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十二指腸潰瘍に対する選択的近位迷走神経切離術兼幽門洞粘膜切除術(SPVttMA)の 有用性を胃内

外分泌機能,barium(十 固形食),acetaminophen法 による胃排出能,strain gauge force transducer

を用いた胃十二指腸運動および術後後遺症の面 より検討 した。SPVttMA後 では,histalogおよび

insulin刺激時の胃酸分泌量は77.0,100%,insulinお よび肉汁エキス刺激時の血清 gastrin反応 も

90.5,93.0%と 著明な減少率を示 した。SPVttMA後 の胃排出能は良好に保たれ,胃 十二指腸運動は

SPV後 に類似 していた。食餌摂取量は術後 4週 間で術前 とほぼ同量となり,体 重の増加もみられた。

以上のことより,SPVttMAは 十二指腸潰瘍に対しては有用な手術術式 とな りうることが明らかにさ

れた。

索引用語 !選択的近位迷走神経切離術兼幽門洞粘膜切除術,十二指腸漬瘍に対する手術術式,胃 内外分泌機能,

胃排出能,胃 十二指腸運動

I . 結 言

十二指腸潰瘍に対する手術術式 として,本 邦では主

として広範囲胃切除術(以下広範囲切),迷 走神経切離

術兼幽門洞切除術 (vagotomytt antrectomy以下 V十

A),迷 走神経切離術兼幽門形成術(vagotomyttpylor‐

oplasty以下 VttP)お よび選択的近位迷走神経切離術

(selective proximal vagotomy以下 SPV)に 幽門形

成術 (pyloroplasty以下 P)を 付加するものとしない

もの (以下 SPV± P)が 施行されているが,漬 瘍再発

あるいは術後後遺症の面で多 くの問題が残 されてい

る。すなわち,術後減酸率は V ttAl)～めと広範胃切。いで

きわめて高いが,胃 底腺および幽門腺領域が残ってい

るV ttP'0,SPVttPつ
～1ので40～70%と 低い。漬瘍再発

率は減酸率 とよく相関して V ttAl鴻ン鴻ン)11)1のと広範 胃

切1。1つで低率であるが,V tt P191りとSPVtt Plゆ
～1つで

高率である。また術後後遺症について検討すると,早
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期ダンピング症候群の発生頻度は,VttAlり
2い

,広範胃

切21ルの,v ttPlンリおよび SPVtt Plつ2つでは,術式間に差

はみられず,か なり高頻度の報告がみられるが,幽 門

形成術を付加しない SPV91つ2つではきゎめて低率であ

る。体重減少は VttA2の2り
,広 範胃切2,221,vttPlの2,

の 3術式間で差はみられず高率であるが,SPVttPの
20

では比較的低率である。下痢の発生頻度も体重減少 と

同じように VttA。1め,広 範胃切1ゆ2のぉょびvttP12ンの

で高 く,SPVtt Plの
2ゆでは中等度であり,SPVの み5ン印

ではきわめて低率である。また迷切術後で最も問題 と

なる胃内容停滞2りは v ttA,Vtt Pで 発生頻度が高い

が,SPVttPで は低率である。これらの成績をまとめ

てみると,十二指腸漬瘍に対する4術 式の中で,VttA

は減酸効果が最もす ぐれ,か つ再発の少ない術式であ

るが,術 後の胃内容停滞,ダ ンピング症状,体 重減少,

下痢などの面で SPVtt Pに 分る。 しかしSPV± Pに

減酸効果,再 発率の面で VttAに 分る。

本研究の目的は,VttA,SPVtt Pの 利点をとりあげ

た術式 として,選 択的近位迷走神経切離術兼幽門洞粘
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膜切除術 (selective proximal vagOtOmy and mucosal

antrectomy,SPVttMA)前 後の胃内外分泌機能,胃

排出能および胃十二指腸運動を預」定 し,か つ体重減少

および便通異常について経過観察し,本 術式が十二指

腸漬瘍に対する外科療法 として有用であるか否かを検

討することにある。

II,対象ならびに方法

1.対 象

対象は体重100～ 15.Okgまでの雌雄雑種成犬 5頭

を用いた。

2.方 法

1)全 胃慶犬作成法

イヌを pentObarbita1 25mg/kgで麻酔後,上 腹部正

中切開で開腹し, 胃体部大弯側前壁にイヌ用 トーマス

型金属カニューレ (夏目製作所製)を 挿入,左 上腹部

の皮膚に固定,全 胃慶犬を作成した。手術終了後 4週

目以降に検査を開始 した。

2)幽 門洞粘膜切除術

術 前検 査終 了後,幽 門洞粘膜 切 除 術 (mucOsal

antrectomy)を 施行した (図 1).

イヌを pentObarbita1 25mg/kgで麻酔後,上 腹部正

中切開で開腹,内 視鏡的にpH meterを 用いて胃底

腺 ・幽門腺境界を決定 した。すなわち,あ らか じめ

iberscOpe先端に外径2.3mmの 微小ガラス電極 (富士

化学計預J社製 MODEL‐ ME501G)を 装着 し,こ れを

pH meter(富士化学計預J社製 MODEL‐ ES‐05)に接続

した。Histalog 50mgを静脈内投与し,そ の 5分 後に

胃内 pHの 測定を開始した。胃内 pHの 預J定は幽門輪

より噴門部に向けて,大 弯線および小弯線上で行い,

pHが 急激に下降する大弯線,小 弯線上の点を結ぶ曲

線を胃底腺 ・幽門腺境界とした.幽 門洞粘膜の切除線

は中間帯を切除するため,こ の境界より約2cm口 側に

おき,前 後の Latariet神経を損傷 しないように,奨

膜 ・筋層を全周にわた り切開し,幽 門洞粘膜を幽門輪

のところまで粘膜下で剣離後(図 1-(1)),幽 門輪より

約lcm残 し,こ れを切除した(図 1-(2))。つぎに,日

側断端 よ り約4cm proximalま で胃底腺粘膜を剣離

後,同 部の奨膜 ,筋層を切除した。胃底腺粘膜の口径

を幽門洞粘膜の肛門側断端の日径 と一致するように縫

縮した後,3-0絹糸で胃底腺粘膜 と幽門洞粘膜 とを 1層

で縫合し (図 1-(3)), これを奨膜・筋層で被覆 し, 1

層で縫合した (図 1-(4)).

幽門洞粘膜切除術後, 4週 日以降に術前 と同一の諸

検査を施行した。
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図 1 幽 門洞粘隈切除術

( 2 )

幽門洞の粘膜を幽門韓のところまで

朝離後,切 除する。

幽門浸粘藤切除後胃体部の装膜 ・

筋層を約 4omに わたり環状に切除する。

胃底腺粘膜と幽門腺粘膜 とを

1層 で縫合する。
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3)選 択的近位迷走神経切離術 (SPV)

SPVは 上述の諸検査終了後行った。イヌを再開腹

し,前 後の Latariet神経を損傷しないように,奨 膜・

筋層吻合部の口側で,前 後の迷走神経胃体部枝を血管

とともに結紫,切 離 した。さらに胃に分布する神経枝

の切離を確実にするために,噴 門部からHis角 に向け

て腹部食道および噴門部前後壁の神経枝 (副枝)の 切

離を行った。

SPV施 行後,4週 日以降に術前と同一の諸検査を施

行した.

4)胃 液採取法および血清 gastrin値測定のための

採血法

イヌは胃液検査開始24時間前より絶食 とし,Pavlov

standに固定後,カ ニューレを通し,胃内を約37℃の生

理食塩水で十分に洗浄 し,30分 間放置した。胃液採取

は刺激開始後より15分ごとに 2時 間 目まで施行し,血

清 gastrin値測定のための採血は刺激開始30分前より

15分ごとに 2時 間 目まで末檎静脈より行った。

5)術 前術後検査項 目

① 胃酸分泌反応
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Histalog刺激時の胃酸分泌 :Histalog刺激は4mg/

kg/hr3ので 2時 間施行 し,刺 激開始後 1時間の胃酸分

泌量をmaximal acid output(以下 MAO)(mEq/hr)

として表わした.

Insulin低血糖刺激時の胃酸分泌 :Insulin刺激時の

目液採取は,insulin 2u/kず
1)を生理食塩水20mlに とか

して静脈内に投与した後, 2時間施行し,そ の30分目

から90分目までの 1時間の胃酸分泌量をinsulin刺激

後のaCid Output(以下 IAO)(mEq/hr)と して表わ

した。

② 血清gastrin値測定法

空腹時血清gastrin値(BG):血 清 gastrh値の測定

は,ミ ドリ十字社製ガストリン1251_キットを用い,二抗

体法によるradioimmunoassay法で測定し,また試薬

の調整および操作はkit付属の説明書にしたがった。

ただし,標準母液の希釈は12.5pgまで行い,標準曲線

を作成した。

空腹時血清gastrin値(以下 BG)(pg/ml)は 刺激開

始30分前より15分ごとに2回測定し, この2回の平均

値を用いた.

Insulin低血糖刺激時の血清gastrin値:Insulin 2

u/kg刺激時の血清gastrin値は,刺激後15分ごとに2

時間目まで測定し,そ の30分目から90分目までの 1時

間の値で,BGよ り高値を示した各分画の総和を血清

gastrin反応 (以下 integrated gastrin response, I‐

lGR)(■g・min/ml)と して表わした。

肉汁エキス刺激時の血清gastrin値:肉汁エキスは

Campbell社製
“beef brothル100mlを用いた。その成分

は100ml中に蛋自質3.2g,脂肪1.4g,炭水化物4。4gを

含んでいる。

肉汁ニキス刺激時の血清gastrin値は,刺 激後15分

ごとに2時 間目まで測定し,刺 激開始後60分目までの

値で,BGよ り高値を示した各分画の総和をT‐IGR

(ng・min/ml)と して表わした。

③ 胃排出能検査

Bariumに よる胃排出能検査 :イ ヌを24時間絶食

後,無 麻酔下にカニューレより100%硫酸bariuln 10

m1/kgを 注入,直 ちに背臥位水平位とし,注 入直後,

15分,30分,60分,120分目に胃X線 撮影を行い,胃 か

ら十二指腸へのbariumの排出状況を観察した.

Acetalninophen法による胃排出能検査 :試験食は

森乳ペットフード株式会社製
“
ワンラック・ドッグ・

ミルク"14gを
温湯100mlに溶かしたものを用いた。そ

の成分はミルク100g中に蛋白質39.5g,脂肪38.Og,炭
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水化物13.Ogを含んでいる。

Acetalninophenに よる胃排出能検査3のは,ィ ヌを24

時間絶食後,試 験食に acetaminophen l.5gを 加え,

十分に溶解 したものを投与した。採血は投与前,投 与

後15分ごとに 2時 間 目まで行った。

血清 acetaminophen値 の測定 は Dye method3めに

より行った。すなわち,血清1.Omlに Na2S03‐Na2S04

1.Og, 3.0°/。isoamyl alcohol l彗有 ethylene dichloride

6.Omlおよび蒸留水1.Omlを加え, 自動振盪器に10分

間かけた後,25℃ ,3,000rpm, 5分間遠心分離した,

遠心分離により得 られた ethylene dichloride層3.Oml

ヤこdiphenylpicrylhydrazy1 0.15mg力 口ethylene dich―

loride l,Omlを加え,60℃ dry‐bathで 1時間加温した

後,spectrometerにより527″mの 波長における吸収

量を測定した。ただし,血 清 acetaminophen値の決定

は,標 準母液によりあらかじめ作成した標準曲線に基

づいて行った。

硫酸 barium加固形食による胃排出能検査 :固形食

はオリエンタル酵母社製実験動物用資料10g/kgを用

いた。その100g中の成分は鮪肉84g,水 分16gから成

り,蛋 白質20g,脂肪1.5g,繊維質1,Og,灰分2.Ogを

含んでいる。

回形食による胃排出能検査は,イヌを24時間絶食後,

固形食10g/kgに100%硫酸 bariurn 30mlを加え,十分

に撹拌した後に摂取させ,無 麻酔下で摂取直後, 1時

間, 4時間, 7時間目に胃X線 撮影を行い,胃 内容の

排出状況を観察した。

④胃十二指腸運動測定

胃十二指腸運動の測定は伊藤341の方法にしたがい,

防水型 strain gauge force transducer(Star Medical

社製)を 用いて行った。Force transducerは輪状筋収

縮を導出できる方向で,胃 体部,幽 門部,幽 門輪およ

び十二指腸下行脚の 4カ 所の前壁,中央部に装着 した。

導線は側腹部で腹腔より皮下に出し,背 部の両肩甲骨

の間で,皮 膚小切開孔より皮膚の外に取 り出した後,

pinconectorに接続 した,記 録は術後第 1日 目より意

識下 。無拘束下で連続的に行った。胃十二指腸運動測

定中,食 餌は1日 1回,定 刻にdog fOod 20g/kgを与

え,水 分は自由に摂取させた。

6)術 後検査項目

① 切除幽門洞粘膜内gastrin値測定

幽門洞粘膜切除が十分に行われているか否かを確認

するため,切 除幽門洞粘膜中央部および口側断端の粘

膜内gastrin値を測定した。粘膜内gastrinの抽出は
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BersOn&Yallow3ゆ の方法にしたがい。粘膜組織100

mg湿 重量に蒸留水2mlを 加え,20分間煮沸後,Swiss

KINEMATICA社 製 POLYTORON超 高 速

homogenizerで細切し,3,000rpm,30分間遠心分離 し

た。ついで上清を除いた沈殿物に再び蒸留水2mlを 加

え,3,000rpm,30分間遠心分離して得られた上清 と,

先 に得 られ た上 清 とを合 せ,さ らに0.5%bOvine

seruln albumin加蒸留水を加え5mlと し,radioim―

munosassyに 供 した。Castrin値の測定は上清を希釈

後,血清 gastrin値と同じように,ミ ドリ十字社製ガス

トリン1251、キットを用いて行った。

② 体重預J定,食 餌摂取量および糞便の観察

実験期間中は体重測定を週 2回 行い,ま た食餌摂取

量および糞便の状態の観察を行い,術 後後遺症の一指

標 とした,

③ 音J検

すべての検査終了後,イ スを居殺 し,残 胃の観察を

行った。

7)統 計処理法

図 2 Hista10g 4mg/kg/h刺 激時における術前,
MucOsal antrectomy後 ,SPVttMA後 の胃酸分泌
量の経時的変化

Mucosal
ant.ectomy *

*P<001

*ネP<o o5
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得 られた dataは 平均値±S.Eで 表わし,統計処理は

すべて t検定により行い,危 険率が0.05以下の場合を

有意差あ りとした。

III.成   績

1.胃 外分泌機能検査

Histalog刺激の胃酸分泌 !Histalog刺激時の胃酸

分泌量は,術 前 と比較 して,幽 門洞粘膜切除術後,

SPVttMA後 とも刺激開始直後 より有意な減少を示

し (図 2),MAOは 幽門洞粘膜切除術後で22.8±1.4

mEq/hr,SPVttMA後 で9.7±0.69mEq/hrと ,術 前

の437± 2.8mEq/hrと 比較 して,そ れぞれ47.8%,

777%の 減酸率を示 した (表 1).

Insulin低血糖刺激時の胃酸分泌量 !Insulin低血糖

表 l MucOsal antrectomyお よびSPVttMA後 の

MAOお よびIAOの 変動

術 前
行 後 (4』日以降)
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図3 1nsulin 2u/kg刺激時における術前,MucOsal
antrectOmy後,SPVttMA後 の胃酸分泌量の経時
的変化
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刺激時の胃酸分泌量は,術 前 と比較 して幽門洞粘膜切

除術後,SPVttMA後 とも刺激開始60分日以降で有意

な減少を示 し (図3),IAOは 幽門洞粘膜切除術後で

12.1±0.79mEq/hr,SPVttMA後 でOmEq/hrと ,術

前の24.4±2.7mEq/hrと 比較して,それぞれ50.6%,

100%の 減酸率を示 した (表 1).

2.胃 内分泌機能検査

空腹時血清gastrin値(BG):BGは 術前で71.8土

9.8pg/mlであったのに対して,幽 門洞粘膜切除術後

で33.7±2.lpg/ml,SPVttMA後 で29.2±1.2pg/ml

表2 Mucosal antrectomyおよびSPVttMA後 の

BC,HGRお よびT・lGRの変動

術 前
術 後 ( 4週目以降)

SPV+MA

BG(pg/m2)
(波少幸〕

337=21 292±12
(593%)

I-lGR(ng.min/nり
(減少津)

７７
拘

044=001 ｍ
み

５５

ｍ

T‐IGR(ng.mnんど)
(減少率)

河

土
019■ 002 027± 003

図4 1nsulin 2u/kg刺激時における術前,MucOsal

antrectomy後,SPVttMA後 の血清gastrin値の

経時的変化

*Pく 001
キ*P<005

1 0 5 1 2 0 ( r n i n )

( M t t  S  E )
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と,そ れぞれ53.1%,59.3%の 減少率を示した(表2),

Insulin低血糖刺激時の血清 gastrin値:Insulin低

血糖刺激時の血清 gastrin値は,術前 と比較して,幽門

洞粘膜切除術後では刺激開始75分日以降で,SPV十

MA後 では45分日以降で有意な減少を示 し (図4),

HGRは ,幽 門洞粘膜切除術後で0.44±0,01ng・min/

ml,SPVttMA後 で0.55±0.04ngomin/mlと,術前の

5.77±0.45ng・min/mlと 比較して,それぞれ92.3%,

90.5%の 減少率を示 した (表2).

肉汁エキス刺激時の血清 gastrin値:肉汁エキス刺

激時の血清 gastrin値は,術前 と比較 して,幽門洞粘膜

切除術後,SPVttMA後 とも刺激開始直後より有意な

減少を示 し (図 5),T‐ IGRは 幽門洞粘膜切除術後で

0.19±0.02ngomin/ml,SPVtt MA後 で0.27±0.03

ng,min/mlと ,術 後 の3.85±0.32ng・min/mlと 比較

して,そ れぞれ95.0%,93.0%の 減少率を示した。(表

2 ) .

3.胃 排出能検査

Bariumに よる胃排出能検査 :術前,幽 門洞粘膜切

除術後,SPVtt MA後 とも,胃 内の bariurnは経時的

図 5 肉 汁エキス刺激時における術前,MucOsal

antrectomy後,SPVttMA後 の血清gastrin値の

経時的変化

（
草
Ｅ
ヽ
的
住
）

Ｃ
ｏ
一や
嘔
」
や
Ｃ
０
０
Ｃ
０
０
　
Ｃ
モ
や
り
”
的
　
Ｅ

Ｄ
ｔ
Ｏ
り

a Mucosal
antrectomyfi

PVtt MA後

キP<001
■ネP<005

9 0  1 0 3 1 2 0  ( m i n )

( M t t  S  E )



24(1020)

に減少し,注入後60分目には,胃内の bariumは 弩隆部

にわずかに残存 しているのみで,そ のほとんどが排出

されていた (図6).

AcetaminOphen法 による胃排出能検査 :術前,幽門

図6 Bariumに よる胃X線 検査 (SPVtt MA後)

図 7 Acetaminophen法 に よ る術 前, Mucosal

antrectomy後 ,SPVttMA後 の胃排出能の比較

選択的近位迷走神経切離術兼幽門洞粘膜切除術に関する実験的研究  日 消外会誌 21巻  4号

洞粘膜切除術後,SPVtt MA後 とも,血清 acetaminO‐

phen濃度は,ほ ぼ parallelに増加し,術前および 2術

式間で差はみられなかった (図7).

硫酸 barium加固形食による胃排出能検査 :固形食

摂取後の胃内容は,術前,幽門洞粘膜切除術後,SPV十

MA後 とも経時的に減少し,投 与後 7時 間目にはほと

んどが排出されていた (図8).

4.胃 十二指腸運動

幽門洞粘膜切除術後の胃十二指腸運動 :図 9は 幽門

洞粘膜切除術施行後,force transducerを装着 し,約

2週 間経過 した時点の胃十二指腸運動の記録を示 して

いる。食餌摂取により,小 収縮波の連続するdigestive

pattern(以下 DP)が 出現し, これは食餌摂取後約11

時間目ごろまで続いた.そ の後,強 収縮波の連続する

5負妊又箱音翔](interdigestive Eligrating cOntractions i

IMC)と ,休 止期 とが繰 り返 しみられるinterdigestive

pattern(以下 IP)に移行した。また IMCは 胃体部,

幽門部,幽 門輪および十二指腸の各誘導で,ほ ぼ同調

して出現した。

図8 国 形食による胃X線 検査 (SPVttMA後 )
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目 体 部

幽 門 部

幽 門 輪

十二指腸

Time(hour)

胃 体 部

幽 門 部

幽 門 輪

十二指腸

図 9 Mucosal antrectomy後 の胃十二指腸運動

(paper speed lmm/min)
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図10 SPVttMA後 の胃十二指腸運動

(paper speed lmm/min)

胃 体 部

幽 門 部

幽 門 輪

十二指腸
Time(hour)

胃 体 部

幽 門 部

幽 門 輪

十二指腸

Time (hour)l

SPVttMA後 の 胃十 二 指 腸 運 動 :図10はSPV十

MA施 行後,force transducerを装着し,約 2週 間経

過 した時点での胃十二指腸運動の記録を示している。

食餌摂取により小収縮波の連続するDPが 出現 し,そ

の後18時間 目ごろよりIMCが 出現 しIPへ の移行が

認められたが,休止期にも不規則な収縮波が出現した。

5。切除幽門洞粘膜内 gastrin値

切除幽門洞粘膜中央部の粘膜内gasttin値は,

9,448±2,11lng/gow.w.であるのに対して, 日側断端

では66.1±22.2ng/gtw,w。と有意に低値を示した。

6.体 重測定,食 餌摂取量および糞便の観察

食餌摂取量は術後徐々に増加し, 4週 間後 (検査開

始時)に は術前 と同量の国形食を摂取可能 となった。

体重は術後一時的に減少したが,食 餌摂取量の増加に

伴って術前の体重に戻った。糞便の観察で,下 痢,脂

肪便などの便通異常は認められなかった。

7.剖 検

剖検では吻合部の狭窄や残胃の拡張は認められず,

粘膜にも潰瘍形成などの所見は認められなかった (図

11).
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切除胃所見 1吻合部の狭窄や残胃の拡張はな

粘膜にも漬瘍形成などの所見は認められなかっ

IV.考  察

十二指腸潰瘍に対する胃切除術の際に幽門粘膜を抜

去する方法は,1918年 Finsterer3いにより示唆 され,

1926年Wilmanns3のにより最初に施行 された.1965年

Kirk3ゆはwilmannsの 方法を応用 し,十二指腸漬瘍患

者に対して胃,十 二指腸を切除することなく,幽 門洞

粘膜切除術に迷切術 とHeineke‐Mikulicz型幽門形成

術を加える術式を考案した。1975年までに彼3"は,胃潰

瘍および十二指腸潰瘍患者129211に対 してこの方法を

施行し,胃 漬瘍患者 1例 に再発をみたのみであった,

しかし術後の総合評価を Visick変法で行 うと,grade

3,4に 入るものが129例中21例 (16.3%)に みられ,そ

の主原因は食後の腹部膨満感,嘔 気, 胃部不快感など

の胃内容停滞症状4のでぁった,1977年 Kronborg41)は

十二指腸潰瘍患者 7例 に対して,幽門形成術を加えず,

胃幽門部前壁で大弯線に沿い加えた切開口より幽門洞

粘膜を切除し,これに SPVを 加える方法を試みた。術

後の減酸率は BAOが 86%,PAOが 70%と 良好で,潰

瘍再発は 1例 もみられなかったが,手 術操作により生

ずる数豪のため, 7例 中 5例 に胃内容停滞がみられ,

その うち 2例 に再手術を必要 とした。

その後しばらく幽門洞粘膜切除術に関する報告はみ

られなかったが,1983年 Beckerら 42jは胃横切離を行

うことにより幽門洞粘膜切除術を施行し,これに SPV

を付加 した後,胃 排出能に関する詳細な検討を行い,

幽門洞粘膜切除術が十二指腸漬瘍に対する手術術式 と

して有用であると述べている。

著者はこの成績に注 目し, 胃横切離による幽門洞粘

膜切除術十SPVを 施行し,胃 内外分泌,胃 排出能,胃

選択的近位迷走神経切離術兼Ltl門洞粘膜切除術に関する実験的研究  日 消外会誌 21巻  4号

‐１

く

た

図 十二指腸運動および術後後遺症について検討し,十 二

指腸漬瘍に対する外科療法として有用であるか否かを

実験的に明らかにしようとした.そ の結果, 胃外分泌

機能は SPVtt MA後 で MAOが 77.7%,IAOが 100%

と良好な減酸率を示 し,胃内分泌機能は SPVttMA後

で I‐IGRが 90.5%,T‐ IGRが 90.3%と 良好な減少率を

示 した。V ttA後 の減酸率について,Kooら 'は MA0

が68.8%,香 川ら11)はMAOが 72.8%,IAOが 92.1%,

松原 らりは IAOが 92%で 漬瘍再発がなかった として

おり,ま た渡部4めは T_IGRの 減少率について,広 範胃

切で86.8%,VttAで 95.5%と している。したがって

SPVtt MAは ,胃 内外分泌の面からみてす ぐれた術式

であることがわかった。

白鳥40は胃横切離後の胃運動について,胃の1/2附近

より幽門輪から1 5cmま での間での横切離では,幽 門

輪部の内圧が正常より高くなり,排 出障害の発生が考

えられると述べている。これに対 して Fergusonら 4ゆ

は, 胃を横切離しても幽門洞枝を温存すれば,排 出障

害は起 こらないと報告 している。また Bediら 4いは筋

電図を用いた研究で,幽 門輪より5cm日 側で胃を横切

離 しても,層 々吻合で再縫合すれば,術 後 4～ 14日で

pacesetter potentialの伝達が回復 し,光顕 レベルの観

察でも縦走筋の接続が回復し,神 経の変性もみられな

かったと報告 している。

教室の巾4のはstrain gauge force transducerを用い

て,正 常犬および SPV後 の胃十二指腸運動を報告 し

ている。それによると,正 常犬では食餌摂取後に小収

縮波の連続するDPが 出現し,その後11時間 目頃より,

IMCと 休止期 とが繰 り返 しみられるIPに 移行すると

述べてお り, この成績は幽門洞粘膜切除術後の成績 と

ほぼ同じであった。また SPVttMA後 の IMCの 出現

時間は正常犬や幽門洞粘膜切除術後よりも長 く,食 餌

投与後18時間 目頃であった。巾4つは sPv後 では DPの

持続時間は正常犬に比べ延長 し,食 餌摂取後約17時間

目頃よりIPへ の移行がみられたと述べている.し た

がって SPVttMA後 の DPの 持続時間の延長は SPV

の影響であると考えられる。

SPVttMA後 は IPに 移行後,休 止期にも不規則な

小収縮波が出現したが,幽 門洞粘膜切除術後にはみら

れなかったことより,こ れは SPVに よる変化である

と考えられる。宮島
4ゆは迷切術後の胃運動機能を筋電

図により検討 し,迷 切術後に発現するdysrhysmiaの

正常への回復は,SPVが 最 も早いと報告 してお り,

SPVttMA後 の休止期の不規則な小収縮波も,時 間の
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経過 とともに正常に回復すると考えられる.

著者は流動食および固形食で胃排出能を観察 した

が,術 前,幽 門洞粘膜切除術後,SPVttMA後 ともに

同程度の胃排出能を有 しており,force transducerに

よる胃運動曲線の成績 と一致した所見であった。 こ れ

は Bediら4ωも述べているように,胃 横切離後の縫合

が層別に行われていることにより,縦 走筋の接続が回

復 したためと考えられる。

著者の術式では,幽 門洞粘膜が幽門輸より約lcm残

存しているため,潰瘍再発が懸念されるかもしれない。

しかし, Palumboら
49)は十二十旨腸潰瘍患者611イ列ヤこ対

して SPVttdittal antrectomy(幽門洞の約2/3切除)

を施行し,漬 瘍再発率は0.6%であった としてお り,

Alndrupら 50)ャまsuprapyloric antral resection“こおもヽ

て,幽 門洞粘膜を2cm残 しても減酸率は良好であった

と報告 している。また著者の成績でも,血清 gastrin反

応が低値に抑えられていることより,lcm程 度の幽門

洞粘膜の残存は,潰 瘍再発を論ずる際には問題になら

ないと考えられる。また著者が用いた pH meterに よ

る胃底腺 ・幽門腺境界判定後の幽門洞粘膜切除術は,

中間帯を含めて十分切除されている。 こ れは切除幽門

洞粘膜 日側断端の gastrin値が低値であったことによ

り裏づけられていると考えられる.

SPVttMA後 には幽門洞枝が残存 し,幽 門形成術を

加えていないため,幽 門輪機能が温存されているもの

と考えられ,生 理的な手術であると思われる。また残

胃が大きいため,食 餌摂取量が比較的早期から増加す

ると考えられ,そ れにともない,体 重も増加すると考

えられる。迷切術後の下痢の発生原因は,自鳥ら51)によ

れば,迷 切により消化液分泌機能の失調が起こり, さ

らに胃液が低酸～無酸になるために腸内細菌叢に変化

が起こり,腸 内容の異常醗酵が生ずるためであるとさ

れている。しかしSPVtt MA後 は肝枝,腹 隆枝の温存

による効果に加え,幽 門洞枝も温存されているため,

より生理的な胃運動や胃排出能が保たれ,か つ胃酸分

泌が極端に抑制されないため,下 痢,脂 肪便などの発

生頻度は低いものと考えられる.

剖検においては吻合部の狭窄や残胃の拡張が認めら

れなかった。このことより,胃 からの食物の排出は良

好であると考えられ,ま た粘膜には漬瘍などの所見が

みられなかったことより,粘 膜の血流は十分に保たれ

ているものと考えられる。

V . 結 語

著者は十二指腸潰瘍 の手術療法 に対す るSP V十
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MAの 有用性 と胃内外分泌機能,胃 排出能,胃 十二指

腸運動および術後後遺症の面より検討し,以 下の結果

を得た。

1.Histalogお よび insulin低血糖刺激時の胃酸分

泌量は,SPVttMA後 でそれぞれ77.7%,100%と 著朔

な減酸率を示した。

2.Insulin低血糖および肉汁エキス刺激時の血清

gastrin反応 は,幽 門洞 粘膜切 除術後 でそれ ぞれ

92.3%,95.0%,SPVtt MA後 でそれぞれ905%,

93.0%と 著明な減少率を示した。

3.Barium,acetaminophen法 およびbariuIIl加固

形食による胃排出能検査で,流 動食および固形食に対

する胃排出能は,術 後 と同じように幽門洞粘膜切除術

後,SPVttMA後 とも良好に保たれていた。

4.胃 十二指腸運動は,幽門洞粘膜切除術後では正常

大に類似 した波形を,SPVttMA後 では SPV後 に類

似 した波形を示した,

5.術 後の食餌摂取量は徐々に増加し,術後 4週 目ご

ろには術前 とほぼ同量の国形食が摂取可能 となり,食

餌摂取量の増加にともない体重は増加した。実験期間

中は,下 痢,脂 肪便などの便通異常は認められなかっ

た。

6.音 J検では吻合部の狭窄,残 胃の拡張,潰 瘍形成な

どの所見は認め られなかった,

7.以 上の ことより,SPVttMAは 十二指腸潰瘍 に

対 して有用な手術術式 とな りうることが明らかにされ

た。

本論文の要旨は,第 85回日本外科学会総会 (1985),第26

回日本消化器外科学会総会 (1985),第18回胃分泌研究会

(1986),第28回日本平滑筋学会総会 (1986),第28回日本消

化器病学会大会 (1986), 8th Worid Congress of Cas‐

troenterology(1986), lst Joint COngress of JapaneSe and

Korea Section of CICD(1987),第16回迷切研究会 (1987)

において発表した。
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