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肝内門脈分枝異常を伴った左側胆嚢に

腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した 1例

大阪逓信病院外科,大阪大学第2外科・
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副肝管および肝内門脈分枝異常を伴った左側副胆襲を腹腔鏡下に摘出した症例を経験 した。症例は

41歳の女性.平 成 6年 6月 ,胆 石症にて腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行 した。胆嚢は胆嚢筒が肝円索の左

側に位置する左側胆嚢で,肝 内門脈分枝異常および副肝管を合併 していた。胆道系の先天性異常のな

かで内臓逆位を伴わず,胆 裏索の左側に位置する左側胆嚢のわが国における報告例は50例と非常にま

れである。この中に自験例のごとく肝内門脈分枝異常を合併 した症例が, 9例 と高率に認められてい

る。右踏静脈が残存し右肝円索を形成した場合,胆 嚢床が肝円索の左狽1に形成される可能性が考えら

れる。このような発生過程は,肝 円索の走行異常による左側胆嚢で,従 来考えられてきた発生機序 と

は異なるものと考えられた。我々が経験 した症例について報告し文献的考察をおこなった。
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はじむうに

胆道系の先天性異常のなかで内臓逆位を伴わず,胆

婁筒が肝円索の左側に位置する左側胆裏のわが国にお

ける報告例は50例とまれである。この中に肝内門脈分

枝異常を合併 した症例が, 9例 と高率に認められてい

る。尾関ら1)はこれらの左側胆襲を胆裏の位置異常 と

考えるよりもむしろ肝円索の位置異常 と定義すべきと

している。我々は副肝管および肝内門脈分岐異常 を

伴った左側胆嚢を腹腔鏡下に摘出した症例を経験 した

ので報告し,肝 内門脈分枝異常 と左側胆嚢についての

本邦報告例を集計 し考察する。

症  例

症例 :41歳,女 性

主訴 :心筒部不快感

既往歴 :特記すべきこと無 し.

現病歴 :平成 6年 2月 検診 にて胆石症 を指摘 さ

れ,手 術を希望 して当院を受診 した。

入院時検査成績 :特 に異常を認めず.

腹部超音波検査所見 :胆婁内に音響陰影を伴 う高エ

コーを里する径1.3cmの 結石を認めた。胆裏は正中よ
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Fig. 1 Plain computed tomographic scan shows
gallbladder located in the lateral segment of

liver.
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Fig. 2 Drip infusion cholangiography reveals gal-

bladder located at the right side of common bile
duct. Neither dilatation nor shadow defect in the
bile duct is demonstrated.

りも右側に有 りその位置異常については指摘できな

かった。

Computed tomography(以 下,CT)所 見 :中肝静

脈の左側,肝 外側区域に胆嚢筒が存在 し左側胆裏 と診

断した (Fig.1).

経静脈性胆道造影所見 :胆裏は総胆管の右側に位置

し,左 側胆襲を疑わせる所見無 く,総 胆管に拡張や陰

影欠損を認めなかった (Fig,2).

手術所見 :平成 6年 6月 ,腹 腔鏡下胆裏摘出術を施

行 し,胆 嚢筒が肝円索の左側に存在する左側胆嚢であ

ることを確認 した (ng。 3a)。 ま た肝円索は右葉より

出る右肝円索であった (Fig.3b).肝 円索が下垂 し視

野の妨げとなるため,腹 壁に針糸を通 して肝円索を持

ち上 げ心筒部の portを やや左側 よ りにお き (Fig.

3c),通常通 り4か 所の portよ り操作を行った。胆裏は

総胆管の右側より起始し胆十二指腸間膜の腹側を左に

渡って肝左葉の下面に付着していた。胆婁頚部の展開

が困難であったため,底 部より項部に向かって胆婁を

剣離 し,Ca10tの 三角を展開した後に頚部操作を行っ

た。胆裏管を剣離 し胆道造影を行ったところ,S6の 胆

管は右肝管より分枝せず総胆管より直接分枝 し,副 肝
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Fig. 3 Intralaparoscopic photographs: (a) shows
gallbladder (GB) lies on the left side of right
ligamentum teres hepatis (RLTH). (b) shows
RLTH is suspended by string which needle is

entering to the abdominal wall. (c) shows
RlTH-enters to the right lobe of the liver.

b
c

管を形成 し,胆裏管はこの S6の副肝管より起始してい

ることが分かった (Fig,4)。 この肝管の存在に注意 し

て胆裏管を 2重 にクリップして切離した。胆襲管周囲

と胆嚢床より微小血管を認めたのみで,は っきりとし

た胆嚢動脈は確認できなかった。

病理組織学的所見 :胆裏内には,15mmの コレステ

ロール結石を認めた。胆裏は軽度の発赤を認め,組 織

学的には慢性胆婁炎の所見を呈 した。

術後経過 :術後合併症 もなく順調に経過 し,術 後 6
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Fig.  4 Intraoperat ive cholangiography shows

anomalous confluence of the cystic duct which

drains from the 86 branch of the bile duct.

日目に退院した。

術後腹部超音波検査 :肝内門脈の走行異常を確認 し

た。左門脈枝は謄部を形成せず本幹より分枝後背側枝

と腹側枝に分岐 していた。

右門脈枝は本幹より分枝後裏状 となり,そ れより肝

円索が伸びており,いわゆる踏部を形成 していた(Fig.

5a,b).

考  察

左側胆裏の報告例 としては1886年に Hochstetter21

による剖検例の報告が最初である。本邦においては,

1977年の山崎 ら3)の
報告が最初で自験例 を含め50例の

報告がある。Grossらりはその定義 として胆嚢筒が肝内

索の左側 に位置す るもの としている。さらに New、

combeら 5)はその定義に内臓逆位を伴わないものとし

ている。今日ではこれらの定義を満たすものを左側胆

嚢 とするのが一般的である。左側胆婁本邦報告50例で

は,男 女比20:30と 女性に多 く,年 齢幅は, 9～ 77歳

で,平 均年齢は53.8歳であった。左側胆嚢自身で症状

は通常ないとされているが,原 因不明の腹痛にて開腹

し左側胆嚢の存在が判明しその関連が疑われるとする

報告 もある。.胃 癌大腸癌 といった悪性疾患の手術中

肝内門脈分枝異常を伴った左側胆裏に腹腔鏡下胆襲摘出術   日 消外会誌 29巻  12号

Fig. 5 ultrasonography reveales intrahepatic por-
tal vein anomaly, which lacked left umbilical
port ion (a) and had r ight umbil ical port ion (b).

P: Portal vein, RLTH : Right Ligament Teles
Hepatis

に,偶 然発見される場合や,胆 石症を始めとする胆道

系の疾患の検査や手術中に発見されることが多 くの集

計例で画像診断のみにより確定診断を得たものは11例

にすぎない。また本症例のごとく腹腔鏡下胆嚢摘出術

が行われたものは 3例 認められた。併存病変 としては,

50%に 結石の合併が有る.ま た他の先天奇形 との合併

率は,40%で ,そ の中で肝内門脈分枝異常が 9例 ,副

肝の存在例が 2例 ,総 胆管拡張症例が 1例 ,副 肝管の

合併症711が1例報告されている。自験例は合併奇形 と,

門脈の分枝異常を伴っていた。これらの中で50例中 9

例 と高率に合併が指摘された肝内門脈走行異常につい

て着目すると,い ずれも左門脈に謄部の形成はなく右

門脈に謄部を形成 していた1)の～lり
(Table l).

門脈の発生において右謄静脈は6週 に消退 し,左 謄

静脈が残存 し肝円索 となるが,逆 に左潜静脈が消退し

右謄静脈が残存 したときは,肝 円索は門脈右校より発

生し,右肝円索 となると考えられている1ゆ
.すなわち左



1996年12月                                          71(2297)

Table l  Report cases of left‐sided gallbladder cOmbllled with anomaly of intrahepatic pOrtal vein

No References Age Sex
Diagnosis for

left-sided gallbladder
Diagnosis for anomalous
intrahepatic portal vein

Cl in ical
feature

Ozekll)

M I i k 1 7 )

Moriyama8)

MOriyama8)

Sirono9)

Yamazaki10)

Takemurall)

Nishi012)

Our case

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｆ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｆ

US

Operation

Operation

Operation

US

Operation

CT

Laparoscopy

US

US

US DSP

US DSP

US

US DSP

US PTP

CT DSP

US

Abdominal pain

Cholelithiasis

Gastric cancer

Colon cancer

Colon cancer

Hepatcellular carcinoma

Hepatic cyst

Cholelithiasis

Cholelithiasis

DSP: Digital subtraction portogram PTP: Percutaneous transhepatic portogram

側胆裏50例のうち 9例 に右肝円索を合併 していると考

えられる。

次に胆道系の発生は胎生 4～ 5週 に形成が起 こり6

週にはほぼ完成する。左側胆嚢や副肝管,重 複胆嚢や

胆婁欠損 といった胆道系の形成異常はこの時期に生じ

るとされている1り
,左 側胆嚢および右肝円索が同時期

に形成される奇形であると考えられる。一般的には左

側胆嚢の発生機序は,Grossら
4)による2型 が考えられ

ている. 1型 は,正 常な胆嚢が胎生期に踏静脈の後方

より左側に移動したもので,こ の場合は胆嚢管は総胆

管の右側に開日することになる。 も う1型 は肝左葉下

の胆裏原器が発育 したもので,こ の場合は胆嚢管は総

胆管の左側に開回するとしている.森 山らゆは,こ の説

以外に,胆 裏発生に異常が無 くとも右肝円索の奇形が

存在すれば左側胆嚢になる説を報告している.と ころ

が右肝円索が存在すればかならず左側胆嚢を導 くもの

であれば,左 狽」担嚢の定義から自験例のような右肝円

索を含むものを省 くことが必要 と考えられる。しかし,

右肝円索についての報告例をみると,松本 らlDは4,500

例の腹部超音波検査のうち 5例 (0。1%)に ,山 崎 ら1の

は2,210例中の prospecttve studyを行い 5例 (0.2%)

に肝内門脈走行異常を認めたが,こ の中で左側胆嚢の

指摘は 1例 のみであった。すなわち,右 肝円索10例に

1例 のみ左側胆嚢の合併 を認めた ことになる。した

がって,右 肝円索のすべての症例に左側胆嚢が合併す

るわけではないと考えられる。

以上のことから,左 側胆嚢の原因はGrossが 主張し

た胆襲原基の発生異常によるという考え方が一般に受

け入れられてきたが,そ れに加えて肝円索の位置異常

による左狽」胆嚢 も存在するとすべきであり,左 側胆婁

の定義 としては,従 来通 り胆嚢床 と肝円索の相対的位

置関係の異常 と広 く定義すべきものと考える。

腹腔鏡下に左側胆裏の摘出が行われた報告は,本 邦

では 2例 1い1の
あるが,い ずれの症例 も下垂する肝円索

が視野の妨げとなることを指摘 しこれに対 し肝円索の

左側 よリトロカールの追加挿入 を行っていた。本症例

では,腹 壁 より針糸を通す ことにより,良 好な視野の

もとに通常 どうりの 4か 所の トロカール挿入のみで手

術可能であった.前 述のごとく左側胆嚢には合併奇形

が多いことか ら,腹 腔鏡下胆婁摘出術施行の際には副

損傷防止のため Normograde法 による胆嚢の肝床部

か らの剣離 と,そ れに続 く術中造影による解剖の確認

が有用であると考 えられた。通常手術で も重要である

が,腹 腔鏡手術 において肝円索および胆嚢の位置異常

についての十分な理解が必要 と考 えられた。
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A Case of Left-sided Gallbladder Combined with an Anomalous Intrahepatic

Portal Vein, Confirmed by Laparoscopic Cholecystectomy

Shuji Takiguchi, Mitsugu Sekimoto, Shigeo Matsui, Hiroshi Yano, Hideo Tateishi,

Masakatsu Kinuta, Hirohide Maruyama, Eiji Yayoi and Jun Okamura

Department of Surgery, Osaka Teisin Hospital

A case of left-sided gallbladder combined with both an accessory bile duct and an anomaly of the
intrahepatic portal vein, was confirmed accidentally by laparoscopic cholecystectomy was reported. A

41-year-old woman with cholelithiasis was admitted to our hospital and laparoscopic cholecystectomy
was performed. The gallbladder was located in the left side of the round ligament, (left-sided gallbladder).

It was also complicated with right round ligament and an accessory hepatic bile duct. There are only 50
reports of left-side gallbladder without situs inversus totalis in Japan, but in 9 of these cases the gallbldder

misplacement was combined with a portal vein anomaly as in our case. For these cases, some authors

advocate another possible mechanism: A left-sided gallbladder might arise when the right round ligament
remains and the gallbladder develops at the left of this ligament. This could be added to Gross' theory.
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