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はじめに：中下部胃癌に対してはD2郭清を伴う幽門側胃切除術（distal gastrectomy；以下，
DG）が標準術式として確立しているが，早期癌には縮小手術も行われている．その一つに幽門
保存胃切除術（pyrolus preserving gastrectomy；以下，PPG）があり，当院でも採用してきた
が，その評価は定まっていない．アンケートによる quality of life（以下，QOL）の調査や内視
鏡検査所見を用いて PPGの評価を行った．対象および方法：PPGを施行した胃癌 71 例（PPG
群）を対象とした．予後，術後合併症，愁訴に対するアンケート調査，残胃内視鏡所見につい
て，DGが行われた症例（DG群）を対照に用いて検討した．結果：5生率には差がなかった．
術後早期の残胃内食物停滞は PPG群 14.1％，DG群 3.4％で PPG群に多かった．アンケート調
査の結果，逆流があると答えた人が PPG群 13.4％，DG群 38.0％，早期ダンピング症状は PPG
群 36.2％，DG群 60.5％で，これらは PPG群で少なかった．内視鏡所見は PPG群の 69.2％に食
物残渣を認め，DG群の 32.5％より高頻度であった．残胃炎は PPG群 33.3％，DG群 68.3％，残
胃内胆汁逆流は PPG群 5.1％，DG群 22.0％と PPG群に少なかった．考察：PPGはダンピング
症状や胆汁の逆流，それによる残胃炎が少ないが残胃内の食物残渣が多かった．しかし，アン
ケート調査では残渣に起因する症状に差はなく，PPGを行うことでQOLの向上が望めると考
えられた．

緒 言
中下部の胃癌に対してはD2郭清を伴う幽門側

胃切除術（distal gastrectomy；以下，DG）が標準
術式として行われ良好な成績を収めている．その
ため近年では機能温存にも注意が注がれ，一部の
早期癌に対しては縮小手術も採用されている．幽
門保存胃切除術（pyrolus preserving gastrec-
tomy；以下，PPG）は縮小手術の一つとして行わ
れているものの，その評価は必ずしも定まってい
ない．胃切除術式の評価は根治性と quality of life
（以下，QOL）によるが，QOLについては客観的
な評価ばかりではなく，患者の主観が重要と考え
られる．そこで今回は，患者に対するアンケート

調査結果を中心に予後，術後合併症および残胃内
視鏡検査所見を合わせて，PPGの評価を行った．

対象と方法
１．対象症例：1993 年から 2000 年に山形県立
中央病院外科にて PPGを施行した胃癌 71 症例を
対象とした．
２．PPGの適応：当院における PPGの適応を
以下に示す．1）下部胃癌：術前，術中診断で深達
度がM，N0で幽門輪までの距離が 4cm以上ある
症例．2）中部胃癌：深達度がMおよび SMでN0
の症例．現在では上記の適応に合致するものは積
極的に PPGが行われているが，病変が高位で残胃
が小さくなる症例にはDGが行われることが多
い．また，主治医の判断で PPGの適応があっても
DGが選択されることがある．
３．手術方法：PPGの手術手技は以下のごとく
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Table 1 Questionnairre for patients who underwent PPG or DG

1． How much can you eat compared with pre-operation?

2． How much did you lose your weight compared with pre-operation?

3． Is the meal delicious?

4． Are you satisfied with the operation?

5． Do you have following symptoms after meals?
 A, abdominal pain B, abdominal fullness C, belch D, nausea 
E, vomiting F, not hungry until next meal G, regurgitation

6． Do you have following symptoms within 30 minutes after meals?
 A, cold sweat, palpitation, dizziness B, facial flush, facial pallor,  las-
situde, discomfort C, borborygmus, abdominal pain, diarrhea

7． Do you have following symptoms few hours after meals?
 lassitude, dizziness,  cold sweat

8． Do you have heartburn?

9． Did the fart increased?

Table 2 Endoscopic classification（RGB classification）；This classification is pro-

posed for assessment of the remnant stomach

1. Residual food

Grade 0：No residual food.

Grade 1：A small amount of residual food.

Grade 2：A moderate amount of residual food, but possible to observe the entire surface 
of the remnant stomach with body rolling.

Grade 3：A moderate amount of residual food, which hinders observation of the entire 
surface even with body rolling.

Grade 4：A great amount of residual food, for which endoscopic observation is impossible.

2. The degree of gastritis

Grade 0：Normal mucosa

Grade 1：Mild redness

Grade 2：Intermediate grade between grade 1 and grade 2.

Grade 3：Severe redness

Grade 4：Apparent erosion

3. The extent of gastritis

Grade 0：No gastritis

Grade 1：Limited to the anastomosis

Grade 2：Intermediate area between grade 1 and 3

Grade 3：Whole remnant stomach

4. Bile reflex

Grade 0：Absence of bile reflux

Grade 1：Presence of bile reflux

である．吻合部が幽門輪から約 2.5～3.0cmとなる
よう，幽門輪から 3～5cmで肛門側胃を切離し，そ
の際，幽門上リンパ節は全く郭清しなかった．迷
走神経は原則として肝枝，幽門枝，腹腔枝，総肝
動脈周囲神経叢を温存した．腹腔枝の温存は以下
のごとく行った．左胃動脈の郭清に先立って，迷
走神経後幹をテーピング，左胃動脈に合流するま
で露出した．神経周囲は剪刀を用いて胃枝を切離，

脂肪織を郭清し腹腔枝と左胃動脈の癒着を確認，
その末梢で左胃動脈を切離した．腹腔枝を温存し
なかった症例もあり， 温存率は 54.8％であった．
その他の郭清は通常のD2を伴う幽門側胃切除術
と同様に行った．口側切離線は腫瘍の位置にもよ
るが通常左胃大網動脈最終前枝付近とし，吻合は
層々 2層吻合で行った．
４．予後および術後合併症：同時期にDGで
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Fig. 1 Survival of PPG and DG group

Table 3 Characteristics of patients

pDG（n＝262）PPG（n＝71）

0.74168/94（1.79）47/24（1.96）M/FGender

0.1462.7±11.260.6±9.6mean±S.D.Age

0.0824.9±14.321.4±11.9mean±S.D.（mm）Size of tumor

＜0.05194（74.0%）40（56.3%）MDepth of invasion

 68（26.0%）30（42.3%）SM

 0（0%） 1（1.4%）MP

＜0.05163（62.2%）49（69.0%）DepressedMacroscopic types

 40（15.3%）15（21.1%）Elavated

 57（21.8%） 6（8.5%）Depressed and elavated

 2（0.7%） 1（1.4%）Flat

0.49174（69.0%）46（64.8%）DifferentiatedPathological types

 78（31.0%）25（35.2%）Undifferentiated

0.76 21（8.1%） 5（7.0%）PossitiveLymph node metastasis

238（91.9%）66（93.0%）Negative

0.223734MedianNumber of dissected LNs

0.79239（92.6%）65（91.5%）IAStage

 18（7.0%） 6（8.5%）IB

 1（0.4%） 0（0%）I I

Billroth I 法再建が行われた早期胃癌 262 例（下部
M癌，中部M，SM癌）を対象に用いて患者背景，
生存率，縫合不全発生率などを検討した．なお，
DG症例の郭清程度はD0 4 例（1.5％），D1 42 例
（16.1％），D2 215 例（82.4％），神経温存に関して
は肝枝温存率 51.7％，腹腔枝温存率 20.2％であっ

た．
５．術後QOL：アンケート調査および胃内視鏡
検査所見による評価を行った．アンケート調査は
PPG 71 例のうち郵送が可能であった症例に対し
て行った．また，同時期にDGを施行した上記の
262 例のうち 1993～1998 の症例から PPG症例と
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Fig. 2 Result of questionnaire
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ほぼ同数の 74 例を無作為に抽出し郵送可能な症
例を対象に用いた．食事量，体重の変化，逆流症
状，小胃症状，ダンピング症状など食後の腹部症
状，手術の満足度などについてアンケート（Ta-

ble 1）を送付，回収し，2群間で比較した．また，
残胃の状態を評価する目的でアンケート施行例の
うち残胃の内視鏡検査が行われていた症例（術後
6か月以上経過）の胃内視鏡検査結果をRGB clas-
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Fig. 3 Result of application to RGB classification

sification１）（Table 2）を用いて分類し，両群間で比
較した．
生存率はKaplan-Meier 法にて算出し，得られ

たデータの統計的処理は Logrank 検定，Mann
Whitney U検定，Student’s -T 検定，χ2 検定を用
い，危険率が 5％未満の場合を有意差ありとした．

結 果
１．背景因子：2群間でM癌と SM癌の比率に
有意差があるが，DG群にむしろM癌が多く，予
後の評価には影響を与えないと考えられる．また，
肉眼型でDG群では陥凹＋隆起がやや多かった．
その他の因子についてはほぼ同等であった（Ta-

ble 3）．
２．予後：追跡可能であった症例の実測生存率
は図に示したごとくであり，5年生存率は PPG
群で 100％，DG群で 94.4％であり有意差を認め
なかった（Fig. 1）．再発死亡はDG群の 1例（肝転
移）のみで，平均追跡期間は PPG 68.8 か月，DG
64.9 か月であった．
３．術後合併症：縫合不全の発生率は PPG群で
1�71（1.4％），DG群で 2�262（0.8％）と同等であっ
たが，絶食を要した術後早期の残胃内食物停滞が
PPG群で 10�71（14.1％），DG群で 9�262（3.4％）
に認められ，PPG群で有意に発生率が高かった
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（p＜0.005）．
４．アンケートによるQOLの調査：PPG群は
送付数 63 通，返信数 60 通（回収率：95.2％），ア
ンケートが行われた時期は手術後 32～123 か月，
平均 81.2 か月であった．DG群は送付数 63 通，返
信数 53 通（回収率 84.1％）で，時期は手術後 55～
125 か月，平均 92.9 か月であった．アンケート項目
の 5-G）食後の逆流（苦い水があがってくる）がと
きどき，またはまれにあると答えた人が PPG群で
は 13.4％であったが，DG群では 38.0％で有意に
多かった．また，6-C）食後の腹鳴，腹痛，下痢な
ど早期ダンピング症状がときどき，またはまれに
あると答えた人が PPG群では 36.2％であった
が，DG群では頻繁にあると答えた人も含めて
60.5％に達し，DG群で有意に早期ダンピング症
状が多かった．その他の質問事項に対しての回答
内容はほぼ同等であった（Fig. 2）．
５．残胃の内視鏡検査所見：評価が可能な PPG
症例，38 例（術後 6～88 か月，平均 33.3 か月），DG
症例，41 例（12～88 か月，平均 41.5 か月）を用い
て検討を行った．食物残渣が観察された症例は
PPG群で 69.2％，DG群で 32.5％と PPG群で有意
に多かった．残胃炎は PPG群では 33.3％であっ
たが，DG群では 68.3％に認めた．また，その広が
りはDG群で広範囲におよぶものが多かった．胆
汁の逆流を認めたのは PPG群で 5.1％，DG群で
22.0％と PPG群で有意に少なかった（Fig. 3）．

考 察
中下部の胃癌に対してはD2郭清を伴う幽門側

胃切除術が標準術式として行われ，同術式を行う
ことにより Stage IA の 5 年生存率は 93.4％に達
している２）．そのため，近年では根治性ばかりでは
なく，術後のQOLの維持，すなわち機能温存にも
注意が注がれ，一部の早期胃癌に対しては縮小手
術が採用されている．幽門保存胃切除術はそもそ
も機能温存を目的とした潰瘍に対する手術であっ
た３）が，縮小手術の一つとして早期胃癌にも行われ
るようになってきた４）．縮小手術として胃癌治療ガ
イドライン２）にも記載されてはいるが，その評価，
すなわち通常の幽門側胃切除のBillroth I 法再建
に対する優位性は定まっていない．ところで，胃

癌切除術式の評価は根治性とQOLという二つの
因子によるが，QOLについてはその評価は必ずし
も容易ではない．その方法には，客観的な評価法
として体重や血清蛋白，血清脂質などの栄養学的
な指標を用いたもの５）６），標識物質や造影剤を用い
て食物の消化管内の動態を評価するもの７）８）などが
ある．また，主観の評価として，小胃症状やダン
ピング症状など食後の症状についての評価がある
が，少なくともカルテ記載からの症状の拾い上げ
などでは現実を正確にとらえた評価とはいえない
であろう．そこで今回は，PPGの生存率，術後合
併症などを検討するとともに，QOLについてもっ
とも重要と考えられる患者の主観の評価をアン
ケート調査によって行った．また，QOLに影響を
与えると考えられる残胃の状態の評価を内視鏡検
査所見を用いて行い，PPGの客観的評価の一つと
した．
検討の結果，両群間の生存率には差がなく，現

在の適応内であればDGと同等の根治性を有して
いるものと考えられた．DG症例でむしろ予後不
良の傾向があるが，これは他病死，他癌死，手術
関連死によるもので再発は肝転移の 1例のみで
あった．また，PPG症例のなかには，最終診断で
適応外である深達度MPの症例が 1例，リンパ節
転移陽性症例が 5例認められた．MPの症例は占
居部位がMで fN0 であった．リンパ節転移陽性症
例はいずれもM領域でNo. 1，3，4d に少数のリン
パ節転移（1～3個）を認めるのみで fN1 であった．
したがって，No. 5 リンパ節転移の可能性はきわめ
て低く，2群リンパ節は通常どおりに郭清されて
いるので追加治療の必要はないと判断した．実際
に，これらの症例を含めて PPG症例に再発は認め
ていない．最近では，術中N0を診断する方法とし
て，センチネルリンパ節生検やリンパ流域郭清な
どの方法が行われている．より縮小した手術の導
入においては有効な方法と考えられる．今回，sN0
で fN1 や sSMで fMPの症例を経験したが深達度
やリンパ節転移の術前診断にはもちろん限界があ
る．しかし，縮小手術とはいえ本術式ではN1で
あった場合も 2群が予防的に郭清されている．ま
た，fMPとなった症例は 71 例中 1例にとどまり，
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さらに早期癌類似型の小型のMP癌ではリンパ
節転移率は低いと予想される９）．したがって，PPG
においては従来どおりの術前，術中診断で術式を
決定することは許容されるものと考えられる．
PPGのリンパ節郭清範囲は各施設により多少違
いがあり，とくに幽門上リンパ節についてはこれ
を完全に郭清する施設７），一部郭清する施設５）など
がみうけられ，当然 PPGを行う適応に影響してく
る．当科における PPGでは幽門上リンパ節は郭清
してないが，胃のリンパ流の領域に占める右胃動
脈領域は小範囲であり１０）～１２），リンパ節個数も少な
く１３），幽門上リンパ節転移は非常に少ないという
早期胃癌のリンパ節転移の特徴１４）１５）からみて，また
血流の維持，迷走神経幽門枝の完全な温存という
観点からみても本術式は理にかなったものと考え
る．
術後合併症に関しては，術後早期の残胃内食物

停滞が PPGに多かった．しかし，いずれも絶食期
間をおくことで改善し食事摂取が可能となってい
る．確かに幽門を温存することは胃からの食物の
排出を悪くする可能性があり，デメリットとして
指摘されている８）１６）．しかし，通過障害を起こしづ
らい幽門から吻合部までの距離１７）や，時間経過に
よる幽門機能の回復も示され７）１８），大きなデメリッ
トとはならないと考えられる．それはアンケート
調査で，食事量や小胃症状の訴えがDGと比較し
て差がないことが示している．
アンケート結果では，1．逆流症状が少ない，2．

腹のゴロゴロ，腹痛，下痢といった比較的軽度の
ダンピング症状が少ないという 2点において
PPGが DGよりも優れていた．PPGにおいて食物
が胃にたまる傾向があるので，むしろ PPGで逆流
症状がみられても良いかと思われたが，実際には
逆であり，これは胆汁の逆流による症状と考えら
れた１９）．胃内視鏡検査では PPGで有意に残胃内へ
の胆汁逆流が少ないことが示されており，幽門が
温存され十二指腸から胃への胆汁の逆流が減った
ことが一つの理由と考えられる．また，胃から食
道への逆流については下部食道括約筋（lower
esophageal sphincter；以下，LES）圧，噴門形態
が関係するものと考えられるが，LES圧について

は幽門側胃切除後症例での検討で症状の有無と
LES圧の減少が関係するとの報告がみられる２０）．
また，PPGではDGに比べて噴門形態が保たれ残
胃食道逆流が少なくなる２１）との指摘もあり，逆流
症状の減少は残胃から食道への逆流も少ない結果
と解釈できる．有意差はないが（p＝0.06）胸焼け
も PPGで少なくなっており，胆汁の逆流を抑える
ことはQOLを改善するうえで非常に重要なこと
と考えられた．腹のゴロゴロなど軽度のダンピン
グ症状はDGでは約 60％の人が症状を有してお
り，今回のアンケート調査にてあらためて明らか
となった，DGが抱える無視できない術後障害で
ある．PPGでは同症状が約 35％と明らかに減少
しており，幽門輪を温存することで食物の急激な
落下を防止する本術式の目的はある程度達成され
ているといえる．
胃切除後の残胃に対する定まった評価方法はな

く，今回はKubo ら１）の RGB classification を用い
て検討した．その結果，残胃炎，残胃内胆汁逆流
は PPGで少なく，食物残渣が PPGに多いことが
明らかとなった．胆汁の逆流が少ないことはアン
ケートでの逆流症状が少ないことに直接結びつい
ているが，胃炎の有無はとくに症状としては自覚
されずアンケート調査の結果には影響を与えてい
ないようである．ところで，近年では早期癌で発
見され胃切除にて治癒する胃癌症例が増えてお
り，残胃の癌の発生は無視できない問題である．
残胃の癌の発生の機序は必ずしも解明されてはい
ないものの，胆汁の逆流による残胃炎からの発
癌２２）２３）が指摘されている．したがって，残胃への胆
汁の逆流を減らすことは癌の発生を抑制する可能
性がある．残胃炎は症状としては自覚されていな
いが，残胃の発癌が少ないとすればQOLに大き
く貢献することになる．また，PPGでは内視鏡所
見で食物残渣が多いが，アンケート結果では残渣
に由来する症状が PPGに多いとの結果はなく，残
胃炎の頻度とも相関していない．したがって，内
視鏡検査所見で食物残渣が多いことは大きなデメ
リットとはいえないようである．
以上，アンケート調査を中心に PPGと DGを比

較検討した．癌に対する根治性は同等であり，
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QOLについては PPGが DGと比較して若干勝る
ものと考えられた．DGは術後愁訴がそれほど多
くはなく，根治性に優れた術式ではあるが，可能
な症例ではより高いQOLをめざして PPGを積
極的に取り入れるべき，と考えられた．
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Evaluation of Pylorus Preserving Gastrectomy Compared with Conventional Distal Gastrectomy

Takashi Nomura, Norimasa Fukushima, Naoki Takasu,
Hajime Iizawa, Hisashi Shibuma and Eiichi Ikeda

Department of Surgery, Yamagata Prefectural Central Hospital

Introduction：Distal gastrectomy（DG）is a standard procedure for early gastric cancer located in lower and
middle third of the stomach. Although pylorus preserving gastrectomy（PPG）, one of the function preserving
gastrectomies which has recently been applied for early gastric cancer, evaluation of this procedure has not
yet been finalized. Patients and method：In this study, 71 patients who underwent PPG were evaluated by
prognosis, postoperative complications, abdominal symptoms examined by questionnaire survey and endo-
scopic findings of the residual stomach. Patients who underwent DG were examined by same items and the
results were compared with those of the PPG group. Results：There was no significant difference in the sur-
vival rates of the two groups. The incidence of gastric stasis in the early postoperative period was higher in
the PPG group（14.1％）compared with the DG group（3.4％）. From the results of the questionnaire, the inci-
dence of symptoms of regurgitation was lower in the PPG group（13.4％）than the DG group（38.0％）. Early
dumping syndrome such as abdominal sound, abdominal pain and diarrhea occured less frequently in the PPG
group（36.2％）than the DG group（60.5％）. Sixty-nine percent of PPG group patient had food residue in the
remnant stomach as assessed endoscopically, which was higher than the DG group（32.5％）. Gastritis and bile
reflux in the gastric remnant were observed in 33.3％ and 5.1％ of the PPG group, and 68.3％ and 22.0％ of the
DG group, respectively. Conclusion：PPG has advantages of lower incidences of the dumping syndrome, bile
reflux and gastritis in the remnant stomach compared with DG. On the other hand, PPG has disadvantage in
gastric empting over DG, but according to the results of the questionnaire, there was no difference in symp-
toms concerning residual food. PPG thus, seems to be the better procedure than DG from the point of view of
the patient’s QOL.
Key words：pyrolus preserving gastrectomy, function preserving gastrectomy, questionnaire

〔Jpn J Gastroenterol Surg 38：1785―1794, 2005〕

Reprint requests：Takashi Nomura Department of Surgery I, Yamagata University School of Medicine
2―2―2 Iidanishi, Yamagata, 990―9585 JAPAN

Accepted：June 22, 2005

�2005 The Japanese Society of Gastroenterological Surgery Journal Web Site：http :��www.jsgs.or.jp�journal�

10（1794） 日消外会誌 38巻 12号定型的幽門側胃切除術と比較した幽門保存胃切除術の予後およびQOL


