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第1章　 緒 言

腸管の吻合術は, Lembert(1826), Albert(1881)

などの方法が基本的操作となり,わ れわれの日常も

つともしばしば経験するところであるが,そ の治癒

を障碍する局所 的要 因としては, (1)固 形あるいは

半流動の内容物および ガスの存在, (2)吻 合部位の

血流障碍, (3)細 菌感染などをあげることが出来 る.

これらのうちで,腸 管内容物は単に機械的影響を腸

管におよぼすだけでな く,と きには細菌の運搬者と

なり,血 流障碍は外傷性血管損傷のほかに, Torok1)

は吻合の方法(端 々あるいは側々吻合)に よつても

差があることを指摘している.と ころが腸管吻合後

の吻合部腸管局所における腸内細菌相の変化につい

てはあまり文献 に接 しないようである. Cregan2) 3)

らは健康な小腸には常棲菌はな く,と くに大腸菌は

全小腸にわたり認めないかもしくはきわめて少いと

いつている. Hertel4)は 胃切除犬について実験を行

い,腸 内細菌の分布状態をしらべ,胃 切除犬におい

ては対照犬に比し量的に細菌数の増加を認めるとと

もに,質 的にも大腸 フローラが上部小腸内へ上昇し

ている事実を報告 し,中 川5)ら は実験的イレウスに

おいて,腸 管閉塞部上,下 の細菌の増減について報

告 している.し かしこれらはいずれも小腸における

消化,蠕 動等の機械的作用の変調だけでな く,腸 管

内における抗菌性物質の存在や,胃,十 二指腸の粘

膜自体の抗菌作用が減弱 していることがあらかじめ

想定されている.そ こで私 は小腸切除後,吻 合術

のみを行いもつとも自然に近い状態で,小 腸吻合部

腸管局所における腸内細菌と くに縫合不全による腹

膜炎の起炎菌として重視される大腸菌を対象とし,

これの増減の様相について如何なる状態にあるかを

知るために,実 験的研究を行つたので報告する.

第2章 実 験 方 法

成熟家兎の小腸々管吻合術を施行 し,一 定時日の

後吻合部位を含めて腸管切除を行い,内 容中の大腸

菌増減の様相を生理的食塩水による10倍稀釈系列を

培養して,陽 性試験管数を求めることにより推定 し

た.細 部は以下各項ごとに詳述する量

第1節　 実験動物

一般に幼若動物においては成熟 したものよりも大
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腸菌の増殖または定着し易い事実が明かにされてい

る6)ので,健 康成熟家兎を使用した.購 入後栄養の

改善に努めた後,食 餌の腸内細 菌相に対する影響7)

を除外するため可及的一定食で,同 一条件のもとに

約1週 間飼育 した後手術を行つた.術 後は第1病 日

を絶食とし,そ の後は普通食を与えた.

第2節　 手術方法

術前輸液を施行 し手術台に背位に固定 し,腹 部剃

毛を行い2%マ ーキユ ロクロー ムで消毒, 0.5%プ

ロカインの局麻のもとに無菌的に正中切開で開腹し,

下記のように小腸を上,中,下 部の3つ に区分して,

各腸管を10cmの 長さ切除 し吻合部位の血流障碍

および内容物の停滞を顧慮して次の2方 法により各

種組合せて手術を行つた.

A. 端々吻合

B. 側々吻合

a 小腸上部:　 幽門部より5～30cmの 間

b 小腸中部:　 幽門部より80～100cmの 間

c 小腸下部:　 回盲部より10～40cmの 間

なお吻合部の狭窄を予防するため全層一層縫合と

し,端 々吻合の場合は小腸断端を斜にした.縫 合材

料としては和製絹絲2号 を用い,腹 膜,筋 膜の縫合

は4号 を使用した.

ついで一旦閉腹 し,一 定時日の後再び開腹 し吻合

部を含めて10cmの 長さ腸 管 を切除 して検査に供

した.

第3節　 実験手技

第1項　 腸内容の採取

食後経過時間と細菌数との間には一定の関係はな

い8)と いわれるが,食 餌摂取より実験までの経過時

間は少 くとも24時間以上とした.開 腹後上記各腸管

を 引出し,腸 管を10cmの 長 さ内容を移動させな

いようにして結紮別出した.別 出腸管は漿膜面に滅

菌生理的食塩水を数回流し洗い,こ れをシヤーレに

取り他の準備が完了するまで氷室9)に 静置し,た だ

ちに上記各種の吻合を行つた.つ ぎにシヤーレ内の

腸管を開き,粘膜面を上にし,滅菌生理的食塩水10cc

を注ぎながら数回粘膜面を軽 く撫でるようにして内

容を洗滌 し,こ れによりえた内容および粘膜浸出液

によりつぎの操作を行つた.以 上の諸操作はすべて

無菌的に行 うことは勿論である.

第2項　 菌数の算定

腸内細菌数を計算する場合には,平 板法ではその

比は判るが,あ る特定の菌の数を計算 しかつその絶

対数(こ こでは乾燥内容物1mg中 の生菌数を意味

する)を 算定するには困難であるので,稀 釈法によ

る推定法を用いた.す なわ ち選 択培地として変法

EC培 地10)を 小試験管に3ccあ て分注し,高 圧で

15分間あて3回 の間歇滅菌を行い氷室に貯蔵してお

く.あ らかじめ滅菌生理的食塩 水を正確に9CCあ

て中試験管に分注 し,試 験管立に12, 3本列べてお く.

 1ccの メスピペ ツトで内容物 と滅菌生理的食塩水

の混和攪拌 したものを正確 に1cc測 り,あ らかじ

め準備 した上記第1の 中試験管に入れ,ピ ペ ツトで

30回吸出を反覆し充分に混和 した後,そ の1ccを

正確につぎの中試験管へ移 し,以 下同様の操作で段

階稀釈を行つた.こ の際ピペ ツトは決 してとも洗い

せず,各 稀釈ごとに新 らしい ピペ ツトを使用した,

ついで中試験管の内容を1ccあ て 順次に培養基の

入つた3本 立系列の小試験管に移した.以 上の操作

はすみやかに完了させるようにまた稀釈培養系列を

作るには全部が20分 以内11)に 終了 し,か つ正確に

稀釈出来るように充分練習を重ねて実施 した.こ れ

を37.0℃, 72時間後 に判定 し,判 定の基準は培地

の変色およびガス発生の有無により(+),(ゼ)を

決定 した.そ してこの陽性試験管数を本間,多 戸の

M, P, N,表10)よ り推定し,同 時 に検 体を乾燥しそ

の1mg中 の生菌数として計算した.な お念のため

これを普通寒天培地,遠 藤培地に培養 し,集 落の性

状,グ ラム染色等を検し大腸菌であることを確認 し

た.

第1表

第3項　 培地の組成

使用 した培地の組成は第1表 に示す通 りである.
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第4項　 腸内容水素イオン濃度の測定

吻合部腸管切除を行 う時に同時にその口側端より

腸内容小量を時計皿にとり,東 洋濾紙製の水素イオ

ン濃度試験紙3種 類以上を腸内容に約2分 間浸した

後,吸 取紙で腸内容を吸い取 り,色 調の変化を標準

色調表と比較してpH側 を決定 した.こ の法は楠8)

によるとPotentiometerに よる測定 値と比較し小

数点以下1位 までは充分であるといつている.

第5項　 腸内容ヂァスターゼ,ト リプシンの

測定

腸内菌を究明するには消化生理と密接な関係があ

るため,膵 液による抗菌作用をうかがうという理由

で内容物よりGroeaお よびWohlgemuthの 方 法

により測定 した.

第3章　 実 験 成 績

第1節　 正常家兎の腸内大腸菌(対 照実験)

正常な腸内に棲息する細菌はその種類が限定され

ており,ま たその分布状態についても一定の傾向の

存することは多 くの学者の指摘した ところで, Van

der Reis12), Hoefert13), Bogendorfer14)ら によれば

健康人の小腸上部においては細菌数少 く,グ ラム陽

性双球菌,グ ラム陽性桿菌が存在し,小 腸中部にお

いては細菌数多数となり,球 菌は減少 して大腸菌が

増加し,小 腸下部においては細菌数はさらに増加 し,

大腸菌がその 大部分 を占 め るという. Cregan &

 Hayward2) 3)ら によれば,小 腸上,中 部 には グ ラ

ム陽 性菌が 主で これ は普通口腔や咽喉に見られ

るものであり,事 実上無 菌であ る とし,下 部回腸

にきわめて少数例 に大腸 菌を見たといい,ま た中

川5)に よれば小腸上部の細菌はほとんど無菌に近い

程まれで,た だ胃酸欠乏症の患者,胆 道疾患のある

もの等においては,大 腸菌および腸球菌の多数を発

見するが,細 菌の増生は小腸の半分以下において行

われはじめ,盲 腸および大腸に達してその増殖は頂

点に達するという.荻 原15)に よれば健康成熟家兎

の小腸内では大腸菌はきわめてまれであるといつて

いる.

正常家兎20例 についての実験成績は大体において

諸家の成績に似ている(第2表 参照).

すなわち,

1) 健康成熟家兎の小腸内はほとんど無菌状態に

近 く,グ ラム陽性連鎖状球菌,葡 萄状球菌を見るに

すぎず,少 くとも大腸菌はまつた くこれを認めえな

い.

表2表　 正常家兎の腸内大腸菌

Dは シアスターゼ,Tは トリプシン

2) 盲腸以下に到れば大腸菌はじあ,各 種の菌が

ともにいちじるしく増加 して くる.

3) 小腸各部 とも水素イオン濃度に有意の差はみ

られない.

4) 小腸各部ともヂァスターゼに変動な く,ト リ

プシンはいつれにも証明されない.

第2節　 小腸切除吻合部腸内大腸菌

小腸切除吻合部の腸管内大腸菌数を,小 腸上,中,

下部に分け,お のおのを吻合術式および経過日数の

順に一括 して表わすと第3,第4,第5表 のようで

ある.ま た同時に測定 したpH値,ヂ ァスターゼ値

を表わすと第6表 のようである.す なわち,

1) いずれの場合においても相当多数の大腸菌の

存在が認められる.

2) 吻合術式に関しては,端 々吻合に比して側 々

吻合の方に大腸菌の増加の傾向がみられる.

3) 単位重量内における大腸菌数に対する一定の

傾向は認めがたい.

4) 術後日数に対する大腸菌数の増減は, 5日 乃
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至は1週 間で最高を示 し,2週 間を経過するとかな

り減少 しているようである.

第3表　 腸切除吻合部の大腸菌数(小 腸上部)

第4表　 腸切除吻合部の大腸菌数(小 腸中部)

第5表　 腸切除吻合部の大腸菌数(小 腸下部)

の

× 死 亡 例

第6表　 小腸吻合術前後のpH D.値

5) pH値,ヂ アスターゼ値 は正常の場合とほと

んど変化な く,大 腸菌の上部小腸への上昇に影響な

いもののようである.

第5表 のうちNo. 42は 術後 間もな く死の転帰を

とつたもので,こ れは中谷16)の 人 に おける開腹手

術および剖検例による大腸菌の腸管各部の分布研究

によれば,大 腸菌は生前回腸下部附近から認められ

るが,死 後10時 間を経たものでは小腸上部からもか

なり見出されるといつていることにほぼ一致し,私

の実験例においても死直前または死後2～3時 間の

ものには必ず数十万以上の大腸菌を小腸に算出して

いる.ゆ えに死後あるいは死の直前にあるものは菌

の算定には意味がないものと思われる.

第4章　 総 括 な らび に 考 按

小腸は消化生理上重要な機能を営み,そ の機能の

減弱は消化生理,ひ いては物質代謝に一連の障碍を

およぼすものであり,わ れわれの日常もつともしば

しば遭遇する腸切除吻合術にあつて,そ の術後障碍

すなわち小腸の機能減弱および腸内大腸菌の増減の

様相を検索することは興 味 のあ るところである.

 Cregan2) 3), Bogendorfer14), Hoefert13), Grae

mann17),中 川5)ら は小腸上部,中 部 はほとんど無

菌状態に近いことを述べており,私 の実験結果にお

いても対照群ではほとんど無菌状態に近 く,少 くと

も大腸菌はまつたくこれを認めえなかつた.

吻合術後,吻 合部腸管に大腸菌はいかなる機序で

増殖するものであろうか,さ らに進んでこれらの大
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腸菌は外部から侵入 して来たものなのか,個 体に存

在していたものなのか,下 部腸管から上昇したもの

なのかを考えねばならない, Cregan & Hayward2) 3)

らによれば小腸上,中 部は普通口腔や咽喉にみられ

るグラム陽性菌が主であり,大 腸菌はみないといつ

ているように口腔から大腸菌の侵入は考えられない.

また外科的滅菌のもとに吻合術を施行するたあ,外

部よりの侵入は否定 しうると考えられる. Braun18)

およびBraun u. Heseig19)は 上部腸管に大腸菌が

増殖するのはその場の粘膜に存在する大腸菌がある

条件のもとにその場で増殖するのだと考え,市 橋20)

も十二指腸の洗滌液を培養してその洗滌液から菌が

培養出きないような時でも粘膜全体を培養すると菌

が証明されるということから,個 体固有の大腸菌が

腸壁に密着 しており,そ れが乳糜の停滞その他適 し

た条件があれば増殖するのであろうと述べている.

本間21)ら は上部小腸 における大腸菌の増殖は上部

小腸の中でも殖え,ま た下方からも上昇すると推測

し, Moro22)は 小腸上部の大腸菌はすべて回腸およ

び大腸から上昇 したものであると述べている.

では健康時,何 故上部腸管に大腸菌の増殖乃至は

上昇が起 らないのであろうかと考えると,上 部小腸

内において大腸菌の増殖を抑制し,ま た菌の上昇を

防 ぐ他の因子がなければならない.そ れらは生物学

的,機 械的あるいは化学的なそれぞれの因子であり,

またそれらの協同作用であろうが,こ の生理的な機

能を阻害し,腸 内大腸菌の変動を招来させる原因は

すなわち小腸の抗菌性物質の減弱,消 化,蠕 動の異

常あるいは乳糜の停滞等を考えることが出きる.抗

菌性物質の存在に関しては,消 化液について胃液の

酸度あるいは遊離塩酸に因を求めるものもあり,腸

管上部とくに十二指腸液についてKohlbrugge23)は

Autosterilieationを 述 べ, RogendSrfer24)は 腸液

竝びに腸上皮内にリポイドようの細菌阻止物質を証

明 している. Day & Gibbs25)ら は新 鮮な膵液中に

おいては大腸菌は37℃48時 間内に死滅する事実を

報告 し,朴26),北 山27),村 山28)ら は十二 指腸液が

十分以内に大腸菌を殺菌することを証明 している.

 Rolly & Liebermeister29)は 正常腸管上皮自己にあ

るいはその分泌物に殺菌作用があるとし,ま た腸蠕

動が弱まつた時上部腸管に菌の異常増殖が認められ

ることは,腸 内容の流動が不足するためでな く二次

的に菌抑制能が侵 される結果であると述べている.

また胃液酸度の影響を受ける腸液水素イオン濃度を

重視 した多数の学者もあるが皆一致 した見解をえて

いない.

さて,小 腸内の抗菌性物質の検索は非常に困難で

あり,私 はただ腸液の水素イオン濃度 と膵液の測定

だけを行つたが,い ずれも術前健康時と比べて格別

変化したものもな く,ま た大腸 菌の至適pH値 は

諸家の研究より4.4～9.3に あり,わ ずかの変動には

全然意味がないことが判り,結 局腸液あるいは腸粘

膜に存在する種々の物質の協同作用であろうと推測

される.

つぎに術式に関 しては,端 々吻合に比して側々吻

合の方に大腸菌の増加の傾向がみられるが,こ れに

ついては両者の間に内容停滞の差も別にみられない

が,側 々吻合は端々吻合と異 り切除断端をいずれも

盲管にして吻合するために,幾 らかの菌に対する培

養好適の地が生ずるのかも知れない.吻 合部の血流

障碍に関してはTorokl)は 端々吻合 より側々吻合

の方が良い結果をもたらすと述べているが,大 腸菌

増殖の点についていえばこれの逆になつている.

術後 日数に関する大腸菌の増減に関しては, 1週

間前後が最高 とな るが,久 米川30)ら のイレウス例

に腸切除後吻合を行い,吻 合腸の運動を腹窓法で観

察 し,加 圧や牽 引により吻合線の破裂を来すに要す

る条件を測定 したものでは,吻 合腸の運動は一般に

術後ほぼ5日 以内にはスパスムスあるいは異常弛緩

が起り易 く内容輸送上はなはだ不適であり,他 動的

内圧や牽引力に対しては正常例より破れ易 く,正 常

腸吻合例に比 して破裂に要する内圧,牽 引力は小さ

いといつている.私 の実験においても術後5日 乃至

は1週 間で大腸菌数が最高を示 しているが,こ れは

吻合腸管が運動の異常をきたしたためと解され大腸

菌の増殖による異常醗酵を招来 し,ガ ス発生の内圧

のため縫合不全を起す時期に相当することが推測さ

れ,ほ ぼ同様のことがいえると思われる.

以上を要するに少なくとも大腸菌を認めえなかつ

た小腸において,吻 合術後大腸菌の上部小腸への上

昇は小腸の消化,蠕 動等の機械的要因,腸 内容送出

時間の遅速すなわち乳糜,糞 便停滞の度のみによる

のではな く,手 術操作により腸液あるいは腸壁自体

の協同作用である抗菌力が減弱 しているであろうと

いうことも関係すると考えられ,ま た術後5日 乃至

1週 間で菌の増加が最高になることは,縫 合不全を

惹起 し易い時期に一致する もので あ ると考えられ

る.
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第5章　 結 語

小腸切除後吻合部腸管の治癒を障碍す る要因とみ

なされる腸内菌の変異,と くに大腸菌の増減の様相

を家兎を用いて検査した.成 熟健康家兎を対象とし,

小腸を上,中,下 部の3つ に区分 し,お のおのに端

々吻合,側 々吻合を外科的無菌のもとに施行 し,吻

合部腸管を一定時日の後に切除し,そ れぞれの腸管

内容中の大腸菌数を算定 した.な お両者の水素イオ

ン濃度,ヂ アスターゼを測定 してつぎの結果をえた.

1) 成熟健康家兎の小腸内はほとんど無菌状態に

近 く,少 くとも大腸菌は認めえず,盲 腸以下に到れ

ば大腸菌はじめ各種の菌がともにいちじるしく増加

して くる.

2) 小腸各部とも水素イオン濃度,ヂ アスターゼ

に有意の差はみられず,ト リプシンはいずれにも証

明されない.

3) 吻合部腸管では,い ずれの場合においても相

当多数の大腸菌の存在が認められる.

4) 吻合術式に関しては,端 々吻合に比して側々

吻合の方に大腸菌の増加の傾向がみられる.

5) 単位重量内における大腸菌数に対する一定の

傾向は認あがたい.

6) 術後日数に対する大腸菌数の増減は5日 乃至

1週 間で最高を示 し, 2週 間を経過するとかなり減

少 して くる.こ れは縫合不全を惹起 し易い時期に関

係あるものと考えられる.

7) pH値,ヂ ァスターゼ値は正常の場合とほと

んど変化な く,大 腸菌の上部小腸への上昇に影響な

いもののようである.

稿を終るに臨み終始御懇篤なる御指導と御校閲を

忝 うした恩師津田名誉教授ならびに砂田教授に対し

満腔の感謝を捧げる.

なお本稿の要旨は第480回 岡山医学会通常例会に

おいて発表した.
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Bacteriological Studies of the Intestinal Anastomosis.

Part I. Experimental Studies on the Multiplication of Coli

•@ Bacillus in the Intestinal Canal Anastomosis Applied.

By

Shozo Kitagawa

From the II Surgical Department, Okayama University Medical School.

(Director: formerly, Prof. emeritus Seiji Tsuda, M. D.

 present, Prof. Terutake Sunada, M. D.)

The author used the following methods to investigate the multiplication of coli bacilli, 

which is regarded to be responsible to disturb the healing of the wound in the anastomosis 

in rabbit.

In the intestine were used 3 portions, namely, upper oral, middle and lower aboral, and 

in each portion were applied end-to-end and side-to-side anastomosis respectively. After a certain 

day each portion was resectad and cultivated the coli bacilil from the intestinal content with 

dilution method. Simultaneously pH and diastase values of the intestinal content were 

measured and the following results were obtained:

1. In the normal rabbit the intestine is nearly sterile and at least the coli bacilli are 

not found, but from the cecum aboral the coli bacilli and other various bacilli increase in 

large number.

2. In each intestinal portion there is no significant difference in the pH and diastase 

value. Trypsin is not certificated.

3. However, in the anastomosis applied intestine a fairly large number of the coli 

bacilli are observed in each portion.

4. As regards to the method of the anastomosis a tendency of larger increase of coli 

bacilli is recognized in the side-to-side anastomosis than in the end-to-end anastomosis.

5. It is hard to recognize a definite tendency of the multiplication of coli bacilli in 

the unit weight of the intestinal content.

6. As to the multiplication, the coli bacilli increase most in number in 5 to 7 days after 

the operation and in the lapse of 2 weeks they decrease already moderately. This fact is 

considered to be in a correlation to the term apt to occur the insufficiency of the anastomosis.

7. The values of pH and diastase are hardly different from the normal values and are 

not influ:nced by the ascent of coli bacilli to the upper oral portion of the intestine.


