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本邦における胃切除後胆石症の現況

一全国133施設のアンケート調査よリー

獨協医科大学第 2外科

田島 芳 雄  手 塚 幹 雄  矢 尾板 勤

門脇  淳   小 暮 洋 暉

第17回日本胆道外科研究会において, 胃切除後の合併症の 1つ として近年注目されている冒切除後

胆石症を取 り上げ,ア ンケー ト調査を行った.胃 切除後胆石症の総症例数は3,179例で,こ の うち手術

を受けた症例は2,479例であった。経過観察や保存的治療を受けている症例も多 く,無症状胆石が多い

ことが推預Jされた。胃切除の対象 となった原疾患別では胃癌が最 も多 く,ま た再建術式別では

Billroth‐I法 とBlllroth‐II法が多かった。胆石の種類 (肉眼的分類)で は, ビリルビンカルシウム石,

黒色石などの色素胆石が多 く,総 胆管あるいは肝内胆石の頻度が高かった。また,胆 汁からは高率に

細菌が検出された。胃切除後胆石症の主な成因としては,胆 嚢収縮能の低下,胆 汁 うっ滞,迷 走神経

切離のllFに,関 連ありとする意見が多かった。
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〔まじめに

胃切除後の合併症 としては,従 来よリダンピング症

候群,輸 入脚症候群,貧血などが取 り上げられている.

また,近 年カルシウム代謝異常による骨障害や胆石の

発生増加が注目されてきている。そこで,第 17回日本

胆道外科研究会開催に当た り,そ の主題の 1つ として

胃切除後胆石症を取 り上げた,胃 切除後胆石症につい

ては,以 前より多 くの施設で研究されて来ているが,

その胆石の特徴,胆 石形成の成因やメカニズム, さら

には本当に胃切除により胆石の発生頻度が増加するの

かなどについても,ま だ一定の見解が得 られていない

ように思われる1)。`.そ こで,今後の研究の手掛か りに

なればと思い, 胃切除後胆石症についてアンケー ト調

査を実施 した。

方  法

日本胆道外科研究会の施設会員である,全国248施設

にアンケー ト用紙を発送 し調査を行った。調査は,大

きく以下の10項目に分けて行った.

1)最 近10年間 (1977年1月 ～1986年12月)の 胆石症

手術例数

2)胃 切除後胆石症の症例数
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3)胃 切除と胆石発見までの期間

4)胃 切除の対象 となぅた原疾患

5)胃 切除術式

6)胃 切除後胆石症の診断

7)胃 切除後胆石症の治療

8)胃 切除後胆石の成因に関する検討

9)胃 切除の際,胆 石生成防止のために,同 時に胆嚢

摘出術を行 うか。

10)そ の他, 胃切除後胆石症に関する意見

成  績

回答総数は133施設,回 収率は53.6%で あった。

1)最 近10年間の胆石症手術例数

記載の明確なもののみを集計し,以 下 [ ]内 に有

効回答施設数を示 した.胆 嚢胆石症55,716例 [127],

胆嚢および総胆管胆石症9,436例[121],総胆管胆石症

4,862例 [121],肝内胆石症2,337例 [128]であった。

2)胃 切除後胆石症の症例数

胃切除後胆石症の総症例数は3,179例 [126]で,そ

の内手術が行われたものは2,479例 [122](78.0%)で

あった(Fig.1)。年代別にみると,1976年 12月以前の

総症例数は188例[38]で,そ の内手術症例が160例[38]

であったのに対 し,1977年 1月 から1986年12月の総症

all数は2,991例 [126]で ,そ の内手術症例は2,319例

[122]であり,約 15倍に増加していた。手術施行率で
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Fig. l  Number of the cases of postgastrectomy

cholelithiasis in recent 10 years and before that

perlod,

Fig. 2 The distribution of patients with postgas-

trectomy cholelithiasis by the interval between

the operation and detection of gallstone.

みると,1976年12月以前は85.1%で,1977年 1月から

1986年12月まででは77.5%と逆に低下傾向がみ られ

ブヽ二.

3)胃 切除と胆石発見までの期間

有効回答は129施設であった。胃切除から胆石発見ま

での期間別の症例数をみると, 6か 月未満67例, 6か

月～ 1年未満149例, 1～ 2年末満272例, 2～ 3年末

満249例,3～ 4年 末満208例,4～ 5年 未満164例,5

～ 7年末満278例, 7～ 10年末満374例,10～ 15年未満

532例,15年 以上913例,不 明90例であった(Fig.2)。

全体から見ると術後長期間経過 したものが多い傾向を

示 した。

4)胃 切除の対象となった原疾患 [126]

胃切除の対象 となった原疾患をみると,胃癌が1,420

例(43.9%)と最も多 く,次 いで胃潰瘍928例(28。6%),

十二指腸潰瘍586Trll(18,1%),冒十二指腸潰瘍120例

(3,7%)の 順であった。その他のものは,不 明17例を

含み184例 (5.7%)で あった (Fig。3)。

5)胃 切除術式 [123]

(1)胃切除の術式を各原疾患別にみると,胃 癌では

幽門側胃切除 Blllroth‐I法が564例 (40.0%)と最 も多
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Fig。 3  Primary diseases for gastric surgery with

postgastrectomy cholelithiasis
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Fig. 4 Operative procedure for gastric cancer.
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Fig. 5 Operative procedure for gastro-duodenal

ulcer.
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く,次いで胃全摘が415例(29.4%),BillrOth‐H法 が376

例 (26.7%),噴 門側胃切除が32例 (2.3%),不 明例を

含むその他が22例 (1.6%)の 順であった (Fig.4).

(2)胃 。十二指腸漬瘍では,広範囲胃切除 Blllroth‐II

法が792例 (50,9%)と 最も多 く,次 いで Blllroth‐I法

が598例 (38.4%)で あ り,両 者がそのほとんどを占め

ていた。迷切は56例 (3.6%),不 明が73例 (4,7%),

全摘 7例 を含むその他が37例 (2.4%)で あった (酎は.

5 ) ,

(3)そ の他の胃疾患でも幽門側胃切除 Blllroth‐I法

とBillroth,II法が共に59例 (29.6%)と ,両 者が過半

数を占めていた。胃全摘が15例 (7.6%),噴 門側胃切

除 が 7例 (3.6%),不 明46例を含 む そ の他 が59例

(29.6%)で あった。

6)胃 切除後胆石症の診断

(1)診断手技

診断手技 として主にどのような検査法を用いるかに

1 696

24%

Ett H。い。Parated o●●●o7∞

肉ケOperat・」。ag。。 2479
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く,次 いでケノデオキシヨール酸 (chenodeOxycholic

acid,以下 CDCA)が 37frl(5,4%),両者の併用が12

例 (1.7%)の 順であった。10例 (1.5%)に 内祝鏡的

乳頭括脅9筋切開術 (endOscopic sphincteroplasty, 以

下 EST)が 施行され,そ の他では経皮経肝胆道内視鏡

検査 (percutaneous transhepatic cholangioscopy,

以下 PTCS)力 3`例 ,経 皮経肝胆嚢内視鏡検査 (per_

cutaneous  transhepatic  cholecystoscopy, 以下

PTCCS)が 1例 に行われていた。 2例 の内容は不明で

あった。

(2)手 術例数を手術術式

胃切除後胆石症に対する手術例数は2,562例 [124]

で あった。手 術 術 式 で は, 胆 嚢 摘 出術 が1 , 4 3 6 例

(561%)と 半数以上を占めてお り,胆 嚢摘出および総

胆管切開術は918例(35.8%)に行われ,そ の他の手術

は208例(8.1%)で,内容は不明のものが多かった(Fig.

7 ) .

(3)胆 石の存在部位 [126]

手術例における胆石の存在部位では胆襲内のみが

1,745例(63.2%)と最 も多く,次 いで胆襲および総胆

管が689例 (250%),総 胆管のみが263例 (9.5%)で

あった。その他の部位では肝内胆管が42例と最も多 く,

腸管内 1例 ,不 明20例であった (Fig.8).

(4)胆 石の種類

手術例の胆石の分類は,記載の明らかな2,343例を対

Fig. 7  0perative prOcedure for postgastrectOmy

cholelithiasis
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Fig. 8 Location
cholelithiasis.
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ついては,超 音波断層法(ultrasonOgraphy,以下 US)

は100%[130/130]の施設で用いられていた。次いで

点滴静注胆道造影 (drip infusion cholangiography,

以下 DIC)が 76.2%[99/130], コ ンピューター断層法

(computed tomOgraphy, 以 下 CT)が 47.7%[62/

130],内 視鏡的逆行性胆道膵管造影(endoscopic retrO‐

grade cholangiopancreatography, 1以
~下

ERCP)が

39.2%[51/130]の 順に使用され,そ の他では,経 回

胆道造影 (oral cholangiograp町,以 下 OCG),経 皮

経肝胆道造影 (percutaneous transhepatic cholangio‐

graphy,以下 PTC),経 皮経肝胆嚢造影(percutaneous

transhepatic cholecystography, 以下 PTCC)な どが

7.7%[10/130]の 施設で用いられていた。

(2)そ の他の検査

肝胆道 scintigraphyと消化管ホルモン測定につい

ては,実 施している施設がそれぞれ 5施設 (3.9%),

6施設 (47%)と 少なかった。

肝胆道 scintigraphyの目的としては,形態と病態,

胃癌の精査,胆 嚢の胆汁排泄と収縮,肝 予備能,胆 汁

排泄動態の観察 と各施設で様々であった。消化管ホル

モンでヤよ, gastrin, insulinが4施 設で, cholecysto‐

kininと secretinが 3施 設で, glucagOnが 2施 設で測

定 され て お り, enterogastrin, enteroglucagon,

somatostatinを測定 している施設は無かった,

その他,術 前に特殊検査を行っている施設は 3施 設

で,PTCC,PTC,ICG排 泄試験 (removal rate of

indocyanine green)が各 1施設で行われていた。

7)胃 切除後胆石症の治療

(1)非 手術例の治療

非手術例は682例 [63]であった (Fig.6).非 手術例

に対す る処置 としては,経 過観察が544例で全体 の

79.8%を 占めていた。経 目的胆石溶解療法では, ウル

ソデオキンコール酸 (ulSodeOxycholic acid,以下

UDCA)を 投与 している例が73例 (10,7%)と 最も多

Fig. 6  Non‐operative  treatment  Of  postgas、

trectolny chOlelithiasis.

運物 FoHow― up

5 4 4   7 9 8 %

醒 UDCA
73  107%

目 CDCA
37   54%

圏 CDCA+UDCA
12   1 7%

S EST
10  15%

麗圏 Others

6  09%
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酎七.9 Classincation of stones in pO載gattrectomy

cholelithiasis.

7 Pure Chdesterd stone
157    67%

Eコ Comblna“。n stone
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象とした(Fig。9).肉 眼的分類でみると, ビ リルビン

カルシウム石が1,013例 (43.3%)と 最も多 く,次 いで

黒色石が426例 (18.2%)と 色素胆石が過半数を占めて

いた。純 コレステロール石,混 成石,混 合石は,そ れ

ぞれ157例 (6.7%),235例 (10.0%),420例 (179%)

であった。

その他および不明は92例 (39%)で ,内 訳はまれな

胆石15例 (他の混成石 6例 ,炭 酸カルシウム石 5例 ,

リン酸カルシウム石 3例 ,脂 肪酸カルシウム石 14/1),

不明71例,分 類不能 6例 であった。

コレステP― ル胆石,色素胆石のみの記載もみられ,

これ らを含めた コレステロール胆石の総数は946例

(39,7%)で ,色 素胆石の総数は1,439例 (60.3%)で

あり,色 素胆石が過半数を占めていた。

8)胃 切除後胆石症の成因に関する検討

(1)胆 裏収縮能の検査

術前の胆嚢収縮能の観察は50.4%[65/129]と 約半

数の施設で実施されていた。

胆嚢収縮能の検査方法としては,DICを 用いている

施設が82.5%[52/63]と圧倒的に多く,次 いでUSが

23.8%[15/63]の施設で用いられていた。ERCP,CT

を用いている施設は無く,胆道scintigrap町,OCGを

用いている施設がそれぞれ4.8%[3/63]で あった。

胆嚢収縮剤としては,Ceosuninを用いている施設が

59.3%[35/59]と半数以上を占め,次 いでダイヤン頼

粒 (Daiyan granules)が25.4%[15/59]の 施設で用

いられていた。その他の収縮剤としてはCaerulein,卵

黄が各8.5%[5/59],Clinimeal,Moryorkが各1.7%

[1/59]に 用いられていた (Fig。10).

各収縮剤の1回使用量は各施設で様々であったが,

Ceosuninではl ampoule(20″g)を使用している施設

が最も多かった,ダ イヤン顆粒では13g,Caeruleinで

は0.2mg/kg,卵 黄では 1個を使用している施設が多

かった。

(2)術 中の胆道内圧の測定

53(1081)

酎七.10 Ch01ekinetic agents for measurement of

gallbladder contractility.

彰物 Ceosun3n
35   593%

Ett Dolyan granules
15  254%

目 Caeru:oin
5    8 5 %

匿露目EOg york
5   85%

§ Chnimoni
l   17%

躍圏Moryork

Table 1 Internal pressure of biliary tract mea-

sured at operation.

Gallbladder

choled@hus

Papilla of vater

術 中 の胆道 内圧 の測定 は回答126施設 中38施設

(30.2%)で 実施されていた。

その測定部位では,総 胆管が26施設 と最も多 く,そ

の値は 5～ 15cmH20と する施設が多 くみ られた。乳

頭部圧は 4施 設で測定されていたが,そ の値は 6～ 30

mmHgと 測定法による違いがあるように思われた。濯

流圧については, 6施 設で測定されていたが各施設で

様々な測定法が用いられていた.胆 襲内圧は 1施設の

みで,そ の値は 5～ 22cmH20で あつた (Table,1).

(3)胆 汁の細菌培養

術中に採取 した胆汁の細菌培養は,回答118施設中90

施設 (76.3%)で 行われていた。

検出される菌種では,複 数回答を含むが Escheキ

chia coliが89,0%[65/73],Klebsiellaが64.4%[47/

73]と多 く検出されていた。StreptococcuS faecalisが

7施 設,Enterococcusが 3施設,そ の他 Clostridiuln

perfringens, Citrobactor freundi PSeudomonas

aeruginosaが 各 2施 設, Enterobactorが 1施 設で検

出されていた。また,16施 設 (17.8%)で 細菌陰性で

あった (Fig。11).

(4)胆 汁の成分分析

胆汁の成分測定 と組成変化について検討している施

設は,118施設中18施設 (15,3%)と 少なかった。

分析している成分では,Cholesterol,Bilirubinが各

確車ｒｅｓ　崎
Ｗ　ＳＳ

酌
”

5-22 cmHzO

4.5-30  cmH2O

6-30 mmHg

Various msthods arg used
in each inatituto
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Fig. U Growth rate of bacteria in the bile of Fig. 13 Main component of stones in postgas.
postgastrectomy cholelithiasis. trectomy cholelithiasis.

E, col i

Klebsiella

S0. tasalis

Ente,@@cus

Otho6

Bal irubin

CholGttrd

Calcium

OthoF

Fig. 12 Analytic method of stones in
trectomy cholelithiasis.

postgas.

1 8 施設 中1 3 施設 ( 7 2 . 2 % ) , 総胆 汁 酸 量 が1 2 施設

(66.7%)と多かった,胆 汁酸分画は 9施設 (50.0%),

L e c i t h i n は8 施 設 ( 4 4 . 4 % ) , C a l c i u m は6 施 設

(33.3%)で測定されていた。β,glucuronidase活性,

Amylase,測 定内容不明が各 1施設であった。

成分分析結果からみた胆汁組成の所見については,

13施設より回答を得た。「コレステロール胆石形成性で

あった」と回答 した施設はなく,「一定の傾向がみられ

なかった」 と回答 した施設が 9施設 と最も多かった。

「色素胆石形成性であった」と回答した施設は 3施 設

で,そ の内容としてはいずれもビリルビンカルシウム

石形成性であった。「その他」の回答が 1施設あったが,

内容については不明であった,

(5)胆 石の成分分析

胆石の成分分析は129施設中53施設 (41.1%)で行わ

れていた。その分析方法 としては赤外線分析が60.4%

[29/48],化学分析が35。4%[17/48]と 多 く用いられ

ていた。X線 分析,そ の他の方法が各 2施設 (4.2%)

であった (Fig. 12).

胆石の主成分は,そ れぞれの胆石の種類により当然

異なるが,肉 眼的分類の頻度を反映 して Bnirubinが

48.9%[22/45]と 最も多 く検出されていた。Choles‐

terolは35.6%[16/45], Calciumは 178%[8/45],

その他一定の傾向を認めなかったと回答した施設が 1

Table 2 The distribution of answers to the ques.
tion as for main pathogenesis of postgastrectomy
cholelithiasis.

施設あった (F七.13).

(6)胃切除後胆石症の主な成因

主な成因として迷切,胆 汁組成の変化,胆 襲収縮能

の低下,胆 道内の胆汁 うっ滞,胆 道感染, 胃切除の 6

項 目を上げたが,複 数回答で調査したため解析が複雑

となった,成因に関連あ りとした総数からみた順位 と,

1位 とした成因の順位は同じで,胆 嚢収縮能の低下,

胆汁 うっ滞,迷 切,胆 道感染,胆 汁組成の変化,胃 切

除の順であった (Table 2).

9)胃 切除の際,胆石生成防止のために,同 時に胆襲

摘出術を行 うか。

「はい」 と回答した施設はなく,「いいえ」が130施

設中106施設 (81.5%),「場合により行 う」が24施設

(18.5%)で あった。

「場合により行 う」の回答で,「どのような場合に胆

摘を行 うか』については,No.12リ ンパ節を郭清した

場合が773%[17/22]と 最も多 く,R3郭 清を行った場

合が136%[3/22]と 肝十二指腸間膜の郭清を行った

場合がほとんどを占めていた,そ の他,胆 嚢動脈の損

傷や胆嚢浮腫が認められた場合 という回答が 2施設,

TAEを 行 う場合,肝 機能障害のある場合 とい う回答
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が各 1施設にみられた。

10)そ の他, 胃切除後胆石症に関する意見

39施設より多数の意見を頂いたが,大 きく定義,頻

度,成 因,そ の他の 4項 目に分類することができ, こ

の うち主なものについて以下に考察を加えた。

考  察

(1)定 義に関して

胃切除後胆石症の定義 としては,ま ずその胆石が胃

切除後に生成 されたものであることが最低条件であ

る。少なくとも胃切除時に胆石症の併存の無いことが

確認されてお り,さ らに胃切除後の follow、upに おい

て胆石が発見されたものでなければならない。しかし,

胃切除後に長期間経過 したallでは,一 般の胆石 と同様

の生成過程が関与することも考えられ, これらを厳密

に区別することは現状では困難である。したがって,

成因論的に胃切除が胆石生成に関与 しているとい う証

明が成されるようにならないと,本 当の意味で胃切除

後胆石症を定義することは不可能 と思われる。

今回のアンケー ト調査からいえる冒切除後胆石症の

特徴 としては,silent stoneが多 く,総 胆管や肝内胆石

の頻度が高 く,色 素胆石が多 く,胆 道感染合併率が高

いことが挙げられる。なお,silent stoneが多いとい う

ことは,手術を受けていない胃切除後胆石症例682例の

うち,544例 (798%)が 経過観察例であることからも

推測される。 こ れらの特徴は定義を成因論的に検討し

ていく上で参考になるものと考えられる。

(2)疫 学 (頻度に関して)

最近 は超音波断層法の普及 に伴 い,胃 癌術後 の

follow‐upと 同時に胆石の有無の半」定が容易に行われ

るようになり, これも胃切除後胆石症が多 く発見され

るようになった要因と思われる.し かし,発 生率につ

いても一般の胆石症の発生頻度 と変わらないとするも

のから40%以 上 と高率のものまで各施設でさまざまで

ある。～の正確な発生率を求めるために,明 確な定義に

基づいたさらに広範な疫学調査が必要である。残念な

がら今回のアンケー トの形式からは,発 生率を算出す

ることは不可能であった。

胃切除後胆石症3,296例の内,発 見時期の明らかな

3,206例についてみると, 5年 以上が2,097例 (全体の

65.4%), 7年 以上が1,819例(全体の567%),10年 以

上が1,445例(全体の45.1%)を 占めている。したがっ

て,胃 切除後 7年 以上経過して発見される症例が半数

以上を占めるといえる.し かし,今 回のアンケー トで

は 5年 以上経過例の各 1年単位の症4711数が不明確であ
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るため正確にはいえないが,全 体からみると各 1年単

位の症例数には大きな差は無いようである。全体から

見ると,胃 切除後 1～ 3年経過 した症711にやや症例数

のピークがあるように思われる。この時期に胃切除後

の変化による胆石生成が起こるとも推測されるが,時

間的な要素のみで胃切除と関連付けるのはいささか危

険であると思われる。

(3)成 因に関して

胃切除後胆石症の成因としては,以 前より胆嚢運動

障害 と胆汁組成変化が 2大 要因とされている。胆嚢運

動障害については, 胃切除後の胆嚢収縮能の変化やそ

れに関連 した神経性因子,ホ ′レモンなどについて研究

されている。.胆汁組成変化については,従来 ヨレステ

ロール胆石形成性変化について多 く研究されてきてい

る°).

今回のアンケー ト結果では,関 連有 りとした成因の

順位は,胆 嚢収縮能の低下,胆 汁 うっ滞,迷 切,胆 道

感染,胆 汁組成の変化,胃 切除の順であった。今回の

アンケー ト形式から成因を結論することは不可能であ

り,ま たこれらの成因がそれぞれ関連し合って胆石が

生成されるものと思われる。例えば,迷 切により胆嚢

収縮能は低下し,胆 汁 うっ滞状態を引き起こす と考え

られる.ま た,迷 切あるいは胃切除後の低酸状態によ

り腸内細菌叢が変化し,胆 汁組成とくに胆汁酸組成の

変化を引き起こす可能性も推測される.ま た, 胃切除

後には胆道感染の合併率が高 く, これらの細菌により

胆汁組成が変化することも考えられる。胆汁 うっ滞に

ついては議論の多いところであるが, うっ滞状態を客

観的かつ明確に証明するのは難 くし,そ の定義も明確

ではないのが現状であると思われる。

われわれの教室においても以前より胃切除後胆石症

の成因として,胃 切除後における胆嚢収縮率,胆 汁組

成の変化などについて研究を行って来ている1).胃切

除後の胆嚢収縮率の変化については, 胃切除の直後に

は有意に低下するが,術 後 3～ 6か 月頃には術前 と同

程度まで回復した。さらに,胃 切除後胆石症症例の胆

嚢収縮率は特に低下 しておらず,胆 石生成 と胆襲収縮

率低下の間には直接の関連はないと考えている。胆汁

組成の変化については, 胃切除後の再建術式による差

は無 く,い ずれもコレステ■―ル胆石形成性の変化は

認められず,比 較的 ビリルビンカルシウム胆石例に類

似した組成を示 した,以 上の成績から,現 段階では胆

嚢収縮率の低下より胆汁組成の変化の関与が大きいと

考えている.ま た,胃 切除後には色素胆石が形成され
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Current Status of Postgastrectomy Cholelithiasis in Japan -A Nationwide Survey
Based on the Questionaire to the 133 Institutes-

Yoshio Tajima, Mikio Tezuka, Tsutomu Yaoita, Atsushi Kadowaki and Hiroaki Kogure
The Second Department of Surgery, Dokkyo University School of Medicine

In the 17th Congress of Japanese Society of Biliary Surgery, we reported a nationwide survey of
postgastrectomy cholelithiasis, which has recently been attracting attention as one of the complications of
gastrectomy. A total of 3,179 cases of postgastrectomy cholelithiasis were reported including 2,479 operated cases.
We speculate that there might be many cases of asymptomatic cholelithiasis, juding from the fact that follow-up or

conservatively treated cases were frequent. Gastrectomy was carried out for gastric cancer in the most cases. As for

reconstruction, Billroth-l and Billroth-2 type anastomoses were commonly performed. Pigment gallstones

including calcium bilirubinate gallstones and blackstones were the most frequent as shown by macroscopic

classification of the gallstones. The frequency of choledocholithiasis or intrahepatic lithiasis was high. Bacteria

were frequencly detected in the bile of operated cases. The decreased gallbladder contractility, cholestasis and

vagotomy were mainly considered attributable to the pathogenesis of postgastrectomy cholelithiasis.
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