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Silent Gallstoneの手術適応について本

日本パプテスト病院

外科戸部隆吉・好地 衛・渡辺 良帥・病理古田 睦広

（原稿受付昭和38年10月10日）

Surgical Indications for “Silent Gallstones”on the 

Basis of Pathological Finding 

The Japan Baptist Hトp1tdl,！＼：，・，，［，》

TA.KA YOSHI TOBE，入！＼ ~IOIく l' Koucm, RYo ¥VA.TANABE, MuTsUHIRO FURUTA 

During the past 3 years 55 cases of cholelithiasis were operated on and the gall-

bladders were examined microscopically in our hospital. 

Four of them had "silent gallstones”and 4 more回 seswere operated on after the 

first attack of colic ; i. e. they had been silent gallstones. 

As shown in photos 1・4,mild changes of acute or chronic cholecystitis can be noted, 

even though there had been no clinical symptoms. These changes were marked in the 4 

who had an attack of colic (photos 5・8).

In Japan in almost all cases there紅 Emixed stones (53 in 55 of our cases) and all 

removed gallbladders revealed evidence of inflammatory change, some of them showed 

precancerous changes in the mucous membrane of the gallbladder. 

We recommend prophvlactic cholecystectcmy for “silent gallstones.” 

最近p silent gallstone即ちp 泊痛発作を有しない胆

石症を手術するかしないかという問題がp 米国でも

l)＇我国でも 2）討論じられているがp 臣、去のどた験した症

例に病理組織学的検索を加え，検討したい

症 例

過去3年間（昭和35年 7月から昭和38年 6月までj

にp 私達が切除し，病理組織学的に検索した有石胆石

症の症例は55例（男子12伊j，女子43例）でP こ1しらの大

部分l土p 過去にt敦烈な応痛発作を頻発しp 主主タA，葉痘

等の既往歴を有するものも多く，病理組織学的にはp

切除された胆婆は，急性或l土慢l性胆嚢i：この像今呈して

いる才らこの55例の中に，過去に茄痛発作を有しない

所謂p silent gallstoneの症例が 4例p 初回の疹痛発作

後切除された症例，~~ちそれまでは silent gallstoneで

あった症例が4例含まれている．以下p その＇ 1像な

らびに病理組J織学的所見を略記すら．

症例 I. 63才，女子．

本院小児科医長の御母堂二，過去 1年間にp 体重が

著明に減少し，糞便潜血反応陽性，血沈促進し，ガス

トロカメ弓で初期噴門癌を疑い開腹した所，異常所見

なし［111要；こ結石あり，胆嚢創出術を施行した．混合

結石Hコを含み，病理組織学的には，図 l，に示すよ

うにp 急性胆重要炎の像を呈している．尚，この症例

はF 術前，原因不明の不整脈ボ認められたづ，手術後

治癒した．

症例2. 40才p 米人女I.

人院 1年前に， イレウスで廻腸結腸II勺合術を受けて

以~，（，腹部民，：i'，，忠下痢腹痛等号訴え（blind loop syn-

drome），上行結腸切除術を施行したが，胆嚢に結石

をふjL，胆嚢易日出術を同時にifなった．この症例は，

胆嚢に混合結石 100数個を含み，病理組織学的には，

水 本稿の要旨はp 第16回京都外科集談会！立ヴ日本ri~化機病学会第 5 回秋季大会に於て発表した．
料京都大学整形外科学教室
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図2に示すように慢性胆褒炎の像を呈している．

症例3. 36才p 女子

3年前からP 毎食後p 上腹部膨満感p 不快感ありp

莱病院で胆重要結石を指摘されF 来院p 胞重量創出術を施

行した．コレステロール結石 l個を含み，病理組織学

的にはp 図3に示すようにp 慢性胆獲炎（軽症）の像を

可三

図3 （症例 3)x70 

呈してい乙．術後F 上記症状は完全に消失した．

症例 4. 46才p 女子

1ヵ月間程，背部の“凝り”ぷあり p 本院内科を訪

れ，胆嚢造影法で3個の胆重要結石を発見さtL，胆獲創

出術を施行した．混合結石3個を合みp 病理組織学的

には，凶4に示すように慢性胆嚢炎の像を呈してい

a. .. 

図4.

る．術後， 症状I：！：消失した. 1~1 d，この組織像には，中占

膜の異常増殖像も認められる．

考 察

Silent gallstone即ち3 苅痛発作を有しない胆石症を

手術するかしないかという問題が論議される時F 積律

的に手術の適応症であるとする人々は，

l) silent gallstoneといえど も，永久に silentでな

いこと ＂訂＂＇，而もp 高令者で発症した場合には手術に

危険を伴なう こと 1)2)

2) silent gallstoneといえ どもP 全く silent即ち

asymptomaticでないことp 即ちp 泊痛発作を有してい

なくてもp 不定の胃腸沼状＇ fr:{ij:＼ノd出:i主，偏頭痛p 日医

吐p 疲労p 全身倦怠感等を伴なうことが多いこと 7)

3）胆道癌発生との関係、を無視出来ないことZ）等を

.1＆ら 積極的手術に批判的である人々はp

1) 剖検例に見出される胆石保有者It高率に於て無

症状であること則的

2) 内科的に治｛をする胆石症があること 3)

3) 術後障害が全くないとは云えぬこと3）等を述べ

ている．

文献的考察によると， Moore等.j)はp silent gallstone 

の患者の50°0:.:l：，疹痛発作をれたしy 而もその10～ 15

%は重症であったと 心～ l慢l"l＇手術の際に発見された
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112例の、ilentgallstoneをJO～20年にわたり follow-up

した Comfort等5) Iお 50%が後程症状を呈しp 而もそ

の中＇ 20%は重症であったと述べている．又526例の

非手術胆石症患者を 5～20年間followupしたいnd6J

は，その1/3が重症且つ頻回の発作を呈しP 1/51土合併

症を併発したと述べている．我国に於ても，亀田3)

はp 胆石症は経過中にかなり多くの症例（胆嚢造影法

により胆石を確認した50例中17例は 2～8年間に手術

を余儀なくされた）が悪化する可能性をもっと J企1

silent gallstoneでも大きさが直径1.5～Zcm以上P 或は

数がJO数個以上p 或は又，変形が著明な時u，手術の

適応であると述べている．

;;_, Method D等はp 初回の疹痛発作後p 急性胞嚢炎

を併発し手術を受けた胆石症患者p .t!PちF それまでは

silent gallstoneであった症例17例中3例の死亡例を認

め， 45才以上の身体検査にlし胆嚢造影が， EC.G.及

び胸部レ線撮影と同程度に重要で，胆石は発見した時

に切除することが手術の死亡例を減少させるのに必要

であると強調しP silent gallstoneに対する prophylactic

chol札川町trnmの必要を述べていゐ．

このように多くの積極論者が述べるようにp 胆石症

は， 'ilent gall>tonf、といえどもp 永久に silentでない

こと〆；）；多し市も，その予後は必らずしも予測出来な

いものである．胆嚢炎 1；：び阻fj：／主に対ーする外科的治療

の最近の手術成績は，著しく向上しているがp 合併症

を伴なわない慢性期手術死亡率が1)8)9)10)1～4%であ

るのに比してP 合併症を伴なう急性期教急手術例では

内外共その死亡率は1)8)9)10)' 25～31 %にも及んでい

る．又＇ 65才以上の高令者では，特に穿孔しP 壊死を

起し易く，死亡率の高いことは多くの報告に示されて

いるI).

Method等の述べるようにp “gallstonesare never 

benign”であることを考えれば， silentgallstoneといえ

どもP 高令者群に入り p 合併症の進む前に，手術をす

すめるべきであろうと考える．

一方P 私達は，切除した胆嚢を全症例について病理

組織学的に検索したが＇ 55症例全？花例に急性或は慢性

胆嚢炎の変化が認められる．表 1I土， AndersonII)の記

載した胆石症に於ける胆嚢の変化であるがp 混合結石

の多い我国では，“胆嚢に結石が存在する限りp 炎症

は存在する”とすら云い得ると考える．又，図 5,6, 7, 

8，は初回の疹痛発作後，切除された症例，，即ちP それ

までは silentgallstoneであった症例であるが，その炎

症性変化は顕著でp 手術を安全で，病理組織学的変化

の少ない silentの時期に行なうことの賢明なことを示

している．尚，図 8＇症例 5は，私達の55症例中p 唯

一の死亡例である．

症例 5. 43才P 朝鮮人p 女子

表 1 Cla日ificationof gallstonesrn 

Type , C＇＂＇甲山1tiけn I Appearan田 I Factors in o時in le町田m制lbla耐

Cholesterol (crystal- Solitary. cry,talline Increased cholesterol Cholesterolosis 
line) surface content in bile 

Pure gall,tりne,, Calcium biliru- Multiple, jet black Increased pigment con- No change 
JO~；； binatc er、おじillim‘or tent in bile 

amorphous 
Calcium carbonate Gray-white, amorphous Unknown No change 

Mix町lgall、tonb,
80°0 

Combined 
民ιiil、い11々、1

10% 

Cholesterol and cal-
cium bilirubinate 

Cholesterol and cal-
cium carbonate 

Calcium biliru-
binate and cal-
cium carbonate 

Cholesterol, calcium 
bilirubinate, and 
calcium carbonate 

Pure gallstone nu-
deus with mixed 
gallstone shell 

Mixed gallstone 
nuclei with pure 
gallstone shell 

Multiple, faceted or 
lobulated, laminated, 
and crystalline on cut Chronic chりl町、おt1t1、
surfaces ; hue d← plus increased con-
pends on content : tent in bile of cho-
cholesterol, yellow l田 terol,calcium bili-
rnlcium bilirubinate, rubinate, or calcium 
black-calcium印ト carbonate 
bonate, white 

A, in pure gallstones 
followed bv chronic 

Largest of gallstones， ιJi,,1町、stiti~
when single. Hueλs m mixed gallstones, 
depends on cnm似）si- followed by increased 
tion of shell content in bile of 

cholesterol, calcium 
bilirubinate, or cal-
cium carbonate 

Chrome 
chol町、、lilts

Chronic 
cholecystit1s 

Chrome 
cholecystitis 
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入院6目前から3 腹1,・ri.p匿吐あり，附近の開業医に

治療をそけていた一戸，衰弱が加わり f::::i:.入院時p 脱

水状態著しし腹部は腹膜炎症状善明， acuteabdomen 

として開腹した．胆婆穿孔による急性汎発性腹膜炎

で，大豆大のピリルピン系結石 3個が腹腔内に認めら

れた．術後，腹部所見は改善されたが＇ 29日目，膿胸

を併発して苑亡 した．この症例は， 以前に胆石症を恩

わせる既往歴は全くな くp silent gallstoneとして経過

したものである．

他方， ＇.／...，胆道癌と胆石症の関係についてはp 表2

2)8）に示すよう l二 極めて高率（50～80%）に認めら

れ，その因果関係は無視出来ないと思われふ ’ζ，今

永等12）はI H旦石症を有する胆嚢粘膜にIt,35～50%の

内本山粘膜の異常増殖或は前癌状態を見たと報告し

ているが，私達の症例にもp 粘膜の奥常増殖を認める

ものは比較的多く 見られた．

結 := 
百首

私達が，過去3年聞に切除しP 病理組織学的検索を

図6 ×70

図8 （症例 5)x 70 

表 2 胆道悪性腫湯と結石田

著 者 悪性腫場 有石＂o
Lam (1940) 34 87.0% 

Cra, & Sharpe (1941〕 291 59.0% 

Arminski (1949) 2067 73.2% 

Reiffersheid (1949) 892 44.5°ム
？士1inburgS: Garlock (1948〕 75 73.0% 

Jesseph et al (1955) 24 62.0% 

Rivkin (1955) 52 78.0°0 

¥Va田ner(1957) 33 66.7% 

Dohnheuser (1958) 52 80 .7 ~o 

三 宅 (1957) 6 66.7~o 

間島 (1959) 17 58.8°0 
模Z)(1963) 2.t 62.5°,, 

行なった有石胆石症は55例（男子12例y 女子43例）で

あるがp その中に silentgallstone 4 f~j，初回の疹痛発

作後に切除された症例，即ち，それまでは silentgall-

stoneであった症例が 4例含まれている．

病理組織学的には3 切除された胆嚢はp 全症例にp

急性或は慢性阻褒炎の変化が認められ，混合結石の多
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