
胆道癌をめぐる諸問題

司会 ありがとうございました.小越先生からは胆道

がんの内科的問確,特に診断の問題,それから胆道閉塞

については最近の治療法として,ステンティンダがある

とのお話をうかがいました,何かご質問,ご意見はござ

い蜜すか ?

阿部 ERPCは完全閉塞で鮎可能で しょうか,また

その際,閉塞部の長さについてはどの位までなら可能で

しょうか?

中越 これは,ワイヤ-とチ還-ブを通 していき蜜す

ので,症例によって異なって参ります,すなわち,チュ--

ブが通るかどうかです.狭窄都がある程度長 くても,3-

4cm あっても,もう30分 くらい揺さぶりながら通った

と言うこともあります し,これは通るだろうと思ってい

ても,駄 目だと言うこともあります,造影剤が狭窄部を

17

通過 して狭窄部の向こう側にスペ-スが造影されるよう

でしたら,何とかなるのではないかと思います.ただ最

近はチュ-ブに通らないような高度狭準例にも拡張器を

使いながら,PTCD の拡張と同 じように,拡張 しなが

ら入れるような場合もあります発これからは今までより

はもう少 し率が良くなるとは思いますがサただ,狭窄が

あってもその党に,ステントの先端をこ胆汁が流れるだけ

のスペ--スが無いと入らないことだげは確かです.

阿部 出血はどうですか?

小越 今まではブラインドで,出血を起こしたり,穿

孔を起こしたりと言うことはありませんので,その心配

はあまり無いと思います.

司会 では,次に胆道がんの外科と言うことでがんセ

ンタ-外科の筒井先生からお話いただきます.

3 )胆嚢癌の2次予防と手術成績の現状

新潟県立がんセソター外科　筒井光広・加藤清
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超音波断層診断法.胆嚢癌.早期診断

1. は じ め に

胞薬療はいまだをこ予後の悪い癌として知られているが,

その最大の原因は早期発見のシステムが確立きれていな

かった事をこある1)盟).限褒癌の予後を改善するには早期

発見 早期治療が最も確実な方法であることは明らかで

あり,近年,超音波断層法 (US)の普及に伴って早期

胆嚢癌が発見され切除されるようになった3).われわれ

は厚生省対がん10ヶ年戦略事業LT)一環として,1985年

から超音波断層法 (US)を周いた胆道癌検診をこより早

期胆療病が発見可能であることを明らかにしてきた4).

さらをこまた,以下の2点に目的を絞った研究を行って き

た.

招 検診のシステムを確立し普遍化していくための US

2) US検診が胆嚢癌の治療成鱗を向上させ得ること

の証明 (最終的田標は胆嚢癌の死亡率を減少させること

にある),

本稿ではこの2感を中心に阻喪癌のスク7)-ニソグと

治療成績の現状について概説する.

II. USスク リーニ ングにおける

診断基準の作成

切除された胆嚢の隆起性病変を術前の US所見と比

較検討することをこより USスタリーニソグのためのフ

｢7-チ十一 卜を作成 した.

1)良性隆起性病変の US所見の特徴

先ず, コレステロ-ルポリ-プや過形成ポリ-プなど

の良酬 蚤起性病変切除例28例について術前L')LTS画像

上の形態を細い茎のある有茎塾,広基性でくびれを有す

る乳頭艶 およびくびれのない結節塾の3塾に分額 した

隆起性病変の長径を US画像ーl二で測定 した値 (LTS径)

をこついてその韓教をみると有茎塾21例では全例が 15mm

以下であり 15mm を越えるものは 1例 もみられなかっ

た.また LTS径の最小値は 2mm であi),2-15mm ま

でのあいだでほぼ均-な分布を示 した.乳頭塾は5例で

その US径は食倒が 10mm 以下であった,結節塾は

2例 (7%)と良性病変においては低い頻度を示 した.

USで測定 した隆起性病変の US径と切除標本で測

渡 した実際の腰痛径 (肉眼径)とは必ず しも-致 しない

事があるため,良性病変で両者の比較を行ったが,有茎

型で US径と肉限径の問をこ有意差 (p<0.05)がみられ

たが差の絶対値は 2mm 以下と僅かであった.また,

乳頭型では有意な差はなかった.このことから有茎数

乳頭塾とも US径と肉眼径の差は健かであり,US倭

で実際の腰痛径を推定することは可能であると判断され

た.

以上の結果から,良性隆起性病変は歯茎塾が多く,香

茎塾では uS径は 且5mm 以下,乳頭型では US径 10

mm 以下が診断の目安になると考えられた,

封 早期または早期額似胆嚢癌の US所見の特徴

壁深遠渡が凍陳下浸潤以下の胆嚢癌12例について術前

の uS像を同様をこ検討 した.乳頭塾の US像を示 した

のは2例でその uS径は 11mm と 14mm で,いず

れも 10mm を越えていた.結節塾は12例車8例を占め,

そLT)US径は 1(hnm か己､)30mm 〔;T)もCI)が7例と阜

かったが US径 9mm のものも認められた,US径が

罰mm を越えるもの (腰療型)が2例にみられた.良

性隆起惚病変で高頻度に認められた歯茎塾は 1例屯みら

れずかわって結節塾が過半数を占めていた.この結果か

ら,胆藤癌では結節型の US像を示すものが多く,紘

節塾の US径は 10mm 以下のものもあることが明ら

かをこされた.また乳頭塾では US径 10mm 以上が胆

嚢癌を疑う基準になると思われた.

次に.乳頭型と結節型の US像を示す胆嚢癌に←つい

て LJSで測定 した US径と切除標本で測定 した胆蕪癌

の隆起成分の最大径 (肉眼径)を比較 した,乳頭型の LTS

像を示 した2例については US後と切除標本の肉眼径

を示 した8例の胆喪癌では LTS径と切除標本の肉眼径

が-致 した屯のは少なく,両者の間に-定の健闘 まみら

れなかった.差の絶対値 も大きく.I()mm ll,人上の差が

みられるものもあった｡即ち,結節塾では uS径は内

膳径を正確をこ表現 しておらず,US径から病変の大きさ
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隆起性病変

有茎聖

｢ ナ ｢
径15mTl以下 径15nlm以上

桑実状

肝よりも高い輝度

コレステロールポリープ 要精 査

半年後 USで再検

乳頭聖 結節聖

rJ r r+

僅10m以下 径10m以上 径5mm以下 径5m以上

US follow 要精査 USfollow 要精査

3ケ月毎 3ケ月辱

精査にはERCP,CT.EUS (超音波内視鏡)etc.が行なわれる,

これらの精査で癌を否定できない隆起性病変は手術の適応となる｡

図 星 胆嚢癌の US スクリーニングマニュアル

を推測することは困難であると考えられた.また,結節

型では切除標本の隆起部分の径が 10mm 以下の小さな

癌であるにもかかわらず寮撲下浸潤をきたしている進行

癌が 1例に認められた.この症例は径 6mm の Ila様

隆起の周囲に Ⅱb様の平坦型病変を合併 しており,Ⅱb

様部分で凍膜下浸潤をきたしていた. 1型や Ⅲa型の

隆起(:')開園に平坦型の lIb病変を合併 している阻喪癌

は少なくない5).すなわち,錯節塾では USでとらえ

られた隆起部分はたとえ小さくでも進行癌が隠されてい

る可能性を念頭におく必要がある.

以上の成績を基に US スクリ-ニソグの診断基準を

作成 した (図 い.発見された隆起性病賓が有茎型であ

ナHf径 15rrm 以上のものは Crや超音波内祝頗 (EUS16､

等の精密検査を行う.広基型でくびれのある隆起であれ

ば乳頭型として,径 10nml以下なr13ケ月後に再度 US

を行い,径 10mm 以上は精密検査にまわす.くびれの

ない結節塾では癌の可能性がとりわけ高いことから径 5

nlm を基準としている.精密検査の結果,癌が否定で

きないものに対しては腹腔鏡下胆摘術を中心とした積極

的な手術適応が必要である.この診断基準は新潟,山形

両県の阻喪構多発地域を中心とした医療施設に既に配布
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されている7).

III. US検診は胆嚢癌の治療成績を

向上させ得るか

US スタリーエソグにより早期胆嚢癌が発見可能であ

ることが明かとなった訳であるが,それでは実際に US
スウ1)-二ンゲは胆嚢癌の2次予防に役立つのであろう

か.この点を明かにするために1985年から89年までの

5年間の当科の胆燕癌切除例26例をそC')発見方法別に分

煩し追跡調査を行なってきた.症状があり,かつ術前に

胆蕪癌と診断されたA群 (9例)では stageIは4例で.

stagemが 1f礼 stageTVが4例であった.胆石症等の他

の手術の術中または術後の病理検査で偶然胆嚢癌が発見

されたB群 (8例)でも stageIと旧が4例ずつであ-I,

た. しかし,検診や トノウ等の LTS スケり一二ンゲで

発見されたC群 (9例)ではすべて stageIでありその

うち早期癌が4傍目 44%)を占めていた.stageⅢ以上

の胆燕癌の予後は不良なものが多く術後C')QOLの低

い拡大手術によっても長期生存例が得られることは稀で

ある81.一･･･一万.早期癌の5生率は胆蕪摘除iこ郭清を加え

た程度の′トさな侵襲の手術でも90%'を越えている9､.こ
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のことは胆嚢癌の臨床面における特異性のひとつと言え

ら.本研究においても全例が stageIのC群では良好な

予後が期待された.

繋際,予後調査の結果では,症状のあったA群の5生

率は 33.3%と不良であった.偶然発見のB群でもその

5生率は 50.0%であった. しか し,US スクリ-ニソ

グ発見のC群の 5生率は88.9%と良好でA群との間で

有意差 (p<0.05)が認められた.US スクリ-エソグ

発見例では術前から胆嚢癌の症状のあったA群に比べて

その治療成績は有意をこ良好であり,また,額症状で偶然

発見されたB群と比べても良好な生存率が得られている.

IV. 新 潟県内の 胃癌検診 との現状比較

つぎの課題としての US検診システムの普遍化のた

めには胃の集団検診が良い手本となると思われる.そこ

で新潟県内の胆嚢癌手術例の現状について胃癌と比較 し

た成績を提示する.娘褒癌のデータは新潟県内の医療機

関-のアンケ- 卜調査に基づくものである.新潟県内の

主要な病院で手術が行われた阻喪癌は ま982年からの7

年間で 680例であり,このうち uS検診や入間 ドック

等の US スクリ-ニソダで発見された症例は39例であっ

た.同時期tT)新潟県内の胃癌手術例は 17.015例でこし')

うち胃集枚で発見された症例は2,337例であり予早期癌

は6,027例と報告されているほ).検診等のスクリーニ

ングで発見された症例が全手術例に占める割合を胃癌と

比較すると,胃癌では職域検診を除いた胃教検例のみで

も13.7%であったが胆嚢癌では 5.7%をこすぎなかった.

また,手術例iこ占める早期癌の割合は胆嚢癌全休では 13.9

%と低率であったが呆クリ-ニッダ発見胆嚢癌に限って

みると41.0%と良好で胃癌全体の35.4%を越える値で

あった.同時に治癒切除率に-I)いても胆喪癌全体の治癒

切除例は168例で治癒切除率は全図集計61とはば同様

の 24.7%と不良であったが,スタリーこソグ発見例の

治癒切除率は61,5%と良好であった由

お わ リ に

狙褒癌は胃痛と比べていまだ早期発見のシステムが確

立されておらずそのため治療成績 も不良である.US検

診は胆嚢癌の早期発見に有効な方法であり胆嚢癌治療の

現状を考慮すると検診の普及は胆嚢癌の死亡率を減少さ

せる効果があると期待される. しかし,胆療病は発生数

の少ない稀な癌であることから胃癌と同様な検診方法で

は効率が極めて悪い検診となってしまう.胆嚢癌はその

特異性として地域集積性が強 く,また,中年以降の女性

に多いことから多発地域や年齢,性別等の riskfacもe再 こ

よって hi屠hriskgTOupを選びだしたうえで検診を行っ

ていく必要があると思われる.
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司会 ありかとdTlござし､ました.US検診(I)結果と手

術による標本とを照 らし合わせながら,研究を進められ

たわけですけども予これはこの対がん10か隼の成果の一

つであります.筒井先生のもっとも代表的な成果として

は隆起性病変の検査の手順を新潟で発表されています.

何かご質問,ご意見はございますか.

司会 桂時的に陸揚の大きさが段々大きく左--､て.ダ

ブリンダタイムと言ったものが計算できるのでしょうか?

筒井 症例は先ほどの症例と,それから山形の検診で

経過を追いかけたのがありますけど,エコーの直径ある

いは体積の測定ですのでかなり誤差はあるのですが,両

方の症例でも倍になるのが約 3カ乱 という期間であり
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ます.山形の症例は合計10か摺くらいの間経過を見てい

るのですけけども,3カ月毎をこ直径が倍になっていまし

た.少なくとも分化型の乳頭状腺がんで隆起型のもので

あれば, 3カ月位で US画像上の sizeが変化 してい

くものと思われます. したがって,US検診のフォロー

期間 もその結果から3カ月ということにいたしました.

司会 ダブリングタイムが3カ月と言うのはきわめて

速いですね.胃がんとか大腸癌とかに比べ渡すといかが
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ですか?

簡井 藤癖のダブリソダタイムとはちょっと適 うと思

いますが.画像 【二ではそのようになると思います.

司会 何かございますか? 筒井先生どうもありがと

うございました.また総合討論の所でお隣い致 します.

最後に,病理の方からお話を願いたいと思います.大橋

先生,お願いします.

4) 早 期 胆 嚢 癌 の 診 断

- 表面型癌 の肉眼的特徴-

目的 :胆嚢癌の早期発見のため,表面型早期胆嚢癌の

肉眼的特数を明らかにする,

材料と方法 :1981年lORかi.i1990年10月までに当科

で纏ー織学的に検索 しえた早期胆嚢癌 143病変,132症例

の肉眼塾別頻度,画像診断率,術中診断率,病理肉眼診

断率,胆石保有率を検討 し,最後をこ表面型癌の肉眼的特

徴を明らかにした.

結果と考案 :早期胆載積 143病変の肉眼型別頻度,氏

診率 (画像,術中,病理肉眼診断率),胆石合併率は,

それぞれ lp;17.5%,(68.0%,96.0%,loo艶),

40.000.ls+αこ21.606.(83.9.96'､1000･6,100916).

L･13.49/0.ⅡaL+tr);30.8?,d＼ し13.6,%'.,12.29/dJ,90.9

0,6),59.100.Ilb;30.19,6.日)Oも,2.3%,69.810,6p上

93.0%であった.隆起型に比べ,表面型の臨床診断率

が著 しく低いことから,表面型癌の肉眼的特徴を明らか

iこする必要がある.病理肉眼診断で誤診 した Ⅲb型13

例中9例は.最大型が 10mm 未満で.残り4例は.忠

新潟大学第-･病理 大橋 春情 ･阿部 実

渡辺 英伸

性,慢性炎症のために粘膜表面を充分に観察できない病

変であった.狼轟病変の肉眼観察の基本項馴 ま,粘膜の

高さ,粘膜表面模様,色調,光沢である.Ⅱa塾癌は,

乳頭状,粗大類粒状,結節状隆起が輿渡 した粘膜表面模

様で.褐色調,光沢に欠ける肉眼的特徴を示 した. Ⅲb

塾癌は,粘膜素面模様をこおいて,大小不同の栗粒状構造

が融合し.頬粒の辺縁と表面が凹凸で.頼粒問iこ網目状

構造が欠けるものと,平坦,魔大 した粘膜局面から成 り,

網 目状構造が不鮮明で,表面が平滑-教組額粒状構造を

示す2種類に分けられ 共に褐色調で.光沢iこ欠けてい

た,鑑別病変として,前著は化生性胆嚢炎,後者は萎縮

性胆蕪炎が挙げられた.

結語 :隆起型癌の臨床および病理肉眼診断率は高値で

あった.表面型癌の肉眼的特徴を熟知することによって,

Ⅲb型でも 10mm 山上の大 きさで粘膜表面の保持が


