが 2.0

mEq/hr以 下であうた。

吻合部漬瘍のBAO/MAO比 は対照群と比較し,一

般に高値を示すことが多く,京ら21)の成績では,対照群

は018で あるのに対してだ吻合部漬瘍で060と 高値を

示し,塚本ら611ょBAO/MAO比 の平均が0.36で,9例

中3例 (33%)が0.6以上,福鳴ら2いは9例中2例 (22%)

が0。5以上であったと述べている。また Haublich2のは,

BAO/MAO比 >0.7な らZollinger‐Ellison症候群が

幽門粘膜の残存が疑われると報告している。当教室の

成績では,吻合部潰瘍全体のBAO/MAO比 は0.124±

0.030と低値を示したが,幽 門粘膜空置群では0.284±

0.054と,他 の2群 と比較し有意に高値 (p<0.05)を

示し,幽 門粘膜空置群の検索ではBAO/MAO比 は有

用であることが示唆された。

吻合部漬瘍と空腹時血清gastrin値(B.G。)の関連に

ついて,塚 本 ら611ま,吻 合部潰瘍のBoG.は73.25土

19.05pg/mlとヨントロール群と比較して有意差はな

かったと述べており,中 山ら2ゆも26.1～69.4pg/mlと

正常範囲内であったとしている。 これに対して,杉 山

ら2いは,吻 合部潰瘍のB.G.は平均186pg/ml, と非再

発胃切除例の54±1lpg/mlと比較して高値を呈し,ま

た幽門粘膜空置pllでは平均268pg/mlと,さ らに高値

を示したと報告しており,安 名らつも幽門粘膜空置群

で210pg/mlと高値を示したとしている。また三隅ら2つ

は,幽 門粘膜残存例では,B,G.が70pg/ml以上を示し

たものが80%以 上であるのに対して,非 残存例では1

例もみられなかったと述べている。当教室の成績では,

幽門腺 (十)群 と幽門腺 (一)群 でほぼ同じ値を示し

たが,幽 門粘膜空置群では161.4±33.7pg/mlと高値

を示し,幽 門腺 (―)群 との間に有意差 (p<0.05)が
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認められた。

吻合部漬瘍において,T‐IGRに 関する報告は少な

く,当 教室の成績でも, 3群 間でほぼ同じ値を示した

ことより,T‐IGRは 幽門粘膜空置群の診断上,あ まり

有用ではないと考えられる。

I‐IGRは 他の3群 と比較して有意差はないものの,

幽門粘膜空置群で0.80±0.41ngomin/mlと高値を示

し,幽門粘膜空置群の診断上有用であると考えられる。

赤木ら1のは幽門腺 (―)群 と比較し,幽 門腺 (十)群で

はI‐IGRが 高値を示し,I‐ICRが 術後高値を示す場合

には,幽 門粘膜の残存を念頭に入れて検索を行わなけ

ればならないと述べている。このように幽門粘膜空置

群および幽門腺(十)群において,I‐IGRが 高値を示す

のは,幽 門粘膜空置群ではnegative feedbackの欠如

によりhyperplasiaに陥ったG、cellが,幽 門腺 (十)

群においては遺残した胃切除後のG‐cellが,神経体液

性に刺激されていることが原因であると考えられる。

S‐IGRは 幽門粘膜空置群で0.12±0 10ng・min/ml

と他の2群 と比較しやや低値を示した.京ら21)は
,吻合

部潰瘍ではsecretin刺激前後に血清gastrin値の有意

な変動を認めなかったとしており,S,IGRは 幽門粘膜

空置群の診断というよりも,Zollinger‐EllisOn症候群

で異常高値を示すことより,む しろ高gastrin血症の

際に,幽 門粘膜空置群とZollinger‐Ellison症候群を鑑

別する手段として重要であると考えられる。

C‐IGRは 幽門腺(一)群で0.58±0.29ng・min/mlと ,

他の2群 と比較してやや高値を示した。この原因に関

しては不明瞭であるが,C‐IGRも S‐IGRと 同じよう

に,Zollinger‐Ellison症候群で高値 を示すため,

Zollinger‐Ellison症候群の診断上,重 要であると考え

られる。

当教室における吻合部漬瘍26例のうち,幽 門腺(十)

群は5例 と,残 胃における幽門腺の残存は19.2%と少

なかった,榊 ら2りも吻合部潰瘍12例中 1例 (8。3%)に ,

中山ら2助は14Trl中3例 (21.4%)に,関 根らのは11例中

1例 (9.1%)に 残存していたと述べ,ま た塚本らのは

12例中 1例 も認められなかったとしている。これに対

して,杉 山ら2のは41例中32例(78.0%)に,三 隅ら20は

24例中16例(66,7%)に,北 岡ら3のは14例中9例 (64%)

に幽門腺の残存を認めたとしており,報 告者によりか

なりの相違が認められた。また渡部1)は
,幽門腺残存に

よる再発の原因は,B.G.が増加しなかったことより,

むしろ残胃が大きく残ったためのFPCMの 残存によ

るものではないかと才旨摘している。
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当教室の症例では幽門粘膜空置群が5例 (19,2%)

に認められたが,三 隅ら2つも吻合部潰瘍24例中 4例

(16.7%)で十二指腸断端に幽門粘膜が残存していたと

している。また塚本ら61は手術例のBillroth II法8例

中2例 (25,0%)で,北 岡ら3のは14例中2例 (14.3%)

で十二指腸断端に幽門粘膜の残存が認められたと報告

しており,吻 合部漬瘍の成因を論ずる際に,空 置幽門

粘膜の残存を念頭におくことは非常に重要である。

吻合部漬瘍の治療に関して,飯 田ら31)は保存的治療

により13例中12例(92%)が治癒したとし,湯 川ら321も

cimetidine 800mg/dayの投与で17例中16例(94%)が

8週 後に治癒 した としている.ま たHoareら 1つも

c i m e t i d i n e  l  g / d a y の投与 で2 0 例中1 9 例( 9 5 % ) が1 2

週後に治癒したとしている。以上のように,保 存的治

療により治癒したとする報告もいくつかみられるが,

大多数は外科的治療を奨励している。すなわち,Beal

ら3めによると保存的治療に反応したものは,胃 切除後

再発例44例中7%に すぎず,青 木3つは保存的に経過観

察している症例は,32例 中2例 (6%)の みであると

報告している。また塚本ら611ま手術療法での治癒率は

88.3%であるのに対して,保 存的療法では30.6%と低

値であったと述べており,鈴 木ら3ゆも外科的治療によ

る治癒率は74。2%で あるのに対して,内 科的治療では

20.5%と低値で外科的治療が望ましいと述べている。

欧米では,Stageら3のがcimetidine l g/day投与によ

り治癒 した吻合部潰瘍患者21例中 6例 (28%)で ,

cimetidine中止後 6週以内に再発を認めており,Koo

ら3のはcinetidine療法を 1年間続けていて,一時的に

吻合部漬瘍が治癒 しても,cimetidine中止後,そ の

82%は 6カ月以内に再発すると述べている。吻合部漬

瘍に対して外科的治療を勧める理由としては,さらに,

合併症の多いことがあげられる。浅見ら39は吻合部漬

瘍の大部分はul lvであると述べており,穿 孔の頻度

は,中 山ら2ゅが8.7%,自 鳥ら3りが8.5%,Condonら 4い

が8.2%,赤木ら1つが78%,Jaffeら 41)が5.6%と してお

り,大 量出血の頻度はJareら
41)が39,3%,Condon

ら4いが38.5%,中 山ら2ゆが17.4%,杉 山ら2ゆが8.5%と

報告している。またEversonら421は保存的治療を受け

ている患者の15%が ,Bealら 3ゆは11.3%が穿孔,出 血

などで死亡していると報告している。

後壁に穿通した十二指腸潰瘍に対して,幽 門を空置

する術式が1910年,Eiselsbergにより初めて記載され,

Finstererによって多くの患者に施行され,空置的胃切

除術と名付けられたが,そ の後Woodwardに よりそ
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の高い再発率が指摘された,す なわち,幽 門洞を空置

すると,そ の部にアルカリ性の十二指腸液が逆流 し,

その中に合有されている胆汁酸
4め

,特にsodium tauro‐

cholateおよびsodium glycocholateにより幽門洞粘

膜が常に刺激されているため,shOrt loopのfeedback

機構が欠如 し,G―cell hyperplasiaが発生し,こ のため

basal gastrinが高値を示し,ひ いては高い潰瘍発生率

を引き起こすものと考えられる。当教室の症例では,

切除標本の空置幽門粘膜内gastrin値は13,342ng/g,

w.w.と 高値を示した,ま た杉山らゆも,組 織学的に幽

門腺のhyperplasiaを証明 し,空 置 された幽門腺 の

hyperplasiaと,術 前の血清 gastrin値が247pg/mlと

いう高 gastrin血症の関連性を示唆している。

村上ら4りは空置的胃切除後の潰瘍再発率は15～40%

と述べてお り,渡部1)は空置幽門切除をしない限 り,残

胃切除を繰 り返 しても再発を続けるのが本潰瘍の特徴

であると述べている。関根らのは十二指腸潰瘍の診断

で空置的胃切除を うけ,そ の後潰瘍の再発を繰 り返 し

たため, 3回 の手術を受けたが治癒 しなかった症例に

対して,空 置された幽門洞を切除することにより,治

癒せ しめた 1例 を報告 している。また羽生 らいも空置

的胃切除後に漬瘍再発を繰 り返 し,そ のため, 2回 の

手術を施行したが治癒せず,空 置幽門洞を切除するこ

とによって治癒し得た症例を報告している。

空置された幽門洞の検索に関 して杉山ら2いは99mTc

を経静脈的に投与 し, 胃シンチグラフィーを行 う方法

を利用 している。また Haba145)は術中に十二指腸の前

壁から細いカテーテルを十二指腸断端方向に挿入し,

酸性およびアルカリ性液を注入し,同 時に残胃の pH

を預l定することで幽門前庭部の遺残を証明する方法を

推奨 している。

幽門粘膜空置例に対する手術 としては,遺 残幽門洞

切除を施行することが重要で,杉 山ら2のは状況によっ

てこれに迷切を加えると述べてお り,また吻合形式は,

B,IIからB‐Iへの変換が望ましいと考えられる40.

V . 結 語

1.幽 門粘膜空置群では幽門腺 (十)群 ,幽 門腺 (―)

群と比較 して,BAOお よび BAO/MAO比 が高値を示

し,BAO/MAO比 では幽門粘膜空置群と他の2群 と

の間に有意差 (p<0.05)が 認められた。

2.幽 門粘膜空置群では,他の2群 と比較して空腹時

血清gastrin値が高値を示し,幽門腺(―)群との間に,

有意差 (p<0.05)が認められた。またI‐IGRも 幽門粘

膜空置群で高値を示した。
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3.幽 門粘膜空置群では,空 置幽門粘膜内のgastrin

値が高値を示 し,G‐cell hyperplasiaの存在が示唆さ

れた。

4.吻 合部漬瘍症例において,原疾患が十二指腸漬瘍

で,か つ Blllroth II法吻合による胃切除後で,BAO,

BAO/MAO比 ,B.G.お よび I‐IGRが 高値を示す症例

は,空 置幽門粘膜残存による吻合部漬瘍を強 く疑 う必

要があると考えられる。

本論文の要旨は第28回日本消化器外科学会総会 (昭和61

年 7月,青 森)に おいて発表した。
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