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肝持続冷却濯流法を用いた下大静脈腫瘍塞栓合併腎癌摘出術の 1例

田附興風会医学研究所北野病院外科

大恵 匡 俊  高 林 有 道  薄 井 裕 治

重城 博 一  牧   淳 彦  武 内 勝 美

肝静脈流入部に及ぶ下大静脈腫瘍塞栓合併腎癌に対し部分体外循環下に肝持続冷却濯流法を用い腫

瘍塞栓摘出を行った1例を報告する。手術は,① 腫瘍塞栓により肝静脈流入部以下での血流遮断が不

可能なこと,② 下大静脈壁への腫瘍浸潤に対し下大静脈再建術が必要となる可能性があることなどか

ら長時間の肝阻血が予想された。そのため安定した循環動態と臓器保護を重視した手術が必要と考え

られ,左 腎摘出後,Bio‐pump ①による部分体外循環を行うとともに,total vascular excludOnに対

する肝保護の目的から肝持続冷却濯流法を併用し,下大静脈塞栓摘出術を行った。Bio‐pum ①作動時間

は36分.術 中ケトン体比は0_4以下の持続時間が30分であった。術後肝機能は,第 1病 日にGOT:255

KU,GPT:170KUと 最高値を示したが徐々に改善し,14日 目には正常値に戻った。高度な下大静脈

腫瘍塞栓に対し,摘 出術のみならず臓器保護も考慮にいれ安全性を重視した術式の有用性が示唆され

た。

Key words: tumor thrombus extending to inferior vena cava, Bio-pump @, hypothermic perfusion of

the liver

はじめに

Skinnerら 1)によって,腎癌の下大静脈進展腫瘍塞栓

摘除例の良好な成績が報告されて以来,下 大静脈再建

を含めた腫瘍塞栓摘除術が積極的に行われるように

なってきた分め.そ の手術手技は腫瘍栓の下大静脈への

進展度により異なるが,摘 出術のみならず臓器保護 も

考慮にいれ安全性を重視 した術式の選択が望ましいと

考えられる.今 回われわれは肝臓に対する保護を考慮

し,Bio pump ⑥下に肝持続冷却濯流法を併用した下大

静脈腫瘍塞栓摘出術の 1例 を経験 したので若子の文献

的考察を加え報告する。

症  例

症例 :60歳,女 性

主訴 :左上腹部腫瘤

家族歴 ・既往歴 :特記すべきことなし。

現病歴 :平成 5年 4月 頃より,左 上腹部に腫瘤を触

知するようになった。精査にて,下 大静脈腫瘍塞栓を

伴う左側腎癌 と診断された.

腹部理学所見 :左季肋下より謄左側に弾性硬 ・表面

不整なフットボール大の腫瘤 を触知.腹 壁静脈の怒
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張 ・下肢の浮腫は認めなかった。

入院時検査所見 :一般検血 にて,RBC 369× 104/

mm3,Hb9 9g/dlと 軽度貧血を認めた。血液生化学で

は,GOT 31KU,GPT 19KU,T bi10.9mg/dl,BUN

15,7mg/dl, CRE 0 53mg/dl, Ccr l14m1/minと 肝 ・

腎機能に異常を認めなかった。

腹部 computed tomography検 査 :左 腹 部 に10×

18×18cmの 巨大腎腫瘍が描出され,下 大静脈の拡張

と腫瘍塞栓を肝静脈流入部近 くまで認めた (Fig.1).

Magnedc resonance imaging:冠 状断 Tl強調画像

で,左 腎静脈より下大静脈内 ・肝静脈流入部に達 し,

肝臓 ともointensityを示す約10cmの 腫瘍塞栓が描出

された (Fig。2).

下大静脈造影所見 !下大静脈内に腫瘍塞栓による陰

影欠損像を認めたが,下 大静脈は完全に閉塞 しておら

ず,また明らかな側副血行路は描出されなかった(Fig.

3)。また,選 択的左腎動脈造影では,左 腎動脈は著明

に拡張 し,左 陣動脈および腰動脈から腫瘍への血管増

生 と,静 脈相での tumor stainを認めた。以上より,

肝静脈流入部に達する下大静脈腫瘍塞栓を合併 した左

側腎癌 と診断した。手術に際しては,肝 静脈流入部以

下での血流遮断が不可能であると判断,さ らに下大静

脈置換術の可能性 も考えられたため,肝 臓の長時間阻



Fig .  2  Abdomina l  MRI
extended from left renal
vena cava (arrow).
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Fig. 1 Abdominal CT scan: Left kidney is re-
placed by tumor which grew to occupy left abdo-
men (white arrow). The vena cava is filled with

tumor thrombus (arrow).

131 (745)

Fig. 3 Inferior cavography: Imcomplete obstruc-

tion of inferior vena cava by tumor thrombus

represented as a filling defect (arrow).

を保護的に脱転 した後,十 分に下大静脈を直視下に露

出した。術中超音波検査を施行 し,腫 瘍塞栓が肝静脈

流入部の尾側約1～2cmま で達 していることを確認 し

た。しかし,壁 への浸潤は明らかにしえなかった(Fig.

4).こ こで横隔膜の上下でそれぞれ下大静脈にtaping

を行った。下大静脈は腫瘍により最大5.5cmの 拡張を

流入部 まで示しており,肝 静脈流入部直下での下大静

脈速断 は不可能 と判 断 し,total hepatic vascular

exclusion(以下,THVEと 略す)を考慮 した術式を採

用することとした。まず固有肝動脈 ・隣静脈に肝持続

濯 流 用 カ ニューレ を挿 入。同 時 に, B i o ‐p u m p  ①

(MedtrOnic Bio‐Medicus,Inc.BP‐80)を 用いた左大

腿静脈 ・門脈―腋筒静脈バイパスを作製し,回 路には

ヘパ リンコーティングしたアンスロンバイパスチュー

ブを使用した。右腎に対 しては機能保護の目的で,ice

slushによる局所冷却を行い,右 腎の血流を確保でき

るよう下大静脈を遮断した (Fig.5).部 分体外循環お

よび 4°CLactate Ringerにて肝持続冷却濯流を開始,

全身のヘパ リン化は行わず,primingの 段階でヘパ リ

ン3,000uを混入 した.Lactate Ringerは,約 lmの 高

差 より30～40m1/minの 速さで濯流した。上述のごと

き血行遮断ののち IVC前 壁を切開した。腫瘍塞栓は左

腎静脈壁に強 く癒着し進展していたが,下 大静脈への

腫瘍性浸潤は認められず,塞 栓摘出は比較的容易であ

り強 く癒着していた下大静脈壁の一部 とともに全摘出

が可能であった。下大静脈欠損部はゴアテックス糸を

用い直接縫合にて閉鎖した。部分体外循環時間36分.

血が必要 と判断し,Bio‐pump ①と肝持続冷却酒流法を

用いることにした。

手術所見 :巨大腎腫瘍摘出に際し出血をcontrolす

る目的で術直前にコイルを用いて左腎動脈塞栓術を施

行 した。左第10肋問開胸開腹にて左腎腫瘍を摘出,左

腎静脈は下大静脈流入部 より約2cm末 梢側でいった

ん切離 し,縫 合閉鎖した。次に,右 第 7肋 間から腹部

正中に至るまでの斜切開により開胸開腹 した。肝右葉
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Fig. 4 Intraoperative sonography(left; cephalic,
right ; caudal) : Tumor thrombus extends to just

below hepatic vein in the vena cava (arrow).

Blo,pump ①の血流量 は1,500～1,800m1/minを 保 つ

よう調節し,作 動中は安定した循環動態が得 られた.

肝血行再開後,肝 臓の色調はすぐに均質な赤紫色 とな

り血流分布は良好 と考えられた.摘 出標本の腫瘍重量

は1,857g.手 術時間17時間12分,出 血量13,550ml.腎

周囲脂肪組織 ・局所 リンパ節への浸潤は認めず,根 治

的手術 と考えられた.

術後経過 :術後 1日 目に,肝機能の低下を認めたが,

その後徐々に軽快 し14日目には正常化 した (Table

l).術 中動脈ケ トン体比は,Blo‐pump ①,肝 冷却濯流

開始にて0.32と急激な低下を示したが,門 脈速断解除

後は速やかに0.96まで改善 した。0.4以下を持続 したの

は約30分であった (Fig.6).
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Fig. 5 Schematic demonstrat ion of vascular
exclusion using Bio-pump @ and hypothermic
perfusion of liver at operation.
AV: axillary vein, IVC; inferior vena cava, PV;
portal vein, HA; hepatic artery, FV; femoral
vein.

Table 1 Pre and post operative liver function test

POD

GOT    (KU)

GPT   (KU)

LDH    (ヽ VU)

T‐bil (mg/dl)

PT     (%)

APTT   (sec)

hepaplastine(%)

31

16

441

0 5

88

31 6

136

255

170

787

2 7

71

31 8

75

88

200

462

1 . 2

110

35 0

150
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考  察

腎細胞癌の下大静脈腫瘍塞栓合併率は3～ 6%と い

われており1ち予後不良と考えられていた,Skinner

ら1)によって,腫 瘍塞栓摘除例の良好な成績が報告さ

れて以来,遠 隔転移 ・リンパ節転移 ・局所浸潤のない

症例,肝 鬱血 ・下肢の浮腫をともなう症例 ・肺塞栓な
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Fig.6 Change of AKBR level during operation

P.ECC , partial extracorporeal circulation, Pヽ ア
;

portal vein,AKBR;arterial ketone body ratio
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ど突然死の危険性があり緊急避難を要する症例に対 し

下大静脈再建を含めた塞栓摘除術が積極的に行われる

ようになってきたり。.

腫場塞栓摘出術は下大静脈への進展度により皮切 ・

脈管処理 ・循環動態維持 ・臓器保護の点で手技上の対

応が異なる。進展度は,下 大静脈内に占める位置によ

リー般に,1)肝 部下大静脈以下,2)肝 部下大静脈,

3)肝 静脈流入部以上,4)右 心房内,に 分類されるこ

とが多いがゆり,手 術手技上は,肝 静脈流入部の上・下,

右心房内と3つ に分けて考えることができる。腫瘍塞

栓の摘出自体は,下 大静脈壁への癒着状況によって,

①カテーテルによる摘出術,② 壁の一部切除と直接縫

合または,自 家静脈によるパッチ閉鎖術,③ 人工血管

を用いた下大静脈置換術のいずれかの術式が選択され

ることとなるが,問 題 となるのは血行遮断法と臓器保

護であり,こ の場合は進展度によって手術補助手段が

異なってくる。塞栓が肝静脈流入部以下では,ほ とん

どの症例が下大静脈の単純遮断のみで摘出術を行いう

るのに対 し,肝静脈流入部以上まで進展した症例では,

下大静脈の遮断と肝血行遮断および臓器保護のための

部分体外循環または体外循環が,一 方,右 心房内進展

例では人工心肺を含む体外循環の使用が望ましいと考

えられる。しかし実際には,肝 上部以上への進展例に

おいても,単 純遮断のみの症例 もあり。(Table 2),定

まった見解は得られていないのが現状である。体外循

環を併用することは,1)出 血のコントロールが容易に

でき良好な術野が得 られること,2)阻 血・鬱血による

臓器 (肝臓 ・腎臓 ・小腸)障 害を回避できること,3)

腫瘍塞栓散布の防止が可能であること,4)手 術時間の

延長に対応できること,な ど安全性を求める上で多大

な利点があり併用する意義は大きいと考えられる。

自験例では,下 大静脈置換術の適応 と肝臓の長時間
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Table 2 Comparison between with or without

venous bypass in patients removed the tumor

thrombus extended to beyond retrohepatic vena

EU and USA

C l a m p i n g  I V C

C l a m p i n g  I V C
十V e n o u s  b y p a s s

阻血が予想されたため,Blo‐pump ⑥を用いた部分体外

循環ならびにTHVEを 予測 し肝持続冷却濯流法が安

全であると考えた。しかしながら,THVE下 では肝温

阻血時間は約60分と報告されてお りい,下 大静脈の合

併切除や再建を要する場合には,肝 臓が許容時間を越

えて阻血状態に陥る可能性が高 く,Blo pump ①による

部分体外循環のみでは肝温阻血時間に限界があると考

えられた。肝機能を示唆する血中ケ トン体比の推移か

ら,0.4以下の状態が 2時 間を越える場合には致死的合

併症・術死の危険性が増すため,Bio pヽump ①の作動時

間は60分が限界 と報告されている71し たがって,こ れ

を越える場合は肝機能温存のため持続冷却濯流法など

の肝保護法が必要 と考えられた。肝持続冷却濯流法は

THVE下 にて冷却肝保護液を濯流する方法で,①酸素

消費の抑制・エネルギー代謝の総体的低下の緩和め,②

肝阻血およびそれによって生 じる代謝産物の wash

outの,③ 出血のコントロール,と いった有用性を持つ

ため本症例での適応 と考えた。結果は良好な術野のも

とに安全な塞栓摘出術が可能 となり,ケ トン体比の推

移からも阻血後の肝機能は速やかな改善を示し,肝 持

続冷却濯流法の併用は有用であつたと考える.術 後は

順調な経過を示し第16病日に退院した。下大静脈腫瘍

塞栓合併例は,静 脈壁への浸潤度の評価を含め術前よ

り適切な手術術式を予想することは必ずしも容易でな

く,臓 器保護の点からも進展度に応じた安全な手術手

技を選ぶことが肝要である。
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A Case Report of Surgical Treatment for Patient with Tumor Thrombus of
Renal Cell Carcinoma Extending to the Retrohepatic Vena Cava

under the Technique of Partial Extracorporeal Circulation
and Hypothermic Perfusion of the Liver

Tadatoshi Ohe, Arimichi Takabayashi, Yuuji Usui, Hirokazu Jyujyo,
Atsuhiko Maki and Katsumi Takeuchi

Department of Surgery Kitano Hospital, Tazukekoufukai Medical Research Institute

Extended hepatic surgery and hepatic transplantation under total vasuclar exclusion technique has
been established. We applied this technique to a patient with tumor thrombus extending to the retrohe-
patic vena cava and arising from advanced renal cell carcinoma. After left nephrectomy, we carried out
thrombectomy under total hepatic vascular exclusion with partial extracorporeal circulation using a
Bio-pump (BP-80), because the tumor thrombus reached the level of the main hepatic outlet. In addition,
hypothermic perfusion of the liver using 1000 ml of Lactate Ringer solution at 4'C was performed to
preserve liver function. Total ischemic time of the liver was 36 minutes. The duration of the critical level
of arterial ketone body ratio (<0.4) was 30 minutes during this operation. Serum GOT and GpT levels
rose to 255 and 170 KU on the first postoperative day and returned to normal by the 14th postoperative
day. Extensive tumor thrombus in the inferior vena cava could be removed safely without any additinal
damage to the liver under partial extracorporeal circulationand the hypothermic perfusion technique.
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