
はじめに

転移性肝癌に対する肝切除術の際に発見された極め

てまれな門脈分岐異常を経験した．術中超音波検査で

正確な門脈分岐形態を把握することにより，安全に手

術することができたので報告する．なお，この門脈分

岐異常は膵前十二指腸後門脈1）～4）に伴う先天異常と思

われる．

症 例

患者：62歳，女性

主訴：なし．

家族歴：特記事項なし．

既往歴：1994年 8 月 9日，直腸癌（Rs, 2 型，tub1，ly1，

v2，P0H0n1（＋）ssM（＋）（LM1）stage IV）で直腸前方

切除術を施行し，翌日，房室ブロックのためペースメー

カー埋め込み術を施行した．同年10月13日，同時性肺

転移のため左肺上葉切除術を施行した5）．

現病歴：1995年 8 月に直腸切除後 1年目の検診で，

肝腫瘍を発見され，精査のため同年 9月18日に入院し

た．

現症：体格，栄養中等度．結膜に貧血，黄疸なし．

胸腹部には手術瘢痕以外に異常所見を認めない．

入院時検査成績：血清 carcinoembryonic antigen

が12.7ng�ml と上昇している以外に特に異常はなく，
肝機能に異常はみられなかった．

腹部超音波検査（ultrasonography：US）所見：肝右

葉の中心部に約5cm大の腫瘍を認めた．肝門部から肝

内に向かって異常な走行の脈管構造物を認めた．

Computed tomography（CT）所見：肝右葉の中央部

に約5cm大の低吸収域を認め，辺縁は造影剤で増強さ

れたが，内部は増強効果に乏しかった．US所見と同様

に，肝門部から肝内に向かって異常な走行の脈管構造

物を認めた（Fig. 1）．

腹部血管造影所見：腹腔動脈造影で肝右葉に腫瘍血

管増生および濃染像を認めた．経上腸間膜動脈性門脈

造影では，上腸間膜静脈から門脈本幹の屈曲，蛇行を

認め，肝門部での門脈分岐形態の異常を認めたが，詳

細は不明であった（Fig. 2）．

以上の所見から，異時性孤立性肝転移と診断し，1995

年10月 3 日に手術を施行した．

術中US所見：門脈の内側枝（P4）は肝外で門脈本幹

から独立して分岐し，非常に太かった．P4分岐後の門

脈は右枝となり，前枝および後枝となって肝内に走行

していた．前枝および後枝の分岐形態も通常とは異

なっているようであったが，詳細を十分に解明するこ

とはできなかった．前枝から肝門部に向かい，中肝静
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脈の右側を走行する異常な枝（以下，P8＊と称するこ

とにする）が存在し，外側枝は P4とつながらずに P8

＊との交通枝を介して血流を受けていた（Fig. 3）．

手術所見：術中胆道造影では胆管の合流様式は正常

であった．肝十二指腸間膜のリンパ節を郭清して肝外

門脈を露出すると，膵上縁の門脈本幹は総胆管の腹側

に位置し，膵上縁から約2cm肝側で P4と右枝に分か

れ，P4は直線的に肝内に走行していた．右枝は総胆管

の背側を回って胆管の右側に位置するようになり，P

4とともに総肝管を取り囲むように走行していた．通常

の門脈左枝の位置に外側枝が現われたが，門脈壁は通

常に比べて薄く，損傷の恐れがあったため十分には剥

離できなかった（Fig. 4）．

以上の所見を総合して，シェーマを作成した（Fig.

5）． P8＊から外側区域への門脈血流を温存するため，

P8＊を損傷しないように注意して肝右葉切除術を施

行した．

切除標本所見：門脈前枝および後枝の間で両者を圧

排する5.2×5.0cm大の黄白色充実性の腫瘍を認めた

（Fig. 6）．

病理組織学的所見：腫瘍は高分化型腺癌からなり，

直腸癌の肝転移と診断した．前枝および後枝の門脈壁

は通常に比べて薄く，多数の複雑な異常分岐を示した

（Fig. 7）．

術後経過は良好で，第14病日に肝動注用のリザー

バー留置目的で術後の腹部血管造影を施行した．第 1

斜位の経上腸間膜動脈性門脈造影で，P8＊と外側枝と

の交通枝が同定できた（Fig. 8）．患者は第19病日に軽

快，退院し，40か月後の現在，肺再発生存中である．

なお，遡及的なCT像の検討で，門脈本幹は膵前十二指

腸後門脈1）～4）の所見と考えられた（Fig. 9）．

考 察

門脈分岐様式は，肝動脈分岐や胆管合流様式に比べ

て異常が少なく，そのため肝区域の診断指標として使

用されている．門脈分岐異常はまれであり，著者ら6）～8）

が報告し，その後に報告が増加している右肝円索に伴

うもの9）10）以外は極めてまれである．本症例は通常の左

Fig. 1 Computed tomography. A liver mass is shown in the right lobe of the liver.

An unusual vessel（open arrow）is shown. MHV：middle hepatic vein, closed ar-

row：portal branch of medial segment（P4）．

Fig . 2 Trans-arterial portography . The portal

branching is abnormal, but its detail is unknown.
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肝円索であり，その門脈分岐形態は非常に複雑であっ

た．

本症例と同様な門脈分岐異常の文献は見いだせな

かったが，本症例のような膵前十二指腸後門脈の報告

は 4例ある1）～4）．いずれの報告も門脈分岐形態に関す

る詳細な記載はないが，4例中 3例は本邦からの報告

で，その 3例に門脈造影像が掲載されている．写真の

比較的鮮明な最近の 2例では，その門脈造影から左右

の門脈分岐が通常より低位で起こり，肝門部で非常に

複雑な分岐をするという，本症例の門脈造影像と類似

した形態が示されている3）4）．

すなわち，本症例の異常な門脈分岐形態は膵前十二

指腸後門脈と一連の先天異常の可能性が推測される．

膵頭十二指腸切除術が施行された 2例では，ともに門

脈壁の脆弱性が指摘されており2）3），本症例と同様，こ

の所見も門脈の発生異常の根拠になるものと思われ

る．しかし，肝内門脈の分岐に関しては報告例の記載，

写真からは有用な情報はなく，本症例のように異常な

走行をする分枝や交通枝が存在したか否かは不明であ

Fig. 3 Intraoperative ultrasonography.

a. Transverse scans. An unusual portal branch（P8＊）

is shown from ventral side of the hepatic hilus to dor-

sal side of the middle hepatic vein（MHV）．P4：por-

tal branch of medial segment, P2+3：portal branch of

lateral segment, LTH：ligamentum teres hepatis. b.

Longitudinal scans . The communicating branch be-

tween P8＊ and lateral branch（P2+P3）is shown（ar-

row）．

Fig. 4 Photograph during operation. LTH：ligamen-

tum teres hepatis, P2+3：portal branch of lateral

segment , P4：portal branch of medial segment ,

RPV：right portal vein（PV），P1：portal branch

of caudate lobe（S1），PHA：proper hepatic artery,

CBD：common bile duct.

Fig. 5 Schematic illustration.

RHV：right hepatic vein , MHV：middle hepatic

vein, LHV：left hepatic vein, Ant：anterior branch

of portal vein（PV）, Post：posterior branch of PV, P

1～4：：portal branch of Couinaud's segment, P8

＊：abnormal branch of segment VIII, CBD：com-

mon bile duct, PHA：proper hepatic artery, ←→：

hepatectomy line.
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る．

本症例は直腸癌肝転移に対する検索中に肝門部の異

常な血管が検出されたが，体表US, CTおよび血管造

影ではその詳細を明らかにできなかった．術中USで

はじめてその正確な門脈分枝形態を把握でき，門脈左

枝は P4のみで，外側枝は右前枝から分枝する P8＊と

交通枝を介してつながっていた．したがって，外側区

域の血流を温存するため，P8＊を損傷しないように注

意して肝右葉切除術を施行する必要があった．すなわ

ち，異常な門脈分岐形態を正確に把握することにより，

安全かつ的確な手術を施行することができ，そのため

に術中USが大変有用であった．門脈分岐異常例に対

して肝切除を行ったという報告は，金ら10）の症例のみ

であるが，今後，類似した症例が増加することが予想

され，術前，術中の注意深い観察が必要と思われた．
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Fig. 6 Cut surface of the resected specimen. The
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Fig. 7 Photomicrograph. The wall of the portal vein

is thin and its branching is abnormal.

Fig . 8 Trans-arterial portography after hepatec-

tomy . Right oblique view . The communicating

branch between P8＊ and lateral branch（P2+P3）is

identified（arrow）．

Fig. 9 Prepancreatic retroduodenal portal vein.

a. Computed tomography. The portal trunk is shown

over the pancreas（arrow）．b. Schema of prepancre-

atic retroduodenal portal vein.
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Major Hepatectomy for Liver Tumor with Anomalous Portal Branching

Yutaka Ozeki, Ken-ichiro Tateyama, Yasuhiro Sumi, Takuya Yamada,
Kimi Yamauchi and Michiya Bando
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A 62-year-old woman was admitted to our hospital because of a liver tumor after undergoing resection
for rectal cancer. CT showed a tumor 5 cm in diameter in the right lobe of the liver and an unusual vessel aris-
ing from the hepatic hilus into the liver. Under a diagnosis of liver metastasis from rectal cancer, a celiotomy
was performed. Intraoperative ultrasonography revealed that the portal branch of the medial segment（P4）in-
dependently bifurcated from the portal trunk, and that an unusual branch（P8＊）arose from the hepatic hilus
along the right side of the middle hepatic vein into the liver. The portal branch of the lateral segment did not
connect with P4, but with P8＊.A right hepatic lobectomy with a preservation of the P8＊ was performed. Mi-
croscopically, the portal vein showed a thin venous wall and numerous branches. Retrospective study of com-
puted tomography, the portal trunk showed prepancreatic retroduodenal type which indicated some relation
to an anomalous branching of the portal vein. At a hepatectomy with an anomalous portal branching, a careful
observation is essential before and during an operation.
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