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過去 2年 8カ 月間に術後急性胆嚢炎を7例経験した。7例 とも右季肋部痛,発熱などの症状を有し,

超音波検査では,胆 菱腫大,胆 襲壁肥厚,胆 襲内debris,Sonographic Murphy signなどの所見を認

め,臨 床所見および超音波所見より急性胆嚢炎の診断を正しく下すことができた。治療として超音波

誘導による経皮経肝胆嚢 ドレナージ(PTCCD)を 施行した.PTCCDに 伴う合併症はなく,ま た,腎

不全,敗血症にて死亡した 1711を除いた6例では,PTCCD施 行後数日で臨床所見の改善を認め,その

予後は良好であった。PTCCDは 安全かつ容易に施行でき,無石例の多い術後急性胆襲炎の治療法の第

1選択として適応されるべきであると考えられた。

索引用語 :術後急性胆妻炎,経 皮経肝胆襲 ドレナージ,術 後急性胆襲炎の超音波診断
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I . 緒 言

非胆道系手術後に発症する術後急性胆襲炎は,19世

紀 にD u n c a n ' が最初 に報告 し, そ の後1 9 4 7 年に

Glemのが17例をまとめ,ひ とつの疾患単位として報告

して以来,そ の成因,診 断治療などについて数多くの

報告がなされている。最近,そ の治療法として,超 音

波誘導による経皮経肝胆襲 ドレナージ (percutaneous

transhepatic cholecystodrainage,以T PTCCD)が 3Pt

告 され,そ の有用性が認められるようになってき

た31-D。ゎれわれも,7例 の術後急性胆襲炎症例に対し

PTCCDを 施行し,ほ ぼ満足すべき結果を得ているの

で,若 子の文献的考察を加えて報告する.

II.対象および結果

1983年9月から1986年4月 までの2年 8カ月間に当

院外科および産婦人科において胆道系手術以外で開腹

術を受けた患者1,096711中,臨 床所見と超音波所見つよ

<1986年12月10日受理>別 刷請求先 :榔野 正 人

〒466 名古屋市昭和区鶴舞町65 名古屋大学医学部

第 1外科

り術後急性胆襲炎と診断された7例 (0,63%)を 対象

とした, 7例 の内訳は,男 性5例,女 性 2例,年 齢は

44～77歳 (平均年齢62.6歳)で あり,比 較的高齢の男

性に多く,ま た,過 去に胆道系疾患の既往のあるFllは

認めなかった,

1)原 疾患および術式

悪性疾患は胃癌 2例,結 腸癌 1例,直 腸癌 1例の計

4例 で,い ずれもstage HIもしくはIVの 進行癌で

あったが,姑 息切除に終ったものはなく,全 例に治癒

切除が施行された。他の3例は,交 通事故による膵完

全断裂,子 宮筋腫,胃潰瘍各 1例であった。症例 7は,

胃体中部後壁の巨大漬瘍で,出 血のコントロールが不

能のため,緊 急手術となった症例である。 7例 の術式

はさまざまであるが, 胃全摘または胃切除が施行され

たのは,症例 1,4,6,7の 4例であり,いずれも全幹

迷走神経切離の状態となっている。症例 5, 6は ,大

腸の縫合不全のため,再 手術が施行された (表1)。

2)発 症時の状況

急性胆襲炎の発症は,術後 2～25日で平均12.4±8.3
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症例

右季肋部痛(7/7, 100%)

胆襲触知 (2/7,28.6%)

黄疸 (0/7,  0%)

嘔気 ・嘔吐 (5/7,714%)

発熱   (7/7,100%)

自血球増加(6/7,857%)

ALP上 昇 (2/7,28.6%)

CRP上 昇 (5/5,100%)

日と比較的早期発症71jが多かった。再手術の施行され

た 2例 では,胆 襲炎はいずれも2回 目の手術後に発症

した。発症時の食事状態をみると,経 コ摂取がされて

いたのは 2例 のみで,他 の 5例 は術後早期または合併

症のために絶食中であ り, この うち 4例 には経中心静

脈高力Pリ ー輸液 (IVH)が 施行されていた。また,

急性胆襲炎発症時には, 7例 全pllに何らかの合併症が

認められた。症例 2の 胃前庭部狭窄の原因は明らかで

はないが,治 療に難渋し,術 後53日目に胃腸吻合が施

行された。術後腎不全は 2例 に認められたが,症 7113

は術中の血管損傷による大量出血 (約4,000ml)が原因

と考えられ,ま た,症 例 4は 術前より腎機能障害 (術

前血清 クレアチエン1.96mg/dl, Phenolsuifonphth‐

alein試験15分値11%)が 認められた症例で,い ずれも

透析療法が施行された。症例 5の 腎孟勝眺炎は長期の

尿道 カテーテル留置が原因 と考 えられ,起 炎菌は,
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表 1 原 疾患,術 式,発 症時の状態

PS i陣体尾部切除牌摘出術

IVH:経 中心静脈高カロリー輸液

十(3151U/1)

十(11 lmg/dl)

pseudomonas aeruginosaであった。症al1 7は緊急手

術であったため,肺 機能検査は未施行であるが,術 前

には鼻腔カテーテルによる酸素5′投与で,動脈血酸素

分圧60mmHgと 低下してお り,術直後より約 4週 間に

およが人工呼吸管理が必要であった (表 1).

3)発 症時臨床所見

発症時の臨床症状をみると,右 季肋部痛および発熱

は 7例全例に,筋 性防御および嘔気rtx吐は 7例 中 5例

(71.4%)と高頻度に認められたが,黄 痘を呈 した例は

なく,ま た,胆 嚢触知も7例 中 2例 と少なかった。

検査成績では,自 血球増加 (9,000以上)は , 7例 中

6例 (85.7%)に 認められた。白血球分画では,白 血

球数の正常であった症例 6を 含め全例に核の左方移動

が認められた。 ま た, C‐Reactive Protein(CRP)ヤ よ

測定 しえた 5711では9.5～29.5mg/dl, 平均19.4±8.3

m軍/dlと高値を示 していた。一方,Alkaline phOs‐

症 例 ① 44.6 ② 61.む ③ 76.♀ ④ 77.む ⑤ 5 5 , む ⑥ 49.6 ② 76.♀
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表 2 臨 床症状,検 査成績
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図la,b 胆襲の腫大は認めないが,壁の肥厚,胆裏周

囲の低エコー帯,胆 襲内debrisを認める。

a(症 例 1)
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phatase(ALP)は 7例 中 2例 (28.6%)に のみ上昇が

認められた (表2).

4)超 音波所見

術後急性胆嚢炎診断時の超音波所見をみると,胆 嚢

腫大 5例 (71.4%),胆 襲壁肥厚 3例 (42,9%),胆 嚢

周囲の低エコー帯 24/1(28.6%),胆 襲内の debris 7

例 (100%)が それぞれ認められた。胆石エヨーを認め

たのは症例 7の 1例 のみであ り,他 はすべて胆石エ

コーを認めず,PTCCDに よる ドレナージカテーテル

からの造影においても,無 石胆嚢炎であることが確認

された。また,腹 痛の最強部が起音波による胆襲部に

一致するSonographic Murphy sign611ま, 7例 全pllに

認められた。図 la,bは症例 1,2の 超音波像である。

胆襲腫大は認められないが,胆 嚢壁の肥厚,胆 襲周囲

の低エコー帯の所見が認められる。図lc,dは ,症 例

4,5の 超音波像である。胆嚢は腫大 し,胆豪内にはび

,胆妻内に濁漫性のdebrisを

d(症 例 5)

b(症 例 2)

図 lc,d 胆妻の腫大を認めるが,胆襲壁の所見は乏しい

認める。

c(症 例 4)

表 3 超 音波所見

症4/1

胆襲腫大

胆襲壁肥厚    (3/7,

胆妻周囲の低エヨー帯 (2/7,

胆襲内のdebris  (7/7, 100%)

SM sign i Sonographic Murphy signo

SM sign (7/7, 100%)
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まん性にdebrisを認めるが,胆 嚢壁の所見は乏 しい

(表3).

5)治 療法

臨床所見および超音波所見より7例 全例に術後急性

胆嚢炎の診断を正 しく下すことができた。発症から診

断までの期間は 0～ 3日 (平均1.5日)で あった。診断

確定後は,症 例 1, 3で は直ちに,他 の 5例 では保存

的治療にて 1日様子を観察したが臨床所見の改善が得

られず診断確定の翌 日PTCCDを 施行 した.PTCCD

の方法は,超 音波 (リニア電子スキャンAloka SSD‐

280,3.5MHz探 触子)誘 導のもとに,右 肋間より経皮

経肝的に胆嚢を穿刺 し, ドレナージカテーテルを留置
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するものである。ドレナージカテーテルには10Frマ レ

コット型カテーテル (平田産業)を 使用した.本 法施

行後は ドレナージカテーテルからの洗浄を行い,死 亡

した症例 4を 除 く他の 6例 では,平 均 3週 間後に ドレ

ナージカテーテルを抜去した。

図 2a～dは 症例 2,4,5,7の ドレナージカテーテ

ルからの造影像である。PTCCD施 行時にはカテーテ

ルが正しく胆嚢内に挿入されているか否かを知る目的

で, ごく少量の造影剤を使用するにとどめたため,胆

嚢管の開存の有無がはっきりしない症例もあったが,

1週間後の造影では, 7例 全例に胆菱管の開存が確認

された。

図2 4例 とも,胆 襲管は開存している。

a(症 例 2)          b(症 例4)

c(症 例 5) d(症 例 7)



表 4 胆 汁の性状

症 例 ① 44.6 ② 61.む ③ 76.♀ ④ 7 7 . む ⑤ 55,む ⑥ 4 9 . む ② 7 6 . ♀

色 血性黒色 暗 赤 色 暗 赤 色 血性黒色 暗 赤 色 暗 赤 色 暗 赤 色

CEA tng/ml) 1865 168.3

LDH du/1) 1207 820

Amylase0u/l)

細菌 十

1987年 8月

表 4に PTCCD施 行時,採 取した胆汁の性状を示 し

た。胆汁は血性黒色,情 赤色を呈 し粘羽であった。胆

汁 の細 菌 培 養 で は,症 例 7に の み streptococcus

faecalisが検出されたが,他の 6例 は無菌であった。胆

汁中の carcinoenbryonic antigen(CEA),lactate

dehydrogenase(LDH),Amylaseを 淑J定しえた 4例

73(1909)

では,CEAは 38.8～186.5ng/ml(平 均119.7ng/ml),

LDHは 650～1,2071U/′(平均947.31U/′)と 高値を示

していたが,Amylaseは 70～1511U/′(平均109.51U/

′)と 低値であった。

6)治 療成績,予 後

胆襲の穿刺は全pl1 1回で成功しており,PTCCDに

伴う合併症は認めなかった,図 3は PTCCD前 後にお

ける日内最高体温の推移を示したものである。死亡し

た 1例 を除き,他 の6例 はPTCCD施 行翌日より下熱

傾向にあり,そのうち5例 は1週間以内に平熱化した。

症例 6は ,PTCCD施 行後も約 2週 間にわたり37℃台

の徴熱が続いたが, これは縫合不全によるものと考え

られた。また,右 季肋部痛,嘔 気嘔吐などの自覚症状

は,死 亡例を除き,他 はすべてPTCCD施 行後 2～ 3

日で消失した。

PTCCD後 の予後は,症 例 1,2,3,5,6の 5例 で

はドレナージカテーテル抜去後,胆 嚢炎の再発および

胆石の発生を認めることなく生存中である (平均観察

図 4 症 例 3.DICに て胆襲はよく造影され (a),セ オスエン投与にて収縮する(b).

a                         b

図 3 PTCCD前 後の日内最高体温の推移
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期間15カ月).症 例 4は ,術 後腎不全のため,術 後 4日

目より血液透折療法が施行されていたが,術 後 8日 目

に急性胆嚢炎が発症 し,11日 目に PTCCDを 施行する

も,翌 日呼吸停止を来 したため,人 工呼吸管理を行っ

たが,術 後35日目に腎不全に敗血症を併発して死亡し

た。 こ の症例は胆汁細菌培養は陰性であったが,腹 水

からは streptococcus faecalisが検出された。症例 7

は,人 工呼吸器より離脱でき, ドレナージカテーテル

を抜去した後,内 科へ転科した。一時は経口摂取 も可

能 となったが,し だぃに肺機能障害が進行し,術 後116

日目に肺炎にて死亡 した。本症例は有石例であったが,

カテーテル抜去後から死亡までの間に胆嚢炎の再発を

思わせる臨床症状は認めなかった。以上,術 後急性胆

襲 炎 に よる死亡例 は症例 4の 1例 のみ で,他 は

PTCCDに より急性胆襲炎は治癒 したと考えられた。

退院後,外 来にて点滴胆道造影 (DIC)を 施行しえた

4例 のうち 3例 (症例 2,3,6)は セオスニン投与に

て胆嚢はよく収縮 し,胆襲機能は保持されていたが(図

4a,b), 1例 (症例 5)で は,胆 嚢は造影されず,超 音

波検査にて胆襲はクル ミ大に萎縮 していた。

III.考   察

術後急性胆襲炎 とは 『胆道系以外の諸病変に対 して

何らかの手術が施行され,そ の手術の影響下にあると

思われる術後の相当期間中に発症 した急性胆襲炎』 と

定義されようの。しかし,従 来より,術 後何 日までの発

症を本症 とするかの明確な基準はなく,Glennつ,小 西

らりは術後 1カ 月以内,盛」らりは 3カ 月以内,笠原 らのは

1年 以内とするのが妥当であると報告 している。しか

し,胃 切除後 7年 目に発症した急性胆嚢炎 (有石例)

までも,術 後急性胆嚢炎に合めて報告 しているものも

ある1り
.胃切除術や全幹迷走神経切離術が,長期的に胆

襲機能に影響し,胆 石症が発生しやすいことが指摘さ

れているが11)121, こ
れら胃切後胆石症11)や

迷切後胆石

症1りといわゆる術後急性胆嚢炎 とは厳密に区別すべ き

であると思われる。一般に手術死亡は術後 1カ 月以内

とするのが慣4/11であるが,食 道痛手術のように比較的

大きな侵嚢の加わる手術や,他 に合併症を併発してい

る場合には,必 ずしも 1カ 月で手術侵襲から回復する

とは限 らず,著 者 らは術後 3カ 月以内に発症 した も

のりとしておくのが妥当であると考えている.

術後急性胆嚢炎の成因に関 しては諸説がみ られる

が,一 般には,1)胆 嚢内胆汁の うっ滞および胆汁成分

の変化,2)細 菌感染,3)胆 嚢壁の血行障害などが考

えられている。実際にはこれらの諸要素が複雑にから
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みあって発症 してくるものと思われる1釣
.

胆嚢内胆汁の うっ滞については Glennの説分が有名

である。彼は絶食による胆襲内胆汁の濃縮を重視 し,

この濃縮された粘調な胆汁が胆嚢管を閉塞することに

より急性無石胆嚢炎が発症すると推察した.ま た,迷

走神経切離が胆菱を拡張させ,収 縮能の低下を来すこ

とが従来より指摘されているが1の10,胆
嚢機能 と迷走

神経の関係は Cholecystokininなどの体液因子や胆嚢

以外の胆道系臓器の状態が相関 してお り15),ぃまだ議

論の多い所である。 自 験pllにおいては,迷 走神経切離

が胆襲炎の発症に関与していた可能性のあるものは症

例 1, 4, 6, 7の 4例 であった。その他,胆 汁 うっ

滞を生 じる原因 として,鎮 痛剤によるOddi筋 の痙

縮1。や乳頭炎1のが指摘されている。これらの場合,胆嚢

内胆汁の うっ滞 と共に胆嚢内への膵液の逆流が重要で

あ り1的
,動物実験では,陣液の胆襲内注入により胆嚢管

の閉塞なしに胆菱炎が発症す ることが示 されてい

る1ゆ
.磯谷ら1のは,原発性十二指腸乳頭炎を伴い,胆襲

内胆汁中の Amylaseが 高値を示 した急性無石胆嚢炎

を報告 している。自験例では,PTCCD施 行時に採取 し

た胆菱内胆汁の Amylase値 は70～1511U/′と低値を

示 してお り,Oddi筋 の圧縮や乳頭炎がその成因となっ

たとは考えにくい。膵液以外にも,胆 汁成分である胆

汁酸塩2いゃ Lysolecithin21)など起炎性の強い物質によ

る炎症発生を指摘する報告もある。いずれにせよ, 自

験例では,胆 汁はすべて黒色～情赤色,粘 調であ り,

また,胆汁中の CEAや LDHが 高値を示 していたこと

から,胆 汁の うっ滞→濃縮変性 とい う機序が,胆 襲炎

発症に大きく関与 しているものと,著者は考えている。

細菌感染については上行性感染 と血行性感染の 2つ

の感染経路が考えられる。Jonssonら2のは,ィ レウスに

よる腸液の逆流により上行性感染をきたし,急 性胆襲

炎を発症 した症例を報告 している。Weederら 2ゆは,胆

道系以外の部位に重篤な感染症があ り, これに続発 し

た急性無石胆嚢炎を報告 し,血 行性感染を推測してい

る。 し かし,胆 襲以外の部に感染巣が存在する時,そ

れと同一菌を胆汁培養で証明しうることはまれである

との報告20もある。また,動物実験では,胆嚢内へ細菌

を注入するのみでは壊痘性胆襲炎を発症させることは

困難であるとされている2印
.自験例では,細菌培養陽性

pllは1例 (14.3%)の みであ り,著 者 らは,細 菌感染

が術後急性胆嚢炎の一義的な要因となることは比較的

少い1。と考えている。

胆嚢壁の血行障害に関し,Thompsonら 2のは,症 例
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の8,8%に 胆嚢壁の細動静脈に血栓を認め,胆嚢壁の血

行障害を重視している。また,Appleby手 術後には,

術後急性胆嚢炎が高頻度に発症することや。肝動脈塞

栓術後に胆襲動脈塞栓に起因すると考えられる壊痘性

胆嚢炎の発症をみること2のなどは,胆 嚢壁の虚血状態

が本症の一要因となっていることを示唆している。自

験例の うち,死 亡 した症例 4は ,高 血圧,心 房細動,

腎機能障害,糖 尿病を伴った高齢の男性であ り,胆 嚢

壁の血行障害が胆嚢炎の発症もしくは進展増悪に関与

していた可能性も考えられた。

術後急性胆嚢炎の超音波診断に関し,伊藤 らつは,①

胆裏腫大,② 胆嚢壁肥厚,③ 胆嚢内 debris,④胆嚢周

囲の低エコー帯の 4つ を重視している。 自 験例では,

どの症例においてもこの 4所 見の うち少なくとも2つ

以上の所見を認めた。 し かし,胆 嚢腫大,胆 裏壁肥厚

については,個 体差もあり,そ の半J定基準が一定では

なく2め
,ま た,胆 嚢内 debrisについても,長 期絶食時

や IVH施 行時などに認められる濃縮胆汁の超音波像

との鑑別が困難なことがあ り,そ の判定が難 しい場合

も少なくない2ゆ
.Marchalら 2りは,超 音波上,胆 嚢壁

周囲に低エコー帯を伴った急性胆菱炎を報告 し,そ の

原因は,胆 襲の装膜下の浮腫性変化であろうと報告 し

た。この胆襲周囲の低エコー帯の所見は,急 性胆嚢炎

に特徴的 と考えられ。2ゆ,客観性にす ぐれ,そ の判定は

比較的容易であるが,胆 嚢腫大,胆 襲壁肥厚夕胆嚢内

debrisといった所見に比べると,そ の出現頻度は低

く。, 自験例においても2例 (28.6%)に 認められたに

過ぎなかった。また,無 石の壊痘性胆襲炎でも,超 音

波上は軽度の胆嚢壁肥厚を認めるのみで,正 常像 との

鑑別が困難であった症例の報告2つもある。このように

急性胆嚢炎,特 に無石例が多いの術後急性胆嚢炎の診

断を超音波像のみから下すことには限界があ り,また,

超音波像は胆襲炎の重症度 とは必ず しも一致するとは

限 らず。2つ,ぁ くまで診断の一助 と考えてお くべ きで

あろう。Sherrnanら 61は
,急性胆襲炎の超音波診断に関

し,腹 痛の最強点が胆嚢部に一致することを 『Sono‐

graphic Murphy sign』と称 し,そ の重要性を報告 し

ている。術後には,倉J痛あるいは特に高齢者に時々み

られる精神不穏などのために,腹 痛の原因が,真 に胆

嚢炎に出来するものなのかどうか鑑別困難な場合も少

なくない。その際,超 音波検査で胆菱を同定し,そ の

直上の腹壁を探触子にて圧診し,圧 痛が胆嚢部に一致

するか否かを確認することは極めて重要である。超音

波検査を併用 した一種の触診法であるSonographic
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Murphy signは,超 音波による画像診断を補 う意味か

らも有用なものであ り。3の, 自験例においても7例 全

例に認められた。

従来より,術 後急性胆嚢炎は急激に発症し,重 篤な

状態へ と進行するものが多 く,そ の予後は不良である

とされてきたの～り.しかし,超音波検査などによる診断

法の向上により,保 存的療法のみで軽快するような軽

症例も多 く報告 されるようになってきてお り。,術 後

急性胆嚢炎には重篤なものから軽症例までさまざまな

段階のものがあると考えられる。

術後急性胆嚢炎の治療法 としては,従 来より,胆 嚢

摘出術や開腹による外胆嚢慶造設術が主として行われ

てきたがの～り,近年,超音波誘導によるPTCCDの 安全

性 と有用性 が報告 され るよ うになって きた31-".

PTCCDは ,開腹によらず胆嚢外痩を造設するもので,

安全かつ容易に施行でき,患 者への侵襲は極めて少な

く,そ の効果は,開 腹による外胆嚢痩造設術 と何ら変

わ ることがない と思われ る。.自 験例 において も

PTCCDに よる合併症はなく,また,その所要時間は10

分前後であった。さて,PTCCDに おいて,最 も問題 と

なるのは,そ の適応に関してであろ う。伊藤 らつは,壊

痘性胆嚢炎では,胆嚢摘出術が施行されるべきであり,

そのような症例には PTCCDは 不適当であると述べ

ている。しかし,実 際には臨床所見,超 音波所見から

術後急性胆嚢炎 と診断した時点で,そ れが壊痘性か否

かを判断することは比較的困難である。2つ。また,笠原

らつの集計した本邦182例の術後急性胆襲炎の うち,開

腹による外胆妻慶造設術が施行された47例中31例は壊

痘性胆裏炎であったが,死 亡allは9例 のみで,22例 は

外胆嚢痩造設術のみで軽快治癒している。石塚 ら31)は
,

無石例が多い術後急性胆嚢炎では,患 者の状態が重篤

であれば,胆 嚢摘出にこだわらず外胆襲慶造設にとど

め,急 場をしのぐのが賢明であると述べている。 こ の

ように外胆嚢慶造設術では,病 巣の残置により敗血症

などの致命的事態に至る危険性はあるものの321,壊痘

性胆裏炎のすべてが胆襲摘出術を必要 とするとは限ら

ないと考えられる。自験f/1についてみると,死 亡した

症例 4は PTCCD施 行後も解熱せず,状 態が許せば胆

嚢摘出術を施行すべき症例であったと考えている。他

の 6例 に対しては,保 存的療法のみで対処できたかも

しれないが,多 くは抗生剤投与中であ り,ま た,結 果

的には無菌のものが大部分であった こと,さ らには

PTCCD施 行により臨床症状の著明な改善が得 られた

ことからも,PTCCDの 適応であったと考えている.
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以上の考察より,著 者らは術後急性胆嚢炎に対する

PTCCDの 適応 として,穿 孔などによる胆汁性腹膜炎    8)

の所見がなく,右 季肋部痛などの臨床症状の強いもの

には直ちに施行すべきであ り,ま た,臨 床症状が軽度    9)
で保存的療法で経過をみる場合にも, 1～ 2日 で改善

傾向がなければ,PTCCDを 施行すべきであると考え

ている。さらに重要なことは,PTCCD施 行後も臨床症    10)

藁縄啓需と畳以冒響旨皆名唇督1失

することなく,胆
   11)

PTCCD施 行例に対する二次的胆嚢摘出術に関して

は,無 石例の場合,そ の後の DICで 胆嚢が造影され,    12)

収縮能も認められれば (図4a,b)そ の必要はないであ

ろう。3め,症 例 5の ように胆菱機能の廃絶が予想 され

る例でも,無症状であれば,経過観察をすればよい30と   13)

考えている。                      14)
I V . 結 語

7例 の術後急性胆菱炎に対し,PTCCDを 施行した。    15)

PTCCDに 伴 う合併症はなく,そ の予後 も1例 が死亡

した以外は良好であった。PTCCDは 安全かつ容易に   16)

施行でき術後急性胆襲炎の治療法の第 1選択 として適

応されるべきであると考える。              17)

本論文の要旨は第15回日本胆道外科研究会において発表

した。稿を終るにあたり,御校聞いただいた名古屋大学医学

部第 1外科,二 村雄次助教授に深謝いたします。         18)
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