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胆道系疾患による閉塞性黄疸患者の膵外分泌機能
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　　Exocrine　pancreatic　function　was　studied　by　pancreozymin・secretin　test（PST）in　16　patients

with　obstructive　jaunClice　of　biliary　origin，90f　whom　had　common　bile　duct　carcinoma（CBDC）

and　7　common　bile　duct　stone（CBDS），

　　Analysis　of　PST　data　revealed　hypersecretion　to　some　extent　in　60f　g　patients　with　CBDC

（66．7％），while・n・…fth・p・ti・nt・with　CBDS　rev・a1・d　hypersecreti・n　b・t・ather　a　t・nd・n・y　t・

hyposecretion．　This　differellce　may　be　related　to　the　alteration　of　pancreatic　ducts　foulld　on

endoscopic　retrograde　pancreatography　which　revealed　only　normal　to　minimal　changes　in　patients

with　CBDC　butエnoderate　to　marked　changes　iエ1　patients　with　CBDS．　The　secretory　pattem　of

duodenal　juice　by　PST　in　patients　with　CBDC　showed　increases　of　secretory　volume，　bicarbonate

concentration　and　bicarbonate　output　ill　the　post－secretin　phase．　These　hypersecretory　exocrine

pancreatic　patterns　in　patients　with　CBDC　may　be　attributable　to　the　delayed　inactivation　of

secretill　in　the　liver，　but　its　precise　mechanisms　remain　to　be　further　elucidated．　Shinshu　Med，．
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　　閉塞性黄疸，膵外分泌機能，パソクレオザイミソーセクレチソ試験

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肝・胆道系に何らかの閉塞，狭窄およびうっ滞を認め

　　　　　　　　　　　1　はじめに　　　　　　　　　　た症例につき，pancreOzymin・secretin試験（以下

　閉塞性黄疸の原因は多岐にわたっているが，胆道系　　P－S試験）を施行し，膵の外分泌が充進することを報

や膵疾患によるものがもっとも多い。胆石症は慢性膵　　告しているが，その原因，病態についてはいまだ不明

炎の成因々子でもあることから胆石症一般の膵外分泌　　な点が残されている。今回われわれは，胆石症および

機能に関しては以前より報告されているが1），胆道原　　胆道癌による閉塞性黄疸症例における膵外分泌機能を

性の閉塞性黄疸における膵外分泌機能に関しての報告　　検討し，さらにその病態を明らかにする同的で，内視

は少ない。1973年，西田ら2）は，比較的短時日の間に　　鏡的逆行性膵管造影endoscopic　retrograde　pan・
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　　creatography（以下ERP）による膵管像，　P－S　　がい，正常，軽度変化，中等度変化，高度変化の4段

　　刺激による肝胆汁の分泌状態を検索し，肝疾患，膵疾　　階に分類した。

　　患における十二指腸液の分泌パターンと比較し検討し　　　B　閉塞性黄疸患者の肝胆汁の動態

　　たのでその成績を報告する。　　　　　　　　　　　　　　経皮的胆汁ドレナージpercutaneous　transhepat－

I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ic　chQlangiography　with　external　drainage（以

　　　　　　　　　　　ll対象と方法　　　　　　　　　　下PTCD）を施行したCBDC　6例（男性4例，女

　　　A　閉塞性黄疸患者のP・S試験，ERP　　　　　　　性2例，41～72歳・平均63・5歳）にP－S試験と同様

　　　閉塞性黄疸をきたした総胆管結石common　bile　　な方法でP－S刺激を行い，　PTCDチューブより得ら

　　duct　stone（以下CBDS）7例（女性2例，男性5例，　れた肝但汁を20分間隔で80分間採取し，液量，重炭酸

　　50～69歳，平均60，3歳），および総胆管癌　common　　塩濃度，重炭酸塩排泄量，アミラーゼ排泄墨を各分画

　　bile　duct　carcinoma（以下CBDC）9例（女性2　　ごとに測定した。

　　例，男性7例，48～82歳，平均62．8歳）にっいて，　　　C　各種疾患におけるP－S試験による十二指腸液分

　　P－S試験を施行し，液量，最高重炭酸塩濃度（rnaximal　　　　泌パターンの比較

　　bicarb。nate　concentration，以下MBC），アミラー　　　健常者29例，膵過分泌が存在するアルコール性肝硬

　　ゼ排泄量を測定した。正常値は，正常人29人（男性14　　変5例，分泌低下のみられる慢性膵炎5例のP－S試験

　　人，女1生15人，20～72歳，平均42．1歳）のmean±　　の結果とCBDCのそれとを比較し，十二指腸液の分

　　2SDとし，液量2．7±1．　Oml／kg（1．7～3．7），　MBC　　泌パターンの面より検討した。

　　102±22．4mEq／1（79．8～124．6），アミラーゼ捌…泄最
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　皿　成　　　績
　　3，10G±1，520U／kg（1，580～4，620）とした。

　　　上記閉塞性黄疸16例中，ERPを施行しえた12例に　　　A　閉塞性黄疸患者の膵外分泌機能およびERP像

　　ついて膵管像を検討し，膵外分泌機能との相関を検討　　　cBDc　9例，　CBDs　7例のP－s試験の結果はFi9．

　　した。ERPによる膵管像の判定は小田分類3）にした　　1のごとくで，液量はCBDC　9例申3例に過分泌を

volume（ml／kg）　　　　　　　　　　　　MBG（mEq／1）　　　　　　　　　　　　　Amylase　output（u／kg）

5

4

3

2

1

紹

①

㊥

⑳　　　　　　　　o

㊤

o
霧　　　　o

o

o
o
o

◎

250

200

150

100

50

⑲

②

②

oo
o o

㊤

O　　　　　　　　o

5000

4000

3000

2000

1000

o

o

o
②

⑱

⑧　　　　　　　o

O
④　　　　　　　00

o
㊤

o

⑰

⑳

Fig．1　Pancreozymin－secretin　test　in　patients　with　obstructive　jaundice　of　biliary

　　　　origin．　Shaded　areas　represent　normal　range．⑧：Patients　with　common

　　　　bile　duct　carcinoma，○：patients　with　common　bile　duct　stone．
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Fig，2　Comparison　of　pancreozymin－secretin　test（PST）and　endoscopic　retrQgrade

　　　　　　pancreatography（ERP）findings　in　patients　with　obstruc亡ive　jaundice　of

　　　　　　biliary　origin．⑧：Patients　with　common　bile　duct　carcino皿a，○：patients

　　　　　　with　common　bile　duct　stene，
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10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fig，3　Secretory　pattern　of　hepatic　bile

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　juice　obtained　by　PTCD　followillg

mEq／20　min　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pancreozy皿in　a1ユd　secretin　stimula－

2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tiorしin　6　patients　with　obstructive

　　　　　　　　　　　　　　　　　Bicarbonate　output　　　　　　　　　　　jaundice（common　bile　duct　carci・

1　　　　　　　　　　　　・。m・）・D・ta　rep・ese・t　M・a・±SD・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p：post－pancreozymin　phase；20　min

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　after　injection　of　pancreozymin．　S：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　post－secretin　phase；values　during

U／kg　20。i，　　　　　　　　　　thρ且rst　20　min（S1＞・．tlle　sec？nd　20
0，5　　　　　　　　　　　　　mm（S2）・・nd　th・th・rd　20　m・・（S3）
　　　　　　　　　　　　　　　　　Amyiase　output　　　　　　　　　　　　　　　　　　after　injection　of　secretin，

basal　P　SI　S2　S3
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認め，最高値は4．4m1／kgであった。一方CBDS　　等度変化を認め，そのうち2例に膵外分泌機能低下が

では過分泌例はなく7例中3例に分泌低下を認めた。　　みられた。

MBCはCBDCの3例に過分泌を認め，　CBDSの　　　B　総胆管癌例におけるパンクレオザイミン，セク

4例は低下していた。アミラーゼ排泄最はCBDCの　　　　レチン刺激による肝胆汁分泌の動態

1例が正常値を越えていた。すなわち，CBDC症例　　　総胆管癌でPTCDを施行した6例についてパソク

中何らかの因子の過分泌を認めたものは9例中の6例　　レオザイミン，セクレチン刺激による肝胆汁について

（66．7％）であり，一方CBDS症例においては7例　　液量，重炭酸塩濃度とその排泄蚤，およびアミラーゼ

中5例（71，4％）に分泌低下を認めた。　　　　　　　排泄量を検討した成績をFig・3に示した。液量は刺

　閉塞性黄疸のERP像と膵外分泌機能との関係は　　激前9。8±2，2ml（mean±SD）・パンクレオザイミソ

Fig，2に示すごとく，　ERPを施行したCBDC　8　　（以下P）投与後，13．4±5・5m1と増加し，セクレチ

例中7例は膵管像は正常でありその内4例はいずれか　　ソ（以下S）投与後は，22・7±5・2mlとさらに増加し，

の因子が過分泌であった。また，軽度変化が1例みら　　以後14．0±2．2m1，7．2±2．2mlと前値に戻った。重炭

れたが，中等度，高度変化を示す症例は認められなか　　酸塩はもともと肝胆汁中に存在するが，P刺激によっ

った。一方，CBDSでは2例に高度変化，1例に中　　て27．5±5．4mEq／1から35．7±8．5mEq／1と上昇し，

　　　　　　　　V・lumθ　　　　　　　　　　　　副carb。nate　output
　ml／20　min　　　　　　，ロ、、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
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　Fig，4　Secretory　pattern　of　duodenal　juice　by　PST　in　patients　with　obstructive

　　　　　jaundice（N＝9），　alcoholic　cirrhosis（N＝5），　chronic　pancreatitis（N　・5），

　　　　　a且dnormal　sしlbjects（N＝29）。　Connected　lilles　represent　mean　values　in

　　　　　each　phase；⑱一⑦　normal　subjects，　ロ……□　alcoholic　cirrhosis，　△

　　　　　一一一・△　chronic　pancreatitis。　Shaded　areas　represent　mean±SD　in

　　　　　obstructive　jaundice（common　bile　duct　carcinoma）．　P：post－pancreozymin

　　　　　phase；20　min　after　i且jection　of　pancreozymin．　S：post－secretin　phase；

　　　　　values　during　the　first　20　min（S1），　the　second　20　min（S2），　and　the　third

　　　　　20mi皿（S3）after　illjectioll　of　secreti且．
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さらにS刺激にて57．2±12．1mEq／1まで上昇した。　　変は肝での・アルコール性肝硬変では膵と肝での，また

肝胆汁中のアミラーゼは刺激前値で0・16±0・09U／k9　　ヘモクロマトーシスでは膵のductal　reduplication・

と低値で，刺激後も増加しなかった。以上より肝胆汁　　hyperplasia，　hypertrophyが，　Zollinger・Ellison

の液最および重炭酸塩はP－S刺激で増加がみられた。　　症候群では消化管ホルモンに対する膵の感受性の高ま

　C　閉塞性黄疸および各種疾患におけるP－S試験に　　　りがそれぞれ原因であるとしている。われわれが経験

　　よる十二指腸液分泌パターンの比較（Fig・4）　　　した3因子とも過分泌を示したCBDCの1剖検例に

　1）液量：閉塞性黄疸例では，P刺激後20分48・4±　　っいて，肝・膵を光顕的に観察したが・小胆管・小膵

7．2ml（mean±SD），　S刺激後20分66，4±6。1，　S刺　　管の増生，膵腺房細胞の肥大などの所見は認められな

激後40分54，1±6．2，60分49・7±4・6であり，肝硬変症　　かった。胆管・膵管造影や光顕的検討では明らかにし

過分泌例の92，0±11．6，124・　0±8・0，96・2±6・　4，　64・　0　　えない小膵管・小胆管の変化については，今後電顕レ

±13．gほどではないが，健常人の45．0±7．6，75．4±　　ベルで検討する必要がある。

7，2，37．0±2．5，36．　0±3．4に比してpost－secretin　　　p－S試験の評価においては肝胆汁の影響を考慮する

phaseで液量が増加，かつ維持する傾向を認めた。慢　　必要があるが・胆管癌による閉塞性黄疸例のPTCD

性膵炎では32．4±5．1，38．4±5．O，21，6士2・4，13・8　　でえられた肝服汁の検討では，　post－secretin　phase

±2，2と低分泌を示した。　　　　　　　　　　　　　で液量，重炭酸塩排泄が増加しかつ持続した・これは，

　2）重炭酸塩濃度および排泄墨：閉塞性黄疸症例で，　肝胆汁中にセクレチソ刺激によって胆管上皮細胞から

濃度，排泄量ともに高い傾向があり・しかも両者とも　　分泌される重炭酸塩が存在することを示しており，閉

post・secretin　phaseで持続した。一方肝硬変症では　　塞が不完全である閉塞性黄疸症例においては肝胆汁の

濃度は低く，排泄量は増加していた。　　　　　　　　　影響を考慮する必要があろう。しかし，一方において

　3）アミラーゼ排泄量：慢性膵炎では低値を示し・　　は，われわれが経験した1例は完全閉塞を認め，この

他3群ではほぼ同様なパターンを示した。　　　　　　症例においても膵過分泌が認められていることから，

　以上より，閉塞性黄疸症例においては，post－se一　　肝胆汁の影響を過大評価すべきでないと考えられる。

cretin　phaseで液量，重炭酸塩の濃度および排泄量の　　　また，ヒト膵外分泌が胆汁酸の十二指腸内投与によ

過分泌が認められた。　　　　　　　　　　　　　　　って著しく充進することが報告され5），さらに血中セ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クレチソが上昇することが認められている6）。閉塞性

　　　　　　　　「v考　案　　　　鑓症例臨いて齢中胆汁酸濃度が上肌ており，

　胆管癌および胆石症による閉塞性黄疸例における膵　　その直接作用で膵外分泌が充進する可能性も否定でき

外分泌機能について検索を行った今回のわれわれの成　　ない。しかし，原ら7）がラットにursodes。xycholic

績では，胆石症における閉塞性黄疸例と胆管癌による　　acidのNa塩を十二指腸内投与と静注負荷時の膵液

ものとの間では膵外分泌機能は異なり，前者では機能　　分泌にっいて検討した成績では，十二指腸内投与に比

低下の傾向を，後者においては，とくに液墨と重炭酸　　　べて，静注負荷時には膵液分泌の促進効果が得られな

塩の過分泌の傾向を認めた。このことは，胆石症にお　　かったと報告している。

いてはERPで慢性膵炎でみられる変化を多く認める　　　閉塞性黄疸例では胆汁が十二指腸内に流入しないた

のに対して，癌症例においては認められなかったこと　　め，negative　feedback機構により，十二指腸の向

と関係あると思われる。またこの成績は胆管癌のごと　　膵ホルモン産生細胞が増殖して膵外分泌が充進するこ

く比較的短期間内に生じた閉塞性黄疸例においては膵　　とも考えられるが，これに関しては今後の検討が必要

外分泌機能は過分泌の傾向にあることを示している。　　であろう。

しかし，胆管癌においても長期にわたると膵への転移　　　馬場ら8）は，肝門部胆管切離法による閉塞性黄疸ラ

あるいは栄養障害によって膵外分泌機能の低下が生ず　　ットにおいて膵重量の増大，膵内アミラーゼ量，蛋白

ることが予想される。　　　　　　　　　　　　　　　　量増加を認め，閉塞性黄疸が膵に栄養効果をもたらす

　膵外分泌機能の過分泌の機序については種々の見解　　ことを報告した。彼らはこの栄養効果の原因はCCK一

がある。Dreilingら4）は膵過分泌を示す疾患は肝硬　　PZやセクレチンの向膵ホルモンの持続的血申上昇に

変，Z。Ilinger・Ellison症候群，ヘモクロマトーシス　　よるものと想定している。また膳所ら9）は，閉塞性黄

などであるとし，非アルコール性肝硬変，胆汁性肝硬　　疸犬においては血中セクレチソ値は上昇し，減黄術後
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には正常化することを認め，この場合の高セクレチン　　排泄量のなんらかの因子の過分泌を，一方総胆管結石

1血痘は肝での向膵ホルモソの不活化阻害による機序が　　は低分泌の傾向を認めた。またERPによる膵管像

最も考えられるとしている。われわれの各疾患におけ　　は，胆石症例に高度変化群が多く，癌症例では正常

る膵外分泌パターソからの検討では，閉塞性黄疸例に　　群が多く，両者の膵に与える影響は異なると考えられ

ついてはPost・secretin　Phaseの後半40分間での液　　た。

量，重炭酸塩排泄量の増加，維持がみられた。このこ　　　2　P－S試験による十二指腸液分泌パタ・一ソの検討

とからも，過分泌の原因はセクレチンなど向膵ホルモ　　では，胆道癌による閉塞性黄疽例で，post－secretin

ンの肝内での不活化阻害による可能性が考えられた。　　phaseで液量，重炭酸塩の分泌尤進が認められ，セク

最近セクレチンの高感度Radioimmunoassay系が　　レチンなどの向膵ホルモソの肝での不活化阻害による

確立し10），またCCK－PZの測定が可能となり，今　　ものと考えられた。

後さらに閉塞性黄疸症例における膵機能，分泌動態が　　　3　胆道原性の閉塞性黄疸症例における膵過分泌の

明らかにされるものと思われる。　　　　　　　　　　機構についてさらに今後検討が必要である。

　　　　　　　　W結　語　　　　　本礪の一部は「螂省齢研究（A）閉塞性麹・

　1　胆道原性の閉塞性黄疸における膵外分泌機能を　　　おける多臓器障害の病態と治療」　（佐藤班）の援助を

P－S試験を用いて検討したところ，総胆管癌9例中6　　うけた。

例（66，7％）に液量，最高重炭酸塩濃度，アミラーゼ
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