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胆嚢内血腫に虫卵を認めた肝吸虫症の 1治験例
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胆嚢隆起性病変 と診断された肝吸虫症の 1例 を経験 したので報告する。症例は60歳.男 性で体重減

少が主訴である。腹部症状は認めなかったが,他 医にて腹部超音波検査を受けた際,胆 裏に病変を指

摘され,当 院を紹介され受診 した。超音波検査にて胆嚢内に径30mmの ポリープ状病変を認めた。

Computed tomographyに ては,胆 嚢内にやや low densityな部分を認めたが,は っきりした病変は

認めなかった。胆嚢の悪性腫瘍 も否定できず開腹術を施行 した。胆裏内には血腫塊を認め,ポ リープ

は径数 mmの ものを認めるのみで,術 中迅速病理診断にて良性 と診断された。後日,血 腫の固定標本

内に肝吸虫卵を認め肝吸虫症であることが判明した。術後糞便検査にても肝吸虫卵を認めプラジカン

テル(80mg/kg)を経田投与 した.2週 間後には虫卵の陰転化を認めた。肝吸虫症は通常,腹 部の種々

の症状で発見されるが,本 症例は腹部症状を欠き胆嚢内血腫 として発見 したまれな症例である。
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1 .  はじめに

肝吸虫症は肝吸虫 (Cわ%θ竹ある S滋夕″s為)が 胆道に

寄生することにより発症する疾患である.少 数寄生時

には無症状であり,多 数寄生の場合,腹 部圧迫感,膨

満感,食 欲不振,下 痢,腹 痛などの腹部症状をきたし,

通常 これらの症状が発見への契機 となる1レ
1今 回我々

はまった くの無症状で,胆 嚢の隆起性病変 として発見

された肝吸虫症を経験 したので報告する。

2 . 症 例

症例 :60歳,男 性

主訴 :体重減少

家族歴,既 往歴 :特記事項なし.

現病歴 :外来受診前 2か 月間に3kgの 体重減少があ

り近医受診.胆 襲に病変ありとのことで紹介される。

腹部症状は認めない。

入院時現症 :身長168cm,体 重63kg.体 格中等度,

栄養良好.眼 験結膜に貧血,黄 疸を認めず。心筒部に

約 2横 指肝臓を触知.辺 縁は鋭で弾性軟.GOT,GPT

などの生化学検査異常なし.末 梢血検査にて貧血ある

いは好酸球増多などの異常を認めず。CEAは 5。9ng/

ml.便 潜血反応陰性.糞便塗抹検査にて虫卵を認めず.
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画像診断 :腹部超音波検査 :胆嚢に肝床 と反対側に

30mmの ポリープ状の病変を認めた (Fig。1).ほ かに

多発性の肝嚢胞を認めた。

Computed tomography(以 下,CTと 略記):CT検

査にては胆婁内にやや濃度が高めの部分を認めるも,

はっきりとした腫瘤像は認められなかった.CTに て

も多発性嚢胞を認めた (Fig.2).

手術所見 :胆裏は軽度繁満し炎症所見を認めず,ま

た腫瘤を触知しない。衆膜面にも異常所見を認めない。

胆嚢を摘出後,胆 嚢を観察するに,胆 嚢内部には胆泥

を伴う血腫塊を認めた (Fig。3)。胆裏壁には径数 ミリ

の良性のポリープを認めるのみであった。術中胆道造

影にて総胆管あるいは肝内胆管に異常を認めず,ま た

嚢胞 と胆管の交通 も認めなかった。嚢胞内容は無色透

明液であり,開 窓術を施行 した。

病理組織学的所見 :胆裏内血腫の固定標本内に肝吸

虫卵を認めた。胆汁のパパニコロー染色にても,肝 吸

虫卵を認めた (Fig。4)。胆裏壁には径2mmの 良性ポ

リープを認めたが,吸 虫卵は認めなかった。

血清学的検査 :術後,オ クタロニー法にて肝吸虫抗

体を測定 したが陰性であった。

術後経過 :術後は順調に経過した。術後の集卵法に

よる糞便検査にて肝吸虫卵を認め,プ ラジカンテルを

80mg/kg, 2日 間経口にて投与 した。 2週 間後の糞便
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Fig. 2 Computed Tomography shorvs a slight lon'
density area in the gal lbladder and mult iple cysts
in the liver.

検査にて虫卵は完全に陰転化 した。家族 (妻, 3人 の

息子)の 糞便検査を施行 したところ,妻 にも糞便中に

肝吸虫卵 を認めたのでプラジカンテルを経口投与 し

た。やはり2週 間後には虫卵の陰転化を認めた。

3 . 考 察

肝吸虫の感染経路は以下のとおりである。まず,虫

卵が感染者の胆汁から糞便へと排出され,第 1中 間宿

主であるマメタニシに摂取された後に卵は孵化する。

マメタニシの中でセルカリアとなって水中に出て,第

2中 間宿主であるコイ,ワ カサギ,ウ グイ,フ ナ,ハ

ヤ,な どの淡水魚に入ってその皮下組織および筋肉内

にメタセルカリアとして寄生するがこの淡水魚を人が

Fig. 3 Hematoma in the gallbladder. Each line
indicates 0.Scm.

Fig. 4 Microscopic examination shows the ova of
C lonors is  s inens is  in  ga l lb ladder  b i le .
(Papanicolaou's stain, x 1,000)
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Fig. I Abdominal ultrasonographic study shov"'s a polypoid lesion in gallbladder
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生食することにより感染する。メタセルカリアはイヽ腸

上部で脱嚢 しVater乳 頭 より胆道内に入 り約 1か 月

で成虫 となる3)。人から人へ直接感染することは基本

的にはない。本症例では妻にも肝吸虫の感染を認めた。

本人は20歳頃に中国への渡航歴があるが,妻 にはな

かつた。肝吸虫は人から人への感染が基本的には考え

られないので,感染は中国への渡航以後 と考えられる。

本人は中国で感染 したとしても肝吸虫の寿命は平均で

20～25年で,50年 以上あるとの報告 もあり矛盾しない

が,そ の場合妻の感染源が不明となる。在住地の神戸

は日本における肝吸虫の主な浸淳地ではないが1ち
岡

山や滋賀などの浸淫地より運ばれた淡水魚を食す可能

性 もあり, 2人 とも国内で感染 したと考えるのが自然

である。

肝吸虫症の診断として糞便検査 と血液中の肝吸虫抗

体の検出がある41当
院では術前検査 として糞便塗抹

検査を行っているが,肝 吸虫は排出虫卵数が比較的少

なく,塗 抹法では検出しにくく,集卵法が適している。

本症471では術後,集 卵法での検査 (MGL法 )をおこな

い,肝 吸虫の虫卵数は92～138egg/gであった。成人の

1日 の排便量 を約150gと考 える と 1日 に虫卵 を約

13,500～20,000個排出していたと考えられる。肝吸虫

の成虫 1隻 の排卵数は4,000～7,000イ固/dayと いわれ

てお り,本 症例では2～ 5隻 の成虫が存在したと考え

られた。一般に虫体が100隻以下の場合は無症状である

ことが多 く,1,000隻までの場合は消化器系の不定愁訴

が出現 し,虫 体数が20,000隻を越えると急性の右上腹

部痛,圧 痛,肝 腫大を起 こすといわれている。D.本 症

例では虫体が少なかったため長期間の感染にもかかわ

らず無症状であったと考えられる。術後の採血で肝吸

虫抗体の検出 (オクタロニー法)は 陰性であったが,

この検査法では検出感度が低いため,抗 体陽性率が低

く,こ の結果は肝吸虫の存在 を否定するものではな

ぃ6) .

肝吸虫の合併症 として慢性胆管炎および胆裏炎,肝

硬変,胆 道結石を起 こすことが知 られており肝内胆管

癌発生の危険因子のひとつとなっている乃。。まれな合

併症 として肝嚢胞が報告されている91肝 吸虫による

裏胞は,肝 吸虫による胆裏壁の炎症によるものと考え

られ,報 告例では胆道 との交通が認められた。本症例

でも裏胞が認められたが,術 中胆道造影にて胆管 との

交通を認めず,肝 吸虫の合併症によるものとは断定で

きない。本症例では胆裏内に血腫が認められた。この

血腫がいかなる成因でできたものかは不明である.胆

85(2153)

嚢内の出血 によるものか hemobiliaが 起 こり,そ れが

蓄積 した ものかが考えられるが,入 院時の便潜血 は陰

性で,入 院時点での hemobiliaは 否定的である。胆嚢

内の出血に関 しては出血 を起 こすような器質的疾患は

肉眼的にも病理的にも存在 しなかった。虫体 は確認で

きていないが,肝 吸虫により胆裏粘膜が損傷 された可

有ヒ性 もある。

肝吸虫症の画像診断であるが,術 前 ERCPそ の他の

検査で確定診断がなされた報告 も見 られる1い~1カ
.本 症

例では ERCPを 行っていないが,ERCPを 行 っていれ

ばあるいは胆嚢内血腫の興味ある画像 を得 られたか も

しれない。 しか し,術 中胆道造影 にて虫体や胆道 と嚢

胞 の交通 な どが見 られ なかった ところよ り,術 前 に

ERCPを 行 った として も吸虫症 が念頭 になけれ ば確

定診断は得 られなかった と思われる。

過去10年間の医学中央雑誌に掲載 された肝吸虫症 に

つき検討 した。報告されている合併症 は胆石症,裕 胆

管結石症 5例 ,胆 管癌 2例 ,肝 硬変 2例 ,肝 癌 2例 ,

黄痘 2例 ,胆 嚢癌 1例 ,肝 炎 1例 であったが,本 症例

に見 られた胆嚢内血腫の報告は見 られなかった。

プラジカンテル (ビル トリシ ド①:praziquantel)は

pyrazino‐isoquinoline系の化合物で,日 本住血吸虫,

肝吸虫や肺吸虫などによる吸虫症 に対 し極めて特効的

であることが知 られている1。
.本 症例 に対 しては術後

プラジカンテルを80mg/kg, 2日 間経口投与 した, 2

週間後の糞便検査にて虫卵 は陰転化 した。 また,糞 便

検査 にて肝吸虫卵が陽性であった妻に対 しても同等量

の投与 を行い, 2週 間にて虫卵の陰転化 を認めた。プ

ラジカンテルの投与により約 8割 の症例で虫卵の陰転

化が起 こるとされてお り,本 症例で もプラジカンテル

の有効性が証明 された。

なお,本 論文の要旨は第42回日本消化器外科学会総会に

て発表した。
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A Case Clonorchis sinensis Infection Diagnosed as a Polypoid

Disease of Gallbladder

Naoya Inoue, Yoshiro Taki, Toshihiro Karvahira, Shigeru Sakano, Fumio Rai,

Sumio Tominaga, Michiharu Hanaoka, Susumu Kubota* and Toshimasa Nishiyama**

Department of Surgery and Radiology*, Shinko Hospital

Department of Paracitolog)', Nara Medical University**

We experienced a case of. Clonorchis sinenesis diagnosed as a proliferated disease of gallbladder. A

60-year-old man admitted our hospital under the diagnosis of gallbladder polyp. He complained a weight

loss without any other symptom. Ultrasonic examination showed a polypoid lesion in the gallbladder

which was 30 mm in diameter. By the Computed Tomography, only a small low dencity area was

observed. Malignancy could not be ruled out and the patient underwent surgery. Hematoma was found

in the gallbladder without any pathological lesion. Ova of Clonorchis sinensis were found by the pathologi-

cal examination after surgery. Stool sample wlas examined and it was positive for ova. Praziquantel (80

mC/kg) was administrated. Tow weeks later, ova was negative in stool. Clonorchis sinensis infection is

usually diagnosed by the abdominal symptom, such as abdominal pain or liver enlargement. It is very rare

that this infection was found as a polypoid lesion in gallbladder without any abdominal symptom.
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