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はじむう|こ

陶器様胆襲 (磁器様胆襲 porcelain gallbladder) と

は,胆 嚢壁に広範な石灰化をきたし,そ の外観および

硬度があたかも陶器様 となったものをいう。本症の成

因については定説はないが,陶 器様胆嚢が癌化する頻

度は異常に高いといわれている。実際に EtalaI)は78例

中16例(20%)と 報告し,Polkりは22%と している。そ

こで本症は発見次第摘出するのが原貝Jとされている.

しかし,い ったん本症に胆襲癌が併存 した場合は,そ

の診断はきわめて困難で,治 療にも難渋することが予

想される。

今回著者らは,急 性胆嚢炎を併発した陶器様胆嚢に

て緊急手術を施行し,摘 出標本にて胆襲癌 と判朔した

1例 を経験したので報告する。

症  例

症例 :80歳,女 性.

主訴 :右季肋部痛,発 熱,黄 痘.

既往歴 。家族歴 :特記すべきことなし.

現病歴 i8年 前に右季肋部痛出現し,某医受診 した。

胆石症の診断で手術をすすめられたが症状が軽快 した

ため放置 した。以後無症状であったが,昭 和60年 4月

下旬より再び右季肋部痛出現したため同医院に入院と

なった。保存的治療を受けたが発熱 と黄痘が出現し,

疼痛が増強してきたため 5月 2日 当院紹介となった。

入院時現症 :体格中等度,皮 膚および眼球に黄染を

認めた.眼 険に貧血なし,腹 部は平坦であるが右季肋

部に圧痛および筋性防禦を認めた。

入院時検査所見 :白血球14,300/mm3と増加があ
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り,ビ リルビン3.4ng/dlと軽度黄疸を示 していた。静

脈血培養で大腸菌が検出され,CRP 6(十 ),FDP 10

/g/ml,リ ムルステス ト (―)で あった (表 1).

胃透視 :胃には異常を認めなかったが,胆 嚢部に一

致して辺縁では円孤状の,中 心部では斑紋状の不整形

な石灰化像を認めた (図 1).

腹部超音波所見 !胆菱の前後壁には帯状の高輝度エ

表 1 血 液検査所見

理上呈里上  CP■  13U  Cr Oち n/dl

Hb 1267α  LDH 272U  Na 136aFq/L

ユt 説 3拷   ALP 337U  K 54倒 峰レを

Pit 464X104 zw 13HU   C1 97述 ワL

S“ b25%  W 51U  Tp 71 7dl

Seg 66多   Ctt E 056AIEI静 脈血培養 :

検尿 :正常   ,CT'S81」 /dl   E。 。l■

ESR 67110 Bl1 341/dl CRPも (→

り"恢 テスト(―)

図 1 胃 透視写真.右 季肋部の不整な石灰化像
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図 2 腹 部超音波像.胆 裏前後壁の常状の高輝度エ

コーと後方の不規則な音響陰影

図3 腹 部CT像 .胆 襲壁の石灰化および肥厚(上段)

と総胆管結石 (下段)

コーが見 られ,そ の後方に不規貝Jな音響陰影を認めた

(Kaneの 分類ゆII型).

腹部 computed tomography(以下 CT)所 見 :胆襲
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図4 摘 出標本

壁に石灰化および肥厚を認め,濃 淡が不規貝」な リング

状を呈していた。また膵内胆管内に総胆管結石と思わ

れるリング状の石灰化を認めた。以上より急性胆襲炎

を伴 う陶器様胆襲お よび総胆管結石 と診断 した。

CEZ・LMOXな どの抗生剤の投与を行ったが,疼 痛 ・

発熱 ・黄痘は軽減せず, さらに血圧低下をきたしたた

め 5月 17日緊急手術を行った。

手術所見 :上腹部正中切開にて開腹 した.腹 腔内に

は黄色の浸出液が貯留し,肝 表面には濃苔が付着 して

いた。胆嚢は萎縮 し,周 囲組織 と強靭に癒着していた。

胆嚢を周囲より剣離摘出したが,胆 嚢管の閉鎖が困難

であったためネラトンカテーテルを挿入し, ドレナー

ジを行って閉腹 した。

摘出標本 :胆嚢は大 きさ3.5×3.5×3.8cm,球 形を

呈 し骨様に硬 く触れた.壁 は肥厚 し内腔面には胆泥が

充満 していた (図4).

病理組織学的所見 :胆襲壁はhyaline化石灰化し,

壁の層状構造は完全に破壊されていた。粘膜面は円柱

上皮にところどころおおわれているが,部 分的には異

型を伴 う過形成が見られ,そ の一部に腺痛 と扁平上皮

癌の混在 した adenosquamous carcinomaを認めた。

なお癌部は装膜面に露出し,断 端 (十)で あった (図

5 ) .

術後経過は良好でショック状態はただちに離脱 し

た。術後 2カ 月全身状態が改善したため二期的に総胆

管切開および結石摘除を行った。総胆管結石は大きさ

2×1.5×1.5cmで ビリルビン系石であった。以後経過

は順調で,初 回手術後142日目に退院 となった。なお本

例は退院後 3カ 月,黄 痘および局所再発のため死亡 し

た。全経過 8カ 月であった。
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されたために二次的に胆襲癌が発生したものと推測さ

れ,著 者らは前者の考えを支持したい。

病理学的にはAlbores‐Saavedraりは胆嚢癌の前癌

性病変として過形成上皮に注目し,過形成,異型上皮,

上皮内癌,進 行癌という過程を想定している。また田

鳴1のもレクチン染色性の検討から,過 形成上皮が癌化
への一過程の可能性があると報告している,自 験例に

おいても,癌 部と隣接して異型を伴なう過形成上皮が

見られたことより,慢 性胆襲炎,陶 器様胆嚢,過 形成

上皮,胆 嚢癌という過程が想定されよう。

本症の診断は,腹 部単純X線 像で右季肋部に胆嚢部

に一致して,網 目状,線 状,薄 片状,斑 紋状,環 状ま

たはビマン性の石灰化が球形,精 円形もしくは西洋梨

状にみられる。鑑別を要するものに石灰乳胆汁や巨大

結石があるが,体 位変換で形態の変化がないこと,あ

るいは層状構造がないことより鑑別は容易である。超

音波検査所見では,Kaneら めによると3つの型に分類

される。第 1は後方音響陰影を伴 う半月状の高輝度エ

図 5

A:胆 襲壁は石灰化し,層 状構造は破壊されている(HE,×40).Bt異型を伴う過形成
上皮 (HE,×40).Ct腺癌 (HE,×40)D:扁 平上皮癌 (HE,X100)

考  察

陶器様胆嚢 は比較的 まれ な疾患 とされてお り,

Polkりは手術時の胆襲摘出標本の006～ 0.8%,Etalal)

は1,786例の胆道系手術中26例 (1.5%),Cornell and

clarkeりは4,271例中16例(0,4%)と 報告 している。本

症の最初の報告は1979年Grandshampに よ りなされ

たとCornell and Clarke。は述べているが,本 邦では

1937年南雲"が報告 して以来現在 まで103例の報告が

ある。一方胆嚢痛併存陶器様胆嚢についてみると,井

辻 らのは本邦集計72例中10例(13.9%)に 見られたと報

告してお り, 自験例は11例目に相当する。

癌化の原因としては,Berkのは炎症性変化による上

皮粘膜の変性と再生が刺激となるか,ま たは うっ帯胆

汁中の carcinogenによると推測 しているが,他 方で

武藤 らめのい うように既存する胆嚢癌胆裏に二次的に

石灰化胆嚢が発生するとも考えられる。残念ながら自

験例の 8年 前のX線 写真はないが,お そらく8年 前に

腹部単純X線 写真ですでに陶器様胆裏が存在 し,放 置
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ヨーを示すもの(scleroatrophic pattem),第2は種々

の音響陰影を伴 う両凸性の曲線状のエコーを示すも

の,第 3は後方音響陰影を伴う不整なエコー塊として

描出されるものである。自験例は第 2の型に相当する。

腹部 CTス キャンでは肥厚した胆襲壁が石灰化し, リ
ング状ないしドーナツ状にみられる。
一方胆襲癖の診断については,胆 管に及ぶ進行癌に

おいては容易であるが10, 自
験例の如く胆嚢内にとど

まるものにおいてはその術前診断は困難であった。そ

の理由としては,胆 泥の存在あるいは胆嚢炎を併存し

ていたため胆襲内腔の評価ができなかったことがあげ

られる。一般に陶器様胆嚢は,胆 石を合併する率も高

く内腔の評価は困難な場合が多く,胆 嚢癌併存の有無

についての判定をいっそう困難にしている。

本症の治療は癌化率が高いこと,あ るいはすでに癌

を併存している可能性もあることから,発 見次第摘出

するのが原則である。また摘出標本で癌と診断された

ならば,二 期的に根治手術を行うことが肝要である。

自験例においては,80歳 と高齢者であったため,根 治

手術を断念し,術 後 8カ 月で失ったが,一 般に陶器様

胆襲と診断したならば,胆 襲癌に十分注意しながら治

療すべきことを最後に強調したい。

結  語

80歳女性の胆嚢癌を併存した陶器様胆嚢を経験し

た。本例は急性胆襲炎を併発していたためその診断と

治療に難渋し,術 後 8カ 月で死亡した。

陶器様胆襲の癌化について,本 例は8年前に胆石症

を指摘されており,既 存する陶器様胆襲に胆嚢癌が発

生したものと推測され興味深い。治療については,一

般に陶器様胆襲は癌化率が高く,発 見され次第輸出す
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るのが原則であるが,い ったん癌を併存 している場合

はその診断治療は困難であ り,十分注意すべ きである.

本論文の要旨は1986年5月 第204回北陸外科学会におい

て発表した。
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