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当教室で手術を施行した胆石症症例について,胆 道内圧 (Resting Pressure,Opening Pressure)

および流量を測定 しretrospectiveに検討を行った。そしてこれらの測定値を組みあわせることによ

り,線 形判別法に基づき,総 胆管切開の適応についての判別関数Qを 求め,Qの 値が5.86以上の時に

総胆管に結石の存在する可能性が高いという結果が得られた.こ の判別関数を利用した総胆管結石の

有無の正診率は85%で あ り,ほ かの諸検査 とともに,総 胆管切開の適応を決める一つの基準として幅

広 く利用できるものと思われた。

索引用語 :術中胆道内圧,胆 管内流量測定,線 形半J別法,判 別関数,総 胆管切開

緒  言

近年,術 前ならびに術中胆道精査法の進歩により,

胆石症の発見率は著 しく向上したが,そ れでも遺残結

石は胆石症手術症例 (肝内結石は除 く)の 約 2%に み

られるといわれ1)～り,そ の予防は外科医にとって重要

な課題である。われわれはその防止の意味から良性胆

道疾患に対し,術 中胆道造影(以下術中造影 と略),胆

道ファイパースコープによる精査 とともに,術 中胆道

内圧(以下胆道内圧 と略),流 量を測定してきた。今回

その内圧値,流 量値を108例について retrospectiveに

検討を加え,そ れらの値を組み合わせることにより,

線形判別法により判別関数Qを 求め,Q値 の高低によ

り総胆管切開の適応基準を設定しえたので,そ の臨床

応用 とともに報告する.
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対象および方法

I.対 象

昭和53年1月 より55年12月までの 3年 間に当教室に

おいて手術を施行した胆道良性疾患の うち,胆道内圧,

流量を測定しえた108例を対象とした.その内訳は表 1

に示すように胆襲結石89例,胆 愛 ・総胆管結石12例,

総胆管結石 3例 ,そ の他 4例 である。肝内結石は対象

から除外した。麻酔はすべてハロセンあるいは Neur―

oleptanalgesiaによる全身麻酔であった。

II.測定方法

表 1 対 象症例の内訳

胆薫結石      89

胆速総旧管緒石   12

総lB管結石     3

その他       4

胆裏炎      (2)

乳頭炎      (1)

遺残旧直管    (1)



図 1 測 定方法
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胆道内圧,流量の測定は CarOliりの方法に準じ,胆襲

摘出時に胆襲管よりFr.6号 のスプ リン トカテーテル

を総胆管内に挿入し,Hoptonめ の定義に従った Rest‐

ing Pressure,Opening Pressureを 測定した,

図 1に 示すように潅流液(生食水)を入れたイリガー

トル瓶を総胆管の高 さよりlcmず つ徐々に上げてゆ

き,イ リガー トル瓶内に気泡が発生する最低圧,す な

わちOddi氏 筋が開いて総胆管内容が十二指腸内に流

出する総胆管圧を開放圧(Opening Pressure,以 下 OP

と略,単 位 cmH20)と した。次いでイリガー トル瓶か

ら総胆管内への潅流液の流入を遮断すると,総 胆管内

容が十二指腸内に流出するにつれ圧は下降し,総 胆管

圧が Oddi氏 筋の Tonusと 平衡する点で停止する。こ

の時の圧を静止圧 (Resting Pressure,以 下 RPと 略,

単位 cmH20)と した。続いてイリガー トル瓶の代わ り

に潅流液を満たした50mlの 注射衡を,総 胆管 より30

cmの 高さに固定 し, 1分 間に総胆管内に流入する潅

流液の量を求め,流 量 (Flow Rate,以 下 FRと 略,

単位 m1/min)と した。

なお,こ れらで得 られた測定値の有意差検定には

Student'st,testを用いた。

結  果

I.胆 道内圧,流 量の正常値

まず今回施行した胆道内圧,流 量の正常値を求める

ために,(1)黄 疸の既往がなく,(2)コ レステロール

系石で,(3)結 石は胆襲内にのみに存在 し,(4)術 前,

術中造影で総胆管の拡張がなく,胆 道末端部に器質的

な異常を認めず,(5)総 ビリル ビン値が1,Omg/dl以

下であった52例を胆道系正常群 としてその平均値を求

めてみた。RPは 13.2±2.8(M ttS.D.以下同じ),OP

は20.3±3.8であ り,FRは 6.4±2.0であった (表2).
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表 2 胆 道系正常群 (n=52)

1、 黄垣の既往がな く

2、 ヨレステロール系石で

3、 結石は胆養内のみに存在 し

4、 術前、術中造影で格胆管の拡張がな く

胆道末端部に異常を認めず

5、 TB‖ が 1 0rng/di以下

132±28"H20

203±38卸H20

64±20m1/min

(M!SD)

II.結石部位別にみた胆道内圧,流 量

次に対象108例の うち,胆石症症例を結石の所在部位

によって,A:胆 嚢結石群(以下A群 と略),B:胆 襲・

総胆管結石群 (以下B群 と略), Ct総 胆管結石群 (以

下C群 と略)の 3群 に分け,そ れぞれについて胆道内

圧,流 量を検討 してみた。

1.RP:A群 では 8～ 23,平均13.4±2.8,B群 では

14～27,平 均18,8±3.4, C群 では13～18,平 均16.0土

2,1と,B群 ,C群 において高値を示 し,A群 とB群 の

間には推計学的に有意な差 (p<0.05)が みられた (図

図2 結 石部位別にみたResting Pressure
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2. OP:A群 13～31,平 均20.5± 3.6,B群 19～35,

平均26.3±4.8,C群 24～27,平 均25.0±1.4とRP同

様, B群 ,C群 において高値を示し, これもA群 とB

群の間には有意な差 (p<0.05)が みられた (図3),

3.FR:A群 2～ 14,平均6.4±2.4,B群 2～ 9,平

均5.7±2.2,C群 2～ 5,平 均37± 1.4とC群 におい

て流量の低下を認め,A群 とC群 の間には有意な差

(p<0.05)が みられた (図4).

III.総胆管切開の半J定についての判別関数の応用

1.判 別関数の設定

以上に得られた RP,OP,FRの 三者を組みあわせる

ことにより,総 胆管に結石の存在する。すなわち総胆

管切開の適応についての判別関数を線形判別法的によ

り求めてみた。

RP,OP,FRの 測定値をそれぞれ Rp,Op,Frと する

と,各 要素についての係数お よびQ=0.231× Rp十

0.135×Op-0.166× Frと い う判別関数が得 られ,Q

の値が5486以上のときは総胆管に結石が存在する確率

図3 結 石部位別にみたOpening Pressure
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図 4 結 石部位別にみた F10w Rate
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が高いという結果であった (表3)。すなわち Rpお よ

びOpが 大きいほど,ま た Frは 小さいほど,総 胆管に

結石が存在する可能性が高いという成績であった。

2.判 別関数の正診率

このようにして得 られた半J別関数に,胆石症症例104

例の内圧値,流 量値をあてはめてみた。表 4に 示すよ

うに,A群 ,す なわち総胆管に結石が存在 しない群で

表 3 線 形判別法による判別関数

判房叫関数Q=0.231× Rp+o135× Op― o166× Fr

Q≧ 5.86 総 肥管結石 (十)

Qく St86 総 胆管結石 (―)

Rp: Rest ing Pressure (cmH"O)

Op: Openir€ Pressure (cmH"O)

Fr:  Flow Rate (ml, /min.)

表 4 判 別関数による正診率

判別関数
A:胆 憂結石群  B tt c:総 旭替結石群

(n=89)     (n=15)

●

Q(586

Q 2 5 , 8 6

77(865%)    4(26.7%)

12(13_5%)    11(733%)

圏圏Mtt SD

正診華 88/104(846%)



0米 障炎

A:題 =      B:口 褒十継阻管     Ct総 阻管
n=89      n=12         n=3

は,Q値 が5.86未満のものが89例中77例 (86.5%)を

占 め, Q 値 が5 . 8 6 以上 の f a l s e  p o s i t i v e  F l l は1 2 例

(13.5%)であった。また総胆管に結石の存在するB十

C群 においては,Q値 が5。86以上のものが15例中11例

(73.3%)で あり,5.86未満,す なわち false negative

例は 4例 (26.7%)であった。全体 としては104例中88

例,84.6%の 正診率であった。

これらのQ値 をプロットしたものを図 5に示す。A

群においてはほとんどが 6以下に集中しており,B群 ,

C群 においてはすべて53以 上であった。

考  察

良性胆道疾患の手術後に,術前の愁訴の持続する「胆

嚢摘出後症候群 (postcholecystectomy syndrome)」

は 少 な か ら ず 見 ら れ, そ の 原 因 の 多 く は

psychosomaticな面つのほか,胆道末端部の機能的,器

質的な障害,および遺残結石によるものとされている。

遺残結石は術前,術 中の胆道精査法が進歩した現在

でもなお 2%前 後の頻度でみられ (肝内結石は除 く),

総胆管結石に限っていえば,各 施設で多少異なるが

5%前 後の頻度で認められている'～。.ま た第 7回 日

本胆道外科研究会のアンケー ト報告ゆによると,胆 石
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症再手術例の52%は 遺残結石のためである。よってそ

の予防は外科医にとって重要な課題であ り,種 々の術

前,術 中の胆道精査法が試みられている。われわれも

術中造影や胆道ファイバースコピイとともに,胆 道内

圧を測定 し,ま た昭和53年からはこれに流量測定を加

え,そ の防止に努めてきた.

胆道内圧,流 量預J定には Caroliり,Mallet‐Guyり以

来,種 々の方法が試みられているが,現 在行われてい

る測定方法には大きく分けて,(1)定 流潅流法,(2)定

圧潅流法の 2つ がある。定流潅流法 とは潅流する液量

を一定にして,内 圧の変化をみるもの,定 圧潅流法と

は,逆 に潅流圧の方を一定にして,流 れが定常状態に

なった時の流量をみる方法であるが,そ れぞれ一長一

短がある。今回,著 者 らが測定した RP,OPは 定流潅

流法であ り,FRは 定圧潅流法に含まれる。そのほか,

負荷変動潅流法1い11ち薬物負荷法121,x線を利用した動

的観察法1りなどが行われている。

胆道内圧,流 量測定の目的は,そ の変化より胆道末

端部の機能的,器質的な異常を見つけ出すことであ り,

小結石の遺残防止にある。そこで,今 回著者らが測定

した胆道内圧,流 量 を,遺 残結石防止の意味か ら

retrospectiveに検索を加え,そ の測定値から総胆管に

結石の存在する可能性,す なわち総胆管切開の適応に

ついて検討 した,

胆石症症例104例について,胆 道内圧,流量を測定し

た結果,RP,OPに 関しては,図 2,図 3に 示すように,

総胆管に結石の存在するB群 ,C群 においてその上昇

を認め,一方 FRに 関しては図 4の ように,B群 ,C群

においてその低下を認めた。著者 らと同じように Car‐

oll法を用いた別府 ら1つは,RPに おいて,胆 嚢結石群

8.8,胆管結石群13.5と両群間に有意な差を認め,野 呂

ら1'もRPに おいては胆嚢結石群10ち4,胆 管結石群

17.4,OPに おいては胆嚢結石群15.0,胆管結石群27.1

とそれぞれ胆管結石群に有意な上昇を認めている。ま

た菅家ら1。も同様に,RP,OPと もに胆管結石群の有

意な上昇を報告している。
一方,FRに 関しては,別 府 ら1。は胆嚢結石群32.0,

胆管結石群17.5と両群間に有意な差を認め,野 呂ら1"

は,胆 襲結石群16.2,胆管結石群9.9,斉藤1のも胆嚢結

石群24.9,胆 管結石群17.4とそれぞれ両群間に差を認

めている。また草野lゆはOPの 正常範囲を定め,胆嚢結

石群では84%が 正常範囲内にあったが,胆 管結石群で

は61%が 異常値を示したと報告 している。このように

測定の原理は同じであっても,測 定装置,器 具が異な

1984年 4月

図5 結 石部位別にみたQ値
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るため,各 施設により測定値に差はみられるものの,

いずれも胆管結石群において,RP,OPの 上昇,FRの

低下 とい う一定の傾向が得られている。

胆道内圧を生理的に支配する因子 としては,(1)肝

臓からの胆汁分泌圧,(2)総 胆管末端部括約筋の緊張

度,(3)総 胆管壁の緊張性,弾 性,収 縮性などがある

が1り
,以 上のような胆管結石群において,RPお よび

OPの 上昇,FRの 低下を来す機序 として,総 胆管に異

物 (胆石)が 存在するための総胆管末端の機能的,器

質的障害が考えられている2い
。しかし胆嚢結石でも,時

として胆道内圧の上昇,あ るいは流量の低下を示すも

のもあ り,ま た逆に総胆管結石でも内圧,流 量に異常

を認めないものもある。このように RP,OP,FRそ れ

ぞれについては平均値 こそ差はあるものの,胆 襲結石

群 と胆管結石群 との間にはかなりoveriapする部分が

あ り,各要素単独では総胆管に結石の存在するや否や,

すなわち総胆管切開の基準とはなり難い。そこで RP,

OP,FRの 三者を組みあわせることにより,総 胆管切

開の適応について線形判別法を用い検討 した。その結

果,表 3に 示すように,そ れぞれについての係数およ

びQ=0.231× Rp+0。135×Op-0。166×Frと もヽ う判

別関数が得 られ,Qの 値が5.86以上のときは総胆管に

結石が存在する確率が高いとい う成績が得 られた。こ

のようにして得られた判別関数に,そ れぞれ3要素を

あてはめてみたものが表4,図 5で ある。A群 ,す な

わち胆嚢結石群においては,Q値 が5.86未満のものが

89例中77例 (86.5%)で あり,Q値 が5,86以上のfalse

positive例は12例(13.5%)であった。また総胆管に結

石の存在するB ttC群においては,Q値 が5.86以上の

ものが15例中11例 (73.3%)で あり,5.86未満のfalse

negative例は4例 (26.7%)で あった,全 体としては

104例中88例,84.6%の 正診率が得られた.す なわち胆

道内圧,流 量測定のみで総胆管結石の有無の判定が約

85%に つくという結果であった。また図5を みてわか

るように,BttC群 ではすべて5.3以上であり,5.3未満

のときは,総 胆管切開の適応がまったくないことがう

かがわれた。

胆道内圧,流 量測定よりの総胆管結石の有無の判定

について,別府 ら1つは術前の DICや 術中造影で結石像

が不明瞭であったもので,胆 道内圧,流 量測定が,乳

頭部近傍の小結石の発見の契機 となった症例を 6例経

験 してお り,ま た津田ら21)も
胆道内圧を測定 しえた胆

石症191例中,術 前,術 後診断を対比した結果,内 圧預1

定の false positive例は18例(9.4%)で false negative

流量源J定よりみた総胆管切開の適応 日消外会誌 17巻  4号

例は 1例 もなく,そ の診断適中率は90.6%で あったと

報告している。

現在のところ,遺 残結石の防止のために,各 施設で

もっともpopularに行われているのが術中造影,胆 道

ファイバースコピィであ り,胆 道内圧,流 量測定はそ

の手技の煩雑さ,お よび手術時間が延長するというこ

とで敬遠されがちである。 し かし,今 回著者 らが検討

した結果,胆 道内圧,流 量測定だけで約85%に 総胆管

結石の有無の判定が可能であり,黄 疸の既往などの臨

床症状,総 胆管の拡張,術 中造影の所見などとあわせ

ると,病 変がより明瞭に把握され,総 胆管切開の適応

を決める一つの基準として幅広 く利用できるものと考

えた。

結  語

1.当 教室で手術を施行した胆石症症例について,胆

道内圧,流 量を測定しretrospectiveに検討を行った,

2。 こ れらの測定値を組みあわせることにより,線形

判別法に基づき,総 胆管に結石の存在する,す なわち

総胆管切開の適応についての判別関数Qを 求め,Qの

値が5.86以上の時に,総 胆管に結石の存在する可能性

が高いとい う結果が得 られた。

3.こ の判別関数を利用 した総胆管結石の有無の正

診率は85%で あ り,術中造影の所見などとあわせると,

病変がより明瞭に把握され,総 胆管切開の適応を決め

る一つの基準 として幅広 く利用できるもの と思われ

ブt .

なお,本論文の要旨は,昭和56年10月,第 43回日本臨床外

科医学会総会 (熊本)に おいて発表した。
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