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内臓逆位症は合併奇形が多く，かつ内臓逆位による診断治療の困難性が診療上問題である．
完全内臓逆位症，Kartagener 症候群に合併した肝腫瘍に肝拡大後区域切除を安全に施行した 1
例を経験した．症例はKartagener 症候群（気管支拡張症，副鼻腔炎，右胸心）の 55 歳の女性
で，腹部臓器も逆位の完全内臓逆位症で，肝後区域中心に 13cm径の血管性腫瘍を認めた．内臓
奇形・変異としては肝部下大静脈欠損・奇静脈連結・上大静脈還流，肝静脈右房還流，右腎静
脈半奇静脈還流，多脾，膵体尾部欠損，腸回転異常がみられた．術中所見では肝部下大静脈欠
損により解剖学的肝右葉は後腹膜に固定されず，解剖学的右三角間膜から後腹膜無漿膜野はほ
とんどみられなかった．完全内臓逆位症に対する肝切除も，左右鏡像関係，腹部臓器・脈管の
変異を念頭におき，解剖学的構造を同定認識し手術操作を行うことで通常の肝切除例と同等な
切除手術が可能であった．

はじめに
内臓逆位症は 3,000～5,000 人に 1人の割合で認

められる解剖学的変異である１）．内臓逆位自体には
病的意義はないものの，心血管系および消化器系
合併奇形が多く認められ，かつ内臓逆位による診
断的・治療手技的困難性を伴うことが，内臓逆位
症例の診療にあたって問題と考えられる．今回，
我々は完全内臓逆位症・Kartagener 症候群に合
併した肝腫瘍に対して肝拡大後区域切除を安全に
施行しえた 1例を経験した．内臓位置異常に多く
認められる肝静脈，下大静脈，奇静脈および半奇
静脈系などの肝臓および肝周囲の血管系変異と肝
の固定の異常を伴っており，内臓逆位症例に対す
る系統的肝切除を施行するうえで興味深い症例で
あり，手術手技上の問題点を含め報告する．

症 例
症例：55 歳，女性

主訴：肝腫瘍の精査加療目的
既往歴：幼少時よりの気管支拡張症の加療歴，

14 歳時に副鼻腔炎手術歴，および右胸心あり
Kartagener 症候群と診断されている．32 歳時に
甲状腺癌にて甲状腺全摘．
家族歴：父親が胃癌．他に特記事項なし．
現病歴：平成 14 年 10 月に気管支拡張症に対す

る経過観察のCTにて偶然肝腫瘤を指摘された．
肝後区域中心に一部 S5 に及ぶ 13×12cm径の腫
瘤像を認め，US・CT・MRI・腹部血管造影検査
などの精査にて肝血管腫が疑われたが，血管肉腫
との画像上の鑑別確定診断困難であった．また，
胸腹部CTにて，右胸心に加えて腹部臓器も逆位
を呈しており完全内臓逆位症と診断された．肝血
管肉腫との鑑別困難で，またさらなる腫瘍径増大
により腫瘍圧迫症状や腫瘍出血が今後出現するこ
とが危ぐされ，肝血行動態への影響などを考慮し
切除手術適応と判断された．平成 15 年 2 月下旬に
当科に紹介受診．3月下旬手術目的に入院となっ
た．
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Fig. 1 A chest X-ray showed dextracardia and 
bronchoectasia in the middle and lower lung fields.

Fig. 2 An abdominal CT revealed concomitant 
anomalous anatomy in addition to total situs inver-
sus and a large hepatic angiogenic tumor in the 
posterior sector. The tumor showed peripheral en-
hancement with centripetal fill-in pattern. A：the in-
terruption of inferior vena cava（IVC）in the he-
patic portion, azygous continuation（arrow）and he-
patic veins flowing into the right atrium（RA）（ar
row heads）　B：angiogenic tumor in the posterior 
sector（arrow heads）and agenesis of the dorsal pan-
creas（arrow）.

入院時現症：身長 161cm，体重 55kg，血圧 142�
87mmHg，眼球結膜に貧血，黄疸なし．胸部異常
なし．腹部は平坦軟で圧痛なく腫瘤触知せず．
入院時検査所見：血液生化学検査上，γGTP 47

IU�lと軽度の胆道径酵素の上昇がみられる以外，
血液生化学的検査値に異常なし．AFP 7.8IU�l，
PIVKAII 11mAU�ml と正常．HBs 抗原陰性，HCV
抗体陰性．
胸部単純X線検査：右胸心を呈し，胃泡は右側

に認めた．両側中下肺野優位に気管支拡張像がみ
られた（Fig. 1）．
心臓超音波検査：心奇形はなく，心機能は良好

であった．
胸腹部CT：肝臓は左側に，胃は右側に認めた．

解剖学的肝右葉後区域に主座し，一部 S5 亜区域
に及ぶ 13×12cm大の腫瘍性病変を認めた．Dy-
namic study で辺縁から次第に中心に向けて徐々
に造影効果を示す，いわゆる fill-in phenomenon
を呈する海綿状血管腫に一致する所見であった
が，血管肉腫で類似する所見を示す場合との鑑別
は困難であった．完全内臓逆位に伴う解剖学的変
異として，肝部下大静脈欠損・奇静脈連結，肝静
脈右房還流，右腎静脈半奇静脈還流，多脾，膵体
尾部欠損，腸回転異常が認められた．また，胆囊
結石がみられた．なお，胸部CTで両肺中下葉を優

位に気管支拡張像が認められた（Fig. 2）．CTで指
摘された体静脈系の血管変異を模式図で示す
（Fig. 3）．また，肝静脈はそれぞれ共通管を形成す
ることなく右，中および左肝静脈とも独立して直
接右房へ還流していた（Fig. 4）．
腹部血管造影検査：総肝動脈は上腸間膜動脈か

ら分岐していた．肝動脈・門脈の分岐形態に左右
逆位である以外の変異はなかった（Fig. 5）．
手術所見：術前画像どおりに腹部内臓は完全逆

位で，肝部下大静脈欠損，肝静脈右房還流，多脾，
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Fig. 3 Schema of anatomical anomalies in venous 
system. A：interruption of the inferior vena cava at 
the liver and azygous continuation, B：hemiazy
gous continuation of right renal vein, C：hepatic 
veins flowing into the right atrium. SVC：superior 
vena cava.

Fig. 4 Schema of pattern of hepatic veins flowing 
into the right atrium, tumor location in the liver 
and cutting line of hepatic transection（broken line）. 
LHV：left hepatic vein, MHV：middle hepatic vein, 
RHV：right hepatic vein.

Fig. 5 Abdominal angiography showed that the 
common hepatic artery（CHA）branched from the 
superior mesenteric artery（SMA）. The hepatic ar
tery branch did not form a variant atypical 
pattern. CA：celiac artery, LHA：left hepatic ar
tery, RHA：right hepatic artery, SPA：splenic 
artery.

Fig. 6 Intraoperative macroscopic findings con-
firmed abdominal situs inversus and anomalous 
anatomy（inverted mirror-imaged right-sided stom-
ach and left sided liver）.

膵体尾部欠損，腸回転異常（non-rotation type，90̊
回転症）が確認された（Fig. 6）．肝部下大静脈欠
損により解剖学的肝右葉は後腹膜に固定されてお
らず，解剖学的右三角間膜から後腹膜無漿膜野は
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Fig. 7 Intraoperative cholangiogram showed the 
posterior branch of the bile duct separately conflu
enced into the common hepatic duct（arrow）.

ほとんど認められなかった．術中胆道造影検査を
施行し胆道変異を確認したところ，後区域胆管は
独立して低位に総肝管に合流していた（Fig. 7）．
腫瘍は後区域に主座し一部 S5 亜区域に及んでお
り，S5 を一部含み後区域を切除する形の拡大後区
域切除を施行した（Fig. 4）．術中超音波検査を併
用し切離すべき後区域グリソン鞘および S5 グリ
ソン鞘分枝を同定し脈管処理を行った．完全内臓
逆位による左右鏡像関係に加えて腹部臓器・脈管
の変異を念頭におきながら解剖学的構造を同定認
識しつつ手術操作を行うことで，完全内臓逆位症
に対する肝切除も安全に施行しえた．加えて，胆
囊摘出と予防的虫垂切除を行った．手術時間 4時
間 5分，術中出血量 500ml と通常の拡大後区域切
除とほぼ同等であった．術後経過は気管支拡張症
に伴う肺炎の併発もなく順調に経過し，術後 20
日軽快退院した．
病理組織学的検査：一層の内皮細胞に被われた

血管増生がみられ海綿状血管腫の像で悪性所見は
なかった．

考 察
内臓逆位症は内臓の全部または一部が正常の位

置に対して左右逆に存在し鏡面的位置関係にある
内臓位置異常である．内臓全部が逆位の全内臓逆
位と内臓一部が逆位を呈する部分内臓逆位とがあ
る．内臓逆位そのものには病的意味はないものの，
消化器系や心血管系の合併奇形の頻度は高く，そ

の頻度は正常人の 10 倍とも言われている１）．内臓
が左右逆であることに起因する診断および治療手
技的な困難さが内臓逆位症の診療上問題となり，
特に外科手術においては左右逆転・鏡面関係であ
るための手術手技上の奇異性・困難性が指摘され
る２）．
内臓逆位症に対する腹部外科手術の報告では，

逆位による左右鏡面関係をよく理解・意識し手術
操作を施行すれば困難ではないとする報告も多
い３）～６）．一方，内臓逆位の慣れない術野での操作に
難度を感じたとする報告もあり，通常の正位の手
術に比較し手術操作にはやはり細心の注意が必要
である７）８）．特に，左右非対称である胃などの管腔
臓器や，肝，膵臓などの実質臓器の切除術におい
ては，併存する解剖学的変異も加わり逆位での切
除術の難度は増すと考えられる．また，鏡視下手
術を施行する際には，正位の症例に比べて手術操
作，手技上の奇異・制約は多く難易度は高くなり，
正位の症例よりも増して偶発症に対する配慮は肝
要である９）１０）．
内臓逆位症において合併奇形を有する率は高

く，勝木らによればその頻度は 64％で，心奇形，
無脾・多脾，肝臓の形態異常，腸回転異常などが
高率と報告している１）１１）．当症例においても心奇形
の合併はみられないものの，肝部下大静脈欠損・
奇静脈連結，肝静脈右房還流，右腎静脈半奇静脈
還流などの血管系変異と，多脾，膵体尾部欠損，
腸回転異常などの消化器系奇形が認められた．
Fulcher ら１２）による内臓位置異常 19 症例の検討で
は，下大静脈欠損・奇静脈あるいは半奇静脈連結
を認めるものは，内臓逆位で検討できた 6症例中
にはみられなかったものの，多脾，無脾を伴う内
臓位置異常では 9例中 8例に認められており，内
臓位置異常に下大静脈変異を有する頻度は高い．
また，内臓逆位の系統解剖 14 例中 3例に本症例の
ような上腸間膜動脈から分岐する変異総肝動脈が
認められたとの報告があり，内臓逆位で頻度の高
い肝動脈変異と考えられる３）．
血管奇形を伴った逆位の肝切除に際しては，左

右鏡面関係に加えての肝部下大静脈欠損・肝静脈
右房還流は主要肝静脈の切離を伴うような肝切除
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術式に際しては配慮を要する解剖学的変異と思わ
れる．例えば，肝部下大静脈欠損・奇静脈連結の
症例では，肝背面に下大静脈が付着していないた
め，肝臓の脱転・授動操作の際には尾状葉から短
肝静脈の切離や下大静脈の遊離を行う必要はな
く，その点では手術に有利とも考えられる．しか
し，肝静脈右房還流を伴うため，肝静脈の流出部
まで腫瘍栓あるいは腫瘍浸潤がある肝切離や肝静
脈流出部形成を要する症例では肝静脈の切離が直
接右房に及びやすい．さらに，全肝血行遮断を要
す際には，肝上部下大静脈がないため，肝静脈そ
れぞれ独立した遮断が困難な場合では人工心肺下
に直接上大静脈を遮断する必要性が高くなる．
医学中央雑誌にて「内臓逆位」と「肝」をキー

ワードとして 1983 年から 2006 年までについて検
索したところ 48 例の報告があり（会議録は除く），
その内肝切除の記載がある報告は 7例で，本邦に
おける内臓逆位症に対する肝切除の報告は検索の
範囲では自験例が 8例目となる３）１３）～１８）．特に，本症
例は肝部下大静脈欠損・奇静脈連結，肝静脈右房
還流，右腎静脈半奇静脈還流など，内臓位置異常
に多い肝および肝周囲の血管系変異を伴い手術に
際して注意が必要で，また肝右葉が後腹膜に固定
されていなかった．内臓逆位に対する肝切除術に
関して，血管系特に静脈系の変異や肝周囲の靭
帯・間膜による肝臓の固定の変異について詳細に
記載した報告はなく，内臓逆位症例の系統肝切除
を計画するうえで興味深い症例と考えられる．ま
た，Kartagener 症候群を合併した内臓逆位症例に
対する肝切除の報告はなく，本症例が本邦ではじ
めての報告である．内臓逆位症例に対する肝切除
の報告例の手術手技・手術の難易に関する記載を
検討すると，解剖学的変異を伴う内臓逆位症例に
対しての肝切除においても，詳細な画像読影に基
づいて術前より手術手順・術中操作を事前に構想
したうえで，術中には左右鏡像関係に加えて腹部
臓器・脈管の変異を念頭におきながら解剖学的構
造を同定認識しつつ手術操作を行うことで正位と
同様な肝切除術も安全に行いえると考えられ
る３）１３）．肝切離に際しての脈管の認識・同定には術
中超音波検査の併用は有用である．

内臓逆位症例の術後管理においては，手術手技
難易度に由来する合併症・偶発症リスクの増加に
加えて，心血管合併奇形併存例に際しては循環器
系合併症に対する注意・対応も必要となる．また，
当症例のように気管支拡張症，副鼻腔炎を呈する
Kartagener 症候群合併症例においては気道感染
症・呼吸器系合併症に対しての対策も重要と考え
られる．
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A Case of Hepatectomy for Total Situs Inversus with Kartagener Syndrome

Hiroyoshi Matsukawa, Takahito Yagi, Hiroshi Sadamori, Hiroaki Matsuda,
Susumu Shinoura, Yuzo Umeda, Michiki Narushima, Takayuki Iwamoto,

Daisuke Sato and Noriaki Tanaka
Department of Gastroenterological Surgery, Transplant and Surgical Oncology,

Okayama University Graduate School of Medicine and Dentistry

The clinical treatment of situs inversus is difficult due to the inverted mirror-imaged anatomy and accompa-
nying anomalies. A 55-year-old woman with total situs inversus and Kartagener’s syndrome（bronchoectasia,
chronic sinusitis and dextrocardia）was found to have a large-sized hepatic angiogenic tumor in the posterior
sector and underwent successful hepatectomy. Concomitant anomalous anatomy included interruption of the
inferior vena cava at the liver and azygous continuation, hepatic veins flowing into the right atrium,
polysplenia, agenesis of the dorsal pancreas, and malrotation of the intestine. In hepatic resection for situs in-
versus, it is thus important to be aware of this inverted mirror imaging and to confirm organic and vascular
anatomical anomalies.
Key words：total situs inversus, Kartagener syndrome, hepatectomy
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