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要

旨

胆汁性腹膜炎は緊急手術の適応と考えられる．一方，不安定狭心症を合併した腹部疾患の治

療方針は， その症状や重症度によりどちらを優先して治療するか，検討が必要である．今回，
胆襄結石症の手術予定であった患者が虚血性心疾患を疑われ当院に緊急転院搬送された．循環
器科にて集中治療を施行していたが， さらに胆嚢穿孔による胆汁性腹膜炎が判明し治療方針に
苦盧した症例を経験したので報告する．

症例は60歳代男性. 20年前に狭心症の既往あり．他院にて胆嚢結石による胆嚢炎の診断で
手術予定であった．上腹部痛にて他院に緊急入院し，翌日に胸痛を発症した．心電図の異常と

ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白(H‑FABP)が陽性であったため急性冠症候群が疑われ， 当院の
循環器センターへ緊急搬送された. CT検査では肝表面に腹水を認めたが胆嚢の腫大は認めず，
狭心症の治療を優先することとし治療を開始した治療の5日後に腹水の増量を認めたため腹
腔穿刺を施行した．胆汁の流出を認めたため腹腔内にカテーテルを留置した．不安定狭心症を
合併した胆嚢穿孔による胆汁性腹膜炎と診断した． この時点での緊急開腹手術は大動脈内バル
ーンパンピング(IABP)によるサポートが必要とされ， また臨床症状や血液検査所見は改善

傾向であったため保存的治療を継続した．腹腔ドレナージにより炎症所見が改善したため，冠
動脈バイパス術を先行する方針となり， 4枝バイパス術を施行した． その後待機的に胆嚢摘出
術を予定したが，バイパス術後9日目に限局性の胆嚢周囲膿瘍をきたし経皮経肝胆嚢ドレナー
ジ術(PTGBD)を施行した．バイパス術後24日目に開腹胆嚢摘出術を施行した．術後は合併
症なく心臓リハビリを施行し，胆嚢摘出術後13日目に退院した．
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不安定狭心症を合併した胆嚢穿孔による胆汁性腹膜炎という病態を把握するまでに時間を要
したが，集学的治療により全身状態が改善され， 2回の手術の合併症はなく軽快退院できた．

キーワード：胆嚢穿孔，不安定狭心症，腹膜炎，冠動脈バイパス術，大動脈内バルーン
胆嚢穿孔，
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胆汁性腹膜炎は緊急手術の適応と考えられる．

一方，不安定狭心症を合併した腹部疾患の治療方
針は， その症状や重症度により優先順位を決めて
治療する必要がある')‑6)．

今回，胆嚢結石症の診断にて他院で手術が予定
されていた患者が，虚血性心疾患を疑われ当院の
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循環器センターに緊急搬送された．不安定狭心症
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の診断にて循環器内科により集中治療施行中に，

ALP1781U/L

APTT38.6sec

胆嚢穿孔による胆汁性腹膜炎が判明し，治療方針

CK431U/L

哩哩1

に苦慮した症例を経験したので報告する．

CK‑MB%7%
図1

症

血液生化学検査所見

例

症例:60歳代，男性．

PT53%(PT‑INR1.32) と凝固能異常を認めた

主訴：上腹部痛及び胸痛

一方, CK431U/L, CK‑MB%7%と心筋梗塞を

既往歴：20年前より狭心症で抗血小板薬を内

示す異常は認めなかった．

服．糖尿病，高血圧，高脂血症があり内服治療中．
現病歴： 1ヶ月前より上腹部痛を繰り返し，近
医にて精査を受けていた． その結果，胆襄結石症
と胆嚢炎の診断にて待機的に手術予定であった．

心電図所見:V1‑3に平坦〜陰性T波を認めた
(図2)．

胸部単純X線検査：心拡大と軽度肺うっ血所
見を認めた（図3)．

ところが，突然の上腹部痛が発症し近医に緊急入

腹部造影CT検査：胆石を認めたが，胆襄炎の

院した．翌日さらに胸痛が出現し，心電図の異常

所見は認めなかった．一方，わずかに肝周囲に腹

とヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白(H‑FABP)が陽

水を認めた（図4)．

性であったため，急性冠症候群を疑われ，精査加
療目的に当院循環器センターへ緊急搬送された．

初診時現症:身長171cm,体重85kg, BMI29,

体温38．3度，血圧104/66mmHg,脈拍83bpm.
右季肋部に圧痛を認めたが，反跳痛や筋性防御は
認めなかった．

血液生化学検査所見(図l):WBC13580/mm3,

以上より，転院時の腹部所見に関しては緊急手
術を必要としないと判断し，不安定狭心症に対す
る集中治療を開始した．

入院後経過：入院後3日目の腹部CT検査（図

5a)では肝周囲の腹水は減少したが，入院後6
日目の腹部CT検査（図5b)では，肝周囲の腹

CRP20.0mg/dlと著明な炎症所見を認めた．肝胆

水が増加したため，腹腔穿刺を施行した．腹腔穿

道系酵素異常や腎機能異常は認めなかったが, T.

刺では黄褐色で透明な液体が引け，腹水は胆汁で

Bi12.7mg/d1,D.Bi11.3mg/dlと軽度黄疸を認めた

ある事が判明したそのまま，肝表面に向かって
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図3胸部単純X 線検査：心拡大と軽度肺うっ血所見を認めた
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大矢他：不安定狭心症を合併し診断及び治療方針に苦慮した胆襄穿孔の一例
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図4腹部造影CT検査：胆石を認め，胆襄壁は肥厚しているが胆襄腫大は認めない．胆嚢周囲の脂肪濃度上昇は認
めない．肝周囲と膀胱直腸窩にわずかに腹水を認めた

図5

入院後の腹部CT検査: (a)入院後3日目では肝周囲の腹水は減
少した. (b)入院後6日目では肝周囲の腹水が増加したため，腹
腔穿刺（矢印）を施行した．

図6点滴静注胆嚢胆管造影CT(DIC‑

CT)検査：胆管内に結石がない事
を確認した．

大矢他：不安定狭心症を合併し診断及び治療方針に苦慮した胆嚢穿孔の一例
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図7冠動脈バイパス術後9日目の検査: (a)腹部CT検査にて限局性の胆

嚢周囲膿瘍を認めた． (b)透視下に経皮経肝胆嚢ドレナージ(PTGBD)
を施行した．

腹腔ドレナージチューブを留置した．後日判明し

胆嚢周囲膿瘍を併発し腹部症状が増悪（図7a)

た腹水培養では細菌は認めなかった．不安定狭心

したため,経皮経肝胆嚢ドレナージ(PTGBD) (図

症に加え，胆嚢穿孔による胆汁性腹膜炎を合併し

7b)を施行した．冠動脈バイパス術後24日目

ている事が判明した．緊急胆嚢摘出術及びドレナ

に開腹による胆嚢摘出術を施行した．術後は合併

ージ術を考盧したが， この時点で，全身麻酔によ

症なく心臓リハビリを施行し，胆嚢摘出術後13

る開腹手術の際には大動脈内バルーンパンピング

日目に軽快退院した．

(IABP)によるサポートが必要と判断された．転
院後5日間の治療により胸腹部の臨床症状や血液

考

察

所見上の炎症所見は改善傾向であったため，保存
的治療を継続した．

胆嚢穿孔の原因の多くは急性炎症に由来する変

腹腔ドレナージにて炎症所見が改善したため，

化と言われ7)，急性胆襄炎の90〜95%は胆石が

点滴静注胆嚢胆管造影CT(DIC‑CT)検査を施

胆襄管を閉塞し発症し， 3〜10%は胆嚢壊死・

行した（図6)．胆管内に結石がない事を確認し

穿孔を惹起するといわれている8)9)．胆襄穿孔は

た後，冠動脈バイパス術(CABG)先行の方針と

胆汁性腹膜炎を併発して重篤な経過をたどること

した．

また，胆嚢炎が再燃した時には胆嚢ドレナ

が多く，緊急手術の適応とされる．

しかしながら，

ージなどを考慮とした．入院41日目に冠動脈4

胆嚢穿孔を術前に診断するのは比較的困難であ

枝バイパス術を施行した． その後に待機的に胆嚢

る．腹水穿刺にて胆汁性腹水を認め，胆汁性腹膜

摘出術を予定していたが，術後9日目に限局性の

炎，胆嚢穿孔と診断できた症例もあるが，穿刺が

新潟医学会雑誌第132巻第1号平成30年(2018) 1月
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可能なほど腹水の貯留をきたさない場合も多い．

疾患に急性胆嚢炎を合併した5例を検討してい

腹痛及び発熱を認め，画像上多量の腹水や膿瘍を

る. CABG直前に胆石が陥頓した症例及び

認める場合，腹膜炎として緊急開腹手術が考慮さ

PTGBD後に胆嚢摘出術を予定した入院中に不安

れるが，安井ら'0)は，術前に胆嚢穿孔を診断で
きたのは, 2005年以前には27.6%にすぎず，確

定狭心症を発症した2例はCABGと胆嚢摘出術

定診断にいたらなかった症例のほとんどが腹膜炎

CABGを優先させて後日胆襄摘出術を施行する

と診断して開腹していた．胆襄穿孔と診断がつい

二期的手術としている．一方，岡崎ら3）は，不

た症例では主に腹腔穿刺にて胆汁性腹水と確認し

安定狭心症を合併したS状結腸穿孔に対し，冠

たものがほとんどである．今北ら 1）はｳ ，最近は

動脈造影下に，冠動脈形成術を行った後，直ちに

術前に胆襄穿孔と診断された症例が全体の47.6％
(2007〜2011年） まで向上していると報告して

十二指腸潰瘍穿孔性腹膜炎に急性心筋梗塞を合併

を一期的に施行，残りの3例はPTGBD後

開腹手術を行い救命している．松下ら4）は，

これは腹部超音波検査やmulti‑detector

しショックとなった患者に対し，経皮的冠動脈血

CT(MDCT)などモダリティ機能向上が主に寄

栓溶解術後IABP作動下に十二指腸潰瘍穿孔手術

いるが，

与していると思われる．特徴的な画像所見として

を行い救命している．画像検査や血液検査，腹膜

は，腹部CTにおいて胆襄壁の陰影欠損を認めた

刺激症状などの臨床症状により主病態が敗血症で

報告'2)や，腹部超音波検査で胆襄内腔と胆襄周

あり，補液や昇圧剤の投与に反応しない重度のシ

囲の貯留液との交通を示す壁欠損をholesignと

ョックである場合は, IABPを併用し開腹手術を

して認めたとの報告も散見される'3)．

先行させるべきである．

本症例は，転院時の腹部所見で右季肋部の圧痛

本症例は，不安定狭心症の治療中に肝表面の腹

また

水が増量し，腹腔穿刺で胆嚢穿孔による胆汁性腹

CT検査で胆石症及び胆襄壁肥厚を認めたが，胆

膜炎が判明した時点で,治療方針決定に苦慮した．

は認めたが，明らかな腹膜炎所見はなく，

さらに胆襄腫大

しかし，胸腹部の臨床症状は軽快傾向で，バイタ

や胆襄周囲の脂肪濃度上昇を認めないことなど，

ルサインは既に安定し血液生化学所見も改善傾向

嚢壁の陰影欠損は認めなかった．

胆襄炎を示唆する所見に乏しかった．腹水を少量

を示していた. IABP挿入に伴う合併症として，

認めたものの穿刺できる量はなく，胆襄穿孔も考

出血や下肢阻血の他下肢壊死や血栓・塞栓によ

盧しなかったため，緊急手術が必要とは考えられ

る腸管壊死も認める14)15）ことから，胆襄炎が再

なかった．後日，腹腔穿刺で胆嚢穿孔及び胆汁性

燃しなければ, IABP作動下で胆嚢摘出術を行う

腹膜炎と診断されたが，胆嚢炎が重症化し胆嚢穿

よりもCABGを優先させる判断をし，保存的治

孔を引き起こしたのではなく，比較的早い段階で

療を継続しえた．

く， また胆汁が周囲に限局せず，遊離腹腔内へ広

結

壼叩

穿孔を起こしたため，胆襄周囲の炎症所見が乏し
がってしまったものと思われる．幸い，腹水の細
菌培養は陰性であり，腹腔ドレナージも有効に機
能したため，保存的に治療続行が可能であった．

不安定狭心症を合併した胆嚢穿孔による腹膜炎

症例を経験した．診断及び治療方針決定に苦慮し

不安定狭心症を合併した腹部疾患の治療方針

たが，集学的治療により全身状態を改善させ， 2

は， その症状や重症度によりどちらを優先して治

回の手術の合併症は回避し,無事軽快退院できた．

療するかは検討が必要であり，個々の症例ごとに

方針は変わりうる．吉住ら'）は，虚血性心疾患
併存胄癌症例23例を検討し，

文
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