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遊走胆裏の6症例

宮崎医科大学第 1外科

井手 秀 幸  香 月 武 人  藤 岡 俊 昭 児玉 吉 明

要にsuln of cylinder methOdtt V=v1/2+v2+v3+
…十vn/2(v=π ×(d/2)2×(h/n),d:短径,h:長 径)

を用いて算定した。胆菱底遊離縁および胆嚢容積とも,
FC ttpllで有意に大であった (表2).

経静脈性胆道造影法 (DIC:ビ リグラフィン使用)

で, 6例 中 3例では,胆 襲が造影されないか造影不良

であった。かろうじて胆菱が造影された2211は,胆 菱
の収縮能は正常と判定された。造影が不良だった3例

の術中所見では,胆 汁が透見できない程度の壁肥厚が

認められたが,胆 襲管の閉塞はなかった。

術前の診断は,超 音波検査,DIC,内視鏡的逆行性胆

道・解管造影法 (ERCP)に 際しての胆襲の異常可動性

によった。中でも超音波検査が最も有用で,仰 臥位で

通常の肝右葉下面に位置する胆菱が,左 側臥位にする

と胆襲体部および底部が肝左葉下に180度移動するこ

とを,肝 との関連を含めて動的に把握することが可能

であった。
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はじめに

遊走胆嚢 nOating galibladder(以下 FCと 略す)と

は,胆 妻の全体が腹膜で被覆され,陽 問膜様間膜で肝

下面胆襲寓に付着 し,可 動性が異常に大きい胆襲をい

うIL臨
床的には胆嚢捻転症 としての報告が多い。今

回,異 常に大きい可動性を有する胆嚢 6症 例を経験 し

たので,そ の概要を紹介するとともに,術 前診断およ

び手術適応を中心に,若 子の文献的考察を加えて報告

する。

症例の概要

手術によって確認 された教室の FG症 例は 6例 で

(表 1),平 均年齢は52.2歳,男 女同数であった。 5例

に胆石症が合併 し, 2例 には胃下垂が合併していた.

FG ttpllの胆菱底遊離縁 (胆嚢床に付着 していない部

分の長さ)お よび容積を通常の胆襲のそれと比較する

ために,無 作為に選択 した胆石症症pl1 8 711とともに胆

襲容積と胆嚢底遊離縁を計測 した。胆嚢容積は摘出胆
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40度 :造影陰性, I度 :かろうじて造影, II度:肋骨陰影より淡い,m度 :助骨陰影と同じ,
IV度:肋骨陰影より濃い

表 1 遊 走胆妻症例の臨床病理

症例番号 齢
別

年
性

胆石の有無 胆石分類 病理組織
胆褒造影

濃 度
'

収縮能

Ｆ

Ｍ

Ｍ

Ｆ

Ｍ

Ｆ

胆菱胆石

胆養胆石

無

肝内胆石

胆褒胆石

胆襲胆石

純ヨレステロール石

ヨレステr― ル系石

(―)

黒色石

ヨレステロール系石

ビツルビン系石

慢性胆喪炎

慢性胆妻炎

慢性胆菱炎

慢性胆褒炎

慢性胆妻炎

慢性胆妻炎

I 度

II度

IH度

実施せず

0 度

0 度

好

好

良

良



容 積   (cm3)

遊離縁   (cm)

遊離縁/長径 (%)

Student'st―test,`p<005 ・ 'p<001

浮遊型 (N=6)

1 9 3±4 3 '

6 9± 0 7 ' '

6 4 7±7 0 '

正常型 (N=8)

1 0 5± 1 2

3 2± 0 . 6

3 8 4±6 8

1987年7月

表2 胆 妻の容積と遊離縁 (Meantt S.E。)

FGお よび慢性胆嚢炎の術前診断で胆襲摘除術を

行った典型的な症例 3を 紹介する。

症例 :50歳,男 性.

主訴 !右季肋部痢痛.

家族歴 :特記すべきことなし.

既往歴 :特記すべきことなし。

現病歴 :10年前より右季肋部に鈍痛があった。 8年

前に嘔吐をともなった右季肋部痢痛発作があったが,

発熱,黄 痘はなかった。肝機能障害を指摘され, 2カ

月間薬物治療を続けて軽快した。以後,年 に 1～ 2回

の頻度で同部の痢痛発作をみるようになり,その都度,

鎮痛薬の注射で軽快 していた。精査のため当科入院.

入院時現症 :身長170cm,体重67.5kg.結膜に貧血 ・

黄痘なし.胸 部にも異常なし.腹 部は平坦で軟.右 季

肋部に圧痛を認めるが,筋 性防御なし。右下背部に叩

図1 遊 走胆菱の超音波像.胆 褒体部および底部が体

位変換により頸部を軸に肝左葉下に移動する。(F:

胆襲底部,PViP弓 脈,IVC:下 大静脈,A:大 動脈)
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打痛があった。肝 ・牌 。腎を触知せず.四 肢に異常な

し,

入院時検査成績 :軽度の肝機能障害が認められるほ

か異常所見なし.超 音波検査では,胆 嚢壁の軽度肥厚

と,体位変換による胆嚢の異常可動性が指摘された(図

図2 遊 走胆襲のERCP所 見.正面像において,胆襲

体部および底部が頭部を軸に左方に移動している。

図3 遊 走胆襲の術中所見.A 胆 妻頭部が腸間膜様

二重膜で肝床に付着している。B 胆 妻体部および

底部が頸部を軸に容易に肝左秦下に移動する.

仰 臥 位 左側臥位



1).こ の異常可動性はERCPに よっても確認された

(図2)。上部消化管造影,解 機能検査などに異常を認

めないため,胆 嚢の過度の可動性による屈曲が疼痛を

誘発するものと判断した。胆嚢摘除術によって愁訴が

完全に消失した。術中所見 (図3)で ,胆 嚢頚部まで

が腸間膜様腹膜で肝の胆嚢床に付着 していることが確

認された。摘出胆嚢は病理組織学的に慢性胆嚢炎 と診

断された。

考  察

正常の胆嚢は,肝 下面胆嚢寓に広範囲に付着 してい

るため,ほ とんど可動性を有しない。 し かし,臨 床的

に Pendergallenblaseと か Wandergallenblase と  呼

ばれる移動性胆嚢 (mObile gallbladder,wandering

gallbladder,rloating gallbladder)の 存在することが

古 くから知 られていた.剖 検では, このような胆嚢が

4～ 5%存 在すると言われている。.

1936年Gross'は,胆 嚢捻転症の病因との関係で FG

を 2型 に分類して論 じている。すなわち,胆 嚢管およ

び胆嚢が腸管膜様奨膜 2重 膜により肝床 と付着 してい

る I型 ,胆 嚢管のみが肝床 と付着しているH型 で,後

者で捻転,そ の結果としての阻血性胆嚢壁壊死が発生

しやすいとのべている,教 室の 6421jはいずれも前者で

あった。

胆裏捻転症ゆ～印はさほどまれな疾患ではない。しか

し,FGが 基礎にあって,加 齢による栄養低下,腹 腔内

脂肪の減少が加わると,胆嚢捻転が発生しやす くなり,

結石の胆嚢頸部嵌頓や炎症による胆汁 うっ滞,腸 ぜん

動の異常元進などが誘因となって胆裏捻転が発症する

と考えられている,

FGの 確定診断は術中所見にゆだねなければならな

いが,最 近繁用される超音波検査,ERCPな どの画像

診断で FGの 術前診断が可能になってきた. とくに超

音波検査では,肝 と胆嚢相互の位置関係を動的にとら

えることができ,そ の形態的特異性の把握に有用であ

る。教室症例の半数では,胆 嚢管の閉塞がないにも関

わらず DICに よる胆嚢造影が不良であったことは,過

度の可動性のゆえに胆嚢管や頸部の屈曲が 日常頻発

し,胆 汁 うっ滞などの反復で胆嚢機能が障害されてい

る症4/11がかなり存在することを示唆している。このよ
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うな観点から,術中に FGを 偶然に発見 し,胆襲壁の肥

厚などの所見があれば胆嚢捻転症発症の危機があ り,

ことに高齢者では,い ったん胆嚢捻転症が発症すると

重篤になる可能性を考慮 し,胆 嚢摘除術を付加するこ

とはやむをえまい。 し かし,本 症に対す る胆嚢摘除術

の適応は,疼 痛が胆裏の異常可動性や屈曲で誘発 され

ることが超音波検査などで確認 される症例,胆 嚢造影

で担嚢機能が病的であることなどが確認 された症4/11な

どに限定すべ きであろ う。

おわ りに

手術によって確認 した FGの 6症 例を報告 した。

超音波検査は,FGの 異常可動性を肝 との関連を含

めて動的に把握 しうる必須の術前検査法 と考 えた。胆

嚢摘除術の適応は,胆 嚢胆石など他の異常を伴わない

かぎり,原 只Jとして胆嚢の異常可動性によって腹痛が

誘発 されるもの,胆 嚢機能が病的であるものに限定 さ

れるべ きもの と考える。

本論文の要旨は第37回日本消化器病学会九州地方会 (昭

和56年7月 10日)に おいて発表した.
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