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ご了解ください・・・

本書は、現時点の医学知識に基づいて複数の専門医が協
力して作成したものです。しかし本書は、実際の医師の診
断、治療、助言の代わりとして作られたものではありませ
ん。人間の身体、病気の状態は個人差がありますので、疑
問点は主治医に相談されることが第一であり、その際の助
けとして本書を参考にして下さい。
日本消化器病学会ガイドライン作成・評価委員会は、
個々の患者さんに、本書で述べられた期待の効果が得られ
なかったり、本書の利用によって何らかの不利益が生じて
も、それに対して責任を負うものではありません。また本
書は医療者向けの診療ガイドラインと同様に、医療訴訟等
の資料となるものではありません。以上ご了解いただき、
本書をご活用下さい。

日本消化器病学会　2010 年 9 月 30 日





日本消化器病学会では、日常臨床の場でよく遭遇する消化器 6 疾患（胃食道逆流症、消
化性潰瘍、クローン病、肝硬変、胆石症、慢性膵炎）について、最新の科学的根拠に基づ
いた医師向けの診療ガイドラインを作成しました。しかし、これらの病気で悩んでおられ
る患者さんやその家族、また広く一般の市民の方々が、これらの病気がどのような原因で
おこるのか、病気を防いだり、悪化させたりしないためにはどうしたらよいのか、また根
拠に基づいた最適な治療にはどのようなものがあるのか、などについてよく理解すること
がきわめて重要であるというのが、現在の医療の基本的な考え方のひとつとなっています。
つまり、病気は医療者だけで治すものではなく、患者さんや社会全体が一体となって防ぎ、
治療していくことが重要なのです。日本消化器病学会が、医師向けの診療ガイドラインだ
けではなく、市民向けのガイドブックを発刊するのはこのような意図からです。
本書は、それぞれの疾患に関連した質問に対して専門家が科学的な根拠に基づいて回答
をおこなうという形式で記載されていますが、患者さんやその家族ならびに市民の方々の
すこしでも参考になることを願って簡潔に、またたくさんの図表を用いて読みやすくなる
よう心がけました。このため、日本消化器病学会の 6 疾患の診療ガイドラインとは内容も
体裁も異なります。病気のことをさらに詳しく知りたいとお考えの方は、医師向けの学会
の診療ガイドラインもご参考になさっていただければ幸いです。
本書の記事は、執筆時点での最新の科学的根拠に基づいて書かれていますが、推奨して
いる診断や治療法は、すべての人に一律に適用できるとはかぎりません。患者さんの病状
をよく把握しておられる主治医が標準的医療とは異なる治療を、病状に応じておこなって
いる場合もあると思います。また、その後の医学の進歩で、本書に記載されている根拠や
考え方が変わっている場合もありうると思います。自分の受けている診療上の疑問点につ
いては、よく主治医から説明を受け、自分の病気や治療内容をよく理解し、納得のうえで
主治医と一緒に病気に立ち向かっていくことが重要です。
日本消化器病学会では、このガイドブックを日本消化器病学会一般市民向けホームペー
ジでも公開し、市民の方々からのご意見やご質問にお答えできるよう設計する予定にして
います。寄せられたご意見やご質問は、新しい医学的根拠とともに次回の改訂に生かして
いきたいと考えています。ぜひ多くの方々がご利用いただきますようお願い申し上げます。

2010 年 9 月
日本消化器病学会ガイドライン委員会委員長

日本消化器病学会理事長
菅野　健太郎

日本消化器病学会「患者さんと家族のためのガイドブック」の刊行にあたって
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11
胆石症とは？



胆石症とは
肝臓は生体内の老廃物や有害物質を代謝・解毒し、胆汁

たんじゅう

として体外に排出する機
能を持っています。日常の役目を済ませたり余ったりしたコレステロールや古くなっ
た血色素（ヘモグロビン）から生成されるビリルビンなどが主要な成分となり、肝臓
が合成する胆汁酸とともに水分と溶け合って胆汁になるのです。
胆石とは、胆汁の排泄路である胆管や胆嚢のなかで、胆汁成分が固まってできた固
形物のことで、これによって生じる病的状態が胆石症です。胆石症は胆石のできてい
る部位により、「胆嚢結石症」「総胆管結石症」「肝内結石症」とよばれます（図 1 参照）。
胆石は胆嚢にもっとも多いので、一般に胆石症といえば「胆嚢結石症」をさします。

胆石症は増えているのか？
日本において胆石保有者（胆石を持っている人）の総数は、厚生労働省医療統計局

「国民基礎調査」による推計総数では、平成 2 年度までは増加していました。しか
しそれ以降、胆石症の動向については、疫学調査がおこなわれておらず最近の詳細
は不明ながら、相変わらず増加していると推測されます。
胆石は図 2のように、コレステロール胆石（純コレステロール石、混成石、混合
石）、色素胆石（ビリルビンカルシウム石、黒色石）、まれな胆石に分類されます。関

2
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よくある質問 11

お答えします

胆石を持っているヒトは増えているでしょうか？

胆石保有者の総数は、昭和年代を通して増加していました。最近の
疫学調査はありませんが、相変わらず増えていると推測されます。な
お、胆石の種類別比率でみると、コレステロール胆石はほぼ変わらず、
ビリルビンカルシウム石は減少し、黒色石の増加がみられています。

解　説



連学会などの調査によれば、日本の胆石症全体に占めるコレステロール胆石の比率
は近年ほとんど変わりありませんが、色素胆石であるビリルビンカルシウム石は減
少し、黒色石の増加がみられます。
肝内結石症に関しては、厚生労働省「肝内結石症に関する調査研究」のもとで、
過去 5 回の全国調査が施行された結果、年代を追って減少傾向にあります。現時点
では全胆石症に占める肝内結石症の割合は 1％程度と推定されています。

1 ：胆石症とは？
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図 1 胆石ができる場所とその分類

胆嚢結石
（コレステロール胆石）

総胆管結石
（ビリルビンカルシウム石）

肝内結石
（ビリルビンカルシウム石）

MRCP

超音波検査 ERCP

図 2 代表的な胆石

コレステロール胆石 色素胆石（黒色石）



コレステロール胆石
名前のとおり、コレステロールを主成分とした胆石で、胆嚢

たんのう

に多くできます。コ
レステロールは通常は水に溶けない物質ですが、胆汁中では「ミセル」（油の回りに
洗剤がついて溶けているような状態）となって溶けています。胆汁のなかのコレステ
ロール濃度が高いときや胆嚢の収縮する機能が低下したときに、コレステロールが
結晶となり、それが徐々に大きくなって最終的にコレステロール胆石になると考え
られています。欧米では、コレステロール胆石ができやすい人として、Forty（40
歳代）、Female（女性）、Fatty（肥満）、Fair（白人）、Fecund（多産婦）がいわれて
いて、これらの頭文字の「5F」が知られています（図参照）。また、脂肪の代謝に異
常のある人、妊娠、急激なダイエット、胃切除手術後なども、コレステロール胆石
の発生に関連があることがわかっています。

色素胆石
色素胆石のなかでもっとも多いビリルビンカルシウム石は、細菌の感染が原因で
あることがわかっています。胆汁中に存在する細菌により水に溶けにくいカルシウ
ム塩ができ、これが徐々に大きくなってビリルビンカルシウム石になると考えられ

2
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よくある質問 22

お答えします

胆石はどうしてできるのでしょうか？

胆石は以下の 2 種類に大きく分けることができ、その原因も種類に
よって大きく異なります。コレステロール胆石は胆汁のコレステロー
ル濃度が高いときや胆嚢収縮機能が低下したときにできやすくなりま
す。色素胆石のうちビリルビンカルシウム石は細菌が原因ですが、黒
色石の原因はまだよくわかっていません。

解　説



ています。細菌感染が関連するため、その国の衛生状態を反映するので、ビリルビ
ンカルシウム石の発生率は、世界各国で大きく違っています。一般的には発展途上
国で多く、先進国では少ないとされています。日本でも以前はビリルビンカルシウ
ム石が多かったのですが、衛生環境の改善にともない、発生は減少しています。
もうひとつの色素胆石である黒色石の原因はまだよくわかっていません。貧血の
一種（溶血性貧血）、肝硬変、炎症性腸疾患の患者さんなどに多いことが知られてい
ます。

1 ：胆石症とは？
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図　コレステロール胆石ができやすい人

Forty（４０歳代）
Female（女性）
Fatty（肥満）
Fair（白人）
Fecund（多産婦）

5F



胆石による主な症状
胆石に関連しておこる腹痛を「胆石発作」とよぶことがあります。これは、食後、
とくに脂肪食（油もの）を食べたあとにおこることが多いといわれています（図参照）。
痛みの部位は、みぞおちから右の上腹部で、背中や右肩が痛くなることもあります。
痛みの強さは、我慢できないくらいの強い痛みのこともあれば、ドーンと重い感じ
がするだけの軽いこともあります。2、3 時間でスーっと治ってしまうことがある
のも胆石発作の特徴です。
胆嚢
たんのう

は右の上腹部にありますが、痛むところはみぞおちなので、胃が悪いと思っ
てしまう人が多いようです。胃が悪いのだと思っていたところ、検査したら実は胆
石だったということがよくあります。
胆石のその他の症状としては、悪心

おしん

（気持ちの悪いこと）、嘔吐
おうと

（吐くこと）があり
ます。ただし、これらの症状はほかの消化器疾患（お腹の病気）でも出現する症状で、
胆石に特有のものではありません。

1
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よくある質問 33

お答えします

胆石があるとどのような症状がおこるのでしょ
うか？　かならずお腹が痛みますか？

胆石の症状には、腹痛、悪心、嘔吐などがあります。腹痛は胆石発
作とよばれ、とくに脂肪に富んだ食事をしたあとにしばしばおこりま
す。そのほかに黄疸がそろった場合には、胆石による急性胆管炎をお
こしている症状であり、緊急の治療が必要になります。ただし、胆石
があるからといってかならず痛みが出るとはかぎらず、胆石を持って
いる患者さんの約半数に腹痛が出るといわれています。

解　説



緊急治療が必要となる状態
胆石があると急性胆嚢炎をおこすことがありますが、そのときには、痛みと発熱
以外に黄疸

おうだん

が出ることがあります。上腹部の痛み、発熱、黄疸がそろったときには、
急性胆管炎を併発していることが疑われます。急性胆管炎をおこすと、敗血症（細
菌が体中に回ること）の状態となり、ショック（血圧が下がる）、意識障害（もうろう
となったり、意味不明のことをしゃべったりする）などの症状の出ることがありま
す。このときには生命にかかわる危険な状態ですので、緊急に治療をする必要があ
ります。

胆石があるからといって、かならず痛みが出るとはかぎりません。どの程度の正
確な数値はわかりませんが、胆石を持っている患者さんの約半数に腹痛があるもの
の、半数には症状がないとされています。

2
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図　胆石発作のおこり方

食事による
胆嚢収縮

胆石の移動

石の嵌頓のため、胆嚢
が収縮しようとしても
収縮できない

胆嚢

肝臓

胆嚢

肝臓

かんとん

胆道疝痛の原因のひとつは胆嚢の緊張性痙攣です。
誘発因子には、食事、脂肪食、ストレスなどがあります。



まず、胆石と胆嚢癌
たんのうがん

には密接なかかわりがあるとする調査結果があります。胆嚢
癌の患者さんが同時に胆石を持っている頻度は高く、40 ～ 75％とされています。
胆石を持っている患者さんのなかでも、①胆石による痛みなどの症状がある場合、
②胆石が大きい場合、③胆石の数が多い場合、④胆石と診断されてからの期間が長
い場合、などは胆嚢癌になる可能性があるといわれています（図参照）。胆石による
胆嚢粘膜への慢性的で長期間の刺激が胆嚢癌になる原因のひとつではないかといわ
れています。胆石のある胆嚢を詳しく調べた結果、胆石のない胆嚢にくらべて胆嚢
癌を合併している率が統計学的に高かったという結果が報告されています。また、
胆石がある胆嚢には胆嚢癌とまではいかないものの、胆嚢癌の前段階、いわゆる前
癌病変が多くみられるとの調査結果もあります。胆石のある胆嚢の粘膜には癌に関
係する遺伝子の異常をみとめる率が高いとする報告もあります。また、胆石と胆嚢
癌の発生との関連については男女の差や人種による差がある可能性も報告されてい
ます。このように胆石と胆嚢癌の因果関係を示す多くの報告がみられます。
しかし、一方では実際に胆石を持っている多くの患者さんたちを長期間にわたり
経過をみた調査では、最終的に胆嚢癌になった方はそれほど多くなかったという結
果が報告されています。また、症状のない胆石を持っている患者さんたちが胆嚢癌

●●● 8 ●●●

よくある質問 44

お答えします

胆石を持っていると、癌ができやすいのでしょ
うか？

胆石を持っていると胆嚢癌になる可能性が高いのか、どのような場
合に胆嚢癌になる危険性が高いのかなどの問題は重要で、胆石症の治
療方針に直接かかわってくる事柄です。現在のところ、胆石が胆嚢癌
の発生にかかわりがあるという報告と、それらはあまり関係しないと
いう報告の両方があります。しかし、胆石がある場合には定期的な検
査をおこなうことが勧められます。

解　説



になる頻度は、胆石を持っていない患者さんたちが胆嚢癌になる頻度と統計上では
変わらないという調査結果も多くみられます。このように胆石を持っている患者さ
んが実際に胆嚢癌になりやすかったという証拠を示す調査結果は得られていないの
が現状です。
したがって、少なくとも現時点では胆石を持っているからといって、かならずし
も胆嚢癌になりやすいとはいえないようです。しかし、無症状でも胆石があるとわ
かってからの期間が長い患者さんや大きな胆石のある患者さん、胆嚢のなかに胆石
が充満している患者さん、胆嚢の壁が厚い患者さんなどは胆嚢癌に注意して経過を
みていく必要があります。無症状の場合、具体的には 1 年に 1 ～ 2 回の超音波検
査で経過観察をおこなうことを勧めます。痛みなどの症状がある胆石の場合は、基
本的に胆嚢摘出術などの治療が必要になる場合がほとんどですので専門医への受診
を勧めます。

1 ：胆石症とは？
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図　胆石と胆嚢癌

胆嚢癌

胆嚢結石

総胆管
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胆石は通常、痛みを中心としたなんらかのお腹の症状で病院や診療所を受診する
ことによって診断されます。また、人間ドックなどでお腹の超音波検査が検査項目
に含まれている場合には、症状がなくても発見されることがあります。いずれの場
合でも、現在は超音波検査（図 1 参照）が最初の診断法であることがほとんどです。
超音波検査は、検査を受ける人にとって負担がまったくないことがメリットで、胆
石に関する診断能力は高く、胆嚢に存在する胆石のほとんどが超音波検査で診断で
きます。このほかに、胃癌検診などの際にレントゲン検査で胆石を疑う影が映って
診断される場合もあります。
胆管の胆石は、ときに超音波検査では診断困難な場合があり、MRCP［磁気共鳴
画像（MRI）を使用した特殊な検査］やコンピューター断層撮影（CT）、内視鏡といっ
た検査によって正確に診断することができます。MRCP（図 2 参照）は超音波検査同
様、負担がほとんどない検査で、検査台に横になっているだけで撮影が終わり、胆
石の有無が判定できる画像をつくることができます。CT では造影剤という薬を点
滴しながら撮影することにより、胆管の胆石の診断が良好におこなえます。ERCP
（「内視鏡的逆行性胆道膵管造影法」とよび、内視鏡から造影剤を入れてレントゲン
撮影する検査。図 3 参照）という検査では、胆汁の流れ道を、出口のほうから造影
剤を入れることにより映し出し、そのなかに胆石があるかないかを高い精度で判定
することができます。胆石の確認とともに、引きつづきその胆石を取り出してしま

●●● 12 ●●●

よくある質問 55

お答えします

胆石はどのようにして見つかるのでしょうか？
また、どのような検査が役に立つのでしょうか？

胆石は腹痛などの症状がきっかけとなって診断されますが、その検
査方法には超音波検査や CT、MRCP、ERCP といったものがありま
す。それぞれの検査法には特徴があり、医師は胆石のある場所や状況
により検査法を選んで診断を進めていきます。

解　説



うという治療をおこなえる点が大きな特徴ですが、体に多少負担があるため基本的
には入院でおこなわれます。

2 ：胆石症の診断と治療について
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図 1 超音波検査

総胆管結石 胆嚢結石

図 2 MRCP

白矢印：萎縮胆嚢内小胆石，赤矢印：総胆管結石

図 3 ERCP

写真はすべて「日本消化器病学会編集：胆石症診療ガイドライン，南江堂，2009」より引用



痛みの症状がない人は基本的には手術を受ける必要はありません。その理由とし
て、症状のない人を治療せずに観察した場合、痛みなどの症状を発症する人がきわ
めて少ない（2～4％/年）ことがあげられます。しかし、将来的に痛みを発症する
危険性は、①胆石の数、②胆石の大きさ、③年齢、などにより異なります。すなわ
ち、痛みをおこす危険性が高い人として、①小さな胆石をたくさん持っている人（図
1 参照）、②胆嚢

たんのう

の検査をして胆嚢管（胆嚢と胆管をつなぐ管）に胆石が詰まってい
る人（図 2 参照）や胆嚢の働きが失われている人（胆道造影で胆嚢がよく写らない
人）、③若年者、などがあげられます。
胆石は胆嚢癌の発生の原因になるのではないかと心配されるかもしれませんが、
具体的な証拠はありません（「よくある質問 4」参照）。たしかに胆石があると炎症
をおこし、胆嚢癌を発生させる母地になるかもしれませんが、痛みのない人が胆嚢
癌を発症する率は低いと考えられています。また、腹部超音波検査や CT で胆嚢の
壁が厚い人（図 3 参照）は慢性的な炎症と癌を鑑別することがむずかしいため、症状
がなくても放置すると危険なことがあります。
したがって、これらの痛みをおこす危険性の高いと考えられる人や胆嚢の壁が厚
い人は、症状がなくても専門医と相談することが重要です。

●●● 14 ●●●

よくある質問 66

お答えします

痛みがなくても胆石は手術するほうがよいので
すか？

胆石による痛みがある場合にはなんらかの治療が必要になります。
胆石があっても痛みがない場合には、基本的に手術は必要ありません。
ただ、将来的に痛む可能性が高い場合や、胆石があるために胆嚢のな
かを詳しく調べることができない場合は、胆嚢癌発生の危険性につい
て医師と相談し、対応を検討する必要があります。

解　説



2 ：胆石症の診断と治療について
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図 1 小結石多数例（超音波検査）

結石が落下し、発作をおこしやすいうえ、内腔を観察
できません。

図 2 胆嚢管閉塞例（ERCP）

矢印の部分で胆嚢管は閉塞しています。

図 3 胆嚢壁肥厚例（CT）

炎症のために壁肥厚が著明です。



胆石の手術とは
胆石の手術は基本的には胆嚢ごと取り出します。その理由として、①胆嚢

たんのう

が炎症
をおこしていて摘出が必要なことが多い、②壁が肥厚している場合、癌を合併して
いる可能性がある、③胆石を取り除いても胆石をふたたび形成する危険性がある、
などがあげられます。しかし、患者さんの状態が胆嚢摘出に耐えられないと考えら
れた場合、胆石のみ取り除き胆嚢を温存することもあります。
胆嚢を取り除く手術は全身麻酔下でおこないます。以前はお腹を切って胆嚢を取
り除いていました（開腹

かいふく

手術）が、1990 年以降お腹に穴を開けておこなう腹腔鏡下
胆嚢摘出術が導入され、現在では胆嚢を取り除くための第一選択の術式になってい
ます。

腹腔鏡
ふくくうきょう

下
か

胆嚢
たんのう

摘出
てきしゅつ

術
じゅつ

腹腔鏡下胆嚢摘出術のなかでもっとも普及している手技について説明します。お
臍の下（①）に約 1cm の切開をしてお腹を開けます。そこからお腹のなかに炭素ガ
スを注入してお腹を膨らませます。さらに、みぞおち（②）、右わき腹（③）、右肋骨
の下（④）、のあたりに穴を開けて手術器具を挿入します（図参照）。お臍の穴（①）
からカメラを挿入し、残りの 3 つの穴から手術器具を使用して胆嚢を体外に取り出

2

1
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よくある質問 77

お答えします

胆石の手術とはどのようなものですか？　お腹
に穴を開けておこなうのですか、それともお腹
を切って開けるのですか？

胆石の手術は基本的には胆嚢ごと取り出します。現在では、腹腔鏡
下胆嚢摘出術といって小さな傷で社会復帰が早くできる手術方法が第
一選択ですが、胆石の状況や患者さんの状態によってはお腹を開ける
手術（開腹手術）をおこなう場合もあります。

解　説



します。傷が小さいので体への負担が軽く早期社会復帰が可能です。

開腹手術
炎症が強く組織の剥離

はくり

が腹腔鏡下に困難な場合などでは、手術の途中から、お腹
を開ける手術（開腹手術）に移行します。また、胆嚢の壁が厚く炎症が強いと予想さ
れる、胆嚢癌を合併している可能性がある場合などは最初から開腹手術とする場合
もあります。開腹手術の場合、上腹部の真ん中の切開（上腹部正中

せいちゅう

切開）または右
肋骨から約 2 ～ 3cm ほど下の切開（肋弓

ろくきゅう

下切開）でお腹を開けます。胆嚢動脈を
切離したあと、胆嚢を肝臓からはがし摘出します。お腹を開けることは体への負担
は大きいのですが、直接お腹のなかを触りながら手術をおこなえるため、むずかし
い手術では安全性が優れています。

以上のようにそれぞれの手術にはよい点と悪い点がありますが、現在では普及と
ともに手術術式が一定化した、腹腔鏡下胆嚢摘出術が第一選択の術式となっていま
す。

3

2 ：胆石症の診断と治療について
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図　開腹手術と腹腔鏡下胆嚢摘出術によるお腹にできる手術瘢の違い

①②
①

②
③

④

a．開腹による胆嚢摘出術の手術痕
正中切開（①）の場合が多いで
すが、肋弓下切開（②）を用いる
場合もあります。

b．腹腔鏡下胆嚢摘出術の手術痕

12mm

5mm

①
②
③
④



胆管損傷
胆嚢
たんのう

を摘出するためには胆嚢管、総肝管、肝下面に囲まれた部位の脂肪を取り除
き、胆嚢動脈と胆嚢管を露出し確認しなければなりません。その際に総肝管を胆嚢
管と見誤って、傷つけたり切ってしまうことで胆管損傷は生じます。胆管損傷を生
じたとき、軽いものは縫い合わせて修復しますが、完全に切り離してしまうほどの
損傷の場合には開腹

かいふく

手術に移行し、胆管と消化管をつなぐ手術をおこないます。

出　血
胆嚢に血液を供給する血管に胆嚢動脈があります。脂肪が多い場合や炎症が強い
ときなどでは動脈を確認できずに損傷して出血することがあります。胆嚢動脈は通
常肝臓に血液を供給する肝動脈から分岐しているため、脂肪をはがす操作の際に肝
動脈を傷つけて出血することもあります。また、胆嚢は肝臓の下面にしっかりと貼
り付いているので胆嚢を摘出するためには肝臓からはがさないといけません。胆嚢
をはがす際に肝臓を損傷すると、肝臓は血流が豊富な臓器であるため出血すること

2
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よくある質問 88

お答えします

胆石で腹腔鏡を使って胆嚢の手術をするときに
おこる合併症にはどのようなものがありますか？

お腹に穴を開けて腹腔鏡を使う手術（腹腔鏡下手術）が従来のお腹を
切って開ける手術（開腹手術）と異なる点は、①直接臓器を手で触れる
ことができない、②テレビモニターをみながらおこなうので映し出さ
れた範囲しかみえない、③立体的にみえない、などがあります（図参
照）。そのため腹腔鏡下手術中に生じた合併症に対して開腹手術へ移行
して対応することもあります。ここでは、腹腔鏡を使って手術すると
き、比較的おこりやすい合併症について説明します。

解　説



があります。

他臓器損傷
炎症の程度や腹部手術の既往などにより胆嚢とほかの臓器が貼り付いてしまう癒
着という現象を生じていることがあります。胆嚢の周囲には肝臓、十二指腸、横行
結腸などの臓器があります。胆嚢だけを摘出するためには癒着をはがさないといけ
ませんが、ひどい炎症や手術後の場合では簡単にははがすことができないほどの癒
着をみとめることがあります。それをはがそうとする際に腸などの損傷を生じるこ
とがあります。他臓器損傷の程度によっては修復するために開腹手術への移行が必
要となります。

その他
その他の手術に関連した合併症として、全身麻酔による呼吸器合併症や、腹腔鏡
下手術の場合、炭酸ガスを腹腔内に充満させて手術をする気腹法が多くおこなわれ
ていますが、そのガスが皮下に漏れて生じる皮下気腫、胆汁瘻、傷が化膿する創感
染、肩の痛みなどがあります。

4

3

2 ：胆石症の診断と治療について
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図　腹腔鏡下胆嚢摘出術の様子



溶ける胆石とは？
胆石には大きく分けてコレステロール胆石と色素胆石があります。コレステロー
ル胆石はおおむね胆石の成分のうち 70％以上がコレステロールです。一方、色素
胆石というのはビリルビンという色素でできています（「よくある質問 2」参照）。
薬で溶ける胆石とはコレステロール胆石です。それも直径が 15mm 未満（できれ

ば 10mm 未満）の小さく浮くものです。さらに石灰化のないコレステロール胆石の
み治療の効果が期待できます。コレステロールは脂質（あぶら）の一種なので石鹸の
働きをする薬を使えば溶かすことができるのですが、石灰部分は脂質ではないので
溶けないのです。

溶かす薬とは？
コレステロール胆石を溶かすために使われる薬（石鹸の一種）とは胆汁酸

たんじゅうさん

とよばれ
るものです。ウルソデオキシコール酸やケノデオキシコール酸がその代表です。も
ともと体のなかにあるものですが、後者は肝臓に障害を及ぼす場合があり、現在で
は前者のみが使われています。肝臓の病気（肝炎など）の治療にも使われています。

2
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よくある質問 99

お答えします

胆石を薬で溶かすことはできるのでしょうか？
それはどのような胆石でしょうか？

コレステロール胆石は薬で溶かすことができる場合があります。レ
ントゲン写真には写らない胆石で大きさが 15mm 未満の小さなもの
ならば、胆嚢の働きが正常であれば溶けます。なかでも胆嚢のなかで
浮くような小さく軽いものはとくによく溶けると考えられています。
ただ、薬の効果を評価するには 6～12 ヵ月が必要とされていますの
で、少なくともその期間は薬を飲みつづける必要があります（図参照）。

解　説



そもそもコレステロールは胆汁のなかに豊富に溶け込んでいます。これを溶かしこ
むために十分な胆汁酸が必要なのですが、なんらかの原因でこれが不足するとコレ
ステロールが結晶となって析出・沈殿して胆石に育ちます。つまり、その“不足し
た胆汁酸”を補うことでコレステロール胆石が溶けるというわけです。

溶けるための条件とは？
コレステロール胆石に対して胆汁酸を薬として飲んでもらえばかならず溶けると
いうわけではありません。上記のように“石灰化のないコレステロール胆石で比較
的小さい（直径 15mm 未満）”ことが胆石に関する条件です。しかし、胆嚢の働き
が悪く、胆嚢のなかに溶かす薬が入らない場合は効果がありません。そこで“胆嚢
の働き（機能）が正常であること”という条件が加わるのです。ちなみに胆嚢機能は
胆道造影検査という造影剤を点滴する検査によって判定されます。この検査で胆嚢
のなかに胆石が浮いていること（浮遊結石）がわかればもっとも溶けることが期待で
きる胆石と考えられます。

溶かす治療の成績と問題点は？
この治療の問題は、胆石を 100％取り除くことができるわけではないことと、再
発することです。前述の 2 種類の薬を同時に飲んでもらうと、直径 15mm 未満の
胆石では 6 ヵ月で 52～62.8％の胆石が溶けるとされていますが、ウルソデオキ
シコール酸単独では 24～38％です。溶けたあと放っておくと 12 年間で 61％に
再発すると報告されていますが、薬をつづけていると 16％に抑えられます。

4
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図　胆石溶解薬の適応と限界

治療前 12ヵ月後 24ヵ月後

浮く胆石 胆石の減少 胆石の消失

図は「日本消化器病学会編集：胆石症診療ガイドライン，南江堂，2009」より作図



壊せる胆石とは
胆石にはコレステロール胆石と色素胆石があります（「よくある質問 1」参照）。コ

レステロール胆石はその成分の 70％以上がコレステロールですが、言い換えれば、
ほかの成分が多くて 30％程度は混じっているのです。一方、ほぼ 100％コレステ
ロールで構成される純粋なコレステロール胆石を“純コレステロール石”とよびま
す。この胆石を割ってみると、その中身は白色のコレステロール結晶が放射状の配
列を示しています。このような胆石は衝撃波で細かく砕けます（図 2 参照）。つまり
ESWL に適した胆石ということになります。
胆石の砕けやすさを調べますと、純コレステロール石は衝撃波で速やかに細かく
砕けます。しかし、ほかの成分が混じると砕けにくくなります。石灰化のある胆石
に対してはいっそう効果が弱まることがわかっています。実際の治療経験から判断
しますと、石灰化のない直径 2cm 以下の純コレステロール石が ESWL には最適で
す。

1
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よくある質問 1010

お答えします

胆石を小さく壊して取り除くことができますか？
それはどのような胆石でしょうか？

コレステロール胆石のなかの大きな胆石は小さく壊して流出させた
り、あるいは溶かす効率を高めることができます。そこで体の外から
“衝撃波”を胆石に照射して、胆石を破砕する治療をおこないます。こ
れを体外

たいがい

衝撃波
しょうげきは

結石
けっせき

破砕
は さ い

療法（ESWL）とよびます（図 1 参照）。レン
トゲンに映らない（石灰化のない）直径 2cm 以下のコレステロール胆
石が壊す（破砕）治療には最適です。この場合も胆嚢の働きが正常であ
ることが必要です。そのほか、直径 2 ～ 3cm、3 個までの胆石であ
れば壊す治療を勧めることがありますが、治療に長期間を費やすこと
が予想されます。

解　説



“壊す治療（ESWL）”に適する条件とは？
ESWL には、比較的大きなコレステロール胆石に対する“溶かす治療”の効率を
高めるという意味もありますので、その“溶かす治療”の条件に準じたものになり
ます（「よくある質問 9」参照）。つまり、“胆嚢の働き（機能）が正常であること”が
大切です。“石灰化のない直径 2cm 以下の純コレステロール石”に加えて、“胆嚢
機能が正常である”ことが ESWL に適する基準として定められています。胆嚢機能
は胆道造影検査という造影剤を点滴する検査によって判定されます。

“壊す治療（ESWL）”の成績と問題点は？
この治療の問題は、壊せると判断された胆石でも 100％取り除くことができるわ
けではないことと、再発することです。①石灰化のない直径 2cm 以下の純コレス
テロール石、②胆嚢機能が正常な場合、治療 1 年後までに 63～90％の胆石が取
り除かれます。ただ、10 年間での再発率は 54～60％と推定されています。また、
治療経過中になんらかの理由で胆嚢を摘出する手術になった例が 36％に達したと
いう報告もありますので、専門医とよく相談して治療を選ぶことが大切です。

3
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図 1 ESWL の実際

衝撃波発生装置

図 2 ESWL の超音波像

ESWL前 ESWL後

胆石 破砕片

図はすべて「日本消化器病学会編集：胆石症診療ガイドライン，南江堂，2009」より作図



胆石が胆嚢
たんのう

の出口に詰まった場合
胆石が胆嚢の出口に詰まって外れず“嵌頓

かんとん

”状態が長くつづくと胆嚢炎が悪化し
ます（図参照）。症状が数時間つづく場合は、可能なかぎり手術により治療すること
がのぞましい状態といえます。軽症の場合は一般的応急処置（鎮痛薬の注射や絶食
など）で対応する場合もあります。また、患者さんや病院の状況でただちに手術を
することがむずかしければ、胆嚢ドレナージとよばれる、胆嚢の内容を体の外に流
し出す処置をおこないます。一般に、右の上腹部あるいは脇腹から局所麻酔をして
胆嚢をめがけて針を刺し、このルートにチューブ（中空の管）を送り込んで、胆嚢の
なかに溜まっている内容物を外に吸引（ドレナージ）します（図，A）。これにより、
胆嚢炎の症状やひどい痛みが劇的に楽になります。ただし、合併症として、入れた
チューブが体の動きなどで抜けて胆汁がお腹のなかにもれ出して胆汁性腹膜炎をお
こす場合があります。最近では、口から内視鏡を挿入し、十二指腸乳頭（胆管の出
口）から胆管を介して胆嚢にチューブを入れ、ドレナージする方法もあります。こ
の方法は確実性がすこし低いことや、乳頭に同じく膵管の出口をもつ膵臓に負担を
かけ急性膵炎などの合併症をおこす可能性があります。また、胆嚢に入れたチュー
ブを鼻から外に出しておくので、患者さんによってはのど、鼻の痛みが強い場合が

1
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よくある質問 1111

お答えします

胆石が胆嚢や胆管の出口に詰まって急に痛くなっ
たらどのように対処するのでしょうか？

胆石が胆嚢の出口に詰まった状態がつづくと胆嚢の炎症（胆嚢炎）と
なります。患者さんの状況により処置方法は変わりますが、原因となっ
た胆石がなくなるわけではありませんので、最終的には胆嚢摘出手術
が必要になります。胆石が胆管の出口に詰まった場合は重症化しやす
いので、早急に治療をおこなうことが重要となります。

解　説



あります。どちらでドレナージをしたとしても、原因となった胆石はなくなるわけ
ではありません。状況が許すようになった段階で胆嚢摘出手術を受けることが勧め
られます。

胆石が胆管の出口に詰まった場合
胆石が胆管の出口に詰まった場合は、一般に胆嚢の出口に詰まった場合よりも強
く症状があらわれます。発熱や悪寒

おかん

戦慄
せんりつ

、黄疸などをともなったり重症化しやすく、
早急に治療をおこなうことが重要です。内視鏡で十二指腸乳頭の胆管の出口を電気
メスを使って切開し、胆石を取り出すか（29 頁，図 1）、チューブを挿入し胆汁を
ドレナージすることにより症状は劇的に改善します。内視鏡治療をおこなう医師の
いない施設では、緊急手術をするか、もしくは胆嚢の場合と同様に針で腹壁を貫い
て胆管を刺す方法で胆汁ドレナージし（図，B）、落ち着いたあとに手術をして胆石
を取り出します。

2
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図　胆石が胆嚢や胆管の出口に詰まった場合

❶胆嚢の出口に胆石が詰まっている状態
❷胆管の出口に胆石が詰まっている状態

肝臓
肝内胆管

総肝管

総胆管

❷

胆
嚢
管

十
二
指
腸

胆囊

❶
A

B



胆管にできる胆石とは
胆石は胆嚢

たんのう

だけではなく、胆管にもできます（図参照）。胆石は存在する場所に
よってよび名がかわってきます。同じ胆管のなかでも総胆管にある場合は「総胆管
結石」とよび、肝内胆管にある場合は「肝内

かんない

結石」とよびます。同じ総胆管結石で
も、はじめから胆管内で胆石ができる場合（多くはビリルビンカルシウム石です。
「原発性
げんぱつせい

胆管結石」とよぶことがあります）と、胆嚢から総胆管内に石が落ちてくる
場合があります（多くはコレステロール胆石です。「落下結石」とよぶことがありま
す）。

症状がある場合
総胆管結石が胆管炎をともなう場合、通常、寒気やふるえで始まる高熱や上腹部
から右季肋部の痛み、また尿の色が褐色になったりする症状で気がつきます。重症
になると、意識障害や血圧低下などの危険な状態をともなうこともあります。高齢
者では上記の症状がはっきりしないこともあり、急に重症化しますので注意が必要
です。胆管炎があるかどうかは、採血結果や症状によって判断します。

2
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よくある質問 1212

お答えします

胆管にも胆石ができますか？　それは症状がな
ければ放っておいても大丈夫でしょうか？

胆管にも胆石はできます。胆石のある胆管の場所によりそのよび名
が変わります。胆管に胆石があって症状がある場合には胆管炎の有無
を調べて治療をおこないます。症状がなくても、将来、高率に症状が
出ることが予想されますので、やはり治療が必要になります。

解　説



症状がない場合
症状がない総胆管結石については、いずれ胆管炎（発熱、右腹が痛いなど）の症状

が出ることが多いので、治療（内視鏡的総胆管結石摘出術。「よくある質問 13」参
照）をおこなうことが勧められます。治療としては、内視鏡を用いておこなう場合
と経皮的におこなう場合（「よくある質問 11」参照）、さらに腹腔鏡下手術や開腹手
術といった方法があります。

3
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図　胆石が胆管にある場合

❶浮遊結石：胆管内に胆石が浮遊している状態
❷嵌頓している結石：胆管の出口に胆石が詰まっている状態

肝臓
肝内胆管

総肝管

総胆管

❷

胆
嚢
管

十
二
指
腸
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❶



総胆管結石の治療にはさまざまなものがあります。普及している内視鏡的総胆管
結石摘出術には 2 種類の方法があります。具体的には、図 1に示すように、十二指
腸の大乳頭口（胆管の出口）よりバスケット鉗子という処置器具を入れ、胆石を把持
して十二指腸に摘出する方法が一般的です。バスケット鉗子はそのままでは胆管に
挿入しにくいですから、大乳頭口を切開（「内視鏡的乳頭括約筋

にゅうとうかつやくきん

切開術」とよびま
す）して、適度に開き、胆石を出しやすいようにします。
もうひとつの方法は、乳頭口を風船で拡張させてゆるめ（「内視鏡的乳頭バルーン
拡張術」とよびます）、バスケット鉗子を使って胆石を十二指腸に摘出する方法です
（図 2 参照）。
また、腹壁から肝臓を通して、胆管に針を刺し、広げて通路をつくって、そこか
ら肝臓のなかの胆管へ直接胆道鏡を入れ、胆石を摘出する方法もあります（「よくあ
る質問 15」参照）。
このほかにも、腹腔鏡下手術あるいは開腹手術によって外科的に総胆管を切開し
て胆石をとるという方法があります。
どの治療法をおこなうかについては、胆石の大きさや数、患者さんの状態などで
異なりますので、専門医とよく相談してください。
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よくある質問 1313

お答えします

胆管にできた胆石はどのように治療するのでしょ
うか？

胆管にできた胆石の治療には、内視鏡を使っておこなう方法があり
ます。このほかにも、肝臓に針を刺して胆石を取り除く方法、腹腔鏡
下手術や開腹手術による方法もあります。胆石の状況や患者さんの状
態によって治療法が検討されます。

解　説
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図 1 内視鏡的総胆管結石摘出術

総胆管

バスケット鉗子

胆嚢

図 2 内視鏡的乳頭バルーン拡張術

総胆管

a．バルーンを挿入したところ

総胆管

b．バルーンを拡張しているところ



肝臓にできる胆石とは
肝臓内の胆管にも胆石ができることがあり、肝内結石とよばれています（図参照）。

現在、肝内結石は全胆石症の 1％程度とまれな病気であり、最近ではその頻度はさ
らに減少しています。
肝内結石の種類には、色素胆石であるビリルビンカルシウム石とコレステロール
胆石があります。肝臓内の胆管に胆石ができる原因は完全には解明されていません
が、細菌の感染と胆汁の停滞（うっ滞

たい

）が重要であると考えられています。そのため
に肝内結石の大部分はビリルビンカルシウム石ですが、一部にコレステロール胆石
がみられます。肝内にできるコレステロール胆石の原因には肝臓におけるコレステ
ロールや胆汁酸の代謝異常などによる胆汁成分の変化が考えられています。

肝臓にできる胆石の治療法は？
肝内結石症の治療には、肝臓を切る外科手術のほかに、内視鏡を用いて胆石を取
り出す方法などがあります（「よくある質問 15」参照）。また、胆嚢にできたコレス
テロール胆石と同じように、胆石を溶かす経口胆石溶解療法をおこなうために、胆
汁酸製剤のウルソデオキシコール酸を服用することもあります（「よくある質問 9」

2
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よくある質問 1414

お答えします

肝臓にも胆石はできますか？　それは薬で溶け
ますか？

肝臓内にある胆管のなかにも胆石ができることはあります。これを
肝内結石症とよびますが、一般にまれな胆石症です。その治療法とし
ては、内視鏡を使って取り除く方法や開腹手術があるほかに、薬で溶
かす方法もあります。しかし、薬で肝内結石を溶かす治療法に関する
報告はまだ少数で、有効性は明らかではありません。

解　説



参照）。胆汁酸製剤は利胆剤といわれるもので、肝臓からの胆汁分泌を促進して、胆
汁の流量を増すことより、胆管内の胆汁の流れをよくします。コレステロール胆石
を溶かす作用もあります。肝内結石にはビリルビンカルシウム石が多いのですが、
その成分にはコレステロールが豊富であること、また胆汁にもコレステロールが豊
富であることより、胆汁酸製剤が有用であるとの報告もあります。しかしながら、
肝内結石症に対する胆汁酸製剤の有用性に関する報告はいまだ少なく、あっても少
数例のみの報告なので、明確な結論を出すことは困難です。

2 ：胆石症の診断と治療について
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図　肝内結石症
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肝内結石症



肝臓にできる胆石には、ビリルビンカルシウム石とコレステロール胆石の 2 種類
があり、その種類や状況により治療の方針は異なります。

ビリルビンカルシウム石の場合
ビリルビンカルシウム石の場合には、胆管の一部が狭くなり胆汁がよどんで貯ま
り、そこに細菌が繁殖することが胆石の形成に関係すると考えられています。
肝萎縮
いしゅく

がある場合には、その部分の肝臓は働きを失っており、また胆管癌が発生
する危険があるとの報告もあるので、手術をして肝臓のその部分を切り取ります（図
1 参照）。
肝萎縮がない場合は、胆道内視鏡で胆石を除去します。皮膚に麻酔の注射をして、
超音波診断装置で体の表面から胆管を観察しながら針をさして、胆管のなかに管を
入れ固定します。この管から胆道内視鏡を入れ観察しながら、胆石をつかむ道具や
胆石を壊して小さくする道具を使って除去します（図 2 参照）。胆石がうまく除去で
きても胆管の一部に狭いところが残っている場合には、胆石が再発したり胆管癌に
なる危険性もあるので、問題の肝臓を部分的に切り取るほうがよい場合もあります。

コレステロール胆石の場合
コレステロール胆石の場合には、胆汁成分の変化によってできると考えられてい

2
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よくある質問 1515

お答えします

肝臓に胆石ができると肝臓を切るのでしょうか？

胆石が原因で肝萎縮（肝臓の一部の肝細胞が死滅して部分的に硬く
縮んだ状態）がおこった場合や、胆管癌が疑われる場合、内視鏡では
どうしても胆石が除去できない場合などに胆石のある部分の肝臓を部
分的に切り取ります。

解　説



て、症状がなければ、定期的な検査を受けながら経過観察となる場合がほとんどで
す。症状がある場合には、まず胆道内視鏡による結石除去がおこなわれます。

2 ：胆石症の診断と治療について
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図 1 肝切除（肝萎縮あり）

萎縮した部分

切除線

胆石

胆管

肝臓

胆嚢

図 2 胆道内視鏡での胆石除去

萎縮がない場合

胆石
肝臓

胆管

胆嚢



33
胆石症を治療したあとは



胆嚢
たんのう

を取り除いた患者さんへのアンケート調査
胆石症の治療として胆嚢を取り除いたあとは多くの場合、問題なく経過するので、
一般に病院に通う必要はありません。お腹を開けて胆嚢を取り除いた患者さん 229
名のアンケート調査では 26 名（11％）が手術後一定の時間が経ったあとに、症状
を訴えていました。しかし、そのうち 16 名では画像所見、血液所見に異常はなく、
14 名で腹痛をみとめるのみでした。つまり、一般に胆嚢を取り除いたからといっ
て定期的に通院する必要はないのですが、腹痛などの症状があるときは病院受診し
てください。

胆嚢を取り除いた場合の症状
胆嚢を取り除いた（胆嚢摘出

てきしゅつ

した）場合、消化吸収機能の低下があるのではないか
と懸念する患者さんもいると思いますが、胆嚢を取り除いたために消化吸収が低下
することはないと考えられています。ただ、胆嚢を取り除いたことにより、糞便中
の水分が増加し、下痢になることがあるという報告はあります。また、胆嚢を取り
除いたあとに、手術前と同様な症状が持続するとか、手術前になかった腹部症状が
出現することがあり、胆嚢摘出後症候群とよばれています。その頻度は数％～22％

2

1
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よくある質問 1616

お答えします

胆嚢を取り除いたあとも病院に通っておいたほ
うがよいでしょうか？

胆嚢を取り除いたあとは、とくに症状がない場合には通院の必要は
ありません。しかし、なんらかの症状が出た場合には受診してくださ
い。なお、手術をしてから長期間が経過しても、胆管結石など、新た
に発症する病気もありますので、気になることがあれば受診すること
をお勧めします。

解　説



とまちまちです。

手術後におこる可能性がある問題
手術をしたあとに、手術中に腹腔内に漏れ落ちた胆石により膿

うみ

が溜まったり、手
術中に傷ついた胆管が細くなり胆汁の流れが悪くなって、発熱や黄疸

おうだん

（胆管炎）を発
症することがあります。また、胆管に胆石が残ったり、新たに胆石ができることも
あります。頻度は低いのですが、胆嚢を取り除いたあとに残った胆嚢管に胆石がで
きたり、胆管と消化管との間にろう孔

こう

という異常な交通する道が生じたり、腫瘍（腺
癌、腺筋腫、神経腫）が発生することも報告されています。異常を感じた場合には、
病院を受診することをお勧めします。

3
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症状がなければ自宅でゆっくり 気になることがあったら、受診しましょう．



胆石の再発
せっかく胆管にある胆石を治療しても、何年かすると胆石がまたできてしまうこ
とがあります。これを胆石の再発

さいはつ

といいます。胆管結石が再発する頻度は、10 ～
20％といわれています。
①胆嚢と胆管の両方に胆石があった場合で、胆管結石の治療と胆嚢摘出術を受け
たとき
胆嚢を取り除いても、肝臓と胆管に胆石ができる原因は残っていると考えられま
すので、胆管結石が再発する確率は比較的高いと考えられます。
②胆嚢と胆管の両方に胆石があった場合で、胆管の胆石だけを治療して胆嚢摘出
術を受けなかったとき
この場合には、胆嚢に胆石が残っていることになりますので、胆嚢から胆石が胆
管のなかに落ちてくることがあります（落下結石）。また、急性胆嚢炎をきたすこと
が約 10 ～ 15％あるといわれています。
③胆嚢摘出術を受けたあとに胆管結石ができた場合
胆管結石ができる原因ははっきりわかってはいませんが、胆管結石が再発する確
率は比較的高いと考えられます。

1
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よくある質問 1717

お答えします

胆管の胆石を治療したあとはなにも心配するこ
とはありませんか？

胆管結石を治療したあとにも、胆石の再発や胆管炎などが 10 ～
20％おこる可能性があります。通常の健康診断に加えて、適宜、腹
部の超音波検査をおこなうことをお勧めします。

解　説



胆管炎の発生
胆管結石の再発などにともなって、胆管炎が発生することがあります。腸内細菌
が十二指腸から胆道に逆流するなどして、胆管内に増殖することで胆管炎が発症し
ます。細菌がさらに奥まで進むと、肝膿瘍

かんのうよう

（肝臓のなかに膿がたまる病気）ができる
ことがあります（図参照）。

胆道癌の発生
原因はわかっていませんが、まれに胆道癌が発生することもあります。

胆管結石を治療したあと、問題の生じることは少ないのですが、以上のような可
能性も残りますので、通常の健康診断の際には、一般検査に加えて、腹部超音波検
査をおこなうことをお勧めします。

3

2
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図　胆管結石治療後におこる病気
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胆石の再発
肝臓の胆石は完全に取り切ってもふたたびできることがありますし、入り組んだ
胆管枝のなかに見逃された胆石が残ることがあります。

胆管炎・肝膿瘍
胆管内に細菌が感染する胆管炎をおこすことがあります。発熱、黄疸

おうだん

、血圧低下
などを引きおこす重篤な胆管炎（急性化膿性胆管炎）をおこすこともあり、その場合
はすぐに治療を開始しなければなりません。また肝臓のなかに膿

うみ

が溜まった状態を
肝膿瘍
かんのうよう

とよび、この場合もすぐに治療が必要です。

肝機能障害（胆汁性肝硬変）
胆石の再発や胆嚢炎が繰り返されると胆管はいたるところで潰れるように細くな
り、胆汁の流れが滞るようになります（胆汁うっ滞）。そうなると肝臓は次第に硬く
なって肝硬変の状態となり、肝臓の働きは日常生活に支障をきたすようになること
があります。

3

2

1

●●● 40 ●●●

よくある質問 1818

お答えします

肝臓の胆石を治療したあとはなにも心配するこ
とはありませんか？

肝臓に胆石ができる病気を「肝内結石症」とよびます。肝内結石症
はほかの胆石症とくらべて治療がむずかしく、いろいろな後期合併症
（治療後しばらくして発症する元の病気の再発や続発症、あるいは治療
に関連しておこった病気）があることが知られています（図参照）。で
すから、肝内結石症の治療をした患者さんは主治医と相談のうえ、定
期的な通院と必要な検査を受けるようにしましょう。

解　説



肝内胆管癌
肝臓のなかの胆管から発生する癌（肝内胆管癌）は、肝内結石症の患者さんに多く
おこることがわかっています。治療後しばらく（数年～10 年以上）経ってから癌が
できることもあり、注意が必要です。

肝内結石症の治療を受けた患者さんは、治療が終わったあとも定期的な通院が必
要ですので、主治医とよく相談してください。採血検査、腹部超音波検査、CT 検
査、MRI 検査など（「よくある質問 5」参照）も必要に応じて受けることが重要です。

4
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図　肝内結石治療におこる病気
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胆石は激しいお腹の痛みを引き起こす病気として古くから知られています。しかし、胆
石が発生する場所が、胆嚢

たんのう

だけではなく、“胆管”という胆汁が流れる管の中や、肝臓の中
にも発生することは意外と知られていません。場所が違えば、症状も異なりますし、何よ
り診断や治療の方法が異なります。さらに、胆石にはいくつかの種類があって、それぞれ
原因も違えば症状も微妙に異なります。つまり胆石と一言で言っても、その診療は多彩な
のです。
日本消化器病学会では、昨年その胆石症に関する診療ガイドラインを作成しました。こ
れは医療者向けに作成されたものですが、実際に診療を受けられる患者さんと、ある程度
同じ目線で胆石症にかかわる診療と向き合うために、このたび市民向けのガイドブックを
あらためて作成しました。その内容はおおむね同等ですが、一般のみなさんにとって比較
的関心が高いと思われる項目をわかりやすい言葉を使って解説したものです。胆嚢に胆石
が発生している場合、あるいは胆管に発生している場合、さらには肝臓の中に発生してい
る場合、それぞれどのように治療されるべきなのか。さらに、症状がなくても手術を受け
たほうがよいのか、手術はどのようにおこなわれるのか、手術以外の治療方法はないのか、
など実際に読者のみなさんが気がかりであろうと思われるものに焦点を絞って質問にお答
えする形式で書かれています。さらにイラストを多く使ってイメージが沸きやすくなって
います。
ぜひともご一読いただいて、胆石症とはどのような病気で、どのように診療されるべき
ものなのか、についてご理解いただき、医師とともにこの病気に向き合っていただきます
ことを心から願っております。

2010 年 10 月
日本消化器病学会胆石症診療ガイドライン作成委員長

田妻　進
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