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重複胆嚢の 1例
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症例は51歳の男性で,心 亀部痛 と右背部痛を訴えて来院 した。Endoscopic retrograde cholan‐

giopancreatography(以下 ERCP)に より術前に胆石症を合併 した重複胆嚢 と診断し,手 術を施行 し

た。

重複胆嚢はまれな疾患である。本邦では自験711を含めて48例の報告がみ られ,最 近の報告では

ERCPな どにより,術 前に診断される症例が多 くなっている。

自験例では片側胆嚢に胆石を合併していたが,両 側に胆石を合併している報告例が多いので,手 術

時には両側胆襲摘除を行 うべきである。
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はじめに

重複胆裏は胆嚢形態異常に属するまれな疾患で,そ

の頻度は4,000～5,000人に 1人 といわれているIル)。今

回,超音波断層,endoscopic retrograde cholangiopan‐

creatography(以下 ERCP)な どによって術前に診断

しえた胆石を合併する重複胆嚢の 1例 を経験 したの

で,若 子の文献的考察を加えて報告する。

症  例

患者 :51歳,男 性.

主訴 :心富部痛,右 背部痛.

既往歴 i1980年頃,十 二指腸潰瘍 (内科的治療で治

癒).

家族歴 :特記すべきことなし.

現病歴 :1990年8月 頃より心笛部痛が出現したが,

放置 していた。同年10月末頃より右背部痛 も出現して

きたため,同 年11月6日 に当院を受診 した。

現症および検査所見 t心笛部に圧痛を認め,右 背部

への放散痛もみられた。眼球結膜に黄痘は認められな

かった。一般検査所見はいずれも正常範囲の数値を示

していた。

超音波断層検査 !胆嚢内に径約lcmの strong echo

が 2個 認められた。また,90度 以上のエコープローブ

の操作を行っても,常 に胆嚢内の隔壁様の high echo

像が認められ,重 複胆襲の可能性も考えられた (Fig.
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Fig. I Sonographic findings: High echo shadow

u'hich appears indicate a septum is recognized in

the gallbladder.

1 ) .

X線 画像検査 :内視鏡的逆行性胆管膵管造影像

(ERCP)に おいて左右肝管合流部付近にそれぞれ別個

に流入する主胆嚢,副 胆嚢からでていると思われる2

本の胆嚢管が認められる.副 胆嚢内に約lcm大 の透亮

像が 2個 認められる (Fig.2A)。また,drip infused

cholangiography(以下 DIC)において,両 側胆嚢は造

影されており (Fを。2B),ダ イアン類粒による収縮率

は副胆裏では52.4%,主 胆嚢では43.8%で胆石を合併

している副胆嚢の方がやや低下していた (Fig。2C).

以上の所見より,胆石を合併する重複胆嚢 と診断し,

同年11月29日に手術を施行した。
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術中所見および摘出標本 :上腹部正中切開で開腹 し

た。胆襲周囲に癒着はみられず,順 行性に胆裏の剣離

を進めていくと,左 右肝管合流部直下付近にそれぞれ

別個に総胆管に合流する2つ の胆嚢管が認められた。

両者の合流部は相接し,相互間の距離は約2mmで あっ

た。

摘出した胆嚢の径は,副 胆嚢で4×1.8cm,主胆嚢で

8.lX3.6cmで あった。主・副胆嚢 ともに胆嚢管を有 し

てお り,そ れぞれ別個の胆嚢であると断定された。ま

た副胆襲内結石は径9mm大 の黒色石であった (Fを.

3 ) .

病理組織学的所見 :両側胆嚢 ともに粘膜内に軽度の

炎症所見がみられ,ROkitansky‐AschoF sinusも認め

られた。また,筋 層も両側胆嚢壁に認められたため,

重複胆襲 と診断された (Fig.4),
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Fig, 2 X-Ray findings: endoscopic retrograde cholangiopancreatography (A)

and drip infused cholangiography (B) showing two gallbladders with cystic
duct.

Fig. 3 Resected specimens: Two gallstones are
seen in the accessory gallbladder.
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考  察

重複胆裏は形態異常に属する疾患で,そ の発生につ

いては,胎 生期 (胚子3～5mm)に 胆嚢原基である尾側
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Fig. 4 Histological findings: Ordinary wall struc'

ture is recognized in both normal (A) and acces'

sory (B) gallbladders.

部/J襲ヽ状膨隆 (caudal sacculation)が退化せずヤこ発達

して副胆嚢 として生 じたものと考えられている。.広

義には胆裏二重形成を含めて総称することもあるが,

一般には胆嚢管を 2つ 有するものを指 してい う場合が

多い.

重複胆褒の 1例

Table 1 Clinical findings of double callbladder
(Review of 48 cases in Japanese literatures)

頻度については,Boydenは 剖検例9,221例中の うち

2例 (0,02%),X線 検 査 施 行 例9,970例中 の 3例

(003%)と 報告 している。.本 邦では田中いが剖検例

1,180例中 0,X線 検査施行例703例中 1例 と報告 して

おり,ネ コ, ウン, ヒツジ, ブタでそれぞれ 8,28,

85,198例 に 1例 の頻度にみ られ ることと比較すれ

ば4ち
 ヒ トではきわめてまれな疾患 といえる。

Boydenりは重複胆妻を Y型 (2つ の胆嚢管が共通の

胆菱管に合流 してから総胆管に注 ぐもの)と,ductular

型 (2つ の胆嚢管がそれぞれ別個に総胆管または肝管

に注ぐもの)と に分類してお り,通 常,ductular型 を

Y型 に対 して H型 と呼ばれている。自験例は 2本 の胆

襲管が別々の総胆管に合流 しているH型 であった。

本邦では1938年に田中ゆが初めて報告 して以来,自

験例を含めて48例の重複胆襲の報告例 (学会報告例を

含む)が みられる1ル汚卜。 (Table l).

年齢は 6歳 か ら84歳の間に分布 し,平 均46.7歳で

あった, この うち40歳以上が66.7%を 占めていた。

性別では男21例に対 して女26例で,女 性にやや多い

傾向がみられた。

症状では,心 寓部痛,右 季肋部痛などの腹部症状を

訴えるものが多 く,75%に 認められた。また検診など

による無症状のものも10.4%の頻度に認められた。

診断手段は perOral cholangiography(以下 POC),

DICに よるものが35.4%,ERCPに よるものが16.7%

で,術前に画像診断できたものが52.1%を 占めていた。

古い時代の症例では手術時に偶然発見されるものが多
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1. Age

2. Sex

3. Chief complaint

4. Diagnostic method

5. Type

6-84 years old(mean 16 7 years old)

Male 21,Female 26(unkno 明ヽ11)

① Right hypochondralgla,epigastralgia:36(75%)

② No symptom i 5(104%)

③ JaundiCe:4(83%)

①P∝ ,DIO:17(354%)

② During operation 1 12(25%)

③ ERCP:8(167%)

① H type:25(521%)

② Y type:11(229%)

③ UnknOWn,11(229%)

④ Triplet l

① Ch。lenthasis:26(542%)

(Galistones in both gallbladdersi 14(538%))

② COngenital choledochal dilatation t 2(42%)

③ CanCer:2(42%)

6. Complication
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かったが(25%),近 年は術前に診断される報告例が多

く, これは胆道系に関する画像診断法の進歩を反映す

るものと思われ,今 後,術 前診断例は一層増加するも
のと思われる。

重複の型は Y型 11471に対 しては H型 25例 とH型

の頻度が高い。また,山 本らりにより極めて珍しい 3重

複胆嚢の 1例 が報告されている。

合併症 としては胆石症が最も多 く,542%の 症例に

みられ,そ のうちの538%は 両側胆嚢に結石が認めら

れた。

治療においては,重 複胆嚢自体は症状を伴 うことは

なく,合 併する胆石症や胆婁炎などによる諸症状を塁

するので,外 科的治療の適応は胆石症に準じて考えて

よいものと思われる。しかし,癌 の併存 も報告されて

お りり,ま た両側胆裏に結石がみられることが多いこ

とより,一 般的な胆石症 と比較すると, より積極的に

外科的治療を行い,か つ両側胆嚢摘出を行 うのが望ま

しいと考えられる。
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A Case of Double Gallbladder

osamu ogura, shousaburou Kaeda, sonshin Takao*, Toshitaka Fukumoto*
Takashi Aikou* and Hisaaki Shimazu

Department of Surgery, Ogura Memorial Hospital
*First Department of Surgery, Kagoshima university School of Medicine

A Sl'year-old man was admitted to our hospital with complaints of epigastralgia and right back pain. The
patient was diagnosed as having a double gallbladder with cholelithiasis by endoscopic retrograde cholangiopan-
creatography, and an operation was carried out. Double gallbladder is a rare anomaly. Only 48 cases including ours
have been reported in Japanese literature. In earlier times, double gallbladder was first found during surgery in not
a few cases' With advance in diagnostic techniques, however, preoperative diagnosis had recently been achieved in
many cases. Although only the proximal gallbladder was associated with gallstones in our case, more than half of
the patients are reported to have gallstones in both gallbladder. Therefore, both gallbladders should be removed at
the operation.
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