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急 性 膽 嚢 炎 ノ 早 期 手 術 ニ 就 テ

岡山醫科大學泉外科敎室(主 任泉伍朗敎授)

醫學士　 松 波 賢 吾

[昭和7年6月4日 受稿]

Aus dem chirurgischen Institut, Okayama-Universitat

(Direktor: Prof. Dr. G. Izumi).

Uber die Fruhoperation der akuten Cholecystitis.

Von

Dr. Kengo Matsunami.

Eingegangen am 4. Juni 1932.

Die vorarbeiten vieler Autoren beweissen deutlich, dass Fruhoperationen der Cho

lelithiasis und Cholecystitis sehr erfolgreich und ganz ungefahrlich sind. Hier in 

unserem Vaterland jedoch sind die Falle von Fruhoperationen sehr vereinzelt im 

vergleich mit Intervaloperationen oder Notoperationen.

Neuerdings kam ein Fall von primare akuter Cholecystitis vor, wo die Fruhopera

tion mit gutem Erfolg ausgefuhrt wurde. (Kurze Inhaltsangabe.)

緒 論

膽嚢ノ結石症或ハ其 ノ炎症 ニ對 シ早期手術 ガ最モ有效ニシテ且無危險ナルハ既 ニ東西先進諸

家 ノ主張 シ來 レル所 デアル.然 ルニ本症ハ爾來内外領域 ニ有 リテ且腹痛 ヲ以テ發來スル機多キ

ガ故ニ先ヅ内科醫 ヲ訪 ヒ其 ノ診定ヲ俟 ツテ後外科的手術ヲ施 スト云フ有樣デアル.從 ツテ中間

手術カ危救手術ハ多クアルガ早期手術ノ例症ハ尚ホ未ダ其ノ例ニ乏 シキノ憾有ルハ止ムヲ得 ナ

イ.我 國ニ於テハ三宅博士ノ517ノ 膽石手術例中早期手術 ハ僅 ニ5例 ニ過 ギナイ.本 手術 ノ豫

後良好ナルハ荀 モ本手術ヲ行 ヒ或ハ之ヲ觀察 セル者ノ等 シク認 ムル所デアルガ我國ニ未 ダ其ノ

例乏 シキハ洵 ニ遺憾デアル.余 ハ今爰 ニ1例 ノ急性初發性膽嚢炎ニ遭遇 シ之 ニ早期手術ヲ施 シ

良好ナル結果 ヲ得タルニヨリ之 ヲ報告 シ樣 ト思 フ.
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自 家 症 例

患者　 片山某　 男　28歳　 勞 働者

昭和6年12月6日 入院手術

主訴　右季肋部 ヨリ右 下腹 部 ニ亙ル疼 痛發作及 ビ

發熱.

家族歴　 特記 スベキモ ノナ シ.

既往症　 生來健康, 3年 前外傷 ニ ヨル頭 蓋骨折 ニ

テ入院治療 ヲ受 ケシ事有 リ.嘗 テ腹 痛發作,發 熱,

黄疽等認 ムベキモ ノ有 リシヲ知 ラズ.

現症歴　 一昨 日(12月4日)晩 ヨ リ特別 ノ認 ムベ

キ原因ナクテ右 下腹部ニ鈍痛或 ハ不快感ガ有 ツタガ

發熱 ハナク 患者ハ依然勞働 ニ從事 スル中本 日午後2

時頃 ヨリ急 ニ激 痛 ヲ覺 エ右季 肋部 ヨ リ右下腹部 ニ亙

ル疼 痛發作 ヲ繰返 ス樣 ニナ ツタ.疼 痛ハ放 散 シナイ.

嘔 吐,下 痢,黄 疸 モ無イ.

現症　 體格中等 大,榮 養中等度,顏 貌稍 々苦 悶 ノ

状 ヲ呈 ス.顏 面 竝 ニ皮 膚 及 ビ認 識 シ得 ベキ粘膜 ハ

稍々蒼 白ナ レドモ黄疸 ヲ認 メズ.瞳 孔兩側 同大,光

反 應尋常,脉 搏整,稍 々小, 1分 時98ヲ 算 ス.體 温

38度5分,呼 吸稍 々頻數,胸 腹式呼 吸,肺 肝境界線

ハ 右乳線 上ニ於 テ第5肋 間ニ位置ス.肺 ハ兩側共 打

診竝 ニ聽診 ニヨ リ異状 ヲ認 メズ.心 臟ハ大サ位置心

音共 ニ尋常ナ リ.腹 部,腹 壁ハ一般 ニ平坦 輕度 ニ膨

隆 セルモ皷腸 ナ シ.腸 蠕動 不穩 ノ如 キモノヲ認 メズ.

觸診スル ニ右直腹 筋全體 ニ亙 ル稍々強度 ノ筋強直有

リ.廻 盲部及 ビ膽嚢點 ニ於テ壓痛有 リ.特 別 ナル腫

瘤 ヲ觸 レズ.肝 觸 レズ.其 他腹 部 ニ異 状ナ シ.放 屁

便通排尿 又尋常.各 部腱反 射尋常,病 的反射出現ナ

ク,知 覺竝 ニ運動障碍 ナ シ.尿 所見.黄 褐色,透 明,

酸 性,比 重1030,糖 陰性,蛋 白陰性.糞 便所 見.消

化良,粘 液 ヲ混 ゼズ.潜 出血陰性,寄 生蟲卵 ナシ.

血液 白血球數1000.

診斷　 急性膽嚢 炎及 ビ急性蟲樣 突起 炎.

處置　 即 時入院,手 術 施行(同 日午後8時).

手術所見　 手術ハ局所麻痺 ノモ トニ右副正中切開

ニテ入 リ腹壁 ヲ開 ク ニ腸 管滑液膜 面稍 々充血 セル ノ

ミニテ著 シキ變 化ナ ク廻盲 部ニ於テ蟲樣突起ハ殆 ド

尋 常ナ リ.ヨ ツテ更 ニ手術創 ヲ延長 シテ角状 切開 ト

ナ シ膽嚢 部 ヲ診 ルニ膽嚢 ハ大人手拳大以 上ニ膨脹充

血 シ輕度 ニ大網膜 ト癒 着ス.膽 嚢管,總 輸膽管 ニ於

テ結石樣 ノモ ノヲ觸 レズ.胃,十 二指腸部,膵 臟 ニ

於テ特別 ナル所見 ヲ見 ズ.

先ヅ膽嚢 ヲ穿 刺 シテ約70ccノ 膽 汁ヲ吸引 シ膽嚢

ヲ漿液膜 下ニ剥離 シテ之 ヲ剔 出ス.破 損漿液膜部竝

ニ肝床 ヲ縫合密 閉 シ蟲樣突起 切除術 ヲ併用 ス.腹 壁

ハ3重 ニ第1期 完全縫合ス.

摘 出膽嚢所見　 膽汁ハ濃綠 褐色 溷濁ス.感 染細菌

ヲ檢 スル ニ,塗 抹標本 ニテ大腸菌 ノ變型菌 ト通常型

菌 ノ混 合 セル ヲ認 メ培養 シテ通常型菌 ヲ得.膽 嚢ハ

稍 々肥 大 ス.外 面 ニ多少纎維樣 物質 ノ附着 スルヲ認

ム レ ドモ著 シカ ラズ.粘 膜面稍 々粗,内 ニ肉眼的 ニ

結石ナ シ.組 織的 ニ膽嚢壁 ヲ檢 スル ニ,粘 膜上皮細

胞 ハ表面粘液 ヲ以テ掩ハ レ上皮細胞剥離現象著明ナ

リ. Luschka'sche Gangハ 著 シキ擴張 ヲ認 メズ.内

ニ粘液 ト共 ニ少量 ノ剥離上皮 ヲ認 メ上皮 ニハ粘液 ノ

産出旺盛 ナ リ.之 等 ノ粘液中竝 ニ上皮細胞表面及 ビ

組織内 ニ比較的多數 ノ大腸菌變型菌 ヲ認 ム.粘 膜 固

有膜 ニ肥厚竝 ニ結締織增 殖 著シカラザ ルモ粘膜層 ニ

ハ 白血球浸潤 ヲ所 々ニ認 ム.又 充血有 リテ毛細 血管

ノ擴張充盈稍 々著 シ.浸 潤細胞 中ニハ「エオ ジン」嗜

好細胞,淋 巴球等 ヲモ含 ム.「 プラズ マ」細胞,組 織

球性細胞 ハ殆 ド之 ヲ認 メナイ.此 小圓形細胞浸潤 ハ

筋層 ニモ輕度 ニ認 メラレ漿液膜 ニ於テモ亦血管 ノ周

圍 ニ散見 ス.漿 液膜肥厚 著 シカラザ ルモ血管 ノ擴張

充盈著明,表 面 ニ纎維樣 物質 ヲ附着 スル部 アリ.

豫後　 術後經過良好 ニテ術創 ノ第1期 癒合 ヲ見 術

後第13日 歩行退院 ス.
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概 括 摘 要

膽石症 ト云ヘバ結石ガナケ レバナラナイ樣 ニ考ヘテ居ル人モ有ルガ無結石 デ尚ホ且膽石症同

樣 ノ病状ヲ呈 シテ來ルノガ臨牀例 ノ約半數ハ有ル.吾敎 室 ノ手術例デハ55.4%ハ 所謂Riedel

氏膽石症デアル.然 ルニ膽石ヲ保有 シ乍ラ何等病状ヲ呈 シナイモノガ多々有ル.生 前何等病状

ハナカツタガ剖見デ初 メテ膽石ガ發見サレタ ト云 フ例 ハ幾 ラモアル.膽 石ノ有無ハ膽石症ニ必

發症状 デハナク寧 ロ第二義 デ膽石樣症状ヲ來スニ必要ナルハ實ニ膽嚢炎デアル.試 ニ膽石症患

者 ノ膽嚢膽 汁感染度 ヲ見ルニ其 ノ70-90%ニ 於テ陽性 デアル.而 シテ總テノ膽嚢炎患者 ガ嘗テ

初發急性期ヲ經過 シタ事ハ確 デアル.一 度感染 シタ膽嚢 ガ容易ニ其 ノ菌ヲ失 ヒ壁内ノ炎症ヲ根

治スルハ困難デアル.是 レ已ニMayoヤJadd氏 等 ノ實驗 セル所 デアル.吾 人モ十二指腸 「ボ

ンプ」デ幾 十度カ洗滌 シテ尚ホ且再發ヲ重ヌルガ故ニ手術 ヲ施 シタ幾多ノ例症 ヲ有 シテ居ル.

Jadd氏 ハ膽嚢膽汁70%ノ 感染率ニ對 シ膽嚢壁ハ90%有 ル事ヲ報 ジテ居ル.又 一度一程度マ

デ病變 シタ膽嚢粘膜細胞 ノ再生ハ困難 デ是 ハ常 ニ膽嚢ノ抵抗減少 ヲ殘 ス.カ カル病的膽嚢 ハ僅

少 ノ誘因ニヨリ容易ニ膽嚢炎 ヲ惹起 シ再發 ヲ招クハ勿論デアル.故 ニLowenberg, Scherk氏

等 ハ此急性膽嚢炎 ヲ對症 的ニ治療 シテ得 タル一時 的病状 消失ヲ"Beschwerde frei"ト 稱 シ

"Heilung"ト ハ云 ツテ居ナイ.何 時再發 スルカ判 ラナイ.一 度炎症 ヲ起 シタ膽嚢ハ其ノ病的

膽嚢自身ヲ取 リ去 ラナケ レバ治癒 ヲ保證サ レナイ.膽 嚢炎 ガ如何 ニシテ起ルカバ膽嚢ガ何等カ

ノ事情 ニヨリ細菌感染 スルノデ胃酸度ガ關係スル樣 ニモ云ハレテ居ルガ絶對デハナイ.感 染路

モ膽道感染 ノ外 ニRosenow氏 ハ血行性ノアルノヲ實驗的ニ證明 シGraham氏 ハ腸管 ヨリ吸收

セラレタ細菌ガ淋巴行ヲ經テ膽嚢壁 ヲ犯 シ膽汁感染 ヲ起ス事ヲ唱ヘタ.之 ハ胃又ハ十二指腸ノ

潰瘍 ヤ加答兒 ニ由來 スル事ガ多 イ.早 期手術 ヲ行ハ ントスルニハ早期診斷 ヲ必要 トスル.診 斷

ハ必 ズシモ困難 デハナイガ初發時 ニハ所謂膽石樣症状 ヲ具備 シナイ事ハ勿論デ往々他 ノ類似症

ト誤 リ易イ.疼 痛ハ多ク局所性 デ膽嚢 ヲ區別スルタメニハHead氏 壓痛點ヲ探索スル必要 ガ有

ル.次 ニ發熱 デ黄疸ハ必發症状デハナイ.膽 石症患者手術例ニ於 ケル膽嚢膽汁感染度ハ70乃 至

90%デ アルガ其ノ内主要ナルハ大腸菌 デ外 ニ腸「チフス」菌,葡 萄状球菌,連 鎖状球菌等 ガ發見

サル.膽 嚢内大腸菌 ニ種 々ナル變型菌 ノ有ル事 ハ橫田氏 ニヨリ研究サレタルモノデ余 ノ例 モ此

變型菌 ニ據 ツテ起 ツテ居ル.尚 ホ膽嚢内ニ傳染 セシメタル化膿菌ガ如何 ニ早ク其ノ壁 ヲ侵スモ

ノナルカハ大正12年 泉敎授 ノ報告セラレタル所デ有ル.之 ニハ感染後ノ時間 ト感染細菌ノ毒力

ガ關係 スル.

早期手術 ニ就テ,一 般 ニ早期手術 ト云フモ之 ニ狹義 ノ場合 ト廣義ノ場合 トガ有ル.廣 義 ノ場

合ハ症例陳舊 セズ合併症起 ラズ年齡 モ若ク抵抗力強キ間ニ手術 スルノヲ意味 シ狹義 ノ場合ハ炎

症 ノ初發ニシテ未ダ症状甚 ダシカラザルニ24時 間以内ニ手術ヲ施行スルノデアル.余 ノ例 ハ

狹義ニ於ケル早期手術 デ之バ一次的ニ膽嚢 ヲ剔出 シ且腹壁 ヲ縫合 スル事 ガ出來ル.急 性膽嚢炎

112



急性膽嚢炎ノ早期手術ニ就テ　 2949

デ壞死或ハ穿孔有ルモノ或ハ待 ツテ居ル中ニ症状ノ增惡スルモノモ直チニ手術ス可キデアル ガ

之ハ急救手術 デ是非行ハネバナラヌ.膽 嚢 ヲ初期ニ剔出スル事ノ是非 ハ隨分議論ガアル.余 ノ

例ニ於テ其ノ組織標本ヲ見ル ト發病後僅々6時 間内外ナルニ既 ニ細菌感染,炎 症浸潤ガ筋層 ニ

マデ及デ居ル.膽 嚢 ハ之 ヲ剔出 シテモ總輸膽管ハ幾分之 ヲ代償 シテク レルモノデアル事ハ今日

迄モ幾多ノ實驗 ガ之 ヲ明 カニ シテ居ル.又 膽嚢無ク トモ其 ノ人 ガ10年20年 ト活動 シテ居ル事

ハ日常吾人ノ經驗スル所 デ有ル.況 ンヤ病的ノ膽嚢ヲ有 スル楊合 ニハ何時再發ヲ來 スカモ知 レ

ナイ.又 再發ニ從 ヒ如何ナル合併症ヲ來スカモ知 レナイ.合 併症有ル膽石症ヲ手術 シテ其ノ豫

後ノ不良ナルハ其ノ死亡率ノ高キニ據 リテモ明ガデアル.吾 人ハ本症 ノ豫後ヲ絶對ニ可良ナラ

シムル爲 ニ此早期手術 ヲ最モ推獎 スル所 デアル.
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