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石灰乳胆汁 5症例を組織学的に検討し,つ いで本症の胆婁組織像をより明確にするために本症と同様に

胆襲管閉塞が存在する慢性萎縮性胆嚢炎の胆襲組織像と比較検討した。その結果,本 症における胆襲粘膜

の剣脱は軽度で RASゃ 粘液腺形成もより多くて筋層は肥厚性であった.集 膜下層は対照に認められるよ

うな結合織の増生や血管の閉塞性病変もなく,炎 症は軽度で炎症細胞浸潤は粘膜層に限られてみられた。

この成績より本症の胆襲は胆襲管閉塞が存在するにもかかわらず,形 態的に良好に温存されていることが

特徴的であった。これら成績に基づいて胆裏管の閉塞状態と胆嚢病変との関連性を検討し,さ らに石灰乳

胆汁の生成機序について考察を加えた.

索引用語 :石灰乳胆汁,石 灰乳胆汁の胆裏組織像

I は じめに

結石朕頓により胆案管に閉塞が起こると胆裏は急性炎

症を皇し,臨 床経過とともに炎症は鎮静化して胆襲はそ

の終末的病変である atrOPhyないし hydrOPSの形態 に

なると考えられるつり。 この胆襲管閉塞 により発生する

胆襲疾患 (閉塞性胆嚢症,ObStructive cholecystoPathy)

の中,特 異 なX線 像 を塁する疾患 として石灰化胆襲

(CalCined or Porcelain gallbladder) と石冴こ字L几巳ヤ十

(milk Of Caicium bile,limy bile)とがあり,前 者は

高頻度に痛を合併するため,後 者はその成困が興味ある

ためにともに注目されている疾患である。

結石嵌頓により胆襲管閉塞が起これば,こ れに続発す

る炎症のため胆襲組織は破壊されると一般に考えられて

いる。ところが石灰乳胆汁症例では結石嵌頓による胆襲

管閉塞があるにもかかわらず,胆 襲組織は温存されてい

て炎症細胞浸潤や結合織増生も軽度である。本症の胆襲

病変は軽度であり,か つ胆襲が温存されている点が本症

例の特徴と考えられ,こ のことが石灰乳胆汁の形成に重

要な役害Jをなしていると思われる。そこで著者らが経験

した石灰乳胆汁5症例を組織学的に検討した。さ らに

本症の組織像の特徴を 明確 にするために, 本症に胆襲

形態が類似している結石嵌頓 による慢性萎縮性胆妻炎

(Chronic obstructive cholecysloPathy)を対照として両

者の組織像の相違について比較した.こ れら成績に基づ

いて本症の成因について文献的に考察を加えた。

ヽ H 症 例および方法

1973年9月～1979年8月 までの6年間に経験した石灰

乳胆汁症例は5例 であつた。これら5例 (Tab.1)を 対

象として切除胆襲を刺身切 りに全害Jし組織学的に粘膜の

剣脱の程度, Rokitansky‐Aschor sinus(RAS)の 増生,

粘液腺 (mucouS gland)形成,筋 層の肥大,炎 症細胞浸

潤, 壁線維化の状態について検討した。対照に用 ヽヽた

chronic obstructive cholccystoPathyは33例で, 石フ(字し胆

汁症例と同様に切 り出し,同 じ項目について組織学的に

検索し,こ の両者を比較検討した。
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(left) : Note a semi-lunar, opaque configuration in

the fundus (arrow). A stone in the cystic
duct is capped by radio-opaque circular
densities (curved arrow) (case No. 4).

(right) : A plain radiograph shows the contracted
gallbladder outlined by the contained cal-
cium carbonate. An opaque ringJike out-
line of a stone is seen in the cystic duct
(curved arrow) (case No.3).

(left) : The gallbladder is shrunken and contract-

ed. The mucosa appears granular (case

N o . 4 ) .
(right) : The gallbladder is contracted. The muco-

sal surface is trabeculated (case No.3).

Tab. i Clinical summary of limy bile

Cas€
Cl in ica l

Course
Stones

ｉｔｅ

帆

1 KH, 59, F R U Q Pain

(10yrS aゅ )

Pasty mass

Putty- l ike stone
Negative

2 SS, 52,M Cholecyst i t is
( | 5 y r s . a s o )

Milk- l ike l iquid
Negative

3 ST、 50. F

(3 yrs agO)

Putty- l ike paste
Negatrve

4 OK. 35. F Gallstones

(3 .5yrs .  ago)

Putty- l ike paste Cholesterol Negative

5 WT 52. F Gallstones
(9 yrs.  ago)

Mi lk - l i ke  l iqu id Cho les te .o l Negat ive

IH 成   績

1)年 齢 ・性別

5症例の年齢は35～59歳までに分布し平均年齢49.6歳

であり,男 性 1例,女 性 4例であった。ちなみに同期間

の胆石症 例々は534例 (胆裏結石413例,胆 案,胆 管結石

88例,胆 管結石33例)で ,こ れら症例の平均年齢は54.8

歳であり,男 女比は 1:1.5と 女性に多かった。

2)臨 床経過

各症例の胆石症ないし急性胆襲炎の初同発作より手術

までの期間は3年～15年 (平均 8年 )で ,全 例初回発作

時に胆肇造影陰性との診断を受けている.な お症例 1は

高血圧と糖尿病を,症 例 2は肺結核の既往歴と高血圧お

よび痛風を罹患していた。

3)X線 像 (Fig.1)

腹部単純X線 検査 (立体)で 本症のX線 像を次の2型

に大別した。1つは胆裏底部に貯留する石灰乳胆汁の半

月形～円孤状の陽性像と胆案管内に嵌頓している結石の

表面に炭酸カルシウムの沈着像とがみられるものと,他

の 1つは胆襲7//態に一致して胆襲全体が陽性像を塁し,

嵌頓結石表面の沈着像がみられるものであった。前者の

X線 像は3例 に,後 者のそれは 2例 にみられ,症 例 1で

は胆襲底部の半月状陽性像が3週間後に長円形で不整形

な固形陽性像と変形した。

4)肉 眼所見 (Fig.2)

5例 の中4例は萎縮性で他の 1例 (症例 2)は 拡張性

であり,衆 膜面は平滑で炎症を認めなかった。胆案を肝

床面で縦軸に沿って切開してみると,全 例胆案管に結石

嵌頓がみられ,同 結石は白色の斑点～斑紋状の炭酸カル

シュウムで被われていた。結石種はヨ系石 3例 ,混 合石

2例 で,内 容物は乳汁様液体～白墨様回形物と症例によ

り異なっていて,症 例 1ではさらに粘液様物質が多量に

認められた。全例壁は軽度肥厚性で炎症所見に乏しくぅ

Fig. I Plain X-ray films (upright)

Fig. 2 The resected, opened gallbladder



Tab. 2 Histological summary of limy bile

NO Case Mucosa R-A sinus
Mucus

G!and

Gob,et

CeW

Muscle

Hypertrophy
Cal●ificationlnf lammation Fibrosis

1 KH.59・ F (―)一 (十) 十 mnd

S S , 5 2 , M (一)一 (十) + neck(+) mttd

ST,50,F + 十 + + + mild

4 OK,35,F + + + 十 十 nnd

WT,52,F + + + + + + neck (*) m‖d mttd
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粘膜面は顆粒状であり (Fig.2, 左), 症例2, 3で は

肉柱形成 KFlg.2,右)を 伴っていた。

5)組 織学的所見 (Tab.2)

まず粘膜上皮の温存状態を良好 (組織標本上60%以上

残存),不 良 (60%～30%),剣 脱 (30%以 下)の 3段階

に分けて検討すると, 5例 中良好は 3例 (60%), 不良

2例 (40%)で あった。つぎに RASの 増生の程度をみ

ると,一 症例の個数が平均以上 (良性胆襲疾患における

一症例の平均 RAS個 数は23個ゆ
)は 2例 (40%),平 均

以下は 3例 (60%)で 全例に RASが 認められた.粘 膜

固有層に存在する粘液腺を分布状態により分析すると,

広範型 1例 (20%), 限局型 4例 (80%)で 全例に粘液

腺の形成 をみた.筋 層の肥厚は全例 に認 められ, 1・5

mm～ 2mmの 肥厚を呈していた (Flg.4).炎 症の程度

は無炎症 2例 (40%), 軽度3例 (60%)で , 炎症細胞

は リンパ球が主体をなし,粘 膜内にのみ認められた。壁

の線維化は軽度で,粘 膜固有層や perimuscular layerに

わずかに存在するにすぎなかった。

これら所見に加えて perimuscular layerに存在する動

脈には内膜肥厚などの変化はなかった。

6)ChroniC Obttruct市e cholecystoPathy症例の組織像

(Fig.3)

石灰乳胆汁症例の組織像と比較するために,結 石嵌頓

による萎縮性胆襲炎症例33例を用い組織学的に前述の各

項目について検討した。

粘膜上皮 は 良好例45.5%" 不 良例45.5%, 脱 落例 9

%,RASの 個数は平均以上例12.1%, 平均以下71172.7`

%, 無 い例15.2%, 粘液腺///成は広範囲3%, 限 局型

51.5%,無 形成例45.5%であった。つぎに筋層肥厚につ

いてみるとlmm以 上の肥厚例は15。1%,無 肥厚例84.9

%,炎 症は無い例9.1%,軽 度75,8%,中 等以上15。1%,

壁線維化は無い例12.1%,軽 度24.3%,中 等以上63.6%

であった。

これら所見に加えて目立つ点は perimuscular iayerの
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Fig.3 Histological features of the gallbladder

lirny bile vs chronic obstructive cholecystopathy

(5 cases)

CPRON C 00STRuCT'VE

CHOLECYSTOPATHY

(33 cases)

MuCOSA

Well  -preserved

Poorly- p.€s€rved

Eroded

一
― 】】日N0 0F R‐ A SlNuS

More than everage

Less  th6n average

None

―
一

・
一
・

Genera l i zed

Focal

‐

ー
―

MUSCLE THlCKNESS

Thicker than I  mm.

Thinner than I  mm.
■

一
―

・

一

日

一
・
・

動脈の壁肥厚が著しく, 中等～高度の内陸狭窄を認 め

,,こ.

Fig.3は 石灰乳胆汁症例と対照症例の組織像を比較

した図表であり,Fig,4は 両者の組織像を示している.

IV 考   察

石灰乳胆汁の成因は未だ解明されていないが本症の形

成には胆襲管の開塞状態と胆襲の慢性炎症の存在が要因

であると考えられている°D.本
症が Ohne Zystikusveト

schluss keine Kalkgalleのと呼称されきたように, 本症

では結石による胆裏管閉塞 が存在することは事実 であ

り,か つ胆襲は慢性胆雲炎と記載されていることも胆案

管閉塞の存在と同様本症に共通した病的所見と云える。

一般に結石嵌頓により胆襲管閉塞が起これば著しい急性
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Fig.4  Histology Of the

石灰乳胆汁 と

gallbladder

(left)i ChrOnic obstructive cholecystoPathy・ The

muscular layer appears normal in thcikness.

The subserosal layer is thickened by rePIac‐

ement of abrous tissuc(HE,× 10).

(right):Limy bile.The muscular iayer is thyper_
tloPhied. The subserOsal layer aPPears es‐

sentially normal(HE,× 10).

炎症を続発して胆裏組織は破壊されると考えられる.と

ころが著者らが経験した本症例は胆襲管閉塞が存在する

にもかかわらず,胆 嚢は良く温存されていた。そこで石

灰乳胆汁の形成には胆襲が良好な状態であることが要因

と考え,胆 裳管の閉塞状態がどのような状態であれば胆

襲は良好に温存されるかについて検討し,つ いでこの点

より本症の発生について考察を試みた。

まず胆薬管閉塞と胆襲病変との関係について検討して

みる。Edlundらめは急性胆襲炎発作後胆摘を異なった時

期に行い,臨 床経過と胆襲病変との関係について次のよ

うに述べている。発作後 1週間で胆築壁の浮腫やうっ血

の初期急性炎症像についで膿瘍形成が起こり (acute),

3～ 4週後この膿瘍が肉芽腫 となり (SubaCute), これ

が結合織化して SubChrOnic,chrottcの経過を経るとし

ている。 しかし石灰乳胆汁症例 では胆嚢は 本来の構造

が良く温存されていて,壁 内には膿瘍や肉芽腫が治癒し

たと考えられる結合織の増生や疲痕化などは認められな

い。すると胆裏管の閑塞が起きてもかならずしも全例が

Edlundゆら述べるような経過を経 るとは 限らず, 胆養

病変は軽度の変化より高度の病変と広い範囲の種々の病

変を呈すると推定される。著者が経験した 。bStructive

chOlecystoPathyり(結石嵌頓による胆襲管閉塞例)129例

くに胆襲の組織像について 日消外会誌 13巻  10号

を分析してみると,71例 (55%)の 胆襲壁内に膿瘍や肉

茅腫が認められ,残 りの58例 (45%)で はこのような変

化はなく, 壁 内に炎症細胞浸潤 を認 めるにすぎなかっ

た。この成績より結石扶頓による胆襲管閉塞が起きても

胆妻病変も一定と限らず,軽 度の変化より高度の病変と

症例により異なることが理解できる。

ではどうしてこのように胆襲病変に相違が生ずるか考

察してみたい。実験的胆襲炎
よいにおいて胆襲管閉塞のみ

では急性胆襲炎や胆襲壊死は発生しないと考えられてい

る。ところが胆嚢管閉塞に他の種々の因子,と くに動脈

の循環不全や静脈のうっ滞による虚血性変化が加わると

胆襲に高度の炎症,壊 死が起るとされている.解 剖学的

に人の胆襲動脈は一般に右肝動脈より分枝し,前 枝と後

校に分岐して胆襲に分布しているが,こ の胆襲動脈の胆

塞への流入部位が結石嵌傾の好発部位である胆襲管の胆

襲側とほぼ一致している.こ の部位に結石嵌頓が起き,

胆憂管が閉塞されしかも胆襲動脈が圧迫されれば,虚 血

性変化に続発する高度の胆豪病変の発生は前述の実験的

成績より容易に理解されうる。他方胆襲管閉塞に虚血性

変化が加わらなければ胆妻病変は軽度であると推定され

る.胆 嚢管閉塞と胆襲病変の関係は虚血性変化が大きい

役害Jを果していると云える.そ れで結石嵌頓により胆妻

動脈を圧迫しない,虚 血性変化を起こさない胆襲管の閉

塞状態とは部分的閉塞,換 言すれば不完全閉塞と考えら

れる.

それではこの胆襲管の閉塞状態が不完全であるとの考

えが石灰乳胆汁症例で妥当性を有するか否か興味がもた

れる.本 症の胆襲管閉塞状態を分析してみると,胆 褒管

に閉塞のない例
1め1の

ゃ胆妻管内の嵌頓結石の表面に全周

性の炭酸カルシュムの沈着をみること
19,お

よび胆襲内

の石灰乳が総胆管に流入したとされてる例
1°～りなどは

本症における胆襲管閉塞が不完全であったとの証左と云

える.

石灰乳胆汁症例においては胆襲管閉塞が不完全であっ

たと推定され,そ のために胆襲は形態的に良好な状態が

維持されていたと考えられる。しかも本症の形成には本

来の胆嚢機能 (吸収,分 泌,収 縮)が 維持されているこ

とが必要条件
りと云われているが, そ のためにも胆妻組

織の形態的温存が必要と思われる。著者らの症例 1の よ

うに,経 過中に液状陽性像が結石様陽性像に変化したの

は吸収機能の存在を物語っている。さらに本症の形態的

特徴として著者らの症例にみられた胆襲筋層の肥厚が報

告されているが°の1ゆlめ
,この筋層肥厚は胆裏内容物を排
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出しようとする収締作用の結果と云われている。それで

本症における胆襲は萎縮性形態を呈し,一 般の胆襲管閉

塞による慢性萎縮性胆襲炎症例と類似した形態を示す。

しかしその成因が異なり,本 症では筋層の収縮の結果で

あり,後 者の ObStructive cholecystoPathyは胆襲壁,こ

とに perimuscular layer内の結合織増生による収縮性変

化と考える。

以上本症における胆襲管の閉塞状態および胆襲形態に

ついて検討したが,こ れらの事柄と本症の成因説とを関

連づけてみると, Kornblumら
2の

や MaCall ら2めの胆

襲管の部分的開塞が必要であるとする考えが理解しやす

い。炭酸 カルシュウムがどのようにして胆襲内に増量

するかは不明 とされている。対照 とした ObStrtructive

cholecystopathyの血管病変を本症のそれと比較してみ

ると,本 症では漿膜下層の結合織の増生もなく,血 管も

ほぼ正常であった。本症では血管 が正常 であることと

Tera2のの実験成績を合せ考えると本症 における炭酸カ

ルシュウムの増量が理解しやすい。すなわち,彼 は胆襲

管閉塞があっても胆襲動脈が正常であれば Caは 胆裏壁

の血管を通ってかなり自由に胆襲内へ移行すると述べて

いる。このような状態に Creen10,Nolan19ゃ慎らゆが論

じている胆襲のアルカリ性炎症がカロわれば,石 灰乳胆汁

が形成されるのではないかと思われる.

石灰乳胆汁生成の機序を論ずる際に,胆 襲の組織学所

見より言及した報告はない。著者らは自験例や報告例を

分析して,本 症における胆妻は温存されていて,そ のた

めには胆憂管の閉塞状態が不完全であり,胆 襲機能もな

お維持されていると考えた。

V お わりに

石灰乳胆汁症例の胆襲を組織学的に検討し,つ いで対

照に用いた胆襲管閉塞による萎縮性胆襲炎症例の組織像

と比較して石灰乳胆汁症例における胆襲の組織像を明確

にした。これらの成績に基づいて,本 症の胆妻管閉塞状

態および成因について考察した.

本論文の要旨は第41回日本臨床外科学会総会 (1979,

久留米市)で 発表した.
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