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症例 1は 62 歳の男性で，Child-Pugh 分類 Cの C型肝硬変に合併した肝細胞癌に対しラジオ
波焼灼，TAEを繰り返し行っていた．右胸水による呼吸困難で入院，胸腔穿刺で 6,000ml の排
液を認めたが，細胞診は癌陰性であった．その後も多量の排液が続き，塩分制限，利尿剤・Alb
製剤の投与，胸膜癒着を行ったが改善しなかった．入院後第 39 日目経頸静脈的肝内門脈大循環
短絡術（以下，TIPS と略記）を施行，右肝静脈から門脈への短絡路を形成したところ，胸水量
は著明に減少し退院可能となった．症例 2は 61 歳の男性で，Child-Pugh 分類 Bの C型肝硬変
に合併した肝細胞癌に対しラジオ波焼灼，TAEを繰り返してきた．制御不能の右胸水で入院，
保存的治療で改善せずTIPS を施行した．直後に肝性脳症で再入院し，分枝鎖アミノ酸製剤によ
る治療を要した．その後，意識状態は改善し，現在は胸水の貯留を認めず外来通院している．

はじめに
肝細胞癌（hepatocellular carcinoma；以下，

HCCと略記）は硬変肝より発症することが多いた
め，肝切除術や腫瘍焼灼術後の経過観察期間中に，
非代償性肝硬変に由来する症候が出現しその治療
に難渋することがある．その一つである肝性胸水
は，難治でありその予後も不良であるとされる．
今回，我々は難治性肝性胸水に対し経頸静脈的肝
内門脈大循環短絡術（transjugular intrahepatic
portosystemic shunt；以下，TIPS と略記）により
良好な quality of life（以下，QOLと略記）を得る
ことのできた症例を経験したので，文献的考察を
加え報告する．

症例1
症例：62 歳，男性
主訴：呼吸困難
既往歴：47 歳時急性骨髄性白血病にて化学療

法，完全寛解となる．
現病歴：平成 13 年 6 月，原発性肝癌に対しラジ

オ波焼灼術を施行した．その後の再発に対しラジ
オ波焼灼術を 2度，TAEを 2度施行した．平成 15
年 6 月より右胸水が貯留するようになり外来で胸
腔穿刺していたが改善せず，同年 8月呼吸困難に
て入院となった．
現症：身長 162cm，体重 61kg ，体温 36.1℃．

眼球結膜に黄染を認めた．意識は清明で腹部は軽
度膨隆，右肺の呼吸音は減弱していた．
入院時血液検査所見：Plt 6.3 万�mm3 ，T-Bil

4.3mg�dl ，D-Bil 2.2mg�dl ，TP 5.7g�dl ，Alb 2.0
g�dl ，PT 39％で，Child-Pugh スコアは 13 点で
あった．血清アンモニア値は 55µg�dl と正常で，線
維化マーカーは 4型コラーゲン 613ng�ml ，ヒア
ルロン酸 832ng�ml と著明な高値を示した．HCV
抗体陽性，HBs 抗原陰性で，AFP，PIVKA-II は正
常であった．
胸部単純X線検査所見：多量の右胸水を認め

た（Fig. 1A）．
胸部・上腹部CT所見：多量の右胸水を認めた

が，肺転移，胸膜転移を認めなかった．肝臓は萎
縮しており，表面に凹凸を認め，辺縁は鈍化して
いた．内部に複数のリピオドールの集積，焼灼後
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Fig. 1 Case 1：Chest X-ray on admission（A）and 8 months after TIPS procedure（B）. C：

Abdominal CT scan revealed liver cirrhosis. The low density areas were necrotic changes 

after radio frequency ablation therapy（arrows）. D：Portography after TIPS. A stent was 

placed for communication of the right hepatic vein with the portal vein.

の低吸収域を認めた（Fig. 1C）．肝周囲に少量の腹
水を認めた．
入院後，胸腔ドレーンを留置すると 6,000ml の

排液を認めたが，細胞診は癌陰性であった．その
後も毎日 500～1,300ml の排液が続き，120mEq�日
以下の塩分制限，利尿剤（furosemide 40mg，po-
tassium canrenoate 200mg ）・アルブミン製剤の
投与，OK-432 の胸腔内投与などを行ったが効果
なく，保存的治療による改善は困難と考えられた．
同年 9月，TIPS を施行した．右内頸静脈よりア

プローチし，右肝静脈から門脈本幹へ直径 8mm
の短絡路を作成した（Fig. 1D）．門脈圧は 29
mmHgから 20mmHgに低下した．
術後経過：術後は合併症なく良好に経過し，血

中アンモニア値は正常域を推移した．徐々に胸水
は減少し，術後第 11 病日に退院となった．その後，
胸水の再貯留を認めず，腹水も消失し，術後 4か

月後にはT-Bil 1.6mg�dl ，TP 6.8g�dl ，Alb 2.4g�
dl ，PT 70％，Child-Pugh スコア 8点と改善して
いた（Fig. 1B）．しかし，その後肝機能は悪化し，
術後 9か月後肝不全死した．死亡直前のドプラエ
コーでは，短絡路の開存は良好であった．

症例2
症例：61 歳，男性
主訴：右胸水貯留
既往歴：20 歳時急性虫垂炎にて手術を施行，そ

の際の輸血でC型肝炎に罹患した．
現病歴：平成 13 年 3 月，HCC，胆石症に対しラ

ジオ波焼灼術および腹腔鏡下胆囊摘出術を施行し
た．その後の再発に対し平成 14 年 3 月再度ラジオ
波焼灼術を施行，以後外来通院していた．平成 15
年 4 月頃より腹水が貯留，続いて右胸水が出現し，
利尿剤の内服，塩分制限にて経過観察していた．
しかし，その後咳嗽が悪化し，外来で胸腔穿刺を
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Fig. 2 Case 2：Chest X-ray on admission（A）and 11 months after TIPS procedure（B）. 

C：Abdominal CT scan showed necrotic changes after radio frequency ablation therapy（ar-

row）and ascites. D：A stent was placed for communication of the right hepatic vein with 

the posterior branch of the portal vein.

施行したが改善せず，平成 16 年 8 月入院となっ
た．
現症：身長 175cm，体重 49kg ，体温 36.3℃．意

識は清明で右肺の呼吸音は減弱していた．
入院時血液検査所見：Plt 8.7 万�mm3 ，T-Bil

1.8mg�dl ，TP 7.0g�dl ，Alb 3.3g�dl ，PT 67％
で，Child-Pugh スコアは 8点であった．4型コラー
ゲンは 258ng�ml ，ヒアルロン酸は 377ng�ml と
高値を示したが，血清アンモニア値は 54µg�dl
と正常であった．HCV抗体は陽性，HBs 抗原は陰
性であった．
胸部単純X線検査所見：多量の右胸水を認め

た（Fig. 2A）．
胸部・上腹部CT所見：多量の右胸水を認めた

が，可視範囲に明らかな肺転移，胸膜転移を認め
ず．肝臓は肝硬変による変形が著明であった（Fig.
2C）．少量の腹水を認めた．

保存的治療による改善は困難と判断し，同年 8
月 TIPS を施行した．右肝静脈から門脈後区域枝
へ直径 8mmの短絡路を作成した（Fig. 2D）．穿刺
困難例で術中に肝内胆管穿刺を生じたが，全身状
態は安定していた．
術後経過：経過良好にて術後第 6病日に退院と

なったが，その 1週間後肝性脳症で緊急入院と
なった．入院時の血清アンモニア値は 277µg�dl
と高値であったが，ラクツロース，タンパクアミ
ノ酸製剤の投与により意識状態は改善した．腹部
エコー上，腹水は消失していた．術後 1年の現在，
ドプラエコーでは短絡路は良好に開存しており，
胸水の再貯留なく外来通院している（Fig. 2B）．血
清アンモニア値は 111µg�dl とやや高値である
が，意識状態は清明である．T-Bil 1.6mg�dl ，TP
7.1g�dl ，Alb 3.3g�dl ，PT 66％，Child-Pugh ス
コア 7点で，肝機能の悪化を認めていない．
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Table 1 Pilot studies of TIPS for hepatic hydrothorax

PrognosisComplication
Hepatic
encepha-
lopathy

Response
Child-Pugh 
classifi-
cation

Location
of

effusion

Sex
（M/F）

Mean
age

（Range）

No. of 
patients

YearAuthor

Alive（3） , 
Dead（2）

Shunt occlusion（3）0%100
%

C（5）R（5）N.D.62
（32―73）

51994Strauss9）1

Alive（11） , 
Dead（13） 

Sepsis（1） 
Shunt occlusion（3）

38%79%B（19） ,
C（5）

R（24）14/1058241997Gordon10）2

Alive（5） , 
Dead（7） 

Multiple organ
failure（1）

Shunt occlusion（4）

33%58%A（1） ,
B（5） ,
C（6）

R（10） ,
L（2）

4/855
（41―72）

121998Jeffries11）3

Alive（23） , 
Dead（17） 

Shunt insufficiency
（20）

5%84%B（24） ,
C（16）

R（33） ,
L（7）

21/1954
（31―70）

402001Siegerstetter12）4

Alive（9） , 
Dead（12）

Myocardial
infarction（1）

Ileus（1）Sepsis（1）
Multiple organ
failure（1）

Shunt stenosis（4）

50%74%B（7） ,
C（14）

N.D.9/1256
（37―74）

212002Spencer13）5

N.D., not described；R, right；L, left

Table 2 Case reports of TIPS for hepatic hydrothorax

PrognosisComplication
Hepatic

encephalopathy
Response

Child-Pugh 
classification

Location of 
effusion

SexAgeYearAuthor

Alive, 10M－－＋N.D.RightF591994Haskal14）1

Dead, 3M－－＋CRightF491996Andrade15）2

Alive, 18M－－＋N.D.RightF601999Degawa16）3

Alive, 8M－－＋N.D.RightM492000Conklin17）4

Alive, 6MPulmonary 
edema

－＋CRightF562003Kidokoro18）5

Dead, 9M－－＋CRightM62Our case6

Alive, 1Y －＋＋BRightM61Our case7

N.D., not described

考 察
肝性胸水は 1955 年に初めて報告された１）．腹水

が腹腔内圧の上昇により生じた横隔膜脆弱部を通
じて，陰圧である胸腔内へ移行するのがその発生
機序であるとされている．85％を右胸腔，13％を
左胸腔， 2％を両側に認めたと報告されている２）．
本症例では腹腔内への99mTc-sulfur colloid 投与な
どの胸腔への移行を確認する検査を行わなかった
が，ネフローゼ，心疾患など胸水を生ずる疾患を
認めず，また肝硬変の存在から肝性胸水と診断し
た．
肝性胸水は非代償期の肝硬変患者に発症するた

め，その治療に難渋することが多い．胸腔は腹腔
に比べて容積が小さく，貯留液が多量でなくとも
呼吸苦，咳嗽などの症状が容易に出現するため，

対応は早急に行う必要がある．治療は肝性腹水の
治療に準じ，まずは塩分制限，利尿剤の投与が，
次に胸水穿刺排液および胸膜癒着術が試みられ
る．胸水穿刺排液は速やかに患者を症状から解放
できるという利点があるが，多量の体液の喪失が
続くことに留意する必要がある．穿刺排液に続い
てOK-432，テトラサイクリン系抗生物質，タルク
末などの胸腔内投与による胸膜癒着術が行われる
が，肝性胸水では胸水の貯留が急速であることが
多いため薬物の効果が及ばず，その治療は有効で
ないことが多い．本症例 1でもOK-432 による胸
膜癒着術を 2度試みたが，良好な結果は得られな
かった．また，胸腔鏡下での小孔の確認，閉鎖は，
実際には困難な手技とされ，その報告は少ない．
保存的治療で制御不能な肝性胸水に対しては，
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TIPS を第 1選択として考慮すべきと考えられ
る．
TIPS は門脈―大循環の短絡路を作成し肝類洞

圧を低下させるもので，肝硬変患者の腹水の抑制
に有用である．近年のRusso ら３）による 531 症例
のメタアナリシスでは，肝性腹水に対する奏功率
は 63％と報告された．TIPS により腹水の制御が
可能ならば，その胸腔への移行により生じるとさ
れる肝性胸水に対しても効果が期待できると考え
られる．本症例のように胸水発見時における腹水
が少量であっても，産生された腹水の大半が胸腔
に移行していると考えられるため，同術式は有効
と考えられた．実際，本症例では胸水の消失に成
功し良好なQOLを得ることができた．しかし，症
例 2では術後に肝性脳症を発症した．
TIPS の合併症として肝性脳症は最も多いもの

で，Russo ら３）によると 32％に認められた．本症例
2では保存的治療により改善したが，短絡路をコ
イルなどで閉塞させ，さらにステントを挿入する
ことでその直径を小さくする方法も報告されてい
る４）．また，施行後 2年以内に，70～90％の症例に
re-intervention が必要となったと報告され５），短絡
路の長期開存成績は十分とはいえない．また，
TIPS による下大静脈血液量の増加により右心負
荷，肺水腫を来した報告が散見されるが６），一方，
栄養状態，腎機能が改善するとの報告も多い３）．さ
らに，門脈圧亢進症を有する腹部臓器手術前の患
者に，手術を安全に行うための前処置として
TIPS を行うという試みもなされており７），胸腹水
の制御のみならず，循環動態，栄養面での改善も
期待できると考えられる８）．
今回，我々は肝性胸水に対してTIPS を施行し

た報告を集計した．PubMed および医学中央雑誌
で，「TIPS」「hepatic hydrothorax」「肝性胸水」で
1993 年から 2004 年までの期間を検索したとこ
ろ，それぞれ 5件ずつの試験的研究報告９）～１３），症例
報告１４）～１８）を認めた（Table 1，2）．その大半は右側
に生じていた．TIPS 後の肝性脳症は 20～30％
に，その他の合併症は 30～40％に生じていたが，
胸水に対するTIPS の奏功率は 70％以上と非常
に良好であった．

本報告では，TIPS による胸腹水生成の抑制に
より重症肝硬変患者のQOLを改善することがで
きた．しかし，症例 1がその後肝不全死したよう
に，難治性胸腹水を生じるような肝硬変患者の予
後は，肝硬変の重症度に最も影響されるといえる．
今回の集計でも，TIPS の高い奏功率に比べて死
亡例は約半数であった．その点でTIPS は，本来は
肝移植までの橋渡しとして位置づけられるべきも
のと思われる．肝移植の適応が拡大し症例が増加
する今後，消化器外科医にとって是非留意してお
くべき手段であると考えられる．
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Two Cases of Refractory Hepatic Hydrothorax Treated Successfully with
Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt

Tsutomu Fujii, Soichiro Inoue, Hiroyuki Sugimoto,
Shin Takeda and Akimasa Nakao

Department of Surgery II, Graduate School and Faculty of Medicine, Nagoya University

We report herein two cases of refractory hepatic hydrothorax treated successfully with a transjugular intra-
hepatic portosystemic shunt（TIPS）. Case 1：A 62-year-old man with Child’Pugh class C liver cirrhosis associ-
ated with hepatitis C virus had been treated repeatedly with radiofrequency ablation therapy or TAE for
HCC. He was admitted to our hospital because of dyspnea in August 2003. A massive right-sided pleural effu-
sion was drained, yielding over 6,000ml of fluid per day. The cytology of the effusion was negative for cancer.
He was treated with diuretics, albumin, sodium restriction, and pleurodesis using OK-432, all of which failed to
relieve his symptoms. On hospital day 39, TIPS was placed. After creation of the shunt communicating the
right hepatic vein to the portal vein, the pleural effusion was successfully decreased, resulting in complete re-
lief of his symptoms. He was able to be discharged on postoperative day 11. Case 2：A 61-year-old man with
Child’s-Pugh class B liver cirrhosis associated with hepatitis C virus was also treated repeatedly for HCC. He
was admitted for uncontrollable right pleural effusion in August 2004. All conservative therapy failed, so TIPS
procedure was performed. He was discharged on postoperative day 6, but was re-admitted on an emergence
basis due to hepatic encephalopathy 1 week later. His consciousness improved after the treatment, and he has
been free of symptoms for 1 year after the procedure.
Key words：transjugular intrahepatic portosystemic shunt, hepatic hydrothorax, HCC
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