
日消外会誌 24(12)i3008～ 3011,1991年

胆裏摘除術および経十二指腸乳頭括約筋形成術を施行した

腸チフス胆道系保菌者の 1治験例

横須賀市立市民病院外科

久保  章   高 橋 利 通  伊 東 重 義

竹内 信 道  鈴 木 良 人

本邦における腸チフスの発生は減少し年間100人程度になっているが,現在でも長期保菌者がその感

染源 となることがある.今 回われわれは,胆 道系長期保菌者を外科的治療で治癒せ しめた症例を経験

した。

症例は70歳,男 性.糞便検査でチフス菌の排菌を指摘された。腹部超音波検査,computed tomogra・

phy検 査で胆石が認められ,十二指腸液検査でチフス菌が検出された。腸チフス胆道系保菌者 と診断し

胆嚢摘除術,経 十二指腸乳頭括約筋形成術を施行した。術後,胆 汁,糞 便からの排菌は消失 した。

退院 1年後の十二指腸液検査,糞 便検査でもチフス菌の排菌はなく治癒 と半」定した。

胆道系長期保菌者では,病 巣の完全除去,再 発・遺残結石の防止が除菌の成否を決める.そ のため,

症例により胆道 ドレナージ手術も考慮する必要があると考えられた。

Key words : typhoid biliary carrier, transduodenal-sphincteroplasty

はじめ`こ

腸チフス患者 は,昭 和55年以降毎年200～300人で

あったが,平 成元年には103人に減少した1)。一方,最

近10年間では毎年30～40人ほどの海外渡航者の発症例

があ り新たな問題になっている. このような中で,長

期保菌者においては耐性菌の問題,胆 道系に対する外

科的処置に関することなどが問題になる。今回,わ れ

われは,胆 襲 ,総胆管結石を有する胆道系チフス菌長

期保菌者に対 して胆嚢摘除術とともに胆道 ドレナージ

手術 (経十二指腸乳頭括約筋形成術)を 併施 し,治 癒

せしめたと考えられる症例を経験 したので報告する。

症  例

症例 :70歳,男 性.

主訴 :な し.

家族歴,既 往歴 :と もに腸チフスに関連したものは

ない。

現病歴 t老人ホーム入所の際,糞 便検査を施行した

ところチフス菌の排菌が認められ,当 院伝染病棟に入

院 となった。

入院時現症 :身長156cm,体重42kg.貧血,黄 痘は
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なかった.胸 部に異常なく,腹 部は平坦,軟 で肝・陣・

腎,腫 瘤は触知しなかった。

検査成績 :末浦血液像,生 化学検査所見では異常を

認めなかった。糞便検査では Salmonella typhi(血清

型は,09群 ,vitt H型)が 検出された。十二指腸液検

査(Meltzer_Lyon法)ではA胆 汁は陰性,B胆 汁から

は同菌が検出された。Widal反 応は20倍以下であった

( T a b l e  l ) . 薬剤 感 受 性 テ ス トで は A m p i c i l l i n

(ABPC),Amoxicillin(AMPC)な どに感受性があっ

デこ.

腹部超音波検査 :胆裏内に多数の結石が認め られ

た。肝内胆管の拡張は認められなかった (Fig.1).

腹部 computed tomography(CT)検 査 :胆裏内に

多数の結石が認められた。肝内胆管の拡張像は認めら
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Fig. 2 Abdominal computed tomography
revealed multiple gall stones.

れなかった (Fig。2).

術前処置 !術前 5日 間にわた りABPC 4g/日の内服

投与を行った。

手術所見(術中胆道造影)i上 腹部正中切開で開腹し

た。腹腔内には腹水はなかった。胆嚢は緊満し,結 石

を多数触知 した。総胆管は径約16mmと 拡張し管内に

多数の結石を触知 した。術中胆道造影では総胆管の拡

張 と,管 内に結石と考えられる透亮像が多数認められ

た(Fig。3).胆 嚢摘除後,総 胆管を切開し胆道ゾンデ

を使用 して検索 した ところ総胆管末端部は3mm径 の
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Fig. 3 Operative cholangiography through the

cystic duct revealed dilatation of the common

bile duct and multiple stones in it.

ものはかろうじて通過したが,5mm径 のゾンデは通過

しなかった.胆 道付加手術 として経十二指腸乳頭括約

筋形成術を施行した。術中の Tチ ュープ造影では遺残

結石はな く造影剤の十二指腸への流出は良好であっ

た。以上の操作中,胆汁の腹腔内への流出は可及的少量

に留めるように注意 した。また,腹腔内ではすべて卜0

の吸収糸を使用 した。腹壁の縫合も吸収糸を使用した。

摘出標本 t胆嚢には腫瘤は認められなかった。胆嚢

Fig. 1 Abdominal ultrasonography revealed multiple gall stones.
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Fig. 4 Post operative T-tube cholangiography
revealed good passage of contrast medium to the
duodenum and no remnant stone in the common
bile duct.

内には径5～25mmの ビリルビン系石が42個,総胆管内

には径5mmの ビリルビン系石が24個認められた。この

ほか,総 胆管内には胆砂が多量に認められた。結石の

成分組成は,い ずれもビリルビン ・カルシウム80%,

炭酸カルシウム12%,脂 肪酸カルシウム8%で あった。

結石からは菌は検出されなかった。

術後経過 i Cefazolin(CEZ)を使用し14日間化学療

法を施行した。Tチ ューブ,便 からの排菌は隔 日の検

査で陰性であった。術後21日目の Tチ ューブ造影では

遺残結石はな く造影剤のに 指腸への流出は良好で

あったため25日目に抜去した(Fig。4).チ ューブ抜去

後 1か 月日の十二指腸液検査,糞 便検査でも菌が陰性

であったため退院した。退院後 1, 2, 3, 6, 9,

12か月目の十二指腸液,糞 便検査 ともに菌陰性であ り

治癒 と判定した。

考  察

腸チフスは,近 年減少の一途をたどり平成元年の患

者数は103人となった1)。
現在でも長期保菌者は感染源

になることも多 く,胆 道系に対する外科的治療の必要

が生ずる。

腸チフス菌は SalmOnella属に属する細菌である。

経十二指腸乳頭括約筋形成術を施行した腸チフス胆道系保菌者  日 消外会誌 24巻  12号

Salmonella属は EnterObacteriaceacに属するべん毛

を有する無爽膜 ・無芽胞の通性嫌気性グラム陰性梓菌

で, S. cholerae‐suis, S. typhi, S. enteritidis, S.

arizonaeの4菌 種に分類できる.Salmonellaの 血清

型は現在約1,700種に及ぶがこれは菌体抗原 (0抗 原)

とべ ん毛 抗 原 (H抗 原)を 調 べ る こ とに よ り,

Kaufmann‐Whiteの 様式で分類できる力。このように

して分類す る と本症 pllから分離 され た細菌 は S.

typhi,09群,vi十,H型 であった。本症の経 口感染に

は106～109個の菌が必要 とされる。菌は粘膜下,腸間膜

リンパ節からリンパ管を経て血流中に入 り発症する。

発症後 3週 以上経過するとWidal反 応が陽性になる

ことが多い。遷延化 した場合は胆嚢内に菌が残存 し慢

性保菌者になることがある。胆道系長期保菌者は胆道

系に形態的 ・機能的異常が存在 し糞便からの菌検出,

Mettzer‐Lyon法 により採取 した胆汁中に菌が検出さ

れるものと定義 されているゆ.長 期保菌者は発症者の

約 2～ 3%と いわれているり,
一般に,胆 道系保菌者の治療は抗生物質による化学

療法と外科的治療が併用されるが,そ の主体は外科的

治療 と考えられる。術前・術後の化学療法には ABPC,

AMPCな どが有効である。.chloramphenicOl(CP)

は,腸 チフス急性期症例では第 1選択薬剤であるが胆

道系長期保菌者には無効であるといわれている"。一

方,術 後の化学療法は手術により確実に除菌できれば

必ずしも必要ではないとの報告もある。つ。この点を考

慮 し本症例には術前補助化学療法 として ABPCを 5

日間経 目的に投与 し,術 後は一般感染予防の目的で本

菌には感受性がないとされているセフェム系抗生物質

の経静脈的投与のみを施行した,

胆道系に形態的 ・機能的異常を有する排菌者は長期

保菌者であ り,外科的治療が必要である。.外科的治療

は除菌を確実にし,排 菌を停止させるものでなければ

ならない。病巣の完全除去,遺 残結石,再 発結石の防

止につとめなければならない。そのため本症例では以

下の3つの点に留意した。①術中は胆汁が腹腔内に流

出するのを可及的少量にとどめた。②胆道縫合糸は,

果物として残り排菌の原因となる絹糸を避け,す べて

吸収糸を使用した。また腹腔内操作,閉 腹に際しても

縫合材料はすべて吸収ネを使用した。③本症例では胆

嚢とともに総胆管にも結石が認められ,胆 道付加手術

が必要であると考えた。結石は胆嚢内,総 胆管内とも

にビツルどン系石であった。胆嚢内の結石が胆管に逸

脱した可能性はあるが胆汁うっ滞の存在する可能性も
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否定できなかった。また,胆 管内には胆砂が多量に存

在 したこと,胆管末端部は3mmの 胆道 ゾンデがかろう

じて通過するのみで通過障害の存在する可能性が考え

られため。このため経十二指腸乳頭括約筋形成術を施

行 した。

本症例では再発結石,遺 残結石防止のため胆道 ドレ

ナージ手術 として経十二指腸乳頭括約筋形成術を施行

した。胆道 ドレナージ手術 としては, このほかに総胆

管 ・空腸吻合術,総 胆管 ・十二指腸吻合術があり,一

般的には胆汁や膵液の うっ滞改善を目的とした手術で

あるり.胆石症に対しての適応は肝内結石,胆管結石の

再発 ・遣残などであ り,総 胆管結石症の初回手術への

適用は慎重でなければならないとする説が多い1い11).

しかし,胆 管で形成されるビリルビンカルシウム石は

胆汁 うっ滞の証拠であるとの考えもある1211ゆ。また,胆

管末端部の通過障害も術中の検索で示唆され,総 胆管

は16HImと拡張 していた,以 上のようにいずれも胆汁

うっ滞夕胆管通過障害を示す所見であった,本 症では

再発 ・遺残結石の防止が除菌の成否を左右するがゆえ

に胆道系の通過障害,胆 汁 うっ滞が疑われる場合には

適当な胆道 ドレナージ手術が必要になると考えられ

た13)。

本論文の要旨は第6 8回神奈川県臨床外科医会で発表 し

ツt.
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A Case Report of Cholecystectomy and Transduodenal-sphincteroplasty
for a Typhoid Biliary Carrier

Akira Kubo, Toshimichi Takahashi, Shigeyoshi ltoh, Nobumichi Takeuchi and Ryoto Suzuki
Department of Surgery, Yokosuka City Municipal Hospital

In recent years the incidence of typhoid fever has markedly decreased. However biliary carriers are the main
sources of infection. We performed cholecystectomy and transduodenal-sphincteroplasty for a typhoid carrier. The
patient was a 7O-year-old man who was admitted to our hospital for the treatment of incidentally detected
Salmonella typhi in the feces and bile. Abdominal CT scan revealed multiple gall stones. Following administration
of 4 g of Ampicillin per day for 5 days preoperatively, he underwent cholecystectomy and transduodenal-
sphincteroplasty. Cefazolin was used to prevent postoperative infection, because specific antibiotics are not always
necessary. Salmonella typhi has been absent from the feces and bile since then, for about I year.
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