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ABSTRACT

In our department, from April 2002 through August 2005, a percutaneous endoscopic

gastrostomy ( PEG) was performed on 29 patients ranging from 16 to 90 years of age. PEG

is a simpler type of gastrostomy than a laparotomical gastrostomy. The purpose of this

study was to evaluate the post PEG complications and prognosis. All 29 patients underwent

the ``Introducer method for PEG. There was only one complicated patient with bleeding

disorder that was associated with acquired hemophilia A. She had poor blood coagulation

data as revealed by the prolonged of APTT without DIC ( Disseminated intravascular co-

agulation). This patient finally died due to complications resulting from bilateral aspira-

tion pneumonia, cerebral infarction and uncontrolled bleeding from the fistula following

PEG. Regarding the prognosis of these patients, only three patients survived for 2 years,

while no patient survived for more than 3 years. The coagulation functions, such as APTT

and PT, were fully evaluated before PEG m all patients. If this step is performed, PEG

is thus considered to be a safe and useful procedure. Ryukyu Med. J., 25{ 3,4) 135-140, 2006

Key words: percutaneous endoscopic gastrostomy ( PEG) , post PEG complication, acquired

hemophilia

はじめに

経皮内視鏡的胃療造設術( percutaneous endoscopic
gastrostomy:以下, PEGと略す)は従来の開腹胃痩
造設術と異なり,局所麻酔での施行が可能で簡便な方法

である.そのため全身麻酔を要する開腹胃療造設術にか
わって第一選択の術式とされている.医療経済の面から

慢性期患者の在宅医療-の移行が推奨され重要視されて
いる現在,自発的な経口摂取が困難で,栄養管理が在宅

移行への障害となっている症例においてPEGは重要な
手技の一つである1).しかし,近年その症例数の増加か
ら重篤な合併症の報告が散見されるようになってき

た2,3)今回私たちは,当科で施行したPEG症例を検

討し,その適応や安全性,問題点に関して考察した.
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症例と検討項目

対象は2002年4月から2005年8月までの3年5ケ月
間に当科で施行されたPEG症例である.男性16例,女

性13例の合計29例で平均年齢は65.4±17.1歳(平均値±

標準偏差)であった.全例でIntroducer法(鮒田式腹
壁固定具併用)が施行されていた.

全29例の基礎疾患,上部消化管内視鏡検査(以下,
GIFと略す)所見, PEG施行時合併症の有無, (1週

間以内の)短期合併症の有無,胃療カテーテル交換時の
合併症,予後に関して検討した.
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Table 1 Past history of the patients who underwent PEG

Sequela of cerebral infarction　　　　　　　　7cases

Cerebral thrombosis

Parkinson disease

Pharynx cancer

Spastic quadriplegia

Paralysis of vocal cord

Myasthema gravis

4cases

4cases

3cases

lease

lease

lease

Spinal cerebellar degeneration　一　　　　一-lease

Hypoxic encephalopathy

SMA thrombosis

Breast cancer

Cholangiocellular carcinoma -一・　　・一lease

Esophageal cancer

Esophageal cancer- pharynx cancer　-一一一lease

Neur0-myogenic diseasse comprised over 60% of all patients

( twenty patients)

fe'r　ミ

[ PEG施行症例の基礎疾患]

PEGの適応となった基礎疾患を表1に示した.神経
筋疾患が20例(69%)と過半数を占めた.また当科-の

PEG依頼科は,神経内科(13例)・耳鼻咽喉科(5例)・

精神神経科(4例)・小児科(1例)と多岐にわたって
いた.

[上部消化管内視鏡検査所見]

GIF所見では"所見なし"が21例(72.4%)と多かっ

た(Table 2. Findings of GIF).唯一の合併症発症例
である難治性腹壁・胃壁出血の後天性血友病症例(後述)

では,胃幽門部で壁外性圧排を認め,十二指腸-の内視

鏡の挿入が困難であった.

[PEG施行時合併症および(1週間以内の)短期合併症

の有無]

PEG施行時に出血などの合併症は認めなかった.

PEG施行後, 1週間以内の短期合併症としては難治

性の腹壁・胃壁からの出血を1例に認めた.本例は

PEG施行日の夜間にカテーテル刺入部から難治性の出

血を発症し,術後精査にて後天性血友病と診断された.

貴重な症例であり詳細を後述する.

[胃痩カテーテル交換時の合併症]

約半数の14例で胃療カテーテルの交換が確認できた.

内4例は当科で施行されていた.カテーテル交換時の合

併症(チューブ逸脱など)はなかった.

[予後]

予後に関しては観察期間中に7例(24.1%)の死亡例

を認めた.死亡例におけるPEG施行後の平均生存期間

は103.6±63.7日(平均値±標準偏差)で,死因は癌死

(原病死)が4例,誤購性肺炎が2例,脳出血が1例で

Fig. 1 Abdominal CT-scan

A heterogenous enhanced mass was observed in

the left hepatic lobe with signs of invading the right

abdominal wall (white arrows). Dilatation of the

stomach was observed in the upper part of the fornix

(black arrow heads). This patient was diagnosed as

Cholangiocellular carcinoma on the basis of histological

features of a percutaneous needle biopsy.

あった. PEG後の平均観察期間は169.1日と短期間なた
め, 3年生存例は得られていないが2年生存例を3例
(965- 1009- 1033日間生存)に認めた.

合併症発症例(後天性血友病A)
[症例] 80歳代,女性.

[主訴]右上腹部痛,右上腹部腫癌.
[家族歴]特記事項なし.

[既往歴]高血圧症で内服治療中であった.
[現病歴] 2003年9月,右上腹部痛のため近医を受診し

た.腹部理学所見では右上腹部に手拳大の腫癌を触知し
た.腹部CTで肝左葉から腹壁-直接浸潤する腫癖と胃

の拡張を認めた(Fig. 1 ).腫癌の経皮的針生検で腺癌
が検出され,肝内胆管細胞癌と診断した. 10月中旬,

繰り返す堰吐のため前医に入院した. 11月初旬には吐
血を併発し,精査加療および全身管理目的で当科-紹介

入院となった.
[入院経過]吐血に対して入院時に緊急GIFを施行した.

食道胃接合部に血餅が付着し,クリップによる止血術を

要した(Fig. 2).マロリー・ワイス症候群を発症した
ものと思われた.また胃内容物の通過障害のため,胃内
容逆流による誤喋で両側性肺炎を併発していた. 11月
下旬,胃内の減圧および誤嘆性肺炎の治療目的でPEG

を行うこととした.

血液検査では血小板数およびプロトロンビン時間は正
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Table 2　Findings of GIF

Normal findings

Erosive gastritis

Esophageal cancer

zcases

zcases

Esophageal vances post EVL　一　　　・一lease

Gastric ulcer( S2)

Duodenal ulcer( Sl)

Duodenal polyp

Compression of gastric antrum　--　　--lease

Normal findings were observed in 21 patients (72.4

EVL: endoscopic variceal hgation

Fig. 2　GIF on admission

In emergent GIF on admission, coagulation clots

were observed at the esophag0-gastric Junction level

(black arrows) (A). A clipping procedure was per-

formed for hemostasis (B).

常であったが,活性化部分トロンボプラスチン時間(以

下, APTTと略す)のみが著明に延長(101.6秒)して

いた(Table 3).また, PEG施行前日には末梢静脈

ルート抜去部の止血に難渋するような出血傾向も認めて

いた. Table 3に示すように高度貧血と低栄養状態も

併発しており,出血傾向の原因としては長期絶食による

低栄養に関連したビタミンK欠乏症と考えた.ビタミ

ンKを投与し,翌日, PEGを施行した. PEG施行中

には止血困難な出血はなかった(Fig. 3 ).
しかし, PEG施行日の夜間から胃療カテーテル刺入

部周囲の止血困難な静脈性出血がみられた.血中-モグ

ロビン値が7.9g/dlから5.4g/dlと低下し,血液製剤を

投与した.翌日の緊急GIFでは胃療カテーテル周囲か

ら胃内-の静脈性出血を認め,バルーン引き上げによる

圧迫や腹壁・胃壁間の結染糸の追加で一時的に止血され

た(Fig. 4).しかしその後も完全には止血せず頻回の

輸血が必要となった.同時期には採血部の紫斑や中心静

脈ライン刺入部の血腫など全身の出血傾向が著明となっ

た.経過中, DIC (播種性血管内凝固症候群)スコアは

2から3点で推移しDICの診断は得られなかった.

PEG施行4　日目測定の血液凝固園子のうち第VIII因
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Fig. 3　GIF at PEG

PEG was safely performed without any comphca-

tions such as severe bleeding.

Fig. 4　GIF at bleeding

A bleeding point was identified around the PEG

tube (black arrows). A ligation and tube compres-

sion were performed on the abdominal wall through

the gastric wall.

子のみが7%と著明に減少していた(Table　3).第

VIII因子インヒビター産生に伴う後天性血友病を疑い,

直ちに遺伝子組換え活性型第VII因子製剤によるバイ

パス療法を施行した.治療前に測定した第VIII因子イ

ンヒビターも41.9 BU/ml (基準値1.0以下)と高値で

あり(Table 3),後天性血友病Aの確定診断に至っ

た.施行後,貧血の進行は一時的に停止した.

PEG施行13日目には血液内科-転科し後天性血友病

の治療を継続した.プレドニゾロン20mgも追加投与

したが完全な止血は得られず,再出血をくり返した.脳

梗塞も併発し誤喋性肺炎のためPEG施行後44日目に死

亡した.
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Table 3　The laboratory data on admission

Complete blood cell count

WBC　　8500 /n¥
RBC　　　156 × 104

Hb　　　　4.8 g/dl

Ht　　　14.2 %

Pit　　　　30.1×104 /〃1

Blood chemistory

TP　　　　3.8 g/dl

Alb　　　2.1 g/dl

BUN　　32 mg/dl

Cre 0.40 mg/dl

Na

K

Cl

147 mEq/1

3.0 mEq/1

112 mEq/1

T.Bil　　0.2 mg/dl

AST　　　14 IU/L

ALT IU/L

LDH　　　121 IU/L

Coagulation test

PT　　　　　　13.7　seconds

PT%　　　　　91.3

APTT 101.6 seconds

(post PEG)

Factor VIII　　7 %

factor VIII inhibitor

41.9 BU/ml

Tumor marker

CEA 1 ng/ml

CA19-9　　　　84 U

The laboratory data demonstrated severe anemia, malnutrition,

prolonged APTT and a high level of CA19-9. After PEG, a low

level of coagulation factor VIII and a high level of an inhibitor

of factor VIII were observed.

考　察

一般的なPEGの適応は, 4週間以上の生命予後が見

込まれる自発的な経口摂取不能例4)であり,具体的には

経腸栄養のアクセス目的,くり返す誤嚇性肺炎,消化管

の減圧目的5)など,とされている.白験例29例中, PEG

施行後4週間以内の死亡例は施行後15日目に死亡した

1例のみ(3.4%)であった.剖検は未施行であるが,

死因は進行性核上性麻痩からの誤喋性肺炎および窒息に

よるものと推察された. PEG施行例の予後に関して松

原らは65歳以上のPEG症例を検討し,施行後7日以内

の周術期死亡率は1.7%, 30日以内の死亡は5.9%と報告

している2).自験例は10代の若年症例も含まれており,

単純な比較はできないが短期合併症に関しては,ほぼ満

足できる結果だと思われた.

死亡7例中,誤顧性肺炎の併発を2例に認めた.前述

のように誤嘆性肺炎はPEGの適応とされている.しか

し, PEG施行後に誤顧性肺炎を含めた呼吸器合併症が

改善しない,または新たに出現する症例が散見され

る6,7)このような呼吸器合併症の防止目的で様々な施

設において,経腸栄養剤の固形化やPEG痩孔を使用し

た経皮内視鏡的空腸痩造設術などが行われている6,7)

誤顧性肺炎例2例のうち1例は進行性核上性麻痔による

垂下障害のためPEGが施行されたが,夜間に急死した.

死因は誤嘆性肺炎および窒息によるものだと推測された.

誤購防止のためにPEGが施行されたが,原疾患に関連

すると思われる誤顧からの呼吸器合併症を回避できなかっ

た.また他の1例は前述のように進行胆管細胞癌に後天

性血友病を併発した症例で胃内減圧を目的にPEGが施

行された. PEG施行後は穿刺部の出血コントロールが

主な治療となり, PEG痩孔部を利用した経皮内視鏡的

空腸痩造設術まで移行することはできなかった.本例が

進行癌終末期でPEGの適応はなかったとの考えもある

が全身状態の改善を主目的とし,この時点で緩和医療-

の移行は考えていなかった. PEGが安全な手技8)だと

の過信があったのかもしれない.本例も結局は脳梗塞併

発後に誤噺性肺炎で死亡している.以上のように自験例

や文献6-7)からも, PEGが誤嘆性肺炎例に必ずしも有

効であるとの結論は得られず,誤顧性肺炎に対する

PEGの施行は再考を要するものと思われた.

自験例の周術期管理では抗生剤(第1世代セフェム系)

投与をPEG施行当日のみとし,翌日から水分注入,術

後2日目からは経管栄養を再開している.またチューブ

交換時期に関しては感染やチューブ閉塞などの特別な理

由がない限り, PEG施行2ケ月後の交換を原則として

いる8).一般的にチューブ交換時期はPEG後の療孔形

成がチューブ挿入後, 2週間程度ということから9),同

時期のチューブ交換で特に問題はないとされている.こ

れと比較すると自験例のチューブ交換時期は遅い設定で

ある.その理由としては,チューブ交換が可能な療孔形

成にはPEG後,少なくとも3-6ケ月が必要であると

の蟹江の報告10)による.この中で蟹江は汎発性腹膜炎の

発生予防に経皮胃壁固定術(鮒田式腹壁固定具など)の

併用を推奨している.自験例では全例本法を施行し,チュ-
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ブ逸脱症例は経験していない.当施設ではPEG施行後

に他院や長期療養型施設に転院する症例が多く,チュー
ブ交換医とPEG施行医は異なっていることが多い.事
実,自験例でもPEG施行医がチューブ交換を行ったの

は(当科入院中の) 4症例のみであった.このような観

点からチューブ交換時期は完全にPEGによる療孔が完
成し安全であると推測される2ケ月後に設定した.以上
の術後管理で現在のところ,チューブ交換時の(チュー

ブ)逸脱症例の報告はない.

自験例で唯一のPEG施行後の合併症発症例は,難治
性の腹壁・胃壁からの出血がみられた後天性血友病A
症例であった.本例はGIFで胃前庭部の閉塞を認め誤

癖性肺炎を併発していた.胃内容貯留のため逆流性食道

炎を発症し誤嚇性肺炎に至ったものと考えPEGを施行
することとなった.後天性血友病はAPTTの単独延長

が特徴的であり,第VIIIや第IX因子に対する自己抗
体(インヒビター)を保有し止血困難を来す病態であ

る11)発生率は年間100万人に0.2-1人と比較的稀で,
その死亡率は7.9から22%とされ,発症から2 -3週間

での失血死が多い12-17)基礎疾患としては頻度順に特発
性,自己免疫性疾患(勝原病など),蛮性腫癖(固形癌・

血液系など)となっている11,18)固形癌において欧米で
は肺癌や前立腺癌19,20)が,本邦では胃癌や大腸癌が多
い18)自験例は固形癌である局所進行胆管細胞癌症例で

あった. PEG後に後天性血友病Aと確定診断され,逮

伝子組換え活性型第VII因子製剤によるバイパス療法
やプレドニゾロンによる治療を行った.しかし完全止血
は得られず,自験例は肺炎や脳梗塞を併発し失った.請

治療で出血が制御できなかったのは,第VIII因子イン

ヒビターが5 BU/ml以上の高力価であったことと,全
身状態が不良なため基礎疾患である胆管細胞癌に対する
化学療法などの諸治療が施行できなかったことに関連し

ている17)と考えられた.白験例は他に咽頭癌や乳癌など

の担癌症例も含まれていた.これらの悪性疾患は前述の
後天性血友病発症例の基礎疾患にも挙げられており9)高
危険群である.自験例においてはPEGの施行が直接死

因には至っていないが,全身状態に影響しており,比較

的低侵襲なPEGでも術前の出血傾向や凝固異常を軽視
しないことが重要である.ビタミンKを補充L PEG

を施行したが,その効果判定が不十分で後出血を引き起
こしてしまった.特に出血歴や家族歴のない出血傾向を

有する症例で, APTTの単独延長時には後天性血友病
の可能性を考えるべきであった.自験例は転院時にすで
に消化管出血などの出血傾向があり,誤嘆性肺炎を発症

していた.自験例の治療方針としてはまず誤噺性肺炎に

対して,経鼻胃管チューブの挿入などで胃内を減圧し,
逆流を防止しながら出血傾向に対する精査をすすめるこ
とが最優先であった.確定診断後に適切な治療を行い,

PEGを施行するという治療手順であれば今回のような

合併症は回避できたものと考えられた.おおいに反省す
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べき症例であった.

当科で施行されたPEG症例は神経内科・耳鼻咽喉科・

精神神経科・小児科など他科からの依頼症例が全体の79

%を占めていた.当院からの在宅移行や他療養型施設な

ど-の転院促進の点から考えると,今後このような依頼

症例はますます増加するであろう.適応や全身状態に関

して十分な術前管理や検討がなされていれば, PEGは

比較的安全な内視鏡処置である.これまでの私達の検討

でもPEGの施行前後では,栄養状態の悪化や重篤な合

併症を認めておらず有用で安全な方法であった8).今回

の検討でもPEG施行例では神経筋疾患が基礎疾患であ

る症例が過半数を超え,全身状態が不良な例が多い.こ

のような点からも,全身麻酔が不要で低侵襲的な手技で

あるPEGでも一旦合併症を発症した場合,重症化し致

死的になりうる.今後もPEGによる合併症の発症ゼロ

を目指して積極的に施行していきたいと考えている.

まとめ

当科におけるPEG施行症例の合併症は後天性血友病

の1例のみであり,他に重篤な合併症の発症はなかった.

術前の出血傾向・凝固異常を十分検討することで出血な

どの合併症は回避できるものと考えられた.誤嚇性肺炎

で2例失っており,本疾患に対するPEGの適応は再考

を要すると思われた.
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