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Ⅰ.　緒 言

胆道,膵,十 二指腸 の悪性腫瘍 の診断 は非常 に困

難 とされてお り,特 に早期癌 の報告 は少ない.1),2)

術前 に診断 し得た として も術後成績 は極 めて悪 いの

が現状である.3),4)

十二指腸 フ ァイバース コー プによる内視鏡 的膵胆

道造影 法は,内 視 鏡観察 および膵胆道造影 のみでな

く,細 胞診,生 検 を施 行で きる ことか ら,こ の領域

の癌診断 の有力な検査法 と考 え られ る.

しか し胆道,膵,十 二指腸 の悪性腫瘍診断 におけ

る内視鏡的逆行性胆道造影 法の有用性 と限界 につ い

ては未だ明確に されていない.著 者は悪性腫瘍56例

の胆道 レ線像および十二指腸 内視鏡像 を各疾患 にお

ける特徴像 について検討 した結果,本 法によるこの

領域の悪性腫瘍 の診断能 と限界 を明確 にで き,特 に

乳頭 ・膨大部癌については今 後ます ます早期発見,

早期切除が期待で きる知見 を得 たので報告す る.

Ⅱ.　対象 および方法

対象は十二指腸 内視鏡検査 および内視鏡的膵胆道

造影で診断 し,手術 または剖検 にて確診 を得た胆道,

膵,十 二指腸の悪性腫瘍56例 で ある.

方法 としては,オ リンパ ス製十二指腸 ファイバ ー

スコープJF-B型, JF-B2型 を使用 し,内 視鏡観察,

膵胆道造影 を行 い,同 時に細胞診,生 検を行 った.

細胞 診は内視鏡直視 下にカニ ューレを乳頭 開口部 に

挿 管 し,胆 汁,膵 液を吸引 して行 った.本 法によっ

て得 られた胆道 レ線像,十 二指腸内視鏡像,細 胞診

および生検 の成績 について検索 した.

Ⅲ.　結 果

1. 胆道,膵,十 二指腸悪性腫瘍例 の造影成績

表1に 示す如 く,悪 性腫瘍例 は肝 内胆管癌2例,

肝外胆管癌10例,膵 頭部癌15例,膵 体 ・尾部癌14例,

乳頭 ・膨大部癌13例,十 二指腸癌1例,十 二指腸細

網 肉腫1例 であった.

表1　 悪性腫瘍例 の造影 成績

(数字は例数を示す)
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胆道造影 は56例 中30例(53.6%)に 可能 であった.

この うち肝 内胆管癌例,肝 外胆管癌例 では造影 成功

率 は高率 であったが,乳 頭 ・膨大部癌例では低 く,

 13例 中4例(31%)で あった.

膵頭部癌例で は53.3%,膵 体 ・尾部癌例では35.7

%に 造影可能 であった.

2. 胆道,膵,十 二 指腸悪性腫瘍例の胆道 レ線像

① 肝 内胆管癌

写 真1に 示す如 く,前上枝の不完全閉塞 像 を認 め,

断端部不整像,近 位側肝内胆 管の軽度拡張 を認めた.

その他の肝 内胆 管,肝 外胆管 には殆 ど異 常を認 めな

かった.

写真1　 肝内胆 管癌例.前 上枝の不完 全閉塞像(矢

印),近 位側胆管 の拡張 を認め る.

② 肝外胆管癌

図1　 肝外胆管癌(10例)

レ線像 シェーマ

写真2　 総胆管癌例腫瘤形成型.総 胆管 の不完全閉

塞像 を認 める(矢 印).腫 瘤の大 きさが判断

で きる.

図1の シ ェーマに示 す如 く,内 腔に腫 瘤を形成す

るもの6例,胆 管壁 を広 く浸潤 し,内 腔狭窄 を示す

もの4例 を認 めた。前者 の腫 瘤形成型は断裂像 を示

す もの2例,内 腔狭窄像 を示す もの(写 真2) 3例,

陰影欠損像 を示す もの1例 が認め られ,断 端部お よ

び狭窄部に高度 の不整像,断 端部または狭窄部附近

で胆 管径の拡大 を認 めた.ま た狭窄部 は僅か に造影

剤 が通過 し得 る程度で,近 位側胆管の拡張 を認 めた.

陰影欠損像 を示す例 では陰影欠損 は辺縁 不整で,一
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方の胆管壁へ偏在 して お り,体 位変 換で移動 しなか

った.

壁浸潤型は内腔狭窄像 を示すが,閉 塞の状態 に近

いもの(写 真3) 3例,管 状狭窄 を示す もの1例 で

あった.狭 窄部 の辺縁 の硬化不整像,近 位側胆管 の

拡張 を認 め,狭窄 部 に向 って胆 管径は先細 りとなる.

写真3　 総胆 管癌例壁浸潤型.総 胆管の狭窄 像,壁

の硬 化不整像 を認 め る(矢印).

肝外胆管癌 の存在部位 は表2に 示 す如 く,胆 の う

管合流部附近総胆管(総 胆管上 ・後十二指腸部)に

最 も多か った.

表2　 肝外胆管癌の存在部位

③ 膵頭部癌

図2に 示す如 く,総 胆管膵 部に変化 を認め,胆 道

レ線像では断裂像3例,内 腔狭窄像2例,圧 排像1

例,屈 曲偏位像1例,異 常な し1例 を認めた.

図2　 膵頭 部癌

レ線像 シェーマ

断裂像 を示す例 は断端部 はほぼ平滑で,先 細 り状

であった.狭 窄像 を示す例(写 真4)は,狭 窄 部の

辺縁 はほぼ平滑で,狭 窄部 に向って胆管径 は先細 り

とな り,近 位側胆管の拡張 が認 め られた.圧 排像 を

示す ものは,胆 管の内側 か らの圧排 によ る変化 で,

辺縁 は平滑 であった.屈 曲偏位 を示す ものは,胆 管

が内側 に引 っ張 られて逆 「く」の字状 とな った もの

であ る.異 常 を認めなか った例 は,膵 頭 部下部 に腫

瘤を形成 した症例であ った.

写真4　 膵頭部癌例.総 胆管膵部の狭窄像(矢 印),

近位側胆管 の拡張,主 膵 管の断裂(矢 印)

を認 める.
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カニューレを乳頭 開口部 に充分挿管 したに もかか

わ らず,全 く造影 されなか った症例 は4例 であ った.

④ 膵体 ・尾部癌

胆道像の変化は総胆管 膵部 よ り少 し上位 に認 め ら

れ,膵 頭部癌 の レ線像 と類似 してい る.断 裂像1例,

内腔狭窄 像(写 真5) 2例,異 常な し2例 が認 め ら

れ た.断 裂 像,内 腔狭窄像 を示 す ものは断裂端,狭

窄部は辺縁 平滑 で,狭 窄部 に向 って先細 りとなる,

これ らの変 化は膵体部 に腫瘍 を形成 した症例 に認 め

られた.

写真5　 膵 体 ・尾部癌例.総 胆 管の胆 の う管合流部

附近に辺縁平滑な狭窄 像を認 め(矢 印),

主膵管 の断裂 を認め る(矢 印).

胆道像 に異常 を認 めなかった例 は膵 尾部のみに腫

瘍 を形成 した症例 であった.

⑤ 乳頭 ・膨大部癌

写真6に 示 す如 く,総 胆管末端 部に辺縁不整 な陰

影欠損像を認 め,総 胆管の拡張,造 影剤 の排泄遅延

を認 めた.同 様の変化 は膵 管像 に も認 め られた.

⑥ 十二指腸細網肉腫

写真6　 乳頭 ・膨大部癌例.総 胆 管末端 部,主 膵管

開 口部に陰影欠損(矢 印)を 認 め,胆 管 お

よび主膵管 の著 明な拡張 を認 め る.

写 真7　 十二指腸細網 肉腫例.総 胆管末端部か ら膵

部 にか けて辺縁平滑 な狭窄像 を認 める(矢

印).十 二指腸 の辺縁 は不整 である.

写真7に 示す如 く,総 胆管末端部か ら膵部にかけ

て辺縁平滑 な狭窄 像 と総胆管 の走行異常(上 方に圧

排 されて いる)を 認 めた.造 影剤の通過状態 を観察

する と,開 放期 のみで,括 約筋 の収縮 運動は殆 ど
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みられなか った.

以上の悪性腫瘍例 の中,肝 外胆管癌例,膵 癌例,

乳頭 ・膨大部癌例で総胆 管 または総肝管 に高度 の狭

窄,閉 塞 を認 める症例では肝内胆 管の拡張 は高度 で

末端枝 に至 り,蛇行 を示 し,ま た末端枝 の辺縁不整,

嚢状拡張,拡 張 と狭窄の入 り混 じった不連続性 を認

めた.

総胆管径は肝外胆管癌例,乳 頭 ・膨大 部癌例 では

拡大著 明であ ったが,肝 内胆管癌例,膵 体 ・尾部癌

例では拡張例 は少 なかった.

胆 の うは総胆管 閉塞 または狭窄 を示 す症例 では拡

大 を示 したが,胆 の う管 に浸潤 した肝外胆管癌例 で

は胆の うは造影 されなか った.

3. 胆道,膵,十 二指腸悪性腫瘍例の十二指腸内

視鏡像

乳頭 ・膨大部癌 の内視 鏡像を表3に 示 した.主 乳

頭 に病変 の著 明な もの(乳 頭 ・膨大部癌第 Ⅰ型 とし

た) 6例,縦 ヒダの腫大 を主病変 とす る もの(乳 頭 ・

膨大部癌第 Ⅱ型 とした) 5例,主 乳頭 および縦 ヒダ

に腫大のない もの(乳 頭 ・膨大部癌第 Ⅲ型 とした)

2例 であ った.

表3　乳頭 ・膨大部癌の内視鏡像

(数字は例数を示す)

第 Ⅰ型では主乳頭の腫大,発 赤,表 面の不整,開

口部か らの出血 を認めた.縦 ヒダの腫大 を4例 に認

めたが,硬 く,表 面は平滑な ものが多かった.潰 瘍

形 成は主乳頭 に認 めた もの2例,乳 頭周辺部 に認 め

た もの1例 であった.

第 Ⅱ型 では縦 ヒダの著明な腫大,硬 結 を認 め, 5

例中2例 に辺縁不整な潰瘍,ビ ラン,点 状 出血,表

面の不整 を認 めた.主 乳頭 は発赤以外 の変化 を認 め

なか った.

第 Ⅲ型では主乳頭,縦 ヒダに殆 ど変化 を認 めず,

内視鏡像か ら癌 を疑 う事は困難 であった.

表4　 悪 性腫瘍例 の内視 鏡像

(数字 は例数 を示す)

表4は 乳頭 ・膨大部癌以外 の悪性腫瘍例の十二指

腸 内視鏡像を示 した ものであ る.

肝外胆管癌例,膵 癌例 で縦 ヒダ,被 覆 ヒダの腫 大

を認 めた症例 もあるが,硬 結 はな く,表 面平滑であ

った.ま た,肝 外胆管癌例,膵 頭部癌例で十二指腸

下行部の圧排像,浸 潤像,内 腔狭窄 を認めた症例 も

あ る.

十二指腸癌例,十 二指腸細網 肉腫例 では十二指腸

下行部 に表面不整 な隆起 の中に広範囲の辺縁 不整 な

潰瘍 を認 め,輪 状 ヒダの断裂,隆 起 の表面お よび潰

瘍底か らの出血 を認 めた.乳 頭部 は浸潤 によ り原型

を破壊 され,出 血 が認 められた.

4. 細胞診および生検

表5　 悪性腫瘍例の細胞診,生 検の成績

(数字は例数を示す)

表5に 細胞診,生 検の成績 を示 した.細 胞診での
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癌診断成績 は肝外胆管癌例,乳 頭 ・膨大部癌 例,膵

頭部癌例,十 二指腸癌例 では良好 であったが,肝 内

胆管癌例,膵 体 ・尾部癌例 では診断 で きなか った症

例 が多い.

生検 での癌診断成績 は乳頭 ・膨大部癌例 で50%で

あ った.十 二指腸癌 も生検で診断可能で あった.

Ⅳ.　総括並びに考按

閉塞性黄疸 の診断 において内視鏡的逆行性胆道造

影 法は,そ の閉塞部位,疾 患 の診断 に重要な役割 を

果た しつつある.胆 道像のみでな く十二指腸 内視鏡

所見,膵 管像 が同時 に得 られ,細 胞診および生検が

可能であ る事か ら,本 法は胆道,膵,十 二指腸 の悪

性腫瘍 の診断 には従来にない有力 な検査法であ る.

本法では胆道像か ら閉塞部 よ り十二指腸側 の所見

が得 られ,経 皮経肝胆 道造影法を併用すれば閉塞上

部,閉 塞下部の所見が一層明確 となる.

〔胆道,膵,十 二指腸悪性腫瘍例の造影 成績 につ

い て〕

胆道造影成績 は肝内胆管癌例,肝 外胆管癌例 では

良好 であ るが,乳 頭 ・膨大部癌例,膵 頭 部癌例 では

造影成 功率は低 い.こ れは開 口部が腫瘍 によ り完全

に閉塞 されて い る場 合があること,乳 頭部表面 に癌

の浸潤 があ り,開口部が明確 でない場合が あること,

十二指腸 の圧排のため内視鏡 を開 口部 まで挿入 で き

ない場合 があることによる.ま た,膵 体 ・尾部癌例

の胆道造影成績が35.7%と 低 いが,こ れは膵管像の

みで診断可能で あったため,胆 道造影 を積極 的に行

わなか ったことによ る.

造影不成功に終 った場合 は,積 極的に細胞診,生

検 を施行す る必要がある.5),6)こ れでなお も診断 が

得 られな い場合は,経 皮経肝胆道造影 法な どの他の

検査法 を実施すべ きであるが,実 際には他の検査法

を実施 しな ければ診断 で きない場合は稀 である.

〔胆道,膵,十 二指腸悪性腫瘍例 の胆道 レ線像 に

つ いて〕

肝内胆管癌:本 症を診断す るためには,肝 内胆管

分枝の閉塞 または狹窄 の状態 を把握せねばな らない.

この場合,正 常 の肝 内胆管の合流様式 を理解 してお

く必要があ る.

レ線像 は,肝 内胆管の内腔,壁 の変化が主体で,

肝内胆管分枝 の不整な断裂像 または辺縁不整 な狹窄

像 を示 す.レ 線像か らは癌 の診断,部 位診断 は可能

で あるが,病 巣 の範囲 を確認 することは困難 な場合

が多い.

一方
,肝 細胞癌,転 移性肝癌 では肝内胆 管の圧排

による弯曲 または偏位 が主な所見で,肝 内胆管壁 は

平滑 で,内 腔の変 化は殆 どない ことか ら鑑 別は容易

である.7),8)

肝外胆管癌:大 部分腺癌 で4),総胆管癌,特 に胆の

う管合流部附近に発生 する総胆管癌 が最 も多いとさ

れて いる.4),9),10)自験例 で も同様 であった.

肝外胆管癌 は乳頭状 または結節状 に腫 瘤を形 成す

る腫瘤形成型(結 節型 また はポ リープ型)と 胆 管壁

に沿 って広 く浸潤 し,胆 管壁が硬 化肥厚す る浸潤型

とに分 けられている.7),9),11),12,自験例で もレ線像か

ら腫瘤形成型 と浸 潤型 に大別 された.腫 瘤形成型 は

断裂像,狹 窄像,陰 影欠損像 を示 し,浸 潤 型は狹窄

像 を示 した.

自験例 では,断 裂 像 を示 す例 は勿 論,狹 窄像,陰

影欠損像 を示す例で も1例 を除いて強度の黄疽 を認

めてい る.こ れ は加圧 して造影剤 を注入す るため,

辛 うじて癌部 を造影剤 が通過 し,レ線像では狹窄像,

陰影欠損像 として認 め られてい るが,実 際には完全

閉塞 の状態 に近 い もの と考 えられる.

陰影欠損像 を示す例 は胆石,凝 血塊,粘 液塊,壊

死 塊,気 泡 との鑑別が必要で あるが,13)陰影欠損の

辺 縁 不整,一 方の胆管壁へ の偏在,体 位変換 によっ

て 移動 しない事か ら鑑別可 能であ る.

肝外胆管癌の場合は,胆 道 レ線像 か ら癌の診断,

部位診断 が可能で,腫瘍 の大 きさもほぼ判断 できる.

また断裂 部,狹 窄部 の不整像著明 な事か ら,大 部分

の例 で膵頭部癌 との鑑 別 も可能で ある.

膵癌:胆 道像は胆管外か らの腫瘍 による圧迫像 と

胆 管壁への癌浸潤による変化が主体である.11),13)膵頭

部癌例 では総胆 管膵部 に変化 が認 め られ,断 裂像,

狹窄像,圧 排像,屈 曲偏位像 を示 した.膵 体 ・尾部

癌例 では総胆管膵部 よ り少し上位 で変化が認 められ,

断裂像,狹 窄像 を示 した.こ の よ うに胆道像に異常

を認 める症例 では,胆 道像か ら膵癌の診断 および他

疾患 との鑑別が可能 である.腫 瘍の大 きさは判断で

きない場合が多いが,膵 癌例 で胆道像に異 常を認め

る場合 は,か な り進展 した癌 と考 えるべ きである.

一方
,胆 管像に異常 を認 めない膵癌例 もあり,切

除可能 な早期の膵癌 の診断の ためには膵管像の詳細

な造影 と読影 が必要 である.

乳頭 ・膨大部癌:本 症は比較的分化 した腺癌が多

いと されてい る.14)癌 の発生母地 としては,① 乳頭

粘膜上皮,② 乳頭部 を覆 う十二指腸上皮,③ 総胆管

上皮,④ 膵管上皮,⑤ 膵腺房上皮,⑥ 乳頭 部の導管
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粘膜付 属腺上皮,⑦ 乳頭領域 に迷 入す る副膵組織が

挙 げられるが,14),15),病理組織学 的に発生 母 地 を確

認す る事 は困難な場合が多い.9),16)また,こ れ らの

上皮か ら発生す る癌 は臨床面およ び治療,予 後 の面

で同意義 と解 され るので,一 括 して乳頭 ・膨大部癌

とした.

乳頭 ・膨大部癌 は剖検例で胆管 側の肉眼所見か ら

乳頭型 と浸潤型 に分 け られ ているが,9)自験例 では全

例 に胆管内腔 に乳頭状の腫 瘤形成 を認 めた.即 ち,

レ線像では総胆管末端部 に陰影 欠損像 を認 め,造 影

剤 の通過障害を認 めた.レ 線像か ら腫 瘤の大 きさが

ほぼ判断で き,体 位変換 によ り移動 しない辺縁不整

の陰影欠損像を示 すこ とか ら,乳頭炎,13)総胆管末端

部結石嵌頓,3)十二指腸傍乳頭憩室 との鑑別 も可能 で

ある.

乳頭 ・膨大部癌 は十二指腸内視 鏡所見,細 胞診,

生検によ り診断可能な例 が大部分で あるが,乳 頭部

粘膜に癌が波及 していない場合 は内視 鏡像のみでは

診断困難 であ り,ま た細胞診 によ り癌の診断 は可能

であって も,他 部の癌 との鑑別 および腫瘍 の大 きさ

の決定 のためには膵胆道造影 が必要で ある.

十二指腸細網肉腫:胆 管 外か らの圧迫,浸 潤像を

示 し,総 胆管末端 部か ら膵部 にかけて狹窄像 を示 し

た.総 胆管末端部は開放 したままで,収 縮運動 は殆

どみ られなか った.こ れは乳頭部浸潤が関係 してい

るもの と考 え られ る.

総胆管末端部病変 の診断 には一枝の写 真のみで判

定す る事 な く,形 態 の変 化を連続的 に観察す る事 が

必要であ り,ま た造影剤 の通過状態か ら機能 的変化

について も観察す る事が必要 である.

〔胆道,膵,十 二指腸悪性腫瘍例の十二指腸 内視

鏡像につ いて〕

乳頭 ・膨大部癌:本 症は十二指腸側の肉眼所 見か

ら腫瘤型(ポ リープ型)と 潰瘍形成型に分類 されて

いる.14),17)また潰瘍 を形成 する特徴が あるとされて

いる.14)自 験例で も13例中5例 に潰瘍形 成を認 めた.

内視鏡像では乳頭部 の原型 を保 ちなが らの変化が

多い.著 者 ら5)は乳頭 ・膨大部癌 を内視鏡像か ら診

断の便宜上3型 に分類 した.即 ち,主 乳頭 に病変の

著 明な もの(第 Ⅰ型),縦 ヒダの腫大を主病変 とす

る もの(第 Ⅱ型),主 乳頭 および縦 ヒダに腫大 のな

い もの(第 Ⅲ型)で ある.第 Ⅰ型は主乳頭の腫大 と

粘膜面の破壊像 が著 明で,一 見 して癌 と診断 で きる

ものであった.第 Ⅱ型 は主乳頭 に著変 を認 めず,縦

ヒダの著明な腫大,硬 結 を認め,表 面平滑 な例 が多

く,粘 膜下腫瘍の像を呈 した.癌 が粘膜面 に浸潤す

れば ビラン,不 整形 の潰瘍,出 血,表 面の凹凸 を認

め る.第 Ⅲ型 は主乳頭,縦 ヒダに殆 ど異常 を認 めず,

内視鏡像 のみで は診断困難 であ り,膵 胆道造影が必

要であ る.

内視 鏡像か ら鑑別を要 する ものは,乳 頭上部,下

部の良性腫瘍,18)悪性腫瘍,19,)20)乳頭部良性腫瘍(腺

腫),9)縦 ヒダの異常腫大21,22)(乳頭 炎,総 胆管結石,

膵頭 部癌),乳 頭部 または乳頭 近傍に開口す る総胆管

十二 指腸瘻23)である.乳 頭部 内視鏡像およ び膵胆道

造影 によ り,乳 頭 ・膨大部癌の診断お よび他疾患 と

の鑑別 も可能で ある.

肝 外胆管癌,膵 頭部癌:縦 ヒダ,被 覆 ヒダの腫大,

十二指腸下行部に浸潤,圧 迫のため粘膜 破壊像,内

腔狹窄 が認 められ る症例 もあるが,十 二指腸 内視鏡

像のみか ら診断す るのは困難な場合が多い.

十二指腸癌,十 二指腸細網肉腫:十 二指腸下行部

に表面不整 な隆起の中に広範囲な辺縁 不整 な潰瘍 を

認め,一 見 して悪 性像 と判断で きる ものであるが,

内視 鏡像 か らは両者の鑑 別は困難であ り,細 胞診 お

よび生検 が必要で ある.

〔細胞診 および生検 につ いて〕

癌 の診断確定は細胞診 また は生検による.5),6)

内視鏡直視下に行 う吸引細胞診によ る癌診断成績

は,肝 外胆管癌例,膵 頭部癌例,乳 頭 ・膨大部癌例

では良好 であるが,肝 内胆管癌例,膵 体 ・尾部癌例

では腫瘍 の位置 が乳頭 開口部か ら離 れているため,

診断 で きない場合が多い.癌 の存 在部位 が乳頭開 口

部周辺 に近 いほ ど癌診断率は高い と云 える.

乳頭 ・膨大部癌 第 Ⅱ型 および第Ⅲ型,胆 管癌例,

膵癌例 の中で十二指腸粘膜面 に癌が波及 していない

場合は生検 では診断 で きず,細 胞診が有力 な検査法

となる.

生 検は ビラン,潰 瘍,粘 膜の不整な部分よ り採取

すべ きで,乳 頭 ・膨大部癌第 Ⅰ型,乳 頭 ・膨大部癌

第 Ⅱ型 の うち,粘 膜表面 に癌が波及 してい る症例,

十二指腸癌例では診断成績 は良好 であ る.

Ⅴ.　結 語

胆道,膵,十 二指腸 の悪性腫瘍56例 の胆道 レ線像

および十二指腸内視鏡像 を検討 し,内 視 鏡的逆 行性

胆道 造影法 の診断能 と限界 を明確に し得た.結 論は

次の如 くである.

1. 胆道造影 成績 は肝 内胆管癌例,肝 外胆管癌例

では良好 であるが,乳 頭 ・膨大部癌例,膵 頭 部癌例
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では造影 で きない例が 多い.

2. 肝 内胆管癌例 の レ線像は肝内胆管 分枝の浸潤

破 壊像,辺 縁不整 な狹窄像が特徴的である.

3. 肝 外胆管癌例 は レ線像か ら腫瘤形成型 と浸潤

型 とに大別 された.レ 線像 は,腫 瘤形成型 は断裂 像,

狹窄像,陰 影欠損像 を示 し,浸 潤型は狹窄像 を示 し

た.断 端部,狹 窄部 の不整像が特徴的である.

4. 膵頭 部癌例 では総胆管膵部の圧迫浸潤像 を認

め,断 裂像,狹 窄像,圧 排像,屈 曲偏位像を示 した.

膵体 ・尾部癌例 では断裂像,狹 窄 像 を示 した.辺 縁

は平滑 な例が大部分である.膵 癌例では胆管像 に異

常 を認 めない症例 もあ り,膵 管像 と併 せて診断す る

必要 がある.

5. 乳頭 ・膨大部癌例 の レ線像は総胆 管末端部の

辺縁不整 な陰影 欠損像 が特徴的 である.

6. 十二指腸細網 肉腫例 では総胆管末端部 か ら膵

部にかけて,辺 縁 平滑 な狹窄像 を認めた.

7. 乳頭 ・膨大部癌例 は内視鏡像か ら診断上,主

乳頭 に病変 の著明な もの(第 Ⅰ型),縦 ヒダの腫大

を主病変 とす る もの(第 Ⅱ型),主 乳頭 および縦 ヒ

ダに腫大 を認めない もの(第 Ⅲ型)に 大別 された.

第 Ⅰ型 は主乳頭 の腫大,発 赤,表 面の不整 が特 徴的

であ り,第 Ⅱ型は主乳頭 に著変 を認めず,縦 ヒダの

腫大,硬 結が著名であ る.第 Ⅲ型 は内視 鏡像 か らは

診断困難 であ り,膵 胆道造影 が必要 である.

8. 十二指腸癌例,十 二指腸細網肉腫例 の内視鏡

像では,十 二指腸下行部 に表面不整 な隆起の中に広

範囲の辺縁不整 な潰瘍 が認 め られ た.内 視鏡像か ら

両者の鑑 別は困難 であった.

9. 細胞診 による癌診断成績は肝外胆管癌例,乳

頭 ・膨大 部癌例,膵 頭 部癌例 では良好で あるが,肝

内胆管癌例,膵 体 ・尾部癌例 では診断で きない場合

が多い.生 検 は乳頭 ・膨大部癌例の うち,十 二指腸

粘膜面 に癌浸潤 のある症例,十 二指腸癌例 では有効

で ある.

十二指腸 フ ァイバ ースコープによ り内視 鏡観察,

膵 胆道造影,細 胞診,生 検 を積極的に施 行すれば,

胆道,膵,十 二指腸 の悪性腫瘍 の術前診断 は向上 し,

切除可能 な,よ り早期の癌 も発見で きると考える.

稿を終 えるにのぞみ,御 指導,御 校閲を賜 った恩

師平木潔教授,原 田英 雄講師 に深謝致 します.ま た

御協力を賜 った研究室 各位に深謝致 します.

(本論文の要旨 は第15回 日本消化器 病学会 ・第11回

日本内視鏡学会 ・第11回 日本胃集団検診学会合同秋

期大会(1973,広 島)お よび第16回 日本消化器内視

鏡学会総会(1974,東 京)に て発表 した)
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Studies on endoscopic retrograde cholangiograms

Part Ⅲ

Studies on cholangiograms in cases with malignant 

tumors of the biliary tract, pancreas and duodenum

by
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(Director: Prof. Kiyoshi HIRAKI)

Following conclusions were obtained on the basis of studies on endoscopic retrograde cholan

giograms in 56 cases with malignant tumors of the biliary tract, pancreas and duodenum.

1) The rate of success of a retrograde cholangiography was high in cases with cancers of the 

intrahepatic and extrahepatic bile ducts, and was low in cases with carcinomas of the pancreatic 

head, duodenal papilla and ampulla of Vater.

2) Characteristic irregular stenosis or obstruction with proximal dilation was found in a case 

with carcinoma of the intrahepatic bile duct.

3) Carcinoma of the extrahepatic bile duct was divided into two types, i.e. papillary and in

filtrative growths. The former revealed irregular stenosis and obstruction of the bile duct, or 

filling defect with dilatations of the proximal portion of the bile ducts, and the latter irregular 

stenosis of the bile ducts.

4) The cholangiogram of the patient with carcinoma of the pancreatic head revealed compres

sion and infiltrations of the intrapancreatic common bile duct.

5) The cholangiogram of a patient with carcinoma of the duodenal papilla and ampulla was 

characteristic by showing an irregular filling defect at the end of the common bile duct.

6) Endoscopically, the carcinoma of the duodenal papilla and ampulla were divided into the 

following three types.

(ⅰ) Type Ⅰ is the malignant lesion localized at the major papilla.

(ⅱ) Type Ⅱ is marked swelling found at the longitudinal fold.

(ⅲ) Type Ⅲ showed the major papilla and longitudinal fold almost normal. Endoscopic pan

creato-cholangiography is mandatory for types Ⅱ and Ⅲ.

7) The cytological examination of the pancreatic juice and bile is very useful to make the 

diagnosis of carcinomas of the extrahepatic bile duct, pancreatic head, duodenal papilla and am

pulla, whereas the method was not so efficient in carcinomas of the intrahepatic bile buct and of 

the body and tail of the pancreas. Biopsy is also helpful to make the diagnosis of malignant tu

mors of the duodenum and carcinoma of the duodenal papilla and ampulla.


