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胆石症術後の胆汁虜に対する内視鏡的経鼻胆道

ドレナージの治療成績

国立療養所千石在病院第 1外科,和 歌山県立医科大学第 2外科
・

中井 健 裕  谷 村  弘 率
 内 山 和 久ネ

胆石症術後の胆汁療に対する治療法 として内視鏡的経鼻担道 ドレナージ (ENBD)の 有用性につい

て検討した。1975年から1995年までに教室で施行 した胆石症手術1,389例中25例 (1.8%)に 術後胆汁

療 を認めた。胆汁療に対する治療法の内訳は保存的治療が15例,再 手術が 6例 ,ENBDが 4例 で,
ENBDは 他の治療法に比べ胆汁慶発生後の入院期間は短かった。ENBDを 施行 した 4例 は,い ずれも

胆嚢管断端からの胆汁漏出が原因で, 1例 が術直後からの胆汁漏出で, 3例 が術後第 7～ 8病 日に発
生 した遅発性胆汁療であった。ENBD施 行直後から胆汁漏出は消失し,炎症所見 も速やかに消退した.
6～ 13日後の胆道造影で造影剤の漏出は消失 し,ENBDチ ューブの抜去は6,8,13,13日 (平均10日)

後に行い,再 開腹を行うことなく治癒 した。ENBDは 安全性 と治療効果の面から術後胆汁療に対する

非観血的治療 として有用である.
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緒  言

胆石症の術後に生 じる胆汁療は,か つては再開腹を

余儀なくされる場合 も少なくなく,外 科医にとってそ

の処置を行 う時期の決断がポイントとなる合併症のひ

とつである。一方,腹 腔鏡下胆嚢摘出術が胆石症手術

の第 1選 択 となったが,本 法は手術野の展開が狭 く,

オ リエンテイションがつきにくいため,術 中胆管損傷

の危険性が常に指摘されている1レ
1

今回,わ れわれは胆石症術後の胆汁漏出に対 し,内

視鏡的経鼻胆道 ドレナージ (ENBD)に よって対処す

る方法を行い,良 好な結果を得たので報告する。

対象および方法

1975年から1995年までに教室で施行 した胆石症の手

術1,376例のうち,25例 ,1.8%,す なわち55人に 1人

の割合で術後胆汁療が発生 した。 この25例に対する治

療法の内分けと治療成績を検討 した。

数値はmeantt SDで 示し,検定は分散分析を用いた

多重比較により, 5%の 危険率で有意差を判定 した.

成  績

胆石症術後胆汁療に対する治療法の内分けは,再 手

術が 6例 ,ENBDが 4例 ,初 回手術時に挿入 した ド

<1998年6月10日受理>別 刷請求先 :中井 健 裕
〒5970042 貝塚市名越1191 国立療養所千石荘病院

第 1外科

レーンによる腹腔 ドレナージのみで治癒 した症例は15

例であった。

ENBDを 挿入 した 4例 を示す(Table l).原疾患は,

胆嚢結石症が 3例 ,胆 嚢 ・総胆管結石症が 1例 で,術

式は,腹 腔鏡下手術が 2例 ,開腹手術が 2例 であった。

いずれも胆裏管断端からの胆汁漏出が原因で, 1例 は

術直後からの胆汁漏出であったが,他 の 3例 は術後 7
～ 8日 日に出現 した遅発性の胆汁療であった.術 後胆

汁漏出がみられてからできるだけ速やかに (当日また

は翌日),内 視鏡的逆行性胆道造影 (ERC)を 施行 し,

胆汁漏出部位 と程度 を確認 した後,そ の場で ENBD

チューブを留置 した。なお,内 視 鏡的乳頭切 開術

(EST)は 総胆管結石の摘出も併せて行った症例 4を

除いて施行していない。ENBDチ ューブは,胆 道造影

で造影剤漏出の消失を確認後に抜去した。

ENBDチ ューブ留置期間と入院期間を示す (Table

2).ENBD留 置期間は,6日 から13日で,平 均10日,

ENBD施 行後の入院期間は,7日 から23日,平 均15日

であった.

胆石症術後胆汁療の発生後の入院期間を治療法別で

比較した(Table 3).ENBDは 他のいずれの治療法よ

りも入院期間が短く,有 意差を認めた。また,ENBD

以外の治療法全体での平均入院期間は26日であり,
ENBDの 方が10日間以上 も短かった。



Table I Patients receiving ENBD due to postoperative bile leakage

Case
(Age, Sex) Disease Surgical Method Onset

(POD)
S i t e  o f

Blle Leakage

1. 58, 4ヽ

2. 65, 4ヽ

3 . 4 7 , M

4. 73,A/1

Gall Stone

Gall Stone

Gall Stone
Acute Cholecystitis

Cholecysto-
Choledocholithiasis

LC

LC

Cholecystectomy

Cholecystectomy
Choledocholithotomy
Primary Closure

1

8=

8

7■

Cystic Duct

Cystic Duct

Cystic Duct

Cystic Duct

100(2298) 胆汁痩に対するENBDの 治療効果 日消外会誌 31巻  11号

漏出がみられたため,直 ちにERCPを 施行 した。胆嚢

管断端か ら造影剤の漏出を認 め (Fig.la),ENBD

チューブを総肝管に留置 した (Fig.lb).ENBD施 行

後は, 7日 目に胆道造影で造影剤の漏出のないことを

確認 し(Fig.lc),翌 日にチューブを抜去し,13日 目に

退院した.

症例 3:47歳 ,男 性

Mi占zzi症候群を伴 う急性胆裏炎に対 して救急開腹

手術を施行 したが,術 後 8日 目に腹腔 ドレーンから胆

汁漏出を認めたため,緊 急で ENBDチ ューブを総肝

管に留置 した.ENBD直 後より腹腔 ドレーンからの胆

汁漏出は全 くみられな くなった。ENBD施 行後 は,

39°C台 の発熱は 2日 目には37°C前後 となり,17,100/″1

まで上昇した白血球数は13日目に正常化し, 4(十 )

の CRPは 10日目に 1(十 )となった。ENBD施 行12日

目に胆道造影で漏出のない ことを確認 し,翌 日に

ENBDチ ューブを抜去し,23日 目に退院した.

症例 4:73歳 ,男 性

12年前に B:1lroth II再建による胃切除を受けてい

る症例である。術前にENBDチ ューブを留置 してお

き,手 術は胆裏摘出と総胆管切石後に総胆管を 1次 閉

鎖 した。術後 4日 目に腹腔 ドレーンを抜去したが,術

後 6日 目よりENBDチ ューブは閉塞状態 となった。

術後 8日 目の胆道造影で,遺 残結石 と胆婁管断端から

造影剤の漏出を認めた (ng.2a)。 そこで,ESTを 施

行 して遺残結石 を摘出後 (Fig,2b),新 しい ENBD

チューブを肝門部胆管に再留置した。ENBD再 施行後

6日 目には造影剤の漏出は消失していることが確認で

きたため (Fig。2c),ENBDチ ュープを抜去し,翌 日

に退院した。

考  察

胆石症術後の胆汁療は,術 後合併症の 1つ として決

して少なくな くめり,今 回の検討で も1,8%と 肝障害に

* : Onset after removal of drain, POD: postoperative day,

LC : laparoscopic cholecystectomy

Table 2 ENBD retention period and hospitaliza-
tion period

Table 3 The hospitalization period in each treat-
ment method for the postoperative bile leakage

1)Days after development of bile leakage

2)Using drain inserted at the first surgery

=p<005, Ⅲ 章
p<0 01vs ENBD

次に症例を提示する。

症例 1:58歳 ,男 性

腹腔鏡下胆婁摘出術の術後 1日 目に胆汁漏出を認

め,そ の翌 日に ENBDチ ューブを肝門部胆管に留置

した。ENBD施 行直後より,腹 腔 ドレーンからの胆汁

漏出は消失した。ENBD施 行翌日には,9,400/″1まで

上昇 していた白血球数は正常化するとともに解熱 し

た。CRPは 217.lmg/″まで上昇したものの,ENBD施

行12日目には正常化 した。ENBDチ ュープを抜去し,

17日目に退院した。

症例 2:65歳 ,男 性

腹腔鏡下胆裏摘出術の術後 3日 目に腹腔 ドレーンを

抜去したが,術 後 8日 目にドレーン抜去部より胆汁の

ENBD Retention Period
(Days)

1 3

8

1 3

6

100± 36

Hospitalization Period
(Dat's after ENBD)

150± 67

153± 68

数褐ぷ
Ⅲ
ヨ独0土L針
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Fig. 2 Cholangiograms of case 4; Leakage from the cystic duct (arrow) and
residual stone (arrow) were recognized (a). The stone was extirpated after
EST (b), and ENBD tube was retained. Leakage had disappeared on the sixth
day after ENBD (c).

Fig. 1 Cholangiograms of case 2; Leakage from the
detected (a), and ENBD tube was retained (b). It
leakage had disappeared after seven days (c).

cystic duct (arrow) was
was confirmed that the

が胆汁痩の一
因 と考えられた。既往歴 として胃切除の

際に '11lroth II法にて再建されていたが,総 胆管の遺

残結布に対 して ESTを 施行 して結石摘出後,胆 汁漏

出に対 して ENBDを 挿入できた。したがって,内視鏡

的アプローチが困難 と思われる症例でも本法はまず試

みる価値があるといえる。また,ESTの みでも胆汁療

が治癒 した可有旨性もあるが,結 石摘出操作による下部

胆管や乳頭の浮腫が一過性の胆汁うっ滞を誘発し,胆

汁療を悪化させることも考えられたため,減 圧の目的

で ENBDを 留置した。

胆汁痩の発生時期をみると,症 例 1は術直後から胆

汁の漏出がみられたのに対 し,症 例 2, 3, 4は 術後

次いで多 く認められた。自験 4例 とも胆裏管からの胆

汁漏出であったが,術 後胆汁療の原因としては,術 中

胆道損傷のほか,胆 裏管断端の結禁糸や,ク リップの

脱落による漏出がある。.

自験 4例 中, 2例 が腹腔鏡下胆裏摘出術後であり,

炎症所見は軽度で,術中 トラブルもなかったことより,

術中胆道よりは胆裏管断端のクリップの脱落が原因 と

考えられた。開腹手術では,症例 2は Mirizzi症候群の

病態を呈 していた急性胆裏炎により,Ca10t三 角部の

剣離が困難で,術 中胆管損傷に気づかなかった可能性

もある。

症例 4は ,術 前に挿入 した ENBDチ ュープの閉塞
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術後の胆汁漏出に対する内視鏡的治療 は,Ponchon

らの報告働以後散見 されるがり～11ち胆汁療 はほぼ 1週

間以内に止 まった とされている。 自験例では 6～ 13日

後の造影検査で全例 において造影剤の漏出は消失 し,

ENBD施 行後 それぞれ 6日 , 8日 ,13日 ,13日 目に

ENBDチ ューブを抜去 したが,ENBD挿 入直後か ら

胆汁漏出は消失 した。したがって,ENBDチ ューブの

抜去時期 は,胆 嚢管か らの胆汁漏出であれば,ほ ぼ 1

週間でチューブの抜去は可能であるといえる。胆管損

傷の場合で も,胆 道造影で造影剤の漏出がな くなれば

いつで も抜去可能であるが, 1週 間で胆汁療が閉鎖 し

た という報告があ りllちほぼこの時期に抜去可能 と思

われる。

近年,腹 腔鏡下胆嚢摘出術が胆嚢結石症 に対する手

術 として第 1選 択 となったが,本 法の合併症 は決 して

まれではな く,な かで も胆道損傷 の占める割合 は多

ぃ12上したがって,胆石症術後胆汁痩の症例 は増加する

可台旨性があ り,ENBD挿 入技術 はぜひ非手術的治療の

1つ として常に修得 してお くべきもの と考える。
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7～ 8日 目に発生 した遅発性胆汁療であった。その原

因 として,経 口摂取の開始 とともに,胆 汁分泌量の増

加や胆道内圧上昇が引き金 となり胆汁の胆管外への漏

出が起 こる場合 と,術 直後から胆汁漏出があっても胆

汁痩 が顕性化 す るの に一定 の時 間 を要す る場 合

(minorleakageや ドレナージ不良)とがある。狭義の

解釈では,前者のみを遅発性胆汁療 とすべきであるが,

自験例では炎症所見の推移より,症例 2と 4が 前者で,

症例 3が 後者 と考えられた。問題は症例 2と 4で はす

でに腹腔 ドレーンが抜去されており, このまま放置す

ればbilomaや 腹腔内膿瘍形成の可能性があり,早 急

に胆汁 ドレナージ処置を必要 としたことである。

胆汁療の治療を行うにあたっては,ま ず胆汁漏出部

位を同定することが肝要である6)。そのためには,経 皮

経肝胆道造影 (PTC)や ERCな どの直接胆道造影が漏

出部位の客観的評価 として有用である。また, これら

は,引 き続いて経皮経肝胆道 ドレナージ (PTCD)や

ENBDな どを施行できることより治療 を兼ねた検査

法である。PTCDは 胆管拡張のない症例では困難なこ

と,ENBDに 比べて侵襲や合併症が多いこと,療 孔完

成までに一定の期間を要するためチューブの抜去に時

間がかかるなどの問題点がある。
一方,ENBDは やや

手技の熟練を要するものの,安 全性に優れ,胆 汁療の

閉鎖が確認できればいつでも抜去可能である。

術後胆汁漏出に対する治療法は,胆 汁漏出量が少な

く,腹 腔内 ドレナージが十分効いていれば経過観察で

も自然治癒が期待できる場合 もある。 しかし,経 過観

察にて改善しない場合,多 量の胆汁漏出を認める場合

や,胆 管損傷が疑われる場合は,何 らかの体外への胆

汁排出処置が必要 となる。再手術を必要 とする場合 も

あるが,炎 症や癒着のためさらなる副損傷をきたす可

能性があるばかりか,Tぃチューブなどの挿入で長期の

入院期間を要する。一方,経 過観察で胆汁漏出が遷延

し,bilomaや 膿瘍を形成すれば結果的に入院期間が長

期になることもある。

教室例 の検討では,経 過観察例や再手術例 で は

ENBDよ り有意に入院期間が長 くなった。したがっ

て,術 後に胆汁漏出を発見した場合は,で きるだけ早

期にERCを 施行 し,胆汁漏出部位を同定し,そ れより

肝側にENBDチ ューブを挿入することを第 1選 択 と

している。自験 4例 では胆嚢管からの胆汁漏出であっ

たが,胆 管損傷でも本法により十分治癒せしめること

が可能であると報告されてお りの,高 度の胆管損傷で

ENBDが 無効の症例のみが手術の適応 と考えている。
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Endoscopic Nasobiliary Drainage for Bile Leakage

Takehiro Nakai, Hiroshi Tanimura* artd Kazuhisa Uchiyama*
First Department of Surgery, National Sengokusou Hospital
*Second Department of Surgery, Wak4yama Medical School

We evaluated the usefulness of endoscopic nasobiliary dr]ainage (ENBD) for bile leakage after biliary
surgery. Twenty-five (I.8%) of 1,389 patients undergoing surgery for gall stone disease developed
postoperative bile leakage between 1975 and 1995, and the four most recent patients were managed by
ENBD. Regarding treatment methods, further surgery and ENBD were performed on six and four
patients, respectively. The other 15 cases were managed conservatively. Regarding the hospitalization
period after development of bile leakage, that of patients rec{iving ENBD was shorter than that required
by patients treated by other methods. All four patients recei{ing ENBD had bile leakage from the cystic
duct. In one patient, bile leakage was recognized soon after iurgery, and in the other three, bile leakage
developed on the 7th or 8th postoperative day. Bile leakage disappeared soon after ENBD was initiated,
and inflammatory findings also disappeared promptly in all four cases. The leakage of contrast medium
on cholangiography disappeared 6-13 days after ENBD was performed. These patients were discharged
without further surgey following removal of the ENBD tube 6, 8, 13 and 13 days (average 10 days) after
its insertion. ENBD is useful as a safe, effective and noninvaslve treatment for postoperative bile leakage.
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