
はじめに

門脈海綿状変形（cavernous transformation of the

portal vein：CTPV）は，肝外門脈閉塞症の結果，胆管

周囲血管叢から求肝性に経時的に増生する海綿状側副

血行路である1）．一方，先天性胆管拡張症（congenital

biliary dilatation：CBD）は胆道癌発生の観点から胆管

切除が適応とされるので， CTPVが併存する場合は，

手術時の大量出血や門脈血行の温存が手術手技上問題

となる．

今回，われわれはCTPVを伴うCBDの患者に大量

出血を伴う長時間の手術となったものの，門脈の側副

血行路を可及的に温存し胆管切除を施行した．両者を

併存したという報告例は少なく2）～4），胆管切除を施行

したのは自験例が最初であった．この病態は外科治療

上重要と思われるので報告する．

症 例

患者：40歳，女性

主訴：右上腹部痛

家族歴：特記すべき事項なし．

既往歴：18歳時，胆�炎
現病歴：2か月前から右上腹部痛が出現し，腹部超

音波検査で胆�炎と診断され1995年 1 月当院へ紹介さ
れた．

来院時現症：発熱や腹痛はなく，眼球，眼瞼結膜に

黄疸や貧血は認めなかった．胸腹部身体所見に異常は

なかった．

来院時血液生化学検査：GOT 68IU�l，GPT 314IU�
l，総ビリルビン1.8mg�dl，γGTP 564IU�l，ALP 390IU
�l と肝臓胆道系酵素が高値を示したが，術前には正常
値となった．血液凝固系検査値には異常を認めなかっ

た．

腹部超音波検査：胆�壁の肥厚と総胆管の拡張およ
び脾腫を認めた．総胆管の内腔に結石像と debris がみ

られた．

内視鏡的逆行性膵胆管造影検査：膵胆管合流異常と

総胆管の紡錘状拡張を認めた．拡張胆管内に胆石と胆

泥による陰影欠損像がみられ，肝内胆管は造影されな

かった．Alonso-Lej I 型先天性胆管拡張症と診断した

（Fig. 1）．

腹部CT検査：拡張した総胆管と脾腫を認めた．門

脈本幹を同定することができなかった．
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症例は40歳の女性で，右上腹部痛を主訴に来院した．画像診断でAlonso-Lej I 型先天性胆管拡張症と

診断され，血管造影で門脈 cavernous transformation を認めた．1995年 3 月 1日胆管切除，胆�摘出，
胆管空腸吻合術を施行した．発達した側副門脈のため手術操作に難渋し，約11時間を要し出血量は

5,615g であった．門脈圧は開腹時15cmH2O，胆管切除後16cmH2Oと変化しなかった．術後血管造影で

は小網内，後腹膜の海綿状血管像が温存されていた．患者は 3年10か月間健在である．門脈 cavern-

ous transformation を伴う先天性胆管拡張症はまれな病態で，本邦報告例はわずか 3例にすぎず，胆管

切除例は自験例が最初である．この病態では，本来良性疾患である先天性胆管拡張症の手術リスクが

高く，胆管切除により生体に有益な門脈側副血行路の一部が失われるという不利益があるため，手術

適応や術式選択を慎重に決定すべきである．
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血管造影：腹腔動脈と上腸間膜動脈造影の動脈相で

は異常を認めなかった．門脈相では門脈本幹がみられ

ず，著明な海綿状側副血行路が描出された．側副門脈

は特に小網内に発達していた（Fig. 2A, B）．肝外門脈閉

塞症およびCTPVと診断した．

以上より，CTPVが併存する先天性胆管拡張症と診

断し，1995年 3 月 1日手術を行った．

手術所見：脾腫がみられたが，肝は正常であった．

肝外胆管は�胞状に拡張し，肝十二指腸間膜と小網内
に怒張した側副門脈を認めた（Fig. 3）．夥しい出血量

に対する止血操作に難渋した．胆�を摘出し，胆管壁
内の発達した側副門脈とともに拡張胆管を切除した．

胆管は，上流側は総肝管，下流側は膵管との合流部直

上で切離した．小網内の側副門脈は温存した．門脈本

幹は確認できなかった．Roux-en Y式肝管空腸吻合術

で再建した．手術時間は10時間52分，出血量は5,615g

で輸血を行った．術中上腸間膜静脈で計測した門脈圧

は，開腹時15cmH2O，胆管切除後は16cmH2Oとほとん

ど変化しなかった．術中採取した胆�内と胆管内胆汁
中 P型アミラーゼ値はいずれも約150,000IU�l であっ

た．

摘出固定標本：胆�粘膜はびまん性に粗造な肥厚が
みられた（Fig. 4A）．胆管は粘膜の一部に肥厚を認めた

ものの壁は菲薄であった（Fig. 4B）．

病理組織所見：胆管漿膜下層に著明に拡張した静脈

を認め，内腔に血液が充満していた（Fig. 5）．粘膜上

皮は，胆�では著明に，胆管では部分的に増生を認め，
壁の間質には炎症細胞浸潤があり，胆�炎，胆管炎の
所見を呈した．

術後血管造影：腹腔動脈および上腸間膜動脈造影の

門脈相で，胆管周囲に相当すると思われる領域の側副

門脈が消失していたが，小網内，後腹膜の血行は温存

され肝内血流も保持されていた（Fig. 6A, B）．

術後の血液生化学検査では異常を認めなかった．患

者は経過良好で第29病日軽快退院し，3年10か月間健

在である．

Fig. 1 An endoscopic retrograde cholangio-pancrea-

ticogram shows pancreaticobiliary maljunction and

cystic dilatation of the extrahepatic bile duct with

filling defects.

Fig. 2 Arterial portograms through the celiac artery

（A）and superior mesenteric artery（B）show nu-

merous tortuous hepatopetal collateral channels at

the porta hepatis.
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考 察

CTPVは肝外門脈閉塞により，肝十二指腸間膜内の

peribiliary and periportal capillary plexus の小静脈が

拡張して側副血行路が発達し，求肝性海綿状血管腫様

の外観を呈するものである．肝十二指腸間膜，肝結腸

間膜，胆�周囲などに網目状に形成され，middle size
の肝内門脈枝に終わるとされている5）6）．この病態は

1869年に Balfour ら7）により最初に報告され，1928年に

Klemperer8）が自験例を加えた症例を集計し，CTPV

と命名して報告した．

CTPVの病因については，後天的な門脈閉塞に続発

すると一般的に考えられている．Klemperer8）は門脈血

栓が本態と考え，血栓形成の原因を 4つに大別して列

Fig. 3 A：Operative findings. Numerous tortuous vessels are observed around the

dilated bile duct.

B：Schematic illustration of Fig. 3A. GB：gallbladder CBD：common bile duct.

Fig. 4 Macroscopic findings of the resected speci-

men show diffuse hypertrophy of the gallbladder

mucosa（upper）and partial hypertrophy of the mu-

cosa and a thin wall of the bile duct（bottom）.

Fig. 5 Histological findings reveal dilated vessels in

the subserosa of the bile duct. Chronic cholangitis

was also found（HE stain×5）.
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挙している．杉浦ら9），本名1）は小児期発生例の約40

％は何らかの新生児期感染症による門脈幹の血栓性静

脈炎が原因と推測している．一方，原因不明の症例も

多く存在し，それらの症例は先天異常が併存する頻度

が高いことから，肝外門脈閉塞の一部は先天性である

可能性を指摘するものもいる10）．

CBDと CTPVの因果関係は現在不明である．拡張

胆管による門脈の圧排11）や膵液逆流による慢性的な胆

管炎の存在は，CBDが門脈圧亢進症やCTPVの後天

的原因となりうることを示す．逆にCBDが先天性疾

患であることは，それに併存するCTPVも門脈の先天

性発生異常に起因する可能性を連想させる．しかし，

実際には両者が併存した報告は本報で 3例2）～4），海外

でも 3例で12）～14），非常にまれである．この併存頻度の

低さはそれが偶然であることを示唆する．Raffen-

sperger ら12）は CBDを伴ったCTPV小児剖検例で，肝

外門脈閉塞部には炎症所見を認めなかったと報告して

いる．自験例では術中所見や切除胆管の組織所見から

肝外門脈閉塞の原因を説明する特異的な所見は見出せ

なかった．両者の因果関係の問題は，今後の症例の蓄

積と実験的検討を待たねばならない．

CBDは高率に胆道癌が発生するため，一般に胆管切

除の適応とされる．しかし自験例のようにCTPVが併

存している場合は以下の 2つの点を考慮する必要があ

る．

第 1は，CTPVが易出血性のため手術リスクが高い

ことである15）．CTPVが併存したCBDの報告例は，い

ずれも出血のために胆管切除が困難で胆道バイパス術

が施行されており2）～4），自験例が胆管切除術を行った

最初の報告と思われる．今回の手術は長時間を要し，

大量出血のため正常肝の若年者に対し輸血が必要で

あった．幸い患者は耐術したものの，対象が良性疾患

であることを考えると手術の危険度はかなり高かった

と言わざるをえない．輸血量を減少させる手段として

堀見ら16）は，CTPV合併膵癌に対する門脈合併膵頭十

二指腸切除の際，上腸間膜静脈と臍静脈間の体外循環

回路が有用であったと報告している．今後CTPVの発

達した症例に膵胆道手術を行う場合考慮すべき方法で

あろう．

第 2の問題点は，胆管切除により門脈側副血行路が

失われる点である．CTPVを形成する側副血行路は閉

塞した肝外門脈の代わりに肝血流を維持し門脈圧を制

御しており，本来生体に有益に働いていると考えられ

る1）．したがって，胆管とともに側副血行路の一部が切

除されると，門脈圧亢進症が進行し，肝血流も障害を

うける可能性が十分にある．自験例では，術中小網内

の側副血行路を可及的に温存し，胆管切除後の門脈圧

上昇がないことを確認し手術を終えた．さらに術後血

管造影で残存側副血行路の開存と肝血流の保持が示さ

れた．仮に門脈側副血行の温存が不可能から門脈再建

が必要であり，温存できても門脈圧の上昇があれば

シャント手術などの併施を考慮すべきである．しかし，

これらの門脈系の手技はかなりの困難が予想され，さ

らに手術リスクが高くなる．CBDが基本的には良性疾

患であることを念頭におき，胆管を切除しても側副血

行路の温存が可能かどうかを慎重に検討したうえで，

手術適応や術式選択を決定すべきである．

本論文の要旨は第251回東海外科学会（1996年 4 月，名古

屋）において発表した．

稿を終えるにあたり，ご指導いただきました名古屋大学

Fig. 6 Postoperative portograms through the celiac

artery（A）and superior mesenteric artery（B）show

preserved tortuous collateral channels at the porta

hepatis.
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A Case of Congenital Biliary Dilatation with
Cavernous Transformation of the Portal Vein

Katsushi Yoshida, Yoshichika Okamoto, Takehito Katoh, Haruhiko Chigira,
Yoshihisa Shibata, Shigemi Onoue, Minoru Esaki, Masayuki Sano,

Masahide Fukaya and Matsuyoshi Maeda＊

Department of Surgery and Pathology＊, Toyohashi Municipal Hospital

A 40-year-old female complained of right upper quadrant pain. Clinical images revealed that the patient
had congenital biliary dilatation（CBD）of Alonso-Lej's type I. Arterial portography showed cavernous trans-
formation of the portal vein（CTPV）. On March 1, 1995, resection of the dilatated bile duct and gallabladder
with hepaticojejunostomy was performed. Because of difficulty in managing the bleeding from collateral por-
tal veins, operative time was over 10 hours and operative blood loss was 5,615g. There was no significant
change in the portal pressure before（15 cmH2O）and after（16 cmH2O）bile duct resection. Postoperative por-
tograms disclosed that the cavernous transformation with hepatopetal collateral pathways was preserved.
The patient is doing well 3 years and 10 months after operation. CBD with CTPV is a rare condition. Only
three other cases are reported in the Japanese literature, and this is the first report of a patient undergoing
resection of the bile duct. Operative indication and optimal procedure for this condition must be decided pru-
dently. It should be noted that resection of the bile duct for CBD with CTPV is a high-risk operation for a be-
nign disease, and may damage the portal collaterals that are essential for healthy hepatic function.
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