
日消外会誌 24(3):788～ 797,1991年

選択的近位迷走神経切離術兼幽門洞粘膜切除術における

幽門洞粘膜温存範囲に関する実験的検討

順天堂大学医学部外科学教室 (外科学第 1)(主 任 :和原 宣 教授)

和   原    敬

選択的近位迷走神経切離術兼幽門洞粘膜切除術 (selective prOximal vagOtOmy with mucosal

antrectomy:SPVtt MA)は ,幽 門輪近 くで吻合を行 うと胃内容排出能障害がみられる。 こ れを予防

するには,幽 門洞粘膜をできるだけ温存すればよい。一方,温 存範囲を広 くすれば,十 分な減酸が得

られない。そこで,幽 門洞粘膜温存範囲と減酸 との関係をみるために,イ ヌを用いて幽門洞粘膜の温

存範囲を幽門輸よりlcm,2cmお よび3cm温 存の 3群 に分け,術 前,MA後 および SPVttMA後 に冒

内外分泌機能検査および胃排出能検査を行い,比 較検討した.

SPVtt MAに おいて,3cm温 存群で術後高 gastrin血症が見られたが,MA0 46.6%,IA0 90 o%

と十分な減酸が得られた。また胃排出能検査において,液 体および固体の胃排出能は満足すべきもの

であった。 し たがって,幽 門輪よりできるだけ遠位で吻合を行 うという見地より,幽 門洞粘膜温存範

囲は幽門輪より3cmま で温存することが可能であると考えられる。

Key words: selective proximal vagotomy with mucosal antrectomy, duodenal ulcer surgery, gastric
endo-exocrine function, the extent of antral mucosal preservation

I . 結 言

十二指腸潰瘍に対する手術術式 として,わ が国では

おもに広範囲胃切除術(以下広胃切),迷 走神経切離術

兼幽門洞切除術 (vagotomy wtth antrectomy:V十

A),迷 走神経切離術兼幽門形成術 (vagotomy with

pyloroplasty:V ttP),選択的近位迷走神経切離術土

幽門形成術 (selective proximal vagOtOmy with Or

without pyloroplaty t SPVttP)が施行されている。

しかし, これらの術式はいずれも,潰 瘍再発および術

後合併症の面で多 くの問題を有している。すなわち,

減酸効果の面では迷走神経 と幽門腺領域を切除す る

V tt All―りが最 も優れ,迷 切後に問題 となる胃内容停

滞,体重減少では SPVttPい つが,また早期ダンピング

症候群,下 痢では SPVの みl18)～11)が
優れている。この

両者の利点を取 り入れた術式 として,佐 藤12jは
選択的

近位迷走神経切離術兼幽門洞粘膜切除術 (selective

proxilnal vagotomy with mucosal antrectomy:

SPVttMA)を 胃内外分泌および胃内容排出の面から

検討し,そ の有用性を報告している。しかし,臨 床応
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用例1ゆでは減酸効果の面で優れるものの, 胃内容排出

障害がみられた。これは幽門輪近 くで吻合が行われて

いるため,吻 合部狭窄が原因と考えられ, 胃内容停滞

を防ぐため幽門輪 と吻合部 との間に,あ る程度の距離

をお く必要 があると思われ る.本 研究の 目的 は,

SPVttMAの 幽門輪 よりできるだけ遠位で十分な吻

合を行 うために, 胃内外分泌機能および胃排出能の面

から幽門洞粘膜の温存範囲を検討することである。

II.対 象および方法

1.対 象

対象は体重100～ 13.Okgの雌雄雑種成犬15頭を用

いた。

2.方 法

1)全 胃痩犬作成法

イヌを pentObarbita1 25mg/kgで麻酔後,上 腹部正

中切開にて開腹 し, 胃体部大弯前壁に夏目製作所製イ

ヌ用 トーマス型金属カニューレを挿入し,左 上腹部の

皮膚に固定 した.全 胃慶犬を作成 した後, 3週 日以降

に胃内外分泌機能検査および胃排出能検査を行った。

2)幽 門洞粘膜切除術

術前検査終了後,幽 門輪よりlcm,2cmお よび3cm

にわた り幽門洞粘膜 を温存 した幽門洞粘膜切除術
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(MA)を 行い,幽 門洞粘隈の温存範囲によって実験群

を 3群 に分けた。幽門洞粘膜切除術のための胃底腺 ・

幽門腺境界線の決定は,あ らかじめ histamine lmgを

注射した後,10分 後に経内視鏡的に congO redを散布

し,黒 変部を胃底腺領域 と判定し行った。この境界線

から2cm口 側より,環 状に幽門輪に向かって筋層を素」

離 した.こ の際,Latattet神経を損傷しないように注

意した。幽門洞粘膜の切除範囲は, 胃底腺 ・幽門腺境

界線から幽門輪よりそれぞれlcm,2cmお よび3cm口

側までとした。境界線を中山式胃腸縫合器を用いて切

離した後,幽 門側を切離し,そ の断端 口径に合わせて,

3 0 Dexonにて粘膜を 1層 で連続縫合した (Fig.1).

これを筋層で被覆す る際,余 った筋層を断端 より約

3cmに わた り輪状に切除し,奨 膜筋層の日側断端 と4

-0絹 糸で結節縫合した.

MA術 後 3週 目以降に術前 と同じ検査を行った。

3)選 択的近位迷走神経切離術

上記の諸検査終了後,選 択的近位迷走神経切離術

(SPV)を 行った。その方法は奨膜筋層吻合部より口側

の迷走神経 胃体部前後枝を血管 とともに結熱切離 し

た。さらに胃底腺領域の胃に分布する神経切離を確実

に行 うために,噴 門部からHis角 にかけて腹部食道か

ら噴門部前後壁の神経枝 (副枝)を 切離 した。この際,

Latattet神経および前後迷走神経本幹の損傷がない

よう十分に注意を払った。

SPV術 後 3週 日以降に術前 と同じ検査を行った。
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4)術 前術後検査項 目

(1)胃 内外分泌機能検査

①胃液採取法および血清gattrin値測定のための採

血法

イ ヌヤま検査開始24時間前iよ リキもイ筆とし, Pavlov

standに固定後, カニューレより約36℃の生理食塩水

約250mlで胃内を十分に洗浄し,30分放置した。つい

で,胃液採取法は,刺激開始の30分前より刺激後120分

にわたり,15分 ごとにカニューレより自然滴下する胃

液を採取した。

血清gastrin値預J定のための採血法は,四 肢のいず

れかの末補静脈より,刺激開始の30分前より刺激後120

分にわたり,15分 ごとに採血した。

②胃外分泌機能検査

H i s t a m i n e 刺激 に よる冒液 分泌 : H i s t a m i n e 刺

激1つは80″g/kg/hrを120分間持続点滴した。刺激開始

後6 0 分間の 胃酸分泌量 をm a x i m a l  a c i d  o u t p u t

(MAO)(mEq/h)と して表した。

Insulin刺激による胃液分泌 :insulin刺激はinsulin

2u/kgl'を生理食塩水20mlに 溶解し,こ れを2分 かけ

て静脈注射した.120分 間にわたり採液し,そ の30～90

分の60分間にわたる胃酸分泌量をinsulin acid output

(IAO)(mEq/h)と して表した。

③胃内分泌機能検査

空腹時血清gastrin値 (basal gastrin:BG)(pg/

ml):血 清 gastrin値の預J定はミドリ十字社製ガス ト

Fig. 1 The extent of preservation of the antral mucosa during mucosal

antrectomy. Three groups were examined, in which 1cm, 2cm, or 3cm of antral

mucosa (a.m.) was preserved. The range of a.m. preserved was comparable to

the size of the anastomosis.

Fundic-antral

range
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り作成した標準曲線に基づいて行った。

②団体による胃排出能検査

硫酸バ リウム加図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飼料を用いた。そ

の100g中の成分は鮪肉,水分からなり,蛋 白質20g,脂

肪1.5g,繊維質1.Ogお よび灰分2.Ogを含んでいる。イ

ヌを24時間絶食後,上 記固形食10g/kgに 100%硫 酸バ

リウム造影剤30mlを 加え,十 分に撹絆したのち,経 口

摂取 させた.摂 取直後, 1時 間, 4時 間および 7時 間

後に背臥位にて胃X線 撮影を行い,胃内容の排出状況

を観察 した。

5)術 後検査頃 目 (剖検)

すべ ての検 査 が終 了 した後,イ ヌを致死 量 の

pentobarbital投与にて屠殺 し,残 胃の観察を行った.

6)統 計処理法

得られた測定値は平均値土標準偏差 (M ttS.D)で表

した。統計処理はすべて t検定により行い,危 険率が

5%以 下の場合を有意差あ りとした。

III.成   績

1.冒 外分泌機能検査

1)Histamine刺 激による胃液分泌

MA群 ではlcmお よび2cm温 存群ではほぼ全経過

を通 じて有意な減酸が得 られた。しかし,3cm温 存群

では刺激後30分まで減酸を示 したものの,45分 以降は

術前 との間に有意差を認めなかった。SPVの 追加によ

り,3cm温 存群でもlcm,2cm温 存群 と同じように,

MA群 よりも優れた減酸が得 られた(F七.2)。 これら

の MAOの 減酸率はおのおの55。9%,53,9%,44.6%

であった (Table l).

2)Insulin刺激による胃液分泌

すべての MA群 で,刺激後15分から90分にかけて有

意な減酸がみられた.と くに幽門洞粘膜の温存範囲が

小さいものほど, このピークが低下し,優 れた減酸が

得 られた.さ らに SPVの 追加によリピークは消失 し,

insulin刺激による胃酸分泌はほ とん ど認め られな

かった (Fig.3).IAOの 減酸率は,お のおの100%,

94.7%,90.0%と 著明な減酸が得 られた (Table l).

2.胃 内分泌機能検査

1)空 腹時血清 gastrin値 (BG)

MA群 では,幽 門洞粘膜の温存範囲が小さくなるに

つれ,血 清 gastdn値 が低下した。SPVを 追加するこ

とにより,gastrin分泌反応はlcm温 存群では29。lpg/

mlと 術前対照群より減少し,2cm温 存群では44.8pg/

mlと ほぼ同等,3cm温 存群では55.3pg/mlと 増加 し

リン1125キットを用 い,二 抗 体 法 に よ るradioim。

munoassay法 で測定 した。また,標 準母液の希釈は

12.5pgまで行い,標 準曲線を作成 した。BGは 刺激開

始30分前より15分ごとに 2回預J定し, この 2回 の平均

値を用いた。

Insulin刺号談″こよるIlll折寺gastrin値 :Insulin 2u/kg

低血糖刺激による血清 gastrin値は,刺 激後15分ごと

に120分値まで測定した。その30分から90分までの 1時

間の値で,BGよ り高値を示 した各分画の総和を insu‐

lin刺激後 の血 清 gastrin反応 (integrated gastrin

response:I‐IGR)(pg.min/ml)と して表 した。

肉汁エキス(test meal)刺激による血清 gast高n値 :

肉汁エキスは Campbell社 製 beef brOth 100mlを用い

た.そ の成分は100ml中 に蛋自質3.2g,脂 防1.4gお よ

び炭水化物4.4gを 含んでいる。肉汁エキス刺激による

血清 gastrin値は,刺 激後15分ごとに120分値まで測定

した。刺激開始後から60分までの 1時 間の値で,BGよ

り高値を示した各分画の総和を test meal刺激後の血

清 gattrin反応 (T‐IGR)(pg.min/ml)と して表 した。

(2)胃 排出能検査

①液体による胃排出能検査

硫酸バ リウム造影剤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 酸パ リ

ウム造影剤30mlを と入した。注入直後,15分 ,30分 ,

60分後に背臥位にて胃X線 撮影を行い,バ リウムの排

出状況を観察した。

Acetaninophenに よる胃排出能検査1いi試験食 と

して森字L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 溶解 したものを用いた。そ

の成分は ミルク100g中 に蛋 自質39.5g,脂 肪38.Ogお

よび炭水化物13.Ogを含んでいる。イヌを24時間絶食

後,上 記試験食に acetaminophen 1 5gを 十分に溶解

し,経 口摂取させた。採血は投与前,投 与後15分ごと

に120分まで行った。血清 Acetaminophen値 の測定は

Dye methodlのにより行った。すなわち,血 清1.Omlに

Na2S03‐Na2S04 1・Og,130%isoamyl alcoh01含 有

ethylene dich10ride 6.Omlおよび蒸留水1 0mlを 加え

た。これを自動振盪器に10分間かけた後,25℃ ,3,000

rpmで 5分 間遠心分離した。遠心分離により得 られた

ethylene dich10ride)冒3.0■11ヤこdiphenylpicrylhydr‐

azy1 0.15mgカロethylene dich10ride l.Omlを力ロンを,

60℃で 1時間加温 した。この後,spectrometerにより

527nlnの波長における吸収量を減↓定 した。ただし,血

清 acetaminophenの決定は,あらかじめ標準母液によ
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Histamine 30μ g/kg/h

in acid output following stimulation by SOpglkglh of

Histamine 80μ o/kg/h
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3)肉 汁エキス刺激による血清 gastHn分 泌反応

MA群 では,幽 門洞粘膜の温存範囲が小さくなるに

したがって,血 清 gastrin分泌反応が低下 した。SPV

を追加することにより,gastrin分泌反応はlcm温 存

群では0 27pg.min/ml,2cm温 存群では0.81pg,min/

ml,3cm温 存群では1.86pg min/mlと I‐IGRと 同じ

ような傾向であった (Fig.5,Table 2)。

3.胃 排出能検査

1)液 体による胃排出能検査 (Acetaninophen法 な

らびに硫酸バ リウム造影剤)

MA群 および SPVtt MA群 のすべてで,良好な胃内

容排出が得られた,術 前群 と比較 しても,胃 の排出状

況に明かな差は認められなかった (Fig.6,7)

2)団 体による胃排出能検査 (硫酸バ リウム加国形

食):MA群 では,胃 の排出状況に明かな差は認め ら

れなかった。しかし,SPVttMA群 では幽門洞粘膜の

温存範囲が小さいものほど,胃内容の排出が悪 く,2cm

温存群まで胃内容停滞の傾向が見 られた.し かし,

SPVtt MA 3cm温 存群では胃の収縮運動に優れ,十分

な排出が認められた (Fig.8).

4.剖 検

剖検ではいずれの群においても,残 胃粘膜に漬瘍形

成やびらんは認められなかった.SPVtt MA群 の幽門

洞粘膜の温存範囲が小さいものでは,吻 合部の狭窄や

残胃の拡張傾向を示すものも見 られたが,3cm温 存群

Fig. 2 The changes
histamine

X==x CONTROL

。― MA:3 crn
A――A MA:2 cm

ぃ‐…MA: l cm

n = 5

( M と5 D )

0 15 30 45 60 75 90 105

Table I Gastric exocrine function

MAO: maximal acid

stimulated acid output

ヤP < 0 0 5
Ⅲ・P < 0 0 1

output, IAO: insulin‐

た (Table 2).

2)Insulin刺 激″こよるItl弾ヨgastrin分彰必反応

MA群 では,幽 門洞粘膜の温存範囲に応じて,血 清

gastrin分泌反応が低下した。また,SPVttMA群 でも

同じように,gastrin分泌反応はlcm温 存群では0.44

pg.min/mlと術前対照群より減少し,2cm温 存群では

0.66pg.min/mlとほぼ同等,3cm温 存群では1,00pg,

min/mlと 増加した (Fig.4)。こうした変化は BGよ

りも大 きかった (Table 2).

に=kCONTROと

T  -5PV+MA:

n=5

M  A SPV tt MA

lcm 2cm 3cm l cm 2cm 3cm

MAO
(巾Eq/h)

22.13

と109

16128

■140

( 2 6 . 4 )

．７．４‐　帥　２‐．３＞

18.77

■065

( 1 5 . 2 )

9170

と069

( 5 6 . 2 )

10,53

■025

( 5 2 . 4 )

11.82

と077

( 4 6 6 )

IAO
(巾Eq/h)

9.09

±059

4 . 0 1

1079

( 5 5 , 9 )

4.19

=038

( 5 3 9 )

5.04

■029

( 4 4 . 6 )

車０
　

０

0.48

■015

( 9 4 . 7 )

0 . 9 1

■017

( 9 0 0 )



52(792) SPVtt MAに おける幽門洞粘膜温存範囲 日消外会誌 24巻  3号

部前壁で大弯線に沿って切開口を置き,幽 門洞粘膜を

切除する術式であった.に 指腸漬瘍息者 7例 におけ

る減酸率は,BA0 86%,PA0 70%と 良好で,漬 瘍再

発は見られていない。 しかし,手 術操作による叙襲の

ため, 5471に胃内容停滞が見られ, うち 2例 に再手術

が必要であった。その後 Beckerら 1"は
,胃横切離を行

い,環状に幽門洞粘膜を切除する方法で SPVttMAを

行い, 胃排出能に関する検討より胃内容停滞の問題を

解決した。さらに,佐 藤lりはイヌを用いて SPVtt MA

(幽門洞粘膜を幽門輪よりlcm温 存)後 の胃内外分泌,

胃排出能,胃 十二指腸運動について検討し, この術式

の有用性を報告 している。しかし,臨床応用例10におい

て胃内容排出障害が見られ,そ の原因は吻合部が幽門

輪に近すぎるため,吻 合部に狭窄をきたしたためと推

定 している。このように, この術式は減酸には優れる

ものの,胃内容排出障害が問題 となることがわかった。

そこで,幽 門輪よりできるだけ遠位で吻合を行 うこと

により, 胃内容排出障害を解決しようと考え,胃 内外

分泌機能および胃排出能の面から幽門洞粘膜の温存範

囲について検討した。

SPVttMAに おいて,SPVの 特性 として,幽 門洞

枝,肝枝および腹腔枝のほか,幽 門輸機能も温存され,

生理的な胃内容排出が保たれている。このことは,い

ずれの群においても十分な胃排出能を示していること

からも明かである。 しかし,幽 門洞枝が保存されるも

のの幽門洞の大部分で除神経 されるような症例では,

胃の押しだし機能,す りつぶし機能が損傷され, 胃内

容停滞が起こるとする意見2いもある。臨床的にもSPV

Fig. 3 The changes in acid output following stimulation by 2u/kg of insulin
mEq/15 min ,:, CONTROL mEq/15 min ,:.coNTRoL

Table 2 Gastric endocrine function
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ではこうした所見は認め られなかった (F七.9) .

I V , 考 察

十二指腸漬瘍に対す る外科的治療 として,広 胃切の

ほか各種迷走神経切離術が盛んに行われている。 こ の

中で,V ttAは減酸効果の面で優れ,術後再発潰瘍の発

生が低率である反画,術 後数か月に及ぶ胃内容停滞が

問題 となっている。一方,最 近盛んに行われている

SPVは 胃内容停滞が少ない反面,減 酸効果が悪 く,術

後再発潰瘍の発生も高率である。このような V tt Aと

SPVの 欠点 を相補 う術式 として注 目されたのが

SPVttMAで ある。この術式を最初に報告 したのは

Kronborglゆである.このとき行われた MAは ,胃幽門

0 15 30 45 60 75 90 1o5 120
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術直後の目内容停滞は珍しいことではないが,時 間経

過 とともに改善 し,問 題になっていない。 さ らに, 胃

横切による胃内容排出障害の可能性について,Fer‐

gusonら
21)はLtW門洞枝の温存により排出障害は起 こら

ないと報告 している。石川 ら2分は臨床的にSPVに 胃

53(793)

横切を加える術式について報告しているが,SPV単 独

に比較 して減酸効果が優れ,術 後に胃内容排出障害は

見られなかったと述べている。Yoshidaら2のが幽門輪

を横切る迷走神経の分枝の存在を明らかにしたことよ

りみて,幽 門洞枝の支配する幽門輸から3cmに わたる

Fig. 4 The changes of serum gastrin levels following stimulation by 2u/kg ol

insulin

レ・″レ
A.ミ

.↓ 去 _L、 ‐ 」

・‐‐・CONTROL        n‐ 5
-SPV+MA:3cm   (MiSD)

`Ⅲ……SPV+MA1 2cm
いや"SPVttMA l l cm

0 1 5 3 0 4 5 6 0 7 5 9 0 1 0 5 1 2 030 45 60 75 90

Fig. 5 The changes in serum gastrin levels following stimulation by a test meal
(beef broth)

pg/ml Pglmt

・―=iCONTROL

一 SPV+MA:3cm
Ⅲ…Ⅲ'‐SPV+MA1 2cm
・―・… SPV+MAl lcm
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n = 5
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Fig, 8 Gastric emptying asseNed by barium meal.
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Fig. 6 Gastric emptying in relation to serum acetaminophen concentration.
Each group shows good emptying.
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Fig. 7 Gastric emptying assessed by liquid BaSO..
Liquid evacuation after SPV+MA (Zcm and 3
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Fig. 9 A canine stomach after SPV*MA with 3

cm preserved. The gastric mucosa was intact and

without ulceration or erosions. In addition,

stenosis of the anastomosis or dilatation of the

residual stomach were not observed.

幽門洞の温存が排出機能を保持するうえで重要である

と考えられる。

Castrin産生の場である幽門洞粘膜の温存範囲につ

いて,Palumbo2つは sPvttdistal antrectomy(幽門洞

の約2/3切除)を十二指腸潰瘍患者611例に行い,06%

に不完全迷切による吻合部漬瘍を認めている。また,

Amdrupら 25)ャまSV ttsuprapyloric mucosal

antrectomyにおいて,幽 門洞粘膜を2cm温 存 しても

減酸効果は良好であったが,胃 排出能が多少低下した

と報告 している。 こ のように,幽 門洞粘膜の温存が可

能 とする報告がある一方で,MA後 の残存 G cellの過

形成および新生にともない,減 酸効果および血清 gas‐

trin値の減少が妨げ られるとの報告2いもある。した

がって,MAに おいて,幽 門洞粘膜温存範囲はある程

度制限されると考えられる。

SPV術 後高 gastrin血症が見られるが,幽 門洞粘膜

の温存範囲が幽門輪から2cmま での SPVtt MAに お

ぃて,血 清 gastrin値は術前 と同等ないしそれ以下で

あった。しかし,SPVttMA 3cm温 存群では術前より

も血清 gattrin値の上昇が認められたが,そ れにもか

かわ らず MA0 46.6%,IA0 90 0%と 十分な減酸効果

が得 られている。これは迷切により壁細胞の gattrin

に対する感受性が低下したため2のと考えられる。これ

まで報告 された十二指腸潰瘍症例に対するSPV後 の

減酸率は,MAOが 50～70%2め,IAOが 787%2のでぁ

55(795)

り,こ れ らの値 と比較 してもSPVttMA 3cm温 存群

の減酸効果は優れていると考えられる.さ らに常に安

定 した減酸を得 るためには,幽 門洞粘膜の温存範囲が

幽門輪か ら2cmま でが望 ましい と考 え られ る。 しか

し,SPVttMA lcm温 存の臨床例で吻合部狭窄により

胃内容排出障害が見 られた ことより,胃 運動機能を保

持す るうえで,幽 門輪 よりできるだけ遠位で吻合を行

うほ うがよいと考 えられる.こ の場合,当 然3cmよ り

も温存範囲が広 い4cm温 存群では どうか とい う疑間

がでて くる。体重10.0～13.Okgの 雑種成犬において胃

底腺幽門腺境界か ら幽門輪 までの距離 がほぼ6cnし

かないことか ら,あ えて SPVttMA 4cm温 存群は検

討対象 としなかった。SPVttMA 3cm温 存群では,液

体,固 体を問わず,十 分な胃排出能が保たれ,胃 内容

停滞は認められなかった。したがって,SPVttMAに

おいて幽門洞粘膜の温存範囲は,胃 内外分泌機能 も考

慮 して幽門輪 よ り3cmま での温存が よい と考 え られ

る。

本論文の要旨は第22回胃分泌研究会(1990)および第36回

日本消化器外科学会総会 (1990)において発表した.

稿を終えるにあたり,ご校閲いただいた柿原 宣 教授,終

始ご指導ご鞭撻いただいた渡部洋三教授,協 力 して くだ

さった研究室各位,な らびに共同生化学阪西珠実助手に深

謝する。
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Experimental Studies Related to Preservation of the Antral Mucosa During
Selective proximal Vagotomy with Mucosal Antrectomy

Takashi Sakakibara
The First Department of Surgery, Juntendo University School of Medicine

Selective proximal vagotomy with mucosal antrectomy (SPV + MA) is known to disturb the function of gastric
evacuation due to the performance of an anastomosis near the pyloric ring. To prevent this problem, the antral
mucosa should be preserved as much as possible. If too much antral mucosa is preserved, gastric acid output is not
reduced' Dogs were used to investigate the interrelation between the preservation of the antral mucosa and gastric
acid output, a l-cm, 2-cm, or 3'cm band of antral mucosa was preservd, and gastric endo-exocrine function and
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gastric emptying were examined before and after MA as well as SPV * MA. Following SPV * MA with the 3-cm

band of antral mucosa preserved from the pyloric ring, there was hypergastrinemia but a sufficient reduction of

acid production was noted (MAO: 46.6%; IAO: 90.0%). Furthermore, the evacuation of both liquids and solids was

observed to be satisfactory. Therefore, it was concluded that the antral mucosa can be preserved for up to extended

3 cm from the pyloric ring.
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