
はじめに

膵頭十二指腸切除術（PD）後の膵空腸吻合縫合不全

は，今日においても PD後における重篤な合併症であ

り，時には致死的経過をとることがある1）．膵液瘻の多

くは保存的に治癒するが，時には難治性となり，治療

に難渋することも少なくない．今回，我々は難治性膵

液瘻に対し，非観血的に内瘻化しこれを治癒させるこ

とができた 1例を経験したので文献的考察を加え報告

する．

症 例

患者：73 歳，女性

主訴：下痢と食欲不振

既往歴：38 歳時，胆石にて胆�摘出術
現病歴：下痢と食欲不振を主訴として当院外来受診

し，平成 11 年 2月 22 日に精査目的で入院となった．

入院時現症：身長 149cm，体重 50kg で栄養状態は

良好．眼瞼結膜に貧血，黄疸はなく，皮膚にも異常は

見られなかった．胸部所見に異常はなかった．腹部は

平坦，軟であり，肝・脾・腫瘤は触知しなかった．ま

た，表在リンパ節も触知しなかった．

入院時血液生化学検査：BUN 40.4mg�dl，Cr 1.4mg
�dl，ALT 56IU�l，ALP 439IU�l，γ-GTP 91IU�l と軽
度の腎機能および肝機能異常を認めた．CA19―9 63U�
ml と軽度上昇を認めた．

治療経過

上部消化管内視鏡検査を施行したところ，十二指腸

球部付近で十二指腸と総胆管が側々吻合されているこ

とが確認された．軽度発赤している吻合部の生検結果

で Signet-ring cell carcinoma と診断された．後日施行

した上部消化管造影でも，十二指腸に造影剤が流れる

と同時に総胆管も描出された．胆摘の際に総胆管十二

指腸吻合が付加され，その吻合部に発生した胆管癌と

診断し，平成 11 年 4月 12 日幽門輪温存膵頭十二指腸

切除を施行した，肉眼的に膵実質は正常であり，膵管

拡張も認めなかった．再建はChild 変法で行い，膵管に

6Fr 膵管チューブ（住友ベークライト）を挿入固定のう

え完全外瘻とし，膵空腸吻合は膵管挿入法にて端側吻

合で行った．

術後 1週目に膵空腸吻合部に留置したドレーンより

膵液が漏出したが，絶食，高カロリー輸液による保存

的治療で膵液瘻は治癒し，軽快退院となった．しかし，

退院後 2か月目に，膵液瘻が再燃し，再入院となった．

瘻孔造影を施行すると膵管は造影されたが，吻合に

使用した対側腸管は造影されなかった（Fig. 1）．X線

透視下に経皮的にガイドワイヤーを用いて膵管内にネ

ラトンを留置し，膵液を外瘻化とした．絶食，中心静

脈栄養による保存的治療を行いつつ，死腔の縮小を目

的として血液凝固第 13 因子製剤を投与し，また外瘻

チューブ周囲より漏れる膵液による皮膚の著しい糜爛

を改善させ，瘻管を安定化させるため，膵液分泌抑制

を目的としてソマトスタチンアナログを投与した
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（Table 1）．この時点では，膵液の排出路がなく，自然

閉鎖が期待できないので，再手術にふみきることを考

慮したが，初回術後腎機能が著しく低下しており，手

術療法は極力回避せざるをえず，また本人が再手術よ

り，時間を要しても非観血的治療を希望したので，何

かと空腸への膵液流出路を確保することにした．瘻孔

の形成過程で，何度も透視下に吻合部空腸側をガイド

ワイヤーで模索したが，腸管内に達することはなかっ

た．盲目的な操作では瘻管損傷が心配されるため，徐々

に瘻管を拡張させ，胆道鏡を挿入できる太さの瘻管が

形成した後，経皮的に瘻孔より細径胆道鏡を挿入し内

視鏡下に瘻管，膵管，吻合部を観察したところ，膵空

腸吻合に用いた縫合糸が数本認められた．胆道鏡の先

端を吻合部と思われる部位に向けてガイドワイヤーを

操作したところ，対側腸管にガイドワイヤーが入り，

ここに PTCDチューブを留置した（Fig. 2a，b）．膵液

瘻が再燃したのは膵空腸吻合部の閉塞が原因の一つと

考えられたので，吻合部の口径を大きくする目的で

PTCDチューブをサイズアップしながら入れ替え，膵

管，吻合口，瘻管を徐々に拡張させた．空腸への膵液

流出路が確保できたので，局所麻酔下に瘻孔を通して

膵管チューブ（住友ベークライト）を膵管と腸管を橋

渡しする形で留置することにした．

Table 1 Postoperative clinical course：work of tubing drainage, nutritional manage-

ment, change of fistula output

Fig. 1 Fistulogram shows the pancreatic duct and

the dead space. But no flow of the contrast medium

into the jejunum through the pancreatojejunos-

tomy is demonstrated.
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手 技

まず，膵管と空腸に留置してある PTCDチューブを

ガイドワイヤーに交換する．膵管チューブ（12Fr）を

適当な長さに切断し，ガイドワイヤーを通過させる側

口をあけておく，また，内瘻化した後にチューブが早

期に移動脱落するのを防ぐ目的で，皮膚に固定するた

めの糸（3―0 バイクリル�）を膵管チューブの節に結紮

する．チューブを膵管内に挿入し，膵管側のガイドワ

イヤーを抜去する．空腸側のガイドワイヤーを膵管

チューブの断端から通して，あらかじめ作製しておい

た側口からガイドワイヤーをチューブの外に誘導す

る．このガイドワイヤーを軸にして，膵管チューブの

断端を瘻孔に押し込んで空腸側に埋没する．膵管

Fig. 2 a：A guide wire is inserted into the jejunal lumen through the endoscope. An-

other guide wire is inserted into the main pancreatic duct. b：PTCD tubes are per-

cutaneously inserted into both the main pancreatic duct and the jejunal lumen on

opposite site through the fistulous tract

Fig. 3 Scheme of interventional internal drainage

a

Fig. 4 Intra operative photograph. The endoprosthe-

sis is inserted into the main pancreatic duct. The

operator is about to insert the cut end of endopros-

thesis into the jejunal lumen.

b
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チューブが完全に瘻管内に埋没できた後に，空腸側の

ガイドワイヤーを抜去する．最後にあらかじめチュー

ブに結紮しておいた糸を瘻管から皮下を通して皮膚に

固定する（Fig. 3，4）．

本症例は，瘻管が短く，直線的であったので，円滑

にチューブを留置できたと考えられる．内瘻化直後よ

り膵液の流出は減少し，2週目には瘻孔は閉鎖した．皮

膚の糜欄も治癒し，患者は 4週目で退院した（Fig. 5）．

退院後の経過は良好であり，瘻孔が閉鎖してから 1年

5か月を経た現在も，元気に社会復帰している．内瘻用

チューブを留置する際は，ロストステントの形になる

と想定していたが，膵管チューブは腹部単純X線写真

で現在も吻合部に位置している（Fig. 6）．今後，内視

鏡的に抜去することも考慮している．

考 察

膵液瘻は急性膵炎，膵の外傷，膵仮性�胞に対する
外瘻造設術後，膵切除術後，急性膵炎の手術後に生じ

る最も多い合併症である．多くの場合膵瘻は 1か月～

数か月で自然閉鎖することが多いので，まず，絶飲食，

中心静脈栄養にて膵外分泌を抑制する保存的治療が試

みられる2）．症例によっては難治性の場合があり，膵外

分泌の抑制を目的としてソマトスタチンアナログを投

与したり，瘻孔に直接フィブリン糊を注入することに

よって治癒したとの報告が散見される3）～5）．ただし，

保存的治療が奏効する場合は，膵液の空腸への流出路

が確保されている場合であり，本症例のような完全膵

液外瘻の場合は瘻管が唯一の膵液排出路となるため，

保存的治療による自然閉鎖はあまり期待できない．

一般的に 6か月以上閉鎖しない膵液瘻が手術適応と

されているが，早期の社会復帰が望まれる場合や膵液

の漏出が多量で全身状態維持が困難な場合，比較的早

期に手術治療を選択することも必要である．観血的治

療として，適切な時期を見計らって瘻孔切除を含む膵

切除もしくは瘻管胃吻合，瘻管空腸吻合などが施行さ

れている6）～9）．前者は炎症性癒着のため手術侵襲が大

きく，術後に再び膵液瘻をきたす可能性がある．後者

では強固な瘻孔が形成されるまで待機しなければなら

ず，長期の入院が余儀なくされる．いずれの場合も，

外科的治療においては腹腔内の炎症性癒着は著しく，

癒着�離も難渋することが多いため，難易度が高い手
術となり，侵襲も大きくなりがちである．一方，非観

血的治療法は瘻管を利用して endoprosthesis を用い

て膵液を内瘻化する手法であり，太田哲生ら10）と太田

岳洋ら11）の 2 例が報告されている．この方法は再開腹

手術と異なり，局所麻酔下で行え，侵襲が少なく，内

瘻化後から瘻孔閉鎖までが短期間ですむので，手術的

治療にこだわることなく，まず非観血的治療法として，

本法を試みることも有効な選択枝の一つと考える．ま

た，消化器手術後の難治性瘻孔に対する検査および治

療法として，瘻孔内内視鏡検査の有用性が報告されて

いる12）．この検査は，瘻孔内に内視鏡を挿入するだけ

の容易な検査法であり，直視下に瘻孔内を洗浄し，異

物などの感染源を除去することができ，適切な部位に

Fig. 5 Fistula is closed and dermatitis heals（arrow）. Fig. 6 Abdominal plain rentogengram shows the en-

doprosthesis placed to connect the main pancreatic

duct and the jejunal lumen（arrow）.
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ドレーンを誘導することができる．実際，本症例も盲

目的な操作では吻合空腸側にガイドワイヤーを通過さ

せられなかったが，瘻孔内内視鏡ガイド下で操作する

ことによりガイドワイヤーを通過させることができ

た．

難治性膵液瘻に対して，いずれの治療法を選択する

かは，原疾患，膵液瘻の発生機転，瘻孔と膵管の位置

関係，患者の全身状態および社会的背景などを考慮し，

最適な時期に最適な方法を選択するべきであると考え

る．

本論文の要旨は第 55 回日本消化器外科学会総会（2000

年，宮崎）において発表した．
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A Case of Intractable Pancreatic Fistula After Pancreaticoduodenectomy
Successfully Cured by Interventional Internal Drainage
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External pancreatic fistula remains a critical complication after pancreaticoduodenectomy. We report a
case of intractable pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy successfully treated by interventional in-
ternal drainage. A 73-years-old woman underwent pylorus-preserving pancreaticoduodenectomy for bile duct
carcinoma. Pancreatic juice started descharging from drains on postoperative day 7, but halted and the fistula
healed spontaneously, upon which the woman was discharged. Two months later, her pancreatic fistula re-
lapsed and she was readmitted. Fistulography showed no communication between the main pancreatic duct
and jejunum. Reoperation was considered. Canulation into the jejunal lumen on the opposite site was accom-
plished and an endoprosthesis was placed to connect the main pancreatic duct and jejunal lumen. The course
after internal drainage was good, and she was discharged 4 weeks after internal drainage. She remains well
and able to proceed with daily activity at the last follow-up, 1 year and 5 months later.
Key words：pancreatic fistula, interventional internal drainage, pancreaticoduodenectomy
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