
図1 健常人における消化管の働き
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はじめに
胃切除後にはさまざまな消化器症状，消化管機

能異常や器質的な障害が出現し，術後患者の QOL
を低下させることから臨床的な問題となる．これ
らを総称して胃術後障害（postgastrectomy syn-
drome）と呼ばれており，多彩な臨床像を呈するこ
とが知られている1）～7）．胃術後障害は，原疾患の
治療目的で行われる胃切除および迷走神経切除に
よりこれらが担う生理的な役割が減弱または欠如
するために起こる医原性の病態であり，手術によ
る生体機能の変化に対する適応障害ともいえる．
胃切除後に発生する胃術後障害の種類や程度は，
胃の切除部位・範囲や再建法に大きく影響される
ことが知られている．しかしながら，同一の胃切
除術式が行われても，出現する胃術後障害の程度
にはかなりの個体差がみられることから，単に術
式の影響だけでなく，術後の生体環境の変化に対

する消化管の適応力や食習慣，心理社会的要因な
ども影響を及ぼしていると考えられる．

胃を中心とした消化器の生理機能と胃
切除術の影響8）～10）

胃は摂取した食物を一旦貯え，体温に近い温度
に変え，胃液による希釈，ペプシンによる消化，
幽門洞収縮による細砕・粥状化を行なった後，少
しずつ小腸へ送り出すことで，小腸が栄養素を吸
収しやすいように加工・調節する働きを担ってい
る．胃から排出された食物は，十二指腸内で十分
量分泌された膵液・胆汁とタイミングよく混和さ
れ，小腸内を緩徐に移送されて十分な消化吸収が
行なわれる（図1）．それ以外にも胃酸による鉄・
カルシウムの吸収促進作用，内因子によるビタミ
ン B12の吸収促進作用などの働きを担っている．
胃は一つの袋状の臓器であるが，その運動能は近
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図2 胃の運動機能

図3 胃切除術（幽門側胃切除Roux-en-Y再建）が消化管機能に
及ぼす影響

位側と遠位側とでは大きく異なる（図2）．近位側
胃は摂取した食物を蓄える貯蔵庫として働き，遠
位側胃は蠕動運動により食物を細砕化・混和して
小腸へと送り出すポンプ作用として働く．近位側
胃には蠕動運動はなく迷走神経の非アドレナリン
非コリン性神経によりその緊張度が保たれてい
る．食事摂取にともない迷走神経を介した適応性
弛緩反応が起こることで機能的胃容量が増加し，
より多くの食物を受容れることが可能となる．胃
からの液体の排出は，主に近位側胃の緊張度によ
り調節されている．遠位側胃の蠕動運動は，迷走

神経の胃枝の影響を受け，胃からの固形物の排出
を調節している．下部食道括約筋（LES）は，胸腔―
腹腔間の圧勾配に拮抗して胃内容が食道に逆流す
るのを防いでいる．幽門輪は流出抵抗として働き
摂取した食物の墜落排出を防ぐとともに，十二指
腸液の胃内逆流を防止している．

一方，胃切除後にはこれらの胃の働きが選択さ
れた胃切除術式によりさまざまな度合で障害さ
れ，胃術後障害の発生に結びつく．幽門側胃切除
Roux-en-Y 再建を例にあげると（図3），貯留能の低
下（胃切除［物理的な胃容量の減少］＋リンパ節郭
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図4 胃切除術が他の消化器に及ぼす影響

表1 胃術後障害のとらえ方

I．病因論的
ダンピング症候群1）
術後吻合部潰瘍2）
貧血3）
栄養障害4）
下痢5）
乳糖不耐症6）
骨代謝障害7）
残胃胃炎8）
逆流性食道炎9）
輸入脚症候群10）
胃切除後胆石・胆嚢炎11）
胃切除後胃石12）
イレウス13）

I I．消化器症状
胃切除後ディスペプシア症状1）
逆流型（胸やけ，つかえ感）
運動不全型（腹部膨満感，早期飽満感，悪心・嘔吐）
潰瘍型（上腹部痛）
ダンピング症状2）
全身症状，腹部症状
腸症状3）
下痢，腹痛，腹鳴，放屁

I I I．消化管機能障害
食道逆流（LESの切除または圧低下，食道運動障害，残胃内圧増加）1）
残胃貯留能低下（物理的・機能的胃容量の減少，流出抵抗の減弱）2）
残胃排出亢進または遅延3）
消化吸収障害（膵液・胆汁の分泌低下，食物との同期不全）4）
小腸運動機能障害（墜落排出による負荷の増大，外来神経切除，壁内神経離断）5）
腸管内細菌増殖（胃酸分泌減少，小腸運動機能障害）6）

清にともなう迷走神経胃枝の切離による適応性弛
緩反応の消失［機能的な胃容量の減少］）と幽門輪

切除による排出亢進により，摂取した食物は高濃
度で固形状のまま急速に小腸内へと流入する．ま
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た迷走神経切離による膵液・胆汁の分泌低下とこ
れらが Y 脚内に停滞することによる食物と消化
液との同期不全が起こる．さらに小腸運動の亢進
や小腸内の細菌増殖なども影響してダンピング症
状，消化吸収障害，栄養障害，下痢の発生などに
結びつく．

胃切除術の影響は単に胃に留まらず，食道，胆
嚢，膵臓，小腸，大腸などほぼ消化器全般に及ぶ

（図4）．消化器の働きは神経性（外来神経，壁内神
経）と体液性（消化管ホルモン）の機序により調
節されているが，胃切除術は，リンパ節郭清にと
もなう外来神経（迷走神経・交感神経）の切除や
胃切除・再建にともなう壁内神経の離断，消化管
ホルモン分泌領域の切除（ガストリン，グレリン
など），消化管ホルモン分泌動態の変化（GLP-1
など）11）12）やその標的臓器の切除によりさまざま
な調節障害をきたす．

胃術後障害をとらえる視点（表1，図5）
胃術後障害は，病因論的にとらえられることが

多いが，異なる視点からとらえることも有用であ
る．症状面からとらえることは胃切除後患者の生
活障害の程度や QOL を把握するのに適し，また
術後消化管機能異常の面からとらえることは病態
に即した合理的な治療を組み立てる上で役立つ．

胃術後障害を有する患者に対する検査
の進め方

以下の診察や検査により，消化器症状の種類，
強さと頻度および消化管機能障害の程度について
確認する．治療を必要とする器質的病変や血液生
化学的検査異常の有無についても調べる．他施設
で手術が行なわれ胃術後障害で来院した患者を診
る際には，施行された術式や術後胃の形態・機能
を把握することも重要である．器質的な異常が認
められず，通常の治療により改善が得られない場
合には，機能的な異常の有無を調べるために消化
管機能検査を行なうことも考慮する．

（1）臨床上問題となる症状の種類，強さと頻度の

把握

（2）身体所見の観察

（3）画像診断

腹部単純 X 線撮影，上部消化管内視鏡検査，上
部消化管造影，腹部超音波検査，腹部 CT 検査など
により，器質的病変（吻合部潰瘍や狭窄，胃切除
後胆石，逆流性食道炎，胃癌の転移・再発や残胃
の癌など）の精査を行なう．
（4）血液生化学的検査

貧血，血清蛋白・アルブミン，総コレステロー
ル，中性脂肪，血清鉄，ビタミン B12，水電解質異
常など．
（5）栄養評価

身体計測に加えて rapid turnover protein（プレ
アルブミン，レチノール結合蛋白，トランスフェ
リン），血清銅・亜鉛などの測定．
（6）消化管機能検査

胃排出能検査（RI 法，13C 呼気試験法），胃食道
逆流＆食道運動機能検査（24時間 pH モニタリン
グ，ビリテック2000，インピーダンス法），消化吸
収能検査（13C 呼気試験法脂肪消化吸収能検査，D-
キシロース吸収能検査），その他（胃電図など）．

胃術後障害の予防
（1）胃切除術式の工夫（図6―（1），表4）

早期胃癌での発見率が高まり，また補助療法等
の進歩により胃切除後に長期生存が得られる患者
が増すにつれて，胃術後障害を軽減しより良好な
生活状況（QOL）を実現し得る胃切除術式の工夫
とその適切な適用が求められるようになってき
た．胃癌手術においては，切除範囲の縮小，迷走
神経（肝枝・腹腔枝）・幽門などを残す機能温存手
術，代用胃を作製する機能再建手術，再建ルート，
吻合法（端々，端側，側々など），吻合手技（器械・
手縫い），開腹または鏡視（補助）下のアプローチ
法など，胃癌の発生部位・大きさ・進行度に応じ
て多様な選択が可能となってきた．術式選択にお
ける基本的コンセプトとしては，標準手術により
担保されるはずの根治性を損ねないこと，そして
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図5 胃切除術が患者の生活状況に及ぼす影響とその病態

表2 胃切除・再建法選択の際
に考慮されるべき事項

根治性
安全性
胃術後障害の軽減
安定性（バリアンスが小さい）
手技がシンプルで技術的に平易
鏡視（補助）下手術でも可能

胃切除後の生活障害を最小限にとどめることであ
るが，それ以外にもいくつか満たすべき事項があ
る（表2）．現在，広く行なわれている標準術式

（胃全摘 Roux-en-Y 再建，幽門側胃切除 Billroth I
法または Roux-en-Y 再建など）はさまざまな試行
錯誤の後に生き残ってきた術式であり表2の条件
の多くを満たしており，過去に淘汰されてきた他
の術式と比べて優っていることに疑いの余地はな
い．

これら標準術式に対して縮小手術，機能温存・
機能再建手術などが胃術後障害を軽減し胃切除後
患者の QOL 向上に役立つとする多くの報告がみ
られる13）～18）が，必ずしも十分なエビデンスが得ら
れているとはいえない．また一方で，さまざまな
コンセプトに基づく術式の開発・工夫がなされ胃
切除術式が多様化・複雑化してきたことで，新た
な胃術後障害の発生がみられるようになっている
ことにも留意する必要がある．

胃切除術式と胃術後障害との関連性について
は，胃外科臨床に携わる外科医の豊富な経験に裏
打ちされた印象や確信も重要であり，とくにエビ
デンスの確立されていない事項に関してはステー
トメントに対するコンセンサス（同意率）が臨床
的事実を反映していると考えられる．ワーキング
グループ19）により検討されたステートメント（文
献20）より同意率50％以上のものを引用）を表3に示
す．

（2）食・生活習慣の調節による負荷の軽減（図6―

（2））

胃切除後には胃の働きが減弱するため，術後の
消化管の受容能力を超えた過度の負担がかかると
適応障害に陥る．胃切除後患者の適応力にはかな
り個体差があり，術前とほとんど変わらない食事
の摂り方が可能なことも少なくないが，食事摂取
にともなう種々の消化器症状の出現は胃切除後の
食事量減少の主要因となっている（図7）．ときに
は少量の食事摂取でもダンピング症状や種々の消
化器症状が出現し，栄養や生活面に支障をきたす
こともある．

胃切除後の一般的な食事指導としては，胃の働
きを食べ方で補うために，ゆっくりと時間をかけ
て，よく咀嚼し，食べ過ぎないことが勧められる．
とくに術後早期においてはやわらかめの消化のよ
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表3 「胃癌術後評価を考える」ワーキンググループにより検討されたステートメント（同意率50%以上，文
献20）より引用）

〔幽門側胃切除に関するステートメント〕
・幽門側胃切除Roux-en-Y再建術後では残胃炎と逆流性食道炎以外の愁訴や食事摂取量などはBillroth-I法と大差ない
・術後愁訴の面から見て，胃切除術後に十二指腸に食物を通過させることの利点は明確でない
・幽門側胃切除Billroth-I法再建術ではKocher授動術を行うと逆流性食道炎（アルカリ逆流）が起こりやすい
・幽門側胃切除術において残胃が大きすぎると，残胃内食物停滞による食事量減少をきたしやすい
・幽門側胃切除Roux-en-Y再建術後には，しばしばRoux-stasis syndromeと呼ばれる残胃・Roux脚からの排出障害
が発生する

・幽門側胃切除後の逆流性食道炎には術後の食道裂孔ヘルニアの発生が関与する
・幽門側胃切除術後の逆流性食道炎はRoux-en-Y再建と比較してBillroth-I法再建に多い
・幽門側胃切除後の残胃排出能は残胃小腸吻合手技（吻合口の大きさ，部位，方向）にも影響される
・幽門側胃切除後は液状食の排出は健常人と比べて速いが，固形食の全排出は遅延しやすい
・幽門側胃切除Roux-en-Y再建術では残胃が大きいとかえって愁訴が多い

〔噴門側胃切除に関するステートメント〕
・噴門側胃切除は再建法でもっとも重要なことは残胃食道逆流の防止である
・噴門側胃切除では残胃癌の内視鏡サーベイランスのできる再建法が必要である
・噴門側胃切除は再建法を工夫することで上部早期胃癌の標準術式になりえる
・噴門側胃切除空腸間置術では空腸残胃吻合部の狭窄による術後障害をきたしやすい
・噴門側胃切除食道残胃吻合術において残胃が2分の1以下で術後障害が多くなる
・噴門側胃切除食道残胃吻合術において穹窿部の形成が逆流防止に有用である
・噴門側胃切除で幽門形成術を行うと胆汁逆流による残胃炎が多くなる
・噴門側胃切除は再建法を工夫することで胃全摘Roux-en-Y再建より術後障害が軽減できる
・噴門側胃切除空腸パウチ間置術ではパウチが大きすぎると食物停滞をきたしやすい
・噴門側胃切除空腸パウチ間置術では逆流性食道炎の発生が少ない
・噴門側胃切除空腸パウチ間置術ではパウチが拡張し食物停滞をきたすことがある
・噴門側胃切除空腸間置術では残胃の内視鏡観察が困難な場合がある
・噴門側胃切除食道残胃吻合術において残胃前壁で吻合すると逆流防止に有用である
・噴門側胃切除食道残胃吻合術において腹部食道の温存が逆流防止に有用である
・噴門側胃切除食道残胃吻合術において吻合部に残胃を巻きつけることは逆流防止に有用である
・噴門側胃切除において幽門輪ブジーは術後早期の胃内容停滞防止に有用である
・噴門側胃切除で肝枝・幽門枝を切離した際には幽門形成術が必要である
・噴門側胃切除術後の逆流性食道炎は酸逆流によるものが多い
・噴門側胃切除食道残胃吻合では残胃が大きい方が愁訴が少ない
・噴門側胃切除後の食事量は胃全摘Roux-en-Y再建術と比較して多い
・噴門側胃切除では胃全摘Roux-en-Y再建と比較して食道逆流が多い

〔機能温存手術に関するステートメント〕
・小弯側の局所切除は，胃排出障害をきたしやすい
・噴門，幽門近くの胃局所切除では通過障害や胃内容停滞が起こりやすい
・小弯線の脂肪を剥離し#3リンパ節を郭清すると，胃酸分泌のみならず胃排出能も低下する
・胃局所切除で重要なのは，変形を来さないことと，血流を保つことである
・胃切除時，迷走神経肝枝の温存は胆石発生の予防に有益である
・胃切除時，迷走神経腹腔枝の温存は下痢発生の予防に有益である
・PPGでは残胃が小さいと小胃症状が強く現れる
・PPGでは幽門側胃切除よりも残胃内食物残渣が多い
・PPGでは幽門側胃切除よりも胃食道逆流の頻度が少ない
・PPGでは幽門側胃切除よりもダンピング症状の発症頻度が低い
・PPGでは幽門側胃切除よりも残胃内胆汁逆流が少ない
・PPGでは幽門側胃切除よりも胆石発生が少ない
・PPGでは幽門側胃切除よりも残胃炎が軽度である
・PPGでは幽門側胃切除よりも胃排出が遅い
・PPGではantral cuffが短いと残胃排出障害をきたしやすい
・PPGにおける幽門下動脈の温存は重要である
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・PPGにおける迷走神経肝枝・幽門枝の温存は重要である

〔胃全摘・機能再建手術に関するステートメント〕
・胃全摘後再建ではRoux-en-Yと比較して空腸パウチ間置の方が食事摂取量が多い
・胃全摘後再建ではRoux-en-Yと比較して空腸パウチ間置の方が早期ダンピング症状が少ない
・空腸パウチの拡張は術後一時的なもので通過障害がなければその後は拡張しない
・パウチの辺縁神経温存は空腸パウチの経時的拡張を回避し得る
・幽門側胃切除後再建ではBillroth-I法と比較して空腸パウチ間置の方が残胃炎が軽度である
・胃全摘後のRoux-en-Y再建においてRoux脚が左横隔膜窩に落ち込まないように直線化して横行結腸間膜に固定す
ると食物の通過がスムーズである

・胃全摘後の空腸パウチ間置再建ではパウチが大きいと停滞や異常拡張をきたしやすい
・胃全摘後の空腸パウチ間置再建では導管の屈曲や癒着による排出障害がパウチ内停滞や異常拡張の原因となる

〔胃術後障害に関するステートメント〕
・胃内の食物残渣は必ずしも術後愁訴に影響しない
・残胃炎の有無と程度は術後愁訴に影響しない
・胃切除後は，術前の7割程度摂取できていれば，おおむね体重は安定化する
・胃切除後のBMIが「ふつう」以上であれば体重減少が大きくても特別な場合を除いて臨床的な問題とはならない
・空腸パウチが大きすぎると胃内容停滞の原因となる
・胃切除後の消化吸収能は食物が十二指腸を通過する再建法の方が優れている
・胃切除において，大網温存は術後の癒着性イレウスを減少させる
・胃切除後のGERDは，酸逆流のみならず十二指腸液逆流も関与する
・胃切除後の夜間食道逆流には，ファーラー位による就眠が有効である
・残胃内の食物残渣は必ずしも食事摂取量に影響しない
・胃切除後では大食い，早食いをすると食後愁訴が出現しやすい
・同一術式でも胃術後障害の発生頻度には個体差が大きい
・胃切除後の愁訴は長期的にみると多くの場合には緩和する

表4 胃術後障害の軽減が期待できる術式の工夫

（1）縮小手術
胃局所切除，分節胃切除

（2）機能温存手術
迷走神経肝枝・腹腔枝温存
幽門保存胃切除
噴門側胃切除

（3）再建経路
胃全摘術後の空腸間置術（食物が十二指腸を通過する生理的再建）
ダブルトラクト法（胃全摘術，噴門側胃切除）

（4）機能再建手術（代用胃）
空腸パウチ作製術
結腸間置術

い食事を摂るようにし，食事により腹部症状が出
現する場合には一日4-6回の分割食として必要な
栄養量を摂取し，できるだけこの時期の体重減少
を防ぐようにする．高脂肪食，高スパイス食，ア
ルコール，牛乳，冷たい飲料，生ものなどについ
ては腹部症状の出現に関連する場合があることを
教え指導する．

逆に厳格な食事指導は，食事に対する不安感を
増して食べることの楽しみを奪ったり，栄養制限
による栄養障害をきたしたりすることがあるため
注意が必要である．患者による性格の違い（セル
フコントロール的，享楽的）も考慮して必要な情
報を与え，消化管の適応力や回復の状況に合わせ
て自己調節するよう指導するのがよい．術後の体
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図7 胃切除後の摂食量減少の理由と，食事摂取に影響を及ぼす腹部症状の種
類（自施設アンケート結果より，胃切除後患者78名）

図6 第39回胃外科・術後障害研究会イブニングセミナー，ライブアンケート
結果（回答数101）

重減少や体力低下が著しく就労への影響がみられ
る場合には，外来 NST などの介入による個別の
対応が必要となる．

（3）術後の外来診療における対応

癌の再発，転移の有無を定期的にチェックする
のと同時に，体重変化，食事摂取状況，種々の消
化器症状，仕事や家事への影響なども確認するよ
うにする．胃術後障害の予防および早期対応には
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図8 胃術後障害に対して行なわれる外科的治療の例（文献25） より引用）

看護師，栄養士などコメディカルの協力が不可欠
であり，それを実現するためのシステム構築が求
められる．

胃切除術式と胃術後障害の関連性の評
価

胃術後障害の実態を調べ，各胃切除術式を評価
するためにつくられた標準化された基準は未だ策
定されていないのが実情である．このため各胃切
除術後の胃術後障害の発生率や生活障害の程度に
ついての情報は限られており，また各施設で工夫
され行われている術式を同じ視点から比較するこ
とが困難になっている．

胃切除後の評価には，以前は各施設が選んだ評
価項目や独自の質問票が用いられることが多かっ
たが，最近では国際的に用いられている QOL 評
価票（EORTC-C30，EORTC-STO22，SF-36，GSRS
など）や胃術後障害を評価するために開発された
調査票（DAUGS-32，胃切除術式と胃術後障害に関
する調査票＊など）が用いられるようになってき

た21）～23）．患者の視点からみたアウトカム評価が
重要視されるようになってきており，QOL が臨床
試験の二次的エンドポイントとされることも少な
くない．このような状況下で，臨床的に行なわれ
ている多様な各胃切除・再建法の特徴や優劣が明
確に示され，術後患者の QOL 向上に役立つより
すぐれた術式の普及や新たな術式の開発に結びつ
くためにも，共通のものさしとなりうる胃切除後
評価法の標準化が望まれる．

＊現在，この調査票を用いた「胃癌術後評価を考え

る」ワーキンググループ19）による全国規模の多施設共同研

究が進行中．

胃術後障害の治療
IV 項に示した手順に従い検査を進め，可能な限

り病態を把握（または想定）した上で治療法を検
討する．詳細は各論に譲るが，以下に概略を述べ
る．
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（1）食生活習慣の改善

個々の患者の症状や消化管機能に応じて，食事
内容，摂取方法を改善する．胃術後障害に対する
患者の理解を深め，十分な意識付けを行なうこと
が肝要である．

（2）薬物治療

症状や病態に応じて，酸分泌抑制剤，蛋白分解
酵素阻害剤，消化管運動改善剤24），鎮痙剤，漢方製
剤，消化酵素剤，経口栄養剤，便形状調節剤，止
痢剤，鉄剤，ビタミン製剤，カルシウム製剤など
を適宜処方する．

（3）手術治療

さまざまな治療を試みて改善しない場合には，
手術治療も行なわれる．安易に行なうべきではな
いが，慎重に適応を選べば著明な症状改善が得ら
れ，有効な治療法となりうる25）～27）（図8）．

おわりに
手術により癌が根治されても，患者は一生胃の

切除された状態で生活してゆくことになる．した
がって，外科医は種々の胃切除術式が生体の生理
機構にどのように影響し胃術後障害を引き起こす
のか，「外科生理学」にも精通し，切除・郭清範囲
の決定や再建法を選択する際には，根治性だけで
なく術後 QOL も考慮に入れる必要がある．

胃切除術式の違いによる胃術後障害の特徴や生
活障害の程度を明らかにすることで，胃術後障害
の少ない術式を選択（あるいは新たに開発）する
ことが可能となる．また胃術後障害の病態を科学
的に解明することで，その診断と治療を体系化し
胃術後障害に悩む患者に対して適切な対応ができ
るようになる．これらを推し進めてゆくことは，
われわれ外科医に託された今後の課題である．
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