
はじめに

胃全摘Roux-en-Y（以下，R-Yと略記）再建後や幽門

側胃切除Billroth II 法再建後の十二指腸断端の縫合不

全は難治性であり，しばしば治療に難渋する．保存的

治療や再手術が施行されるが，重症感染症や腹腔内出

血などの重篤な合併症を引き起こして死亡することも

ある．我々は percutaneous transhepatic biliary drain-

age（以下，PTBDと略記）の技術を応用して PTBD

用のカテーテルを経皮経肝的に十二指腸に留置し，胆

管および十二指腸のドレナージを行い，十二指腸断端

の縫合不全を保存的に治癒せしめた 4症例を経験した

ので報告する．

症 例

症例 1：74歳，男性

主訴：心窩部痛

既往歴，家族歴：特記すべき事なし．

現病歴：1994年 1 月，心窩部痛にて発症．胃十二指

腸潰瘍による幽門狭窄のため，6月17日，幽門側胃切除，

Billroth II 法再建を施行．十二指腸断端は潰瘍瘢痕に

より軽度の硬化がみられたが，自動縫合器で閉鎖し，

3―0絹糸にて Lemmbert 縫合を行った．

術後経過：術後 5日目に飲水を開始したところ熱発

し，術後17日目の computed tomography（以下，CT

と略記）で十二指腸断端近傍に膿瘍腔が確認された．

そのため超音波ガイド下に PTBD用のカテーテルを

膿瘍腔内に留置し，その時の造影で十二指腸断端の縫

合不全を確認した（Fig. 1）．縫合不全の原因は不明で

あった．その後も瘻孔は閉鎖せず，術後182日目に経皮

経肝的に胆管および十二指腸のドレナージを施行し

た．8Fr の pig tail カテーテルを経皮経肝的に挿入し，

総胆管内に位置する部位に側孔を設け，先端は十二指

腸内に位置するようにして持続吸引を行った（Fig. 2）．

留置後 6日目の造影で十二指腸断端の閉鎖を確認した

ため経口摂取を開始した．留置後35日目にカテーテル

をクランプ，留置したまま退院し，後に外来で抜去し

た．

症例 2：75歳，男性

主訴：なし

既往歴，家族歴：特記すべき事なし．
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胃切除時のRoux-en-Y 再建後やBillroth II 法再建後の十二指腸断端の縫合不全は難治性で，しばし
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存的に治癒せしめることに成功した．本法は再手術を施行せずに十二指腸内容のドレナージが行える

ため，低侵襲で効果的である．また octreotide acetate（Sandostatin�）を併用し，胆汁，膵液の分泌を

抑制することによって治療効果の一層の向上が期待できる．
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現病歴：1996年 9 月，検診の胃透視にて異常を指摘

された．10月22日，胃癌（手術所見：MAC T3（SE）N1

（＋）H0P0M0 stage IIIa）にて胃全摘，脾摘，D2，R-Y

再建を施行．十二指腸断端は自動縫合器で閉鎖し，3―

0絹糸にて Lemmbert 縫合を行った．

術後経過：術後 7日目，術後透視で食道空腸吻合部

の縫合不全を認めたため，禁飲食とし，高カロリー輸

液の投与を行った．術後17日目，CTにて十二指腸断端

近傍に膿瘍腔を認め，Winslow 孔ドレーンを膿瘍腔内

に進めた．膿瘍腔内容の amylase 値は1,510IU�l と高
値で，膵液瘻が疑われた．術後19日目，Winslow 孔ド

レーンの滲出液に胆汁が混入するようになったためド

レーン造影を行ったところ，十二指腸断端の縫合不全

が確認された（Fig. 3）．膵液瘻による十二指腸断端の

縫合不全を疑い，octreotide acetate（Sandostatin�）を

投与し，翌日，経皮経肝的に胆管および十二指腸のド

レナージを施行した．8Fr の pig tail カテーテルの先端

が十二指腸内に位置するように留置して持続吸引を

行った（Fig. 4）．留置後28日目，Winslow 孔ドレーン

の造影で十二指腸断端の閉鎖を確認した．留置後71日

目，食道空腸吻合縫合不全部の閉鎖を確認し，経口摂

取を開始した．留置後108日目にカテーテルを抜去して

退院となった．

症例 3：54歳，男性

主訴：胸やけ

既往歴，家族歴：特記すべき事なし．

現病歴：1996年 2 月，近医にて胃透視を施行，異常

陰影を指摘された．3月 5日，胃癌（手術所見：AM

T2 N2（＋）H0 P0 M0 stage IIIb）にて幽門側胃切除，胆

�摘出，D4，Billroth II 法再建，Braun 吻合を施行．十
二指腸断端は4―0吸収糸にてGambee 縫合を行った．

術後経過：術後 7日目に飲水を開始．術後14日目熱

発し，18日目にWinslow 孔ドレーンの滲出液に胆汁が

混入するようになり，滲出液中の amylase は8,860IU�l
であった．そのため術後23日目に経皮経肝胆道造影

（PTC）を施行したところ，総胆管から造影剤の漏出が

認められ，膵液瘻による胆管瘻と診断して PTBDを施

行した．術後27日目，Winslow 孔ドレーンからの造影

で十二指腸断端の縫合不全も確認されたため，すでに

留置してあった PTBDカテーテルを十二指腸内に進

めて持続吸引を行った．術後34日目に総肝動脈の仮性

Fig . 1 Contrast roentgenography revealed dehis-

cence of the duodenal stump（arrow）．Pig tail cathe-

ter were placed in the intraabdominal abscess（dou-

ble arrow）．

Fig . 2 Catheter was placed in the duodenum

through common bile duct . Choledocholithiasis

were observed.
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動脈瘤から出血したため血管内治療にて止血．留置後

84日目から Sandostatin�の投与を開始した．そうした

ところ，Sandostatin�投与前は平均272ml�day であっ
た PTBDからの滲出量が，投与後は平均150ml�day
に低下した（p<0.01）．留置後123日目に十二指腸断端は

閉鎖した．しかし，その後も総胆管十二指腸瘻は閉鎖

せず，術後213日目に経口摂取を開始し，留置後232日

目に PTBDカテーテルを留置したまま退院した．しか

し，6か月後に原病死した．

症例 4：61歳，男性

主訴：心窩部不快感

既往歴，家族歴：特記すべき事なし．

現病歴：1997年 8 月 7日，他院で胃癌（手術所見：

MT1（M）N0 P0 H0 M0 stage Ia）にて幽門側胃切除，

D0，Billroth I 法再建を施行．

術後経過：術後胃十二指腸吻合部の縫合不全が生じ

たため，術後14日目，残胃に新にR―Y吻合を行い十二

指腸断端は盲端とした．しかし，その後十二指腸盲端

の縫合不全をきたし，さらに，正中創�開部に空腸瘻，
横行結腸瘻を形成したため，当院転院となった．術後

34日目に経皮経肝的に胆管および十二指腸のドレナー

ジを施行し，Sandostatin�を投与した．ドレナージを施

行した翌日にはWinslow 孔ドレーンからの胆汁の流

出が止まり，留置後10日目のWinslow 孔ドレーンから

の造影で十二指腸断端の閉鎖を確認した．しかし，術

後120日目に急性心筋梗塞にて死亡した．

考 察

我々は1993年 1 月から’97年12月までの 5年間に 7

例（ 1例は他院での手術症例．発生率3.5％）の胃切除

後の十二指腸断端縫合不全症例を経験した．術式の内

訳は胃全摘R―Y再建後が 3例，幽門側胃切除Billroth

II 法再建後が 3例であった．

十二指腸断端の縫合不全の治療にはしばしば難渋す

るが，これは十二指腸の腸内容が活性化された膵液を

混じて強力な消化力を有しており，縫合不全部の創傷

治癒が障害されるためである．また，多くの場合はさ

らに感染が加わるため，創傷治癒は一層困難となる．

そのため，時には重症感染症や腹腔内出血を併発して

致死的経過をたどることもある．

治療は保存的治療が主で，抗生物質の投与と高カロ

リー輸液による栄養管理および膿瘍のドレナージなど

が行われる1）2）．また，最近では somatostatin analogue

である Sandostatin�を投与して保存的に治療した報告

も散見されるようになった3）4）．Sandostatin�は secre-

Fig . 3 Contrast roentgenography revealed dehis-

cence of the duodenal stump（arrow）. Drainage

tube placed in the Winslow foramen.

Fig. 4 Catheter（arrow）was placed in the duodenum

through common bile duct.
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tin，cholecystokinin，neurotensin などを介して内分

泌的に膵液，胆汁，腸液の産生を抑制し5）～8）），縫合不全

部に逆流する十二指腸液の量を減らすことによって同

部位の創傷治癒を早める効果がある3）4）．しかし San-

dostatin�により膵液の分泌量は25～68％まで減少す

るが5）8）9）．その抑制効果は完全ではなく，Sandostatin�

単独の治療には限界があるものと思われる．

これに対し再手術は主に十二指腸内容のドレナージ

と十二指腸断端縫合不全部の再閉鎖を目的として施行

されてきた．その方法としては，十二指腸断端から十

二指腸内にドレーンを留置し再縫合する方法10）11），十

二指腸側壁を切開してT-tube を腸内に留置する方

法12），空腸瘻からBraun 吻合を通して逆行性に十二

指腸内にカテーテルを留置する方法11），胆管空腸R―Y

吻合を行い，十二指腸断端からVater 乳頭内に膵管

チューブを留置する方法13）などが報告されている．し

かし再手術を施行するような患者は全身状態が不良な

ことが多く，手術自体が患者に大きな負担をかけるこ

とになる．またドレーンを十二指腸内に留置しても腸

内容を完全にドレナージすることは難しく，再手術を

施行してもなお治療に難渋することが多い．

今回，我々は十二指腸断端の縫合不全症例に PTBD

の技術を応用して経皮経肝的に胆管および十二指腸の

ドレナージを行い，保存的治療に成功した．その方法

は PTBD用のカテーテルを経皮経肝的に総胆管内に

挿入し，さらに，Vater 乳頭を通して先端が十二指腸内

に位置するように留置する．カテーテルの総胆管内に

位置する部位に側孔を設けて胆汁を吸引できるように

し，先端の部分はVater 乳頭付近の十二指腸内に留置

して流出してきた膵液を吸引する．これによって胆汁，

膵液の十二指腸断端への逆流が物理的に阻止され，創

傷治癒が促進される．この方法は原理的には手術によ

る十二指腸ドレナージと同じであるが，再手術の必要

がなく，患者への負担が少ないことが利点である．ま

た，胆汁は胆管内でほぼ全量が吸引され，膵液もVater

乳頭付近で回収されるため，十二指腸内容のドレナー

ジも従来の手術の方法より効果的である．しかし，こ

の方法をもってしても膵液を完全に回収することは難

しい．そこで Sandostatin�を同時に投与すると，膵液の

産生量自体が減少するため，ドレナージされずに十二

指腸断端に逆流する膵液の量は更に減少し，治療効果

はなお一層高まるものと思われる．

この方法の問題点は，拡張のない胆管にいかにして

PTBDカテーテルを留置するかという点である．我々

は通常，非拡張胆管症例に対しては，超音波を使用せ

ずに影像下直達法にて PTBDカテーテルの留置を

行っている14）～16）．具体的には第 7または第 8肋間に

おいて体厚の半分より1cm腹側の位置を穿刺部位と

し，第11胸椎下縁から12胸椎上縁の3cm右方付近を目

標に胆管の穿刺，造影を行い，double step でカテーテ

ルを留置している．今回の症例も含めて多くの場合，

この方法でカテーテルの留置が可能である．

今回我々は胃切除後の十二指腸断端縫合不全の 5例

に経皮経肝的胆管および十二指腸ドレナージを施行し

た．そのうち 1例は誤嚥性肺炎からARDSを引き起こ

して10日後に死亡したが，残り 4例の縫合不全は閉鎖

し，ドレナージが有効であった．特に症例 1では 6か

月間続いた縫合不全がドレナージ施行後 6日で閉鎖

し，その治療効果は著しいものであった．症例 2，3は

重度の膵液瘻が縫合不全の原因となった症例で，この

ような症例では十指腸内容のドレナージのみでは不十

分で，腹腔内の膵液瘻の抑制が必要であり，それには

Sandostatin�の投与が必須であると思われた4）．この 2

症例の治療に時間のかかった原因は，膵液瘻の重症度

もさることながら，Sandostatin�の投与の遅れも一因

と考えられた．

以上のように本法は低侵襲で効果的であるため，胃

切除後の十二指腸断端の縫合不全に対して積極的に施

行するべきであり，また，Sandostatin�を併用すること

により一層の治療効果の向上が期待できる．
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Percutaneous Transhepatic Duodenal Drainage for Failure of
Duodenal Stump after Gastrectomy
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Takesi Nakamura and Norihiro Okamoto
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Leakage of the duodenal stump after total gastrectomy with Roux-en-Y anastomosis and distal gastrec-
tomy of the Billroth II type are refractory. Conservative treatment or reoperations to drain the duodenal con-
tents are carried out. But healing takes time and sometimes sepsis or intra-abdominal hemorrhage can compli-
cate the healing process and even cause death. In this study we applied the technic of percutaneous transhe-
patic biliary drainage（PTBD）for treatment of the duodenal stump leakage in four patients. The PTBD cathe-
ter was placed into the duodenum through the liver and common bile duct to drain the duodenal contents. Oc-
treotide acetate（Sandostatin�）was administered in three patients in order to improve treatment outcome.
This method is considered a conservative treatment of the duodenal stump leakage because it is minimally in-
vasive and makes reoperation unnecessary. Therefore, we recommended PTBD for the treatment of duode-
nal stump leakage after gastrectomy. Furthermore, we think that administration of Sandostatin� makes this
treatment more effective.
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