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肝細胞癌切除後胸水貯留症例の検討

大阪府立成人病センター外科
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結  言

肝細胞癌肝切除後の合併症 として,腹 腔内出血,腹

陛内感染症,消 化管出血,呼 吸器合併症,大 量腹水な

ど種々の合併症が報告されているll~め
.肝 細胞癌症all

は肝硬変や慢性肝炎などの慢性肝障害を合併している

ことが多いために,術 後の新たな合併症により重篤な

状態におちいる危険性があり,そ れぞれに対し慎重に

対処する必要がある。 こ れらの合併症の中で高頻度に

みられる右側胸水貯留は,術 後の呼吸不全や低酸素血

症をはじめとして種々の呼吸器合併症へ と進展する可

能性があ り,注 意すべき合併症の 1つ である。今回わ

れわれは,肝 細胞癌切除後に発生した右側胸水貯留の

成因について種々の検討を加えたので,文 献的考察を

加えて報告する。

対  象

術式,切 除量などの明らかな1986年1月 から1989年

12月末までの 4年 間に大阪府立成人病センター外科に

て切除した肝細胞癌症例147例中,初回手術例で肝切除

のみを施行 した症例 (ただし術中開胸を必要 とした症

例を除 く)115421を対象とした。肝切術後経過中に,胸

部 X線 写真において胸水貯留を認め,か つ胸腔内 ド
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レーン挿入やエラスター針による穿刺排液などの治療

を必要 としたものを胸水貯留症例 と定義 した.

統計学的な処理は,Student t‐test,χ
2検定を用い,

p<005を もって有意差あ りとした。

結  果

1.肝 細胞癌切除対象症例115例中,切 除術後胸水貯

留症例は39例(34%),非 貯留症例は76例(66%)で あっ

た。

以上の胸水貯留症42139421をA群 ,非貯留症例76例を

B群 として両群間の背景因子を比較検討 した。

① 術前因子 :両群間の術前因子として,術 前の,

ICGR‐15(%),ヘパプラスチンテスト(%,以下 HPT),

血清アルブミン値(g/dl,以下 Alb)について比較した

と ころ,ICGR‐15はA群 21.1±8.6%,B群 18.5±

9.9%,HPTは A群 69,8±12.9%,B群71.0±142%,

Albは A群 3.7±0.5g/dl,B群3.8±0.4g/dlで,両群

間に差はなかった。

② 手術因子 :1)切 除量,手 術時間,出 血量,輸 血

量 :A群 では切除量2270±26.4g,手術時間227.0土

52.4分,出 血量1,618±509ml,輸血量753.8±61mlで

あったのに比べ,B群 ではそれぞれ214.1±39.3g,

199,7±66分,1,268±861ml,554.5±455ml,で両群間

に差はなかった。2)切 除部位 :A群 では右葉側の切

除例が34例(87%),左棄側切除例が5例 (13%)であっ

肝細胞癌切除症例115例において,肝切除術後の右側胸水貯留の成因について検討した.対 象全症例

における,胸 水貯留症例,非 貯留症例の 2群 間の背景因子の検討では,術 前肝機能,切 除量,手 術時

間,出 血量については,差 がなかったが,胸 水貯留例中の肝右葉脱転例の頻度は非貯留711に比べ有意

に高かった(p<0.01).次に,肝 右葉の脱転を施行した86症例の検討では,術 前肝機能 としての ICGR‐

15不良症pll(p<005)と ,術 後の腹水大量貯留症例 (p<0.01)の 2点 において,有 意に術後の胸水

貯留症例が多かった。また胸水貯留症例 3例 での胸水および腹水の生化学校査値は,ほ ぼ同様の値を

示した。以上より肝切除後胸水貯留症例は肝脱転施行例,そ の中でも肝機能不良例,術 後腹水が多い

症例に多 く,そ の発生機序は手術操作によるリンパ路と横隔膜の機械的な損傷にもとづ く,腹 水の胸

腔内への流入であることが示唆された。
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亜区域切除 7例 ,部分切除20例で,C群 では10例,10例,

8例 ,19例 で両群間に差はなかった (Table 3).

③ 切除部位 :肝切除施行部位を前区域,後 区域,右

葉全体,内 側区域,外 側区域,左 葉全体の 6つ に分け

その症例の頻度について比較 した。A群 では前区域21

例,後 区域 9例 ,右 葉 4例 ,内 側区域 5421,外側区域

0例 ,左 葉 04/11で,C群 では23例,10例 , 4例 , 44//11,

0例 , 64/11で両群間に差はなかった (Table 4).

④ 術後腹水量 i術後腹水量を小量群,中等量群,大

量群の 3群 に分けて,胸 水貯留の有無について比較し

た。小量群は,術 後の腹水量が,連 日300mlを越えな

かった症例,大 量群は, 3日 間以上連続 して ドレーン

よりの腹水量が1,00oml以上であった症例,そ れ以外

を中等量群と定義 した。A群 では術後腹水量小量群が

22例 (56%),中 等量群が11例 (28%),大 量群が 6例

Table 3 Relationship  between  postoperative

pleural erusion and resected hepatic regions,in

the patients H′ho undenvent skeletonization of

the right hepatic lobe

Pleural effusion
Total

+

Lobectomy 3

Segmentectomy

Subsegmentectomy 7 8

Partial resection

Total

(NS)

Table 4 Relationship between postoperative
pleural effusion and resected hepatic part, in the
patients who underwent skeletonization of the
right hepatic lobe

たのに比べ,B群 では右棄側切除例46例(60%),左 葉

側切除例30例 (40%)と A群 において有意に右案側切

除が多かった (p<0.01)。また左葉側切除例中,A群

では 5例 中全frl(loo%)が内側区の切除例であ り,B

群では外側区の切除が194/1(63%),内側区の切除が11

例 (17%)と 両群間に差を認めた (p<001).3)肝 右

葉の脱転の有無 :A群 では39例全例 (100%)に肝右葉

側の脱転を行ったが,B群 では脱転施行91147例(62%),

非脱転71129例(38%)で 両群 間に差 を認めた (p<

0.01)。すなわち,肝右葉の脱転を施行した76例中39例

(51%)に術後胸水貯留を認めており,肝 右葉非脱転例

では29例中全例 (100%)に 胸水貯留を認めなかった

(p < 0 0 1 ) ( T a b l e  l ) .

2,次 に肝右葉側脱転施行例86例の中で,胸水貯留症

例39例,す なわち A群 と,非 貯留症例47711(C群)の

2群 間で種々の因子を比較検討 した。

① 術前因子 :両群間の術前肝機能の指標として,

ICGR‐15(%)を 比較したところ,A群 21.1±86%,

C群 156±8.9%と貯留群の方が有意に肝機能は不良

であった (p<001,Table 2).

② 切除範囲 1切除範囲を葉切除,区域切除,亜区域

切除,部 分切除の4つに分けその症例数の頻度につい

て比較した。A群 では,葉 切除 3例,区 域切除9例,

Table l  Relationship  bet、 veen  postoperative

pleural effus10n and skeletonizatiOn Of the right

hepatic lobe

Pleural effusion
Total

十
・

Skeletonization
of right
hepatic lobe

Total

( '  p < 0 . 0 5 )

Table 2 Relationship between postoperative
pleural effusion and liver function (ICG R-
15, %), in the patients who underwent skeleton-
ization of the right hepatic lobe

Pleural effusion

21 1■ 8 6・

(Ⅲ p<0=01)

Pleural effusion
Total

十

Anterior segment

Posterior segment 9

Right lobe 4 4

Medial segment 5 4

Lateral segment 0 0 0

Left lobe 0 6

Total

(NS)
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Table 5 Relationship between postoperative
pleural effusion and postoperative ascites, in the
patients who underwent skeletonization of the
right hepatic lobe

Pleural effusion

キ
■

Ascites
(-300 ml/day)

Ascites
(300-1,000 ml/day) 8

Ascites
(1,000 ml/day-) 6

(Ⅲp < 0 0 1 )

( 1 6 % ) , C群 では各々39 4 / 1 1 ( 8 3 % ) ,  8例( 1 7 % ) ,  0例

( 0 % )で A群 において有意に少量群が少なく大量群

が多かった (p<0.01, Table 5).

3.次 に肝細胞癌切除術後に右側胸水の発生 した 3

症例について,胸 水および腹水 (3例 ともに胸水,腹

水の量は500m1/日以上)の生化学的検査(Na,K,Cl,

総蛋白量,ア ルブミン値,総 コレステP― ル値,グ ル

コース値)を施行した (Table 6)。 3例 ともに,胸 水,

腹水の生化学的な性状は類似 していた。

考  察

対象とした肝細胞癌切除症例全例の検討において,

右側胸水貯留の成因を調べる目的で術前因子,手 術因

子など種々の因子について検討したが,術 前肝機能や

切除量,出 血量においては差がなく,術 中の肝右葉の

脱転の有無が最 も関与 していることが明らか となっ

た。切除部位においいても差を認めたが, これは肝右

53(53)

葉側脱転 とい う因子によって生 じた差であると考 え

た。肝左葉側の切除例の中で肝右葉の脱転を施行した

ものはすべて内側区域切除であった (内側区域切除に

際 しては,左 ,中肝静脈根部を肝外にて完全に露出し,

内側区域の最頭部を十分に切除することを原則にして

いる。 こ の操作を完全に行 うために,通 常肝右葉のか

なり広範な脱転を行っている).

以上の結果より,肝 細胞癌切除後胸水貯留の成因の

1つ として,肝 右葉の脱転の有無が重要な因子の 1つ

であると考え,対 象を切除全症例より術中肝右葉側脱

転施行例 とし,そ の中での胸水貯留群,非 貯留群の比

較を行った。この両群間において差を認めたのは術前

肝機能 としての ICGR‐15(%)と 術後腹水量の 2点 で

あった。したがって今回のわれわれの検討から,肝 細

胞癌切除後右側胸水の貯留は肝右美側脱転症例,つ ま

り右側の肝 リンパ系の機械的な破損が多いと考えられ

る症例に多 く,そ の中でも,術 前肝機能不良症例,術

後大量腹水症例に多 く認められた,とい う結果を得た。

以上の結果より肝切除後の胸水貯留の成因を以下のよ

うに推論した。
一般に,肝 細胞癌症例はその根底に慢性肝障害 (慢

性肝炎または肝硬変)が 存在する。 し たがって,術 後

胸水の原因としては,肝切除による肝機能が一時的に,

より低下することに伴 うアル ドステロン不活性化の低

下やアルブミンの合成障害。などが予想される。しか

しながら結果で示 したように,切 除全症例においては

肝切除後胸水貯留の有無は術前の肝機能の良悪に関係

しなかったことより,低 肝機能が胸水貯留の第 1の原

因とは考えにくい。また肝右葉の脱転によって,術 後

Table 6 Biochmical analysis of postoperative pleural effusion and ascites, in

the 3 cases

Case I Case 2 Case 3

Pleural
effusion Ascites Pleural

effusion Ascites Pleural
effusion Ascites

Na  (mEq/L)

K   (mEq/L)

Cl  (mEq/L)

TP   (g/dl) 5 5 5 7

Alb   (g/dl)

T_Chole (mg/dl)

BS  (mg/dl) 7

T.P.: Total Protein, Alb.: Albumin, T. Chole.: Total Cholesterol, B.S. : Blood Sugar
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が胸腔穿刺の不要な程度の胸水貯留例 も存在すれば,

必ず しも持続的な胸腔 ドレナージを必要 とせずエラス

ター針による排液だけでコン トロールしえる症f/1もあ

る。 したがって現時点では胸水貯留が予預Jされる症例

においては,術 後の胸部 X線 写真によって胸水貯留の

有無,量 および経過を厳重に観察 し,貯 留傾向の上昇

を認めた時点ですみやかに対処することが望 ましいよ

うに思われる。
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肝機能を悪化させ,腹 水,胸 水貯留の一因となること

も考えうる。 しかしながら,肝 脱転が術後肝機能の悪

化にどの程度影響を及ぼすかに関しては未だ明確な結

論は得られておらず,現 時点では肝右葉側の脱転すな

わち手術操作に伴 う種々の リンパ路 と横隔膜の械械的

な損傷が最も大きな原因であると考えたい。すなわち

肝切除操作に伴 う右側肝脱転の施行により,右 三角間

膜,肝 冠状靭帯が切離され,肝 上部下大静脈周辺の リ

ンパ管が傷害を うけるとともに,横 隔膜に腹膜の欠損

部位が生じ,胸 腔内に腹水が流入すると想像 された.

特に術前肝機能不良症例は末梢門脈系 リンパ管の線維

化増生も強 く",大 量の リンパ流の うっ滞や多 くの側

副流出路が発達 しているいため,肝 切除にともなうこ

れら多 くの リンパ流路の破損は代償が困難なほど大量

の腹水が発生する.さ らに一過性の術後疼痛や麻淳性

イレウスのため腹腔内圧は上昇しているため, この腹

水が陰圧の胸腔内に流入し,術 後の右側胸水貯留にな

ると思われた.実 際われわれの検討においても,肝 右

葉側脱転4/11においては肝機能が不良で腹水の大量貯留

例ほど胸水貯留例が多かった。また胸水と腹水の生化

学的性状がほぼ同様であったことも腹水の経横隔膜的

な流入を裏付ける 1つ の間接的根拠になりえると思わ

れた。文献的にも,われわれのこの推論は松股 らのの80

例の肝切除例の検討結果とも一致する。また肝切除例

ではないが,肝 硬変症例の肝性胸水は胸腔内で発生す

るのではなく,腹 水の経横隔膜的な流入がその原因で

あるとされているゆり.

最後に今回の検討より,右 側脱転症例で術前の肝機

能不良4/1では術後右側胸水発生の可能性が高いので術

中に右側胸腔内 ドレーンを留置しておくのも一法では

ある。 しかしながら術直後からの胸腔 ドレナージは思

者の早期離床を妨げる一因になる。また少数ではある

Retention of the Right Pleural Effusion after Hepatectomy in Patients with
Hepatocellular Carcinoma

Hiroaki Nagano, Yo Sasaki, Shingi Imaoka, Seizo Masutani, Osamu Ishikawa, Hiroaki Ohigashi,
Hiroshi Furukawa, Toshiyuki Kabuto, Masahiro Hiratsuka, Masao Kameyama,

Hiroki Koyama and Takeshi Iwanaga
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The retention of right pleural effusion after hepatectomy was examined in 115 patients with hepatocellular
carcinoma who underwent hepatic resection. Pre- and intra-operative background factors were compared between
the patients with and without postoperative pleural effusion. The frequency of patients who had skeltonization of
the right hepatic lobe was significantly higher in the former group than in the latter (p<0.01), although no
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significant differences were recognized between the two groups in most other factors. Among 86 patients with

skeletonization of the right hepatic lobe, the value of ICG-R-IS was significantly worse (p(0.05) and the volume of

ascites was significantly more (p(0.01) in the effusion-retention group than the non'retantion grcup. Moreover, the

results of biochemical assays of both pleural effusion and ascites were extremely similar in 3 patients with pleural

effusion. These results suggested that the retention of right pleural effusion after hepatectomy was caused by the

inflow of ascites into the thoracic cavity through a mechanically injured diaphragma, and it occurred more often in

patients with poor liver function.
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