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広範囲横隔膜浸潤に対し外腹斜筋による横隔膜再建を

併施した肝細胞癌の 1治験例

国立がんセンター東病院外科,千 葉西病院外科
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肝右葉を占拠し,右 下横隔動脈から豊富な血流を受ける巨大肝細胞癌に対 し,広 範な横隔膜合併切

除を伴う肝 3区 域切除を行い,ほ ぼ欠損 し右横隔膜を右外腹斜筋を用いて安全に再建 しえた 1例 を報

告する。術後経過 も良好で,再建前後で呼吸機能を比較 しても著 しい呼吸機能の低下は認められなかっ

た。肝細胞癌手術に際して横隔膜浸潤のため合併切除を余儀なくされることが多い。切除後の欠損の

多 くは単純閉鎖が可能であり,再 建が必要になるのはかなり大きな欠損の場合のみである。再建に使

用される材料 としてはテフロンメッシュなどの人工材料 と外腹斜筋,広 背筋などの生体材料があり,

おのおの欠点 と利点がある。われわれが行った外腹斜筋による再建は肝切除 と同じ体位,皮 切で比較

的簡単に行え,術 後,胆 汁漏などの感染の可能性のあることを考慮すると,感 染に弱い人工材料によ

る再建に比較 して安全性 も高 く,有 用な再建術式であると考えられた,
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はじめに

肝細胞癌の横隔膜浸潤を認める症例では腫瘍が突出

している場合が多 く横隔膜を合併切除しても単純縫合

で再建できる場合が多い。 しかし,広 範囲浸潤例では

合併切除された横隔膜の欠損が広 く再建が必要 とな

る。我々は肝切除後の広範な横隔膜欠損部に対 し生体

材料である外腹斜筋を用いることにより,安 全に再建

ができた症例を経験 したので報告する。

症  例

症例 :60歳,男 性

主訴 :体重減少

家族歴 :特記すべきことなし.

既往歴 :肺炎,副 鼻腔炎

輪血歴 :な し

現病歴 :1992年 8月 ,自 覚症状はないが,妻 より体

重減少 (4kg/year)を 指摘され,近 医受診する.腹 部

エコーにて肝 S8～S4にかけての巨大腫瘍を認め,手術

目的にて10月 5日 入院 となる。

現症 !身長172cm,体 重68kg,眼 球結膜には黄疸認

めず,眼 験結膜には貧血を認めなかった。腹部では膨
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隆,圧 痛認めないが,肝 を右季肋下で 3横 指触知 した。

入院時検査所見 :血 算ではWBC 8,700/mm3と ゃ

や上昇,生 化学 GOT l141U/′ ,5371U/′,LAP 2091U/

′,γ,GTP 2171U/′,LDH 8661U/′ ,腫瘍マーカーAFP

2,001ng/ml,CEA 9_4ng/ml,PIVKA‐ I12.20ng/ml

と上昇を認めた。HBsAg,HBsAb,HCVと も陰性で

あった (Table l).

画像診断 :腹部超音波検査では肝右葉から内側区に

かけてモザイク様の全体 として low echoicな腫瘍 を

認めた。腹部 CTで は肝右葉～内側区にかけて,造 影

の早期相で highに enhanceされ,内 部はlowな 巨大

腫瘍を認めた。血管造影では腫瘍はhypervascularで

典型的な肝細胞癌の所見であったが,右 下横隔動脈か

らの feederがあり,横 隔膜浸潤を疑った(Fig。1,2).

手術所見 :体位は左半側臥位 とし,右 第 7肋 間から

腹部正中に及び皮膚切開を加え,開 胸 ・開腹により肝

に達 した。肝硬変はなく,肝 細胞癌は右葉から内側区

域におよんでいた.横 隔膜 と肝細胞癌は強 く癒着 し剰

離は不可能 と判断し,合 併切除することとした。肝門

部で流入血管を処理した後,肝右葉を左方へ授動した。

右腹壁側の横隔膜を約3cm残 して横隔膜を切離 し,横

隔膜の大部分は肝に付着させたまま肝右葉 を脱転 し

た。右肝静脈を肝外で処理 した。左方は下大静脈の右
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CBC

WBC   8,700/mm3

RBC  439× 104/mm3

1 2 9 g / d l

39 5%

PLT  22 9× 104 mm3

Blood chemistry

Table I Laboratory data on admission
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Fig. 2 Angiography showed marked tumor ves-

sels from the right inferor phrenic artery.

Hb

Ht

TP

Alb

T―Bll

D‐Bll
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UA

BUN

CRE

Na

K

Cl

GOT

CPT

ALP

LAP

ChE

γ‐GTP

88g/dl

41g/dl

1 0mg/dl

0 4mg/dl

152 mg/dl

6 7mg/di

18 mg/dl

0 9mg/dl

137 mEq/′

4 4 mEq/′

98 mEq/′

1141U/′

381U/′

5371U/′

2091U/′

4011U/′

2171U/′

Urinalysis

SG

g l u

protein

ketonebody

HBsAg

HBsAb

HCV

ICGR15

LDH      866 1U/′

CPK       66 1U/′

AMY    86 1U/′

75g OGTT

FBS       85 mg/dl

30min    160 mg/di

60min    185 mg/dl

120min    170 mg/dl

TTT      12 4 KU

TBA      58/mo1/′

Tumor marker

AFP     2,001 ng/ml

CEA      9 4ng/ml

CA19 9     88 ng/ml

PIVKA‐ I1  2 20 ng/ml

Fig. 1 Enhanced CT scan showed huge tomor

the right lobe of liver.

辺縁で横隔膜を切離 した。肝内で中肝静脈を処理 して

肝右 3区 域切除,右 横隔膜合併切除を施行 した。横隔

膜の大きな欠損を外膜斜筋弁にて再建することとして

いた。

右外腹斜筋を腹直筋内腹斜筋 より剣離 し20×15cm

の有茎筋弁を作成 した。この筋弁を第 8肋 間から胸腔

内に挙上して,横 隔膜欠損部を補填して残存する横隔

膜 と縫合し再建 した.胸 腔,肝 断瑞および外腹斜筋採

取部皮下にドレーンを挿入し手術を終了した。手術時

Fig. 3 Operative findings. External oblique mus-

cle f lap,20x15cm in size, was made.

間は 7時 間21分,出 血量は2,300mlであった (Fig.3,

4 ) .

術後経過は良好であり, 2時 間後に抜管 した。特別

な呼吸管理は要せず, 3病 日に離床 し,47病 日に退院

した.

外膜斜筋による横隔膜再建の術前術後のスパイロメ

トリーと動脈血液ガス分析を示す (Table 2).ス パイ

ロメ トリーでは肺活量 は3.52Lか ら2.97Lへ と%VC

13_5%
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Table 2 Compared pre-operative
operative respiratory function

Spirometry

r11Qt73)

Fig. 4 Operative findings after repairing of the diaphragm. External oblique
muscle flap was inserted through intercostally and was sutured to the remnant

ゴ

は97.8%か ら82.5%へ と若干の低下が認められたが,

1秒量 ・1秒率はほとんど変化が認められなかった。

動脈血液ガス分析においてもPC02が やや上昇 してい

た以外は変化は認められず,呼 吸障害などの訴えも認

められなかった。胸部単純写真においては術前では腫

瘍のため右横隔膜がやや上昇 していたが術後 2か 月経

過 しても肺の広が りもよく,低 位固定 も十分であった

(Fig.5).平成 5年 9月 現在,患者は健在で外来にて経

過を見ているが,順 調で呼吸苦などの呼吸障害の訴え

はない。

肉眼所見 :切 除 した肝臓 は重 さ3,050g,腫 瘍 は

175× 138× 13 0cm,単 結節周囲増殖型であった。

病理所見 :背景肝は慢性肝炎像を示 し,腫 瘍細胞は

異形性の著 しい核 を有する大型でかな り分化度 は低

く, ヤまとんとゴthick―thin trabecular pattarnを 示し

Edmondsonも grade IIIで あった。 し かし,腫 瘍は横

隔膜に癒着するも明らかな浸潤は認めなかった。

考  察

横隔膜の再建には,1)単 純縫合術,2)人 工材料使

用,3)生 体材料使用の 3通 りの方法がある。この中で

単純縫合は最 も簡単で一般的な方法である.外 傷性横

隔膜損傷に対 しては,Waldhausenら
1)は21例中19例

に Ebertら 2)は53例中51例 ヤこFeinbergら 3)は13例中11

例に単純縫合を施行 している。小さい欠損に対 しては

単純縫合術で十分であるが,大 きな欠損の場合横隔膜

を代用物で再建する必要がある。人工材料 としては

Marlex,Dacron,Teaonな どが用いられている。外

傷の大きな欠損に対 し,Waldhausenら
1ちEbertらのは

Marlexを Feinbergら 3)はDacronを ,石 原らり,山 崎

らD,松 浦 らの,星 らのは TenOnを 使用している。生体

pOst,

Pre-ope Post Ope(30POD)

VC(L) 2 97

%VC(%) 82 5

FEV1 0(L)

FEVl o%(%)

Blood gas(room air )

Pre-ope POst‐Ope(28POD)

pH

PC02

P02 82 4

HC03 25 5

BE 2 3

母02 96_6
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材料 として先天性横 隔膜 欠損 での大 きな欠損 で

Rosenkrantyら的ま外腹斜筋 ・筋膜を, Shimpsonら
91

は内腹斜筋 ・腹横筋を,Holcombら
1のは肋骨 ・肋間筋

を中原11)は
有茎肋間筋を使用している。悪性疾患にお

ける報告は少なく,Ftlittaら
121は

食道浸潤を認める胃

癌に,Edingtonら
1めは軟部肉腫の横隔膜合切の際,広

背筋 と大網を,Shimamuraら
14)は

肝細胞癌に外腹斜

筋を用いたとの報告があるだけである。

Table 3に各再建法の利点,欠点をまとめた。肝細胞

癌の場合,横 隔膜浸潤が疑われる症例では腫場が突出

していることが多いので,単 純縫合で十分な場合が多

い。しかし,大 きな肝細胞癌で横隔膜の切除範囲が広

い場合は再建が必要 となる。肝細胞癌忠者の多 くは肝

硬変を合併 してお りimmunocompromized hostで 感

染に弱 く,人工材料を用いた再建は感染が問題 となる。

胆汁漏などによる感染の可能性がある場合,人 工材料

27巻  9号

よりも生体材料を用いる方が望ましい。生体材料には

遊離組織片,有 茎性腹壁筋,有 茎性腹壁筋,大 網,大

腰筋 ・腰方形筋がある。本症例では合併切除により右

横隔膜がほぼ欠損 し,そ の部を有茎性腹壁筋である右

外腹斜筋を用い再建 した。外腹斜筋を用いた再建は手

技的にも比較的容易で術中同じ体位 ・皮切で行 うこと

ができ,欠 損に対 しては右横隔膜ほぼ全体を覆 うに足

りる面積を得ることができる。また,感 染の可能性は

少なく,術 後の横隔膜の低位固定 もよく呼吸機能から

見ても有用で腹筋低下 もなくPerformance Statusも

良好である。

肝細胞癌で横隔膜合併切除しても組織学的に浸潤が

認められないことも多 く,本 例でも検索した切片で浸

潤は組織学的には認められなかった。しかし,本 例の

ように下横隔動脈から豊富な腫瘍血管が流入 している

例では横隔膜 との剣離を無理にすすめることは出血量

外腹斜筋による横隔膜再建 を併施 した肝細胞癌の 1治験例   国 消外会誌

Fig. 5 Chest x―rays before and after operation were shoH′n The rightlung was

expansion and flxed loH′60 days after operation

before operation after operation(60POD)

Table 3 Merit or demerit of each reconstruction

‐
ｅ

ｒｅ

Ｓｉｍ

ｃｉｏｓ

Artificial
mater ia ls

I l io-materials

External  obl ique
muscle

[-atissimus dorsi
muscle

Defective size to
be able to recon
struct

lilnited
(、ithinlo×10cm)

no l imi ted a lmost  no  l im i ted
( \ ' i th in  hemid iaphragm)

Operative
difficulty

very casy easy
relative easy
(same positior.r
and incis ion)

hardness
(necessary to
another position
and incis ion)

Infection rarely rarely rarely

Resistance to
infection resistive resistless resistive
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の増大 を来た し,制 御不能に陥ることもあるので横隔

膜合併切除をした方が安全である。 このためには術前

に腹部血管造影 を施行 し,下 横隔動脈の所見か ら横隔

膜合併切除の適応決定すべきと考 える。
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A Case of Report: A Repair of the Right Hemidiaphragm by the Right External Oblique
Muscle for a Huge HCC Invading the Diaphragm

Hiroshi Tanizaki, Munemasa Ryu, Yoshiyuki Simamura*, Taira Kinoshita, Noriaki Kawano,
Masaru Konishi and Yoshihide Arai

Department of Surgery, National Cancer Center Hospital East
*Department of Surgery, Chiba Nishi Hospital

A patient with huge HCC who underwent repair of diaphragm with a right external oblique muscle
because of combined resection is reported. The postoperative course was uneventful, including respira-
tory function. Combined resection of the diaphragm is sometimes necessary for the resection of HCC.
Most defects are closed primarily. However, in patients with a large defect, reconstruction is necessary.
In such cases two types of material are available: artificial materials like Teflon and biomaterials
(external oblique muscle, latissumus dorsi muscle, etc). Compared with artificial materials, bio-materials
have decreased risks of infection, abscess at the liver stump and so on. Among several bio-materials we
prefer to use the external obilique muscle, because of the ease of making a muscle flap and repairing the
diaphragm in the same operation field used for resection. Considering these advantages, repair of the
diaphragm with the external oblique muscle is a useful method of surgery for huge HCC invading the
diaphragm.
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