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1914年Ernst①がはじめて先天性十二指腸閉鎖症
の手術成功例を発蓑して以来数多くの報告がみられる
が，本邦では手術成功例は1955年以後漸くその数を増
してきたといえる。われわれも最近本症の1治験例を
得たが，その詳細を述べ今後の参考に資したい。

Medicine，
Yoshida）

Shinshu

University

以上より十二指腸閉籏盤と診断し，

Wh般状態良好な

ため庖ちに黍術を行う。
手術所fi

：術前静脈切開により5％ブドー糖液の点

滴静注を始め，前投薬を行わずに気管内挿管（G．0，
F，麻醗）の下に右上腹部劣正中切開で開腹する。胃
およびヂニ指腸は高度に膨満しているが，トライツ靱

疲

例

相O，昭和40年10月6日生。男児。第一子。生後
2日目来院。
生下時体重28009。

帯以下の腸管は萎縮し十二指腸に閉塞のあることを示
していた。しかし閉塾部は十二欝腸下部にあり後腹膜
に覆われているため直視下に確認することはできなか
つたが，触診により外部よりの膵などの圧迫もなく，

主訴：嘔吐と胎便欠除。

また離断あるいは索状になつてもいないことから膜状

家族歴には特記すべきことはない。

の閉鎖であろうと推定した。小腸，結腸には異常はみ

現病歴：正常分娩であつたが，羊水過多症を合併し

ていた。生後間もなく羊水様のものを吐きはじめ，2
日目朝より吐物に胆汁を混じえるようになり，胎便の
排出もないので小児科へ紹介され，十二指腸閉鎖症の

疑いで直ちに当科へ転科入院した。
現症：外見上奇形はみられない。るい痩は軽度であ
るが皮蔚は乾燥していない。脈搏鴎／分，規則正しく

られず横行結腸内には胎便が透見できる。よつてトラ

イツ靱帯より約5

CM肛門側で順蠕鋤性に2層縫合｝こ

より胃空腸を側々吻合し，腹壁は3層に縫合閉鎖し
た。

術後経過1術後は温度28°C，湿度90％の保育羅に
収容し4Ns

i／minの酸素を投与した。また点滴静

注にょり5％ブド・一一糖液とリンゲル液2：1混禽液，

緊張も良い。胸部には理学的に異常所見なく，腹部で

生血，モリアミン溶液，ビタミン剤および抗生物質な

は上腹部の膨隆が目立つのみで蠕動不穏も鋸められな

どを投与した。更に頻回に胃ゾソデより胃内容を吸引

い。
腹部レ線所見：立位単純撮影では胃内に多鐙のガス

し，時に生食水で溌腸を行い，術後2日目に粘液を混
じた少最の胎便排出を認めた。しかし5日目になつて

貯溜像を認めるが，腸内ガス像は金くみられない（図

も普通便の排出はなく，嘔吐が続くため，再度モリヨ

1）。モリョドール5．Occを使用して胃透視を行うと

ドールを使用して透視を行つたところ，前回と全く

造影剤は十ご指腸には入るが，空腸には至らず，逆蠕

動のため胃に逆流する（図2）。

同様に空腸への造影剤通過がみられないため，直ちに

再手術にふみきつた。
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再手術所見：前投薬に硫酸アトロピン0．lmg

kr使

用，気管内挿管G．0．F．麻酔で前回の手術創に一致
して開腹した。胃十二指腸は膨満し，空腸以下は萎縮
していた。胃空腸吻合部を精査すると吻含孔は通じて

いるが輸出脚が屈曲し胃体前部に癒着し通過が障害さ

畷練習を兼ねて哺乳瓶で5％プドー糖液を10〜20cc吸
わせ，胃洗條してのち吸引し，更に時々溌腸を行つた
が少量の胎便の排出があつたのみであつた。術後9日
目に至り洗腸で始めて著通便が排泄されレ線像でも小

腸内ガス像を確認しえたので，経口的に5％ブドー糖

れていたため癒着を剥離し，更に順蠕動性に結腸後十

液，アトロゾンを与え始めた。術後12日目より自然排

二指腸・空腸側々吻合を行つた。

便があり，哺乳量は20cc／回になつたが，まだ時々嘔

術後経過：再び保育器に移し，主としてソリタT一

3号を使用し補液を続けた。胃内容吸引は2時間ごと
に行つたが嘔吐が続き，術後3日目の腹部単純レ線像
でもまだ腸内ガス像は認められなかつた。そのため吸

吐があり輸液も続けた。術後14日目より哺乳のみとし

たが．まだ1回に30cc以上飲ませると嘔吐するため2
時間ごとに20ccを与えた。しかし術後15日目には体
重2，0509に減少し最低となつた。術後17日目に哺育
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のため小児科へ転科した。

るが，増殖は間もなく停止退化して管腔内に窒胞が生

転科時体重2，0809，血色素螢93％，赤血球数408X

じ，12週目には再びma

10・s・，白血球数12，600，itlLSR値37％，血清蛋肉質量
5，69／neであったが，その後は順調に成長し，現在は
標鵬体重以上となり，知能の発育にも全く異

常はみら

れない（図3）。

）a

ifl｛を得る。この過程でなんら

かの原因により再疎通が阻まれると閉鎖疲が起るが，
陽管の離断に関してはL◎uw， Bernard⑨は腸間膜の
J血L管障警によるものであろうと述べている。

症状は腸閉鵬症と異ることなく，嘔吐，腹部膨満，

胎便の欠除を主徴としている。1幅吐は必発であり生後

考按
先天性腸閉鎖症の発生頻度は出産1500例ec
20，

間もなく始まり，激しく繰り返される。哺乳の有無に
1例から

OOO例に1例など報告②により様々である。本邦で

かかわらず24時間以内に起るが・稀には哺乳により始
めて現われる例もある。通常吐物は胆汁を含むが・閉

は明治36年岡田③の報告を始めとするが，手術成功例

鎖部がプアター乳頭より上部のときはこれを欠く。膨

はさほど多いわけではない。さて本症は先天性腸閉鎖

満はヒ腹部に限られ下腹甜1はむしろ陥没している。時

症のうちでは回腸にっいで多く，Clatworthy，

Lloyd

④は39例の腸閉鎖症中十二指陽は最も多くて17例を算

えたと述べ，更にForssner⑤はDreikeの初生児

に右上腹部で下方に向う蠕動がみられることもあると
いう。

胎便OX

・一般に生後24時間以内に排泄が始まり，72時

腸管各部の平均長の割禽からすれぽ十二指腸の発生頻

間までには全部排泄されてしまうのが普通であるが，

度は他部の16倍となる故に，腸管中で最大好発部位

腸閉鎖症では多くの場合欠除する。しかし灰白色また

で，殊に十二指腸・空腸移行部に多いと報告してい
る。しかし本邦駿河⑥にょれば12例中1例にすぎな

は灰白緑色の胎便様のものを排出することがあり注意
を要し，この際鑑別にFarber Testが良い。早期診

い。

断に役立つのは羊水過多症の有無でLloydおよび

閉鎖部位は大部分がフアタ＿乳頭より下部にみら
れ，Benson⑦は95％，

PQUock⑧は28例中24例と述

べている。

Clatworthy⑩は十二指腸。空腸上部の閉鎖およびi・ill
度閉i鶏35例中23例，約2／n例が羊水過多症の母親から

生まれたと述べ・更にClatworthyは本症7例の新

閉鎖部の性状は膜様のもの，盲端に終るもの，索状

生児がすべて羊水過多症を合併していたことを併せ述

のものなどがあるが，閉鎖部位が後腹膜に覆われてい

べている。従つて羊水過多症の母親から生まれた新生

ることが多いため，確認はむずかしい。本例では触診

児には生後3時間以内に胃カテー・テルにより少鑑の空

により連続性が保たれていることより膜様のものと判

気を注入して胸部を含めた腹部単純撮影を行うべきで

断された。

あり，これにより腸管閉塞，殊に十二指腸閉鎖症の早

発雄原因は胎生時の生理的陽管閉塞の再疎通が阻止

されて起るとされている。即ち胎生6，7週頃十二指
腸管腔は粘膜上皮細胞の増殖により一時的に閉塞され

期診断に役立つだろうとしている。

同様DeYoung⑪も母親に異常なく羊水過多症のあ
つたときは消化管閉墾を疑う症例とみるよう警告して
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ている報告もある。

診断は前述の3主徴および羊水過多の有無によりほ

術後鳳保育器に収容し28〜30°C，灘度80〜90％と

ぽ見当はっくが，仰臥位および立位の胸部を含めた腹

し，補液は静脈切開により持続点滴法にたよるが，血

部単純レ線撮影により確実となる。十二指腸には呼吸

栓性静脈炎に注意して抗iL剤を点滴内容に加えるか，

を開始してから数分以内に空気が充満するから生後3

菰日イルリゲーターを交換するが，あるいは同一血噌；

時間ぐらいで撮影しても腸管にはほとんどガス像が認

められるが，閉鎖があればdOuble

を72時間以」二使用しないこと，局所の発赤硬結に注意

bubbleまたはU

することなどが重要である。更にできるだけ頻回にlll

型に液体が貯ったガス像がえられる。判然としないと

洗灘を行つて闘内容を吸引し，洗腸も生食水または石

きは胃カテーテルより50〜6〔｝ccの空気を重ii入し田を膨

鹸水で1

らませば所見が明らかとなる。造ll杉剤の使用に関して

lil

2埋3圓行う。哺乳もおそくも72時間で開

始するが，踊初は5％ブドー糖液慮与え，ミルクに換

はバリウム服用は誤嚥や腸僧；閉塞を招く危険があるの

えるが良い。

で禁忌とされるが，バリウムを簿めて用いるか水溶
性ヨード剤を用うればよい。勿論，検撫終了後は面ち

瀦雛灘翻蠕箆繋ま欝鷺巖

表1

」㌧楚一一拠捻一豊1烈．跳墜．

辮ることで診断は石繊となり1醸1妙なくない。
治療は手術以外にない。生後間もない新生児でセ治

G，。、s（・v194°）

1

420％

＿＿＿鯉熱二聚讐L＿一．竺，．＿主包＿層勉．，

盤・・鮒欄ヒ餉訴㈱にも耐棚・るが，・

・・・…

（196Dl281

，7161％

難慰鞭鐸驚雀1調蒜歪董墨i昼ヒ1⊥鑑
術榊備とし・は脱水・・対す・撒灘

iill三お

著ma・（・96・）【・i・i・・％

よび誤嚥，舞孔による合併症防止のための持続的なll1

内容吸引が重要である。

本症の手術成績は喪1，の如く1940年以後藩しく改善

麻酔は気管内挿管により気道を確保し，呼吸を調節
すれば安全であり1フPt

され近年は50〜70％の生存率を示しているが，本邦で

一セv・笑気の混合，サイク

ロブロペイソが最も多く用いられている。
なお術中体澁下降の傾向を示

は必ずしも良好ではなく，伝田⑬は脚56〜1963年存こ
3例の手術を行い璽症奇形合併とか診断の遅延で死亡

t・a）で儲の調鰍泌

要となる。

したと述ぺてV、るが，榔i⑭は術後管埋面こ誤りない

限りほとんど全例救命できると報告し，本邦でも最近

手術々武は通常閉鎖藏上部の十二捌母と空腸を順蠕

その成功例が急激に数を増すものといえよう。術後早

鵬剛・吻合す勧法が倣とさ泌．P・1i・・k⑧

期死亡の醐としては合備形，未熟児，診断の遅れ

・らは胃空陽吻合でも生存率にはほとんど差はないが・

による栄養障霧が挙げられ，Pollocl〈は本症の60％

将来潰瘍発生の危険があるため・なるべく避けるよう

が他の奇形を食併し，殊にモソゴリスムは20％，未熟

奨めており，G・・ss⑫は閉辮が＋二1指概部賄る

児は3吻で、らつたとしている．就後概亡購・つ

稀な場合・あるいは未熟児で十二指腸窒腸吻合が困難

いてGressは腸閉鎖症手術例の3／4が腹膜癒着によ

な時以外は胃空腸吻合は避けるべきであると注意して

る閉塞であると1，Gerrish⑬も10例中2例に癒着の

いる。本例では初回手術時1膨満した胃に手術操作を邪

ため再乎術を行つている。本例も前述の如く癒着によ

魔されて安易な胃空腸吻含を行つて失敗したものであ，

り再手術を余儀なくされ．たが，幸いに他の奇形合併も

り，皮切にも一考を要しよう。また新生児開腹術後の

なく救命しえた。

癒着も軽視できず再開1腹の磯を誤らないように務めね

ぽならない。本例は癒着による通過障審もあつたが，
再手術で結腸後f

二指腸空陽吻合を行い救命しえたも

のである。吻合の際には婆縮した究腸に堂気または生

食水を注入して，細い腸管腔を拡張し手術操作を容易
にするとともに他の部の閉塞の有無を倹討する必要が

ある。縫合は2膚が普通であるが，1層で好結果をえ

むすび

先天性十二指腸閉鎖症の男児に胃空腸吻合を行つた
が癒着のために再手術し，結腸後十二指腸吻合を行っ

て治癒せしめえた。蓄潜らの経験を反智し，文献的に
も考察を加えた。
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