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《ノート》
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1．はじめに

　afferent　loop　syndromeは胃切除後に発生する

合併症として欧米ではよく知られているが日本で

はその報告は少ない．afferent　loopの閉塞が強い

場合は重篤で，早期に診断し適切な処理を行う

ことが必要である．われわれはafferent　loop　syn－

dromeが疑われた3例に肝・胆道シンチグラフイ

ー （胆道シンチ）を行い，全例に拡張したafferent

loopとその部へのRlの停滞を認め，affe　rent　loop

syndromeと診断し得た．また再手術後の経過観

察にもきわめて有用であったので報告する．

H．対象と方法

　対象は，胃切除後のafferent　loop　syndromeが

疑われ胆道シンチを行った3例で，いずれも手術

ないし剖検によりaffe・rent　loopの拡張と液体の
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貯留が証明されている。またそのうち1例は再手

術後にも胆道シンチを行っている．

　検査は99mTc－parabutyl　iminodiacetic　acid（99m

Tc－P－butyl　lDA）または99mTc－diethyl　iminodiac－

etic　acid（99mTc－dethyl　l　DA）5mCiを静注後，

afferent　loopの充分な描出が得られるまで（最高

420分）経時的に撮像した．なおcase　2では60分

後に卵黄投与を行った．検出器は東芝製GCA

401型またはSearlc社製LFOV型シンチレーシ

ョンカメラに低エネルギー用平行コリメータを装

着して用いた．

III．結果および症例

　3例の内訳と検査所見をTable　1に，胆道シン

チ所見をTable　2に示す．　afferent　loopへのRI

出現は45～60分で始まり軽度遅延する傾向がみら

れた．またその描出は全例シンチグラム撮像の最

後まで続き，afferent　loop内の…著明な停滞を示し

た．efferent　loopの出現は90～160分で始まり全

例に遅延していた．残胃へのRI逆流は部分胃切

除の2例（Case　2，3）でみられた．　afferent　loopの
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Table　l　Cases　of　afferent　loop　syndrome

Case　Age　Sex Surgery Post－operative

　periods
Total　bi1．　A1．phos．1）　S－amylase2）

1　　36　　F

2　　69　　F

3　　71　　M

Total　gastrectomy　with

　esophago－jejunostomy

Partial　gastrectomy　with

　gaStrO－jeJUnOStOmy

Partial　gastrectomy　with

　gaStrO－JeJUnOStOmy

4Y

5M

29Y

0．6mg／d／　　328　u／d1

0．3

0．3

139

2，035

50u／dt

45

600

normal　range　1）30－110　u／d／2）40－190　u／dt

Table　2　Time　of　appearance　of　radioactivity　in　the　biliary　and　upper　GI　tracts

（minutes）

Case RN 　Final
SCannlng　tlme

Choledochus　Gallbladder
Afferent　　Gastric　　Effe　rent
loop　　　remnant　　　looP

1　　　99mTc－p－butyl　IDA

2　　　99mTc－diethyl　IDA

3　　　99mTc－diethyl　IDA

3＊　　99mTc－diethyl　IDA

420

120

270

60

0
0
0
0

3
1
6
1

3＊：post　Braun’s　anastomosis　（一）：non－visualization

（一）

15

160

20

5
0
0
0

4
．
6
6
2

（一）

90

270
（一）

120

90

160

30

閉塞に対してBraun吻合を行ったcase　3の術後

の胆道シンチではいずれも正常範囲であった．以

下症例を示す．

　〔case　l〕　36歳，女性

　4年前胃癌にて胃全摘術を施行．その後局所再

発によりjejunumの狭窄をきたし，2度の再手術

を行った．昭和56年5刀，激しい上腹部痛が出

現，同時に上腹部に腫瘤を触知するようになった．

血液生化学検査ではアルカリフォスファターゼ，

GOTの上昇を認めた．99mTc－P－butyl　IDAによ

る胆道シンチ（Fig．1）ではafferent　loopは45分

後より描出され，120～140分で著明な拡張とその

部でのRIの停滞を認めた．胆のうは描出されな

かった．胆道シンチおよび同時に行ったCT，　US

所見よりafferent　loop　syndromeと診断されたが，

腹水が存在したため再手術は行わず，検査後2週

間で死亡した．剖検でafferent　looPの著明な拡

張と吻合部付近の軽度の狭窄がみられたが狭窄の

程度は軽く，afferent　loopの機能障害も拡張の原

因と考えられた．

　〔case　2〕　69歳，女性

　昭和55年8，月胃癌でBillroth　II法による胃部

分切除術をうけた．術後21日目に大量の嘔吐があ

り，上部消化管撮影を行ったが異常はなかった．

昭和56年1月，再び強い右季肋部痛と嘔吐が出現

し再入院した．血液生化学検査では血清蛋白の低

下，アルカリフォスファターゼの軽度上昇を認め

た．上部消化管撮影ではafferent　loOPと思われ

る拡張した腸管が描出され，afferent　loop　syn－

dromeが疑われた．99mTc－diethyl　I　DAによる川

道シンチ（Fig．2）ではafferent　loopの拡張とRI

の停滞を認め，afferent　loop　syndromeと診断し

た．また残胃へのRIの逆流が強くみられた．

　手術時，afferent　loopの拡張とその遠位部の屈

曲，efferent　loop近位部とaffe・rent　loopとの癒

着が確認されBraun吻合を行った．その後の経

過は良好である．

　〔Case　3〕　71歳，男性

　29年前胃潰瘍にてBillroth　II法による胃部分切

除をうけた．昭和54年6月より食後の上腹部痛と

膨満感が出現し，触診にて上腹部に小児頭大の腫

瘤を触知した．血液生化学検査では軽度の貧血，

肝機能障害，血清および尿中アミラーゼの上昇を

認めた．上部消化管撮影ではaffe・rent　loopは描出
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　　　　　60min．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　420　min．

Fig．1　Case　1．36years　old　female．　The　dilated　afferent　loop　is　well　visualized　at　420　min．

　　　after　99mTc－p－butyl　IDA　injection（arrow）．　The　gallbladder　is　not　visualized．

されず，残胃とefferent　loopの外側への圧排を認

めた．9mTc－diethyl　IDAによる胆道シンチ（Fig．

3－a）ではafferent　loopは拡張し，その部でのRI

の停滞を認めた．手術でafferent　loopと残胃部

との間の閉塞が確認されBrau吻合を行った．再

手術後の胆道シンチ（Fig．3－b）ではafferent　looP

は著明に縮少し，RIの停滞もみられずefferent

loopも早期に描出されている．

IV．考　　案

　afferent　loop　syndromeはafferent　loopの通過

障害に基づく合併症であり，食後の胆汁性嘔吐，

上腹部痛，腹部膨満感がその特徴的な臨床像とさ

れている．重症の場合は致命的で早期に外科的処

置が必要である．その原因にはafferent　loopの内

ヘルニア，屈曲，癒着，炎症，潰瘍，悪性腫瘍な

ど種々のものが報告されているが前2者が多い．

また本症候群はefferent　loopの閉塞でもおこる

ことがある1・2）．

　本症に対する胆道シンチの報告はきわめて少な

く，1977年Thomasら4）の一例報告が最初である．

彼らはafferent　loop　syndromeが疑われた症例に

1311－Rose　Bengalを用い，通常のX線検査およ

びUSで描出できなかったafferent　loopを描出

した．彼らは同時に99mTc－Sulfur　colloidの経口

投与によるefferent　loopの描出も行っている．そ

の後Rosenthallら5）は上腹部手術後症例の99mTc－

IDA誘導体による胆道シンチを検討し，その中に

1例のafferent　loop　syndromeカミ含まれている．

彼らはafferent　loop　obstructionに特徴的な所見

として

　1）afferent　loopの出現開始は1時間以内と比

較的保たれる．

　2）afferent　loop内のRI　activityの上昇が2時

間以上にわたってみられる．

　3）efferent　loopの出現開始が1時間以降に遅

延する．

の3点を挙げている．われわれの3例でもシンチ

グラム上同様の傾向がうかがわれた．残胃へのRI

の逆流は胃部分切除後の2例（Case　2，3）でみら
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Fig．2　Case　2．　69　years　old　female．　Upper　GI　series　suggest　dilatation　of　the　afferent

　　　Ioop．　Scintigraphy　at　120　min．　after　99mTc－diethyl　IDA　injection　comfirms　the

　　　dilated　intestinal　loop　to　be　the　afferent　loop（arrow）．　Marked　gastric　reflux　of

　　　RN　is　seen（open　arrow）．

れた．本症候群における嘔吐の原因がafferent　loop

から残胃への強い逆流と考えられていることから

も興味ある所見であるが，このような逆流現象は

正常者でもよくみられ，しかも脂肪撮取により増

強されることより5・6），病的か否かの判定は困難で

あろう．

　本症候群の診断は拡張したafferent　loopとそ

の部での通過障害の証明にあるが，拡張の程度は

様々であり，形態のみでなく動態の把握が不可欠

である．通常行われる上部消化管撮影，経静脈

性胆のう胆管造影ではafferent　loopは必ずしも描

出されない1・7“9）．またCTIo）およびUSll｝は，

afferent　loopの拡張に特異的な所見を呈し，有用

であるが動態の観察が困難である．胆道シンチ所

見は先ほど述べたRosenthal1らの記載に要約で

きるが，形態のみならず動態をもよく把握できる

胆道シンチはきわめて有用な検査である．ただし

肝障害の強い場合には胆道系の描出は得られず

afferent　loopも描出されないことがあり，このよ

うな場合はCTやUSが有用と考えられる．また

胆道シンチはcase　3のように術後にも行うこと

により，afferent　loopの縮少，　efferent　loopの早

期描出がみられ，再手術後の評価にも有用な検査

法である．

V．ま　と　め

　afferent　loop　syndromeの3例に胆道シンチを

行い全例にafferent　loopの拡張とRIの停滞，

efferent　loopの出現遅延を認め，その病態の把握

および診断に有用であった．

　従来，胆道シンチは肝胆道系の疾患のみに主眼

がおかれていたが胃切除後のafferent　loopの評
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Fig．3a

　　　60min．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　270　min．

Case　3．71　years　old　male．　Scintigraphy　at　270　min．　after　intravenous　adminis－

tration　of　99mTc－diethyl　IDA　shows　marked　dilatation　of　the　afferent　loop

（arrow）．　Low　activity　area　in　the　mid－portion　of　the　afferent　loop　is　due　to

mesenteric　root　compression（open　arrow）．

、
．

，
旬

　　　　　　　　　　20min．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40　min．

Fig．3b　Case　3．　Scintigraphy　after　Braun’s　anastomosis　reveales　shrinkage　of　the

　　　　　　　afferent　loop．　Subsequently　prompt　visualization　of　the　efferent　loop　is　seen．
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価にも充分応用できる検査法であることを強張し

た．

　　なお本論文中のcase　3の術前の胆道シンチは「外科」

43：1581－1583，1980に報告した症例であり，重複を避

けるためここに記します．
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