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胆管十二指腸吻合 ・胃空腸吻合術後胃癌の 1例

旭中央病院外科,・聖路加国際病院病理

田中 信 孝  登   政 和  針 原  康

進藤 俊 哉  斉 木 茂 樹ネ

胆嚢内結石に対する胆嚢摘出術後22年,総胆管結石再発に対する総胆管十二指腸吻合,胃空腸吻合,
Braun吻合より12年にて胃癌の発生をみた63歳男性の1症例を報告した。胃癌は胃空腸吻合部の対側

胃角部にあるIIc早期癌で,組織学的に中分化型腺癌であった。癌巣周辺粘膜は著しい腸上皮化生と萎

縮性胃炎を認めた。胃部分切除後 Roux Y法 にて再建したが,術 後 9年の現在,健 在である。

基礎疾患が胆石症での胃空腸吻合術後胃癌の報告ははじめてと思われるが,発 癌機序として胃空腸

吻合,胆摘あるいは胆管十二指腸吻合に伴う胆汁ならびに十二指腸液の冒内逆流の関与が推定された。

Key words: gastric cancer after gastrojejunostomy, gastric cancer after cholecystectomy,
duodenogastric reflux

はじめに

胆汁を含めた十二指腸液の 胃内逆流 (Duodeno‐

gastric renux;以下 DGR)が 胃癌の発生をいかに修

飾するかにつき,主 として残胃癌,胃 空腸吻合術後胃

癌を対象として種々の検討がなされているll~。
。今回,

胆石症に対する胆摘後22年,胆 管十二指腸吻合 ・胃空

腸吻合術後12年目に胃癌の発生をみた 1例 を経験した

ので,当 科で経験 した胆摘後胃癌の検討 とともに若千

の考察を加えて報告する。

症  例

症例 :63歳,男 性.

主訴 :胃精査.

家族歴 t特記すべきことなし。

既往歴 :1959年,す なわち今回入院より22年前,41

歳時に胆嚢内結石症にて胆嚢摘出術施行さる。さらに

10年後の1969年,総胆管結石症にて胆管十二指揚吻合,

胃空腸吻合,Braun吻 合施行されている。

現病歴 :1978年,貧 血 (HemOglobin,5。4g/dl)の

ため入院治療.貧 血は輸血および鉄剤投与で著明に改

善した。その際,胃 角部に浅い潰瘍を認めるも悪性所

見なし,そ の後半年ごとに胃内視鏡施行していたが,

胃角部に軽度 ビランを認めるのみであった.1981年 4

月,胃 内視鏡検査にて異常指摘され,精 査 目的で入院

となった。
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Fig. 1 X ray examination of stomach with con-
trast media. Presence of gastrojejunostomy with
irregularity of gastric angle was shown.

入院時現症,検 査所見 :体格中等度.栄 養良好.貧

血,黄 痘なし.上 腹部に 2条 の手術創を認めた。検血,

検尿,一 般生化学検査などに特記すべき異常所見はな

かった。

胃透視および内視鏡所見 :胃 X線 検査では胃角部

の不整像 と胃角部後壁大弯寄 りの胃空腸吻合像がみら

れた (Fig。1).内 視鏡検査で胃角部に IIc様病変がみ

られ,生 検で中分化腺癌 と判定された。

内視鏡的逆行性胆道膵管造影 (ERCP)所 見 i肝外胆

管の拡張と総胆管内結石の存在,造影剤の胆管十二指腸

吻合 コよりの十二指腸への流出がみられた(Fig。2).
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Fig. 2 Endoscopic retrograde cholangiopan-

creatography shows effiux of contrast media into

both duodenum and stomach through choledo-

choduodenostomy.

Fig. 3 A scheme of operative procedures. Partial
gastrectomy was performed with reconstruction
of Roux-Y gastrojejunostomy.

手術所見 :結腸前に Braun吻 合併施の胃空腸吻合

が行われていた。胆管十二指腸吻合の狭窄を認めてい

るため,総 胆管十二指腸慶再造設施行し,Fig。3の ご

とく胃部分切除後 ROux Y法 にて再建した。肉眼的に

は HoPOSON。であった。

切除標本 :胃空腸吻合 口より3cm離 れた胃角小弯

側に3.5×4.Ocm大 の IIc様陥凹性病変を認めた (Fig.

4).吻 合部および他の胃粘膜に著変はなかった.

病理組織所見 1癌巣は中分化型腺癌で(Fig.5),深

達度は smで ぁった。癌巣周辺粘膜では著 しい腸上皮

化生(Fig.6),萎縮性胃炎などがみられた。胃空腸吻

合部は 1か所で stump neu五nomaを 認めた以外,特記

すべき変化がなかった。

予後 11990年8月 現在,す なわち胃癌術後 9年 を経

過 しているが,再 発の徴候なく健在である.
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Fig. 4 Macroscopic finding of resected specimen.
An early depressed type of gastric cancer is seen.

Fig. 5 Microscopic finding of the gastric cancer.
Histology was moderately dif ferentiated
adenocarcinoma (H.E. x 10)

Fig. 6  Fundic gland area in the vicinity of cancer‐

ous lesiOn lntestinal metaplasia、vas remarkable

(H.E ×10)

胆管十二指腸吻合 ・胃空陽吻合術後胃癌の 1例
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考  察

胃 。十二指腸潰瘍や幽門狭窄症などの胃良性疾患に

対 す る非 切 除 胃空 腸 吻 合 術 後 の 胃癌 の発 生 は

Beatson5)の報告を晴矢 とするが,良性疾患に対 し胃空

腸吻合術だけを行った症4//1そのものが少ないため比較

的まれであ りこれまで本邦でのまとまった報告 として

は西土井 らりによる11例の集計をみるにすぎない。本

例のごとく,胆 嚢内結石に対する胆摘後の総胆管結石

再発に対し総胆管十二指腸吻合 と同時に胃空腸吻合が

施行されていた症例での胃癌発生の報告ははじめてと

思われ,発 癌機序を考えるうえで興味ある症421と思わ

れた。

胃空腸吻合術後胃癌の発生率は胃切除後膏癌の発生

率と比べ実験的にはより高 くり,臨 床的にはほぼ同等つ

とみなされている。また発生機序に関しては,吻 合口

ならびにその近傍での発癌が多いこともあ り,縫 合な

どの手術操作,癌 発生母地 としての萎縮性胃炎,吻 合

コの gastritis cystica polyposa働などの関連性 ととも

に,十 二指腸液の DGRが もっとも重要な因子 と考え

られているの".胆 汁を含む十二指腸液は胃粘膜障害作

用があることが知られているが,癌 化の過程に主とし

て関与するものが胆汁なのか膵液その他なのかはいま

だ明らかではない1).胃に異所性に開 口せる重複胆管

症例での胃癌発生の報告。は,胆 汁ないし胆汁酸の関

与を示唆する好例であろう。

本邦報告pllolいによると,胃 腸「/」合術後の胃癌の発

現間隔は12年から42年,20年 以上の比較的長期のもの

が 7割 以上を占め, また癌の発生は過半数で吻合部な

いしその近傍に認められている。癌発生が吻合部に多

いこと,発 生間隔が長いことなどは, 胃切除後ではあ

るものの同様の胃空腸吻合である Billroth II法再建

後の残胃癌 と近似している10)11).

本症例の胃癌は胃空腸吻合部対側の胃角部にあ り,

また胃空腸吻合術後よりは12年という短期間に発生し

てお り,特 徴的な胃空腸吻合部癌 とはおもむきを異に

している。十二指腸液の胃内逆流の程度を軽減させる

Braun吻 合が併施 されていたことをもあわせ考える

と,発 癌に胆摘ないし胆管十二指腸吻合の関与も大で

あったと思われた。

近年,胆 汁を主 とする十二指腸液の DGRに よる胆

汁性胃炎は胃切除後よりも胆摘後に多 く発生すること

が指摘されているlの～1。.胆 摘により胆嚢 というreser_

voirの欠如のため,胆 汁が無制御に胃内へ逆流するた

めと解釈される.若 月ら1うによる胆摘後の追跡調査で

Table 1 Cases of gastric cancer
cholecystectomy
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aFter

BIII : Bonmann Il l , pap : papil lary adenocarcinoma,

tubl : well differentiated tubular adenocarcinoma,

por : poorly differentiated adenocarcinoma,

sig: signet ring cell carcinoma,

scir : rinhus carcinoma, al : alive, ded : dead

Table 2 Histological changes in the gastric

mucosa in the vicinity of gastric cancer
after cholecystectomy
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は胃癌発生頻度 (1.3%)は 大腸癌 (022%)の 6倍 で

あったが,胆 摘は胃癌の高危険群ではないとする報

告
l。もある.過 去10年間に当院で経験 した胆摘後胃癌

は本報告例を除 くと8例 であった。その臨床病理学的

事項を Table l,2に まとめた。胆摘から胃切除までの

平均期間は14年,8例 中 64/1で前庭部に癌の局在をみ,

癌の肉眼型はいずれも陥凹型であった (Table l).癌

巣周囲の粘膜所見は,幽 門腺領域,胃底腺領域 ともに,

腺の萎縮,腸 上皮化生がめだち,慢 性炎症所見である

リンパ濾胞の増生をみている (Table 2).胃前庭部は

周知のごとく胃癌の好発部位であるが,胆 摘後胃癌で

は,萎 縮性粘膜や腸上皮化生などの前癌病変ないしな

んらかの理由で傷害された胃粘膜が,慢 性的に逆流せ

る胆汁 と胆汁を含む十二指腸液の相加作用により発癌

の promotiOnを うけた1)ことが想像される。本症例は

胃癌の確定までの 3年 間,半 年ごとに胃角部のビラン

ないし潰瘍性病変を追跡 していたが,経 過中に癌化し

たものと考えられた。

興味あることに,胆摘後胃癌の発生は,Binroth II法

に比べ DGRの 頻度が少な く発癌の riskが低いとさ

れている B』lroth I法再建後残 胃癌の平均発現間隔

Ca並 Age Sex lnterval Location Gros
type

Histologic
type

Prognosis
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13.6年1のときわめて近似 している.胃 空腸吻合術後 胃

癌や Blllroth II法 術後残 胃癌 と,胆 摘後 胃癌や Bil‐

lroth I法術後残 胃癌 とで何故癌の発生間隔に開 きが

あるのかは,現在の所不明である10)。
十二指腸液が問題

とされるならば,一 方は空腸を経由しているのに対 し

他方は直接 胃に最短距離で流入 していることより,接

触部位での胆汁や十二指腸液の濃度,組 成,貯 留状態

などの微妙な差があるのかもしれない。今後の検討が

またれるところである。以上,胆 摘,胆 管十二指腸吻

合,胃 空腸吻合術後に胃癌の発生をみ,発 癌に胆汁な

らびに十二指腸液逆流の関与が強 く示唆 された症例を

呈示 した。現今,総 胆管結石症に対 しこのような術式

採用の機会はきわめて少ないもの と考えられるが,い

わゆる残胃癌あるいは胃癌
一般での発癌機序の解明に

際 し,重 要な手掛か りを与えて くれる貴重な症711と考

えられたため報告 した。
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A Case of Gastric Cancer after Choledochoduodenostomy and Gastrojejunostomy

Nobutaka Tanaka, Masakazu Nobori, Yasushi Harihara, Shunya Shindo and Shigeki Saiki*

Department of Surgery, Asahi General Hospital
*Division of Pathology, S't Lukes International Hospital

A case of gastric cancer in a 63-year-old man is reported. The patient had received a cholecystectomy for

gallstones 22 years previously, and a choledochoduodenostomy and gastrojejunostomy with Braun's anastomosis

for common bile duct stones 10 years later. The gastric cancer was a depressed type of'early cancer, located at the

gastric angle, and was histologically diagnosed as moderately differentiated adenocarcinoma. The gastric mucosa

surrounding the cancer was characterized by marked intestinal metaplasia and atrophic gastritis. The stomach

was partially resected and reconstructed with a Roux-Y gastrojejunostomy. The patient has been well for nine

years. This is probably the first reported case of gastric cancer after gastrojejunostomy among gallstone diseases in

Japan. The present case seems to lend support to the duodeno-gastric reflux theory that bile and duodenal juice

resulting from cholecystectomy, choledochoduodenostomy and gastrojejunostomy, is carcinogenic in the stomach.
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