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胆嚢粘膜に肉眼的異常を認めなかった胆嚢進行癌の1例
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は じ めに

の診断で1979年1月26日に開腹した。
開腹時所見:腹水はなく,総胆管は外径25mmに拡

近年,消化器癌の診断の進歩にはめざましいもの

張していた。胆嚢と総胆管に結石を触知すると共に

があるが,胆嚢癌の治療成績は,殆んど改善されな

胆嚢底部にadenomyomatosisを疑わせる小指頭大
の硬結を触知した。大綱,肝十二指腸靭帯及び結腸
間膜リンパ節の施帳が認められた。胆嚢を別出した

い。それは胆嚢癌に関しては,早期発見例が皆無と
いってよいほど少ないからである。稀に発見される
早期胆嚢癌(末だ明確な定義づけはなされていない
が)も殆んどが術後の組織学的検索によって診断な
されているのが現況のようである。このような時期
においては,開腹時観察される胆嚢や摘出された胆
嚢の肉眼所見から,胆嚢癌を探し出し適切な対策を
立てることも重要である。胆嚢癌の多くは,粘膜面
に隆起性病変を形成し,または潰場を形成する。し
かし,ごく少数ではあるが,早期胃癌の表面平担型,
Ⅱbを思わせるものも報告されている。このような
癌を術中,如何にして診断するかは問題である。我
々は最近,肉眼的に粘膜面に異常を認めなかった胆

後,総胆管を切開,結石を除去し, T‑tube挿入を
行った。摘出胆嚢は,直ちに切開を加え,内容と壁
の観察を行った。胆嚢結石は4コでコレステリン系
結石であり,総胆管結石は2コでビリルビン系結石
であった。嫡出胆嚢の硬結部は,正常枯燥で覆われ,
隆起,陥凹,潰癌,ぴらん 又は色調の変化を認め
なかった。しかし,胆嚢楽膜面には,手術時に気付
かなかった"ひきつれ''と陥凹が認められた。この
部分は,壁が肥厚しており,肥厚部の割面は,癒痕
状に硬く,充実性でRokitansky‑Aschoff sinusの
過形成は認められず, adenomyomatosisとは考え

嚢の進行癌を経験したので報告し,我々の術中胆嚢
診査法について述べる。
症

例

RBC

343 104

患者 65歳,女性,主婦
主 訴:心寓部痛

Hb 10.3g/dl ZTT

家族歴:特記事項なし
既往歴:幼少時より時々心宿部痛あり今日に至る。
現病歴: 1978年7月上腹部痛,発熱,黄痕にて近

Total Protein K

医受診,内服治療にて症状の寛緩をみた1979年1
月に同様の症状が出現した為当科を受診した。

CCLF
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来院時所見:体格,栄養,中等度。眼球及び眼喰
結膜に貧血,黄症を認めなかったO心境部に軽度圧

GOT

痛を認めたが,腫痴等は触知しなかったIaborat‑

GPT ll lu/L

ory dataには,異常所見を認めなかった。点滴静
脈胆嚢造影では,胆嚢は造影されず,直径25mmに拡
張した総胆管を認めた。経皮経肝胆道造影では,胆
嚢と総胆管に結石陰影を認めた。胆嚢・総胆管結石

LDH

O. 72mg/dl

100%

17lu/L Fibrinogen
122IU/L AL.FETO

330mg/dl
‑)

Aトpase lOKAu
Table 1. Laboratory data at admission

中 村 康 孝 ほか

Fig‑ 1 ,

Percutaneous transhepatic chorangiogram.
Stone are visible in gallbladder and common bile duct.

Fig. 2.

Macroscopic appearance of the mueosa of the removed gallbladder.
Arrows show the portion of induration, its portion appears to be covered with
normal mucosa.

rig. 3.

Macroscopic appearance of the serosa of the removed gallbladder.
Arrows show the portion of the scar and the hollow of the serosa.

Fig. 4.

Cross appearance of the trucked wall of the removed gallbladder.
Hyperplasia of the Rokitansky‑Aschoff盛nus is not found.

E嫌粘鰐に肉胆的異常を認めなかr‑'た胆嚢進行癌の1例

難かった。そこで悪性病変をも疑い,術中迅速組織
診を依頼したところ.腹痛の診断を得た。大綱及び
腸間膜の腫脹リンパ蹄からも同様の診断を得た為,
恨治術を断念し開腹した。病変部胆藩壁のルーペ憶
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階上皮化生と発癌との関係を示唆していると考えら
wm
術後経過:術後, 5‑FU 250mg, Toyomycin 0.5

では,矢印の部位に乳頭状の増靖を示す陣痛が,描
帳面J:り策膜下まで認められた。光銅像では,債組

喝, Endoxan 200喝, MMC 2加gの同時静注. lo因
より成るFAMT療法を1クール施行し,術後経過
良好で術後32a目に退院した FAMT骨法後は、

織近傍に偽幽門脱の形成が認められた。また癌組織
よりややはなれた部位に旺細胞の形成が認められた。

FT‑207 800mg/davの経口授与にきりかえた。術後
60日El頃より,左上腹部に膿増を触知し.痔痛も出

これらの病理所見は,近年いわれている胆嚢粘横の

現した為.再入院した.腹腔動脈造影にて.動牌相

Fi葺. 5.

Photomicrograph of the nirgical spec血en of the gallbladder. (Hematoxylin
and eo血) arrows show the extention of the cAicinoma.

Fig. 6. Photomicrograph of the surgical spechIen of the salibladdei.

Pseudopyloric幽nds are found near the carcinoma tissues. (Hematoxylin and
eosui)

Fig. 7.

Photomicrograph of the surgical spォc血en of the gallbladder.
Goblet ceDs are found at nonヰarcinomatus area. (Hematoxylin and eosin)
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Fig. 8.

Arterial phase of the selective celiac angiogram (left) showing the interruption
of vessels and the apperance of abnormal vessels. Portal phase (right) revealing
the "pooling in the left lobe of the liver.

で血管の断裂,異常血管の新生を認め,静脈相で
poolingが認められ,肝左葉への転移が疑われた。
CEAは, 869ng/meと上昇し,各種の抗腫場療法も
効無く,術後110日目に死亡した。
考

按

胆嚢癌は,稀な疾患ではなく,剖検例中の0.2‑
1.0%,剖検例における全癌の1.5‑5.0%を占める
とされているl)。しかしながら,その治療成積は,請
家の努力にもかかわらず,依然として悲観的であ
るのが諸家の‑致した見解である。胆嚢癌の外科
的治療成績が不良な理由を諸家の報告からまとめ
ると, (訂胆嚢癌の臨床症状が,これに高率に合併
する胆石症ないし慢性胆嚢炎の症状に修飾され,胆
嚢癌に特有な症状は兄い出し難い。 ②胆嚢の解剖学
的位置及び組織学的特性2), 3)即ち,胆嚢壁は胃腸
管と異なって罪薄で粘膜筋板がなく,粘膜下層に豊
富な血管やリンパ管網の形成があり,しかも肝に密
着している為,早期に浸潤,転移をきたすことなど
があげられている。したがって,胆嚢癌の治療成積
向上は,如何にして粘膜に局在する時期に癌腫を発
見し,合目的的手術を施行するかにあると考える。
胆嚢癌の術前診断は困難であるが,佐藤4)は,昭和
40年以前の42例中7例(16.6%)の術前診断率が,
昭和40年以後には,種々の検査を組み合せることに
よ928例中16例(57.1%)に向上したと報告し,棉
山5)は,最近14年間の61例中21例(34.4%)に術前
診断を下し得たと報告している。このように術前診
断率は徐々に向上しているが,末だ満足するまでに
は至っていない。胆道系の造影検査法には,経口ま

たは経静脈法による間接胆道造影法と,経皮経肝胆
道造影法や,内視鏡的逆行性樽胆道造影法による直
接胆道造影法があるが,胆嚢癌では多くの場合,癌
浸潤や随伴する胆嚢炎または合併する胆石症の為,
胆嚢が造影されず,ごく早期のものを除いては,胆
嚢癌の確診率向上に大きく貢献するものとは考えに
くいO また選択的血管造影法が,最も胆嚢癌の診断
率が高いとする報告もあるが,早期憶の診断的価値
に関しては,現在の段階では疑問が残るようであり,
超選択的血管造影法に期待したい。近年,永川ら6)
は,選択的桂皮経肝胆嚢穿刺造影法を開発し,二重
造影法を行い,胆嚢癌診断に意義ありとしている。
横山ら5)は,超音波断層法を駆使して,直接胆嚢穿
刺造影,内陛洗准液の細胞診を行い今後大いに利用
すべき検査だと述べている。最近は,コンビュ‑タ
断層撮影も用いられているが,その成果は今後の検
討にまちたい。このように,従来からの検査法の改
良,新しい検査法の導入により,今後,胆嚢癌の術
前診断率は,向上するものと考えるが,今回,供覧
した症例の如く,肉眼的に粘膜面に変化が認められ
ない胆嚢癌の診断には,術中の摘出胆嚢に対する充
分な精査が必要であると考える。摘出胆嚢は,全例,
術中に精査すべきであることは,諸家7ト10)も強調
するところである。しかし,それでも早期胃癌の表
面平担型に近い型の胆嚢の粘膜内癌にあっては,捕
出後の組織学的検索によって初めて,癌が判明する
症例もありうるわけで,武藤ら9)は,胆嚢炎として
手術した摘出胆嚢を仝例,連続切片により精査し,
2例の粘膜内癌を発見しているという。我々は,汰
のような術中胆嚢診査法を行っているO即ち,手術

胆嚢粘膜に肉眼的異常を認めなかった胆嚢進行癌の1例

時,摘出した胆嚢は,全例,直ちに粘膜面,兼膜面
を診査する。枯膜面に変化があれば当然であるが,
変化がなくても,壁に肥厚があれば,その部分に割
を入れ,同部にRokitansky‑Aschoff sinusの過形
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Abstract

One case of the advanced carcinoma of the gallbladder
°

without macroscopic abnormality in its mucosa

Yasutaka NAKAMURA, Iwao ENDO, Hiroyuki OGIWARA
Second Department of Surgery, College of Health Sciences, University of the Ryukyus
Kensin Maesiro
Maesiro Clinic

One case of advanced carcinoma of the gallbladder without macroscopic abnormality in its mucosa
is reported.
A 65‑year‑old woman was admitted to the Second Department of Surgery, College of Health
Sciences, University of the Ryukyus on January 1 0, 1979, complaining of intermittent epigastric pain
of six months'duration. Percutaneous transhepatic chorangiogram revealed several stones in gall‑
bladder and common b止e duct.
Laparotomy was performed on January 26, 1979. The gallbladder was in normal position and of
normal size and shape. The serosa was normal. Palpation of the fundus of the gallbladder revealed
little finger tip‑sized thickening of the wall, which was suspected to be adenomyomatosis at first.
There were large and firm lymph nodes located at hepatoduodenal ligament, omentum and meso‑
colon. Cholecystectomy, choledochotomy and T‑tube drainage were performed. On opening the
removed gallbladder, the thicked portion of the wall was found to be firm and solid without hyper‑
plasia of the Rokitansky‑Aschoff sinus. Frozen section of the thicked portion of the wall and swelled
lymph nodes were examined, the pathologic report was adenocarcinoma in all specimens. Radical
operation for the carcinoma of the gallbladder was, therefore, abandoned.
Since small neoplasma of the gallbladder may easily be overlooked by the surgeon at the time of
operation, it must be avoided by opening, inspecting and palpating the gallbladder in the operating
room and obtaining frozen section of suspected areas.

