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ます．山形の症例は合計10カ月くらいの間経過を見てい

るのですけけども，3カ月毎に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・ロー一

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ますといかが

ですか？

筒井　靡瘍のダブリソグタイムとはちょっと違うと思

いますが．画像上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餅い致します．

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―

新潟大学第一病理　大橋泰博・阿部実

渡辺英伸

阿　　第－ん・外科　黒崎功

目的：坦装癌の早期発見のため，表面型早期胆嚢癌の

肉眼的特徴を明らかにする．

材料と方法：1981年10月から1990年10月までに当料

で組織学的に検索しえた早期胆蔑癌143病変，132症例

の肉眼型別頻凰　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，敢後に表面型癌の肉眼的特

徴を明らかにした．

結果と考案：早期胆蔑癌143病変の肉眼塾別頻度．正

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％，（槌．0％，96．0％，100％上

40．0％，Is＋α；21．6％，（83．9％，100％，100％），

43．4％，Ⅸa（＋α）；測．8％，（13．6％，42．2％，90．9

％主59－1％，Ⅱb；測．1％，（0％，2．3％，69．8％主

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．裏面型癌の肉眼的特徴を明らか

にする必要がある．病理肉眼診断で誤診した　Ⅱb型13

例車9例は，臆大型が10mm未満で，残り4例は，急

性，慢性炎症のために粘昧表面を充分に観察できない病

変であった，胆嚢病変の肉眼観察の基本項目は，粘膜の

高さ，粘膜表面模様，色調，光沢である．Ⅱa塑癌は，

乳頭状，粗大顆粒状，結節状隆起が集渡した粘膜表面模

様で，褐色調，光沢に欠ける肉眼的特徴を示した．Ⅱb

塾痛は，粘膜素面模様において，大小不同の顆粒状構造

が融合し，顆粒の辺縁と表面が凹凸で，穀粒問に網目状

構造が欠けるものと，平坦，鹿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～傲相原粒状構造を

示す2痩類に分けられ，共に褐色調で，光沢に欠けてい

た．鑑別病変として，前著は化生性胆蕗炎，後者は萎縮

性胆藻炎が挙げられた．

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以上の大きさで粘膜表面の保持が

良好であれば，肉眼診断が可能であると考え紅れ虹
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司会 病理の方面から胆道がんのお話をいただいたの

て十が,何かご質問ございますか ?先生方はホノLて りン

管,手術標本を半固定 して即座に診断ができる方法を開

発されています事今回は胆道がんの発生をこついては余 り

お話なさいませんで したけど,今までのいろんな謡をお

聞 きしますと, 腺経から発生するものと,denovoと

呼びますか,新 しく発生するものがあると,聞いており

ます.この当りの見解を,ご紹介いただけますか ?

光橋 狼藤がんは太腹と同 じように,腺腰から発生す

るものと,腺腫を経ないで,そのまま denovoで起 こ

るがんと2種類あります.胆嚢の場合は腺腫を母地 とす

るものは15%位で残 りの85%位は demovoで起 きると

考えております.また demovoの車でその発生母地を

考えたときに,40%位が胆轟の固有粘膜から,発生する

と当教室では考えております､

阿部 一つ教えていただきたいのは,その 霞b塾の

狼藻がんと言 うもののきれいな写寡をお見せ頂きました.

平坦な胆嚢癌 と言 うのは臨床的にどうやったら見つかる

か,今後の見通 しはございませんか ?

大橋 現時点では.ERC で2重造影を行い,かたi)

頑張れば,低い 正a塾のものが見つかると思います.

将来的には内視鏡の進歩によ一一て.胆喪C')中を覗ける時

代が来るのではないかと思います,

阿部 ERC でかなり頑張ればと貰 うお謡ですが,症

状が無いわけですから対象となる患者さんもかなり厳選

しなければならないし,あまり現実的ではないと思 うの

ですけども.

大橋 臨床の方は,よくわからないですが.

小越 胆嚢の2重造影ですが.水溶性造影剤では2重

造影ができませんので,どうしてもバ リウムを太れな く

てはなりません.そうしますと,現段階では2重造影が

行われていますけど予これはある程度病変が見つかって

どうしても範囲とか動 きとか形を出そ うと言 うときに行

われている状態なので. lLJ7り一二ンケには2重造影は

できません し,入れたバ リウムの排滑の問題 もあります

ので,スクリ-ニソダとしては,む しろ超音波の改良の

方が将来性があると思います. もっとプロ-ブが良 くな

り,内祝鍍プローブあるいは ミニチュアプローブなどが

改良されて参 i)ます し.胆喪表面の確粒状態 まで問頓に

すれば困難で しょうがそこまで行かな くとも Ⅱaはほ

とんど見逃 しなくできるようになると思います.私は超

音波に期待をかけています.

司会 筒井先生.いかがですか.

筒井 確かをこ 琵b単独型と貰 うのはスクリーニング

で拾い出すことは殆ど不可能に近いのではないかと思い

ます.ただ 琵後の様な小さな隆起を伴 っていさえすれ

ば,それを超音波な り内視鏡超音波で拾い出 した止で,

最近広 く行われるようになった腹腔鏡下の艶摘術で胆嚢

を取って しまって,バイオブシ-の概念で胆藤をまず取っ

て しまって,今のような病理の検索をして頂 くと言 うの

が現時点では-番観葉味がある方法ではないかと思われ

ます.

阿部 腹腔鏡で胆嚢を取ったときに検索をする,つま

り他の病気があったときと言 うことですよね.

筒井 US スクリーニングをもちいて隆起部分あるい

は壁の堅い部分を超音波で拾い出 した症例について胆藤

がんが疑われるようであれば,生検の意味 もかねて構榛

的に腹腔鏡下限掬を行 っていこうという考え方です.

阿部 /Jfかllました.

司会 勉にございますか.大橋発生どうもあ りがとう

ございまLた.これで疫学.内科.外科,病理LT)各先生

からお話頂 きましたが声予定の時間が残 っております,

少し総 合討論 したい上思います.先生方Ll)間で意見を交

えたいという車がございますが.疫学の遠藤先生,内科,

外科,病理の先生方をこご質問あるいはご意見ありますか.

遠藤 大橋発生にちょっとお伺い したいのですが,ス

ライ ド上で 正b型の胆石の合併率が90数瓢と貰 うこと

管,他の隆起性病変を伴ったものは40%位だったと思 う

のでずけども,結局の所, Ⅱb塾が見つかる場合を考

えてみますと,壁の肥厚よりも,胆石症を伴っているか

どうかで引っかけているケ--鼠の方が多いため, 琵b型

の胆石保有率が見かけ止高 くなっているのではないで しょ

･')か ?

大橋 Ⅲb型がんは,現実的には.胆石症で取 -)て

きて.たまたま病理学的にがんを見つけたとし､･'7症例で

す.胆承がんの肉眼型を見てみますと,進行がんの場合,

平坦型の ものが3000以上LJ-r)ります. Ⅲb型早期が ,̂か

ら平坦塾進行がんをこなったと予想されるものを,早期が

んの段階をこ見つけられる可能性があると思われるので,

表面塾の特徴を捕 らえるのが重要だと考えています.

司会 遠藤先生よろしいでしょ･')か.では,小越先生.

小越 大橋先生に2つお聞きLたいのですが.-.一つは

エコーを潤い,エコ-で見た形 と阻喪を開いたときの隆

起がかな り適 う場合があると思いますが,術前に隆起で

あると思って診断 したもので,開いたらほぼ平 らだった

という症例があったで しょうか.あるいはあったとした

らどの程度のものかということです.もう一つは 正b塾

が本当に進行 して行 くと隆起をこなるのか,あるいはスキ
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ルスのように横に広がって行くタイプなのかということ

をお聞きLます.

東璃 臨床の記載よりも襲際に病理で開いたときの太

ききは実際をこぼ多少小さくなっている印象を受け渡す.

だから病理で Ⅲa塾といっている症例が実際には臨床

ではま塾になっている症例転多いのではないかと思って

います.特にそのがんの場合にもよりますが,底部のか

なり端の方になりますと,曲面になっていますから開い

たときには,高さは低 くなるのではないかと思っていま

す.低 くなる常田には,腫癖が壌れたり固定による縮み

むあると思われます.次に早期がんから進行がん-の肉

眼型移行ですが,早期癌の肉眼塾別頻度と進行がんの肉

眼型別頻度を見ますと,同じ位なので Ⅲb塾がんがそ

のまま平坦塾進行がんになるのではないかと推測 してい

ます,またもう一つ問題なのは鼠繊型なのですけども,

胆嚢がんの大部分は高分化型腺がんであり,それはさら

に乳頭状腺がんと管状腺がんとに分かれます.管状腺癌

主体のものが,平坦型の進行がんになって行 くのではな

いかと思われます.

司会 病理の大橋先生に質問が集中していますが,柄

理の方から何か臨床とか疫学との対比でご意見を頂けま

すか.

東橋 筒井先生にお伺いしたいのですが,先ほど3カ

月程度でかなり大きくなるとおっしゃいましたけど,柄

理学的に鬼ますと3カ月で倍になると言うのはゥ余 りに

も早いのではないかと思われます.胃がんでは10年経っ

ても少ししか大きくならないという話もあります.エコ-

で見たときは,ある断面ですから実際の3次元のものは,

切れた場所によって多少違って来ることがあるのではな

いですか.

司会 非常によし､ニ質問で.筒井先生お願いします.

筒井 おっしゃる過り,エコ-で測定 しておりますの

管,党ほども申しました通 り,あれをそのままダブリソ

グタイムというふうな寮はできないと思います中ただか

なり髄の臓器のがんに比べて,画像でとらえる限り,大

きくなって来るのは辛いというふうな感 じでおります.

先程出した症例と山形の万で経過を迫った症例と文献的

にもありますけども,比較的エコ-で見る限りは他のも

のよりは早いというデータが出ております.腫癌学的な

ものでなくて,スクリーエソダする上でのポイソトとし

ては3カ月位の期間で追って行けばとらえられるのでは

ないかということを申し上げた訳でありまして,藤癌の

ダブリンダタイムが3カ月という意味ではありません.

司愈 大橋発生よろしいでしょうか.病理の方から限
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藤がんのダブリジグタイムというのはわかるのでしょう

か?わたくじ今日のお話を伺いまして感 じたのは,対が

A_1()か年総合研究で話題にたっている(T)は,いかiこ早 く

見つけて治療するのかという早期発見,早期治療が決め

手ではないかと,それが可能であると言うことをこの対

がん10か年で示すことができたと思 うのです.それにし

ても発見率が胆嚢が人.胆管が人合せて0.0506'でした.

きわめて低いので,-イリスタダル-プを設定する車が

ら-イリスタダル-プをどの様に設定 していけば効率良

く早期発見,早期治療ができるかと言う事について,秦

聞きしてみたいと思います.まず疫学の方から,遠藤先

生いかがでしょうか.

遠藤 スライドでもお見せしましたが,年齢階級別の

死亡率の伸びを見ますと,60歳以上の所で死亡が非常に

伸びている.30年前の3倍以上の伸びになってい蜜す.

ところが亜歳末満の若年層では1,5倍 くらいしか伸びて

いないので,やはり狙 うとしたら50歳以上,または60歳

以上,女性は特に見つけやすいということ屯ありますし,

またあらゆる集団検診では女性の受診率が高いので有利

だと思います.それから積極的にフォロ-アップ体制を

観んで行けば,例えば胆石症なり,胆嚢 ･胆管炎なりの

所見のある人について,かなりきめ細かく見ていく体制

ができれば良いと思っています.年齢を下げても50歳以

上と,私は考えています.

司会 年齢 ･性別で,胆石の話に出ましたけど,+ll

では問題になっていますが,胆石があれば全部胆摘 して

しまうと,尭がんする膝器がなくなるわけですから亨将

来胆嚢がんが減るわけです.この辺 りは使えるでしょう

か?

遠藤 私は臨床家ではありませんので,はっきりとし

たことは申し上げられませんが.出生=1-ホー ト分析の

結果からも,胆道がんの死亡は将来的をこぼ頭打ちをこなる

でしょうから,ラバ胆などで胆摘がもっと普及すれば死

亡率はさらをこ減ると思われます.

司会 内科の′ト越先生,いかがでしょ･t)か?

小越 -イリスタダル-プですが,これは遠藤発生が

おっしゃっている様をこすねたくしぼやはり高齢者と思い

ます.山形でのデータですと60歳,70歳以上が特に多い

と言うことなんですが,現実問題として,80歳の人をス

クリ-ニソグできるかと言う事と,またスクリ-ニソダ

してそれだけ意味があるかという事もありますので,現

実問題としては5O歳かド)70歳代までを絞って行った万が

いいだろうと思います.それから,胆石とがんの問腐な
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のですが,いろいろな矛盾がありまして,最終的には,

胆石と狼轟がんには非常に強い関連性があるのですが,

いくら胆石の症例をフォローアップしても胆嚢がんは出

て来ないようです.胃液療がんの-ウザ-の基準と同じ

様なことで, どこか我々は何か落 し充があり,どこか間

違っているのではないかと言う気がしています.という

ことは,逆をこ胆褒がんのある場合は,胆汁酸代謝とか,

色々な理由で胆承機能が悪 くなると,やはり腫轟もでき

やす くなるのだろうと言 うような気がします.ですが,

胆を持つ人は確かに危険因子と言 うことで取った方がい

いのですが,胆轟をとって しまうと他の所にがんが,す

なわち胆道がんが今後多 くならないかどうか,他に影響

が願いかどうかという問題がありますので,ただ,何で

もかんでも胆石を取って しまうことになる問題があると

思っております.

司会 私の方から,小越先生にもう-つ教えてあらい

たいのですが,多発地域で US検診をしているわけで

すが,それでも0,05%の発見率です,よその地域でこ

の様な形で同じようにスクリ-ニジグができるので しょ

うか ?新潟であるが散にできると言 う特殊性はないので

しょうか?

小桜 それはまだ他の所は分かりません.と言 うのは,

東蒲原郡では出てきておりません.ですからやぼり少な

いところから拾い出すと言 うのは難 い ､ので,西蒲原郡

は非常に好発地区だと言 うことで多いんだろうと思いま

す.ただ,多いと言っても SMR で何十倍と言 うわけ

ではありませんから,そんなに-ヶ所が輿申 して発見さ

れるわけではありません.やはり,地域の熱意と住民の

用心で多 く発見されると思います.もう-つ,重要なこ

とは初期の 1-i.r'隼瑚1鞘こ胆嚢がんが発見されているの

です.それから2札 3回行っている逐年検診でく･土発見

されていないのです.ですから,逐年梗塞屯必要ですが,

同じ人が何回も検診を受けたって意味が無いので,新 し

い地域は開拓 しながら, 2-3年をこ1回ぐるくやると回っ

て行 く方法が今一番いいのではないかと考えています｡

司会 続いて外科の立場から-イリスタグル--プを設

定できますか ?

筒井 基本的には今まで出てきた車と変わりはないと

思います.性別と年齢,地域集横性と思います.胆石に

ついては一つ要因ではあると思いますが,当初この研究

が始まりました時は胆石を捕まえてた くさん胆石を取れ

ば,胆嚢がんが減るだろうと言 う論理で始まったのです

けども,結局隆起性病変の方が先に出てきたと言うこと

管,あまりその方法は脱藩がんの死亡率減少とは関係が

ないとは思っています.

尭楕 今まで出ました50-60歳以上で女性の方を中心

をこ検診をして見つけると言 うのは病理の方でも同Lfだと

思います.また,合流異常症の方は,胆嚢,胆管がんの

ハイリスクグル-プにあたると思われます.

司会 大橋先生のお話をこありましたが,合流異常症と

は輝胆管合流異常症です.これは明らかに-イリスタダ

ル-プでありますが,新潟で合流異常が多いと言 う車繁

があるので しょうか ?特にこれは ERCPでないと分か

らないはずです.小越先生ご経験ありますか ?

擁越 私達はこの合流異常を捕 らえたのは,本当に一

握 りの症例だけだと思います. しかも晋は合流異常と言

うのは,若いうちにみんな死亡 しているとの考え方だと

思 うのですが,現在は診断法の向上で,大入になって生

き延びて,かなり年を取ってから症状が出てきた,本当

をこマイル ドな合流異常が私達見つかっているわけなので

すが,頻度としては色々な人がデータを出しているので

すが,病院でものすごく大きな差があります,その胆道

疾患をどれくらい一生懸禽やっているかどうかで,バイ

アスのかかったデ-タでやっていますので,母集団をき

ちっと取っているところはどこもありませんので,何と

も言われませ人が.印象かL-〕しましては私は,新潟に阜

いとは思いません.

司会 各専門の方から-イリスタダル-プについてお

考えをお聞かせいただきましたが､他に胆道がんにつし､

て円頃思っている事があれば,お詰いただきたいと思い

ます.私は疫学をやっておりますが,今までの歴史的経

線を見渡すと,臨床家の勘が-香,発見につながってい

ると思います.臨床家の先生方の中から,日頃の診断か

ら何かございませんか ?無いようですので,これで終わ

りにいた します.




