
はじめに

胃切除術後のビタミンの吸収障害としてビタミン

B12，ビタミンDの吸収障害がよく知られているが，ビ

タミンB1の異常に関する報告は少ない1）．しかし，欧

米では肥満に対する胃形成術や胃空腸吻合術後にビタ

ミンB1欠乏症の発生が報告されており2）～4），最近，本

邦においても各種胃切除術後のビタミンB1欠乏症発

生の報告が散見される5）～11）．本邦における周術期高カ

ロリー輸液の関与が否定的な胃手術後ビタミンB1欠

乏症の過去報告例 9例はいずれも術後 1年 3か月以上

を経て発症しているが5）～11），欧米における肥満に対す

る手術では術後 6か月以内にビタミンB1欠乏症を発

症した例も報告されている2）～4）．我々は幽門輪保存胃

亜全摘術後 6か月目に発症したビタミンB1欠乏によ

る脚気ニューロパチーの 1例を経験したので報告す

る．

症 例

症例：32歳，男性

主訴：タール便

既往歴：特記すべき事なし．通常ビール1本を週に

1～2回程度飲用し，特に偏食はない．

現病歴：2週間程前からのタール便を主訴に受診，

胃内視鏡検査にて胃体上部小弯に出血性潰瘍性病変が

認められ，潰瘍底に露出血管が認められた．血液検査

にてヘモグロビン値10.5g�dl と貧血が認められたため
入院となった．10日間の絶食および保存的治療により

潰瘍性病変ならびに貧血は軽快傾向を示し，29日目に

退院となった．入院期間中，末梢静脈より10％糖添加

維持輸液を中心に補液をうけたが，ビタミン製剤は添

加されなかった．退院後 3週間目の前回の病変と同一

部位の胃内視鏡下生検にて一部 signet ring cell carci-

noma が強く疑われる低分化型腺癌と診断されたため

手術目的にて再入院となった．

入院時現症：身長177cm，体重66kg，全身および腹

部に異常所見は認められなかった．

入院時検査所見：血液検査では，ヘモグロビン値

10.9g�dl と貧血を認める以外に異常所見は認められな
かった．手術前の胃内視鏡検査では前回の胃内視鏡検

査時に異常が指摘されたのと同一部位である胃体上部

小弯に IIb 型病変が認められた． 胸部単純X線検査，

腹部CT検査ならびに腹部超音波検査では異常所見は

認められなかった．以上より胃癌根治術を施行した．

術式の選択に際して本症例の病変が粘膜内にとどまる

ものか否かが問題となったが，初発症状出現時の胃内

視鏡では潰瘍性病変が粘膜下層まで直接浸潤していた
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報告した．症例は32歳の男性で，胃癌に対して幽門輪保存胃亜全摘術を行い噴門形成を付加した近位

側空腸パウチ間置法にて再建した．退院後飲酒せず食事内容に偏食は認められなかったが，術後 3か

月目の腹部CT検査では間置空腸の著明な拡張が認められた．術後 4か月目頃より経口摂取は順調に

進んだが，術後 6か月目に靴下型知覚障害ならびに下肢遠位筋優位の筋力低下が認められた．神経生

理学的検査では腓腹神経の感覚神経活動電位消失が認められ，血中ビタミンB1値は11（正常値20～50）

ng�ml と低値であった．ビタミンB1の投与により症状は軽快した．胃切除術後に上部消化管内容の
うっ滞を併発した場合には，ビタミンB1欠乏の可能性をも念頭に置く必要があると考えられた．
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可能性を否定し得なかったため，以下の術式を選択し

た．

手術所見：通常開腹にて幽門輪保存胃亜全摘術12）13）

を行い，噴門形成を付加した近位側空腸パウチ間置法

にて再建した14）．膵尾側脾脱転操作を併施し，取扱い

規約上1，2，5，7，10，11番リンパ節の術中迅速組

織診にて転移のないことを確認した．6番リンパ節に

関しては，右胃大網動脈根部周囲を露出して十分に検

索したが，リンパ節腫大は認められなかった．切除標

本の病理組織所見では，非充実型低分化型腺癌（por

2），sm1，INFβ，ly0，v0，PM 18mm，DM 65mm，
pN0であった．

術後経過：術後 1日目より17日目までビタミンB1 5

mg�日を含むビタミン製剤を連日併用する高カロリー
輸液を施行した．術後 7日目より経口摂取を開始した

が，術後15日目頃より 5分粥 6回食摂取に際して食後

の嘔吐が認められた．その後徐々に経口摂取量が増加

し，術後38日目に普通食 6分割摂取の状態で退院した．

上記以外の術後合併症はなく，術後肝機能障害も認め

られなかった．退院後の体重は63kg であった．

退院後経過：退院後は全く飲酒せず，食事内容に偏

食は認められなかった．退院後は複合消化酵素製剤な

らびにドキシフルリジン（5′―DFUR）800mg�日を連日
投与した．食後の上腹部膨満感は持続し，術後 3か月

目の腹部CT検査では間置空腸の著明な拡張ならびに

食物残渣のうっ滞が認められた（Fig. 1）．しかし，術

後 4か月頃より経口摂取は順調に進み，術後 5か月目

には体重は術前値の66kg に復した．その後，異常なく

経過していたが，術後 6か月目に靴下型知覚障害なら

びに下肢遠位筋優位の筋力低下が認められた．生化学

的血液検査では異常は認められず，5′―DFURを休薬

したが症状は軽快せず，5′―DFUR中止後 2週間目に

は軽度の下腿浮腫ならびアキレス腿反射の低下も認め

られた．末梢神経の神経生理学的検査では，上肢はほ

ぼ正常であった．下肢の知覚神経である腓腹神経にお

いては感覚神経活動電位が導出されなかった．運動神

経である後脛骨神経においては複合運動活動電位の振

幅が0.8�0.5mV（遠位刺激�近位刺激）と著明に低下し
ていた．

以上の所見から下肢優位の軸索変性が強く示唆され

たため，脚気ニューロパチーを疑い血中ビタミンB1

値を測定したところ，11ng�ml（正常値20～50）と低値
を示した．胸部X線写真では心陰影拡大などの異常所

見は認められず，脳MRI 検査でも異常所見は認められ

なかった．血中ビタミンB12，D，E値は正常であっ

た．経静脈的にビタミンB1 100mgを投与し，経口的に

ビタミンB1 75mg�日の投与を開始したところ症状は
軽快し，ビタミンB1投与開始後 2か月目にはごく軽度

の下腿の異常感覚が残存するものの日常生活には影響

しない状態となった．神経生理学的検査においても後

脛骨神経における複合運動活動電位の振幅は4.0�3.8
mVに改善した．

考 察

ビタミンB1は腸管，主として上部空腸から吸収され

るが，腸管から吸収されるビタミンB1量には限界があ

り，一時に大量のB1が経口投与されても吸収率は極め

て悪い15）．一方，ビタミンB1の体内貯蔵量は成人で30

mg程度と他のビタミンに比べて少なく16），成人の 1

日所要量が2～5mgであることから食餌中のビタミン

B1量が少ないと容易に欠乏状態に陥る危険性があ

る15）．健常人の中にも有症状患者と同程度の血中ビタ

ミンB1値を呈する場合があり，潜在性ビタミンB1欠乏

状態の可能性も報告されている16）．ビタミンB1欠乏症

の顕性化症状として，中枢神経系ではWernicke 脳症，

末梢神経系では感覚優位の多発神経炎，いわゆる脚気

ニューロパチーがよく知られており，特に前者では診

断，治療が遅れた場合には不可逆的変化を招来する場

合もあるため注意を要する9）～11）．

ビタミンB1の代謝異常に関与する機序として，1．

摂取不足，2．吸収障害，3．運動，発熱，妊娠などに

伴うエネルギー代謝増大や高カロリー輸液，アルコー

ル過飲などに伴うビタミンB1の消費増大による代謝

異常，4．肝障害，内分泌疾患や transketolase 異常を呈

Fig. 1 Abdominal computed tomography 3 months

after operation revealed dilatation of interposed je-

junum.
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Table 1 Reported cases with neurological disorders due to vitamin B1 deficiency after gastrectomy in Japan.

Author, YearDuration from operation
to neurulogical disorders

OperationCase

1992

1996

1996

Takenaga, et al6）

Hanaoka, et al11）

Fujimura, et al5）

1year 3months

3years

6years 6months

Pancreatoduodenectomy

Distal Gastrectomy（Billroth�）
Total Gastrectomy（Jejunal interpostion）

39yo, F

63yo, F

38yo, F

Peripheral

neuropathy

1993

1996

1996

1997

1997

1998

Okino, et al8）

Ochiai, et al9）

Fujimura, et al5）

Arai, et al7）

Arai, et al7）

Okada, et al10）

28years

13years

3years 6months

5years

4years

4years

Gastrojejunostomy

Distal Gastrectomy（Billroth�）
Total Gastrectomy（Jejunal interpostion）

Total Gastrectomy（Jejunal interpostion）

Total Gastrectomy（Jejunal interpostion）

Distal Gastrectomy（Billroth�）

63yo, F

49yo, M

56yo, M

48yo, M

56yo, M

58yo, M

Wernicke's

encephalopathy

A case with gastrojejunostomy is also presented. Cases due to perioperative intravenous hyperalimentation18）～20）were excluded.

する遺伝的異常などによる利用障害，が考えられ

る1）15）17）．この内，今回の症例では特に偏食傾向は認め

られなかったこと，発症時期は社会復帰はしていたも

ののいまだ積極的な運動はしていなかったこと，胃切

除後は全くアルコールを摂取していなかったこと，重

篤な肝障害や内分泌疾患の併存は認められなかったこ

と，ならびにビタミンB1投与により容易に回復したこ

とから，胃切除再建術後状態の特異性に起因する軽度

の摂取吸収障害が主たる原因であったと考えられる．

最近，周術期の適切なビタミンB1を投与されない高カ

ロリー輸液に際してのビタミンB1欠乏性代謝性アシ

ドーシス発生の報告も散見される18）～20）．今回の症例

も周術期に高カロリー輸液を施行したが，高カロリー

輸液中は十分なビタミンB1の経静脈的投与が併施さ

れており，代謝性アシドーシスを疑わせる所見も認め

られなかった．術後早期に経口摂取量が不充分であっ

たが，むしろ 1日の経口摂取量が増加し，社会復帰を

果たした後に脚気ニューロパチーを発症している点か

ら，周術期高カロリー輸液の影響は少ないと考えられ

る．

胃切除術あるいは胃空腸吻合術後のビタミンB1吸

収不全の機序として，胃切除による減酸効果あるいは

残胃や間置空腸内の食物貯留により上部消化管内がよ

りビタミンB1が分解されやすいアルカリ環境下に維

持されること，残胃や間置空腸内でのチアミン分解酵

素産生菌の発生増殖による吸収不全，さらに上部空腸

による pouch 作成を伴う再建術式後においてはビタ

ミンB1吸収の主座たる上部空腸の pouch への転用に

よる生理的状態での吸収領域の減少，などが推察され

ている1）5）15）．しかし，上記の内単一の原因だけでは脚

気ニューロパチーあるいはWerniche 脳症の症状を発

現してくることは殆どないと考えられ，胃手術後にビ

タミンB1欠乏症を併発したと報告されている例は過

去本邦において 9例にすぎない5）～11）．これらの過去報

告例は胃手術後最短でも 1年 3か月，最長28年，平均

7.6年を経て発症している（Table 1）．胃手術後の再建

術式に起因する軽度のビタミンB1吸収障害のための

潜存性ビタミンB1欠乏状態あるいはその準備状態に

加えて多少の偏食による摂取不足やエネルギー代謝増

加などによる代謝異常が加味されて発症したか，ある

いは軽度の吸収障害が長期に及んだために発症したも

のではないかと考えられる．一方，欧米での肥満に対

する手術後においては術後 6か月以内に発症した報告

もあり2）～4），胃手術による特異的なビタミンB1吸収動

態の変化にダイエットなどによる摂取不足など他の原

因も付加された場合には，より短期間でのビタミンB1

欠乏症の危険性があると考えられる．今回の症例では，

pouch 作成を伴う空腸間置法で再建された胃全摘術後

状態であった点に加えて，術後早期より幽門輪以下へ

の胃内容排泄障害を併発していた点が，偏食，アルコー

ル飲用や運動量増大などの因子がなかったにも関わら

ず過去報告例に比べてより術後短期間でビタミンB1

欠乏症を発症した原因ではないかと考えられた．

幽門輪保存胃亜全摘術に際して pouch を作成する

空腸間置法で再建した場合の幽門輪以下への食物排出

動態はいまだ十分検討されていない．しかし，術後に

食後のつかえ感，膨満感などの愁訴が強く出現する症

例が存在するとの報告もある21）．かかる症例において

は，術後数か月以内であっても潜在性ビタミンB1欠乏

状態を併発している可能性を否定しえず，脚気ニュー
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ロパチーやWernicke 脳症を疑わせる症状が出現した

場合には迅速に血中ビタミンB1濃度を検索すること

が肝要であると考えられた．
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Peripheral Neuropathy due to Vitamin B1 Deficiency Developed 6 Months
after Pylorus-preserving Total Gastrectomy：Report of a Case

Kazuhiro Iwase1）, Jun Higaki1）, Shoki Mikata1）, Yasushi Tanaka1）,
Masato Yoshikawa1）, Tomono Kishimoto1）, Kei Torikai1）, Keiko Toyooka2）,

Takeyoshi Yumiba3）and Wataru Kamiike1）

Department of Surgery, Rinku General Medical Center, Izumisano Municipal Hospial1）

Department of Neurology, Rinku General Medical Center, Izumisano Municipal Hospital2）

Division of General and Gastroenterological Surgery, Department of Surgery,
Osaka University Graduate School of Medicine3）

A case of peripheral neuropathy due to vitamin B1 deficiency developed 6 months after pylorus-
preserving subtotal gastrectomy is reported. Pylorus-preserving total gastrectomy and reconstruction by je-
junal pouch interposition with fundoplication was performed for gastric cancer in a 32―yera-old man. He had a
balanced diet and no alcohol postoperatively. Abdominal computed tomography 3 months after operation re-
vealed marked dilatation of the interposed jejunum. The quantity of daily oral intake had been sufficient since
4 months after operation；however, the patient complained of dysesthesia and muscle weakness in the distal
parts of the lower extremities 6 months after operation. The sensory action potential of the sural nerve was
not evoked during electrophysiologic examination. The blood level of vitamin B1 was decreased as 11 ng�ml
（normal range：20―50）. Symptoms gradually improved following vitamin B1 administration. Caution should
be paid to the possibility of vitamin B1 deficiency in cases with passage disorder of the upper alimentary tract
following gastrectomy.
Key words：Vitamin B1, neuropathy, gastrectomy
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