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乳糜腹水は術後に比較的まれに認められる合併症とされているが，蛋白・リンパ球漏出に伴
う栄養・免疫面での問題を生じうる．2001 年 4 月から 2004 年 3 月までに当科において施行さ
れた肝膵切除術後に乳糜腹水を認めた症例を対象とし，その臨床的特徴および治療法について
検討を行った．乳糜腹水の合併は 204 例中 7例（3.4％）に認められ，決してまれな合併症では
ないと考えられた．また，乳糜腹水量 1日最多量と血中最低アルブミン値を 2変数とした回帰
分析では有意が認められ，乳糜腹水量の減少が栄養状態の改善に必要であることが示唆された．
治療法としては，オクトレオチドの投与が有効で，投与を試みた 6例全例において 3日以内に
著明な乳糜腹水量の減少を認めた．栄養状態の改善のためにも，早期からの積極的なオクトレ
オチドの投与が必要と考えられた．

はじめに
乳糜腹水は，消化器外科の他に心臓血管外科，

泌尿器科領域の術後に比較的まれに認められる合
併症とされている．そのため，その成因について
もそれほど認知されておらず，また適切な治療法
も確立されていない．しかし，治療の手遅れは蛋
白・リンパ球の漏出に伴う栄養・免疫面での問題
を生じ，重大な合併症を引き起こしうるため，早
期の適切な治療が望まれる．

対象と方法
2001 年 4 月から 2004 年 3 月までに当科におい

て施行された肝膵切除術後に乳糜腹水を認めた症
例を対象とし，その発生頻度，発生機序，臨床経
過および特徴，治療法について検討を行った．
なお，乳糜腹水の診断基準は，1）腹腔内ドレー

ンから，または腹腔穿刺により乳白色の排液あり，
2）感染の否定，3）腹水中Triglyceride＞110mg�
dl ，とした１）．
また，回帰分析では，p＜0.05 を有意とした．

文献検索は，PubMed で「chylous ascites」およ
び「octreotide」をキーワードとして 1990～2004
年，医学中央雑誌で「乳糜腹水」および「OK-432」
をキーワードとして 1983～2004 年までについて
行った．

結 果
1．症例
3年間に肝膵切除術後に乳糜腹水を合併した症

例は 7例であった（Table 1）．症例�～�は上記診
断基準の 1），2）に，症例�，�は 1）～3）に準拠
した．症例�および�の腹水中の最高Triglyc-
eride 値はそれぞれ 1,003，1,005mg�dl であった．
年齢は 29～75 歳（平均 63.6 歳），男女比は 5：

2であった．原疾患は膵癌 2例，膵管内乳頭粘液癌
（ intraductal papillary mucinous carcinoma：
IPMC）1例，十二指腸癌 1例，十二指腸浸潤胃癌
1例，肝細胞癌（hepatocellular carcinoma：HCC）
1例，肝内胆管癌（intrahepatic cholangiocarci-
noma：ICC）1 例であり，背景疾患としては，C
型肝硬変 1例，C型慢性肝炎 2例，B型慢性肝炎
1例，慢性膵炎 1例を認めた．術式は膵切除 5例
（膵頭十二指腸切除 2例，膵体尾部切除 3例），肝
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Fig. 1 Incidence of chylous ascites in each opera-

tive procedure.

Fig. 2 Period from the beginning of oral intake to 

chylous ascites.

Table 1 Characteristics of patients complicated by chylous ascites

Dissection rangeOperative procedureBackgroundDiseaseSexAgeCase

D0Distal pancreatectomy
Chronic 

hepatitis（C）
Intraductal papillary mucinous

carcinoma
male66①

D2α※Distal pancreatectomynonePancreatic cancermale73②

D0
Extended right hepatic 
trisegmentectomy

Chronic 
hepatitis（B）

Hepatocellular carcinomafemale65③

D1
Extended right hepatic 

lobectomy
Liver

cirrhosis（C）
Intrahepatic cholangiocarcinomamale66④

D2α※Pancreatoduodenectomy
Chronic
pancreatitis

Duodenal cancermale75⑤

D2
Total gastrectomy

＋ Pancreatoduodenectomy
none

Gastric cancer with invasion to
duodenum

male29⑥

D2Distal pancreatectomy
Chronic 

hepatitis（C）
Pancreatic cancerfemale71⑦

（※ with paraaortic lymph node dissection）

切除 2例であり，郭清に関して，大動脈周囲リン
パ節の郭清施行した症例は 2例であった．
2．発生頻度
3年間に当科において施行された肝切除および

膵切除の総症例は 204 例であり，乳糜腹水の発生
頻度は 3.4％であった．
術式別では，肝切除が 139 例中 2例（1.4％），膵

切除が 65 例中 5例（7.7％）と膵切除後に多くみら
れた．膵切除をさらに細分すると，膵頭十二指腸
切除が 40 例中 2例（5.0％）膵体尾部切除が 25
例中 3例（12.0％）であった（Fig. 1）．
3．発生時期
術後経口摂取開始から乳糜腹水発生までの期間

は，膵切除後で 1～2日（平均 1.4 日），肝切除後で
8～10 日（平均 9.0 日）であり，術式により発生機

序の相違が示唆された（Fig. 2）．
4．乳糜腹水 1日最多量と血中最低アルブミン

値
乳糜腹水 1日最多量と血中最低アルブミン値を

2変数として回帰分析を行った（Fig. 3）．全例を対
象とした検討では p＝0.2688，r2＝0.236 と有意を
認めなかったが，術後に多量の新鮮凍結血漿およ
びアルブミン製剤を使用した 1例（症例�）を除
いた 6例で検討すると，p＝0.0187（＜0.05），r2＝
0.785 と有意を認めた．
5．治療
治療法の内訳は，絶食＋完全静脈栄養（total par-

enteral nutrition；以下，TPNと略記）のみが 1
例，オクトレオチドのみが 1例，絶食＋TPN＋オ
クトレオチドが 2例，絶食＋TPN＋オクトレオチ
ド＋ミノサイクリン＋OK-432 が 3 例であった．
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Fig. 3 The maximum output of chylous ascites and the value of serum albumin（Regression 

analysis）.

Table 2 Method of treatment of each case

Hospitalization
after surgery（days）

Removal of drain
（post operative day）

OK-432MinocyclineOctreotide
No oral intake
＋TPN※

Case

8065●●●●①

6224●●②

3023●③

5342●●●●④

6622●⑤

6755●●⑥

6054●●●●⑦

average 60average 41

（※TPN：total parenteral nutrition）

投与法および用量としては，オクトレオチドは 1
回 100µg を 1 日 2 回皮下注射し，ミノサイクリン
およびOK-432 はそれぞれ 100mg，5KEをドレー
ンより注入した（Table 2）．
オクトレオチドは投与を試みた全例（6例）に対

して有効であり，数日以内に乳糜腹水の減量を認
めた．オクトレオチド投与前日と投与 3日後の乳
糜腹水量を比較すると，その減少量は 170～1,850
ml（平均 673ml ）であり，割合にすると 27～88％
（平均 67％）であった（Table 3）．
Triglyceride 値で経過をみた症例は症例�のみ

であるが，投与前 334mg�dl に対し投与 6日後 45
mg�dl と改善を認めた．
オクトレオチドを 6～13 日間投与しても乳糜腹

水の消失に至らなかった 3症例に対しては，ミノ

サイクリン 1回＋OK-432 1～3 回の投与を施行
し，いずれも軽快を認めた．
以上のように，外科的治療を必要とした症例は

なく，全例保存的加療で乳糜腹水は軽快した．
ただし，ドレーン抜去までには術後 22～65 日

（平均 41 日）を，退院までには術後 30～80 日（平
均 60 日）を要した．

考 察
両下肢，生殖器，腹部骨盤内臓器からのリンパ

管は，第 1，2腰椎の高さで大動脈の後内側に集ま
り，Cisterna chyli（乳糜槽）を形成する．そして，
大動脈裂孔より胸腔内へと移り，静脈角より静脈
循環へと移行する．Cisterna chyli のリンパ流の
50～90％は腸管および肝臓に由来し，さらに脂肪
食の摂取によりその量は 200 倍以上にもなる２）．
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Table 3 Comparison between the output of chylous ascites before and after octreotide in-

jection

Rate of
reduction（%）

The number of
reduction（ml）

The number of chylous ascites（ml）

Case 3 days after
octreotide injection

before
octreotide injection

446007501,350①

82450100550②

707003001,000④

881,8502502,100⑤

77270 80350⑥

38170280450⑦

average 67average 673

術後，乳糜腹水に関する報告の大半では比較的
まれな合併症と述べられているが，今回の検討で
は，その頻度は肝膵切除術後全体で 3.4％，膵切除
後では 7.7％であり，決してまれではなく十分注
意しておくべき合併症の一つと考えられる．
乳糜腹水の機序としては，以下の三つが考えら

れている１）３）．
1．リンパ管の閉塞およびうっ滞，2．リンパ管

の直接障害，3．先天的要因
今回の検討では，経口摂取開始後から乳糜腹水

発生までの期間より，膵切除後と肝切除後とで乳
糜腹水の発生機序の相違が示唆された．
膵切除の際には大動脈周囲または上腸間膜動脈

周囲の郭清を行っており，それに伴う中枢のリン
パ管の損傷が原因と考えられる（上記 2）．本検討
の中には，リンパ管の切離部位を術中および術後
に確認した症例はないが，本検討以降，術中判定
のため，小腸に牛乳を注入して白濁したリンパ液
の漏出の有無を確認しており，一部の症例では上
腸間膜動脈周囲からの漏出を確認している．
一方，肝切除の症例ではリンパ節郭清はほとん

ど行っていない（症例�：D0，症例�：D1）．肝硬
変患者の 0.5～1.0％に乳糜腹水を合併するとの報
告があるが３）４），これは過剰なリンパ液産生に伴う
リンパ管のうっ帯，さらにはリンパ管の破綻が原
因と考えられている．今回の 2症例は，いずれも
拡大葉切除以上の切除を行っており，これと同様
の機序により発生したものと推測される（上記
1）．ただ，慢性肝炎，肝硬変などの肝障害例では，

肝周囲に発達したリンパ管があり，この損傷によ
る乳糜腹水の可能性も完全には否定できないと思
われる．
また，本症例の 7例中 5例に背景疾患として慢

性肝炎あるいは肝硬変を認めており，上記 1，2
の成因に関わらず，乳糜腹水の危険因子と考えら
れた．
乳糜腹水の問題点の一つは，蛋白漏出に伴う低

栄養状態の進行である．術後，中でも腸管切除後
は元来低栄養状態であり，その状態の進行は全身
状態を悪化させ，縫合不全など合併症の危険性を
増加させる．
血中アルブミン値を栄養状態の指標として乳糜

腹水 1日最多量との回帰分析を行ったところ，統
計学的に有意を認めた．このことからも，早急な
乳糜腹水の減量の必要性が示唆された．
乳糜腹水の治療として，早期より積極的に外科

的治療を勧める報告もあるものの５），まず保存的治
療が試みられるべきとする報告が大半である．そ
の中では，まず食事療法が主体となる．以前は，
medium chain trygriceride（以下，MCTと略記）
投与が行われていたが，これはリンパ系を介さず
に直接門脈系に吸収されるためにリンパ流量を増
加させない目的で用いられていた．しかし，その
奏効率は 50％前後（36～66％）と決して高くな
く１）６）７），TPNの登場に伴い最近では行われない傾
向にある．我々もMCT投与は 1例にも行わず，ほ
とんどの症例でまず絶食＋TPNとした．
一方，1990 年に Ulibarri ら８）により乳糜腹水の
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治療にソマトスタチンの投与が有効であったとの
報告がされて以来，その有効性に関する報告が散
見されるようになった２）４）７）９）．我々も食事療法のみ
でコントロール不良の乳糜腹水に対して積極的に
ソマトスタチンアナログ製剤であるオクトレオチ
ドの投与を試みた．その作用機序は，腸管血流を
減少させ，小腸壁にあるソマトスタチンレセプ
ターを介してリンパ液の分泌を抑制するためと考
えられている７）．自験例でもオクトレオチドは投与
を試みた 6例全例において有効であった．効果は
投与翌日から表れ，3日目頃まで乳糜腹水量の減
少を認め，それ以降はほぼ同量で推移する傾向に
あった．Leibovitch ら２）はオクトレオチド投与後
24 時間から 72 時間以内に劇的にリンパ漏の減少
を認めると述べ，また Shapiro ら１０）も 2 日以内に
急速に腹水の減少を認めると述べている．投与法
および用量に関しては，我々はオクトレオチド
200µg�日を分 2で皮下注した．Leibovitch ら２）に
よれば，300µg�日分 3皮下注より開始し，12mg�
日持続静注まで増量可能との報告があるが，本邦
では最大 300µg�日までしか承認されていない．
ただ，自験例からもこの用量で十分な効果が得ら
れると考えられる．投与期間に関しては一定の見
解が得られていない．菅野ら１１）は 1 日 300µg を 40
日間投与を行ったが，副作用は認めなかったと述
べている．我々は 6～13 日間の投与を行い，それ
でもドレーン抜去可能な量まで腹水の減少を認め
なかった症例に対しては，ミノサイクリンおよび
OK-432 のドレーン内注入を試みた．この間，オク
トレオチド投与によると思われる副作用は認めな
かった．
オクトレオチドの保険適用は現在のところ，消

化管ホルモン産生腫瘍，先端巨大症・末端肥大症，
進行再発癌末期の腸閉塞に限られているが，今後，
膵液瘻を含めてその適応拡大が望まれる．
乳糜腹水の治療に対してミノサイクリンまたは

OK-432 を使用したとの報告は検索したかぎり見
当たらないが，悪性胸水や乳糜胸または種々の嚢
胞性疾患などの治療に関してこれらの有用性を論
じた文献は散見されている１２）～１４）．今回，難治性の乳
糜腹水症例 3例に対して投与を試みたところ，全

例において排液量の減少を認め，ドレーン抜去可
能となっており，乳糜腹水の有効的な治療法の一
つと考えられた．
以上より，術後乳糜腹水は決してまれな合併症

ではないとの認識を持ち，またその診断がついた
際には，絶食＋TPNに加え早期より積極的にオク
トレオチドの投与を試みることが必要であると考
えられた．
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Clinical Study on Chylous Acites following Hepato-Pancreatic Surgery
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Motoki Ninomiya and Norihisa Takakura
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Postoperative chylous ascites is believed to be a rare complication that may result in serious nutritional and
immunological complications due to loss of proteins and lymphocytes. From April 2001 to March 2004, we ana-
lyzed cases of chylous ascites following hepato-pancreatic surgery. The complication rate in chylous ascites
was 3.4％（7 of 204 cases）, then it was not thought to be a rare complication. Regression analysis showd a sig-
nificant association between the number of days in the presence of chylous ascites and serum albumin, sug-
gesting that chylous ascites must be reduced to improve nutritional condition. Octreotide was effective in the
treatment of chylous ascites and a positive outcome was observed within 3 days in all 6 cases of octreotide
therapy. For improvement of nutritional condition, early aggressive octreotide use is vital to positive progno-
sis.
Key words：chylous ascites, octreotide, postoperative complication
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