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胆のう造影で胆のう体部の狭窄を示す HC型 胆のうを3亜型に分類し, これら形態とその成因および

胆石との相互関係を検討した結果,①  分 離型は壁内結石,隔 壁型は隔壁形成に原因することが多く,砂

時計型は種々の成因による内腔狭窄を認めた。② 分 離型および砂時中型は全例胆のう結石を認めたが,

隔壁型では62%に 胆石を伴つていた。③ 壁 内結石や R‐A sinlls増殖等の後天性原因の全症例に胆石の合

併をみたが,隔 壁形成や SerOSal typeの先天性原因による症例では76%に 胆石が合併していた.以 上の成

績より単一胆のうにみられる三房性胆 のうの 1つである HC型 胆のうは胆石を起しやすく,臨 床上重要

な疾患と考える.

はじめに

胆のう形態は本来 VariatiOnが多く,さ らに胆石症や

炎症などの二次的病変が加わつて複雑多岐な形態を示す

ようになる。従来より胆のう体部に何かの原因で内腔狭

窄をきたし,形 態的に二房性内腔を皇する二房性胆のう

はその二房の形態,二 房を形成する狭窄の状態およびそ

の原因等により隔壁胆のう,砂 時計胆のう,体 部屈曲胆

のうなどの名称で報告されている。しかし報告者により
一定しないために,種 々の名称で呼ばれ,様 々な形態を

示すこれらの二房性胆のうを総括的に把握することが重

要と思われる。最近になりこの二房性胆のうをHOurglass

Callbladder(Deformity)り1い(以下 HC型 胆のうと略す

が,HG型 胆のうは二房性胆のうと同意語として用い,

従来の砂時計胆のうも含む)の 名称のもとに総称されて

る。

HC型 胆のうは日常診療でしばしば遭遇する胆のう形

態異常にもかかわらず,こ の成因に関しては不明瞭な点

が多い。それ故に HC型 胆のうの成因,胆 のう造影上の

胆のう形態の相果および胆石症との相互関係を解明する

ことは胆のう疾患の治療上大切な事と思われる。

症例および方法

昭和48年4月 より昭和51年3月 までの3年間に浜松医

療センター外科に入院した患者で胆のう造影 (経日法,

経静脈法,経 口・経静脈併用法,点 滴静注法)を 行つた

症例の中,胆 のう造影上二房性胆のう,す なわちHC型

胆のうを示す33例を対象とした,HC型 胆のうの胆のう

造影上の診断基準として,腹 臥位,仰 臥位および立位の

いずれの体位のX線 写真でも胆のう体部が狭窄を示し二

房性胆のう形態をとるものとした。

これら33症例中31例は胆のう摘出を行い,摘 出胆のう
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を肉眼的に観察し SteP Sectionに より組織学的に 検討

した.非 胆のう摘出例の 2例 は他疾患のために開腹され

た際に胆のうの肉眼所見,触 診所見に基 づいて HG型

胆の うの成因を推定した。

成  殺

(1)症 例の年齢,性 別 :33症例の年齢は26歳より74

歳までに分布し,平 均年齢は50歳 .性 別では男性17人,

女性16人でほぼ同数であつた (表 1).

表 l  Att and sex distribution Of the patients with

hourglass gallbladder.The cOlums indicates

number Of the patients in which ch01ecyste‐

CtOmγ Was done during 1973‐197o.

30 40  50  00  70 80

_AGE(Vrs)o一 一一一一――

(2)症 例の主症状 :入院時の主症状は下記のようで

あつた。右上腹部痛が25例,右 上腹痛に黄疸を伴つてい

たものは4例 で,残 りの4例 は胃癌の診断で入院した症

例であつた.ち なみに胆 のう造影上 HG型 胆 のう症例

33例の胃・十二指腸併存疾患は胃癌 5例 (その中早期癌

4例 ),胃潰瘍 2例 ,胃 粘膜下腫瘍 1例およびに 指腸潰

易 1911であつた。大多数の症例は胆石症状を主症状とし

ているが,前 記 9例 の内4例 は胃癌 の手術 のため入院

し,胆 のう造影で HC型 胆のうが発見された症例 であ

つた。

(3)胆 のう造影像

胆のう造影上二房の形態的,位 置関係 にもとづ い て

HC型 胆のうを次の3亜 型に分類した。

(a)分 離型 (diVided type):二房が完全に分離して

いてあたかも胆のうが重複しているように造影されてい

るもの (図 1).
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(b)砂 時計型 (hOurglass type):二房が一部でつな

がるもので,砂 時計の形態に類似 するために従来 より

hourgiass galibladderとぃゎれて きたものに一致 する

(図4).

(C)隔 壁型 (SCPtal tyPc):二房が線状陰影欠損で

隔てられるもので,報 告にみられる隔壁胆のうに相当す

る (図7).

HG型 胆のう33例はおおよそこの3亜型の分類にあて

はめることができ,分 離型 (diVided type)6例,砂 時

計型 (hOurglass type)14例で,隔 壁型 (Septal type)13

例であつた.

(4)摘 出胆のうの肉眼的および組織学的所見 :

(a)隔 壁 (中隔)形 成 (Septum fOrmがon)

図 l CholeCystogram Of hOurgiass gallbladder(di‐
vided type). Each loculus cOntains gallstO‐

図 2  Excised gallbladdershOwing the thickened wall

with narrowed lumen and intramural gallsto‐

nes.Schematic diagram at the left bottom

deコnonstrates IOcatiOn Of intramural gallstO‐
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図 3  HiSt010gic section of the

cystically dilated R‐A

gallst∞es)

thickened wall with

siIItlses(intramural

図 5
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Excised gallbladder shOwing the narrowed lu‐

men with the thick wali between the bodァ

a■d infundibulum.

図 4 Cholecystogram of hourglass gallbladder(h。‐

tlrglass type).

胆のう体部に隔壁形成がみられ,そ のために胆のう内

腔狭窄を示す症例は15例であつた.隔 壁は種々の形態を

示していたが基本的には胆のう壁のひだ状隆起を呈する

ものが半数以上を占め,残 りの隔壁は肉眼的に膜様隔壁

であつた.こ の膜様隔壁は胆のう胆石自体による胆のう

壁の圧迫陥凹によりできる蜂単状,多房性胆のう (PSeぃ

dOmultiseptate gallbladder)の隔壁とは異なつていた。

前者のひだ状隆起よりなる隔壁は幅が広く低いものから

細 くて高いものなど様々であつた。これら隔壁は組織学

的に本来の胆のう壁の構造に類似し,幅 が広くて低い隔

壁は裾野のごとく両側より粘膜,筋 層がテント状に隆起

していた.細 くて高い隔壁は中心部が結合織より成 り両

4Rlに粘膜す筋層が認められた,膜 様隔壁は線維性結合織

Histologic section(horiZOntal)of the thicX

wall.The wall is thickened with hyPerPlas‐

tic R‐A sinuses(R‐ A sinus hァperPlasia)・

より成つていた。これら隔壁の炎症性細胞浸潤の程度は

個々の症例により異なり,各 々の胆のう壁の炎症性細胞

浸潤と同程度であつた (図8,9).

(b)壁 内胆石 (intramural gallstones)

壁内胆石によるものは8例で,胆 のう体部内腔狭窄部

に一致して数個の壁内胆石が認められ,同 部は肥厚性で

粗な粘膜面には Ch01eSterosisを伴つていた.組 織学的

に Rokitansky‐AschoS's sintls(以下 R‐A sinusと略す)

はのう胞状に拡張し,そ の内腔に結石を認め,壁 全体に

炎症性細胞浸潤と結合織の増殖を伴つていた。このよう

な症例では炎症性の壁肥厚および疲痕収縮により内腔狭

窄をきたしたものと考えられた (図2,3).

(c)R‐ A sinus弾勤直 (R‐A sinus hyPerPlasia)

図 6
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Histologic section shOwing the septum

the thickened wa11(sePtum formation)(

図 7  Ch01ecystogram of hourgiass gallbladder

ptal type).

図 8  Excised gallbladder. The septum is found

between the body and infundibulum. The

fundus is of diverticulum‐like dilatation.

Kinglのの ChOlecystitis giandularis proliferansゃ」u‐

traSlつの adenomyomatosis(segmental tyPe)に一致す

ると考えるが,彼 らの症例に比較して R‐A sinusと筋線

維の増殖が軽度であつたので穴沢りにならって前記のよ

うに仮称した。胆のう体部狭窄部の壁は肥厚性で同部の

粘膜面には他の粘膜に比較してより高度の Ch01esterOsis

がみられた.組 織学的に同部は他の部位 よりR‐Asinus

と筋線維の増殖が日立つたが,前 記の壁内結石の組織像

と基本的に類似していた (図5,6).

(d)Serosal type(Boyden)り

and

■||!芋=琴=|■|!1111■111i:=手手=ユlil背

胆のう体部が胆のう鴛自体の異常屈曲ヵ隆起部に固定

された場合,同 部に一致する体部内腔が狭窄をきたした

もので一般に胆のう壁自体 には変化 がないとされてい

る。SerOsal typeは4例で,摘 出胆のうの内腔には狭窄

がなく組織学的に異常所見を指摘出来なかつた。

(C)疲 痕形成 (SCar Formation)

胆のう内控狭窄部に一致して星状形索状の赦痕形成が

みられた。組織学的に粘膜は消失し,筋 層は疲痕性結合

織で置換されていた.

(5)胆 のう形態 (X線 上)と 成因との関係 :

胆のう造影上 HG型 胆のうの3亜型 と成因との関係

を検討した。分離型 (diVided tyPe)の成因は壁内胆石

4例 ,R‐A sinus増殖 1例あよび SerOSal type l例で,

砂時計型 (hOurglass type)では隔壁形成 7911,壁内胆石

4例 ,R‐A sinus増殖 2例 , 赦痕形成 1例であつた。隔

壁型 (Septal ttte)は隔壁形成 9例 ,SerOsal type 4例

が成困として認められた.以 上の成績よりHG型 胆 の

う形態と成困との関係は分離型は壁内胆石にそして隔壁

型は隔壁形成によると云えるが,砂 時計型は成因が種々

であつた。成因が同一であつても胆のう造影上胆のう形

態に相異がみられたが,こ の点について検討してみた。

成因が壁内胆石の場合胆のう造影上分離型と砂時計型が

みられたが,分 離型を示した胆のう壁の炎症性肥厚が著

しく,そ のために内腔狭窄が高度となり胆のう造影上分

離型を塁したものと推定された.同 様に隔壁形成でも低

い隔壁が胆のう全周におよぶ場合が隔壁型に多く,半 周

ないしそれ以下の症例では砂時計型を示していた (衰

2 ) 。

(6)胆 のう型 (X線 上)と 胆石との関係 :
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表 2  恥 e relatiOnshiP OF ch。lecystograms of hOur‐

glass gallbladder to etiology.

胆摘症例はHG型 胆のう33例中31例であつたが,29例

に胆石がみられた。29例中28例は胆のう胆石 (その中6

例に総胆管結石を伴つていた)で ,他 の 1例は総胆管結

石のみであつた。残 りの2例はともに MeitzerLyon法

で胆砂を認めたが,摘 出胆のう内に結石をみなかつた。

しかし1例は ChOleSterosis胆のうであつた.胆 のう内胆

石28例の胆石の種類はコ系石15例,混 合石 8例 ,ビ 系石

5例であつた。

胆のう造影上の胆のう形態と胆石との関係をながめる

と,分 離型および砂時計型全例に胆石を認めたが,隔 壁

型13例中5例 に胆のう内胆石が存在 しなかつた。胆 の

う形態と胆石の種類との関係 は表3の通 りで両者間に

は特に因果関係を浮彫 にすることは 出来 なかつた (表

3 ) .

表 3  The relationshiP of cholecyst昭 陶ms Of hOuち

rglass gallbladder to cholelithiasis.

(7)成 因と胆石との関係 :

成困として壁内結石, R‐A sinus増殖あ よび疲痕形

成例では全例に胆石 がみ られたが,隔 壁形成 の4例 ,

serosal type l例に胆石が認められなかつた。すなわち

壁内結石, RLA sinus増殖等の後天性原因の症例では胆
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石との関係が密接であると理解出来る。さらに隔壁形成

や SeroSal typeの先天性原因でも後天性原因程ではない

にしても胆のう形態異常は胆石を形成しやすいことを示

唆する成績と思われる

考  案

Levinelめによれば HC型 胆のうの最初 の報告者 は

Courvoisier,Hartmann(1890)であると述べている。

しかしながら HC型 胆のうの定義 および名称は報告者

により異なり,彼 ら以後の同意語的名称として Sanduhr‐

formiger Callenblase(Toida,1913)1°biloCular gallbl‐

adder(Rァcroft, 1923)19)hOurglass gallbladder (BOyden,

1928)6)scPtate gallbladder(Belct and Nahan, 1939)44)

らの報告がみられる。これら症例の多くは胆のうX線 検

査が確立する以前の症例であるために胆のうの肉眼的形

態より名付けられたもので ある。 しかし今日の臨床医

にとつては術前の胆のう造影による HG型 胆 のうの診

断が不可欠であり,治 療に際してその成因および胆石

との関係が判明することが望ましいと思われる。1950年

以後 Beilbyり,Flanneryら りおよび BoCkusめに よりこ

の HC型 胆のうを胆のう形態異常の1型 としてとりあ

げるようになつた.Beilbyめ は胆 のう体部 に狭窄 があ

り二房性形態 をとる胆 のうを hOurgiass defOrmityと呼

び,胆 のう底部に狭窄性病変を有しそのために底部の憩

室様形態を示 すものを phrygian caP defomityと総称

することにより,今 まで混迷していた単一胆のうにみら

れる二房性形態異常を明確に整理した.著 者らは胆のう

造影による診断の必要性を考慮し,Bdldyり の簡潔な定

義を参考にして HG型 胆のうを次 のように定義した。
“
胆のう体部に何らかの原因で内腔狭窄をきたし, 胆 の

う造影上二房性形態を塁するもの力
とし,胆 のう造影上

体部狭窄部や二房性胆のう形態が体位変換により消失す

るものは除外した。 このように複雑な形を示す 単一胆

のうの二房性形態異常を BOCkusのぁょび Flanneryりに

ならつて HC型 胆のうと云う名称を用い,胆 のうの形

態,成 因および胆石等の相互関係を総括的に把握するこ

とによりHC型 胆のうの臨床的意義を検討する必要が

あると思われる。

HG型 胆のうの頻度についての報告はほとんど見られ

ない。この理由 として本症が一般臨床家 になじみが薄

く,臨 床上重要でないと考えられていたからだと思われ

る.山 田ら
20は

健康人では体部屈曲は12.4%,砂 時計胆

のうは1.4%,胆 道疾患では前者が17.2%,後 者が2.7%

と述べている。著者の33例中胆摘 を行 つた症例は31例

に
テ
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内腔狭窄を起したものと考えている.

R‐A sinus増 殖による二房性胆のうの胆のう造影症例

を最初に報告した のは Marchlめ と思わ れる。著者ら

の症例では3例 であつたが, R‐A sinus増殖と筋線維の

増生により壁肥厚が認められ,そ のために内腔狭窄をき

たしたものと考えた。一般に R‐A sinusぉょび筋線維の

増殖性病変に対して種々の名称で呼ばれていたが,1960

年 JutraSlつが adenOmyOmatosisという名称を提案し,

以後欧米では'°この名称が用 いられている。著者 らの

症例は彼らの Segmental typeゃ annular typeに相当す

るが, 病変が軽度で典型的とは考え難 かつたので R‐A

SinuS増殖と仮称した。報告にみ られ る adenomyoma‐

tosiぎ)りゆ の Segmental typeゃ annular typeは胆のう

造影上 HC型 胆のう形態を呈している.

HC型 胆のう形態と成因との関係についての論文は皆

無であつた。著者らの症例を胆のう造影上 3亜型に分類

し成因との関係について前述したが,分 離型 は壁内結

石,隔 壁型は隔壁形成によることが多いが,砂 時計型は

一定しなかつた.

さて臨床上最も大切な胆 のう形態異常,特 に HC型

胆のうと胆石との合併頻度について言及した報告は少な

ぃ。Bcibyめは内腔狭窄を示す成人症例40例中38例に胆

石を認めている.著 者らの症例では33例中29711(1例 は

総胆管結石のみ)に 胆石の合併をみている.こ の成績よ

り胆のう内腔狭窄がある症例では胆石が起 りやすいとい

える.と くに後天性原因に基づく例で,胆 のう造影上分

離型,秒 時計型は全例胆石を伴つていた。いずれにして

も胆のう形態異常 があれば機能異常に基 づく胆汁 うつ

滞をきたし,胆 石生成の機転を作 りやすいと考 え られ

る14).

HC型 担のうは比較的多い疾患と考えるが,こ のよう

な単一胆のうにみられる形態異常の臨床的意義は今後検

討を要する課題である。個々の症例を詳細に調べ,多 数

の症例を集積し解折することによりHC型 胆 のうの全

体像が判明するものと思う.

む す び

胆のう造影上 HG型 胆のうを示した33例の成困 およ

び胆石との関係について臨床病理学的に検討した.

1)33症 例の年齢は26歳より74歳まで分布し平均年齢

50歳で,性 別では男性17人,女 性16人であつた。

2)胆 のう造影上 HC型 胆のうを分離型,砂 時計型

および隔壁型の3亜型に分類した。33例中分離型 6例 j

砂時計型14例,隔 壁型13例であつた。

で,こ の期間中の胆石症の胆摘症例は275例で あつた。

したがつて胆摘症例 に対する HG型 胆 のうの頻度 は

11.3%となる.こ れら31例中先天性原因と考 え られ る

septum formationゃretrOSerOsal typeは19例で胆摘症

例の6.9%に相当する。 この成人にみられた先天性 HG

型胆のうの頻度は著者ら
1°が研究した胎児剖検例にみら

れた先天性二房性胆のうの頻度に奇しくも一致する。す

なわち胎児剖検例 (胎齢 5カ月～ 9カ 月)365例 の胆の

うを詳細に研究した成績で先天性胆のう形態異常は30例

で,そ の中23例 (6.3%)は 二房性胆 のうであつた。 こ

れら23例中20例は Septum fOImationがみられ, 3例 は

底部の憩室様拡張を認めた.以 上の成績より先天性原因

に基づく二房性胆のう (特に HG型 胆のう)の 頻度 は

約 6%と 考えられ,成 人の先天性原因の頻度と胎児のそ

れとが一致することより先天性胆のう///態異常は成人の

胆道疾患と密接な因果関係のあることを示唆している。

HG型 胆のうの成因については BOydenつの胎生病理

学的研究 により,そ の先天性原因の全貌が明 らかにさ

れた。彼は胆のう内腔狭窄の失天性原因として胆のう内

腔の Vacuolizationの不全と胆のう寓の屈曲異常 をあ

げ,前者を retrOserosal type(scPtum fOmation),後者を

serosal typeと名付けた。著者らの胎児剤検例にみられ

た胆のう形態異常の原因が隔壁形成 に よるもので あつ

た点を考えると,Boydenつ の提唱するように先天性胆

の形態異常 (とくに単一胆のうにおける)の 原因として

septum fomationと SerOsal typeがぁげられる。 こ の

観点より成人例の成因をながめてみると,著 者らの33例

中21例が先天性原因によると云える。Beilby3)は胆のう

内腔狭窄を示す成人40例,10歳児 1例および胎児11例を

病理学的に研究し,各 群の狭窄部の組織像の類似より成

人の狭窄の原因を Septum formationによる先天性原因

と結論している。

先天性原因に比して後天性原因についての研究は乏し

ぃ.Bockus'は 本症の後天性原因として胆石によりびら

ん性胆のう炎を生じ,そ の結果疲痕収縮 を起し内控狭

窄をもたらすと述べている。著者らの症例では33例中12

例は後天性と考えられ,そ の内訳は壁内結石 8例 , R‐A

SinuS増殖 3 fll,疲痕収縮 によるものは 1例であつた。

Bockusめが指摘 する疲痕収縮は後天性原因 として少な

く,む しろ他の成因が多いように思われる.胆 のう壁内

結石が HC型 胆のうの成因と成 り得 ることはすでに発

表したが1つ
,壁 内結石の場合 RoA sinus内の結石あよび

炎症性増殖性変化が壁の肥厚,収 縮をきたし,そ の結果
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3)成 因 として隔壁形成16例,壁 内結石 8例 ,R‐A

SinuS増殖 3例 ,SerOsal type 5例,疲 痕形成 1例が認め

られた。

4)分 離型の成困は壁内結石 4例 , R‐A ttnus増殖お

よび SerOSal type各々1例で,砂 時計型では隔壁形成 7

例,壁 内結石 4例 ヵ R‐A sinus増殖 2例 ,瀬 痕形成 1例

がみられた.隔 壁型は隔壁形成 9711,Serosal type 4例

が成因として認められた。

5)33例 中28例に胆のう結石がみられ,分 離型および

砂時計型全例に胆石の合併を認めたが,隔 壁型13例中9

例に胆石を伴つていた。

6)成 因と胆石の関係は,後 天性原因である壁内結

石,R‐A sinus増殖, 疲痕形成では全例に胆石の合併が

みられたが,先 天性原因である隔壁形成, SerOsal type

の21例中5例に胆石を認めなかつた。

本論文 の一部 は第5回 日本消化器外科学会大会 (東

京,1975)お よび第62回日本消化器病学会総会 (東京,

1976)で発表した.
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