
はじめに

閉塞性黄疸症例に対する術前減黄の意義につい

ては議論のあるところである1）～4）．本邦では，特に

悪性腫瘍の症例で 1期的に手術を行うと術後の合

併症の頻度が高いことより，高度黄疸症例（総ビ

リルビン値が 10mg�ml 以上）や黄疸遷延因子が
ある症例では，総ビリルビン値が 5mg�ml 以下に
減黄処置後に 2期的に手術することが一般的であ

る4）～6）．しかしながら，胆道ドレナージの処置後に

黄疸が遷延する症例では，入院期間や費用といっ

た医療経済学的なデメリットだけでなく，悪性腫

瘍では術前の減黄期間中に腫瘍の増大や術前減黄

による合併症のため根治手術が困難となることも

経験する．

今回，我々は術前減黄術後の遷延黄疸に自家胆

汁と漢方製剤茵�蒿湯の同時投与が著効し，根治
手術が施行できた下部胆管癌の症例を経験したの

で文献的考察を加え報告する．

症 例

患者：65 歳，男性

主訴：黄疸

既往歴：1995 年より糖尿病．1996 年に早期胃癌

（深達度 sm，リンパ節 n0）で幽門側胃切除術（D

1）および胆�摘出術．
家族歴：父は食道癌，母は大腸癌で死亡．

現病歴：2000 年 3 月 7 日に糖尿病の血糖コン

トロール目的で前医に入院した．3月 15 日より皮

膚掻痒感，3月 18 日より黄疸（総ビリルビン値

14.7mg�dl）を認め，CT・ERCP・血管造影で十二
指腸乳頭部癌による閉塞性黄疸と診断された．3

月 24 日に経皮経肝胆道ドレナージ（percutane-

ous transhepatic biliary drainage：以 下，PTBD

と略記）を施行し，手術目的で 3月 28 日当科に紹

介され入院した．

入院時現症：身長 167cm，体重 67.5Kg．皮膚お

よび眼球結膜に黄疸を認めた．胸部理学所見上異

常を認めなかった．腹部は上腹部正中に手術瘢痕

を認め，平坦軟で肝脾および腫瘤を触知しなかっ

た．腸雑音は減弱していた．

入院時検査所見：血液検査所見では総蛋白，ア

ルブミン，コリンエステラーゼの軽度低下とGOT

や GPTの軽度上昇を認めた．総ビリルビンは 5

日間の減黄にもかかわらず 13.5mg�dl と低下がみ
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症例は 65 歳の男性で，下部胆管癌による閉塞性黄疸に経皮経肝胆道ドレナージ（以下，

PTBD）を施行．経腸栄養や利胆剤併用での減黄は不良で PTBD後 4週目までの胆汁量は 120

ml�日，清水の減黄率 b値は－0.0189 であった．遷延性閉塞性黄疸と診断し，茵�蒿湯と自家
胆汁投与を開始した．胆汁量は 410ml�日と増加し，黄疸は急速に改善し PTBD後 7周目まで
の清水の減黄率 b値は－0.0504 となった．膵頭十二指腸切除術による根治術を施行しトラブ

ルなく退院した．

近年，漢方製薬茵�蒿湯は胆汁鬱滞に起因する肝細胞のアポトーシスを抑制し，閉塞性黄疸
からの障害肝の回復を促すとの知見が得られており，閉塞性黄疸の胆道ドレナージ時には自

己胆汁投与などとの併用が有用な薬剤と考えられた．
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られなかった．腫瘍マーカーはCEAが 2.1ng�dl
で正常範囲，CA19-9 が 1,550U�l と上昇していた
（Table 1）．

胃十二指腸内視鏡検査所見（3月 22 日）：胃は

幽門側胃切除後で異常を認めなかった．十二指腸

の乳頭部に易出血性の隆起性の腫瘤を認めた．

胸腹部CT検査（3月 21 日）：十二指腸の乳頭

部に造影剤により均一に濃染する十二指腸内腔に

突出した腫瘤を認めた（Fig. 1）．肝臓や肺に腫瘤

を認めず周囲のリンパ節の腫脹は認めなかった．

PTBDからの造影検査（3月 24 日）：肝内胆管

の拡張を認め，下部胆管で完全閉塞していた（Fig.

2）．

腹部血管造影検査（3月 26 日）：上腸間膜動脈

より肝右葉後区域枝が分岐していた．上腸間膜静

脈は門脈と合流部で軽度に左側から圧排されてい

た．上腸間膜動脈および胃十二指腸動脈根部に異

常は認めなかった．十二指腸乳頭部で前上および

後上膵十二指腸動脈からの腫瘍の濃染を認めた．

十二指腸乳頭部の生検組織診断：乳頭管状型の

腫瘍細胞の増殖を乳頭状腺癌と診断された．

以上より閉塞性黄疸を伴う十二指腸乳頭部癌

で，根治術可能と判断し，減黄を待って 4週後の

手術予定とした．

入院後経過：全身状態は比較的良好であったが

経腸栄養や利胆剤投与での減黄は不良であったた

め，細胆管での鬱滞性黄疸も考慮しステロイドパ

ルスを PTBD後 7日と 14 日に施行したが胆汁量

は 120ml 程度で効果を認めなかった．PTBD後 4

週目の血液検査所見では総ビリルビン値は 9.5

mg�dl と依然高値であり，清水の減黄率 b値は
－0.0189 と不良であった．遷延性閉塞性黄疸と診

断し，自家胆汁と漢方製剤茵�蒿湯の同時投与を
開始した．胆汁量は開始直後より 410ml�日と増加
し，黄疸は急速に改善し PTBD後 7週目には総ビ

リルビンは 2.7mg�dl となった．自家胆汁と茵�蒿
湯投与後の清水の減黄率 b値は－0.0504 改善した

（Table 1，Fig. 3，4）．

手術所見：2000 年 5 月 15 日に開腹手術を施行

Table 1 Laboratory data after PTBD. Fig. 1 Contrast enhanced CT showed the dilation of

common bile duct（A）and the enhanced round mass

at Papilla Vater in the duodenum（B）.
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した．開腹時に前回手術による軽度の癒着を認め

たが腹水はなく肝転移も認めなかった．十二指腸

乳頭部に突出する 3cm大の腫瘤を認めた．膵頭十

二指腸切除術を施行．門脈への浸潤はなく上腸間

膜静脈レベルで膵を切離した．2群までのリンパ

節郭清を行い，上腸間膜動脈起始部のリンパ節（14

a）転移が疑われたため上腸間膜動脈神経叢は右側

のみ郭清した．再建はいわゆる 2法（PD-II）で膵，

胆管，胃の順に行った．

摘出標本および病理所見：摘出標本では腫瘍は

3.5×4.0cmでその主座は下部胆管にあり乳頭部か

ら十二指腸に浸潤しており下部胆管癌と診断し

た．胆道癌取扱い規約第 4版に沿った所見は，下

部胆管癌Bi-A-Ph-D cir 乳頭浸潤型， 4.0×3.5cm，

Hinf0，H0，Ginf0，Panc2，Du3，PV0，A0，P0，N3

（＋），M（－），St（－），Stage IVa（T3，N3，H0，

P0，M（－）），D3，DM0，HM0，EM0 で根治度 B

であった．病理組織診断は carcinoma of the bile

duct，patBi-A-Ph-D，well diff. tublar adenocarci-

noma，si，INFβ，ly2，v2，pn3，hinf0，ginf0，
panc2，du3，pv0，a0，n13a（＋），n14a（＋），stage

IVa（t3，n3，H0，P0，M（－）），dm0，hm0，em0，

cur B であった．また，肝臓の生検組織は小葉中心

に胆汁鬱滞と脂肪変性の所見が認められた．

術後経過：術後 7日より経口摂取を開始し，術

後 21 日より 5-FUと Cisplatin による持続がん化

学療法を施行し，トラブルなく術後 30 日に退院し

た．退院後も外来でがん化学療法を継続したが，

術後 6か月後の 2000 年 11 月に多発肺転移が出現

した．Gemcitabine による外来化学療法に変更し，

比較的良好なQOLを保っていたが，2001 年 11

月 23 日呼吸不全により死亡した．

考 察

閉塞性黄疸による胆汁鬱滞は，高ビリルビン血

症，血中胆汁酸の増加，消化吸収障害による低栄

養，血中エンドトキシンの増加などによる免疫機

能低下や肝組織血流低下により肝実質障害を引き

起こし6）～9），胆道ドレナージ後も肝機能障害の回

復が遅延し，遷延性黄疸となる場合も少なからず

Fig. 2 PTBD showed the obstruction of lower bile

duct.

Fig. 3 Change of the volumes of bile discharge after

PTBD. The bile discharge was increased dramati-

cally after admission of own bile juice and Inchin-ko-

to.

Fig. 4 Change of the values of total bilirubin after

PTBD. The value of total bilirubin was decreased

after admission of own bile juice and Inchin-ko-to.

The bilirubin reduction rate b was improved from

－0.0185 to －0.0504.
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経験する．遷延性黄疸の明確な定義はないが，諸

家の報告4）6）8）からは 1）総ビリルビン値が 10.0mg�
dl 以上で減黄術後 4週間で 5.0mg�dl 以上，ある
いは 2）減黄術後の清水ら8）の減黄率 b値が－0.05

以上の症例と考えられる．黄疸を遷延化させる要

因として，1）肝硬変や慢性肝炎などの慢性肝疾患，

2）胆道感染の合併，3）黄疸持続期間が長い（3

週間以上），4）閉塞部位が多数存在するために複

数のドレナージが必要のものなどが報告されてい

る4）～9）．遷延性黄疸の症例では，開腹手術後に障害

肝による合併症の頻度が高いことが知られてい

る．このような症例では，特に悪性腫瘍において

根治術が行えるにもかかわらず減黄を待つ間に腫

瘍が進行したり，減黄術に起因する合併症により

根治術が行えなくなる場合もある．一方，高度の

黄疸による障害肝の状態で手術を施行するにして

も，手術侵襲を軽減する術式の考慮が必要となり，

根治度が低下することも多い．したがって，閉塞

性黄疸に対する物理的減黄術後にできるだけ速や

かに黄疸を改善できる付加的な治療が望まれる．

遷延性黄疸は，胆管閉塞による胆汁の鬱滞が肝

組織血流量の低下，腸管粘膜のバリア機構の障害

による bacterial translocation，胆道感染，さらに

エンドトキシン血症などを引き起こすことにより

起こるとされている．そのため物理的な減黄処置

に加え胆道感染の管理としての抗生剤の投与，胆

汁鬱滞に対してステロイドパルス，出血傾向の是

正の目的でビタミンKの投与，血糖のコントロー

ル，腸管の処置，さらに利胆剤や肝庇護剤の付加

が行われている10）．

経腸栄養は腸管粘膜での蛋白代謝を改善し，黄

疸肝でのアラニン摂取が増加して肝エネルギー代

謝が改善するため，減黄期間中しばしば併施され

る11）．また自家胆汁投与により，腸管内で胆汁中

のデオキシコール酸が，エンドトキシンの腸管粘

膜への吸収を防御し，エンドトキシン血症を抑制

する．さらに腸肝循環の回復により腸管内の分泌

型 IgAが増加し，bacterial translocation を抑制し

て肝障害の抑制に寄与する11）～13）．経腸栄養と自家

胆汁摂取は，胆道閉塞以前の生理的な腸肝循環の

環境にもどすことで肝障害を改善する合目的な処

置であり，術後の障害肝の回復を予測する観点か

らも有用である．

茵�蒿湯は，漢方製剤で「傷寒論」によれば「上
腹部が何となく張って苦しく，心窩部より胸部に

かけて塞がるような苦悶や不快感があり，頭痛や

めまいがして食物がとおらず，口渇，便秘，腹部

膨満感，尿量減少，黄疸があるもの」が適応であ

る．岡林ら14）は閉塞性黄疸 24 例を対象にして，茵

�蒿湯投与で減黄期間が短縮したと報告してお
り，その薬理効果として胆汁分泌促進作用とOddi

括約筋弛緩作用が述べられている15）16）．最近，茵�
蒿湯の肝臓のアポトーシスの抑制作用が報告され

ている17）18）．近年，遷延性黄疸の機序として，アポ

トーシスの関与が明らかとなった．胆汁鬱滞は

Fas-FasL システムを介する肝細胞のアポトーシ

スを誘導し，肝細胞死をおこすため障害肝の回復

が遅延する19）20）．したがって遷延性黄疸の早期回

復には肝臓のアポトーシスの抑制も重要である．

Yamamoto ら17）18）は激症肝炎様肝障害モデルで茵

�蒿湯が in vitro で TGF-β1 誘導性肝細胞アポ
トーシスを，in vivo で Fas 誘導性肝細胞アポトー

シスを抑制すること，特に茵�蒿湯の腸内代謝産
物である genipin（アグリコン）が強い抑制効果を

示すことを明らかにした．直江ら21）もラットの閉

塞性黄疸モデルで茵�蒿湯による肝細胞のアポ
トーシスの抑制を報告している．

過去 5年間に当科で経験した遷延性閉塞性黄疸

に減黄術後に自家胆汁を単独投与した 3症例では

いずれも根治術に至っておらず，より速やかな減

黄効果を期待し茵�蒿湯の投与を本症例に施行し
た．本症例では，自家胆汁と茵�蒿湯の同時投与
により，胆汁の排出量は 120ml�日から 410ml�日
に増加し，減黄率 b値は－0.0189 から－0.0504 へ

と改善し，遷延した閉塞性黄疸は急速に回復して

根治術が可能となった．閉塞性黄疸患者，特に悪

性疾患による閉塞性黄疸は，減黄術後の早期の肝

機能回復が，患者の手術術式の決定や予後および

QOLを決定するため，従来の胆道ドレナージに積

極的に付加的治療を行うことが肝要である．自家

胆汁投与はその性状と渋い味から抵抗感が強い

が，無臭であることより摂取可能であった．また
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悪性疾患においては癌細胞が胆汁内に存在してい

る可能性から心理的抵抗感が強いが内瘻化による

胆汁の腸管内へのドレナージと理論的に同様であ

り問題はないと考える．本症例で，自家胆汁投与

のみで同様の効果が得られたか否かは不明である

が，茵�蒿湯の付加による副作用は認めず，茵�
蒿湯に遷延性黄疸の早期回復作用があることか

ら，自家胆汁と茵�蒿湯の同時投与による相乗効
果で減黄が促進したと考えられた．
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Usefulness of Orally Administered Own Bile and Inchin-ko-to for the
Prolonged Obstructive Jaundice―Report a Case―

Fuminori Goda, Ken Ishimura, Kunihiko Izuishi, Keiich Okano,
Yukihiko Karasawa, Hisashi Usuki and Hajime Maeta

First Department of Surgery, Kagawa Medical University

A 65-year-old man with lower bile duct cancer was treated by percutaneous transhepatic biliary drainage
（PTBD）for obstructive jaundice, but reduction was poor with a bile discharge of 120 ml�day and a bilirubin
reduction rate b of－0.0189 up to 4 weeks after PTBD. We diagnosed the patient as having prolonged obstruc-
tive jaundice. Own bile and Inchin-ko-to was orally administered, and jaundice improved dramatically. Bile
discharge was 410 ml�day and bilirubin reduction rate b －0.0504 at 7 weeks after PTBD. After undergoing
radical pancreaticodoudenostomy, he was discharged after smooth postoperative course . Recent studies
showed that Inchin-ko-to inhibits the apoptosis of hepatocytes resulted from bile congestion after obstructive
jaundice, and lt induces rapid recovery of liver function. Inchin-ko-to is therefore useful in bile duct drainage.
Key words：prolonged obstructive jaundice, percutaneous transhepatic biliary drainage（PTBD）, Inchin-ko-to
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