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症　例

保存的治療抵抗性肝嚢胞に対し腹腔鏡下開窓術に
大網被覆術を併施した 1 例
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要　　旨

　症例は 80 歳，女性．内科的治療に抵抗性の単純性肝嚢胞との診断で当科紹介となった．既
往歴に右腎癌に対する右腎部分切除術があった．腹部造影 CT では右肝を占拠し，下大静脈を
圧排する最大径 22 ㎝の境界明瞭な嚢胞性病変を認めた．有症状の単純性肝嚢胞と診断し，腹
腔鏡下肝嚢胞開窓術を施行した．術中，既往の保存的加療に伴う横隔膜下，モリソン窩周囲
と嚢胞壁の癒着が強固であった．そのため，十分な開窓は困難と判断し，可及的な開窓と内
腔焼灼とともに大網を挙上し，遺残する内腔を可及的に被覆する方針とした．術後経過は良
好で，術後 18 ヶ月経過の現在，再発の兆候を認めていない．大きく，治療既往を有するなど，
十分な開窓が困難であるおそれのある肝嚢胞開窓術において，大網被覆は安全かつ有用な補
完的手技となり得ると考えられた． 
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はじめに
　肝嚢胞に対する腹腔鏡下の開窓術は，その侵襲の低さと
簡便な手術手技から，現在の標準的な外科治療となったと
考えられる 1-3 ）．しかし，その一方で，腹部手術や肝嚢胞
に対する保存的治療などの既往によって，不十分な開窓に
よる再発や過剰な開窓による合併症発症に関する報告も散
見される 1 ）2 ）．
　今回我々は，右腎癌治療の既往を有し，繰り返す保存的
治療に抵抗性であった肝嚢胞に対し，可及的な腹腔鏡下の
開窓術に大網被覆術を併施し，良好な経過を得ている症例
を経験したので報告する．

症　　例
症例：80 歳，女性
主訴：腹満感，両下腿浮腫．
既往歴：78 歳時，右腎癌に対してロボット支援下右腎部
分切除術．
現病歴：77 歳時に腹満感を認め，肝嚢胞に伴う症状との
診断から経皮的な穿刺排液と塩酸ミノサイクリン注入によ

る治療が 3 回行われた．治療に際しては一時的な症状改
善を認めるものの，腹満感の増悪のみならず，両下腿浮腫
の出現を認めるようになり，外科的加療を希望され当科紹
介となった．北海道や東北地方の居住歴はなく，キツネと
の接触もなかった．
現症：身長 157 ㎝，体重 70kg，右側腹部に手術瘢痕あり．
腹部は右側を中心に膨満を認めるが圧痛や自発痛はなし．
両下腿に浮腫を認めた．
血液検査所見：WBC: 4600 / μ L, RBC: 381 × 104 / μ L, 

Ht: 36 .2％ , Hb: 11 .7g/dL, CRP: 0 .21mg/dL, T-Bil: 0 .8mg/

dL, AST: 25 IU/L, ALT: 20 IU/L, ALP: 391 IU/L, γ -GTP: 

157 IU/L, CEA: 1 .1ng/mL, CA19 -9 : 6 .7U/mL であった．
下肢静脈超音波検査：深部静脈血栓や静脈瘤などは認めら
れなかった．
CT 検査所見：右肝を占拠する長径 22 ㎝を超える境界明
瞭な嚢胞性病変を認め，同病変による肝下部下大静脈の圧
排を認めた．嚢胞性病変の内部に隔壁構造や壁在結節は認
めなかった．
以上より，保存的治療抵抗性で有症状の単純性肝嚢胞と診
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断し，腹腔鏡下肝嚢胞開窓術を施行した．
手術所見 ：腹腔内を観察したところ，術前の画像診断から
想定されたごとく，嚢胞は右肝を占める形で発育する腫瘤
として確認された．嚢胞壁に小切開を加え，内容液を約
5300mL 吸引した．ここでインドシアニングリーンを
5mg/body 静注し，赤外光観察下にグリソン鞘や肝実質を
確認し，開窓部の決定を試みた．しかし，既往の保存的加
療に伴う横隔膜下と嚢胞壁の癒着，モリソン窩周囲におけ
る右腎部分切除後部位の後腹膜と嚢胞壁の癒着が強固であ
り，嚢胞の大きさに対して十分な開窓は困難であると判断

した．そこで，残存嚢胞内腔面を十分に焼灼したうえで，
大網を挙上し可及的に遺残する内腔を被覆する方針とし
た．また，嚢胞は胆嚢床にまで及んでおり，開窓後には捻
転などの可能性も考慮されたため，胆嚢摘除を併施した．
残存嚢胞内腔面を可及的に焼灼して大網を横行結腸ととも
に挙上したところ，十分な可動性が確認し得たため，大網
で遺残する嚢胞内腔を被覆した．洗浄と止血確認後に閉鎖
式ドレーンを留置して手術を終了とした．手術時間は
233 分，出血量は 181g（ 遺残嚢胞内容液や腹水を含む）
であった．術後は合併症なく経過し，下腿浮腫の改善を認
め，術後第 9 病日に退院した．
病理組織学的所見：嚢胞壁は線維性に肥厚し，内腔背景の
乏しい平坦な胆管上皮で裏打ちされていた．悪性所見は認
められなかった．また，胆嚢にも特記すべき所見は認めら
れなかった．
術後 18 ヶ月後の CT 検査において，右横隔膜下には横行
結腸肝湾曲部と考えられる腸管とともに，大網に相当する
と考えられる脂肪組織を認め，嚢胞の再発などを疑う液体
貯留などは認められなかった．また，下肢の浮腫などの症
状についても症状の再発などを認めていない．
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図 1
右肝を占拠する長径 22㎝の境界明瞭な嚢胞性病変を認
めた．同病変によって肝下部下大静脈は圧排を受けて
いた．また，嚢胞性病変の内部に隔壁構造や壁在結節
は認めなかった．

図 3
A：嚢胞は右横隔膜下を占拠する形で認められた．
B：嚢胞の開窓後，遺残する嚢胞壁は右横隔膜に強固

に癒着していた（白矢印：嚢胞壁開窓断端）．
C：大網を挙上し，嚢胞開窓部を被覆した（白矢頭：

挙上し開窓部を被覆した大網，黒矢印：嚢胞壁開
窓断端）．

図 4
術後 18 ヶ月の CT において，開窓された嚢胞の増大な
どは認められず，再発の兆候は認められない．

図２
A：内容液吸引後の嚢胞壁内を走行するグリソン鞘

（灰矢印：グリソン鞘）．
B：嚢胞の開窓後，肝実質と嚢胞壁の間に明瞭な発色

の差を認めた（白矢頭：肝実質と嚢胞壁の境界）．
C：嚢胞内腔からも肝実質と嚢胞壁の間に明瞭な発色

の差を認めた（白矢印：肝実質と嚢胞壁の境界）．
D：胆嚢摘除においても総肝管，胆嚢管を容易に認識

可能であった（黒矢印：総肝管，灰矢頭：胆嚢管）．
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考　　察
　肝嚢胞に対する治療は，内科的な治療（ 経皮経肝ドレ
ナージ，塩酸ミノサイクリン注入，無水エタノール注入な
ど）と外科的な治療に大別される 4 ）5 ）．近年は腹腔鏡下
手術手技の進歩発展に伴って，当初から腹腔鏡下肝嚢胞開
窓術と遺残する嚢胞内腔の電気的焼灼などが行われること
が多いと考えられる．肝嚢胞に対する外科的治療は満足し
得る成績として報告されている一方で，時に治療に難渋す
る症例も経験され，手術後の再発あるいは合併症の発症な
ども無視できないと考えられる 1-3 ）．
　嚢胞壁の開窓は，開窓前には嚢胞内容液となっていた遺
残する嚢胞壁から分泌される液体成分を腹腔内において吸
収させることが目的の一つと考えられている 6 ）．過剰な
開窓に伴って，嚢胞壁内に存在するグリソン鞘を損傷する
ことは，開窓術後の血流障害や胆汁うっ滞から肝再生の阻
害を来たす可能性，あるいは予期せぬ出血や胆汁漏を来た
す可能性もある．そのため，可及的にグリソン鞘を中心と
した正常な肝構造物を温存しつつ，嚢胞壁の開窓を行うこ
とは合併症と再発予防の観点から重要なものであると考え
られる．
　また，遺残嚢胞壁の焼灼は本症例でも施行しているが，
前述の遺残する嚢胞壁の焼灼破壊により，分泌される液体
成分を減少させることを目的として行われている 7 ）．以
前はアルゴンガスを用いた焼灼が好んで行われ，その有用
性が報告されてきた 8 ）．しかし，気腹下に行われる肝臓
外科手術においては，気腹圧の上昇に伴って発症する経肝
静脈的な肺塞栓症が報告されており，腹腔鏡下手術におい
ては危険性の高い手技であるといえる 9 ）10 ）．また，過剰
な焼灼は遺残する血管や胆管，あるいは肝実質に対する熱
損傷の可能性も考慮される．これらのことから，特に再発
などに対して十分な配慮が求められる手術適応と考えられ
る大きな肝嚢胞に対する外科的治療においては，より安全
かつ効率的な手術術式が望まれる．
　肝嚢胞の治療は嚢胞に関連した症状に対する治療である
のみならず，感染性合併症を回避するためにも考慮される
べきものである．Urade ら 11 ）は 80 歳女性の感染性肝嚢
胞に対して手術加療を施行し，7 週間もの入院加療を要し
た症例を報告している．高齢患者で嚢胞への感染を併発す
ると，その制御のため長期間の入院加療を必要とすること
が容易に想定される．一方で，腹腔鏡下肝嚢胞開窓術は感
染を伴わない限り，その侵襲はごく軽度であると考えられ
ることから，十分な説明の下に，より積極的に手術適応を
判断していくことが望ましいと考えられる．
　今回我々は，肝嚢胞の開窓に併せて大網被覆を施行した．
大網被覆は肝嚢胞開窓術後の再発率低減を目的として報告
された手技であり，本邦においてもその経験と有用性が報

告されている 12 ）13 ）．大網によって開窓部を被覆するこ
とにより，開窓部の術後の癒着などに伴う閉鎖と再度の液
体貯留を予防する手技であるとされ，被覆する大網そのも
のにも遺残する嚢胞壁が産生する液体を吸収する能力があ
るとされていることからも良好な治療効果が期待できる手
技とされてきた．
　一方で，Wahba らは大網被覆の有用性について 23 例の
後方視的検討を行い，大網被覆の有無で再発率に統計学的
な差異を認めず，その有用性に疑問を呈している 14 ）．こ
の背景として，通常の嚢胞開窓術で十分に再発率が低いこ
とが挙げられており，不必要な手技は予期せぬ合併症の誘
因となり得るため，その適応には慎重であるべきであると
報告している．治療歴や手術既往などもなく，安全に十分
な開窓が可能と判断し得る場合，大網被覆の必要性は低い
と考えられる．しかし，本症例のように，これまでの治療
の既往に伴った周囲臓器との強固な癒着などが認められ，
不十分な開窓に陥るおそれがある場合の補完的な手技とし
て大網被覆は検討するべき手技であると考えられる．
　また，ICG 蛍光法を用いた臓器血流を中心とした評価
も，今回の手術において有用な指標となった．本症例にお
いては，嚢胞開窓の際に既往の治療歴などから開窓部位と
その大きさに制限が生じることが想定された．そのため，
ICG 蛍光法でグリソン鞘や遺残する肝実質などを視認し
得たことは，無用な臓器損傷を避けつつ十分な開窓を得る
という観点から，安全かつ効率的な嚢胞開窓において有用
であったと考えられる．また，ICG は血管や肝実質で蛍
光を発した後，胆汁に排泄される．そのため，経静脈投与
後にも胆管の分岐についてもその詳細を確認し得るため，
胆嚢摘除においても安全に施行可能であった．ICG 蛍光
法は本症例のように経静脈投与でも，また，胆道ドレナー
ジチューブを用いた直接投与でもその有用性が報告されて
きた 15 ）16 ）．そのため，今後の肝胆膵領域の消化器外科
領域手術において，有用な術中評価の指標の一つになるも
のと期待される．

おわりに
　保存的治療抵抗性肝嚢胞に対し腹腔鏡下開窓術に大網被
覆術を併施した 1 例を報告した．嚢胞に対する治療や腹
部手術の既往などから，十分な開窓が不十分となるおそれ
がある場合には大網被覆が補完的な手技として有用である
と考えられた．
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