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胆石症における術中胆道内圧測定よりみた下部胆道付加手術の適応

小西 一 朗

太田 哲 生

高田 道 明

はじめに

胆道内圧測定法は胆道末端部の機能面での情報をえ

る手段の 1つ として,1945年 Car011',1952年Mallet―

Guy分らによって Radiomanometryが 考案 されて以

来,本 邦でも各施設において種々の内圧測定法が行わ

れるようになり,昭 和51年 3月 を第 1回 としてこれま

でに 4回 の胆道内圧測定法に関する研究会がもたれ,

胆道末端部病変の診断に対する有力な方法として考え

られている。著者 らの教室でも昭和48年 9月 より,胆

道末端部機能を半J定し下部胆道付加手術の適応を決定

するための重要な手段 として,術 中胆道内圧測定を

行ってきている。今回,著 者らが行っている可変式負

荷胆道内圧測定法を紹介し,そ の成績を述べるととも
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胆石症手術にさいして,胆 道末端部機能を判定し下部胆道付加手術の適応を決定する目的で,可 変

式負荷胆道内圧測定をおこなっている。その方法は,分時濯流量を15,3m1/minから1.2m1/minの間の

4段階に変え,そ れぞれの灌流圧をグラフ上にブ'ッ トしたものを結んでえられる直線の勾配を末端

部抵抗 Rと し,また濯流量0のさいの圧を静止圧 Pと して求めるものである。過去10年間に術中胆道内

圧測定をおこなった胆石症444例の検討から,現時点では下部胆道付加手術の適応として以下の結論を

えた。① R>10単 位,P>200mmH20の 場合,② R,Pの いずれかに異常をみる場合,Rを 重視する。

③境界値の場合, とくに低流域曲線でI型を示すもの.

索引用語 !胆石症,術 中胆道内圧測定,可 変式負荷胆道内圧測定法,下 部胆道付加手術

に,術 中胆道内圧測定よりみた下部胆道付加手術の適

応について言及する。

I.可 変式負荷胆道内圧測定法

教室では,胆 道内の情報を普遍的な数値で表現する

ため,胆 道内への進流量を変え,そ のさいの濯流圧の

変化をみる富田らの方式りに改良を加え,胆 道末端部

の状態や胆管内の状況をより正確に知 りうる可変式負

荷胆道内圧測定法を考案し,これを行っている(図 1).

測定装置は胆襲管よリカテーテルを挿入して,と 入

用ポンプで湛流量を変えながら生食水を送 り込み,濯

流圧の変化をみる装置である。注入用ポンプには注入

波のない押し出し式の Truth型 注入ポンプを用い,カ

テーテルにはカテーテルそのものの影響が生じないよ

うに進流用 と圧測定用 とが別々になった二重管を原則

として用いているが,最 近ではア トムチュープ8号 や

Tチ ューブ,さらに教室で考案された MNチ ュープを
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図 1 可 変式負荷胆道内圧測定装置              表 1 胆 石症例と胆道内圧測定例

12,金 沢大 2外 )

3 号

正常値 R=1～ 7単位

P=50～ 150 mnHp

胆道末増部負荷手術の適応

R>10単 位

P>200 mmH■ O

使用している (図2).

実際の測定は図 2の ごとく,あ らかじめ測定してあ

る分時進流量を15.3m1/min,か ら1.2m1/minの 間の

4段 階と,さらに流量を0とした時の合計 5段 階に変え

ることによって,そ れぞれの灌流圧をull定し,灌 流量

を横軸,濯 流圧を維軸にとったグラフ上にプロットす

る。このさい,そ の流量 と圧の比例関係がほぼ直線状

になることから,こ の直線の勾配 b/aを 末端抵抗値 R

とし,濯 流量 0の さいの圧を Pと して求める。すなわ

ち,Rの 値が大であれば末端抵抗が強 く十二指腸への

流出状態が不良であると判断でき,P値 は吉岡のいう,

いわゆる残圧に相当するものであるといえる。なお,

胆道内圧測定からその判定までに要する時間は 3分 以

内である。

H.教 室症例の検討 と付加手術適応値

1.対 象症例 (表 1)

昭和48年 9月 から昭和58年12月までの約10年間に,

胆襲結石383例に対して315例に,総胆管結石131例に対

して129例に,肝 内結石32例に対して13例の合計546例

の胆石症に対して457例,83.7%に 術中胆道内圧測定が

施行されている.全 例に施行されていない理由は,初

期の頃の模索の時代があるためで,昭 和51年以降はほ

ぼ全例に施行されている.

なお,肝 内結石症に対しては原則的に付加手術の適

応 としているため,以 下の検討から除外した。

2.成 績

1)正 常値について

総胆管に異常をみない胆嚢結石124例を検討すると,

術中に測定した Rの 平均値は5.2±4.5単位 (M± SD),

Pの 平均値は99±51hmH20(M ttSD)で あ り,本 法

による正常値は Rが 1～ 7単 位,Pが 50～150mmH20

とするのが妥当であると考えられた。

2)異 常値について

さらに,既 報つのごとく,教 室では R>10単 位,P>

200■mH20を 示 した症例に対 して,下 部胆道付加手

術を適応すべきであるとしてきたが,最 近,上 記適応

基準にあてはまらず付加手術が施行されなかった症例

のうち, 2例 に再発結石をみたため,下 部胆道付加手

術の適応基準をさらに厳格なものとするため, これま

でに術中胆道内圧ulj定が施行された444例につき,さら

に詳細な検討を加えた。

3)胆 嚢結石症例の検討 (図3)

まず,胆 嚢結石315例の結果を検討した。RoPの う

ち 1つ 以上が異常を示したもの37例を,縦 軸に抵抗 R,
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図 3 胆 襲結石症例

横軸に残圧 Pを とってプロットすると図 3に みるご

とく,R>10で P>200を 示したものは 1例 もなく,R

が異常高値を示 した 4例 の うち 3例 はチュープトラブ

ルによるものであった。黒斜線で示した 1例 は R値 の

異常に加え術中胆道造影で十二指腸への造影剤の通過

が不良であったため Tチ ュープが挿入されているが,

術後の内圧測定ならびに胆道造影では正常に復 してい

ることからみて,術 中の異常は末端部スパスムのため

であったと推定された。

胆襲結石症例では図の右下にみるようなP値 のみ

の異常例も含め現在のところ再発症例は 1例 もみてい

ない。

4)総 胆管結石症例 (図4)

総胆管結石129例の うち,異 常値を示 した39例をプ

ロットして検討した。白丸は付加手術(―),黒 丸は付

加手術(十)のものである。R>10,P>200を 示 したも

のは 9例 あり,そ のうち明らかに異常値を示した右上

の 4例 に対しては,乳 頭形成術 3例 ,肝 管空腸 RouxⅢ

en Y吻 合術 1例 の付加手術が施行されている。また,

図中左上にみるように,Pは 正常だが異常高値を示 し

た 2例 のうち, 2重 丸で示す 1例 は初回手術時に付加

手術はされておらず, 5年 後再発し内視鏡的乳頭切開

図 4 総 胆管結石症例
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術をうけてお り,他 の 1例 はその経験 より初回手術時

に乳頭形成術が施行されている。右下にみるP値 のみ

の異常例に対しては付加手術が施行されたものは 1例

もないが,現 在のところ 1例 の再発もみていない。な

お,R=1.0,P=60HImH20を 示した図中下段中央の 1

例に対 して乳頭形成術が施行されているが, これは他

院にて初回手術 として胆襲摘出術がなされていた再手

術症例で,再 発 ・遺残の区別が不明であ り,内 圧より

みた下部担道付加手術の適応基準が明確でなかった頃

の症例である,つ ぎに,図 中点線に囲まれた症例のよ

うに,R・Pが 高値をとるが境界値に近いため,術 中に

付加手術の適応にまようような場合の 9例 について検

討する。そのために,以 下,内 圧曲線について述べる。

以前より著者らは,濯 流量変化に対する濯流圧変化

は直線になるとは限らず,高 流域Aと 低流域Bに おい

て弯曲線を示すものがあることに気付き,検討の結果,

とくにB域 の弯曲線が胆道末端部の機能状態を反映す

るものであるとしている(図5)。すなわち,胆 道内圧

測定時,高 流域Aで 弯曲線を示すものは胆管拡張例に

多 く,低 流域 Bで の弯曲線は胆管拡張の有無にかかわ

らずみられるため,A域 における弯曲は胆道末端部状

態をも反映するが主として胆管の拡張の程度や弾性度

に関係し,B域 の弯曲は胆道末端部の機能状態を反映

するものであと判断するに至った。

そこで,総胆管に結石をみない胆嚢結石100例につい

て低流域における曲線を I型 :下向き型,II型 :中間

型,Ш 型 :上向き型 として分類したところ,表 2に み

るごとく,そ れぞれ18例,51例 ,31例 であった。さら

にこれらの型と内圧値の関係をみると,正 常値を示し

図5 可 変式負荷胆道内圧測定法による濃流量と灌流

圧の関係 (内圧曲線)
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たものはII型,III型に多 く,異 常値を示したものは I

型18例中11例61.1%,II型 51例中16例31.4%,HI型 31

例中 7例 22.6%と I型 が圧倒的に多 く,さ らにIII型の

中には R,Pと もに異常をみたものはなかったことよ

り, I型 は末端部機能障害を示唆する可能性が高 く,

HI型は末端部機能を保持する曲線である可能性が高い

ことが示唆された。

この結果をふまえ,先 述の境界値に近い 9例 につい

て検討した。

二重丸で示 された症例は,術 中胆道内圧測定値が

R=8.4単 位,P=240■ mH20と ,P値 が高値を示した

ものの,R値 は境界値であったため付加手術は施行さ

れなかった。 し かし, この症例は 7年後に再発をみ,

他院にて乳頭形成術が施行 されている.本 症例を,

retrospectiveにみると,低流域曲線は I型 を示してい

た。一方,付 加手術を うけていない 5例 をみると, う

ち 2例 は急性陣炎と胆汁性腹膜炎で緊急手術を うけた

ものであるが, 5例 ともにその低流域曲線はII型かHI

型であ り,現 在のところ再発の徴候をみていない。こ

のことから,R・ Pが 境界値を示した症例については,

とくに I型 を示すものでは下部胆道付加手術の適応を

考慮すべきであることが示唆された.

考  察

胆道内圧測定は胆道末端部の機能を把握する手段の

一つとして,そ の重要性は古 くから指摘されてきてい

るが,手技・測定時間などの問題があり普及するに至っ

てはいなかった.し かし,最 近になり改めてその重要

性が再認識され, これを採用する施設も増え,そ の方

法や意義についての研究会が もたれ るよ うになっ

た。～つ。しかし,胆道内圧測定値を具体的な胆道末端部

狭窄の判定基準としてとらえている施設は少なく,第

13回日本胆道外科研究会においても,多 くの施設は補

助手段 としてのみとりいれてお り,最 終的な判定は一

定の大さのチューブやブジーが通過するかどうかによ

り決定しているようであった。

著者 らが行っている可変式負荷胆道内圧測定法ゆ

は。その装置の簡使さと測定から判定までに要する時
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表2 低 流域における内圧曲線の分類と内圧値 (胆嚢結石症100例)

曲 線  型 内圧正常
０
常

‐５
正

＞

‥

Ｐ

Ｒ

常正
７

‥
＞

Ｐ

Ｒ

＞

＞

Ｐ

Ｒ

I型 :下向き型

II型:中間型

田型 :上向き型

例

例

例

7

34

24

間が 3分 以内とい う手軽さのため,昭 和51年以降は胆

石症手術に際してほぼ全例に施行されている。 こ の方

法によれば,抵 抗値 Rの 値がそのまま末端部の大さと

して把握できるため,胆 道末端部の狭窄状態が容易に

洞定可能であり,そ のため私 どもは,内 圧測定値に影

響を与えるチューブやブジーなどを通すということは

一切せず,内 圧測定値をもって胆道末端部付加手術の

適応を決定 してお り,術 中胆道造影 3枚 法めの造影写

真による末端部通過状態をその補助手段 としている.

なお,造 影剤であるウログラフィンは胆道末端部に対

して李縮作用をもたらす可能性があり,さ らにその粘

棚度から内圧測定に影響を及ぼすため,内 圧預J定は術

中胆道造影より先に施行することが大切である。

さて,以 上のように行っていても,時 に内圧測定値

が異常高値や異常低値をとった場合,そ れが器質的病

変によるものか機能的病変によるものかを鑑別するこ

とが困難なことがある。著者 らはこのような場合,薬

物負荷によって判定する試みを行っている。すなわち,

本法によって,異 常高値を示す場合は Buscopanを ,

異常低値を示す場合は Pentazocineを負荷するので

あるが, このとき薬物に反応すれば機能的異常とし,

薬物に反応 しないときは器質的異常とし, とくに異常

高値を示した症例で Buscopanに 反応 しないときは付

加手術の適応 としている。これについてはなお一層の

検討が必要であることはい うまでもない。

以上のことをふまえ,教 室症例の成績から胆石症手

術における下部胆道付加手術の適応について考察を加

える。

本法の正常値は胆襲結石症124例の検討 より,R=

1～7,P=50～ 150HlmH20と しているが,一方,R>10,

P>200mlnH20の 値を示 したものを付加手術の適応

としてきた。その半」定基準で胆襲結石315例を検討する

とR・Pと もに異常値を示したものはなく,現時点では

付加手術が施行された症例はない。

総胆管結石症129例をみると,R・ Pと もに明らかな

異常値を示した 4例 に対しては付加手術が施行されて

いるが,両 者 ともに異常値を示すもその程度の軽いも
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のや, どちらか一方だけが明らかな異常値を示した場

合,付 加手術の適応決定にまようことがあった。著者

らは,R値 は胆汁 (内圧預J定時は生理的食塩水)力 通`

過するときの末端部の大さを表現 し,P値 は静止圧つ

まりそれ以上の圧が加わると胆道末端部が開いて胆汁

が十二指腸へ流出するという胆管の胆汁保持力である

と考えている。この観点で,P値 のみが異常を示 した症

例 6例 をみると,い ずれも付加手術なしで再発は 1例

もないのに対し,R値 のみが異常を示 して付加手術を

うけていない症例をみると, この中に 5年後再発をみ

たものが 1711あることから,現 時点では著者らは R値

を重視 している。しかし,P値 が高いということは,胆

汁 うっ滞の可能性が大であるといえ,胆 石の成因論を

考慮すると必ずしも付加手術の適応外 とはいい難 く,

今後の検討課題である。つぎに,R・Pが 異常値を示す

が,そ の程度が軽いため付加手術の適応決定にまよう

ような場合,内 圧曲線の うちとくに低流域における弯

曲線に注 目すると判断材料を提供 してくれる。すなわ

ち,低 流域曲線の I型 :下向き型は末端部機能障害を

示唆する可能性が高 く,境 界値を示す症例の うち, と

くに I型 を示すものは下部胆道付加手術の適応を考慮

すべきと考えている。

なお,下 部胆道付加手術が必要 と判定された場合,

必ずしも乳頭形成術を選択するのではなく,胆 道末端

部の変形度,胆 管の拡張度, さらに患者の リスクを考

慮して,術 式の選択をおこなっている。すなわち,胆

管末端部の変形度が高度で乳頭形成術が及ぶ範囲をこ

えている場合や,胆 管の拡張程度が2.5cm以 上で消化

管吻合の方がより大きな吻合口がえられると判断され

る場合は,胆 管空腸吻合術を選択 し, さらに,患 者の

リスクが高 く手術時間の短縮が必要であると考えられ

た場合は,胆 管十二指腸吻合術を選択するようにして

いる。

以上,胆 石症手術における下部胆道付加手術の適応

を,術 中胆道内圧測定よりみて検討したが,こ れで結

論が出たわけでは決してない。胆石症の治療に関して

は常に再発 ということを念頭におかなければならず,
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その意味で胆道内圧測定法に関する諸問題の解決は,

長期間の観察のうえに立った検討でなければならず,

今後のさらなる経過観察と預J定の継続が必要であるこ

とはい うまでもない.

おわりに

昭和48年9月 から昭和58年12月までの10年間に術中

胆道内圧測定をおこなった胆石症444例の検討から,現

時点では下部胆道付加手術の適応 として以下の結論を

えた。

① R>10単位,P>200mmH20の 場合

② R,Pの いずれかに異常をみる場合,Rを 重視す

る。

③ 境界値の場合,とくに低流域曲線でI型を示すも
ιD .
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