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I. は じむうに

胆道内回虫迷入症は,近年の環境衛生の向上により,

回虫罹患率の激減 とともに比較的まれな疾患 となっ

た。しかしながら,最 近でも年間数例の報告がなされ,

臨床的には胆石,胆 嚢炎の発作に極めて類似 した症状

を呈するので,胆 道系疾患の診療にあたる場合一応本

症の存在を念頭に置 くべきと考えられる。
一方,経 皮経肝胆道造影 (PTC)や ,内 視鏡的逆行

性膵胆管造影 (ERCP)な どの診断学の進歩は,胆 道内

迷入回虫の造影をより鮮明なものにし,さ らに内視鏡

による回虫の摘出も可能 となった,

今回著者らは 4例 の胆道内回虫迷入症を経験 し,い

ずれも非観血的治療が可能であったので,若 子の文献

的考察を含えて報告する。

II.症   例

症例 1162歳 ,女

主訴 !発熱

既往歴 :特記すべきことなし

現病歴 :昭和52年 7月 1日 ,右 季肋部痛および嘔吐

が出現した。英医にて黄痘を指摘され当院に紹介され

た。閉塞性化膿性胆管炎を併発しショック状態 となり,

PTCド レナージを施行し胆塞,総胆管結石症 と診断さ

れた。poor riskの ため 7月 25日内視鏡的乳頭切開術を

行った。排石はみられなかったが全身状態が改善 した

ので 8月 6日 ,胆 妻摘出,総 胆管切開術を行い総計21

コの結石を輸出した。術後の経過は比較的良好であっ

たが, 8月 13日,39℃ にも及が発熱があ り,右 季肋部

に圧痛を認めた。

検査所見 :術前より挿入してあるPTCド レナージ

カテーテルから胆道造影を行ったところ,総 胆管から

右肝内胆管にまで及が索状の陰影欠損を認め (図 1‐

a),胆 道内回虫迷入症 と診断した。なお,回 虫の一部

は十二指腸内に出ていることが確認された。

治療経過 :十二指腸内視検査を行い,乳 頭開田部よ

り出ている回虫の一部を確認 し,生 検錯子にて十二指

腸内へ引き出したが,途 中で鉗子からはずれ空腸側ヘ

逃走した(図 1-b)。その後サン トニンを内服 し,数 日

後に使中に 1匹 の回虫 (体長15cm)の 排出を認めた.

症例 2:52歳 ,女

既往歴 :特記すべきことなし

現病歴 :昭和52年12月,心 寓部痛があり某医を受診

した。当院にて ERCPを 行い左肝内結石症 と診断し,

昭和53年 2月 9日 ,肝 左美切除,胆 襲摘出,総 胆管切

開及びTチ ュープ ドレナージを行った。術後経過は比

較的良好であったが,3月 2日 よりTチ ューブからの

胆汁流出量が急に増加した。

検査所見 :Tチ ューブより胆道造影を行った とこ

ろ,総 胆管から右肝内胆管にかけて索状の陰影欠損像
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図 1‐aPl C`Dか らの1巳道造影で右肝管から総胆管,十
it指陽につらなる索状の陰影欠損 (矢印)を認める。

図 lb 乳 頭切開日から十二指腸ヘー部脱出した

体を生検鉗子で把持した.

を認め (図2-a),胆 道内回虫迷入症 と診断した。

治療経過 :Tチ ■
―ブ療孔より胆道鏡を挿入し,虫

体を確認の上生検鉗子にて把持し体外へ摘出した (図
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図 2a Tチ ューブ造影で右肝管から総胆管にいた

る索状の陰影欠損像 (矢印)を 認める.

図 2b 胆 道ファイバースコープから直視下に生検

鉗子で虫体を把持した。

2‐b).そ の後サン トニンを経 口投与 し駆虫療法を行

なった。

症plj 3:61歳,女

主訴 :腹痛,黄 疸

既往歴 :昭和49年胆石症にて結石摘出,外 胆嚢痩造

設術を受けた。

現病歴 :昭和54年12月,右 季肋部痛および黄疸が出

現した,総 胆管結石による閉塞性黄痘を疑い昭和55年

胆道内回虫迷入症の 4例
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図 3 a ERCPに て肝内肝外結石 と右肝管から総胆

管につらなる索状の陰g//欠損像 (矢印)を 認める。

図 3b 内 視鏡的乳頭切開術 1週 間後の乳頭切開日

に,成 虫と幼虫と思われる細い紐状の虫体および胆

泥を認める。
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図 4 a DICで 総胆管に索状の陰影欠損像 (矢印)を

認める。

図 4 b ERCPで 左肝管から総胆管につらなる索状

の陰g//欠損像 (矢印)を 認める.
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1月 入院となった。

検査所見 :ERCPに て総胆管内に充満す る多数の

結石 とともに,右 肝内胆管に索状の陰影欠損像を認め

(図 3-a),胆 道内回虫迷入症と診断した。

治療経過 iまず内視鏡的乳頭切開術を行い, 1週 間

後再び十二指陽内視鏡検査を行い,バ スケットカテー

テルで結石除去を試みたところ,回 虫の一部が乳頭切

開口より出てきたので生検鉗子にて十二指腸内へ摘出

した(図 3‐b)。その後サン トエンを内服し駆虫療法を

行った。また,結 石は自然排出も含めてすべて除去さ

れた。

症例 4:51歳 ,女

主訴 !右季肋部痛

既往歴 :昭和21年肛門より回虫排出,駆 虫剤の投与

を受けた。昭和54年胆嚢,総 胆管結石症の診断にて胆

襲摘出,総 胆管切開,乳 頭形成術を受けた。

現病歴 i昭和56年 7月 19日,突 然背部へ放散する右

季肋部痛,嘔 吐が出現した。総胆管結石症の再発を疑

い入院 となった

検査所見 !白血球数は5500/mm3で 好酸球数16%と

上昇を認めた。肝機能検査では異常なく,糞 便中に虫

卵は検出されなかった。点滴静注胆道造影 (DIC)で は

総胆管内に結石像はなく,索状の陰影欠損像を認め(図

4-a),胆 道内回虫迷入症 と診断しさらに ERCPで 確

認した (図 4-b).

治療経過 :ヨ ンバ トリンを経口投与したところ,数

日後に使中に 1匹 の回虫 (体長19cm)が 排出された。

田.考   察

胆道内回虫迷入症は,本 邦では1899年 に桂田1)が
初

めて,剖 検にて肝内胆管に迷入した症例を報告 してい

る。その後橋本りが1952年 までの54年間の症例242例を

集計し考察を加えている。第 2次 世界大戦後は回虫卵

保有率の激増 とともに,胆 道内回虫迷入症も一時期増

加傾向にあったが,環 境衛生の向上に伴ない回虫寄生

率りは年々低下し,1967年 には2.5%,1971年 には 1%

を下まわ り年間数例の報告がなされるのみとなり,比
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不明5例

表 2 臨 床症状

臨床症状 症例数 %

腹  痛

右季肋部痛

心宙部痛

咽気,咽 吐

発  熱

黄 疸 8

較的まれな疾患 となった.

今回著者らは,1970年 以降11年間の本邦報告例46例

を集計し, 自験例 4例 を含めて診断法や治療法など最

近の本症の特徴について検討した。

年齢,性 別では40歳以上に圧倒的に多 く, 1:3の

割合で女性に多かった(表 1)。 これは,本 邦では男女

の差はさほど著 しくないとしている橋本分の報告 と異

なっている。

臨床症状ではほとんどの症例が腹痛を訴え,中 には

右季肋部痛,発 熱,黄 痘 といった胆石,胆 襲炎発作に

極めて類似 した症状を訴える症例もある(表 2)。 しか

しながら,新 鮮迷入例においては槙。の報告にもある

ように, 自発痛が激 しい害J合には他覚的所見に乏しい

ようである。

回虫の胆道内への迷入機転に関しては,腸 管内の環

境の変化,小 孔に潜入し易い国虫の本能的性質,あ る

いはまた胆石の存在や,胆 道系手術後の乳頭機能不全

などが誘因 として考えられている。今回の集計では

24%に 胆道系手術の既往がみられた(表 3).著 者 らの

報告例では 2例 に手術の既往があ り,他 の 2例 は手術

後比較的早期に迷入している.ま た,症 例 1は 乳頭切

開,症 例 4は 乳頭形成が行われてお り,症 例 3は 多数

の結石と虫体が併存していた。

診断に関しては,最 近の PTCや ERCPな どの直接

胆道造影法の進歩により,胆 管内の虫体陰影を確実に

描出することが可能 となった。さらに1976年,鵜 川ら"
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表 1 年 齢と性



表 3 既 往歴

胆道系手術の既往

乳頭切開または形成

1982年 8月

が十二指腸内視鏡により,胆 管内に迷入した回虫の一

部がファーター乳頭から十二指腸内へ脱出し動いてい

るのを直接観察して以来,12例 の報告がなされている

(表4).

同時にまた十二指腸内視鏡検査は治療に結びつき,

同年別宮いが生検用鉗子で虫体を把持 し,経 目的な摘

出に成功 した症例を報告 している。その後野津の,五

味ゆ,山 口9)らも同様の報告をしている。著者 らは 3例

に内視鏡的摘出に成功 し,症 例 2の ごとく,Tチ ュー

111(1401)

ブ痩孔を介 して胆道鏡を挿入 し,虫 体を摘出した症例

は本邦第 1例 目と思われる。 しかしなが ら本邦報告例

の治療法は表 5に 示す ように手術的摘出が約半数をし

め している。 これ らの中には,手 術時すでに回虫が腸

管内へ脱出していた ものも含 まれ,ま た保存的療法の

中には,手 術を予定 していたものの術前 日の検査にて

胆管内に回虫が認め られず,手 術を中止 した症例があ

り,保 存的療法の重要性が示唆 される。 また症例 4の

ごとくPTC,ERCP後 に胆管外へ排出される症例 もあ

り,造 影剤の刺激が回虫脱出にかな りの効果を持って

いると考えられる。

以上述べたように,胆 道内回虫迷入症の診断には直

接胆道造影法は極めて有用であ り,またその治療法は,

非観血的療法によりほ とんど治療できるもの と思われ

る.著 者 らはとくに内視鏡的治療法が有用であるとの

印象を受けている。
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キ表 4 診 断

内視鏡による虫体の観察

不明9例

保存的療法 (駆虫剤など)




