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大阪市立大学医学部第2外科

久保 正 二  酒 井 克 治  木 下 博 明

広橋 一 裕  街   保 敏  李   東 雨

USEFULNESS OF INTRAOPttRATIVE CHOLANGXOGRAPHY

USING A BALL00N CATHETER

Shoji KUBO,Katstti SAKAI,Hiroaki KINOSHITA,

Kazuhiro HIROHASHI,Yasutoshi TSUJI and Tonu LEE

The 2nd Department of Surge守 ,OSaka City University Medical School

胆石症142例のうち,49例には従来からのビニール管を用いる術中胆道造影法 (従来法)のみを,64

例には著者らの考案したsilicon tt balloon catheterを用いる術中胆道造影法 (本法)のみを,他 の29

例にはその両者を施行した。その結果,本 法による造影像は従来法のそれに比べ左右肝内胆管, とく

に外側区域校の描出にすぐれており,ま た術中胆道造影のfalse positive,false negat市eがそれぞれ

1.1%,0%に 減少,正診率が98.9%に向上した。さらに本法は不必要な総胆管切開術の減少や術中胆

管損傷の予防および診断に有用であった。なお本法による合併症は認められなかった。

索引用語 :術中胆道造影法,balloon catheter,胆石症,総 胆管切開術,胆 管損傷

I. はじむう|こ

術中胆道造影法はMirriziDによって初めて提唱さ

れて以来,胆 管の器質的病変あるいは先天異常に対す

る有力な術中検査の一つとして普及してきた。現在で

はそれは胆石症手術における総胆管切開術の適応決定

に最も重要な検査法2鴻)としてだけでなく,肝切除術に

おいて切除すべき胆管の同定や術中胆管損傷の予防策

としても施行されている。.し かしこれまでの造影方

法は胆裏管から総胆管内に挿入されたビユール管ある

いはポリエチレシ管を用いたため肝内胆管,特 に外側

区域枝が描出されがたく,ひ いては不十分な造影像か

ら選択実施された手術術式や術中胆管損傷の発生が術

後成績不良の一因になると考えられる。そこで著者ら

は十二指腸への造影剤の流出を一時遮断し,肝 内胆管

を鮮明に描出する目的で,胆 嚢管から挿入可能なbalャ

loon catheterを試作,そ れを用いた術中胆道造影法

(以下,本 法)を 施行してきた。.今 回,本 法を胆石症

など93症例に施した成績を, ビニール管を用いた従来

の術中胆道造影法 (以下,従 来法)の それと比較検討
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したので報告する。

II.対 象と方法

(1)対 象

対象は最近 4年 間に大阪市立大学第 2外 科に入院,

手術が施された胆石症 (肝内結石症を含む)142例であ

る。それらの症例の年齢は24歳から80歳,平 均54.0歳

で,男 56例,女 86例であった。142例の うち49例にはビ

ニール管を用いた従来の造影法のみが施された。それ

らの症例の術前診断は胆襲結石症47例,胆管結石症(総

胆管結石症および肝内結石症)2例 であった。また他

の93例には本法が,その うち29例には両者が施された。

それらの症例の術前診断は胆襲結石症66例,胆 管結石

症27例であった (表 1).

(2)ba1loon catheterの 右善造

著者 らの試作 した ba1loon catheterはsilicon製で

長さ40ch, 外径2mmの 2重管で最大容量2mlの bal‐

loonがその先端に取 り付けられてお り,ba1loonの4

mln中 央側に 2コ の造影剤注入用側孔があけられてい

る (図 1).

(3)術 中胆道造影法

まず胆襲を肝床から剣離し,胆嚢管を遊離したのち,

胆要管からba110on catheterを総胆管内に約2cm挿
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表 1 対 象症例
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図 1 上 段 i bal100n catheter(長さ40cm, 外 径2

mm)。 下段 :空気で膨張した ba1100nと造影剤注入

用側孔

入,bal100nを総胆管十二指腸後部に位置させる。その

後,胆汁の逆流 とcatheter挿入部の胆汁漏出のないこ

とを確かめる。ここで約1.5mlの空気を bal100n内に

注入,bal100nを膨張させ,30%ウ Pグ ラフィン(60%

ウログラフィン⑤を同量の生食水で うすめたもの)を

用いて第 1回 X線 撮影を行 う。 こ の際,造 影剤の注入

量を胆管拡張の程度に応 じて3～5mlと 適宜増減する.

つヽいでba11。。nをnatにし,造影剤5mlを約5秒間で
と入,第 2回 X線 撮影を行った。
一方,従 来法ではビニール管 (カッター ・ラボラト

リース・パシフィック社製 C・32)を 用いた。すなわち

胆嚢摘出後, ビニール管を胆嚢管から総胆管内へ約2

cm挿 入する。ここで体位をやや頭側低位にし,10～15
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mlの 造影剤 (30%ウ ログラフィン)を用いて第 1回 X

線撮影を行う。ついで体位を水平にもどし,造影剤5ml

で第 2回 X線 撮影を行った。なお撮影条件はいずれも

管電圧80～100kVp,管電流20mA,管 球カセット間距

離80cmで あり, リスホルムブレンデを使用した。

(3)肝内胆管の描出能の検討

a.全 症例における造影結果の比較

本法による造影像 (93例)と従来法による造影像 (78

例)に ついて,左 右両肝内胆管のどの分枝まで読影可

能であるかについて検討した。なお第 1分校は左右肝

管を,第 2次分枝は右葉では前 ・後校の分岐部からそ

れぞれ上 。下枝の分岐部まで,左 葉では内側区域枝分

岐部から外側区域校の分岐部までを,第 3次分枝は右

棄では前。後両区域の上・下枝,左 葉では内側区域枝,

外側上,下 行枝を,第 4次分枝はそれより末浦校とし

亨( 1 .

b.同 一症例における造影結果の比較

142例中29例には従来法と本法の両者を施行し,aと

同様に肝内胆管のどの分校まで読影可能かについて検

討した.

(4)器 質的病変の診断能

両者の術中胆道造影で描出された肝内外胆管につい

て結石陰影の有無,総 胆管径,総 胆管末端像を検索し

た。すなわち肝内外胆管の陰影欠損像,総 胆管径が16

mm以 上のもの,あ るいは総胆管末端が粗槌型,中 断

型および嵌屯型を塁するもののうちいずれか 1つ 以上

を示せば胆道造影像上異常ありと判定し,そ の他を正

常と半J定した。

(5)総 胆管切開術の適応決定について

当教室では胆石症の術中胆道精査法として胆道造影

法や胆道内圧測定法などが施行されており,そ れらの

結果と術中の肉眼所見から総胆管切開術の適応が決定

されているが,総 胆管切開術の施された症例について

術中胆道造影像と術後診断とを比較検討した。

(6)術 中胆管損傷の診断について

肝門部胆管や胆襲管はしばしば種々の走行異常を示

すいため,術 中胆管損傷ひいては術後担汁漏を招く場

合が少なくない。そこで術中胆道造影が造影剤漏出の

有無,す なわち術中胆管損傷発見の糸日になりうるか

について検討した。

IH.結   果

(1)本 法の手技について

胆石症手術に際して本法を試みた症例は95例であ
る。そのうち93例ではba1100n catheterを胆襲管に容
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易に挿入できたが,他 の2例 は胆襲管からのba1loon

catheter挿入が困難であった。その原因をみると1例

はHcister弁,他 の 1例は胆菱管の走行異常に起因し

ていた.ま た 1例はballoonから総胆管内に空気の漏

出が認められ,胆 管造影像上陰影欠損として描出され

た。

(2)胆内胆管の描出能

a.全 症例における造影結果の比較

術中胆道造影像の施されたので171例において肝内

胆管校の第何次分枝まで読影可能であるかを検討し

た.そ の結果右肝内胆管に関しては,従 来法の場合,

第 3次分枝および第 4次分枝まで読影可能な症例はそ

れぞれ78例中67例(85.9%)および78例中18例(23.1%)

であったが,本 法ではそれぞれ93例中92例 (98.9%)

および93例中78例 (83.9%)と増加した (表2a).す

なわち本法は従来法に比べ,第 3次分枝より末浦の肝

内胆管の描出能に優れていた。また左肝内胆管に関し

ては従来法の場合,第 2次分枝,第 3次分枝,第 4次

分校 の読影可能 な症例 は,そ れぞれ78例中61例

(78.2%),78例中21例(26.9%),78例中4例 (5.1%)

であったが,本 法ではそれぞれ93例中89例 (95.7%),

93例中80例 (86,0%),93例中37711(39.8%)であった

(表2b)。すなわち第 2次分枝より末浦の肝内胆管,特

に外側区域校の描出率が,bal100n catheterを用いる

ことにより飛躍的に向上した。

b.同 一症例における造影結果の比較

今回の対象のうち29例には本法と従来法の両者を施

行し,そ れらの描出能を検討した。その結果,右 肝内

表2a 造 影法別右肝内胆管の描出能

表2b 造 影法別左肝内胆管の描出能
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胆管に関しては,従 来法では第 3次分校および第 4次

分校の読影可能な症例はそれぞれ29例中22例(75.9%)

および29例中 1例 (3.4%)であったが,本 法ではそれ

ぞれ29例中29例 (100%)お よび29例中26例 (89.7%)

であった(表3a)。 また左肝内胆管に関しては従来法

では第 2次分枝,第 3次分枝,第 4次分校の読影可能

な症例はそれぞれ29例中17例 (58.6%),29例中 5711

(17.2%),27例中 0例 (0%)で あったが,本 法では

それぞれ29例中29例 (100%),29例中28例 (96.6%),

29例中13例 (44.8%)で あった (表3b)。 すなわち右

肝内胆管では第3次分枝以上,左 肝内胆管では第 2次

分枝以上の描出に関して本法が優れていた。特に外側

区域枝はba1loon catheterを用いることにより極めて

鮮明に造影されるようになった。

(3)器質的病変の診断能

従来法が施された49例の術前診断は胆嚢結石症47

例,胆管結石症 2例であった.この胆嚢結石症47例中,

術中胆道造影像上,正常が43例,異常が4例であった。

この4例 に総胆管切開術が施されたところ, 2例 に総

胆管結石が認められたが,他 の2例 の総胆管には異常

が認められなかった。また術前診断が胆管結石症で

あった2例は術中胆道造影像がいずれも異常を示し,

総胆管切開術の結果,総 胆管結石が認められた (図2

a)。すなわち従来法のfalse positiveは49例中 2例

4.1%,false negativeは0例,正 診率は95,9%であっ

た。また本法の施された93例の術前診断は胆嚢結石症

表3a 同 一症例における造影法別右肝内胆管の描出

能

表3b 同 一症例における造影法別左肝内胆管の描出

能
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図2a 本 法による術中胆道造影像所見とその診断

術前診断   術 中阻道造影像所見

Balloon catheterを用いた術中胆道造影法の有用性    日 消外会誌 18巻

表 4 総 胆管切開術の適応 とその成績
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図 2b 本 法による術中胆道造影像所見とその診断

術前診断   術 中阻道造影像所見

66例,胆 管結石症27例であった。術前診断が胆嚢結石

症であった66例中,術 中胆道造影像上,正 常が60例,

異常が6例で, この6例 には総胆管切開術が施行され

た。その結果 5例が総胆管結石症であり,他 の 1例の

総胆管には異常が認められなかった。また術前診断が

胆管結石症であった27例の全例が術中胆道造影像上異

常を示し,全 例が胆管結石症であった (図2b)。 すな

わちfalse positiveは93例中 1例1.1%,false negative

は0例,正 診率98,9%であった。 したがって本法の成

績が従来法のそれより優れていた。

(4)総胆管切開術の適応決定について

胆襲結石症の術前診断で従来法の行われた47例中5

例には総胆管切開術が施行されたが,総 胆管切開術の

適応となった根拠は総胆管の術中肉眼的所見の異常 1

例,術 中胆道造影の異常 3例,術 中胆道造影像および

胆道内圧の異常 1例であった。それら5例中3例 には

総胆管結石が確認されたが,他 の2例 には結石などの

器質的病変はなかった。すなわち総胆管切開術のfalse

positiveは47例中 2例4,3%で,いずれも術中胆道造影

像の読影に起因した。一方,胆 襲結石症の術前診断で

本法が行われた66例中 9例 に総胆管切開術が施され

た。その根拠は術中胆道造影像の異常 2例,術 中胆道

内圧の異常 3例,両 者の異常 4例であった。またそれ

ら9例 のうち5例 には総胆管結石が確認されたが, 4

例では認められなかった。すなわち総胆管切開術の

false positiveは66例中 4例 6.1%で あった。 し かしそ

の 4例 の うち術 中胆道造影 に起 因 した のは 1例

(1.5%)のみで,しかもそれは不良なba1loonからの空

気の漏出が原因であった (表4).以 上より,balloon

catheterを用いた術中胆道造影法は,従 来の術中胆道

造影法に起因する総胆管切開術の false positiveを減

少させた。なお全症例で術前予測しえなかった胆管結

石 (unsuspected stone)の害J合は6.2%で あった。

(5)術 中胆道損傷の診断について

対象142例中 1例 において胆嚢摘出術の際に肉眼的

に発見できなかった後下区域枝の分枝 (第4次 分枝)

の損傷が本法によって診断された。そこで同部を縫合

閉鎖 し,術 後の胆汁漏を防止しえた。すなわち本法は

末檎の胆管損傷の発見に有用であると考えられた。

I V . 症 例

症例 1:40歳 ,男 性.

昭和57年秋ごろより心寓部痛があ り,経 静脈性胆道

造影 (DIC),超 音波検査の結果,胆 嚢結石症を指摘さ

れ,昭 和59年12月12日,開 腹された。胆嚢摘出術に次

いで従来からのビニール管を用い,造 影剤 (30%ウ ロ

グラフィン)10mlを 5秒 間で注入,術 中胆道造影を施

行した。その結果,右 肝内胆管は第 3次 分枝,左 肝内

図3a 症 7111の従来法(ビユール管)による術中胆道

造影像.右 肝内胆管は第 3次分校,左 肝内胆管は第
2次分枝まで読影可能である.
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図 3b 症 例 1の本法 (balloon catheter)による術中

胆道造影像.右 肝内胆管は第 4次 分枝以上,左 肝内

胆管も第 4次 分枝まで読影可能である.矢 印はbal‐

loo■である。

胆管は第 2次 分枝まで読影可能であった (図3a),次

いで balioon catheterを用い,同 濃度の造影剤5mlで

胆道造影を施行したところ,左 右肝内胆管 とも第 4次

分枝まで読影可能 となった (図3b).い ずれの造影法

でも陰影欠損は認められず,十 二指腸への造影剤の通

過は良好であった。そこで同時に行われた術中胆道内

圧測定の結果も勘案して,胆 嚢摘出術にとどめたとこ

ろ,術 後経過は良好であった,

症例 2!64歳 ,女 性,

20年前に胆石症の診断で胆嚢摘出術を うけたが,15

年前から術前 と同じ様な症例がしばしば発来したため

胆道手術後症候群の診断で入院した,経 皮経肝胆管造

影 (PTC)像 上,左 葉の肝内結石が明らかとなったが,

総肝管の描出は不良で,そ の詳細な読影は困難であっ

図4a 症 例2の術前経皮経肝胆道造影像.左 肝内胆

管に陰影欠損像 (小矢印)を 認めるが,総 肝管の描

出 (大矢印)は 不良である.
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図 4b 症 例 2の balloon catheterによる術中胆道造

影像.肝 内胆管,総 肝管に陰影欠損像 (小矢印)と

胆管の狭窄像 (長い矢印)が 認められる。大矢印は

balloonである。

た (図4a).昭 和56年11月24日再開腹 し,総 胆管の小

切開 日よりba1loon catheterを挿入,30%ウ ログラ

フィンを用いて術中胆道造影を行ったところ,総 肝管

および外側上下行枝合流部に狭窄像 と陰影欠損像がみ

られた (図4b)。 そこで外側区域切除と総肝管空腸吻

合を施したところ,術 後経過は良好であった.

症例 3:59歳 ,女 性.

昭和58年10月に右季肋部痛があり,DIC,超 音波検査

で胆襲結石症を指摘されたため,昭 和59年 2月 8日 ,

開腹された。まず胆嚢摘出術施行後 ba1loon catheter

を胆襲管から総胆管内へ挿入,30%ウ ログラフィンを

用いて術中胆道造影を行ったところ,い ずれの胆内胆

管も鮮明に描出され,陰影欠損像は認められなかった。

図5a 症 例 3の胆襲摘出術後のba1loon catheterに

よる術中胆道造影像.後 下区域枝の末精枝から造影

剤の漏出(小矢印)が認められる。大矢印はballoon

である。
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図5b 症 例 3の造影剤漏出部修復後の術中胆道造影

像.損 傷した胆管が縫合閉鎖され造影剤の漏出は認

められない (矢印).

しかし,後 下区域枝の分枝 (第4次 分枝)か ら造影剤

の漏出が認められた (図5a)。 そこでインジゴカル ミ

ン液を総胆管内に注入し,同 部を肉眼で確認,縫 合閉

鎖 した。その後再度胆道造影を施したところ,同 部か

らの造影剤の漏出は認められなかった (図5b).術 中

胆管内圧測定の結果 も勘案 し,付 加手術が施 されな

かったが,術 後胆汁漏は認められず,術 後経過は良好

であった。

V . 考 察

最近,各 種画像診断法の進歩,普 及により胆石症の

術前診断は比較的容易になったが,総 胆管結石症の確

実な診断には PTCや 内視鏡的逆行性胆道造影 (ERC)

などが必要である. しかし全ての胆石症例にこれらの

検査をrOutineに行 うにはその適応や技術上の限界が

ある。また術前胆嚢内に存在 した結石が手術操作に

よって総胆管内に逸脱することもある。 し たがって著

者らは胆襲結石症に対しては排泄性胆道造影および超

音波検査などの比較的侵襲の少ない検査ののち手術に

臨み,術 中胆道精査 (胆道造影および内圧測定)の 結

果などによって総胆管切開術などの適応を決めてい

る。

もともと術中胆道造影法は1931年MirrizP)によっ

て提唱され,現 在でも胆石症手術に際 して総胆管切開

術などの適応決定における重要な検査の一つとなって

いるの。。しかし,従 来から行われているビニール管あ

るいはポ リエチレン管を用いた造影法 (従来法)で は

肝内胆管,特 に左肝内胆管がその解割学的位置関係か

ら十分に造影されないことが多い.こ の結果,不 十分

な造影像から選択された手術術式が胆石症の手術成績

Ba1loon catheterを用いた術中胆道造影法の有用性 自消外会議 18巻  10号

不良の一因となりうる,そ のため以前より術中の撮影

時に頭側低位や第 2斜位をとっている。あるいは造影

剤の加圧注入などの工夫がなされているが,総 胆管末

端における造影剤の通過が良好なものほど左肝内胆管

を造影することが困難であり,肝 内胆管の造影不良例

に対してその病的意義の半」断に難渋することがある.

著者らは以前, 胃切除後の症例で,肝 外側区域が臓側

腹膜および胃小弯側に高度に癒着していたため外側区

域の触診を怠った結果,肝 内結石を着過した症例を経

験した.そ の症例は術中胆道造影像において,外 側下

行校のみが描出され肝内胆管異常なしと判断,術後 T‐

tubeからの造影で外側上行枝に結石が充満している

ことが判明した。したがって術中胆道造影像の読影に

は少くとも総胆管,総 肝管,左右肝管,外 側上下行校,

右前後,上 下区域枝を鮮明に結出することが重要であ

る。

ところが,従 来の胆道造影法による外側区域枝の描

出率は78例中21例26.9%にすぎなかった。そこで著者

らの考案したba1loon catheterを用いたところ,左 右

肝内胆管が鮮明に描出された。特に外側区域枝の描出

率は,前 述の26.9%か ら93例中80例86.0%に飛躍的に

上昇した。またそれに伴い術中胆道造影の診断能も向

上した。すなわち当教室における従来法の成績 (津

田つ,成 山ゆ)と本法の成績を比較してもfalse positive

が2.5%か ら1.1%に,false negativeが3.4%か ら0%

に減少した(表5)。なお本法でみられたfalse positive

の 1例はbal100n catheter試作当初の症例で,ba1loon

から漏出した空気が総胆管内に陰影欠損像を生じ,そ

れを結石と誤認したものである。その後ba110on cath‐

eterの操作に注意したところ, このようなtrOubleは

みられていない。さらに術中胆道造影の正診率が

94.1%か ら98.9%に向上した。諸家"～10の術中胆道造
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影の成績をみるとfalse positive O.6～3.9%,false

negative O～0.6%,正 診率95`9～99.4%で あ り (表

5),本 法の成績は Levine141,wayne10に次ぐもので

ある.ま た総胆管の器質的病変に対する診断能の向上

により不必要な総胆管切開術は減少 した。
一方,胆 石症など肝胆道手術時における胆管損傷は

術後胆汁漏,腹 腔内感染,ひ いては multiple organ

failure(MOF)を 招 くこともある19.し かし,本 法を

用いると,胆 管損傷がたとえ末浦に発生しても容易に

発見されると考えられる。これまでに第 4次 分枝の胆

管損傷が本法により発見され,同 部が縫合閉鎖された

結果,術 後の胆汁漏やそれに伴 う腹腔内感染が防止さ

れた.

ところで本法施行後,循 環不全,急 性胆管炎,肝 機

能障害などの合併症を来たした症例はみられなかった

が,本 法で留意されなければならない点は胆管内果物

の cholangiovenous relluxの問題である。それは胆管

内圧が25cm H20以 上になると胆管内の細菌
1の

あるい

はエン ドトキシン17jが血中に移行するからである。し

たがって本法では DICお よび超音波検査上の胆管拡

張の程度に応 じて造影剤の注入量を適宣増減 し,胆 管

内圧 も可及的に上昇させない注意が必要である。

さらに本法は肝切除術に際しても切除すべき胆管の

同定や術中胆管損傷あるいは胆汁漏防止の手段 として

も有用であ り。,肝 胆道手術において適応範囲は広い

と考えられる。

V I 。ま と め

胆石症142例の うち49例には従来からの ビニール管

を用い(従来法),93例には著者らの考案した silicon製

balloon catheterを用いて (本法)術 中胆道造影を施

行し,そ の胆管の結出能 と器質的病変の診断能を検討

した。

(1)本 法による造影像では従来法のそれに比べ,右

肝内胆管で第 3次 分枝,左 肝内胆管で第 2次 分枝以上

の胆管が鮮明に描出された。

(2)術 中胆道造影の成績をみると,本 法を施行するこ

とによりfalse positiveが1.1%,false negativeが

0%に 減少し,正 診率が98.9%に 向上 した。

(3)本 法は術中胆道造影像の誤認に起因する不必要

な総胆管切開術を減少させた.

(4)本 法により比較的末浦の胆管損傷も発見できる

ため,術中胆道損傷発見の手段 としても有用であった。

(5)本 法施行における合併症はみられなかった。

(6)以 上により本法は胆石症手術に際して有用であ
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り,肝 胆道手術において利用できる範囲は広い と考 え

らオしる。
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