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3Fマイクロカテーテルを進めた。胸管の全体を造影
して分枝パターンを評価した。
　3～8個の5㎝長，3～6㎜径マイクロコイルを近位
胸管内で横隔膜上かつ漏出と思われる部位の下で閉塞
するように連続に置いた。コイルで完全に閉塞してい
ない場合，500～710㎛のポリビニルアルコール粒子
を使用した。5人の患者ではNBCAを 1：1あるいは
1：2にLipiodolで希釈して1～1.5㎖胸管に注入した。
　リンパ本管にカテーテルが入らず，乳糜槽が造影さ
れない患者では細い後腹膜リンパ側副路を対象に，針
でそれらのリンパ管を直接閉塞・途絶させるように試
みた。

Endpoints and Definitions
　結果は「治癒」「部分寛解」「無効」に分けた。
　「治癒」は胸水の日量が直ちに減少し，3～7日以内
に50～100㎖に，その後2，3日で胸腔チューブが抜去
でき，通常食で胸水が増加しない場合と定義された。
　「部分寛解」は治療後直ちに乳糜漏出が減少するが，
100～200㎖/d程度が持続あるいは再発し，低脂肪食
や胸水穿刺を繰り返す必要がある，あるいは胸膜癒着
や胸管結紮術が必要な場合とした。このグループの患
者は2～3週間内に大部分が治癒となった。
　「無効」は治療後の乳糜量に変化が見られない場合
とした。このグループの患者は大多数胸管結紮術や胸
膜癒着術が必要となったが，何人かは手術を受けるに
は衰弱しており合併症で死亡した。
　合併症は足背リンパ管造影に伴う手技的なものとし
て切開部感染，色素アレルギー，脂肪塞栓による肺機
能障害を，また経腹的穿刺や後腹膜リンパ管カテーテ
ルに伴うものとして腹腔内出血，腹膜炎，乳糜腹水，
胸管破裂，マイクロコイルの逸脱をあげた。
　退院後3ヵ月の期間の間に，患者の健康状態と乳糜
胸再発に関する情報は電話で患者や家族，紹介元の医
者から得た。

Results
　直径2㎜以上のリンパ管であればすべてカテーテル
処置することができた。26例の患者のうち22回で乳
糜槽から胸管にカテーテルが可能で，7回では後腹膜
リンパ管からカテーテル処置された。
　リンパ本幹をカテーテル処置することができなかっ
た16例の患者では最も乳糜漏につながりそうなリン
パ管を複数回穿刺して途絶させるように試みた。
　リンパ管撮影法の開始から適切な後腹膜リンパ管の
造影までの時間は，通常45～60分から一部の患者で
は2時間以上かかることもあった。経腹カテーテル法
から塞栓あるいは針による途絶処置までの平均的時間
は30分であった。
　胸部での乳糜漏はA群で14例，B群では2例の患者
で同定された。大きなリーク以外，ほとんどは水性造
影剤による選択的な胸管造影後のみに見られた。
　胸管塞栓を施行した26回で治癒が16例，部分寛解

紹介の理由
　リンパ管造影は2000年以前には悪性リンパ腫のス
テージ診断や癌の転移の診断としてよく行われていた
診断手技だったが，その後の非侵襲的画像診断の進歩
に伴ってほとんど行われなくなっていた。ところが最
近は新たな IVR 手技として復活している。主に診断目
的で施行されていた時代にも乳糜胸に対して行ったと
ころ乳糜胸が改善したという報告はあった。そこから
発展して乳糜胸の IVR 治療としての胸管塞栓術が報告
された。
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文献内容の翻訳
Materials and Methods
　対象グループ：4年間で42人（21人の男性と21人の
女性）の有症状の乳糜胸を治療した。29人の1日500㎖
以上の高出力乳糜患者（16人の男性，13人の女性）を
グループA，13人の低出力患者（5人の男性，8人の女
性）をグループBとした。

Techniques
　足背リンパ管造影法を施行し，後腹膜リンパ管が横
隔膜のレベルまで描出されるまで油性造影剤の流れを
透視下に観察した。
　局所麻酔のあと，剣状突起から5～10㎝下で横行結
腸の頭側の中央線で穿刺を行った。0.035インチの先
端 J型ガイドワイヤを細径穿刺セットのシースに通し，
10Fのピールアウェイシースを腹膜腔に誘導した。8F
カニューレをシース経由で腹膜腔に誘導し，リンパ管
を21～22－ゲージ細径同軸針で穿刺した。0.018インチ
親水性マイクロガイドワイヤを針から胸管に誘導し，
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は6例であった。1例の患者は無効だったが，その患
者は乳糜性滲出液ではなく悪性の胸水と思われた。心
臓移植を受けた1例の患者では塞栓術をあと2回繰り
返した。もう一人の病因不明の胸水心嚢水患者は1回
の再塞栓を行い，いずれの患者においても治癒が得ら
れた。食道切除を受けた3例の患者は，カテーテル法
を行ったが塞栓は行われなかった；2例では以前，手
術中に胸管結紮が行われていて完全に閉塞しており，
後の1例は原発性の乳糜性腹水であった。
　グループAの29人の患者のうち75％は治癒し，16
人では経皮的インターベンション，5人で胸管結紮，
1人では補完的な胸膜癒着が行われた。手技的な死亡
はなかった。
　29人の外傷性乳糜胸患者では76％は経皮的インター
ベンションで治癒あるいは部分寛解となった一方，13
人の非外傷性乳糜胸患者では84％で治癒あるいは部分
寛解を得た。部分寛解の5人の患者のうちの3人では，
補完的な胸膜癒着を2人，胸管結紮術を1人で行った
が，3週を越えて再発する胸水を認めた。3ヵ月のフォ
ローアップの間，手技関連以外の死が非外傷性乳糜胸
グループで6例，外傷性乳糜胸グループで2例あった。
　要約すると，29例の胸管塞栓とリンパ管針途絶術の
うち，21例（72.6％）で長期の再発なしに即時の乳糜胸
治癒が得られた。部分寛解は8例（27.4％）だった。閉
塞が確認された2例の胸管結紮後の例を加えれば胸管
カテーテルによる手技的な成功率は78.6％まで増加す
る。42人の患者における経皮的インターベンションで
の完全あるいは部分寛解率の合計は73.8％であった。
　手技に伴う重大な合併症や死亡はなかった。2例で
大動脈の誤穿刺があったが，合併症はなかった。経皮
的処置が失敗した患者のグループにおいて，5例で胸
管結紮術が行われたが4例が外科的合併症あるいは原
病の悪化で死亡した。
　経皮的処置の結果が部分寛解または無効例には胸
膜癒着術や外科的胸管結紮術の 2次的治療が行われ
た。胸膜癒着術または胸管結紮術にともなう死亡はな
かった。
　3ヵ月のフォローアップ期間中のすべての死亡例
（n 8）は，原病からの合併症，胸水のコントロール困
難，肺塞栓または外科的合併症であった。

Discussion
　乳糜の大量喪失は，低タンパク血症，低ナトリウム
血症，リンパ球減少と肺含気減少を引き起こし，致命
的な衰弱，脱水，浮腫，るいそうや血行力学的破綻に
いたる。経験的に軽い胸管損傷は乳糜漏を生じること
なく治癒しうる。有症状の乳糜胸となるには縦隔への
乳糜の持続的な漏出をきたすのに十分な胸管裂傷や1
つ以上のリンパ管分枝損傷が必要である。キローマが
形成され増大を続けるとやがて胸腔内に破れ，永続的
な乳糜漏が形成される。最初の外傷から数週間は乳糜
胸が顕在化しないことがあるのはこのためである
　乳糜性滲出液の診断は，外観と110㎎以上の中性脂

肪濃度，カイロミクロンの存在でなされるが，完全静
脈栄養を行っている患者にはこのような基準は存在し
ない。鑑別診断困難なのは，乳糜胸，反応性胸膜炎と
悪性浸出液が単独あるいは組み合わせで存在するとき
である。結果的に乳糜性滲出液ではないとわかったそ
のような3例の患者の1例は食道癌の胸膜転移で胸管
塞栓術は無効であった。食道切除を受けた2例の患者
は胸管結紮が不成功と思われていたが造影で閉塞され
ていると判明した。
　胸管結紮術は死亡率2.1％，合併症38.8％と報告が
あるが，死亡率は状態が悪く結紮術が1ヵ月以上遅れ
た場合16％以上となることがある。外科的胸管結紮
術の有効性は90％程度であると考えられる。この研
究においても胸管結紮術は，9.5％の失敗と7％の部分
寛解に終わった。胸腔鏡下手術による胸管クリッピン
グや結紮術は開胸手術より安全で侵襲性も低いが，胸
管からのリークを同定できないこともあり，広くは使
われていない。
　胸膜癒着術は通常単独では乳糜胸と治療としてあま
り効果的でない。この研究においても入院の前の4例
と入院後の1例で失敗し，2例で部分寛解だけであった。
　高流量の乳糜胸は，胸部のおよび頸部手術のまれで
あるが重篤な合併症である。単一施設による研究では，
その発生率は11,314件の胸部手術の0.42％であった。
これらのうち2.9％は食道切除の後に起こった。グルー
プA，B，CとDで開胸を受けた26例においても乳糜
胸は食道切除（n 9）の後に最も一般的に見られた。乳
糜胸が心臓内および冠動脈バイパス移植手術における
胸骨正中切開の後に見られるのは稀なのにもかかわら
ず，乳糜瘻孔の高い発生率がこの群の中にあった。そ
れは2例の患者における外科的合併症（たとえば縦隔
内出血と心停止のため繰り返し手術を行っていた）の
結果と1例の患者における冠動脈バイパス術の一部と
して左内胸動脈を使用していた場合であった。
　増悪する呼吸困難と胸部不快感で受診する低流量の
乳糜胸患者からは知られていなかった悪性疾患や全身
性良性疾患（リンパ管平滑筋腫や鈍的外傷の既往など）
が見つかることもあるが，しばしば病因は不明のこと
もある。
　胸管結紮術の失敗の原因の一つは，乳糜漏に連続す
る副枝の結紮に失敗することである。選択的な経皮的
胸管造影はリンパ管撮影法よりも明瞭に異常リンパ管
を描出するのでこれを予防することに非常に役立つ。
本研究の2例の患者で示されるように，副枝は直接あ
るいはその分岐の近位から塞栓することができる。
　乳糜槽はさまざまな形状を示す嚢で直径2～16㎜で
ある。それは，検死解剖の50～94％で，足背リンパ管
造影では64.5～80％に確認される。この研究において
乳糜槽は19例の患者（45.2％）だけで見つかった；しか
しながら7例の患者では直径2㎜の後腹膜リンパ管を
同定でき，カテーテル法が成功した。
　細い側副路で正常な太い後腹膜リンパ本幹が置換さ
れていたのは，本研究で患者の38％に認められた。



　26例の患者において，29回の手技で胸管は問題なく
カテーテル処置され，26の手技で塞栓された。閉塞性
血栓を形成するために微小コイルを胸管に最初に挿入
した。一部の例ではこれによるリンパ停滞が不十分で
あったため微小塞栓剤が追加された。自然胸水心嚢水
患者と心臓移植後の2例において，最初の塞栓術が有
効だったにもかかわらず，量は減ったものの漏出は続
いた。同じ手技により塞栓術を繰り返し，最初の患者
では治癒が得られたが，第2例は3～6週にわたって
胸腔穿刺を繰り返す必要があった。
　6ヵ月後に2人目の患者がカテーテル治療を繰り返
すために戻ってきた際に，胸管はコイルの再開通のた
め部分的に再還流していた；今度は胸管をNBCAに
より再塞栓し最終的に治癒を得た。この経験から乳糜
凝固薬タンパク質の欠乏を持つ患者もいるので著者は
NBCAの積極的な使用を支持している。犬の実験では
NBCAは効果的に胸管を塞栓することが示された。
　リンパ管をカテーテル処置することができなかった
患者において，針による途絶術によって5例で完全治
癒が得られ2人の患者で部分寛解を得た。一部の患者
では有効な場合があるのでリンパ管針途絶術を試みる
べきだが，大動脈に近すぎる，到達できない位置であ
る，あるいは十分に造影されない複数のリンパ管側副
路を塞栓するのには適当ではない。電気凝固，リンパ
管のレーザー破壊またはリンパ管の癒着を引き起こす
薬剤注射などをこの目的のために検討する必要がある。
　胸管塞栓術とリンパ管針途絶術は，合併症なく73.8％
で治癒あるいは部分寛解が得られた。
　長期の治癒率は，胸管結紮術，胸膜癒着や保存的治
療を追加して81％まで増加した。
　死亡率は19％で，これらの患者の多くは高度の悪液
質，脱水と低タンパク血症があり，原病の重篤さ，病
気の進行と手術による外科的な合併症の結果だった。
　要約すると，乳糜胸の治療の経皮的インターベン
ションは外科的治療と比べて主要な長所は以下であ
る；ⅰ経皮的手順は，一般的な気管内麻酔と肺減圧の
代わりに局所麻酔と鎮静を使って実行できる；ⅱ経皮
的インターベンションは重篤な合併症や死亡がなかっ
た；ⅲその安全性から，リンパ漏出が内科的治療でお
さまるかどうか決定するために1～2週待つことなく，
乳糜胸が診断された直後に実行することがでる；ⅳリ
ンパ管造影法と選択的な胸管カテーテル造影は，漏出
部位と胸管枝の破格を確認するのに用いることができ
る；ⅴ胸管カテーテル法は前に施行された外科的胸管
結紮術後の開存可能性について調べるのに用いること
ができる ;そして，これらの経皮的手技は，入院患者
と他の病院から救急搬送による外来患者に原則的に合
併症なしに施行できるⅵ。IVR医は手技に慣れており
これらの救命処置を行うことが推奨される。うまく施
行されれば乳糜胸の経皮的処置はより危険な外科手術
に代わることができて，重症化や死亡率を減らせるの
と同時に，患者管理に伴う長期の入院費用を減らすこ
とができる。

　結論としては，特に状態が悪く衰弱した患者におい
て，経皮的後腹膜リンパ管インターベンションの早期
の積極的使用は，外科的胸管結紮術前に強く考慮され
なければならない。
（論文終了）

　上記の論文で使用されている足背からのリンパ管造
影法は，足背部に色素を皮下注射してリンパ管を染め，
その部位で小切開を加えてリンパ管を剥離して造影す
る方法であり，かなりの時間と侵襲を伴う。最近になっ
て，そけい部のリンパ節に直接穿刺で造影剤を注入し
てリンパ管造影ができることが報告された。低侵襲で
時間もかからない画期的な方法である。以下にその論
文のアブストラクトのみあげておく。

文献名
Feasibi l i ty of Ultrasound-guided Intranodal 
Lymphangiogram for Thoracic Duct Embolization
Gregory J. Nadolski, MD, and Maxim Itkin, MD.
J Vasc Interv Radiol 2012; 23: 613-616.

目　的
　胸管塞栓形成（TDE）のために超音波ガイド下リン
パ節内リンパ管造影（IL）を使用して胸管を造影できる
可能性を示すこと。

材料と方法
　6例の患者（2人の女性と4人の男性（平均年齢，59.2
［範囲，43～74y］））は乳糜胸のために ILとTDEを受け
た。超音波ガイド下で針を鼠径リンパ節に置き lipiodol
を注射した。胸管はカテーテル処置した，そして，示
されるように，塞栓術を実行した。リンパ管造影の開
始まで，目標の同定まで，胸管のカテーテル法まで，
そして，処置の完成までの処置のスタートからの累積
的な時間を集計した。時間は足背からのリンパ管造影
（PL）を用いたTDEを受けた6例の患者（2人の女性と4
人の男性（平均年齢，66.7［範囲，49～82y］））の対照群
の時間と比較した。

結　果
　胸管の造影，カテーテル法と塞栓術はすべての症例
で成功した。ILとPLでの累積的な時間（平均±標準偏
差）は処置のスタートからⅰ最初のリンパ管造影までは
それぞれ20.5分±8.6と46.5分±22.6であり，ⅱカテー
テル法のための目標の同定は60.5分±18.2と110.5分±
31.6，ⅲ胸管カテーテル法までは79.0分±28.9と128.2
分±37.0であった，そしてⅳ処置の完成までは125.8分
±49.0と152.8分±36.4であった。

結　論
　ILは塞栓術のための胸管造影可能な技術である。
TDEの際に ILでは胸管はPLより速やかに造影でき，
カテーテル治療できる可能性がある。
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