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開腹による胆嚢摘出術および胆管切石術

東北労災病院外科

松   代    隆

開腹による胆襲摘出術(胆摘術),胆 管切開術の基本操作とこれら術式に関連した問題点について解

説 した。胆摘術は底部から摘出する方法が基本的であ り,第 1に選択すべきである。急性胆豪炎経過

後などの胆襲摘出に際 しては定型的な術式にこだわることなく,ま ず胆襲を切開し周囲との解剖学的

関係を確認しながら手術をすすめた方が安全である。胆摘術に際しての予防的 ドレナージはとくに偶

発症がない時は翌 日抜去してよいことを強調 した,胆 管切開術は胆管結石症の他に胆嚢結石症でも胆

道感染を示唆する黄疸の既往と胆管拡張を認める場合が適応 となる。胆襲内に多数の小結石を認める,

胆嚢管拡張,萎 縮胆妻で胆嚢内に結石を認めない場合は,胆 嚢結石の胆管への逸脱を示唆する所見で

あるので入念な術中精査が必要である。胆管切開後の T字 管などによる胆管 ドレナージは胆道感染合

併例,胆 管拡張例,胆 管内に多量の胆砂や胆泥を認める場合は必ず行 うべきである。
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はじめに

胆石症の絶対的手術適応 としては,1)急 性胆襲炎合

併,2)胆 襲造影陰性,3)胆 妻癌の合併が疑われる,

4)閉 塞性黄痘あるいは急性胆管炎合併例が挙げられ

るが,1)～ 3)に関しては腹腔鏡下胆摘術が優先され,

4 ) につ い て は経 皮 経 肝 性 胆 管 ドレナージ ( p e r ・

cutaneous transhepatic biliary drainage,PTBD)あ

るいは内視鏡による経十二指腸的 ドレナージがまず行

われているのが現状であろう.一 方,比 較的適応 とし

ては胆嚢結石症であっても,1)胆 石発作を頻繁に繰 り

返すもの,2)無 症状胆石であっても胆石多数のもの,

大きな胆石,3)ビ リルビン・カルシウム石 と考えられ

るものがあげられる。1)と2)は経口的胆石溶解療法な

ど内科的治療の限界を超えるものであ り,そ の多 くは

腹腔鏡下胆摘術が適応 とされる.こ のような観点から

考えると今後に経験 される開腹による胆摘術の多 くは

高度の技術を要求 される症例であることが予想 され

る。 し かし,開 腹による胆摘術,胆 管切開術はすでに

完成された術式であ り,そ れ自体で問題 となる点はほ

とんどない。そこでここでは術式自体については基本

的事項についてのみ述べ,主 にこれら術式に関連して
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問題 となっているいくつかの点について自験例を中心

に私の考えを述べ, ご批判を仰 ぐ次第である。

1.胆 摘術の実際

1)定 型的胆摘術 :胆襲管 より底部に向かって剣離

をすすめる方法 と底部より胆裏管に向って操作をすす

める方法がある。前者では最初に胆嚢管,胆 嚢動脈を

処理するのでその後の剣離操作はほとんど出血なくす

すめることができる。 し かし3管合流部は深部にあり

最初からこの部に操作を加えることは困難な場合が多

く,ま た胆嚢管や胆嚢動脈は走行異常など変位が多い

ので胆裏管を長 く残した り総胆管や右胆管を損傷 した

りする危険度が高い。これに反 し底部からの胆摘術は

ある程度の出血は避けられないが胆道系の解剖学的関

係を確認しながら手術をすすめ うる利点がある。 し た

がって胆嚢頸部に炎症や癒着の強い場合にはこの術式

が安全かつ合理的な術式となる.ま た,初 心者はまず

底部からの胆摘術を行い,実 際に 3管合流部の解剖学

的関係をよく観察しながら手術をすすめたほうが安全

に手術ができ,胆 嚢管よりの摘出を行 う際の参考にも

なると考えている。

2)非 定型胆摘術 t胆嚢の炎症が高度で周囲 との識

別が困難な場合,あ るいは 3管合流部の炎症が強 くこ

の部が疲痕性に肥厚し総胆管の識別が困難な症例に適

応される. このような場合は胆嚢底部に胃幽門部,十

二指腸起始部,横 行結腸さらには大綱が癒着 している
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Fig. I Atypical cholecystectomy. The gallbladder

wall is incised from body to neck. And then,
cystic duct is examined using a surgical probe

whether it is open or not.

ことが多い。この癒着幸!離は胆裏の前面からではなく

右側より手指やツッペル鉗子 (ガーゼの小片を鉗子の

先にはさんだもの)を用いて始める。胆襲が露出され,

周囲との解音」学的関係がはっきりしないと考えられる

ときはちゅうちょせず,胆 裏体部前壁中央を頸部まで

電気メスで縦に切開する。ここで切開創より胆嚢管に

ゾンデを挿入し,そ の開存状態 と総胆管の走行を確認

する(Fig.1)。その後はゾンデの走行を参考にしなが

ら残存粘膜破壊術を併用する胆摘術を行えばよい。胆

嚢管が疲痕性に閉塞しているときは同部の切離のみで

よいが, ウィンスロー孔の ドレナージを行 う。 さ らに

切離端の迅速病理診断を行い癌を否定する.

3)担 摘術後の予防的 ドレナージ i予防的 ドレナー

ジが必要か否かについてはいまだに論議がなされてい

る.著 者 らもこの点について検索した。すなわち,胆

摘術を予定した279471を術前無作為に ドレナージなし,

ウィンスロー孔 1日 ドレナージ群, 3日 ドレナージ群

に分け術後の種々の状態を検討した。なお, この 3群

間で手術所見,手 術時間,出 血量,胆 嚢損傷による胆

汁漏出の頻度,胆 汁中細菌検出率などの back ground

には差はなかった。手術時に脱落した症例の多 くは胆

摘術にとどまらず Tチ ューブ挿入などの術式変更に

よるものである。結果は Table lに示した,0群 には

術後合併症は 1例 もなかったが, 1日 群 と3日 群に数

例ずつの術後出血,胆 汁漏出を認めた。これらの合併

症はいずれも翌朝までに発生したのが特徴的で,再 手
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Table l  Postoperative complications and drainage

after cholecystectomy

辞紳挑)
Postoperative complications

Bleeding bile leackage infection

None

(85)

k鍛
3榔 s

All postoperative complications were found、vithin

24 hours after operation

術をすることなく治癒した。なお,術 後腸雑音聴取時

期は 0群 で幾分早い傾向を示したが,術 後発熱,自 血

球数の推移などには差はなかった。 こ の検索結果は予

防的 ドレナージはそれ1/Rど害はないが, とくに所見の

ないときは翌日抜去してよいことを示唆している。

2.術 中胆道損傷

第20回日本胆道外科研究会 (小澤和恵教授,京 都)

で術中胆道損傷例の集計が行われ,452例 が報告 され

た。胆道手術例の0.5%で胆摘術によるものが53%を 占

めた。術中に胆道損傷が確認でき直ちに修復された症

例は276例(61%)で ,他 は術後の黄疸,胆 道系酵素の

上昇, ドレーンからの胆汁漏出,腹 膜炎症状などで発

見されている.術 中造影が行われた症例は33例にすぎ

なかった。損傷は Br,Bl,Bs,Bmの いずれにも発生

していた。術者の手術経験年数では 5年 以下の医師が

39%を しめたが10年以上の医師も35%を 占めたことが

注目された。胆道損傷を惹起した誘因と考えられた胆

襲の病態と1/ては萎縮胆嚢が過半数を占め,結石嵌頓,

Mヤ rizi症候群の順であった。

自験例での症例を供覧する。49歳女性,通 常の胆摘

例である.胆 嚢管に付着する索状物を腹腔側にのみ鉗

子をかけて切離したところ胆裏管側より胆汁が漏出し

た。両側切離端に細いチューブを挿入し,腹 腔側 (肝

側)よ り胆道造影を施行したところ (F七.2),総 胆管

と右胆管を単に架橋 している胆管であ り, この胆管よ

り胆襲管が分岐していることが判明したのでこれを結

紫して胆嚢を摘出した。著者の胆摘術に際しての 3箇

条は,1)Calot 3角 での処置に際 しては胆嚢側に鉗子

をかけない,2)適 切なる術中胆道造影,3)閉 腹前に

ガーゼによる1分間圧迫×2で ある。1)では細い胆管

が気付かずに離断されても釧子をかけない胆嚢側より

必ず胆汁が漏れる。2)では胆管を損傷 したときは必ず

肝側の胆管造影を行 う。その担管が主胆管に交通する
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る。胆管が完全に離断されている場合は Kocher授動

術を行い,吻 合部に緊張が加わらない状態にして同様

に処理する(C).胆 管が細 くT字 管が挿入できないと

きは逆行性に経肝的にチューブ (retrOgrade transhe―

patic biliary drainage tubei RTBD‐tube)を挿入す

る。新鮮創のステン トチューブの挿入期間は通常は 4

週間でよいが,再 手術例ではさらに長 くする。 こ のよ

うな方法ができないときは腸管を用いた胆道再建術を

行わねばならない。

3,胆 摘術後愁訴

これまでの胆摘術後愁訴に関する調査の多 くは術後

の疼痛を主としたものであった。そこで著者らは胆嚢

を摘出したことが患者にどのような影響を与えている

かを中心に検討した。最近 5年 間に手術 した症例を対

象にアンケー ト調査を行い622例の回答を得た。術後の

易疲労感522%,下 痢16.4%,便 秘13.0%,体 重減少

11.9%とほぼ半数が何らかの愁訴を持っていた。 し か

し,下痢や便秘,とくに下痢を訴えた人はコレステロー

ル結石 (コ石)例が15.8%と多 く, ビリルビン結石 (ビ

石)例 は4.2%と 少なかった。 コ石は高質白・高脂肪食

下で形成され,一 方, ビ石は低蛋白 。低脂肪食下で形

成され胆汁は一般に稀薄であるとされている分.コ 石

では高脂防食を摂取する人が多いため胆摘後には胆嚢

の脱落による消化吸収不良がじゃっ起される可能性が

推察された。また疲れやす くなったと答えた人がほぼ

半数を占めたが, このような易疲労感は腹腔鏡下手術

ではどうかの点も興味があることで,今 後さらに詳細

FiS. 2 A case of operative bile duct injury. Operative cholangiogram shows a
simple anomalous bile duct bridging from common bile duct to right hepatic
duct, so it was ligated.
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Fig. 3 Various types of repair of operatively
injured bile duct with a T-tube.
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ときは結繁してもよい。3)によりどんな少量の胆汁漏

出でもガーゼに色が付 くので見逃すことはない。術中

損傷 と関連 して,胆 摘術に際しては無菌的操作に固執

せずに手術操作が困難と思われるときには胆菱を開い

て胆嚢内腔から周囲組織 との関係を確かめながら操作

をすすめるべきである。

損傷胆管の修復法を Fig,3に 示した1).胆管壁の損

傷が小さいときは単に 1～ 2針 吸収糸で縫合してもよ

いが,損傷部よりTド レーンを挿入しておいたほ うが

安全である (A)。 し かし,損 傷部が大きいときは (B)

のように辺縁を トリミングした後に横に縫合する。こ

の際,Tド レーンは縫合部から離れた部位から挿入す
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な調査が必要であろう。 こ れらの事実は経 口的胆石溶

解療法など胆裏温存療法の適応 とも関連する問題であ

る。

著者 らはここ数年間は胆道手術の皮膚切開は右肋弓

下切開を原只Jとしてきたが,遠 隔時の手術創の愁訴を

実際に患者さんに計測 してもらったキズの長さとで比

較検討した。まず,退 院時に背伸びができたと答えた

人は67%で ,そ の創の長さの平均は8.9±2.6cm,こ れ

に反 し背イ申びができなかったと答えた人の創の長さは

11.8±4.2cmで あった。同様に遠隔時に創のつっばり

がないと答えた人は71%で その創の長 さは9.0±2.7

cmで 創がつっばると答えた人の14.2±3.5cmよ りは

短い傾向を示した。創の大きさでは小さくて満足 と答

えた人の創の長さは8.6±2 7cm,大 きすぎると答えた

人では13.6±3.7cmで あった。このように当然 といえ

ば当然であるが,手 術創が小さいほうが愁訴が少ない

傾向にあ り,ninilaparotomyを 青定する結論であっ

ブと,

4.胆 管切開術

1)胆 嚢結石症における胆管切開術の適応 :古 くか

ら胆管切開術の適応 として,1)胆 道感染を示唆する黄

痘の既往がある,2)胆 管拡張例,3)胆 嚢内に多数の

小結石を認める,4)胆 嚢管拡張例,5)萎 縮胆裏で胆

嚢内に胆石を認めない,が挙げられている。.術中精査

法が進歩した現在においても黄疸の既往があり,胆 管

拡張がみられる症例は胆汁の流出障害があることを示

唆する所見であ り,胆管切開しTド レーンなどによる

胆管 ドレナージが原則であろう。しかし,3)～ 5)はい

ずれも胆裏結石が胆管に逸脱した可能性を示唆する所

見である。 このような症例では術中胆道造影,術 中胆

道鏡を中心 とした適切な術中精査を行い不必要な胆管

切開は避けるべきである。とくに総胆管径に比べ胆裏

管径が異常に拡張 している症例は胆嚢より逸脱した胆

管結石を高率に合併 しているつので入念な精査が必要

である。

術中胆道精査法の目的は遺残結石の予防,胆 管ある

いは乳頭病変の診断である。精査法 としては胆管造影,

胆道鏡検査,胆 道内圧預J定,超 音波検査法などのほか

に胆道ブジーを利用する方法などが用いられる。それ

ぞれの適応 と限界をよく理解し,症 例によってはいく

つかの方法を組み合わせることも必要 となる。術中造

影は頭側を下げ, さらに左側が低 くなるように手術台

を20～30°回転させて行 うと左肝内胆管をよく造影で

きる。術中胆管造影は写真のでき具合で評価が決まる
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ので不完全な撮影の場合は撮 り直す ことが肝要であ

る。術中胆道鏡は胆道造影でチェックされた部位を重

点的に観察する。

術中胆道精査 と関連 して最も問題 となっているのが

乳頭機能の評価法であ り,い まだに一定の見解が得 ら

れていない。著者らは塩酸負荷胆道内圧測定法により

乳頭機能の評価を試みている。.本 法による乳頭機能

は正常反応型,緊 張型,低 緊張型に分類できる。緊張

型は従来の乳頭狭窄を表現するものであるが,組 織学

的には乳頭部の急性炎症による細胞浸潤 と浮腫が狭窄

の原因となっており,多 くは胆管 ドレナージによる乳

頭部の安静のみで治癒する。一方,低 緊張型には不可

逆性乳頭炎 (閉鎖不全型乳頭炎)が 含まれており, こ

の群が乳頭形成術の適応 となると考えている。

2)胆 管切開術の実際 :通常は十二指腸上部総胆管

切開術が行われるが,手 術操作上 とくに問題 となる点

はない。 し かし,再 手術例などで総胆管の確認が困難

なときは,ま ず,肝 の右側よりこれに癒着する大網,

横行結腸などを景J離し,肝 十二指腸靭帯を露出する。

ここで Fig,4Aの ように,ウ ィンスロー孔に左示指 と

中指を挿入し,親 指との間に固有肝動脈の拍動を確認

する。その拍動の外側を穿刺吸引して胆汁を求める。

血液が吸引されたら1～ 2分 ガーゼで圧迫すれば簡単

に止血されるので, この操作を何回か繰 り返すことに

より胆汁が吸引でき,総 胆管を確認できる。また,

Fig. 4  Procedures Of exp10ratiOn Of cOmlnon bile

duct l1/hen inna■1lnatiOn of hepatOduodenal liga・

ment is severe.

A. Puncture of bile frOm the hepatOduodenal・

ligament at the right side of prOper hepatic

artery B. The cO■lmOn duct lymph node lies at

the edge of the head Of the pancreas and is an

accurate guide to the lower end of the cOmmOn

blle duct
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次縫合 し逆行性に経皮経肝胆道 ドレナージを行 う試み

がなされている。
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Maingotに よれば総胆管の確認には際頭部の直上で

総胆管が膵 と交差する位置に存在する総胆管 リンパ節

(Fig.4B)が 指標 となるという。 したがって, この リ

ンパ節がみつかったときはこれを指標に胆汁の穿刺吸

引を試みればよい。

3)胆 管 ドレナージ t胆管切開術後に行われるTド

レーンなどによる胆管 ドレナージの意義は,1)胆 汁鬱

滞および感染の除去,2)十 二指腸乳頭部の安静,3)術

後の諸検査(胆道造影,胆 道内圧,胆 汁分析など),4)

遺残結石に対する切石のルー トの確保である。.最 近

は胆管 ドレナージは ドレーン挿入による胆道出血や狭

窄の危険性,体 液電解質の喪失,入 院期間が長引 くな

どの理由から1次縫合をしたほうがよいとの主張もみ

られる。コ石や黒色石で胆管拡張を伴わない症例は 1

次縫合を行ってもよいが,次 の場合は必ず胆管 ドレ

ナージを行 うべきであろう。1)黄 疸を伴 う場合,2)胆

道感染合併例,3)胆 管拡張例,4)胆 管内に多数の胆

砂や胆泥を認める場合である.最 近は胆管切開日は 1

Cholecystectomy and Choledocholithotomy under l-aparotomy
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The author discusses the basic procedures of cholecystectomy and choledochotomy under laparotomy as well
as the problems associated with these procedures. At the time of cholecystectomy, cholecystectomy from the
fundus should be selected in the first place. In cholecystectomy after the course of acute cholecystitis, it is not
necessary to stick with typical surgical procedures, but it is important to incise the gallbladder first and to carry
out the procedure while making sure of the anatomical relationships with the surrounding organs. The author
emphasizes that preventive drainage after cholecystectomy may be withdrawn the next day if there are no
accidents or problems. Choledochotomy is applicable to choledocholithiasis, and in addition to cases of
cholecystolithiasis where previous jaundice suggesting biliary infection and choledochal dilatation are recognized.
In cases in which a number of small calculi are seen in the gallbladder, cystic duct dilatation and a contracted
gallbladder without calculus suggest escape of a gallstone into the choledochus. Therefore, detailed inspection is
required during surgery. Choledochal drainage using a T-tube subsequent to choledochotomy should be carried out
in cases where complications of biliary infection, choledochal dilatation, and copious biliary sand and mud are
recognized in the choledochus.
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