
はじめに

腹腔鏡下胆�摘出術（laparoscopic cholecystec-
tomy：以下，LC）は広く普及し1），現在では胆石

症に対する胆�摘出術の標準術式と認知されてい
る．しかし限られた視野と操作性の中で行われる

腹腔鏡下手術では，開腹手術と異なり特異な合併

症を伴うことがある．

胆�摘出術の合併症の 1つに術後胆汁漏があ
り，特に胆�管断端周囲からの胆汁漏は LCに特
徴的である．この胆汁漏に対する治療としては，

開腹により直接漏出部閉鎖手術を行う直接的治療

と，手術的，経皮的，内視鏡的，腹腔鏡下などの

胆管内ドレナージにより直接的アプローチを避け

る治療に分けられる．今回，LC後胆汁漏に対して

内視鏡的経鼻胆管ドレナージ（endoscopic naso-

biliary drainage：以下，ENBD）を用いた治療経験

について報告する．

対象と検討項目

1997 年 4 月から 2003 年 6 月までに当施設にお

いて 293 例の患者に LCを施行した．手術はすべ

て全身麻酔下に気腹法にて施行し，胆�管の処理
については金属性クリップを用い，腹腔内ドレ

ナージについては肝床部にペンローズドレーンを

留置する方法をとった．疾患は胆�結石 283 例，
胆�ポリープ 4例，無石胆�炎 3例，急性胆�炎
2例，胆�茎捻転 1例であった．年齢は 20 歳から
89 歳で平均 50.5 歳，男性 135 例，女性 158 例で

あった．このうち術後胆汁漏を認めた 6例（2.0％）

を対象とした．胆汁漏については，術直後から数

週間後に胆道系からの胆汁流出により腹腔内に留

置したドレーンから胆汁が持続的に排出されるも

のを胆汁漏と定義することが多いとある2）．そこ

で今回の胆汁漏の診断基準としては，術後にド

レーンから持続的に明らかな胆汁排出が認められ

た場合や，腹痛などの症状を有し腹部CTにて胆

汁漏出を疑う液体貯留が認められた場合とした．

胆汁漏の発生時期，漏出の部位，ENBDチュー

ブ留置後のドレーンからの胆汁排出の変化，

ENBDチューブ抜去の時期，胆汁漏に伴った合併

症の有無，入院期間などについて検討した．
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腹腔鏡下胆�摘出術の術後合併症の 1つに胆汁漏がある．今回，腹腔鏡下胆�摘出術を施行
した 293 例中 6例（2.0％）に術後胆汁漏を認めた．この 6例すべてに内視鏡的逆行性胆管造影

を施行し，胆管損傷形態を検索した．引き続き内視鏡的経鼻胆管ドレナージを行い，全例保存

的に治療しえた．胆管ドレナージ施行後，平均 2.3 日で胆汁排出を認めなくなり，平均 9.8 日で

ドレナージチューブの抜去が可能であった．腹腔鏡下胆�摘出術後の胆汁漏に対する治療法
として内視鏡的経鼻胆管ドレナージは侵襲が少なく，胆汁漏の早期改善に有効であった．本法

は，治療期間の短縮と手術的治療の回避に効果的な処置であることから，第 1選択と考えて積

極的に施行すべき治療法と考えられた．



Table 1　6 cases of post operative bile leakage

Hospitalization
（days）

Days from ENBD 
to healing

Days from opera-
tion to ENBD

Days from opera-
tion to bile leakageSite of bile leakageDiseaseSexAgeNo.

35874unknowngall stoneF671

2514147subvesical ductgall stoneM382

25771unknowngall stoneM333

241311neck of gallbladdergall stoneM714

15911cystic ductgall stoneM775

1681operation daycyctic ductgall stoneF266

結 果

LC後胆汁漏を認めた 6例は，男性 4例，女性 2

例，年齢は 26～77 歳（平均 52.0 歳）であった．診

断はすべて胆�結石であった．6例とも術中胆道
造影を施行しなかった．腹腔ドレーンから胆汁排

出を認めた時期は，術当日が 1例，術後 1日目が

3例，術後 4日目が 1例とほとんどが術後早期に

胆汁漏と判断できた．症例 2の 1例のみが退院後

の遅発性の発症例であった（Table 1）．症例 2は

LC後特に問題なく，術後 1日目にドレーンを抜

去し 3日目で退院したが，術後 7日目に腹痛を訴

え再受診し，CTにて胆�窩に液体貯留を認め胆
汁漏を疑い再入院となった（Fig. 1）．

すべての患者に内視鏡的逆行性胆管造影（endo-

scopic retrograde cholangiography：以下，ERC）

を行い漏出部位の確認をし，引き続きENBDを施

行した．漏出部位は，胆�頸部と胆�管断端がそ

れぞれ 1例（Fig. 2），subvesical duct と考えられ

た症例が 1例（Fig. 3）であった．Fig. 3には示現

されていないが，造影中の漏出点の位置と術中胆

�床肝実質に損傷を来したことより subvesical
duct と診断した．残る 3例には造影上明らかな漏

出を認めなかったが，症例 6は手術中に胆�管の
剥離に難渋し胆�管が一部裂けるような形で剥離
され，術中にクリップによる修復閉鎖を要したこ

とから胆�管からの漏出と考えられた．ドレーン
抜去後のため胆汁漏出の確認ができなかった症例

2を除き，全例でENBD施行後 1日目よりドレー

ンの胆汁排出が減少し，平均 2.3 日で胆汁排出を

認めなくなった．ENBDチューブは胆汁漏停止の

7日後にクランプし，留置後平均 9.8 日で抜去でき

た．全症例で大きな合併症を認めずに退院が可能

となり，追加治療を要しなかった．平均入院期間

は 23.3 日であった．

考 察

LCは本邦において広く普及し，今や胆�摘出
術の第 1選択術式となっている．日本内視鏡外科

学会のアンケート調査によると，回答のあった

469 施設では 2001 年までにすべての施設で LC

が開始されており，2001 年には全胆�摘出術のう
ち LCの占める割合は 84.3％となっている1）．そ

の一方で，鏡視下手術という特殊性のために開腹

手術とは異なり，胆管損傷などの合併症が増加し

てきている3）．

LC後胆汁漏は最も頻繁に認められる技術的合

併症の 1つで，その頻度は 0.2～2.0％とされてい

る4）．当施設での今回の頻度は 2.0％であった．こ

の胆汁漏の原因としては，（1）術中の総胆管，肝管

Fig. 1 Abdominal CT showed fluid collection in the

cystic fossa（arrow）.
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損傷，（2）胆管分岐変異例での解剖学的な見落と

し，特に高度炎症例における胆�床での subvesi-
cal duct5）損傷，（3）胆�管処理の際に生じる損傷に
よる胆�管断端周囲からの胆汁漏などが挙げられ
る6）．特に胆�管断端からの胆汁漏は LCに特徴
的なもので，炎症が波及している脆弱な胆�管に
かけたクリップの脱落，血行郭清による胆�管壊
死，電気メスによる損傷，断端閉鎖が不十分なた

めなどが原因とされている7）．今回の症例 4と 5

では胆�頸部と胆�管断端から胆汁漏出を認め
た．症例 4では炎症により胆�管の追求が不十分
であり，結果的に胆�頸部にクリップしたために
閉鎖が不十分となったこと，症例 5では炎症の影

響が強く胆�管の剥離が不十分であったこと，さ
らに胆�管からの漏出が疑われる症例 6では剥離
の際の胆�管損傷がそれぞれの原因と考えられ
た．

胆汁漏の診断に有用な検査としては，直接的に

胆汁漏出を証明する方法と，胆汁貯留から間接的

に証明する方法とがある．直接的な方法には，

ERCや経皮経肝胆管造影，MRCPなどがあり，間

接的な方法にはUS，CTなどが挙げられる2）．当

Fig. 3 ERC showed bile leakage（arrow）. Site of bile

leakage was thought subvesical duct.

Fig. 2 ERC showed bile leakage from neck of gallbladder and cystic duct stump（ar-

row）. Case 4 is（a）and case 5 is（b）. （a）｜（b）
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施設では第 1選択として，ENBDの可能性を念頭

に置いたERCを施行している．ERCについては，

膵炎などの一般的な合併症の危険性を伴うが，よ

り正確に漏出部位と胆道の損傷形態を確認でき

る．これは，その後の治療方針を決める上で非常

に有用であると考えている．

ERCを行う時期に関して，以下の retrospective

な判断を行っている．症例 1，2，3については胆

汁漏と判断してからERCを行うまでに 3～7日

間を禁食で経過観察を行った．これらの症例では，

より早期にERC，ENBDを行うことで治療期間

を短縮できたのではないかと考えられた．その後

については，症例 4，5，6のように胆汁漏が確認

され次第すぐにERCを行う方針としている．こ

のことは入院期間の短期化につながったと思われ

る．

治療としては，ERCに引き続きENBDを行う

こととしている．開腹手術治療を基本としたとの

報告もあるが4），今回の検討ではすべてENBD施

行後 2～3日で胆汁排出を認めなくなり治療に成

功していることから，ENBDは LC後胆汁漏に対

して非常に有効な治療法であると考えられた．

ENBDチューブ造影は，胆管炎や漏出部再開通

の危険性を考え抜去直前には行っていない．

チューブクランプ後の症状，ドレーンからの排出

液量，その性状より判断し抜去時期を決定してい

る．胆管狭窄の有無については，この時期の診断

的意義は低いと考えている．

胆汁漏に対し早期にENBDを施行することは

有効である一方で，ENBDが必ずしも必要ではな

かった症例が含まれる可能性はある．しかし損傷

の形態，特に総胆管に対する重大な損傷の有無を

確認することも大きい意義と考えている．また

ENBDを行うことで胆汁の漏出量を減少させら

れることから，周囲へ炎症の波及が進むのを防ぐ

ことができる．これにより治療の長期化，腹腔内

膿瘍への進展を抑えることが可能と考えている．

このため現在では全例にENBDを行うことが望

ましいと判断している．本邦での論文による

ENBDの有用性の検討および有用とした症例報

告は，我々が検索しえた限りにおいて 7件あ

る6）～12）．LC後胆汁漏に対する治療として積極的

に施行して良いと考えるが，今後更なる検討が必

要となるであろう．

術中胆道造影の施行は胆汁漏の回避に有効か否

かという論議がある．今回の症例で術中に胆道造

影によって診断できていたのは症例 4だけである

と思われる．すなわち，総胆管離断損傷のような

合併症を回避できても，今回のような形態の胆汁

漏に対する予防効果は高くないと考えられた．ま

た今回の胆汁漏の殆どは術後早期に診断されてお

り，手術の際にドレーンを挿入し 1～2日間留置す

ることは，その診断的意義として推奨してよいで

あろう．

胆汁漏症例における長期予後として，胆管狭窄

が重要な問題となる．今回の 6症例は，現在最長

で 3年 10 か月の観察期間を経ており特に問題は

認めていないが，今後の経過観察が重要と考えて

いる．

今回の胆汁漏 6症例においては，高度炎症例が

少なく，基本的には愛護的な剥離により解剖的所

見を確認する手術によって胆汁漏発生については

回避可能であったと考えられる．LCの適応につ

いては次第に拡大しており13）～15），高度炎症例や胆

管変異例などの困難な症例が今後増加し，それに

伴い合併症の危険性も増してくることが予想され

る．開腹移行をためらわない姿勢や胆汁漏発生時

における早期のENBDの重要性が示唆された．
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Benefits of Endoscopic Nasobiliary Drainage for Bile Leakage after Laparoscopic Cholecystectomy
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One of the worst complications after laparoscopic cholecystectomy（LC）is bile leakage. Of 293 cases undergo-
ing LC, postoperative bile leakage occurred in 6（2.0％）. We conducted endoscopic retrograde cholangiogra-
phy in all patients together with endoscopic nasobiliary drainage（ENBD）. The average time from ENBD un-
til bile leakage stopped was 2.3 days and the ENBD tube was removed within 9.8 days. Among treatments for
post-LC bile leakage, ENBD is effective and eliminates laparotomy, making it minimally invasiveness. ENBD is
considered treatment of choice for bile leakage after LC.
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