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症 伊リ

興味ある胆石イレウスの 2例と胆石の十二指腸

穿通を実証した症例について

神戸医科大学第一外科学教室

藤田 登・土岐瑠璃彦・八十嶋修・大上昌邦

〔原稿受付昭和35年3月3日〕

THREE INTERESTING CASES OF GALL STONE ILEUS 
WITH SPECIAL REFERENCE TO ITS MECHANISM IN 
THE FORMATION OF A CHOLEDOCHAL-DUODENAL 

COMMUNICATION 

by 

NoBORU FUJITA, RuRIHIKO ToKI, OsAMU YAsoJIMA & MASAKUNI OuE 

Department of Surgery, Division I, Kobe Medical College 
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Mechanical obstruction due to large biliary calculi is verγrare in our country, 

the number of reported cases is about ten since 1913. 

Natural passage of ordinary calculi through relaxation and erosion of the 
ampullary sphincter accompanied by severe coliky pain is rather common; but in 

relatively large biliary calculi, it is generally assumed that it ulcerates the wall 

of the gastrointestinal tract (the duodenum, jejunum or the colon) from the gall 

bladder and penetrates into the latter. 

We have had the opportunity to study three cases of gall stone ileus; one with 

perforated biliary peritonitis, one with mァloricstenosis and the third with a bleeding 

duodenal ulcer. 
The first two cases were complicated with intestinal obstruction by the large 

biliary calculi lodged in the terminal ileum. These two cases were considered that 

the calculi have passed directly into the gastrointestinal tructie, from the common 

duct to the duodenum and not through the ampullary sphincter. 

The third case was interesting since the biliaηァ calculushad lodged itself 

halfway into the perforated duodenal wall through the proximal choledochal wall. 

This case truly exemplifies that large biliary calculus generall~· passes through a 

choledochaトduodenalcommunication made at the proximal choledochal duct and the 

first portion of the duodenum. 

緒言

胆石による閉塞性イレウスは比較的稀でP 本邦に於

ける報告も大正3年以来IO指に満たない．大部分の胆

石は自然の路から十二指腸に排出され，又可なり大き

な結石も自然の路を通過して重篤な痛痛発作の下に比
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較的健康な組織である限り乳頭を通過し うると理解さ

れているが，超巨大胆石の腸管への通過径路は多くは

推測の域を出ず，生前確認し得た例は極めて少い．

吾々は愈性汎発性腹膜炎を合併した胆f；イ レウスの

l例と幽門狭窄症にて胃空揚吻合術を受けたが右肩凝

り症状は依然存続した59才の男が手術の 1ヵ月後にフ

グ料理を大量に食ぺてから肩凝りは全く消失したがそ

の数日後にイレウス症状を呈し，胆石による廻腸下部

の閉塞性イレウスを起した 1症例を経験した．更に，

十二指腸潰疹の診断の下に手術した際に偶然にも総胆

管下部に倣入して之に援する十二指腸登を穿破して結

石の約半分が十二指腸に懸垂した形になっていた胆石

症でp 如実に超巨大胆石の十二指腸内への脱出の径路

を確認し得た甚だ興味ある 1例と計3例を経験したの

で胆石の通過径路についても論じてみたい．

症 例

症例1 検o-o男 63才（昭和30年10月8日入院）

既往歴 ：昭和10年頃に胃腸障害と腹痛を訴えて胆嚢

炎と診断され約1週間で治癒した事がある．叉昭和23

年7月に胃窪筆様の疹痛が間歓的に起り，＊院内科に

入院し約3ヵ月間主として十二指腸ゾンデによる治療

を受け軽快退院した．昭和30年 7月突然右季助部に疹

痛が起り，背部へ放散する痛みであったが約 1週間で

軽快した. 8月中に 1～2時間持続する激痛が度々反

復し，昭和30年9月6日に本院内科にて胆嚢炎と診断

されたが 9月21日より症状軽快し10月4日迄出動就業

しTご．

現病歴 ：昭和30年10月4日夜，突然右季助部痛が現

れたが別に以前の場合と異る所は無かった．しかし疹

痛部が漸次下方に移動する如き感があった．翌5日よ

り唖吐が始り，之が持続し 7日に至り全身状態の変化

を来たしたので本院内科に入院した．内科ではイレウ

スの診断の下にz愉液その他虚脱状態の改善に努め，翌

朝外科に転じた．

入院時所見 ：体協中等，栄養中等，顔面苦悶状で蒼

白，皮膚に賀痘を見ず，I照時触れずp 意識明瞭，血圧

測定不能p リンパ腺の極限なく，陸孔は正常で対光反

応は異＼＇， 1jtなし．結膜可視粘膜蒼白ならず，舌は厚い縞

色苔を被り p 扇桃腺，口蓋に変化なし．心音盤p 雑音

なし．肝濁音界は消火，その他企珂事診には異常なし．

腹部品主治し鼓腸著明，グル音は瞬周囲に聴取されるが

金属性有望警官はない．上腹部中央に経度の自発新があ

り，！隣の右測＂＆.ぴ左下腹部に圧痛著明でプルンベルグ

氏症状も著明である.S.P.小野寺pボアス等の圧痛点

は不明．四肢は大理百後暗赤色様の斑点を示し， E買冷
である．

検査事項：尿は淡策色透明p 比重1012，蛋白（ー），糖

（ー.），ウロピリノーゲン正常， インヂカン（＋），ウロピン

出 p 白血球及び赤血球（ー・），燐酸塩（＋），ヂアスターゼ反

応36倍．糞便の潜血反応はベミチヂン（lH），ピラミド

ン（＋＋）．血液は赤血球472万，白血球18,700，血色素110

%，血液型A型．

術前処置 ：10月8日午後3時頃入院．四肢F 背部に

チアノーゼを示しF M<『事触知不能p 血圧測定不能にし

て虚脱状態であったので大量の術前処置を行った．翌

朝5時迄にピタカンフアー31本pリンゲル氏液5000cc,

ACTH 17.5 E. H.，アクロマイシン200mg，テラマイシ

ン200mg，ヂギラノーグンC3本p 輸血l,OOOcc，プラス

マ600cc，マイシン 2本，その他ヴィタミン B1.B2,C, 

K等大量使用している．翌朝7時頃には脈噂120，細小

頻数，血圧132/98迄改善され緊張も良好となってき

た．しかし恒吐止まず次第に糞臭が強くなってきた．

同八時開腹．

手術所見：上腹部正中切開にて開腹，腹膜を聞くに

先づガスが少量，次いで多少淘濁せる稀薄酸性の液体

が少量づっ深部より湧出する．之を吸引しつ〉病巣を

求めるにp 胃勝臓に所見なし十二指腸及び幽門部は

右肋弓下深く位 L.，胆.は触知しえ~るも総胆管部に

ー塊となった大網の癒着あり，この部は著明に発赤充

血す．十二指腸部を圧迫すると，この部からガスを含

む液体が少量排出するのが見られた. .＆~ち P この部に

於いて十二指腸穿孔が推察されるが，奇異なことは膿

苔p フィプリ ンが全然見れないこ とである．この部を

良く吸引して側腹壁にゴム管ドレナージを施し，大網

をこの部において保護用とした．次いで下腹部を検す

るに小腸は中等度に拡張し可成り下部迄暗赤色に充血

す．廻腸終末部より約40cmの部に硬い内容があり （第

l図）その下部が縮小せるをみる..&Pち閉塞性イレウ

スである．

叉P 内容は胆石でこれを切開刻出し，廻腸の内容を

排出，腸縫合して手術を終る．

胆石の大きさは4.0x 2.5×2.5cm（第2図）であった．

口からゾンデを押入して胃内容を多量に吸引した．手

術時採取した腹膜炎の般には大腸菌は発見されない．

しかし Miki叫wkken様の細i¥Siを所々に認めた．

術後順Jillな経過をとり 5週間後に全治退院した．
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第1図症例1.錦子と示指との間＇ 5～6糎
の回暢内に骸入し恰も！腹の蛙を呑んだ如き形

をなしている．

第2図症例 lのイレウスの因となった胆石．

x 2.5 x2.5糎

症例2 0林O三o,57才P 男（昭和24年12月15日

入院）

既往歴：昭和12年頃より空腹時に上腹部痛あり，肩

凝りが強〈，便潜血も時々陵性でレ線検査の結果胃潰

蕩と診断され，約 IJJ月半にて較険した．昭和22年 4

月に 4日間下痢した後下血と共に舷最，全身倦怠あり

胃潰場と診断された．昭和23年 1月lこコーヒ残溢様の

恒吐あり，幽門狭窄の診断の下に手術を行いp 閏空腸

吻合術を施行した．当時患者は戦時疎開に続いて篠山

町にあり p 上述の所見にて緊急手術のため招方通れて藤

田教授が篠山に出張して手術した．当時主治医は大酒

豪の患者の胃潰疹が癌変化して幽門狭窄を来たしたも

のと察して切除を強要された．当時の局所々見と手術

所見は次の如くであった．栄養良好p 梢々貧血性で上

腹部殊に右季肋部に抵抗を触れF 胃部膨満が著しかっ

た．上腹部正中線で開腹するに幽門附近から右方全体

が炎症性種療を形成しP 一部腹立にも強く炎症性癒着

して塊伏となっておりp 叉十二指腸，胆嚢部にかけて

肝下面と強く癒着して各々を分離確認し得なかったが

癌ではない．又潰場の存在も確認できない．胃は幽門

部狭窄のたた拡大していた．そこで空腸上部と胃前壁

の聞に両与。：合術を施しp 更にブラウン氏吻合を附加

した．しかも何れも吻合孔は大きく作成しておいた．

術後極めて順調であったが，右肩凝症が尚持続しP 尿

の潜血反応は 3田中 2回は陰性となった．

現病歴昭和24年 1月15日夜 iフワJを食してから

翌朝より年余苦んだ右の肩凝りが解消しF 同時に胃腸

の具合も良くなった．然るに 1月18日に突然激しい腹

痛が起り悪心唱吐あり排便をみなかった．鎮痛剤注射

も効なく涜揚によっても排気なく即日緊急入院手術し

fこ．

現痘：体僚中等，栄養中等p 顔面多少苦悶状，皮膚

に黄痘を見ずp 脈隠は整にして緊張良，意識日月際p 舌

は厚い苔を被り，可視粘膜は蒼白p 頚部リンパ腺に腫

脹なし，心・肺異常ない腹部では上正中線開腹の線

状疲渡あり全般に強度に膨満しy 屡々螺動不隠あり p

腸雑音p 金属性有響音が聴取され，肝，牌，腎は触れ

ず腹水不著明P 静脈努張なし．プルンベルグ症状←）．

手術所見・下腹部正中切開によって腹腔に達すると

透明淡黄色の漆出液あり，腹膜には所見なし小腸は

拡張して腹圧にて腹腔外に脱出す．前手術のブラウン

肉吻合部は異常なし下部を検してゆくと，廻腸終末

端より約20～23crn上部に球状異物による腫癌あり，多

少黒色を帯びて透視せられる．廻腸壁の一部を切開し

之を取出してみるにp 胆汗様色彩の3×2.3crnの卵円形

の結石で多少弾力性軟でピリヰピン結石であった．同

時に停滞せる腸内容を排出せしめたる後に切開部を縫

合し：手術を終る．術後経過良好にて12日目に全治退院

した．しかし患者は事業に失敗したのでその後 1年で

自殺した．

症例3 近O兼0 64才男（昭和26年 9月IO日入

院）

王見病歴・昭和26年 3月， ft後に日直吐がありその後右

季肋部痛と背部への放散痛があった．約4日の安静で

軽快した． 7月頃に「ピール」を飲んでから岨吐p そ

れ以来右季g)J:';1;1fr17＞持統しP 3日目に症状悪化し 4日
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固に黒色使（血便）を出した． 9月4日，右季肋部痛

が激しいためp ナルコボンを注射したが翌日から再び

疹痛が激しくなった．某内科医は胃潰疹と診断した

がp 対診を乞われた藤田教授は十二指腸潰疹と診断し

た．

現症：顔貌苦闘状蒼白，可視粘膜蒼白にして著明な

貧血様，舌は白色厚苔を被り，脈鴻細小頗数で整，心

音は弱く，肺には所見なし．腹部では右季肋部に圧痛

著明，腹部膨満なしプルンベルク．氏症状（；！：！，腸雑音

聴取せず，隈動不穏も認められずp 肝腎触知せず．

S.P.はr(#), ］（ー）， Bo3. P. r H, l （＃），小野寺氏

点 rH,I(#). 

手術所見．上正中線から右へ鈎状切闘を加えた逆L

字型切開線で腹腔に速した．腹膜に変化なし．胃は充

血様で十二指院は胆嚢を下から包む如く半周状に強く

癒着している．胆嚢は大となり鶏卵大，之等を鈍性或

は鋭性に剥離するにp 胆型車1・，，＼ま強く肥厚し，総胆管の

下部が接した十二指腸部に墜を穿孔し腸内に半分程出

かけた大胆石あり（第3図 1，十二指腸のファータ一氏

乳頭部の関口部は細く一面を圧する如く巨胆石が様入

し固定されたのを認めた．型の如く胆嚢摘除を施行

しF 約 2倍以上に拡大している総胆管p 肝胆管を認め

たが他に結石も狭窄もない．総胆管を開いたが十二指
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腸壁搬入し穿破の状態にある結石は容易に創出できな

いのでF 別に結石の対側十二指腸墜を即ち前壁で開い

て，内外前後から結石の搬入の状態をみながら腸内に

圧出して刻除した．更に総胞管から結石穿還の孔以外

に胆石ゾンデをファーター氏乳頭部に通した所p 最細

のゾンデのみが通った．しかも結石の穿破孔の約3cm

紅側であった．結石の穿通孔はその鐙でも毛細管出血

のみで特に腹膜炎を起す懸念もないのでその偉とし，

新に切開した腸登の縫合をなし，総胆管にドレーンを

入れ術を終えた．術後至極良好で肩こり症状もなく，

健康に今日も医業に従事している．

JWち第3例は長期間下部総胆管から十二指腸を圧迫

し壊死に陥れて下血，日展H：の潰療機症状を呈したもの

でF 結石は腸内に落下の寸前にありp 明らかにNord-

mannの説を薬害きし，手術によって偶々この状景に

遭遇したものであって，この巨大石が一旦十二指腸に

出て下降したならば必ずや第I,2例の如く閉塞生イレ

ウスを起したと恩われた甚だ興味ある例である．

考 按

胆石イレウス即ち胆石による閉塞注イレウスは高令

者に多く， (Wortmann 40～80才 Kirschner50才以

上）叉女性に多く本邦では殆んどが女性で， Schi:ider 

は男性の 5倍， Ccurvoisierは2,6倍J Lexerは3倦

という．しかし胆石でイレウスを起すものは本邦諸家

の統計報告を綜合すると 0.1%に満たない．欧米では

Rubrius, Goeball, Simon, Philipowiz, Banard, 

Braun, Wortmann，等の報告を綜合して大体 l～2.2

%で本邦より多いー

胆石イレウスの好発部位は Wolfer,Lieblcinによ

ると廻腸下部が最も多い．之は該部が他に比較して椅

々管腔狭小の他に他の小腸よりも敏感で磐縮を起し易

いことが原因で，血回虫イレウスの症例で認めた如く姻

腸下部では姻腸上部乃至は空腸の姻虫イレウス症例の

時よりも虫体の数が少くてイレウスを起していること

から腸管腔の狭小よりも寧ろこの部の腸壁筋の筆縮が

より重要と思われる（Korte）.十二指腸，空腸，大腸

等に骸頓する例もあり得るが極めて稀である．

1旦訂の形，性状は吾々の取出したものは何れも l個

で卵形であるが，球形，ピラミツド型などがある．又

胆石が破片状又は集合一塊となったもの等あり，種類

はピリルピン結石，コレステリ ン結（.J及び混合百等が

多いがp 吾々の場合は 3例何れもピリルピン結石であ

った．
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胆石の大きさは鶏卵大より鷲卵大に至るもの等が多 わ（＇，る．

い．中田は 4.2×0.8cm,50gのものを，大久得は 3.5x 胆石がイレウスを起す成因としては結石そのもの、

2.0佃のものを報告している．欧米では Bell106g, 機械的な閉鎖でなく，寧ろ結石の刺戟による腸管の強

Nehrhorn 11x13cm, lOlg. Willard & Bartbett 10.5 直 CK己rte）が重要でP 第2例はその適例であり，更

×11.Scm, 75g. Lubarsch 6.5 x 4.5crn, 50g等の報告を に同一部位に結石の存在することはその部の腸墜の滋

みる． 疹，出血等を起しp 更に上方に滞積充満による強度の

イレウスの成因としては，結石の腸管内骸頓とその 拡充は壁に拡張性潰蕩を作ることもあり得る．吾々の

腸壁筋の筆縮の相互作用によると解してよいがp か h 第 1例では担道と腸との匁絡部の弱点から穿孔性急性

る巨大結石が自然の胆道を通過するものか又は胆嚢或 腹膜炎を合併せるため，一層重篤なイレウス症状を呈

は胆管と接した十二指腸登を穿遇するものか，その他 したものと考えられる．

のものかという胆石通過経路について岩井p 本郷，稲 胆石イレウスの際は術前既に重篤な全身衰弱に陥つ

田， Murphy等が巨大胆石が拡大した胆道を通過した ているものが多く p 殊に第l例では急性腹膜炎を合併

孫有な例を報告しているがp 胆嚢と密接な関係にある しているために全身状態が惑し輸血p 輸液を大量使

十二指腸との聞の凄孔（所謂内凄孔形成）を通過する 用しP ACTH点滴と抗生物質を大量使用した点は，腹

ものが多く（Guillemin他）叉P Courvoisierは胆石 膜炎の症状を合併したイレウスの虚脱状態を軽減させ

イレウス36例中 7例が総』旦管を通過したもので3 他は るのに非常に有効であった様に思われる．

内凄孔形成によって凄孔を通過している． Kirschner 胆石イレウスの診断は術前診断がつけられる事は彰、

Nordmann及び Lexerによると胆道を通る胆石の大 いがp イレウスの診断の下に早期に胆石摘出術を行

きさは桜実大～現豆大迄である．総胆管の直径は大体 い，イレウスに対する処置を行わねばならぬことはい

5～6 mm，ファーター氏乳頭部了では更に小であるから

大きな結石の自然排出は相当に困難である．故に多く

は胆嚢炎を伴う胆要望と腸管壁の癒着，胆石による圧迫

う迄もない．

結 語

壊死，穿通という機序によって排出されると考えられ 2例の胆石イレウスを報告した．しかも何れも自然

る（Nordmann）.吾々の第l，第2例では胆石排出の機 径路でなく p 胆道と十二指腸聞に長期介在する聞に形

序は確認できなかったがp 経過中一度も貰痘の発現を 成された短絡を通過してp 十二指腸内に排出された

みなかったこと3 手術時視診，触診によっても癒、着の つ：， 廻腸下織近くで閉塞性イレウスを起したものであ

ため胆嚢を発見できなかった事等より考えてP 胆嚢炎 る．

を併発した胆型車が結石による圧迫壊苑と癒着が相互作 第3例はこの不自然の経路に級入し短絡を形成して

用して遂に十二指腸との聞に短絡を形成してp 巨大な 脱落寸前の胆石で，胆石排出の自然の妙を物語る興味

胆蜜内胆石が腸管内に排出せられたものと考えられ ある症例と思う．

る．しかし第2例では胆嚢p 総胆管部は癒着が極めて

強度で，イレウスの11ヵ月前の胃腸吻合時にもイレウ

ス手術時にもこの部は明瞭にできなかったがy 第3例

から想像しうることは第2例は総胆管下部の十二指腸

接触部に恰も憩室状に長年月存在していてP 遂にµ，1)',~

を穿通し落下したとも考えられるものである．

3例とも既往症に右肩凝症はあったが寅痘は無かっ

た．多くは胆石症患者の胆嚢頚部文は胆嚢胆管内に結

石の搬入のある場合にも軽度の糞痘は証明できるが，

総胆管にあって最下部で桜頓閉塞するか又は炎症で粘

液や膿で結石による閉塞を更に補強する場合の他は高

度の寅痘は発生しないものでP 殊に管壁が弾力性であ

る限り，結石の周囲の粘膜との聞がら胆汁の排出に大

なる支障とならず，従って寅痘も著しくないものと思
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先天性胆道閉塞症の 1例
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A CASE OF CONGENITAL ATRESIA OF THE BILE DUCT 

by 

KENZO HAMANO, YAsUHIRO IMAI, and YosHIHISA KATSUYAMA 

From the Surgical and Pediatric Division, Amagasaki Prefectural Hospital 

Recently, we had an experience of a case of congenital atresia of the bile duct 

in a baby, 2 months after birth, female. 

At the operation, the bile duct, was not found. However, A bile was proved in 

the atrophied gallbladder, only cholecysto-jejunostomy was done. 

At present, 6 months after op巴ration,the patient is alive favourably without 

severe complications, and jaundice has disappeared. 

緒言

先天性胆道閉塞症は＇ 1891年 Thomsonの発表以来

比較的多数の症例が報告されて居り p 今尚治療困難な

る疾患とされているが，我々は最近本症の 1例を経験

しP 幸にして寅痘を軽快せしめ得たので報告する．

症 例

患者：生後2ヵ月の女児

現病歴：生来黄痘を発したまま消失せず，同時に灰

向色の糞便を排出する．食思p 陛I!民p 気嫌は良好であ

るが，時々吐乳がある．母親には性病もなく，妊娠中

の経過も良好で，分娩も安産であった．

王見症．栄養やや衰えるもp E照持p 呼吸共に異常な

し皮膚p 可視粘膜にI：百度の黄痘を証明し，心，肺に

は異常を認めない．腹部は全般に膨満し，肝臓は 2横

指腫大しP辺縁は鋭にして硬，牌臓も1.5横指触知する．

胸腹l世には静脈怒張を来しP 慣にはヘルニヤを証明す

る．

臨床検査所見：表1に示すように高度の黄痘を証明

しP 血清寅痘指数 141であるがp 肝機能の低下はさほ

どに認、められない．




