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を上部空腸と吻含し，これにより胆汁は上部小腸内を
緒

言

通過するが，膵液及び十二揃腸粘膜よりの分泌液は極

消化性潰瘍の成因には，消化説をはじめとして極め
て多くの学説①が唱えられているが，いずれの学説を

めて短い小腸内を通過するように操作した（第2図）n
第3群は十二指腸粘膜よりの分泌液を出来るだけ取

もつてしても成因の全体を説明することは出来ない。

り除く目的で，遊離十二指腸において総胆管及び膵

著者等は実験的消化性潰瘍の成因を追及し，既にそ
の成績の一部を発表②した。即ちKeefer等③の方

管開口部以外の十二指腸を切除し，残存した約3×4
emの一1一二指腸を幽門輪より2乃至30rnの部に移植し

法に従つて成犬を用いて，十二指腸起始部と膵の十二

た（第3図）。

指腸附着最下部との2ケ所において離断した遊離十二

2康験成績

指腸を，廻腸未端に移概湖合には1肖化性潰瘍醗
生し，空腸に移植した場合には潰蕩が発生しないこと

A

を認めた。更に遊離十二指腸を暇置して，腹壁に外痩
を造設した揚合には潰瘍が発生した。この事実から十

第1群

第1例は10脚の雄犬で胆嚢は廻腸末端より12cm口側
の部に吻合した。術ec

二指腸液の申には，潰瘍発生抑制物質が存在するであ

143日目に撲殺し，剖検したが

胃並びに十二指腸には・潰瘍の発生は認められなかつ

ろうと推測した。本編においては所謂十二拙腸液の中

た（第4図）。肝の組織学的検索を行つてみると・肝

で胆汁，膵液及び十二指腸粘膜よりの分泌液のいずれ

細胞に変化はないが，閲質には軽度の円形細胞浸潤が

が潰瘍発生に関与するかを追求した。

認められた。

第2例はユ3kgの雄犬で胆憂は廻腸末端より16伽口側

1・実験方法

．

の部に吻合した。術後118日目に撲殺したが，胃並び

実験動物として体重10勿前後の雑成犬を使用した。

醸と十二指腸には潰蕩の発生は認められなかつた（第

ベソトバルビター・ル筋肉内麻酔のもとに手術を施行

5図、。肝の変化は第1例と同程度である。

し，次の三実験群に分つた。
第1群は総胆管を結紮離断し，胆嚢を廻腸末端に吻

第3例e：

合して，胆汁以外の十二指腸液は小腸内を充分通過す

なかつta（第6図）。

第2群は第1報で述べたと同様に，十二指腸起始部
側約8㎝の部の2か所において離断した遊離十二指腸

を廻腸末端に移植し，一方総胆管は結紮離断して胆嚢

・一一にて死亡

したが，胃並びに十二指腸には潰蕩の発生は認められ

るように操作した（第1図）。

と膵の十こ二指腸附着最下部でTreiz氏靱帯よりP

61egの雄犬で胆嚢は廻陽末端より15cm口側

の部に移植した。術後61日目にジステン2

B第2群
第1例et13kgの雌犬で，遊離十二指腸は廻腸末端よ

りユ5cmの部に移植し，っいで総胆管を結紮して胆嚢は

幽門輸より18cm肛門側の空腸と吻合した。術後の経過

第3号

（1963）

15−（318）

は順調であつたが時々軟厘の排出をみた。ところが
4週目頃より食欲不振に陥り，次第にるい痩し，術後
76日目に死亡した。剖検により第7図に示す如く胃に
は数個の小潰瘍が，十二指腸には大小2個の潰瘍が発
生し，しかも十二指腸潰瘍の一一一・つは穿孔を来している
ことを確認した。

十二指腸潰瘍辺縁の組織像は，第8図に示す如く，
細胞浸潤，線維増殖が著明で慢性潰瘍の像を示してい
る。胃潰瘍の組織除は，第9図に示す如く，筋層まで
断裂欠損し，辺縁に線維増殖があり，潰瘍底には壊死
層を認める。肝細胞に二は梱濁腫脹が認められるが，脂
肪沈着は軽度である（第10図）。

ee

2例は13kgの雄犬で，遊離十二指腸は廻腸末端よ

り20C771の部に移楠し総胆管鮒1紮したのち月膿は幽

第1図

門輪より18cntの部位に吻合した。術隆は第1例と同様、
に軟便，時には水様便が持続し，次第にるい痩して術
後41日

目一1−・：二t旨丹易潰瘍穿子L

Vこよ

り死亡Lた

（第11図）o

組織像は第12図に示す如く，辺縁の線維増殖は少くて
急性進行性の潰瘍像を示している。肝には著明な巣状
壊死の様がみられ，細胞索は乱れて間質にも1怪度の細
胞浸潤がみられる。

Sudan

IIIによる脂肪染色により，肝細胞内に脂

肪滴の沈着を認める。これは壊死部周辺の細胞に特に
著明である（第13図）。

第3例は15fegの雄犬で，遊離十二指腸は廻腸末端よ
り20cmの部に移植し，総胆管を結紮したのち胆嚢は幽
門輸より20cmnll門側の空腸に吻合した。術後の経過は

前2例と全く同様で14週目頃よりるい痩が目立ち次

第2図

第に衰弱したので，術後60日目に撲i殺した。剖検によ
り，第14図に示す如く，辺縁がや」隆起した示指頭大
の潰瘍を認めた。潰

瘍辺縁の組織疎は第15図の如く，

筋層まで断裂欠損し，線維増殖が著明である。肝の変
化はee

C

1例と同程度である。

第3群

第1例は11kgの雄犬で，術後182日を経過するも健

在のため撲殺したが，潰瘍の発生は認められなかつ

，

た（第16図）。肝には特記すべぎ変化はみとめられな
かつた。

第2例1：101egの雄犬で術徴83日を経過するも一般状

態に変化が現れないので，撲殺したところ，十二指腸
には連続縫合糸により形成された小結節により，機糠

的に生じた米粒大の潰瘍が認められたが，これは第
2群にみられた潰瘍と趣を異にしている（ag

17図。

組織像は第18図の如く，線維増殖の著しい慢性潰瘍像
を呈している。

第3蹴・2吻獄で徽23日目ジステ。，・−1。て

第3図
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死亡したが，潰瘍の発生は認められなかった（第19

図）。

総胆管廻腸吻合を行なつて，11例中1例に潰瘍の発生を

認めたと報乱ている．と・ろ・・，・K・p・i・・W⑦醐

以上b成績を一括して表示すれば第1表の如くであ

る。

嚢を右腎孟に吻合して胆汁を尿中に誘導した結果，43

『

例申17例に十二指腸潰瘍を認めた。Scott⑧も4例に
同様の手術を施行し，脂溶性ビタミンの非経口的投与

第1表

実験成績

を続けたところ，潰瘍の発生はなかったと述べてい
潰

体
性

胃
重

復

騰の発生を認めなかつたという報告もあ・が，・

士

襲

れを認めたというも・もあつ・泌ず・も賂・−X

霧

期

＿腸

間

14ど

Jeチ

第1群
胆

汁

回

避

第2群
膵液・一卜二穿旨丑易

分泌液回避

第3群

十二指腸分泌液

回

避

る。以上の如く，胆汁の十二指腸回避により胃十二指

瘍

をみていない。潰瘍の発生を認めたというものは，そ
の成因として胆汁による胃酸の中和の欠如とか，胆汁

欠如によ硝化吸・購讐を挙げている．しか囎者
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に導いた膵外痩犬が2週以上生存する場合にはすべ

3
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6
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て，十二指腸潰瘍が発生することを認め，その成因と
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十
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十
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等の実験では，胆汁の十二指腸回避を行なつても，潰
瘍発生は全例に認められなかったから，かNる学説を

肯定することは出来ない。
消化性潰瘍の発生に及ぼす膵液の影響についても古
くから数多くの報働ミある。E1・n・・等⑨は副膵管を
結紮し，主膵管にカニユーレを挿入して，膵液を外部

しては，膵液の欠如により胃酸の中和が低下すること

（＊

別個の因子により小潰瘍発生）

によると考えた。Matthews＆Dragstedt⑩は膵管
開口部の十二指腸を遊離して，これを外痩とするとと

考按

胆汁・膵液及び十二指腸粘膜よりの分泌液等を一括
した所謂十二指腸液を下部腸管，若しくは体外に誘導

もに，総胆管を胃に吻合した。かくして膵液を体外に

喪失せしめたところ全例に十二指腸潰瘍の発生を認め
た。ところでBerg⑪は16例の膵外痩犬について観察

した場合に生ずる潰瘍の成因については，アルカ財生

したところ，潰瘍の発生したのは1例のみであり，こ

十二指腸液で緩衝されない強力な胃液の消化作用に零
る消化性潰瘍であることは，一般に認められている。と

の際胃酸中和能の低下は，潰瘍発生に璽要な意義を占
めるものではないと主張した。Deloyers⑥は副膵管

ころでKeefer等③④はかLる潰瘍の成因として十

は結紮離断し，主膵管を廻腸末端に吻合したところ，

二指腸液中に潰瘍発生抑制物質を想定し，十二指腸を
下部腸管に移植するとぎは，抑制物質が充分吸収され
ないので，潰瘍が発生するという見解を発表した。薯

岩等もすでにKeefer等の実験成績を追試によつて

5例中1例に潰瘍の発生をみたという。Loewナ⑫は
膵液を尿管に誘導したが，潰瘍は発生しなかつたと報
告している。次に膵癒犬における胃液の変化について

は，

Hoerner⑬は酸度に変化は生じないと述べてい

確認し，更に十二指腸液を体外に誘導するii尾験を行な

るが，

つた結果，十二指腸液中には潰瘍発生に関与する重要
な因子が存在するものと推定される成績を得た②。そ

一般に膵液を十二指腸より回避すると，胃酸の中和が
障害されるといわれるが，既に述べた如く胃酸の中和

Elman⑭は酸度が上昇すると報告している。

こで今回は十二指腸液中の各成分を，それぞれ別個に

が，この種の実験的潰瘍の成因となるか否かは疑問の

十二指腸を回避する実験を行なつて，いずれの成分が

あるところである。すなはち膵管を結紮した場合セこは

潰瘍発生に関与するかを検討した。

膵内外痩を形成した場合と岡様に，十二指腸には膵液

まず胆汁の潰瘍発生に及ぼす影響を知る目的で，胆
汁を廻腸末端に誘導し，胆汁の吸収を著しく抑制した

が欠如するにもか玉わらず，潰瘍の発生率は極めて低
いという成績⑮⑯から，Ivy等⑰は単なる胃酸中和の

鎗1群では全例とも潰瘍の発生は認められなかつた。

障害が膵液欠如にょる潰瘍発坐のee−一義的な原因とは

これを文献に徴する・と，wdiss等⑤は4匹の犬につ

考えにくいとしている。

Ivy等によると膵液を内外痩

いて総胆管を結紮し胆嚢廻腸吻合を施行したが，胃十
二指腸に潰瘍の発生を認めていない。Deloyers⑥は

によつて誘導した犬は塩基の喪失によりAcidosisと
なるが，膵管の結紮により膵液の流出を阻ILした犬に

22−（325）
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おいては，食後胃液分泌はおこるが，膵液の分泌がな

操作した群においては胃十二指腸潰瘍の発生はない。

いのでAlkalosisとなる。両春共脂肪肝を惹起する

2）十二指腸起始部と，膵の十二指腸附着最下部と

が，A、id。，i・の場合には＋二才旨腸糊莫のB・…er腺

の2か所において離断した遊離＋＝指腸を廻腸未端部

の中和緩衝能力も障害されるが，Alkalosisの場合

に移植し，一方総胆管は結紮離断して胆嚢を上部空腸

にはかNる障善は発生しない。かSる事実からIvy

と吻合して・膵液及び十二指腸粘膜よりの分泌液を回

等⑰は膵内外痩によつて膵液を回避した場合に生ずる

避した群においては・全例に十二指腸潰瘍を発生し，

潰瘍の成因は，酸・塩基平衝の失調によりもたらされ

一例においては同時に胃潰蕩をも認めた。

た粘膜の防禦力低下が，根本であると主張している。

3）

＿方Keefer等③④は十二指腸液中に潰瘍発生抑制

十二指腸粘膜よりの分泌液を出来るだけ取り除

く目的で・遊離十二指腸において総胆管及び膵管開口

物質を想定し，遊離十二指腸を下部腸管に移値すると

部以外の十二指腸を幽門輸より2乃至

きは，抑制物質が充分吸収されなし・ので讃瘍が発生

30nの部に移植

し瀦におい（et潰瘍の発生はみられなかつた・

するという従来と異なる観点から，潰瘍の成因を説明

4）以上の実験成績により・潰瘍発生に関与する重

した。著考等の第2群における成績を検討すると，膵

要な因子は，膵液中に存在するものと推定される。

液並びに十二指腸粘膜よりの分泌液を回避した場合に

は詮例噸瘍醗生をみている。 fiT に囎濁腫脹か
（本徹の鮨は第49回躰消化踊学会総会にお
ら巣状概に至る変化と脂肪傭嬬めているが，t いて鍛した・）
れは膵液回避に，よる代謝異常並びに急性腹膜炎による

肝轄晦くものと敷られ，・の点は更に研究腰
する聞題である．次に第3群において＋二指腸粘膜よ
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ABSTRACT creatic juice and of the secretions from the
In Previous report authers revealed dive‑ duodenal wall by the transplantation of the
rse incidence of gastrie or 'duodenal ulcer free duodenal segment which' contained the
according to the place of the intestine to pancreatic duct, and only the bile was al!o‑‑
which the free duodenal segment was trans‑ wed to pass throughithe upPer intestine by
planted. This free duodenal segment was pre‑ cholecystojejunostomy with ligation of the
pared by two transections at the first part of common bile duct, As a result duodenal ulc‑
the duodenum and the lowest part of ,which ers developed in ali three cases. In one of
the duodenum and the pancreas are adherent thern gastric ulcers also developed.

each other. From this result it is assumed ' In the third group the duodenum except
that the duodenal secretions might contain a small part incorporating both pancreatic
'
some inhibitory factors against development and biliary ducts was resected as much as

of peptic ulcer. possible to restrict absorption of the secreti‑‑
The present study was undertaken to de‑ ons from the duodenal walL No ulcer was
termine in which of the 6ile, the pancreatic observed in this group..

juice and the secretions from the duodenal '

From these results it is assurned that the

wall these factors exist. inhibitory factors against development of
In the first' group the bile was diverted peptic u!cer might be contained in the pan‑
from the small intestine by the anastomosing creatic juice.
the gall bl‑adder #,o the terminal ileum with

