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【要旨】 

症例1は60歳、女性。膵神経内分泌腫瘍の診断で膵尾部切除術を施行した。術後第13病日に退院したが発熱の

ため第 18病日に受診した。CTで膵剥離面に 71×42mmの液体貯留を認め、術後膵液瘻の診断で再入院した。超音

波内視鏡（EUS）ガイド下に胃から穿刺し外瘻チューブを留置した。6日後のCTで液体貯留の改善を認め、翌日に

内瘻チューブに交換し第16病日に退院した。3ヶ月後に内瘻チューブを抜去し、以降再燃なく経過観察中である。

症例 2は 77歳、男性。大学病院にて腎癌膵転移の診断で膵尾部切除術を施行された。退院後、術後膵液瘻の経過

観察を行っていた。術後 5 ヶ月目に腹部膨満感を主訴に外来を受診し、膵液瘻増大（79×48mm 大）のために入院

した。EUSガイド下に胃から穿刺し外瘻チューブを留置した。液体貯留の改善を認め、7 日後に内瘻チューブに交

換したが、翌日に瘻孔周囲炎を発症しチューブを抜去した。膵液瘻の再増悪を認め、抜去 12日後に再穿刺し内瘻

チューブを留置し第 30 病日に退院した。9 ヶ月後に内瘻チューブを抜去し、以降再燃なく経過観察中である。術

後膵液瘻に対してEUSガイド下経消化管的ドレナージ（EUS-guided transmural drainage：EUS-TD）を施行した2

例を経験したので報告する。 

 

【キーワード】：術後膵液瘻、EUS、EUS-TD、経胃的ドレナージ 

 

【はじめに】 

膵切除後における術後膵液瘻は手術関連死亡に直結

する臨床上もっとも注意すべき合併症である 1)。保存

的に軽快する場合も多いが、時に治療に難渋し、再手

術や体外からの穿刺ドレナージが必要となる。近年EUS

ガイド下経消化管的ドレナージの有用性が報告され 2)、

治療選択肢の一つとなっている。 

 

【症例１】 

60歳、女性 

主訴：発熱 

現病歴：膵神経内分泌腫瘍の診断で膵尾部切除術を施

行した。術後第 13 病日に退院したが 38℃台の発熱が

持続するため第18病日に受診した。 

既往歴：気管支嚢胞術後、乳癌術後 

生活歴：飲酒：なし、喫煙：なし、アレルギー：なし 

現症：身長 155.4cm、体重 50.0kg。 

体温 38.2℃、血圧 120/71mmHg、脈 83/分、整。 

腹部平坦、軟、圧痛なし、表在リンパ節触知せず。 

血液検査：炎症反応の上昇（WBC 12.5× 109/L、CRP 22.4 

mg/dL）が認められた。 

腹部CT（図1）：膵剥離面に71×42mm大の液体貯留を

認めた。 

 

【診断と経過】 

術後膵液瘻の診断で入院し、絶食抗生剤による保存

的治療を開始した。ドレナージ法としてEUS-TDを選択

した。EUS で膵液瘻を描出後に 19Gの FNA穿刺針を用

いて穿刺し、0.025 インチのガイドワイヤーを貯留腔

に挿入した。通電ダイレーターで穿刺部を拡張し、外

瘻チューブ（6Fr pig tail）を留置した（図2）。6日

後の CT で液体貯留の改善が認められ（図 3）、翌日に

内瘻チューブ（7Fr 両端pig tail）に交換し（図4）、

第16病日に退院した。3ヶ月後に内瘻チューブを抜去

し、以降再燃なく経過観察中である。 

 

【症例２】 

77歳、男性 

主訴：腹部膨満感 

現病歴：大学病院にて腎癌膵転移の診断で膵尾部切除

術を施行された。退院後、術後膵液瘻の経過観察を行

っていた。術後 5ヶ月目に腹部膨満感を主訴に外来を

受診し、膵液瘻の増大を認めたために入院した。 

既往歴：腎癌（自家腎移植後：8年前）、前立腺癌、横

行結腸癌、冠動脈バイパス術後、経皮的冠動脈形成術

後、糖尿病 

生活歴：飲酒：なし、喫煙：なし、アレルギー：なし 

現症：身長 163.0cm、体重 66.2kg。 

体温 36.3℃、血圧 132/68mmHg、脈 76/分、整。 

腹部平坦、軟、圧痛なし、表在リンパ節触知せず。 
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血液検査：炎症反応の上昇（WBC 6.5× 109/L、CRP 7.8 

mg/dL）が認められた。 

腹部CT（図5）：膵剥離面に79×68mm大の液体貯留を

認めた。 

 

【診断と経過】 

術後膵液瘻の診断で入院し、絶食抗生剤による保存

的治療を開始した。ドレナージ法としてEUS-TDを選択

した。EUS で膵液瘻を描出後に 19Gの FNA穿刺針を用

いて穿刺し、0.025 インチのガイドワイヤーを貯留腔

に挿入した。通電ダイレーターで穿刺部を拡張し、外

瘻チューブ（6Fr pig tail）を留置した（図6）。6日

後の CT で液体貯留の改善が認められ（図 7）、翌日に

内瘻チューブ（7Fr 両端pig tail）に交換したが翌々

日に瘻孔周囲炎を発症したために（図8）抜去した。保

存的治療で経過観察したが膵液瘻の再増悪を認め、抜

去12日後に再穿刺し内瘻チューブ（7Fr 両端pig tail）

を留置した（図9）。5日後のCTで液体貯留の改善を認

め（図 10）、第30病日に退院した。9ヶ月後に内瘻チ

ューブを抜去し、以降再燃なく経過観察中である。 

 

【考察】 

膵液瘻は2005年にInternational Study Group of 

Pancreatic Fistula (ISGPF)により「術後3日目のド

レーン排液中のアミラーゼ値が、血清アミラーゼ正常

上限基準の 3倍以上を示すもの」と定義され、臨床症

状によりGrade A/B/Cに分類された 3)。Grade Aは臨床

症状なし、Grade Bは感染徴候があり、3週間以上のド

レナージを要するが保存的治療が可能、Grade C はド

レナージが不良で敗血症を併発するなど難治性で再手

術を要する状態とされている。2016年に臨床的に問題

となる膵液瘻はGrade B/Cを示すものと定義された 4)。

膵液瘻は有効なドレナージがなされないと、細菌感染

を併発し、腹腔内膿瘍、敗血症、仮性動脈瘤の破裂か

ら腹腔内出血へと至る場合もある 5)。これまでは主に

経皮的ドレナージが行われてきたが、近年はEUS-TDの

有用性（手技成功率90-100%、治療成功率79-100%）が

報告されている 2), 6)-8)。ドレナージ効果は経皮的ドレ

ナージと同等と報告され 7)、内瘻化が容易で膵液が腸

管に還元される点で有利である 9)。大楽らは術後隣接

周辺臓器の漿膜同士の癒着は術後 3日目には始まるこ

とから、早期ドレナージは可能と報告している 9)。症例

1は術後22日目であり術後早期ドレナージ例であった。

一方でEUS-TDはいまだ標準的治療ではなく、竹中らは

日常診療で EUS/EUS-FNAを行っていない施設、内科外

科の連携構築が難しい施設は行うべきではないとして

いる 10)。今回の報告例は外科のバックアップの元に、

EUS/EUS-FNA に熟練した術者とガイドワイヤー操作に

習熟した助手の2名により施行された。 
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図1 腹部CT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 EUS-TD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 腹部CT（EUS-TD 6日後）               図4 EGD（内瘻化） 
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図5 腹部CT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6 EUS-TD（初回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7 腹部CT（EUS-TD 6日後）             図8 腹部CT（内瘻化翌日） 
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図9 EUS-TD（2回目）     図10 腹部CT（EUS-TD 5日後）    

 

 

 

 

 


