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3 胆道癌化学療法とチーム医療
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【目的】胆道癌化学療法を施行する際にチーム

医療がいかに機能したかを検証する.

【方法】対象は,化学療法を施行した切除不能 ･

再発胆道癌17例であった.治療期間は4-31か

月であった.レジメンは,GEM +CPT-11と

GEM+CDDPであった.入院中に薬剤の至適投

与量を決定し,外来へ移行した.癌化学療法サポ

ー トチーム (CST)を院内で発足 させ,入院から

外来および在宅を含めて一貫したチ-ム医療を行

った,2週に1回の会合で患者の検討を行い,方

針を決定した.

【結果】17例中外来に移行できなかったのは3

例のみであり,移行率は82%であった.CSTに

より,副作用が早期発見され,適切な対応が可能

であった.チーム医療により,患者ごとの欄かな

病状やニーズの把握が可能となり,より個別的な

対応 (レジメンの変更および薬剤投与量の調整,

栄養指導や医療費の自己負担額のお知らせなど)

が可能となった.

【結論】胆道癌化学療法を施行する為にチーム

医療は有効であり,化学療法をより安全に施行す

ることがPJ能となった.

1 肝外胆管癌の発育経過 :CTによる逆追跡
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5例の肝外胆管癌切除例 (67-78歳,女2例)

管,3か月以上前の CTを逆追跡 しえた.全て黄

痘発生後の切除症例であり,手術直前の CTで肝
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内胆管拡張と腺癌が描出された.5例中4例で7

回 (手術の4,8,12,13,15,18および24か月

前 ;全て黄痘なし)の腹部 CTが撮像 されてお

り,全て癌が描出されていた.胆管拡張は2例で

描出されず,胆嚢管原発と考えられた.CT上,4

例すべてで腺癌の短軸方向の増大がみられ 3例

で長軸方向の増大が主に肝側方向に観察 された.

これらの過去の CTは高齢発症の糖尿病,肝機能

障害,胆嚢炎および腎癌の疑いで掘像されていた.

1例では手術の30か月前に深部静脈血栓症の精

査目的でCTが掘像され,胆管拡張 ･癌とも認め

なかった.腹部 CTの読影時に臨床情報や胆管拡

張の有無にかかわらず肝外胆管を常にcheekす

ることが,肝外胆管癌の早期発見につながる可能

性がある.

SessionI【『胆道』

5 総胆管結石に封する経度的治療
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胆管結石に対 してEPBDを第-選択とするが,

FFCDが挿入された症例やEPBD不能症例,結石

充満例,巨大結石例などに対 してはPTCS-Lを

積極的に行ってきた.この FrCS-Lとさらにこ

の手技を発展 させた経FTGBDルー トからの切石

(PTGB-L)についてその手技を提示し報告する.

E方法】FrCSルー トは10Fr.まで拡張 し,細径

胆道鏡 (6.9Fr.)で胆管内を観察後,十二指腸へ

の排石を容易にするため経皮的に十二指腸乳頭を

バルーン ･ダイレ-タ- (経 lo-16mm)にて

拡張.結石が大きい場合はEHLによる砕石を胆

道鏡下に施行.結石は広径パル-ン ･カテーテル

(径 15mmないし20mm)にて十二指腸へ押し出

す.この際,細い径のバルーン ･カテーテルの腰

を補強する目的で金属製のコイル ･ワイヤー ･シ

-スを挿入しておく.この方法を応用し,最近で

は肝内胆管非拡張例や息止めが出来ない患者など

に対してFrGBDルー トからの切石も可能となっ
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た.

6 Hepaticperibiliarycystの l例
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症例は 74才,男性.

【既往歴】当院泌尿器科にて前立腺癌のためホ

ルモン療法中.

【主訴および現病歴】2005年 9月当院内科にて

2型進行 S状結腸癌と診断.CTにて肝左葉の肝

内胆管拡張を認め,ERCPにて肝左葉 B3に狭窄

機転を指摘 されたが,明らかな腺癌はなかった.

胆汁細胞診はciassIであった.

【術中所見】12月手術施行.術中 USにて肝左

葉の著明な肝内胆管拡張を認めたが,転移性腺癌

や肝内胆管癌の所見は認めなかった. S状結腸切

除術と肝左葉切除術を施行 した.

ト切除標本および病理所見】肝 B3に 1及× 9

mmの単発の peribiliaryeystと診断 された,

【まとめ】比較的稀な肝 paribiliarycystの症例

を経験 したため報告する.

7 胆管カバードステン トの有用性についての検

討
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【背景 と目的】ExpandableMetallicStent眼 下

EMS)は種々の改良を重ね悪性胆道狭窄に対す

る治療として有効で安全な方法の一つとして普及

してきた. しかし,従来のベア-EMSでは腺癌

の内腔進展に伴う再閉塞が避けられない問題であ

った.近年,素材の進歩や操作性の改善により

様々なカバー ドEMSが考案 され 当科でも過去

の検討 をふ まえ悪性胆道狭窄 に対 しカバ ー ド

EMS留置を中心に使用 している.今回,当科カバ

- ドEMS症例において開音期間や最終開存率を

検討 し,当科で経験 したベア-EMSとの対比 も

行ない検討する.

【対象と方法】2005年 5月より2007年 4月まで

の 2年間でカバ- ドEMSを実施 した悪性胆道狭

窄について検討.17例について検討.内訳は男性

8例,女性 9例の計 17例.平均年齢 70.8歳.胆管

癌 15例,聯癌2例,胆嚢癌 5例.経皮経肝留置は

15例,経十二指腸乳頭留置は2例.EMS留置日

を起算開始とし黄痘再燃または死亡までの開存期

間について Kaplan-Meier法による解析を行っ

た.

【結果】50%開存期間が 96日.当科でのベア

EMSの疾患群自体の生存期間の影響で開存期間

は劣っているものの生存期間中における開存率は

93.7%ではるかに効率であった.EMS留置時の

重篤な合併症は認めなかった.

【考案】悪性胆道狭窄に対する治療 としてカバ

ー ドEMSは有効で安全であり,再開塞,再黄瞳

の阻止により終末期の QOL向上に著 しく貢献す

るといえる.

8 高位合流に乳頭機能不全を合併 した 1例
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症例は79歳,男性.既往歴にH17.4偽院にて

上行結腸憩室炎,胆石症に対 して IAC (Rt.colec-

tomy)+ hpachole施行 H19.6上腹部楓 肝障

害精査加療 目的に紹介入院.WBC10300.AST

431,ALT218,AL㌣780, γ-GTP1040,T-BIL

2.97,D-BILl.80CTにては総胆管の軽度の拡張

を認めるものの,明 らかな腺癌性病変は認めず.

MRCPでは輝管 との合流部より上方の下部胆管

に硬化 ･狭小を認めた.GTFでは乳頭は正常で憩

室 も認めなかった.この時点で SOD (Sphincter

ofOddiDysfunction:乳頭括約筋機能障害)を疑

い,ERCP(その後 ENBDorERBDorEST)杏

tryするもdeepcanulat主onが行えず PTCDを施

秤.FrCDからの造影では輝管が造影 され,その


