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実験的膵十二指腸切除後の消化管再建術式と脂肪の

消化吸収および消化管ホルモン分泌動態について

国立仙台病院外科

今 村 幹 雄  山 内 英 生

際十二指腸切除後の消化管再建術式 として Blllroth I法形式の新たな方法を考案し,術 後の栄養状

態および消化管ホルモン分泌などの面から実験的に検討した。 ピ ーグル成犬10頭を用いて膵十二指腸

切除後,わ れわれの方法(以下,改 良法)と Child法の 2種 の消化管再建を行った。改良法では残胃は

空腸口側端 と端々吻合し,ま た,小 腸中間部15cmを 挙上し,膵 および胆嚢 と空腸起始部 との間に間置

した。術後,体 重は両群で減少 したが,Child法では改良法より有意に低値にあった。経 目的バター負

荷時の血中 TG増 加量は改良法で大きい傾向を示した,CCKお よびセクレチン値は空腹時,バ ター負

荷後 とも術前より高値を示 し,かつ,改良法で Child法より高値にあった。術後 6か 月間の死亡率およ

び罹病率とも改良法で低率であった。以上より,われわれの考案した消化管再建術式は従来の Child法

より優れてお り,十 分,臨 床応用に耐えられると考えられた。

Key words: pancreatoduodenectomy, alimentary tract reconstruction, nutrition, gastrointestinal

hormone release

はじめに

膵頭十二指腸切除術では,棒 頭部に加え,胃 ,十 二

指腸,上 部空腸,胆 襲,胆 管など上部消化器臓器を広

範に合併切除する。 し たがって,術 後には栄養素の消

化吸収障害,耐 糖能異常, カルシウム代謝障害などさ

まざまな問題を引き起 こすこととなる1)~め
.ゎ れわれ

も,Child法再建による膵頭十二指腸切除例の検討で,

耐糖能低下,棒 および消化管ホルモン分泌異常を報告

した。,こ れらの術後障害は陣頭十二指腸切除後の消

化管再建方法と密接な関連を有すると考えられ,今回,

われわれは Billroth I法形式による新たな消化管再建

術式を考案し,栄 養素の消化吸収,消 化管ホルモン分

泌などの面から,従 来の Child法再建術式 と実験的に

比較検討 し,興 味ある知見を得たので報告する。

I.実 験材料および方法

実験には体重9.5～12.Okg,年 齢 2～ 3歳 のピーグ

ル成犬10頭を雌雄の区別なく用いた。

1.対 照実験

上記の10頭を用いて,約 18時間の絶食後,バ ター(2

g/kg)を経目的に投与し,負荷前,お よび負荷後15,
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30,60,90,120,150,180分 に末浦血を採取 し,血 液

lmlに つ きEDTA・ 2Na l.25mgお よびAprotinin

500KIUを 含む氷冷ガラス管に入れ,実験終了後,遠心

分離 (4℃ ,2,800rpm,15min)し ,血 装を-20℃ に

て凍結保存 した。なお,体 重測定 と血液生化学検査も

定期的に施行した,

2.実 験モデルの作成

上記の対照実験が終了後,無 作為にイヌを 2群 に分

け,24時 間の絶食後,Nembutal ⑥ (25mg/kg)静 脈麻

酔下に膵十二指腸切除を行い,消 化管再建は 2種 の方

法で施行した。膵十二指腸切除においては,陳は約50%

を切除 (左葉切除)し ,副 膵管は膵を十二指腸から可

及的に森」離する際に結繁切離した。すなわち,十 二指

腸下行脚を主膵管開田部を含め約3cm残 し,そ の日側

は総胆管および胃幽門側 (約60%)と ともに切除し,

肛門側では Treitz靭帯から約10cmの 部 まで十二指

腸および空腸起始部を切除した。消化管再建は,従 来

の Child法では上部空腸30cmを 後結腸性に挙上 し,

腸管の捻れを防 ぐため残存 した十二指腸の口側端 と

端々吻合し,十 二指腸の肛門側端は縫合閉鎖 した。十

二指腸空腸吻合部の5cm肛 門側で胆嚢 と空腸 とを端

側吻合し,さ らにその25cm肛 門側にて Billroth II法

形式で胃空腸吻合を行った。一方,わ れわれの考案し
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た再建法 (以下,改 良法)で は,残 胃は残存空腸口側

端 とBillroth I法形式で端々吻合 し,次 いで,小 腸中

間部を用いて15cmの 長さの有茎小腸係断を作成 し,

後結腸性に挙上 し,膵 および胆禁 と空腸起始部との間

に問置した。すなわち,膵 に付着する十二指陽と端々

吻合し,そ の5cm肛 門側で胆襲 と端側吻合し,さ らに

その10cm肛 門側で空腸 と端側吻合した.そ の際,胃空

腸吻合部からの距離は10cmと した (Fig.1)。 なお,

いずれのイヌも術後 5日 間は絶飲絶食 として,毎 日の

補液500mlに は FOY ① 100mgを 加えた.

3.術 後検査

術後約 6週 間の回復期間の後,術 前 と同様に経 目的

パター負荷試験を施行した。その後,体 重は毎月測定

し,ま た, 3か 月, 6か 月経過時には術前同様に血液

生化学検査 も行った。さらに, 6か 月経過時まで生存

したイヌに対しては,術 前および術後 6週 時と同様に

パター負荷試験を行った。なお,経 過観察中に死亡し

たイヌはその都度,ま た 6か 月後まで生存 したイヌは

実験終了後に屠殺 し,剖 検を行い,際 ,胆 管 と吻合し

た小腸内への食物の逆流状況,消 化性漬瘍発生の有無

などについて観察した。

4.検 査項 目

血液生化学検査は,空 腹時血奨を用いて総蛋白,ア

タレブミン,総 ビリルビン,GOT,GPT,ALP, カ ルシ

ウム値を測定試薬ユニキット①(中外製薬株式会社)を
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Fig,l Two methods of canine alimentary tract reconstruction following pan‐

creatoduodenectomy

snd-to-6nd gastrojaiunostomy,
with pancreato-and biliary-
iejunostomy using interposed
mid-intestinal segment

Chitd's method

hncrgatoduodonectomy

使い Rapid Blood Analyzer(RaBA)systemで 求め

た。また,ア ミラーゼ値測定は Caraway法 によった。

バター負荷時の血装 トリグリセライ ド(TG)値 はユ

ニキッド①'ト リグリセライ ド‐N(中 外製薬株式会社)

を用いて先の RaBA systemで 求めた。

消化管 ホルモン測定は radioimmunoassay法 によ

り,cholecystokinin(CCK)お よびセクレチン値を測

定 した。CCK値 は抗血清 OAL‐656を用いて 2抗 体法'

で測定 し,測定限界は7.5pg/mlである。OAL‐656の交

差反応性は CCK‐8,CCK‐ 33とは100%,CCK-39と は

84.6%で ある。セクレチン値は抗血清 R-1-5を用い,

Cheyら の方法的に従い 2抗 体法で測定し,測 定感度は

lpg/mlで ある。

測定値は平均値士標準誤差で表現し,有 意差測定に

は Student t検定を用い,危 険率 5%以 下をもって有

意差あ りとした。

H.実 験成績

1.術 後成績

改良法群では 5頭 中 3頭 で術後 6か 月時まで経過観

察できたが,ほ かの 2頭 は 3か 月後に死亡し,死 因は

1頭 では全身衰弱で, 1頭 では不現であった。一方,

Child法群では 6か 月後まで経過を追えたのは 5頭 中

2頭 で,残 り3頭 は,大 腸軸捻転,吻 合部漬瘍穿孔,

全身衰弱でそれぞれ 2～ 4か 月後に死亡 した (Table

l).吻合部漬瘍は改良法ではみられなかったが,Child
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Fig. 2 Picture showing a large, perforated stomal
ulcer (arrow) in one dog undergoing Child's re-
construction.

法の 1頭 で穿孔性吻合部潰瘍が発生した(Fig.2).ま

た,剖 検時,い ずれの術式後においても吻合部狭窄は

認めなかったが,child法 では輸入脚内に胆汁 ととも

に食物残澄の貯留を認めた。

術後の栄養状態を体重の変動でみると,両 群で術後

は体重減少を示 したが, 1か 月経過時では改良法群

9.5±0.2kg,Child法群8.0±0.lkgで両群間に有意差

を認めた。体重減少率を術前 との比較でみると,改 良

法群では88±2.1%,Child法 群では78±1.2%と なり,

改良法群では Child法群に比較 し減少率は少なかっ

た。その後も生存 したイヌについては 6か 月時までほ

ぼ同様の値を示 した (Fig.3),

2.血 液生化学校査成績

血清総蛋白およびアルブミン値は改良法,Child法

群のいずれでも術前 と同様の値にあったが,ア ルブミ
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Fig. 3 Changes in body weight following
panreatoduodenectomy. o - '---- o :  Modif ied
method (n=5), a---A : Classical Child's
method (n=5). Results are expressed as meant
S.E.M. The asterisk represents a significant
difference (p<0.05) in comparison between
groups.

ン値は Child法群で改良法群よりやや低値を示 した。

ビリルビン値は両群で正常範囲内にあ り,黄 痘はみら

れなかった。GOTお よび GPT値 は両群で著朔に上昇

し,経時的に低下したが,Child法群では改良法群より

やや高値を示した.ALP値 も術後 6週 時には両群で著

明に上昇し,その後は低下したが,Child法群では高値

が遷延 した。カルシウム値は,Child法群で改良法群よ

り低値を示 した。アミラーゼ値は, 6週 後では両群 と

も同様の値にあったが, 3か 月後では Child法で改良

法よりやや高値を示 した (Table 2).

Table 1 Postoperative course and prognosis

晩
陀

Body weight(kg)

Cause of death
Preop. Postop.(at death)

巾Iodifled methOd group

(n=5)

①

②

④

③

②

11(-10/3 Months)

と0(-20/6 Months)

95(-05/6 Month_S)

70(-30/3 Mont聰)
75(-25/6巾Ionths)

not clear

sacrifice (at 6 Months)

sacrifice (at 6 Months)

emaciation

sacrifice (at 6 Months)

Child)s method group

l n = 5 )

③
　
⑤

③

⑩
　
①

70(-25/4 Monよぃ)

80(-30/6 Months)

80(-20/6 Months)

85(-25/2 Months)

65(-35/4 Months)

volvulus of the
large intestine

sacrifice (at 6 Months)

sacrifice (at 6 Months)
perforation of
stomal ulcer

emaciation

Months after Surgery



Before stlrgery

( n = 1 0 )

Modified method group Child's method group

6 1Veeks(n=5) 3 WIonths(n=3 〕Months(n=3) 6 Weeks(n=5) 3 4ヽonths〔n==31 6 Montlぃ (n=2)

Plasllla protein
l g / d l )

albumin
lg/dl)

Total bilirubin

(mg/dl)

GOT
(Ku)

CPT
(Ku)

ALP

(KAu)

Calcium
(mg/dl)

5 2 ±0 6

2 7 ±0 2

013± 008

2 3 6±4 7

1 6 7±2 7

4 1± 1 6

9 2± 1 7

5 1± 0 3

2 6± 0 6

0 4 ±0 7

1373± 1504

360 3二L181 9'

5 1 6±7 2 1

9 9± 0 9

5 1± 0 5

2 4 ±0 9

0 16=L0 05

672± 457

2301± 1695・

94± 60

8 8 ± 1 4

51± 02

24± 03

003± 005

868± 632

2 1 4 0 ±8 5 0 ・

1 1 3 ±5 1

9 6 ± 1 0

5 2± 0 3

2 3± 0 5

0 18±0 17

1 0 7 9±6 2 5 4

409 8EL100 1'

9 7 4±8 7 5

8 4± 0 1

5 5± 0 4

2 0± 0 3

0 0 3±0 0 5

8 6 7±4 1 9・

296 8」=52 4・

7 1 8±7 0 6

8 1± 0 9

5 7

2 2

0 1

69 0

349 9

54 2

8 9
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Table 2 Blood biochemical analvsis

Legend: GOT, glutamic oxaloacetic transaminase; GPT, glutamic p1'ruvic transaminase: ALP, alkaline phosphatase;

KAu, King-Armstrong unit.

meaniSEM, -p<0.05 (compared to preoperative value)

3.脂 肪 (パター)負 荷試験

血装 TG値 は術後 6週 時においては,改 良法群およ

びChild法群のいずれ において も空腹時は術前値

(35,9±2.5mg/dl)に近似 していた。経 目的パター負荷

により,いずれの群でも術前同様に,1時 間後からTG

値は漸増 した。脂肪負荷後 3時 間の血中 TG増 加量

は,術 前2.8±0.6g・180min/dl,改 良法群22± 0.7g・

180min/dl,Child法 群1.8±1.lg・180min/dlと なり,

術前,改 良法群,Child法 群の順に高値を示したが有意

差は認められなかった.術 後 6か 月時では,改 良法群

では 3頭 ,Child法 群では 2頭 しか生存 していなかっ

たが, これらのイヌにおいては 6週 時に比べ,両 群 と

くに Child法群で脂肪負荷後の TG値 はより低下し,

また,TG値 の変動パターンは改良法群では術前に類

似していたが,Child法 群では TG値 の増加が遅延 し

た (Fig,4).

血装 CCK値 は術前では空腹時15.2±1.6pg/mlで ,

脂肪負荷により漸増し,60分 でピーク (219± 2 7pg/

ml)に 達 し,そ の後は同様な値で推移 した。術後 6週

時では空腹時 CCK値 は改良法群36.1±1 2pg/ml,

Child法群34.8±11 lpg/mlで いずれも術前に比べ有

意に高値を示 した。脂肪負荷により術前同様に CCK

値は上昇したが,両 群でいずれの採血時点においても

術前より高値を示し,また,改良法群では Child法群に

比べ高い傾向にあった。脂肪負荷後 3時 間の血中 CCK

総反応量は,術 前0,85±0.26ng・180min/ml,改 良法

群1 . 9 2 ±1 . 1 3 n g 。1 8 0 m i n / m l , C h i l d 法群1 0 3 ±0 . 7 4

Fig. 4 Changes in plasma triglyceride levels in
response to butter. In Fig. 4 to 6, each symbol
means as follows ' o-o i before surgery (n=

10), o'-" ' -  o i  modif ied method (n=5), and A
---A ; Child's method (n=5). Values are
meantS.E.M.

6 Weks after Surgery 6 Months after Surgery

5たなモ`
1 1 2 9 / k 0

4

tmh〕

ng・180min/mlとなり,有意差は認められなかったが,

改良法群,Child法 群 とも術前より高値を示 し, さら

に,改良法群は Child法群より高値にあった。6か 月後

まで生存 したイヌにおいては,空 腹時および脂肪負荷

後 とも,両群で CCK値 は 6週 時より低下し,術前の値

に近づ く傾向にあ り,ま た,脂 防負荷により改良法群

では術前同様の増加反応を示 したが,Child法 群では

120分以降において CCK値 の上昇がみ られた (Fig.

5 ) .

血漿セクレチン値は空腹時は,術 前では1 . 7±0 . 4

i  t 2 0 A 9 1

T .
l'{.}r
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Fig. 5 Changes in plasma  ilnmunOreactive

cholecystokinin(CCK)leveis in respOnse to but

ter`

町4P 6Weeks after Surgery 6 Months after Surgery
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Fig. 6 Changes in plasma immunoreactive se.
cretin (IRS) levels in response to butter.

6 Weeks after Surgery 6 Months after Surgery

(23/k9)

,013

{min)

F a s t n g    6 0    1 2 t    i 3 0

{ m i n )

の危険を有している。山下 ら1りは際頭十二指腸切除後,

残存 した上部空腸約40cmを 際管および胆管 と吻合 し

た空腸脚 と残胃との間に間置す るmodined Roux‐Y

再建法を試み,残 存膵外分泌機能面での良好な成績を

報告している。1978年,Traversoら 1つは胃切除の膵頭

十二指腸切除後の病態への関与を考慮 し,全 胃温存術

式を考案した。この方法では膵管および胆管を上部空

腸に吻合し,空 腸脚は十二指腸起始部 とRoux‐Y形 式

で端側吻合されたが,そ の後,諸 家により吻合法のエ

夫がなされつつ,追 試 されてきたI"～1つ
.Kimら 10は

Watsonら 1りの方法に順 じて,十 二指腸起始部 と空腸

とを端々吻合し,また,今永法11)に
準じて膵管 と胆管を

空腸に端側吻合 した,高 田ら2のも全胃を温存 し,Bl‐

lroth I法形式で消化管再建を行っているが,Flautner

ら1つと同様に,膵 は胃と端側吻合 した。従来の Whip_

ple手術 と比較 し, これらの全目温存術式においては

食物の貯留あるいは混和 とい う胃本来の機能が保た

れ,術後の良好な栄養状態が期待されlゆ
,また,消化管

再建法自体が簡略化される。Kimら lゆは十二指腸球部

を多 く残すことが上部消化管運動,胃 酸の中和,消 化

管ホルモン分泌などの面で有利であるとしている。さ

らに,Pearimanら 21)は
酸ぉよびガス トリン分泌の面

より検討し,十 二指腸空腸吻合部で充分に酸が中和さ

れれば吻合部漬瘍発生はないと報告 している。しかし,

全胃温存術式後の問題 として, 胃排出能の遅延は頻発

する合併症であ り,結 局,胃 切除を追加した症例 も報

告されている2の。また,吻合部潰瘍発生の問題 も依然 と

して残 り,迷 走神経切離兼幽門洞切除術が追加された

症例もある1い2ゆ
.

われわれは胆道再建術に関する実験的および臨床的

ＲＳ印
‐５ｒ

車Ｗ

Fastng 60 180

( m i n )

pg/mlで ,6週 後では,改良法群3.2±0.4pg/ml,Child

法群3.8±0.7pg/mlで両群 とも術前 よ り有意に高値

を示 した。パター負荷後はいずれの群でも血漿セクレ

チン値は有意に上昇 し, ピーク値は術前7.0±1.Opg/

ml,改 良法群8.5±2,3pg/ml,Child法群7.5±1.Opg/

mlと なり,両 群 とも術前より高い傾向にあ り,ま た,

改良法群ではChild法群より高値にあった。バター負

荷後 3時 間の血中セクレチン総反応量は,術前444.2±

73.lpg・180min/ml,改 良法群627,9±130.3pg。180

min/ml,Chlld法群371.3±125.6pg・180min/mlとな

り,改 良法群は術前およびChild法群より高反応を示

した。6か 月後においても同様な傾向がみられた(Fig.

6 ) .

I I I . 考 察

際頭十二指腸切除術は,膵 頭部癌,胆 管癌,十 二指

腸乳頭部癌などに対し,今 日では広 く施行され,そ の

安全性も確立された感がある。しかし,際 空腸吻合部

の縫合不全り,逆 行性胆道感染ゆ,脂 肪の消化吸収障害

と栄養状態の悪化り,耐 糖能異常り,胃 空腸吻合部潰

瘍1の
,骨 代謝障害ゆなどさまざまな合併症,あ るいは続

発症の発生には十分な注意を向けなければならないの

が現実である。

これらの術後障害は膵頭十二指腸切除術そのものの

過大な侵襲に加え,消 化管再建術式 とも密接な関連を

有すると考えられ, これまで諸家により術式の工夫が

なされてきた。今永11)はBlllrOth I法形式に消化管再

建を考案し,残 存膵の内外分泌能 とも良好に保たれて

いると報告 しているlり。しかし,今永法では胆管および

際管が直接に食物の通路である上部空腸に吻合されて

いるため,逆 行性胆道感染,食 物による膵管閉塞など

夕1-よヽと、、
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検討202",な らびに臨床例での Child法再建後の病態

の検討。から,膵 十二指腸切除後の消化管再建法 とし

て,Fig,1に 示した方法を考案した。本再建法の特徴

と意図する点は以下のごとくである。(1)今 永法11)お

よび山下らの方法1めと同様に,残 存上部空腸を残胃と

直接に吻合し (Bliroth I法形式),消 化管ホルモン分

泌および栄養素の消化吸収に重要な上部小腸を blind

loopと しない。(2)胃 切除は亜全摘でなく,幽 門側胃

切除とし,ま た,空 腸は可及的に Treitz靭常に近 く離

断する。(3)逆 行感染予防のために,際 管および胆管

と食物通過路 との間に短い小陽係賄を間置する。(4)

間置小腸 としては小腸の中間部,す なわち,空 陽 と回

腸の移行部を用いる。(5)膵 液,胆 汁を上部空腸に流

す.(6)際 と小腸係蹄 との吻合は端々吻合で行 うこと

ができ,安 全な陥入法を使える。

上記(1)に関して,従来の Child法では残存上部空腸

が約40cmに わた り陣液および胆汁を流すだけの一種

の blind loopとなり,栄 養素の消化吸収が有効に行わ

れる場である空腸が食物の流路から除外されることに

なる。さらに,食 物成分あるいは胃酸の刺激により主

に上部小腸から分泌され,胃 酸分泌抑制,際 外分泌刺

激,enteroinsular axisなどにおいて重要なセクレチ

ン,CCK,GIPな どの消化管ホルモンの分泌低下を招

くことが推定される。今回の実験で, とくに,全 部の

イヌが生存 した 6週 後において,術 後の体重減少の程

度が Child法に比べ改良法で軽度であった こと,バ

ター負荷後の血中 トリグリセライ ド増加量が改良法で

Child法より大きい傾向にあったこと,CCKお よびセ

クレチン分泌が改良法で Child法より良好であったこ

と,吻合部潰瘍が Child法ではみられたが,改良法では

みられなかったこと,な どの結果は前述 した Chdd法

の欠点を裏付けることとなり,同 時に改良法のねらい

を満足させてくれる。なお,今 回の実験では術後 6か

月間にわた りすべてのイヌを生存させることは困難で

あったが,こ の間におけ る罹病率 お よび死亡率 は

Table lで示 したごとく,改 良法群で Child法群に比

べ良好であった。

われわれの改良法では,逆 行性胆道感染の予防,下

部小腸に密に分布するenteroglucagOn,ニューロテン

シン,PYYな どの消化管ホルモン26卜281の
分泌を妨げ

ないなどのねらいで,小 腸中間部を膵管および胆管 と
“
新しい十二指腸

"と
の間に間置 した。この際,胆 道再

建術式の検討で消化管ホルモン分泌は間置小腸が短い

術式でより生理的であ り2り
,ま た,間 置小腸内での膵
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液,胆 汁さらには食物の うっ滞を予防し,小 腸での栄

養素の消化吸収を有効にするために間置小腸は可及的

に短 くした。実際,本 実験では成績で述べたように

Child法群では輸入脚内に胆汁 とともに食物残澄の貯

留を認めたが改良法群の短い間置小腸内にはこのよう

なうっ滞を認めなかった。臨床例においてもChild法

施行例で輸入脚内での胆汁 うっ滞と食物 との混合不全

が報告 されている2り。また,セ クレチンおよびCCK分

泌状態より,改 良法では Child法に比べ膵外分泌能は

良好に保たれているものと推測される.し たがって,

短い間置小腸を用いて解液および胆汁を
“
新 しい十二

指腸
"に

流すことは,酸 の中和,お よび脂肪など栄養

素の消化において長い輸入脚を有するChild法に比べ

有意義なことであると考えられる。

胃切除範囲に関しては,従 来, リンパ節郭清上の必

要性もあ り,胃 亜全摘が施行されてきた。しかし,膵

頭十二指腸切除術の適応 となる症例では術前より高酸

状態にはなくり,ま た,酸 および脂肪が至適刺激であ

り3い胃酸分泌抑制作用を有する31)セクレチンの分泌が

改良法では十分に保たれ(Fig.6), さらに,脂 肪の加

水分解が効率よく行われる状況では胃酸分泌抑制作用

を有するGIP分 泌も良好であるため32j,胃は可乃的に

温存 して,食 物の貯留能を確保することは小胃症状を

軽減し,ま た,Dumping症 候群の予防のためにも有効

と考えられる。以上より今回の実験では幽門側胃切除

(約60%切 除)を行ったが,改 良法で消化管再建を行 う

ならば, より小範囲の胃切除でも吻合部漬瘍の発生は

防げると考えられる。

手術手技上の問題点 として従来より膵空腸吻合部の

縫合不全,膵液痩形成が報告されてお りの,今 日でも安

全な吻合法が求められている.そ の点,改 良法は臨床

71jに応用 した場合,従来の Child法の場合と同様に,上

記の合併症の少ない陥入法3りを用いることができる。

今回の実験においては,際 左葉を切除し,ま た,手 術

手技上の理由で際頭部に付着する十二指腸下行脚を約

3cm残 し,こ の十二指腸と空腸 とを端々吻合し,可 及

的に臨床例の際頭十二指腸切除に近いモデルとした。

その結果,CCK分 泌は術後 6週 時において,両 術式後

で空腹時のみならず脂肪負荷後も術前に比べ高値を示

した,こ れまでラット,ブ タ,ヒ トにおいて CCKを 介

する十二指腸内際酵素活性 と膵外分泌の間の nega‐

tive feedback機構の存在が報告されてお り3…3ω
,ま

た,Inoueら
37)はィヌにおいて膵管結繁後に血中 CCK

値 と胃幽門洞および小腸粘膜内 CCK濃 度の上昇を報
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告 している。今回の実験では正常膵が約50%切 除 され

たのではあるが,術 後,上 部小腸内の膵酵素活性が低

下 したために,CCK分 泌が元進 した機序が推測 され

る。術後 6週 時において改良法群で Child法 群に比べ

CCK値 が高値を示 した ことに関 しては,前述 したごと

く,CCK分 泌細胞が密に分泌する上部小腸が改良法で

は有効に食物 と接す るため と考えられる。なお,生 存

犬において 6か 月経過時に CCK値 が術前値に近づ く

傾 向を示 した ことに関 しては,残 存膵 の外分泌能 が

徐 々に回復 していることを示唆する。

セクレチン分泌に関 しても,術 後 6週 時において,

両群で術前に比べ高値を示 した ことより,Sunら
3ゆ

,

ShiratOriら39)がラットおよびイヌで示 したように,十

二指腸 内膵 酵素 活性 と膵 外 分泌 との間 の negative

feedback機 構にセクレチンが関与 していることが推

測 される.

稿を終えるにあたり,セ クレチン測定において多大なご

援助をいただいた東京女子医科大学消化器内科,自 鳥敬子

先生,渡辺伸一郎先生,竹内 正 教授に深甚なる謝意を表し

ます。
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Alimentary Tract Reconstruction Following Pancreatoduodenectomy -A New Method with
Improvements in Digestive and Absorptive Functioning,

and in Gut Hormone Release in Dogs-

Mikio Imamura and Hidemi Yamauchi
Department of Surgery, Sendai National Hospital

Experiments were performed on adult beagle dogs to investigate the nutritional state and the release of
gastrointestinal hormones after pancreatoduodenectomy. A new variation of reconstruction of the alimentary tract
was devised and compared with the classical Child's method. In our method, the remaining stomach was
anastomosed to the oral stump of the jejunum in end-to-end fashion. A short mid-intestinal segment was interposed
between the pancreatic and bile ducts and the upper jejunum. During the observation period of six months after
surgery, the loss of body weight was significantly lower after the new method, and the frequency of both morbidity
and mortality was lower. A stomal ulcer was detectable in a dog receiving the Child's method, but not in any treated
by our method. The integrated increase in plasma triglyceride in response to ingested butter was slightly greater
after our method than Child's. Six weeks after surgery, plasma CCK and secretin levels, not only at fasting but
after ingestion of butter, were augmented in both groups, particularly in the group receiving the new method. Six
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months after surgery, plasma levels of both CCK and secretin in the two groups tended to return to preoperative
levels, though their integrated responses to butter were still higher after our method. Therefore, it is onsidered
that retaining the remaining upper small intestine as the main food pathway is very effective for the digestion and
absorption of nutrients and for the release of gastrointestinal hormones.
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