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左側遊走胆嚢および不完全型胆嚢捻転症を

内日 立 生

田代 和 弘

はじめに

遊走胆嚢 (aOating gallbladder)は胆裏の先天的果

常で位置異常に属 し,時 に特異な病態を塁する.今 回

われわれは術前に左側胆嚢 と診断したが手術により遊

走胆裏 と判明した 1例 と,遊 走胆嚢を基礎疾患 とする

不完全型胆嚢捻転症の 1例 の興味ある2症 例を経験 し

たので報告する。

症  例

症例 1176歳 ,男 性.

主訴 :発熱,心 寓部痛.

現病歴 :昭和62年 8月 初旬ころより発熱,嘔 吐出現

し近医受診し内服治療 していたが, 8月 下旬より40度

の発熱および心笛部痛,黄 痘が出現 し,超 音波検査

(ultrasOnOgraphy,以下 US)に て閉塞性黄痘 と診断さ

れ当院紹介される。

入院時現症 1体格,栄 養中等度.眼 険結膜に貧血は

なく,眼 球強膜に軽度,黄 疸を認める。腹部は平坦で

乗らかく,腫 瘤は触知せず.

入院時検査成績 ;生化学検査で GOT 84KU,CPT

105KUの 軽度上昇と胆道系酵素の上昇を認め,また,

carbohydrate antigen 19‐9ヤよ813u/mlと _上昇がみられ

たが,ほ かには特に異常を認めなかった。

腹部 USi肝 内胆管の拡張がみられ,胆 嚢は肝の左
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側に認め,著 明な腫大を認めた。

Computed tomography(CT)t肝 内胆管の拡張 と

胆嚢は肝の左側に認め長軸方向に著名な腫大を認めた

(図 1)。また,中部胆管の壁の肥厚 と不整がみられた。

経皮経肝胆道造影 :総胆管左側に胆嚢を認め,また,

三管合流部に不整な狭窄像を認めた (図2).

腹部血管造P//i胆嚢動脈は右肝動脈 より分岐してい

た。また,明 らかな胆管の悪性所見は描出できなかっ

た (図3).

以上より左側胆裏,中 部胆管癌 と診断し昭和62年9

月24日手術を施行した。

図 l CTscan.肝 の左側に腫大した胆裏を認める.
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図2 経 皮経肝胆裏造影,総 胆管左側に胆襲を認め,

三管合流部に不整な狭窄像を認めた,

図3 腹 部血管造影.胆嚢動脈は右肝動脈より分岐し,

左側への走行を認める (矢印).

手術所見 :胆嚢は肝外側区域の下方に存在していた

が,遊 走胆嚢であ り肝円索の左側に胆嚢笛はなく,遊

走胆裏のため胆裏は容易に右側へ移動できた (図4).

手術は胆管切除,総 肝管空腸吻合術を施行した。

病理組織診断 :胆嚢は慢性胆嚢炎の像を呈 してい

た。胆管癌は中分化管状腺癌であった。

症例 2i68歳 ,女 性.

主訴 :心褐部痛,嘔 吐.

既往歴 :3年 前よリリウマチで治療中.

現病歴 :昭和62年 9月 23日,夕 食後突然心寓部痛,

悪性嘔吐出現し,近 医受診し鎮痛処置受けるも軽快せ

ず当院紹介となる.

入院時現症 :体格はやや小,栄 養は良,中 等度亀背

を認めた.眼 険結膜に貧血,眼球強膜に黄痘は認めず.

腹部は平坦で,右 季肋部に圧痛を認めるも腫瘤は触知

しなかった。

入院時検査成績 :LDH 595WU,7‐ GTP 611U/Lの

上昇,CRPの 陽性を認めた以外は特に異常を認めな
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図 4 手 術所見.胆 嚢 (GB)は 肝外側区域 (Liver

lateral seg)の下方に存在していたが,胆 裏名はな

く遊走胆襲であった.

図5 腹 部US.肝 床部 (LIVER)と つながりのない

卵円型の嚢状の腫大した胆裏 (GB)を 認める、

かった。

腹部 USi胆 嚢は腫大 し,頸 部に壁の肥厚がみられ

た。胆嚢 の内部 のエ コーは無 エ コーで結石 お よび

debrisは認めなかった (図5).

CT:胆 嚢の著明な腫大がみられた。

経静脈性胆道造影 t総胆管は三管合流部付近で右下

方に牽引され,胆 嚢は造影されなかった (図6).

内視鏡的逆行性胆管造影 :総胆管の偏位 と,胆 嚢管

および胆襲頸部にかけて狭窄像がみられた(図7),以

上より無石胆襲炎,あ るいは胆嚢癌も疑ぃ昭和62年10

月21日手術を施行した。

手術術所見 :胆襲は右側腹壁腹膜,十 二指腸,横 行
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図 6 経 静脈性胆道造影 ・総胆管は三管合流部付近で
右下方に肇引され(矢印),胆裏は造影されなかった.

図7 内 視鏡的逆行性胆管造影.総 胆管の偏位と,胆
嚢管および胆嚢頭部にかけて狭窄像がみられた (矢
印 ) .

結腸 と強 く癒着がみられ,全 体的に浮腫状で壁の肥厚
がみられた。また,胆 裏頸部 と肝下面に一部膜様付着
が認められるのみで遊走胆嚢であり,胆 嚢炎の原因は

遊走胆裏による捻転 (180°以内)と考えられた。手術は

胆嚢摘出術を施行 した。

切除標本所見 :胆嚢は体部から底部にかけて出血壊

死を認めた (図8).

病理組織学的所見 :胆嚢体部では完全に上皮は欠損

し筋層も断裂してお り,肉芽組織の形成が認められた。

また,表 面にはフィブリンおよび壊死物の付着 も認め

られた.

左側遊走胆嚢および不完全型胆襲捻転症を呈した遊走胆嚢の 2例   日 消外会議 22巻  11号

図 8 切 除標本所見.胆 嚢壁は肥厚し,体 部から底部
にかけて出血壊死を認めた (矢印).

考  察

遊走胆嚢は胆嚢の先天的異常で位置異常に属する。

遊走胆嚢の頻度についてみるとBrewer)は剖検100例

中 5例 ,槙 らりによると臨床例で11.6%,剖 検例で

81%と 報告 し決 して少ないものではないと述べてい

る.遊走胆嚢の分類では Fischer3)は胆裏固定の弛緩程

度により3型 に分類 し,慎 らりはさらに 2型 を追加 し

5型 に分類している,Gross51は2型 に分類し, 1型 は

胆嚢前壁 と肝下面の間が二重腹膜より形成された膜様

物でつながっているもの, 2型 は肝下面より遊離 し,

胆嚢管のみで連なっているものに分類し, 自験例はい

ずれもGrOss l型であった,

左側胆嚢の報告例は欧米では Hochstetterω,本邦で

は山崎らのが最初に報告 している。左側胆嚢の定義に

ついて GrOss。は胆裏笛が肝左葉にあるものを,河 野

らゆも胆嚢の位置ではなく胆嚢筒により決定するのが

適当であるとしている。立花 ら。はわれわれの症例 1

の よ うに左側に位置 していて遊離 しているものを

left,sided floating galibladderと呼称 している。

大野ら1いは本邦報告21421を集計し検討しているが,

確定診断が手術あるいは剖検によってなされているの

は14例 (66.7%)で ある。他の 7例 は経 口胆嚢造影,

経静脈性胆道造影,内視鏡的逆行性胆管造影,US,CT

などで診断がなされてお り, これら症例は画像診断で

胆嚢は左側にあるが胆裏筒については不明である。症

例 1は術前,画 像診断にて左側胆嚢 と思われたが,手

術により胆裏寓はなく胆裏が左側に遊離している遊走

胆嚢 と判明し,左 側胆裏 と診断するには術中あるいは

剖検にて左側に胆嚢笛を証明することが必要 と思われ
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た。

胆嚢捻転症は1898年Wendelll)の報告 をは じめ と

し,本 邦でも1986年高田ら1のの集計で156711を数える

が,本 症の発症には種々の要因があげられている。ま

ず,胆 嚢捻転症の発症には遊走胆裏の存在が必要であ

り, これに内臓下垂症,る い痩,亀 背などの解剖学的

要因がある。さらに,捻 転を生じせしめるための機械

的因子として急激な体位変換,腸 管などの嬬動元進が

加わって発症すると考 えられている.症 例 2で は高

齢 ・亀背を認め,夕 食後に突然発症 してお り胆襲捻転

を起こす機械的因子 としては,胃 十二指腸嬬動が 1つ

の大きな要因として推測できる。

胆襲捻転症は捻転の程度により不完全型胆嚢捻転症

と完全型胆襲捻転症 とに大別され1め
,前 者は胆襲の捻

転の程度が180°以下であって自然解除の可能性のある

もの,後 者は捻転の程度が180°以上で自然解除の可能

性がないものである。高田ら1分の集計によれば,本邦報

告例で捻転の程度について記載のある125例の うち不

完全型は 4例 (3.2%)の みであった。症例 2で は発症

から手術まで約 1か 月の期間があ り,手 術では捻転が

はっきりとは認められず,摘 出胆嚢をみると一部の出

血壊死がみられただけで胆嚢の捻転が自然解除したと

思われた。 こ れらのことから,症 例 2は 不完全型胆嚢

捻転症 と考えられ術前にこの種の胆嚢炎をみた場合,

胆襲捻転症による胆嚢炎も念頭に置 くべきと考えられ

た 。

結  語

遊走胆嚢を要因とし,術 前に左側胆嚢 と診断した左

側遊走胆襲 と不完全型胆嚢捻転症がみられた遊走胆嚢

の 2症例を報告し,疾 患 としての遊走胆嚢をもう一度

広い視野から見直す必要があると思われた。
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