
はじめに

先天性胆�欠損症，胆�低形成症は比較的まれな胆
道系の奇形であり，その術前診断は困難で，開腹にて

診断されることが多い．我々は総胆管結石を伴った胆

�低形成症の 1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：62 歳，女性

家族歴：父親が胃癌で死亡．

既往歴：特記すべきことなし．

現病歴：毎年，人間ドックを受診していたが異常を

指摘されたことはなかった．口腔内の荒れを主訴に平

成 12 年 8月 28 日に近医受診し，肝機能異常を指摘さ

れ，総胆管結石，胆石症と診断された．10 月 4日に手

術目的に当院へ紹介された．

入院時現症：身長 142.2cm，体重 42.4kg，体温 36.3

℃，脈拍 83�min，血圧 110�81mmHg，貧血，黄疸はな
く，腹部は平坦軟で，特記すべき所見はなかった．

入院時検査所見：特に異常値はなかった．肝機能，

胆道系酵素にも異常を認めなかった．CA19-9：10U�
ml と正常範囲だった．

腹部CT：胆�が描出されない以外は，特に異常は
なかった．胆道の 3次元構築像では胆�管と思われる
小突起があり，胆�は描出されなかった（Fig. 1）．

点滴静注胆道造影：総胆管は 20mmと拡張し，内部に

約 1cm大の陰影欠損が 1個見られた．胆�は描出され
なかった．

以上より，総胆管結石および萎縮性胆�炎と診断し
手術を施行した．

手術所見：腹腔内には癒着などの炎症所見はなかっ

た．拡張した総胆管と，3管合流部と思われる位置に小

突起を認めたが，肝床に胆�は見られなかった（Fig.
2）．小突起の周囲に炎症所見がなく，これまで胆�炎
と思われる既往もないことから萎縮胆�炎ではなく，
胆�低形成と診断した．小突起を切除し，総胆管切石
術を施行した．術中胆道造影を行い，胆�は描出され
なかった．総胆管結石の組成は 98％以上コレステロー

ルであった．小突起の内腔には 4×3mm，1×1mmの小

結石があった（Fig. 3）．

術後経過：経過良好で術後 15 日目に退院し，遺残結

石は認められず，術後 48 日目にTチューブを抜去し

た．

考 察

先天性胆�欠損症，胆�低形成は比較的まれな胆道
系奇形であり，その頻度は，0.038～0.045％とされてい

る1）．本症は胎生 5週に胆�と胆�管になる尾側肝窩
が形成されなかった型と，胎生 7週の胆道系の再開通

が起こらず，胆�，胆�管が閉塞したままで胆�窩に
索状物が遺残する型の 2型があるとされている2）．今

回の症例では後者の型と考えられるが，胆�管あるい
は不完全な胆�があり，その中に結石も存在した．三
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木ら3）によれば，完全に胆�および胆�管の存在しない
例は極めてまれであり，胆�管のみ，あるいは不完全
な胆�の存在する例が大部分としており，我々の症例
もこの中に入ると考えられる．胆�低形成以外に先天
性奇形は見られなかった．家族内発症の報告4）もある

が，この症例に関しては不明である．

杉本ら5）は，胆�欠損症の総胆管非拡張例の平均年齢
は 40.8 歳，総胆管拡張例が 56.3 歳，総胆管結石合併例

が 62.5 歳とし，広瀬ら6）は胆�欠損から加齢とともに
総胆管の拡張，総胆管結石の形成と 1連の変化が見ら

れ，その時間は 50～60 年としている．我々の症例も 62

歳で総胆管結石を合併している．

胆�欠損症では，腹痛，黄疸などの胆�炎様の症状
を伴うことが多く，無症状で発見されるものは少な

い5）．最終的には総胆管拡張から総胆管結石の合併す

ることが考えられること，胃癌の合併や胆�低形成の
胆�管に存在した胆管癌の報告3）5）もあり，胆�描出不
良例では念頭に置くべき疾患である．また，胆�炎の
診断で開腹手術をされることが多く，我々の症例のよ

うに総胆管結石で開腹手術されることもあるが，胆�
欠損，胆�低形成そのものは手術の対象ではない．画
像診断が一段と進歩し，術前に胆�欠損症が疑われる

Fig. 1 a）The bile duct and the protuberance was pictured by three dimensional

cholangiography with helical scanning CT. The common bile duct was dilated and

the gallbladder was not pictured. Cholecystitis was thought to be the reason why

the gallbladder was not seen. b）The schema of the three dimensional cholangiog-

raphy with helical scanning CT. The arrow indicates the protuberance.

（a）

（b）
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例も増えると考えられる．また，胆�欠損症では総胆
管拡張，総胆管結石の合併や悪性腫瘍合併の可能性が

あり定期的経過観察が必要と考えられる．腹腔鏡下手

術が一般的となり，腹腔鏡下に診断した報告7）～9）から

も，病歴，検査所見から胆�欠損が疑われる症例では，
低侵襲に確定診断するために，腹腔鏡検査あるいは腹

腔鏡下手術で直視下に胆�欠損，胆�低形成の有無を

確認するのが良いと考えられた．
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Fig. 2 a）Intraoperative findings showed a dilated

common bile duct. The gallbladder was not found

under the liver. b）The schema of the operative

findings. The hypoplastic gallbladder was buried in

the place indicated by arrow.

（a）

（b）

Fig. 3 The resected specimen showing a hypoplastic

gallbladder.
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We report a case of hypoplastic gallbladder associated choledocholithiasis. A 62 year-old woman with
Symptom-Free liver dysfunction was found by abdominal ultrasonography to have choledocholithiasis and re-
ferred to our hospital for surgery. On admission to the hospital, laboratory data were within the normal range.
Drip infusion cholangiography showed dilatation of the common bile duct and choledocholithiasis. The gall-
bladder could not be seen clearly. Abdominal computed tomography（CT）showed no problem but was still
unable to picture the gallbladder. We operated under a diagnosis of choledocholithiasis and atrophic cholecys-
titis. The gallbladder was hypoplastic, and we conducted cholecystectomy and choledocholithotomy. A con-
genital absence of the gallbladder or a hypoplastic gallbladder are relatively rare, but should be considered, if
the gallbladder cannot be seen.
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