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膵頭十二指腸切除術後の膵液瘻に対するドレーン排液中の
アミラーゼ濃度と排液量に関する検討
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はじめに：近年，膵頭十二指腸切除（pancreaticoduodenectomy；以下，PD）術後のドレー
ン早期抜去の有用性が示されたが，いまだ一般的ではない．そこで，我々は最適なドレーン抜
去時期につき検討した．対象と方法：73 例の PD 症例の経過を解析し，膵液瘻（pancreatic fis-
tula；以下，PF）とドレーン排液データの関係を検討した．PF の診断には International Study
Group on Pancreatic Fistula の基準を用い，Grade B 以上を PF とした．結果：全 73 例中 20
例（27％），soft pancreas 37 例中 18 例（49％），hard pancreas 36 例中 2 例（6％）に PF を認
めた．Soft pancreas においてドレーン排液アミラーゼ濃度（drainage fluid amylase；以下，D-
Amy 値）とドレーン排液量の積を比較すると，術後第 1 病日（postoperative day；以下，POD1）
および POD7 では PF（＋）群が高値を示したが，POD3 および POD5 では両群間に有意差を認
めなかった．考察：“真のアミラーゼ漏出量”の推移を検討したところ，術後早期に成立してい
た膵空腸吻合が POD7 前後で破綻し PF を起こす可能性が示唆された．よって，soft pancreas
症例の中には早期抜去には注意を要する症例があると考えられた．

緒 言
外科手術手技が発展した現在でも膵頭十二指腸

切除（pancreaticoduodenectomy；以下，PD）は
多くの術後合併症の危険を伴う高難度手術であ
り，いまだ全世界的にみても 20～65％ 程度の
morbidity および 1～5％ 程度の mortality が報告
されている１）～８）．

特に，膵液瘻（pancreatic fistula；以下，PF）は，
時に腹腔内出血や敗血症といった致命的な 2 次的
合併症を引き起こしうるため，PF の予防・対策
は PD の周術期管理における最重要課題の一つで
あり，各施設で PF 低減に向けたさまざまな努力
が日々行われている．

その一つとして，近年 PD 術後のドレーン早期
抜去の有用性が示された９）．しかし，PD 術後にお
いてはその morbidity の大きさおよびドレナージ

不良による重篤化の懸念から早期抜去に対し慎重
論を唱える意見もあり早期抜去の概念がいまだ一
般的ではないのが現状である．

そこで今回，我々は PD 術後における PF 発生
とドレーン排液データとの関係を解析し，最適な
ドレーン抜去時期につき検討を行った．

対象および方法
当院にて 2006 年 11 月より 2008 年 7 月までに

行われた PD 73 例の術後経過を retrospective に
解析し，PF 発生と関連するドレーン排液アミ
ラーゼ濃度（drainage fluid amylase；以下，D-
Amy 値）およびドレーン排液量の関係を検討し
た．

当 院 で は 亜 全 胃 温 存 膵 頭 十 二 指 腸 切 除
（SSpPD），Child 変法再建を標準術式とし，柿田式
密着吻合１０）１１）に膵管空腸吻合を付加した柿田式変
法にて膵空腸吻合を行っている．また，膵切離は
メスにて行い，膵空腸吻合に際して主膵管内にロ
ストステントを留置することが多い．
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Fig. 1 A schema of drainage after pancreaticoduodenectomy.

ドレーン留置については，膵空腸吻合部と
Winslow 孔にそれぞれ 1 本ずつの 19Fr 閉鎖式持
続吸引ドレーンを留置し（Fig. 1），D-Amy 値測定
は 術 後 第 1 病 日（postoperative day；以 下，
POD1），POD3，POD5，POD7 に上記ドレーン排
液を採取して行った．本検討において，D-Amy
値およびドレーン排液量は，すべて膵空腸吻合部
のドレーンの結果を対象とした．

PF の 診 断 は International Study Group on
Pancreatic Fistula（以下，ISGPF）の基準（Table
1）１２）に基づいて行い，今回の検討に際しては臨床
上重要な D-Amy 値高値で感染徴候を伴った
Grade B 以上を PF（＋）群として扱った．ドレー
ン排液の感染徴候に関してはその性状を基準と
し，視診上混濁して膿汁様排液を呈するものを感
染と判断して適宜培養検査にて確認した．また，
ドレーン抜去は soft pancreas の症例においては
POD7 以降とし，感染徴候を伴わない Grade A
では POD7 に抜去するものの，感染を伴った
Grade B 以上では適宜延長して生理食塩水による
間歇的洗浄を行い，ドレーン排液が澄清化した時
点で抜去した．

膵実質の硬度に関しては，手術中に術者が視診
および触診にて hard あるいは soft pancreas と判
定し，主膵管径は直径 3mm 以上を膵管拡張とし
た．

周術期の抗菌薬投与は第 1 世代セフェム系薬を
手術当日のみ投与し，手術室入室 30 分前と開腹後
3 時間後，6 時間後の計 3 回投与とした．

統計学的検討には連続変数については Mann-
Whitney の U 検定，名義変数についてはカイ 2
乗検定を用い，p＜0.05 をもって有意差ありとし
た．

文献の検索には，医中誌 Web（1983 年～2009
年），PubMed（1948～2009 年）を用い，検索語は
おのおの「膵頭十二指腸切除」，「膵消化管吻合」，

「膵液瘻」，「ドレーン排液アミラーゼ」，「pancreati-
coduodenectomy」，「pancreatic fistula」，「pancre-
atic leakage」，「drainage fluid amylase」で行った．

結 果
全 73 例中，術後合併症は 48 例（66％）に認め，

そのうち PF の発生は ISGPF 基準 Grade A 15 例
（21％），Grade B 19 例（26％），Grade C 1（1％），
合計 35 例（48％）に認めた．術後在院死亡は 1
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Table 1 Criteria for grading pancreatic fistula（ISGPF classification scheme）

Grade C FistulaGrade B FistulaGrade A FistulaNo FistulaCriteria

＞3× normal serum＞3× normal serum＞3× normal serum＜3× normal serumDrain amylase
 amylase amylase amylase amylase

Ill appearing/badOften wellWellWellClinical conditions
YesYes/noNoNoSpecific treatment
PositiveNegative/positiveNegativeNegativeUS/CT（if obtained）
YesUsually yesNoNoPersistent drainage（＞3 weeks）
YesYesNoNoSigns of infection
Yes/noYes/noNoNoReadmission
YesNoNoNoSepsis
YesNoNoNoReoperation
YesNoNoNoDeath related to fistula

ISGPF：International Study Group on Pancreatic Fistula
Drain amylase is any measureble drainage on or after postoperative day 3．Signs of infection include elevated body temperature 
＞38℃，leukocytosis，and localized erythema，induration，or purulent drainage．Readmission is any hospital admission within 
30 days following hospital discharge from the initial operation．Sepsis is the presence of localized infection and positive culture 
with evidence of bacteremia（ie，chills，rigors，elevated WBC）requiring IV antibiotic treatment，or hemodynamic compromise 
as demonstrated by high cardiac output and low SVR within 24 hours of body temperature ＞38℃.
Adapted with permission from Bassi C，Dervenis C，Butturini G et al：Postoperative pancreatic fistula：an international study 
group（ISGPF）definition. Surgery 138：8-13，2005 12）

Table 2 Postoperative outcome

（ 1%）1/73Mortality　

（66%）48/73Morbidity　
Complications

（48%）35Pancreatic fistula
（21%）15Grade A
（26%）19Grade B
（ 1%）1Grade C
（11%）8Wound infection
（ 8%）6Delayed gastric emptying
（ 4%）3Intra-abdominal abscess
（ 4%）3Postoperative bleeding
（ 3%）2Pneumonia
（ 3%）2Chylous ascites
（ 3%）2Cholangitis
（ 3%）2Biliary leakage
（8―98）†15Postoperative hospital stay（days）

†：median values，with ranges in parentheses

例（1％）に認め，PF に伴う腹腔内出血が原因で
あった．術後在院日数の中央値は 15 日であった

（Table 2）．ISGPF 基準 Grade B 以上の PF は全体
で は 20 例（27％），hard pancreas 36 例 中 2 例

（6％），soft pancreas 37 例中 18 例（49％）に認め
た（Fig. 2）．

臨床上 PF の発生リスクの高い soft pancreas

37 例にかぎってさらに検討を行うと，PF（＋）群
と PF（－）群では背景因子および手術因子におい
て，PF（＋）群で body mass index が有意に大き
かった以外には両群間に有意差を認めなかった

（Table 3）．PF 発生と術後アウトカムの関係は，
PF（＋）群でドレーン留置期間，術後在院日数が
有意に長かった（Table 4）．また，POD1，POD3，
POD5，POD7 の D-Amy 値はいずれも PF（－）群
に比べ PF（＋）群において有意に高値であった

（Fig. 3）．D-Amy 値とドレーン排液量の積は
POD1 および POD7 では両群間に有意差を認め
たが，POD3 および POD5 では有意差を認めな
かった（Fig. 4）．

ドレーン排液の培養検査を施行した 10 例の結
果は，Enterobacter cloacae 3 例，Enterococcus faecalis

3 例，Klebsiella oxytoca 1 例，Citrobacter braakii 1
例，Cadida albicans 1 例，Cadida glabrata 1 例であっ
た．

考 察
PD は 1935 年に Wipple ら１３）により初めて報告

されて以来，膵頭部領域の腫瘍に対する標準術式
として広く行われている．その間，多くの外科医
によりさまざまな工夫がなされ，時代の変遷とと
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Fig. 2 Incidence of pancreatic fistula.

もに手術手技および周術期管理の改良が行われて
いるが，今なお解決されない問題点も多い．

膵消化管吻合の理想は，縫合不全や PF などの
短期合併症がなく，さらに長期にわたって膵管の
開存性が保たれることである．膵空腸吻合は最も
多用される膵消化管吻合である１４）が，膵機能が保
たれている soft pancreas においては縫合不全・
PF が有意に多く発生し４）１５）１６），さらに腹腔内出血
などの致死的合併症をじゃっ起しうるため特に愛
護的で確実な吻合操作が要求される１７）．今回の検
討でも，soft pancreas では 37 例中 18 例（49％）に
Grade B 以上の PF が発生し，hard pancreas の
36 例中 2 例（6％）に比べ有意に高率であった（p＜
0.001）．

PF の診断については，2005 年以降 ISGPF の定
義１２）が広く用いられるようになり，術後に D-Amy
値を測定して診断に利用することが多い．しかし，
PF 診断における D-Amy 値測定の意義を疑問視

す る 意 見 も あ り，い ま だ controversial で あ
る１８）～２３）．そもそも，D-Amy 値の本質は濃度であり，
滲出する腹水の量により希釈を受けやすい．我々
は D-Amy 値とドレーン排液量の積で表される

“真のアミラーゼ漏出量”を求めることがより有効
な術後管理につながると考え，今回の研究では D-
Amy 値とドレーン排液量の積を検討した．その推
移からは，POD3 から POD5 に一旦低下した値が
POD7 に再上昇を来して PF に発展する例が多く
存在することが明らかとなった．また，ドレーン
排液が感染徴候を示した例における排液の培養検
査結果では Enterobacter cloacae，Enterococcus fae-

calis，Klebsiella oxytoca，Citrobacter braakii といった
腸内細菌が多く検出された．これらのことから，
ドレーン長期留置による逆行性感染よりも術後早
期には安定していた膵空腸吻合が POD7 前後で
破綻し，縫合不全・PF を起こす可能性が示唆さ
れた．
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Table 3 Characteristics of patients with a soft pancreatic texture undergoing pancreatico-
duodenectomy

p-valuePF（－）
（n＝19）

PF（＋）
（n＝18）

0.604 9/1011/7Sex（Male/Female）
0.31567（30―80）†69（60―84）†Age（years）
0.03119.8（15.1―32.3）†22.7（17.2―26.4）†Body mass index（kg/m2）

＞0.999 3/16 3/15Diabetes（yes/no）
＞0.999 3/16 2/16Benign tumors/malignant tumors

54Pancreatic adenocarcinoma
16Ampullary adenocarcinoma
75Distal cholangiocarcinoma
11Gastric adenocarcinoma
10Duodenal adenocarcinoma
11Intraductal papillary adenoma
10Intraductal papillary carcinoma
21Other disease

Operative procedure
＞0.99916/316/2SSpPD/PD
0.824 5/14 6/12Dilatation of pancreatic duct ＊（yes/no）
0.503346（217―443）†347（279―617）†Operative time（min）
0.626760（191―1,951）†885（245―3,382）†Intraoperative bleeding（ml）

PF：pancreatic fistula，†：median values，with ranges in parentheses，＊：greater than 3mm

Table 4 Relationship of postoperative outcomes to pancreatic fistula with a soft 
pancreatic texture undergoing pancreaticoduodenectomy

p-valuePF（－）
（n=19）

PF（＋）
（n=18）

＜0.001（7―21）†8（13―57）†26Period of drain insertion（days）
＜0.001（11―51）†15（18―50）†28Postoperative hospital stay（days）
0.956（0%）0/19（6%）1/18Mortality

PF：pancreatic fistula，†：median values，with ranges in parentheses

ドレーン留置に関し，欧米では以前より予防的
ドレーン留置が PD において術後合併症発生の減
少に寄与しないとの報告があるが２４）２５），術後 PF
を可及的早期に診断し，良好なドレナージにて重
篤化を防ぐことも重要であるとの考えから，多く
の施設で予防的ドレーンの留置が行われてい
る１４）．また，近年ドレーン早期抜去の有用性が示さ
れた９）が，本検討結果から，hard pancreas の症例
においては膵関連合併症を生じることは少なく早
期抜去が許容されると考えられるものの，soft
pancreas の症例では，POD7 前後の遅発性に発生
する膵空腸吻合の破綻が危ぐされ早期抜去には注
意を要するのではと考えられた．しかし，POD7
までのドレーン留置で逆行性感染は低頻度であっ

たが，長期留置自体が吻合部に悪影響を及ぼし，
その結果膵空腸縫合不全に至った可能性は本検討
からは否定できない．この点については今後もい
たずらにドレーンを長期留置することなく検討が
必要と考える．

最近 Pratt ら２３）によって D-Amy 値が低くても
臨床的には問題となる「潜在的膵液瘻」が膵切離
手術の約 5％，膵液瘻だけでは約 36％ の発生率と
報告，これらの潜在的膵液瘻は術後早期の D-Amy
値だけを頼りにドレーンを抜去すると判らないた
め，やはり注意が必要と述べている．ドレーン抜
去時期については明確な結論は出すことは難し
く，いつ感染を伴うかも重要な関連項目であると
考えられる．これについては，現在ドレーン排液
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Fig. 3 Comparison of amylase levels of drainage fluid between PF（＋）group and PF（－）group.

Fig. 4 Comparison of the product of amylase levels and drainage volume between PF（＋）group and PF（－）group.

の経時的な培養検査を行っており，今後の検討課
題として症例集積中である．

なお，本論文の要旨は第 109 回日本外科学会定期学術集
会（2009 年 4 月，福岡）において発表した．
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The Correlation between Postoperative Pancreatic Fistula and Volume of Amylase Discharge in
Drainage Fluid after Pancreaticoduodenectomy

Daisuke Nobuoka, Naoto Gotohda, Masaru Konishi,
Toshio Nakagohri, Shinichiro Takahashi and Taira Kinoshita
Department of Surgery, National Cancer Center Hospital East

Introduction：The operative morbidity and mortality associated with pancreaticoduodenectomy（PD）remains
relatively high. Despite a recent study showing that removing prophylactic drains early reduced the inci-
dence of infective post-PD complications, most surgeons hesitate to do so. We determined the correlation be-
tween postoperative pancreatic fistula（PF）and the volume of amylase discharge in post-PD drainage fluid.
Patients and methods：Subjects were 73 consecutive cases of PD conducted between 2006 and 2008. PF was
defined and scored based on criteria of the International Study Group on Pancreatic Fistulas, i.e., any apprecia-
ble drainage from a drain placed during surgery with an amylase activity greater than three times the upper
limit of normal serum amylase activity measured on or after postoperative day（POD）3（grade A, called “tran-
sient fistula,” it has no clinical impact；grade B, required a change in management or adjustment in the clini-
cal pathway；grade C, a major change in clinical management or deviation from the normal clinical pathway）.
And in this study, we defined PF as grade B�C. Drain data, including amylase levels of drainage fluid（D-Amy）
and the product of D-Amy and drainage volume, was compared between a group with PF（PF（＋））and one
without PF（PF（－））. Results：The incidence of PF in all patients was 27％. The incidence of PF was 49％
in subjects with a soft pancreas and 6％ in those with a hard pancreas. Risk factors for PF were obesity and
soft pancreatic texture. D-Amy was significantly higher in the PF（＋）group than in the PF（－）group on
POD 1, 3, 5, and 7. The product of D-Amy and drainage volume was significantly higher in the PF（＋）group
than in the PF（－）group on POD 1 and 7, but no statistically significant difference was seen in that on POD
3 and 5. Conclusion：The product of D-Amy and drainage volume equals the volume of amylase discharge in
drains. PF appears to develop on POD 7 in many cases, so care must be taken in the early removal of prophy-
lactic drains in patients with a soft pancreas.
Key words：pancreaticoduodenectomy, pancreatic fistula, amylase, drainage, postoperative complication
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