
はじめに

胆道十二指腸瘻は通常胆�・胆管結石の合併症とし
てみられ抗潰瘍薬の発達した現在，十二指腸潰瘍に合

併するものはまれである1）．我々は十二指腸潰瘍の穿

通による総胆管十二指腸瘻の症例を経験したので，若

干の文献的考察を加えて報告する．

症 例

症例：25歳，男性

主訴：上腹部痛，嘔吐，手指のしびれ

家族歴：特記すべき事なし．

既往歴：平成 9年12月近医にて胃潰瘍・十二指腸潰

瘍を指摘され内服治療を受けていたが平成10年 3月よ

り自己休薬していた．

現病歴：平成10年 6月 1日より嘔吐が出現した．6

月 2日出張先の病院を受診し代謝性アルカローシスを

指摘され，6月 3日当院を受診した．

来院時身体所見：身長172cm，体重55kg．脈拍110�
分．血圧120�70mmHg．皮膚 turgor 低下．眼球結膜に
黄疸はなかった．上腹部に圧痛を認めるも筋性防御は

なかった．

来院時血液生化学的所見：WBC 18,300�µl，RBC
661×104�µl，Hb 18.5g�dl，Ht 57.5％，Plt 28.9×104�µl
と血液濃縮があった．Na 137.0mEq�l，K 3.5mEq�l，

Cl 87.8mEq�l，pH 7.551，PO2 62.8mmHg，PCO2 53.7
mmHg，HCO3－ 47.0mMol�l と低クロール性代謝性
アルカローシスを認めた．肝胆道系酵素には異常は認

めなかった．

腹部超音波検査：肝内胆管と胆�内にガス像を認め
たが胆管拡張や結石は認めなかった（Fig. 1）．

上部消化管内視鏡検査：幽門輪の口側にA2ステー

ジの潰瘍を認めた．十二指腸球部の変形を認めたが下

行脚には挿入不能であった．Helicobacter pylori に対

する迅速ウレアーゼ試験は陰性であった．
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Fig. 1 Ultrasonography showed air in the gallblad-

der（left, arrow）and intrahepatic bile duct（right,

arrow）.
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以上より胃・十二指腸潰瘍による幽門狭窄と潰瘍の

穿通による総胆管十二指腸瘻を疑い，ガストログラ

フィンによる上部消化管造影と腹部CTおよび十二指

腸下行脚への内視鏡挿入が不能のためERCPではな

く経皮経肝胆管造影（percutaneous transhepatic cho-

langiography：以下，PTCと略す）を行った．

上部消化管造影X線検査：十二指腸球部が著明に

拡張し上十二指腸角後壁の潰瘍と同部での狭窄を認め

たが胆管は造影されなかった（Fig. 2）．また造影後の

立位単純X線撮影で胆管内ガス像を認めた（Fig. 3）．

腹部CT検査：肝内胆管と胆�内にガス像を認めた
が胆�胆管結石はみられなかった（Fig. 4）．
PTC造影検査：総胆管下部より十二指腸への瘻孔

を認めた（Fig. 5）．瘻孔は潰瘍部に一致しその肛側で

十二指腸の狭窄を認めた．本来の十二指腸乳頭へはわ

ずかに造影剤が流れるのみで大半は瘻孔より十二指腸

球部へ流出した．

入院後経過：入院後絶食とし輪液・H2ブロッカー

を投与したところアルカローシスは改善しWBCも正

常化した．発熱はみられず胆道感染はないものと判断

し抗生物質は使用しなかった．十二指腸潰瘍の胆管穿

通による総胆管十二指腸瘻と診断し手術を施行した．

手術：平成10年 6月16日手術を行った．潰瘍の穿通

のため十二指腸膵頭部間の剥離は困難であったため潰

瘍を空置し，幽門部で胃切除し幽門洞の粘膜を切除・

閉鎖・Billroth II 法再建する，いわゆるFinsterer-

Bancroft 手術と胆�摘出・肝管空腸吻合術（Roux-en-

Fig. 4 Abdominal CT showed air in the intrahepatic bile duct（left, arrow）and gall-

bladder（right, arrow）. No cholelithiasis was detected.

Fig. 2 Gastroduodenography showed extremely di-

lated duodenal bulbs and ulcer of the second por-

tion（arrow）. Duodenal stricture at the ulcer was

also demonstrated.

Fig. 3 Abdominal X-ray film after gastroduodenog-

raphy showed air in the intrahepatic bile duct（ar-

row）.

２０００年１２月 47（1921）



Y）を行った．胆管内にRTBDチューブを，十二指腸

断端には減圧のため胃瘻より14Fr サフィードチュー

ブを挿入した（Fig. 6）．

術後経過：胃瘻周囲の皮膚びらんを認めた以外は特

に問題なく術後30日で退院した．現在術後約 1年 6月

を経過するが胆道感染はなく経口摂取も順調である．

考 察

胆道十二指腸瘻は胆石症に合併することが多く90％

以上は胆石症に由来し，5％が消化性潰瘍，4％が悪性

腫瘍に起因する1）．消化性潰瘍に対する内科的治療薬

の進歩のため近年では消化性潰瘍に合併する胆道十二

指腸瘻はまれになってきており，1987年までは179例の

報告がみられるが2）我々が検索しえた範囲では過去10

年間では本邦で 4例，海外で13例の報告がみられたの

みである3）～14）（Table 1）．

十二指腸潰瘍に伴う胆道十二指腸瘻は胆石症に伴う

ものと異なり通常は無症状で経過し胆管炎の併発は少

なく15），腹部X線写真11）12）や上部消化管造影3）6）～8）13）・

腹部超音波検査9）10）・腹部 CT14）の際に偶然発見される

胆管内ガス像からなされるものが多い．上部消化管内

視鏡で潰瘍から瘻孔を造影できたり3），上部消化管造

影で十二指腸潰瘍より胆管への造影剤の流入がみられ

た場合3）6）～8）13）はほぼ確定診断がなされるが，胆管内ガ

ス像のみがみられた場合には，感染・新生物・外傷・

気腫性胆�炎・Oddi 括約筋機能不全・先天奇形・以
前の外科手術などの鑑別が必要である15）．

自験例では腹部超音波検査で胆管内ガス像を認めた

ことを契機に精査を行い PTC造影で確定診断したも

ので，胆管炎の合併は認めなかった．

治療は古典的には根治手術（胃亜全摘，十二指腸部

分切除，瘻孔閉鎖，胆�十二指腸吻合）を行うべきと
されていたが16），これは胆石症に合併する胆道十二指

腸瘻と混同して手術を行っていたためで，十二指腸潰

瘍に伴う胆道十二指腸瘻では術後の上行性胆管炎の合

併は少ないため根治的手術は不要とされるようになっ

てきた15）．瘻孔の修復は通常困難でかつ不必要なため

放置し潰瘍に対する手術（迷走神経切断・広範囲胃切

除（Billroth II 法再建）・胆�摘出や迷走神経切断・胃
空腸吻合術）を行ない瘻孔は自然閉鎖したとの報

告4）9）10）14）15）がみられ，胆管の露出や胆管空腸吻合は胆管

Fig. 6 Schematic illustration of the operation procedures shows the ulcer and chole-

dochoduodenal fistula were left intact. Distal partial gastrectomy with antral muco-

sectomy（Finsterer-Bancroft operation）, cholecystectomy and hepaticojejunostomy

were performed.

Fig. 5 Percutaneous transhepatic cholangiography

（PTC）showed choledochoduodenal fistula（arrow）．

Duodenal papilla was also demonstrated（arrow

head）.
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の狭窄と拡張がみられた場合にのみ行うできとの報

告17）もある．また最近では内科的治療で潰瘍が改善す

ると胆道十二指腸瘻も自然に閉鎖したとの報告も多く

みられるようになってきた3）5）～8）10）13）14））．しかし自験例

では患者さんの服薬コンプライアンスが悪いうえ十二

指腸下行脚での狭窄が高度であることより十分なイン

フォームドコンセントのうえ手術を行うこととした．

また過去の潰瘍治療による瘢痕のためか瘻孔が十二指

腸狭窄部のやや口側に開口し，胃内に大量の胆汁が逆

流しており瘻孔を放置した場合潰瘍空置手術

（Finsterer-Bancroft 手術）の最も危険な合併症である

十二指腸断端の縫合不全18）の発生が危惧されたため，

同時に胆管空腸吻合を行い十二指腸断端の減圧をはか

り縫合不全を予防した．

本論文の要旨は第92回神奈川県臨床外科医学会集談

会（平成10年 9月横浜市）において報告した．
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A Case of Choledochoduodenal Fisutula Developed by
Duodenal Ulcer
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Choledochoduodenal fistula complicating duodenal ulcer disease is a rare occurrence. We report such a
case in a 25-year-old man admitted to our hospital with chief complaint of vomiting and upper abdominal pain.
Abdominal ultrasonography showed pneumobilia in the ballbladder and intrahepatic bile ducts. Upper gastro-
intestinal contrast radiography showed bulbar stricture and bulbar dilatation but no evidence of a fistula. Per-
cutaneous transhepatic cholangiography（PTC）showed a choledochoduodenal fistula slightly proximal to the
bulbar stricture. The patient was successfully treated by distal gastrectomy by the Billroth II method leaving
the ulcer intact（Finsterer-Bancroft operation）and by hepaticojejunostomy to decompress the duodenal
stump. Medical management with recent anti-ulcer drugs for choledochoduodenal fistula has also been re-
ported to yield good results. Our patient, however, required surgery because of the bulbar stricture and the
location of the choledochoduodenal fistula.
Key words：choledochoduodenal fistula, duodenal ulcer
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