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急性気腫性胆嚢炎の2例
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はじめに

急性気腫性胆裏炎はガス産生菌を起炎菌とするまれ

な疾患である。特徴的な画像所見より診断は容易であ

るが,時 に急速に重篤化 し,穿 子L率も高いため早期に

適切な治療を行うことが必要 とされている。今回,わ

れわれは胆嚢摘出術により治癒せしめた急性気腫性胆

裏炎の 2例 を経験 した,こ のうち 1例 は極めてまれと

考えられる胆管内ガス像を伴った症例であり,若 子の

文献的考察を力田え報告する。

症  例

症例 1:68歳 ,男 性

主訴 :上腹部痛

既往歴,家 族歴 :特記すべきことなし.

現病歴 :平成 7年 1月 27日,上腹部痛が出現し,徐々

に疼痛が増強してきたため,同 日夜,当 院の救急外来

を受診 した。急性胆嚢炎と診断され,内 科に緊急入院

となった。

現症 :身長157cm,体 重58kg,血 圧154/90mmHg,

体温36.2°C.上 腹部に圧痛を認めた。

入院時検査成績 :白血球11,000/μlと増加 し,CRP

は16 6mg/dl,赤 沈 1時 間値73mmと 著明な炎症反応

を認めた。また,空 腹時血糖が184mg/dlと 高値 を示
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し,尿 糖 も陽性であった。

腹部単純 X線 写真 :右上腹部に胆嚢の輪郭に一致

してガス像が認められ,立 位ではniveauを形成 して

いた (Fig.lA).

腹部超音波検査 :胆嚢壁は著明に肥厚し,ガ スによ

ると思われる幅の広い弧状の strong echoを 認めた

(Fig。lB).

腹部 CT検 査 :胆嚢の腫大および胆嚢内腔のガス像

と結石を認めた (Fig。2).

以上より胆襲結石を伴う急性気腫性胆嚢炎 と診断し

た。全身状態は比較的良好で,症 状 も軽度であったた

め,保 存的治療を行うこととし,抗 生剤を投与 した。

入院 4日 目より解熱 し,症 状 も軽快 した。しかし,血

液検査では炎症反応は持続 し,画 像検査で胆裏蓄膜が

疑われたので,手 術適応 と判断し,入 院18日目に手術

を施行 した。なお,術前検査で75g経 回糖負荷試験では

糖尿病型を示しており,ま た,眼 底検査を行ったとこ

ろ網膜動脈に動脈硬化性変化がみられた。

手術所見および手術術式 :横行結腸および十二指腸

が胆裏に強国に癒着 してお り, これを剣離すると,胆

嚢は腫大 し,壁 は肥厚 していた,手 術は胆裏摘出術,

腹腔 ドレナージを行った.

摘出標本 :胆嚢内および壁内に膿汁が貯留 してい

た。胆嚢内には多数のビリルビン結石を認めた。なお

術中採取 した胆嚢内の膿汁の培養よりCiostttdium属

急性気腫性胆嚢炎はガス産生菌によって生ずるまれな疾患で,腹 部画像検査で胆婁内や胆裏壁周囲

に異常ガス像を示す特徴を有する。われわれは過去 2年 間に,急 性気腫性胆嚢炎を 2例経験 した。症

例 1は上腹部痛を主訴 として入院 となった68歳の男性で,腹部 X線 写真 と腹部 CTに て胆嚢内ガス像

を認めた。保存的治療の後,第 18病日に待機的に胆嚢摘出術を行った。病理診断は壊疸性胆嚢炎であっ

た。胆汁の細菌培養で CiostHdium属 が検出された.症例 2は 上腹部痛を主訴 として来院した85歳の男

性である。腹部 X線 写真で胆管内ガス像,腹 部 CTに て胆嚢内ガス像および胆管内ガス像を認めた。

即 日,経 皮経肝的胆裏 ドレナージを行ったが,不 成功 となったため緊急開腹手術を施行 した。病理診

断は蜂衛織炎性胆嚢炎で,胆 汁の細菌培養で Clostddium perfangensが検出された。両者 とも術後経

過は順調で,そ れぞれ術後14日目と16日目に退院した,
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Fig. 1 A) Abdominal plain film sholr.ed an area

of  gas in the region of  the gal lb ladder.  B)

Urtrasonography shou.ed strong echo u'ith acous-

tic shadow in the gallbladder.

Fig. 2 Abdominal CT showed gas and stones in
the gallbladder.

が検出された。

病理組織学的検査 :胆嚢は壊死に陥 り,び まん性に

炎症性細胞の浸潤 と多数の空胞がみられ,壊 痘性胆嚢

炎 と診断された (Fig.3).

術後経過は順調で,術 後14日目に退院 となった。

症例 2:85歳 ,男 性

主訴 :上腹部痛

日消外会誌 31巻  1号

Fig.  3 Histopathological  f indings of  the gal lb lad-

der showed necrosis and infiltration of the

inf lammaton'  cel ls .

既往歴 :虚血性心疾患,高 血圧

家族歴 :特記すべきことなし.

現病歴 :平成 8年 11月13日より上腹部痛が出現 し,

11月14日,近 医の往診を受け,鎮 痛剤の投与にて一時

軽快 した。しかし,11月 15日夜,再 び腹痛が出現 し,

当院救急外来を受診 し,内 科に緊急入院 となった。

現症 :身長160cm,体 重62kg,血 圧140/62mmHg,

体温37.7°C.上 腹部に圧痛および筋性防御を認めた。

入院時検査成績 :白血球10,200/μl,CRP 7.4mg/dl

と炎症反応を認めた.また,T‐Bl12 4mg/dl,GOT 125

U/′,GPT 182U/′ ,LDH 61lU/′ と肝機能障害を認

めた。

腹部単純 X線 写真 :右上腹部 に総胆管に一致 した

ガス像が認められた (Fig.4A).

腹部超音波検査 :胆嚢は著明に腫大 し,胆 嚢壁は肥

厚していた (Fig.4B).

腹部 CT検 査 :胆嚢壁の肥厚,胆 嚢内腔および胆嚢

壁のガス像 とdebttsを認めた。総胆管 と左肝内胆管に

もガス像が認められた (Fig.5A,B).

以上より,急 性気腫性胆嚢炎 と診断し,経 皮経肝的

胆嚢 ドレナージ(以下,PTCBD)を 施行 した。しかし,

PTGBD施 行中に超音波下での胆嚢の描出が困難 とな

急性気腫性胆嚢炎の 2例
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Fig. 4 A) Abdominal plain film shou.ed an area

of gas in the region of the common bile duct
(arrows). B) Urtrasonography sho\\ied disten

sion and wal l  th ickening of  the gal lb ladder.

Fig. 5 Abdominal CT showed gas in the gallblad-

de r  (A )  and  i n  t he  i n t r ahepa t i c  b i l e  duc t  (B )

\arr0ws,.

Fig. 6 Histopathological

der shoq,ed hemorrhage

inflammatory cells.
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andings of the galiblad‐

and innitratio1l of the

り,結 局, ドレナージチューブが胆襲から腹腔内に逸

脱 し,腹 腔内出血をきたしたため,外 科転科 となり,

緊急手術 となった.

手術所見および手術術式 :腹腔内に約500mlの 血液

の貯留が認められ,PTGBDチ ューブは胆嚢を突き抜

け,そ の先端は腹腔内に存在 していた。出血は肝の穿

刺部 と思われたが,手 術の時点では自然に止血されて

いた。胆嚢は腫大し,胆 嚢壁は肥厚 していた。胆裏摘

出術および腹腔 ドレナージを施行 し,手 術を終えた。

摘出標本 :胆嚢内には血性の液の貯留を認めたが,

胆裏結石はみられなかった。胆嚢の内容液の細菌培養

検査で Clostttdium perfttngensが検出された。

病理組織学的検査 :胆嚢粘膜の残存はほとんどみら

れず,壁 全層にわたる出血 と炎症細胞の浸潤がみられ

た (Fig.6).

術後経過は順調で,術 後第16病日に退院 となった,

考  察

急性気腫性胆裏炎は主にガス産生菌を起炎菌 とし,

X線 上特徴的なガス像を呈するまれな疾患で,1901年

の Stolzl)により初めて報告された。本邦 においては

1958年高瀬 ら2)の
報告が最初であるが,近 年,画 像診断

技術の進歩に伴いその臨床報告例 も増加傾向にあり,



1996年に佐藤 ら3)が116例の本邦報告例 を集計 してい

る。

気腫性胆嚢炎の臨床的特徴 として Mentzerら 4)は
,

1)高 齢の男性に多 く,ま た,糖 尿病の合併が多い,2)

無石胆裏炎が多い,3)起 炎菌 としてはC10stttdium属

の検出率が高い,4)胆 嚢の壊死,穿 孔の頻度が高 く,

通常の急性胆嚢炎に比べ死亡率が高い,な どをあげて

いる。

急性気腫性胆嚢炎の発生機序 として本症患者には動

脈硬化,高 血圧,糖 尿病の既往が高率に認められるこ

とや胃切除患者。や肝臓の TAE後 に本症の発生がみ

られることから本症の発生には胆嚢壁の虚血性変化が

重要な因子であると考えられている。すなわち,通 常

の急性胆裏炎が胆石などの嵌頓により起 こる胆婁管の

閉塞が 1次 的原因であるのに対 し,本 症は血管病変を

基礎 とした胆嚢壁の虚血が先行 し, 2次 的にガス産生

菌が感染することにより,胆 婁壁が壊死におちいるも

のと考えられている。自験例においても症例 1で は糖

尿病を合併 しており,入 院後の検査で眼底血管に動脈

硬イ留性変化が認められ,症 例 2は 85歳と高齢で,虚 血

性心疾患および高血圧を有 しており,無 石胆嚢炎でも

あった。 こ れらのことから, 2症 例 とも動脈硬化性の

血管病変を伴っていると推測され,胆 嚢壁の血流障害

が原因 と考えられる。

本症は通常の胆嚢炎より激症の経過をとることが多

く,壊 痘性胆裏炎が91_4°/。,穿 孔 は12.7%に み られ

た。.自験例でも1例 が壊痘性胆嚢炎であった。起炎菌

の検索ではClostridium属 (48%),E.coli(20°/。),

KlebSella属 (17.8%)な どが主に検出されている7).

自験例では 2症 例 とも胆汁培養の結果はClostddium

属が検出された。

近年,超 音波検査や CT検 査などの画像診断が発達

し,気腫性胆裏炎において腹部単純 X線 上ガス像が不

明瞭な症例でも容易に診断が可能 となった。すなわち

超音波検査では胆嚢 または胆嚢壁に一致 して acOus‐

tic shadowをイ半うstrOng echo力将忍められる。 ま た,

CT検 査では,胆 裏内腔や胆嚢壁内にガス像が認めら

れる。特にCTは 胆裏内の少量のガスでも描出でき,

早期診断が可能で,有 所見率は100%と 最も高い。.自

験例でも超音波検査や CT検 査で同様の所見が認めら

れた。本疾患におけるガスの存在部位は胆嚢内,胆 嚢

壁内,さ らに病変進行に伴い,胆 嚢周囲までに及ぶ.

自験例では症例 2は胆嚢内および胆婁壁のガス像以外

に胆管内ガス像 も認められた。一般に胆管内ガスは,
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胆管慶,Oddi筋 の機能低下,胆 管空腸吻合などによっ

て 2次 的に出現することが多 く,急 性気腫性胆婁炎で

現われることはまれである。Mentzerら 4)は
急性気腫

性胆嚢炎164例中 7例 (42%)に 胆管内ガス像が存在

したと報告している。本邦でも胆管内ガス像を伴った

気腫性胆嚢炎は1994年に佐々木 ら8)が5例 を集計 し,

その後,鎌 田らり豊岡ら1の
高原 ら1りの報告をみるのみ

で,自 験例が10例目と考えられ,極 めてまれである。

胆管内にガスがおよぶルー トとしては,ガ ス産生菌に

よって胆嚢内あるいは胆嚢壁内で産生されたガスが胆

嚢内から胆嚢管を経由して総胆管,肝 内胆管内に至る

と考えられる9川0)。なお,胆管内にガスがあった場合は

術前および術中の検査で胆道 と消化管 との内慶ないこ

とを確認 してお くことが大切である。

本症の治療法 としては,通常の急性胆嚢炎に比べて,

急速に重症化することが多 く,胆 裏の壊死,穿 子しを起

こす可能性が高いため,早 朝に胆嚢摘出術を行 うのが

望ましいとされている。しかし,自 験例の症例 1で は

幸いにも保存的治療で状態が安定 し,待 機手術にもっ

ていくことができた。久保 ら1のは保存的治療のみで軽

快,退 院 した症例を報告してお り,症 例によっては必

ずしも早期手術が必要 とは限らず,そ の重篤度や経過

により待機手術が適応 となる症例の存在 も示唆 され

る。また,近 年,合 併症を有 し,全 身状態が不良で,

緊急手術 は危険が大 きい と判断 された場合 には,

PTGBDで 急性期を凌ぎ,全 身状態の改善を待って,

待機的に手術を行い,よ り良好な結果を得たとの報告

171もみられる3湾
Lこ の PTGBDに ついては有効 とする

ものと,一 方で超音波ガイド下の胆嚢穿刺は,胆 嚢壁

は壊死に陥っており多子Lの危険性 も考えられることな

どより,む しろ避けるべきである7)11)とするもの との

両者があり,意 見の一致をみていない.自 験例の症例

2は PTGBDが 不成功 となったが,著 者 らは全身状態

が不良で,耐術が困難な症例では PTGBDは 治療法の

1つ の選択肢 として考えている。しかし,PTGBDを

施行 しても状態が悪化 したり,穿 孔が生じた場合や自

験例のように PTGBD施 行中に超音波画像上胆婁の

描出が困難 となり,結 果的に不成功 となった場合は時

期を逸せず手術に踏み切るべきと考える。
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Two Cases of Acute Emphysematous Cholecystitis

Akira Suzuki, Jin-ichi Kameyama, Yousuke Sakai, Shun Kudou, Akiko Takeshita,

Hiroshi Kuzu*, Masahiro Urayama* and Kiyoshi Kawaguchi*
Department of Surgery, Yamagata Prefectural Nihonaki Hospital

*First Department of Surgery, Yamagata University School of Medicine

Acute emphysematous cholecystitis is a rare disease caused by gasproducing bacteria. Abdominal

imaging examinations reveal abnormal gas in the gallbladder lumen and pericholecystic space. We

experienced two cases of acute emphysematous cholecystitis. Case 1: A 68-year-old man. He was admitted
to our hospital because of upper abdominal pain. Abdominal imagings showed air in the gallbladder and

he was diagnosed as having acute emphysematous cholecystitis. He was treated with intravenous fluids

and antibiotics, and then his general condition improved. A cholecystectomy was performed 18 days after

admission. Pathological examination of the surgical specimen revealed acute gangrenous cholecystitis.

Ry cultivation of bile juice collected during the operation, Clostridium species was detected. Case 2: An

8S-year-old man- He was admitted to our hospital because of upper abdominal pain. Abdominal imagings

showed air in the gallbldder and the bile duct. With a diagnosis of acute emphysematous cholecystitis,
percutaneous transhepatic gallbladder drainage was immediately performed, however, it was unsusucces-
sful. On the day of admission emergency laparotomy was carried out. The histopathological findings of

the gallbladder showed phlegmonous inflammation. Culture of the bile was positive for Clostridium
perfringens. In these two cases the postoperative course was good, and the patients were discharged on

the 14th and 16th postoperative days respectively.
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