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胃切除後，胆囊摘出後に発生した胆石イレウスの 1例

千葉市立青葉病院外科，千葉大学大学院臓器制御外科学＊

太田 舞 塩原 正之 安藤 克彦
布村 正夫 更科 廣實 宮崎 勝＊

近年報告の増えている胆石イレウスのなかでも，胆囊摘出後の胆石イレウスはまれである．
今回，胃切除B-II 再建後 23 年，胆囊摘出後 3年目に発生した胆石イレウスを経験したので文献
的考察を加えて報告する．症例は 69 歳の男性で，腹痛を主訴に来院し，CTにて上部空腸に high
density mass，腹部超音波検査にて音響陰影を伴う腫瘤像を認め，病歴と合わせて食餌性イレウ
スとして保存的治療を開始した．第 3病日の腹部超音波検査にて左下腹部に移動した腫瘤像を
認め胆石イレウスと診断し手術を施行，回腸末端より口側 105cmに嵌頓した結石を摘出した．
結石分析にて内層はビリルビン結石であったが外層の成分は不明であった．本症例は黄疸の既
往がなく，内胆汁�や胆道気種を認めていないこと，結石分析結果などより経乳頭的に排石さ
れた胆石がB-II 再建後の十二指腸内で増大移動し発症，最終的に回腸に嵌頓したと考えられ
た．

はじめに
近年，胆石症の増加とともに胆石イレウスの報

告が増えている．これら報告のほとんどが有胆囊
症例であり，胆囊摘出後の胆石イレウス報告は極
めてまれである．今回，胃切除，胆囊摘出の既往
を有する胆石イレウス症例を経験したので文献的
考察を加えて報告する．

症 例
患者：69 歳，男性
主訴：腹痛
既往歴：46 歳幽門側胃切除・Billroth-II 法再建

術（Braun 吻合なし），66 歳胆囊摘出・総胆管切石
T―チューブドレナージ術，67 歳腸閉塞（保存的治
療にて寛解）．
病歴：ピーナツを多量に摂取後，腹痛出現し近

医受診．便秘の診断で下剤を処方された．翌々日，
腹痛増強したため近医再診しイレウスを疑われ当
科紹介，入院となった．
入院時現症：身長 160cm，体重 50kg．貧血，黄

疸を認めず．胸部に異常所見なし．上腹部は膨隆
し圧痛を認めたが，筋性防御はなかった．上腹部
正中，右肋弓下に手術瘢痕を認めた．
入 院 時 検 査 所 見：GOT�GPT 142�52IU�l，

AMY 365IU�l，CRP 11.0mg�dl と異常を認める
他は問題なし．
入院後経過：入院時腹部単純X線検査で鏡面

像を認めず，CTで上部腸管内に直径約 3cmの
high density な腫瘤像を認め，同部位より十二指
腸にかけての腸管が拡張し，さらに総胆管の拡張
を認めた（Fig. 1）．腹部超音波検査では心窩部操
作にて拡張した腸管内に直径 3cmの音響陰影を
伴った腫瘤像を認めた（Fig. 2）．病歴から食餌塊
によるイレウスと考え保存的治療を開始，第 2病
日施行の上部消化管造影検査で輸出脚，輸入脚と
もに通過障害や拡張を認めず，�孔等も認めな
かった．第 3病日の腹部超音波検査で音響陰影を
伴う腫瘤像が左下腹部に移動していたため，胆石
イレウスと診断し，同日手術を施行した．
手術所見：中下腹部正中切開にて開腹．上腹部

は癒着により観察不可能であった．回盲部より口
側 105cmに嵌頓した結石を認め，小腸切開にて結
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Fig. 1 Abdominal CT showed a high density mass 
of 3 cm which obstructed the jejunum（white 
arrow）， and a choledochal dilatation（open arrow）．

Fig. 2 Abdominal US showed a mass with acoustic 
shadow at the upper abdomen on the first day and 
at the left lower abdomen on the third day.

Fig. 3 Operation findings：The gallstone lodged at 
105 cm proximal to the ileocecal valve and was re
moved through an enterotomy.

Fig. 4 The stone was composed of two layers；the 
major element of the core was bilirubin calcium 
but the elements of the surface were uncertain.

石摘除を行った（Fig. 3）．
摘出標本：結石の大きさは 32×30×20mm．割

面は 2層になっており，結石分析にて中心はビリ
ルビンカルシウムを主成分とする胆石と確認され
たが，外層の成分は不明であった（Fig. 4）．
術後経過：術後発熱，炎症所見が持続するため

CTを施行したところ後腹膜膿瘍の診断に至った
が，保存的治療にて軽快した．術後に施行した上
部消化管内視鏡検査にて異常所見なく，DIC-CT
では総胆管の軽度拡張を認めたのみであった

（Fig. 5）．
考 察

本邦での胆石イレウスの頻度は全胆石症例の
0.15～1.5％，イレウス症例の 0.05～1％と言われ
ている１）が，胆石保有率の増加に伴い報告例は増加
しており，1903 年に江口ら２）に報告されて以来，
河野ら３），野尻ら４）が集計報告した 1992 年までの
379 例と 1993 年～2007 年までの医学中央雑誌に
て「胆石イレウス」をキーワードとして検索した
327 例の合計 706 例の報告がある．その中でも胆
囊摘出後の胆石イレウスはまれであり，本邦では
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Fig. 5 DIC-CT showed slight dilatation of the 
choledochus.

Table 1 Cases of gallstone ileus in the absence of the gallbladder

TreatmentThe route of
gallstone migration

Stone 
size

Choledo-
cholithJaundiceDuration＊＊Duration＊SexAgeYearAuthor

lithotomycholedochoduodenal 
fistula3.7cmknown＋―10yearsF581965Yoshikawa5）

lithotomycholedochoduodenal 
fistula4.7cmunknown＋―17yearsM711977Sakamoto6）

lithotomycholedochoduodenal 
fistula6.0cmknownunclear―10yearsF661980Konishi7）

lithotomyunknown3.5cmunknown－―21yearsF591980Suwa8）
lithotomyunknown3.5cmunknown＋7years（B-I I）7yearsM751983Ishii9）

lithotomycholedochoduodenal 
fistula3cm/2cmunknown＋―10yearsF721989Yoshii10）

conservative unknownunclearunclearunclear―25yearsF641989Yamaguchi11）
conservative papilla of Vater3.5cmunknownunclear―20yearsM691994Oda12）
lithotomypapilla of Vater3.5cmunknown＋15years（R-Y）20yearsF742000Wada13）
lithotomypapilla of Vater3.2cmunknown－23years（B-I I）3yearsM69Our case

exploratory 
laparotomy

choledochoduodenal 
fistula6cmknown＋―11yearsF371939Dulin14）

exploratory 
laparotomypapilla of Vater3cmunknown－5years（B-I I）2.5yearsM671951Warner15）

lithotomyunknown4cmknown－―15yearsF691975Lindsey16）
＊＊＊papilla of Vater2.5cmunknown－―25yearsF721982Fananapazir17）

lithotomycholedochoduodenal 
fistula3cmknown－―6yearsF861985Masters18）

＊Duration from cholecystectomy　＊＊Duration from gastric resection（Method of reconstruction）
＊＊＊The stone was milked through the ileocecal valve.

本症例が 10 例目の報告であり５）～１３），欧米での報告
も 5例１４）～１８）と少ない（Table 1）．自験例を含めた胆

囊摘出後胆石イレウスの報告 15 例の検討では，平
均年齢は 67 歳，男女比は 5：10 と女性に多く，胆
囊摘出後期間は 2.5～25 年（平均 13.5 年），術前に
胆石イレウスの診断がついたものは 10 例（67％），
結石の大きさは 2～6cm（平均 3.8cm）であった．
結石の形成部位として最も考えられるのは総胆管
であるが，総胆管結石が既知であったり，強く疑
われた症例は 5例のみで既往や術前に黄疸を認め
た症例も 5例と少なかった．自験例からみて注目
すべきは，Warner ら１５），Wada ら１３）の報告である．
Warner らの報告した胃切除，B-II 再建後の症例
では黄疸の既往がないこと，総胆管拡張を認めな
いことから，総胆管結石が小さいうち経乳頭的に
十二指腸に落下，十二指腸内で結石が増大した可
能性が記されている．そして，和田らも黄疸や発
熱の既往のない，胃亜全摘R-Y再建後の症例で胆
石が核となり，挙上空腸内で増大したであろう症
例を報告している．これら 2例の報告，石井ら９）の
報告と自験例を含めた胃切除後の 4例はいずれも
十二指腸が盲端となる再建法が施行されている症



2008年10月 71（1835）

例であり，Warner らは結石の増大理由としてB-
II 再建後の十二指腸は生理学的に胆道に類似する
ためとしている．Pezzolla ら１９）は胃全摘後の再建
法と胆石形成について検討し，R-Y再建では空腸
間置再建に比べ胆石形成が有意に多く，その理由
を消化管再建後の duodenal passage の有無にあ
ると述べている．実際，本邦での胆囊摘出症例を
除く胃切除後胆石イレウスの報告では，再建法の
明らかであった 7例２０）～２６）中 6 例が B-II 再建また
はR-Y再建であり，B-I 再建は 1例のみであった．
そのなかで，清水ら２４）は落下胆石を中心に輸入脚
で増大した結石による胆石イレウスを結石分析に
より確認し報告している．また，山村ら２７）は胃切除
（B-II 再建）後 35 年，胆囊摘出後 6年に落下胆石を
核とした腸石による輸入脚閉塞症例を報告してい
る．今回，我々が経験した症例も，黄疸の既往が
なく，内胆汁�や胆道気腫を認めないこと，結石
分析結果と合わせて，落下胆石を中心に輸入脚で
増大した結石によってイレウスが生じ，結石によ
る損傷もしくは輸入脚閉塞による内圧上昇により
十二指腸が穿通，後腹膜膿瘍を形成したものと考
えられた．結石分析で外層の成分が不明であった
ため胆石イレウスとしたが，腸石イレウスも完全
には否定できない症例であった．
今回検討した 15 例中開腹手術を行った症例の

77％は結石摘出のみ行っており，内胆汁�の閉鎖
術を行ったのは 1症例１５）のみであった．胆石イレ
ウスの再発についての報告は少ないが，有胆囊症
例であれば，胆囊摘出や内胆汁�閉鎖術は再発予
防に有効と考えられる．胆囊摘出後症例では，胆
囊摘出後から胆石イレウスの発症までに平均して
13 年かかっていることなどから，もともと胆石イ
レウスが高齢者に多いことを考えると再発の頻度
は比較的低いものと考えられる．しかし，B-II 再建
や R-Y再建といった十二指腸が盲端となる消化
管再建術後症例では，胆囊摘出後から胆石イレウ
ス発症までの期間が短い傾向にあるため，胆道系
のみならず輸入脚にも注目した定期的な検査が必
要と考えられる．本症例ではこれまでの術後 6年
の経過観察で再発は認めていない．
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A Case of Gallstone Ileus after Gastrectomy and Cholecystectomy
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Masao Nunomura, Hiromi Sarashina and Masaru Miyazaki＊
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We reported a case of gallstone ileus with a history of gastrectomy with Billroth-II reconstruction 23 years
earlier and of cholecystectomy 3 years earlier. A 69-year-old man admitted for upper abdominal pain was
found in abdominal computed tomography to have a high-density mass in the upper jejunum, confirmed by
abdominal ultrasonography showing a mass with an acoustic shadow in the upper abdomen. We treated him
with nasogastric suction based on a diagnosis of occlusive ileus caused by the food mass. Two days later, ab-
dominal ultrasonography showed that the mass had migrated to the left lower abdomen, where we diagnosed
a gallstone lodged in the ileum, and the gallstone removed through an enterotomy. The stone consisted of a
bilirubin calcium core and uncertain surface elements. The man had no history of jaundice, biliary-enteric fis-
tula, or pneumobilia, so we suspect that a choledocholith might have passed via Vater’s papilla and grown in
the afferent loop. Nine cases of gallstone ileus after cholecystectomy have been reported in the Japanese lit-
erature and 5 cases in the English.
Key words：gallstone ileus, absence of gallbladder, after gastrectomy
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