
日消外会誌 23(5):1164～ 1167,1990年

肝管走行異常 (副肝管)の 1例
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胆道には走行異常が多いことが知 られている。その一つに肝管走行異常 (副肝管)が ある。今回,

比較的まれな肝管走行異常の 1例 を経験 したので,若 子の文献的考察を加えて報告 した,

症例は38歳女性,昭 和64年 1月 2日右季肋部痛出現,他 院にて鎮痛剤を投与されるも 1月 6日 再び

同部位に疼痛出現 し当科へ緊急入院となった。腹部超音波検査にて胆嚢内に多数の strong ehhoが認

められ胆石症と診断した。内視鏡的逆行性胆道 ・膵管造影検査にて胆嚢管が副肝管に開口する肝管走

行異常が認められた。手術は,ま ず胆嚢底部より胆襲を景」離し,最 後に胆嚢管を切離する方法を行っ

た。術中胆道造影にて副肝管の損傷がないことを確認後,総 胆管切開切石 ドレナージ術を加えた。

経験 した肝管走行異常は,宮 川の分類では Type IIに属する比較的まれなものであった。

Key wards: accessory hepatic duct, endoscopic retrograde cholangiopancreatography operative cholan-
giography

I. は じめに

胆嚢摘出術はごく一般的に行われている術式の 1つ

ではあるが,術 中出血あるいは炎症などで胆管の解剖

学的位置関係の不明なことがある。さらに,胆 管の奇

形,走 行異常が加われば胆管損傷の危険性は増 し,術

後の予期せぬ胆汁漏出をまね くことがある。このため,

術前に胆管の状態を的確に把握 しておくことが重要で

あるといわれている。.

今回,胆 石症で術前に直接胆道造影を行い,比 較的

まれな副肝管を確認し得た症例を経験 したので若子の

文献的考察を加えて報告する。

H.症   例

症例 i38歳 ,女 性.

主訴 :右季肋部痛.

既往歴 1昭和56年帝王切開術施行.

家族歴 i特記すべきことなし.

現病歴 :昭和64年 1月 2日 に右季肋部痛出現,他 院

を受診し鎮痛剤投与されるも, 1月 6日 再び同部位に

疼痛出現し当科に緊急入院となった。

入院時現症 :身長151cm,体 重67kg,体 温35.5℃,

血圧112/68mmHg,脈 拍66/min(整 ),眼 験結膜に貧血
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は認められず,眼 球強膜に黄疸は認められなかった。

腹部所見では右季肋部を中心 とした上腹部に自発痛お

よび圧痛が認められるも,筋 性防御などの腹膜刺激症

状は認められなかった.

入院時検査所見 :血液生化学検査では末浦血液像に

はとくに異常は認められなかったが,生 化学校査では

total bilirubin, direct bilirubin, glutaHlic pyruvic

acid transanlinase,γ‐glutamyi transpeptidase,alka‐

line phosphatase,leucin aminopeptidaseの高ffLが認

められた (Table l).

胸腹部 X線 像 :異常は認められなかった。

腹部超音波検査 :胆嚢内に多数の strong echoが認

められた。

経静脈的胆道造影検査 (drip infusion cholangiogra‐

phy:DIC):肝 内胆管の一部のみが造影されているに

すぎなかった (Fig.1).

内視鏡的逆行性胆道 ・陣管造影検査 (endscopic

retrograde cholangio‐pancreatography:ERCP)!

圧迫像でみると肝管走行異常 (副肝管)が 認められ,

胆嚢管がその副肝管に開日しているのが認められた。

また,結 石をおもわせる透亮像が副肝管内に 2か 所,

胆嚢内に多数認められた (Fig,2).

上部消化管造影検査 :異常は認められなかった。

注腸造影検査 :異常は認められなかった。
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Fig. l  X,ray picture of drip infusion cholanglo‐

graphy

Fig. 2 X-ray picture of endscopic retrograde
cholangiopancreatography

診断 :副肝管を伴った胆石症.

手術 :最初に胆嚢底部より胆嚢を剣離 し,最 後に胆
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Table l Laboratory data on ad■ lision

Hematologv

WBC   71500/mm3

Stab        6 %

Seg        60 %

E o       l %

B a s     O %

Mo      3%

L y     6 0 %

RBC   439Xlげ /m m3
Hb      12 8 g/dタ

H i     3 8  6 %

Pit   34 1X105/m m3

reticulo     2%。

B3ood chemistry

T P     6 9 宮 / d を
A i b     4 . 2 g / d ,

T  B i 1     1 l m 宮/ d ′
D B ‖   0  8  m g / d ,

ALP     173 tU/サ

GOF     31 1U/2

GPT    l16 1U/2

LDH    227 1U/′

γ―GTP    199 ,U/2

LAP     139 1U/2

Ch―E     08 ZpH

ZTT     8 2KU

TTT     l.O KU

嚢管を切離する術式を行った。その後,胆 襲管断端よ

り胆道造影を行い副肝管の損傷がないことを確認後,

総胆管切開切石 ドレナージ術を行った (Fig。3).

結石分析 :胆嚢内23個,副 肝管内 2個 ともに純 コレ

ステロール石であった。

術後経過 t術後第14病日に行われた T‐tube造影に

て,遺 残結石および副肝管狭窄は認め られなかった

(Fig.4).術後経過良好にて術後第28病聞に退院した。

I I I . 考 察

胆道にはバ リエーションが多いことが知 られている

が,比較的まれな肝管走行異常の 1つ に副肝管がある。
一般的に,副 肝管 とは肝区域を支配する肝内胆管の

走行異常で肝外で総肝管,総 胆管,胆 嚢などに合流し

ている胆管であるといわれている。 しかしなが ら,

Kuneら のは従来 accessory hepatic ductと呼ばれた

ものは,右 肝管が形成されていない症例にみられるも

ので, これらは肝から出る3本 の胆管 (左肝管,右 肝

管前枝,右 肝管後枝)が 認められ, これらの中の 1本

を accessory ductと呼んでいるものであ り,ゆ えにこ

Fig. 3 X-ray picture of operative cholangiogram.
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Fig。 4 X‐ ray picture of

gram by T‐ tube

肝管走行異常 (副肝管)の 1例

pOstOperative cholangiO‐         Table 2
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Frequence of the accessory hepatic duct

れ らの胆管を accesso呼 または aberrantと呼ぶべ き

ではないと強調している.こ のように,副 肝管の定義

におけるコンセンサスが得られていないのが現状であ

る。.こ のため,そ の発生頻度も1.4～350%と さまざ

まな報告がなされている (Table 2)。
～l。.同 じように

副肝管の分類についても諸家の報告があるが,教 室の

宮川1)はその開 田部位により以下の 4つ の Typeに 副

肝管を分類 している (Table 3).

Typd I:副 肝管が肝より直接胆嚢に開口するもの.

Type II:副 肝管が担裏管に開口するもの,あるいは

胆裏管が副肝管に開口するもの.

Type III:副 肝管が総肝管に開口するもので右副肝

管を IIIa,左副肝管を IIIb.

Type IV i副 肝管が総胆管に開口するもので右副肝

管を IVa,左 副肝管を IVb.

Type別 の頻度についてみると,副 肝管の約60%が

Type IIIaであ り,約20%が Type IVa,約 15%が Type

IIであると述べている。今回の症4/1は比較的まれな

Type IIに相当するものである.

副肝管の頻度に関してはさまざまな報告があるが決

してまれな疾患ではなく,術 前にこれを診断できるか

否かは,術 中胆管損傷の回避 とい う面からも重要であ

Table 3 Classification of the accesory hepatic
duct by MIYAKAWA

T y p e  l  T y p e  I I  T y p e  i I I a  T y p e  H i b  T y p e  W a  T y p e  Ⅳb

る.術 前における副肝管の診断能は DICで は低いた

め,で きるだけ ERCPな どどの直接胆道造影を行い,

胆管系の情報を得ておくことが重要である.ま た,不

幸にして情報が術前に得 られなかった場合は術中胆道

造影をできるだけ行 うべきと考える。久次 ら的は胆管

の解剖学的位置関係を直視下で検討 しつう手術がで

き,か つもっとも安全に行える術中胆道造影の意義は

きわめて大きいと述べている。

手術についてみると,ま ず頚部を処理するが,胆 管

損傷を避けるために胆嚢管は切離せず,胆 嚢内結石の

総胆管への逸脱防止のため簡単に結紫し,そ の後胆嚢

底部より胆裏を景」離するのが最 も安全な手術方法 と考

える。この際,肝床部の景J離を進める時には Type Iの

副肝管があることを十分に考慮 し,索 状物は結繁切離

するか,電 気 メスで焼却すべきである。以上のような

安全策を構 じたにもかかわらず副肝管を損傷した場合

には,longmヤeら 15)は感染をともなわない場合,径 1

mm以 下で支配領域が肝の 1区域以下のものであれば

結繁してよいが,径2mm以 上で支配領域が広範囲であ

れば端々吻合による再建術をすすめている。この際の

再建術には T‐tubeをステン トとしてもちい,そ の留

置期間は松永 らI命によれば 3か 月が妥当であると述べ

ている。

本論文の要旨は第733回外科集談会 (東京)において発表
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した。
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A Rare Case Report of the Accessory Hepatic Duct

Takumi Ochiai and Noburu Sakakibara

The First Department of Surgery, Juntendo University School of Medicine

Noboru Azuma and Hiroyuki Nakagawa

Department of Surgery, Misatojunshin Hospital

There are many variations in the biliary system, and one of these is an accessory hepatic duct. A case of a

comparatively rare accessory hepatic duct was experienced, and is reported. The patient was a 38 year'old woman

who was administered an analagesic at another hospital for right hypochondralgia onJanuary 2, 1989. However,

the pain reappeared in the same place on January 6 and she was admitted to the authors' department as an

emergency patient. On an abdominal ultrasonogrm, many strong echoes were observed in the gall bladder, and

choleithiasis was diagnosed. By endoscopic retrograde cholangiopancreatography a cystic duct opening into an

accessory hepatic duct was found. Cholecystectomy from the cystic fundus was performed. After it was confirmed

by operative cholangiography that there was no damage to the accessory heptic duct, choledochotomy was

performed. This accessory hepatic duct was a comparatively rare case of type II according to the classification of

Miyakawa.
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