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A Case of Laparoscopic Deroofing of a Huge Liver Cyst
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ABSTRACT
Laparoscopic approach for benign nonparasitic simple cysts is considered to be a use‑
ful method because of its less mvasiveness. A 38‑year‑old woman was admitted to our hos‑
pital because of a huge cystic mass with abdominal distension in the right lobe of the liver.

Both CT and MRI findings were suggestive of simple liver cyst, for which a laparoscopic
deroofmg operation was performed. Residual wall of cyst adhered to the hepatic paren‑
chyma was burned by the argon beam coagulator. Intracystic fluid was found serous and
clear in appearance, and about 4500ml in quantity. Pathological findings of the resected
wall revealed benign and simple cyst. The postoperative course was uneventful, she was
discharged from hospital on the 7th post operative day. The treatment options of the sim‑

pie liver cyst are conventional operation, drug injection and CO2 gas injection. We consid‑
ered laparoscopic deloofing in the treatment of the simple liver cyst and review of the

literature was presented. Ryukyu Med. J., 25( 3,4) 141‑145, 2006
Key words: huge liver cyst, laparoscopic surgery

緒

言

画像診断の普及により肝嚢胞の頻度は増加していると
いわれているが,ほとんどの場合無症状であり,治療対
象となることは少ない.また,腹腔鏡手術は周知の如く
多種の疾患の治療に応用されており,肝嚢胞においても
例外ではない.再建を必要とせず,良性疾患であるとい
う点で,肝嚢胞に対する腹腔鏡手術は,低侵襲を生かし
た良い術式と考えられる.今回我々は,腹部圧迫症状を
伴った巨大肝嚢胞症例に対して,腹腔鏡下肝嚢胞天蓋切
除術および残存嚢胞壁に対してアルゴン・ビーム・コア
ギュレ一夕による焼灼術(以下本術式)を行ったので,
若干の文献的考察を加え報告する.

症

例

症 例: 38歳,女性.
主 訴:腹痛,心窟部膨満感
現病歴:近医にて高血圧治療中であった. 4か月前の腹
部エコーでは, 10×6 cm大の肝嚢胞を指摘されていた.
1か月前より,軽い腹痛と心窟部膨満感が出現してきた
ため,当院に紹介となった.
既往歴:高血圧
入院時現症:身長152cm,体重55kg.眼球結膜に黄症
を認めず.腹部は膨隆しており,圧すると圧迫感を認め
るが,圧痛や腹膜刺激症状は認めなかった.
初診時検査所見:血液,生化学検査ともに異常なし.腫
癌マーカーも正常であった.
腹部レントゲン検査:結腸肝湾曲部のガス像が尾側に著
明に圧排されていた.
腹部超音波検査:右横隔膜下に巨大な嚢胞を認めるが可
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Fig. 1‑a Enhanced CT scan showed the huge cystic leison
in the right lobe of the liver. The right lobe was dis‑
placed to the caudal side.

Fig. 2‑a, b Abdominal MRI image. The huge liver cyst
was observed as low intensity in Tl‑weighted image
(Fig.2‑a) and high intensity in T2‑weighted image
(Fig.2‑b).
Fig. 1‑b Preoperative drip infusion cholecysto‑cholangiography‑
CT (DIC‑CT) : Gallbladder was displaced to the left side
over the median.

視範囲内では嚢胞内に充実成分は認めなかった.嚢胞の
圧排により,胆嚢も左側腹部に描出された.
腹部造影CT所見:右横隔膜下に巨大な嚢胞病変を認め,
大きさは28×21×13cmで,肝左葉を左に,肝右葉を左
および尾側に圧排していた(Fig.l ‑a).
腹部MRI所見:巨大な病変の内部は均一でTl強調像
で低信号, T2強調像で著明な高信号を呈しており,血
性や粘液性の性状ではなく,薬液性の信号強度であった.
また,境界は明瞭であり壁肥厚は認めなかった・(Fig.
2 ‑a,b).

DIC‑3DCT所見: CT像では造影された胆嚢は正中を超
えて、左側に大きく変位していた. 3D構築による正面
像では,胆嚢は左側に変位しており,右肝管は前方に変
位していた.総胆管,肝内胆管の拡張はなかった(Fig.
1‑b).

以上より,巨大な単純性肝嚢胞と診断した.治療法は

腹腔鏡下肝嚢胞天蓋切除術を選択した.
手術所見:術前の腹部所見をFig.3に示す.超音波検査
で確認すると嚢胞の尾側線は勝とほぼ同じ高さであった.
脚下に12mm,心駕部および右肋骨弓下鎖骨中線上にそ
れぞれ5 mm,右肋骨弓下前膝下線上に3 mmのトロカー
を挿入した.体位は腹腔鏡下胆嚢摘出術のそれとほぼ同
様で,軽度頭高位と右高位になるようにローテーション
をかけた.腹腔鏡にて観察すると、肝嚢胞壁は薄く透明
感があり、肉眼的にも単純嚢胞に矛盾しない所見であっ
た。腹壁を貫いた5 mmのトロカーにて直接嚢胞壁を
穿刺し,トロカーの内筒を抜いて内容液が腹腔内に漏れ
ないように吸引した.内容液は淡黄色透明でその量は
4500mlであった.肝実質より突出している嚢胞壁を肝
実質に切り込まないようにIararoscopic coagulating
scissorsで切離した.肝臓に接している残存した嚢胞壁
を観察したが,腫癌性病変を疑わせる所見はなかった.
嚢胞内皮は可及的にargon beam coagulator (以下
ABC)で焼灼した.一部,薄い嚢胞壁を介して下大静
脈が透見できる部分があり,同部は焼灼しなかった.天
蓋切除後,同部にペンローズドレーンを留置し,手術を
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Fig. 3 Preoperative abdominal findings. The edge of the
cyst was marked on the abdomen and confirmed with
ultrasonograhy.

Fig. 5 Postoperative plain CT scan image. The liver and
the gallbladder was placed in the normal position, and
feature of recurrence was not observed.

その後の経過も良好であり, 1年半後の腹部超音波お
よびCT検査で肝嚢胞の再発を認めていない(Fig.5 ).
体重も術後5 kg減少し,維持している.
考 察

終了した.腹腔鏡操作中は8 mmHgの気腹圧を維持し
た.手術時間は2時間44分,出血量は50gであった.内溶
液の細胞診検査では悪性所見は認めず,細菌培養も陰性
であった.腫癌マーカーを測定したが, CEA‑0.2ng/ml,
CA19‑9‑4.63IU/mlと正常値であった.
術後は痔痛も軽微で,術翌日より食事を開始した.腹
部膨満感も軽快し,合併症も認めず,術後7日目に退院
となった.
切除標本:切除した天蓋部分の嚢胞壁は広げると類円
形で直径が最大23cmであった(Fig.4 ).病理組織診
断は一層の立方上皮と薄い結合織よりなる単純性肝嚢
胞であった.

単純性肝嚢胞は,異所性の胆管が胆道との交通を失い,
その後徐々に拡張していくことで発生すると考えられて
いる先天的な異常とされている1).超音波検査や検診の
普及により,無症状の肝嚢胞の発見頻度が増加しており,
検診での発見率は7.2‑7.5%2 と報告されている.悼
別では女性に多く,また無症状の症例が圧倒的に多く,
年単位の超音波検査でも変化がみられないのが大多数で
ある.また,有症状の肝嚢胞は50歳以上の女性に多い
といわれている4).
多くの肝嚢胞は小さく無症状ため,治療の対象となら
ない.嚢胞径が10cm以上では,無症状でも破裂や出血
の危険があるため,治療の適応とする報告もみられるが,
原則としては有症状の巨大な嚢胞を適応とすべきである.
しかし,悪性が疑われる症例や嚢胞内出血,感染などを
伴う場合はその大きさに関わらず治療の対象となる.
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治療は経皮的治療と手術療法がある.経皮的治療とし
ては,エタノールやミノマイシンを用いた薬物注入療法
や炭酸ガス注入療法4‑6)が選択される.稲吉ら5)は経皮
的治療の良好な成績を報告しているが,肝嚢胞の大きさ
が5 cm以上もしくは有症状例を対象としている. 16例
中9例で10cm未満であり,これらには無症状例も含ま
れている可能性がある.治療により全例が改善したとさ
れるが,血圧低下や不整脈,膿癖形成などの重篤な合併
症も報告している.したがって,経皮的治療は低侵襲で
小さい嚢胞には有効と考えられるが,合併症もみられる
ため,無症状の症例に安易に施行すべきではない.また,
エタノール注入療法は,巨大な症例ほど頻回の治療が必
要であり,治療期間が長く,再発率も高いといわれてい
る4).
手術は開腹手術と腹腔鏡手術があるが,嚢胞の存在部
位でいずれかを選択するのがよい4).すなわち,鏡視下
手術の弱点である肝背側に存在する場合は,開腹がよい
と考えられる.ただし,開腹手術と腹腔鏡手術を比較し
た場合,孤立性の単純性肝嚢胞に対しては,再発率が同
等であることより,低侵襲性を考慮すれば腹腔鏡手術が
優れていると広く認識されるようになっている7).
肝嚢胞の対する腹腔鏡手術は, 1991年Z'graggenら
によって、初めて報告された8).
本手術の要点は2つある.一つは天蓋切除(開窓)部
分を大きくとって,腹腔内に十分ドレナ‑ジさせること
である.これは,嚢胞壁からの溶出液を広い腹膜で吸収
させることを意図しており,その意味では可能な限り腸
管側(尾側) ‑大きく開くようにする.横隔膜側で開窓
した場合は,横隔膜が開窓部に癒着し,再び貯留が生じ,
再発につながると推測されるからである.このような症
例には次に述べる嚢胞壁の焼灼を可能な限り行う.手術
のもう一つの要点は,残存嚢胞壁の内皮の焼灼である.
これは嚢胞壁内皮からの分泌を廃絶させることを意図し
ている.その際,薄い嚢胞壁を介して,血管や胆管が走
行していることがあること念頭に置いた,慎重な操作が
肝要である.本症例でも下大静脈に接していたため,完
全な焼灼には至らなかった.開窓が十分であれば,焼灼
は不要との意見もあるが,可及的焼灼を併用することが
一般的である9).また,焼灼のデバイスとしては,本症
例に使用したABCの他 argon plasma coagulator
(以下APC),電気メスのスプレーモードなどの報告が
あるが,より浅く広範囲に焼灼可能なAPCが最も安全
といわれている10)
また,欧米では嚢胞の欠損部に付加的に大網形成と大
網逢着を行うことで再発率を減少させ,出血防止や胆汁
療の予防につながると報告している11)
本症例に対する治療法として,より低侵襲である経皮
的治療も選択肢に挙げられたが、肝嚢胞が巨大なため,
その治療法では繰り返し施行する可能性が高く,そうな
ると入院期間の長期化も余儀なくされる.また,嚢胞が

短期間で増大しており,悪性疾患の除外診断が重要とな
るため,嚢胸壁を直接観察可能な手術治療が適切と考え
られた.侵襲とのバランスも考え,腹腔鏡下肝嚢胞天蓋
切除術を選択した.
本症例の経過で興味深いのは,嚢胞の急速は増大して
いる点である.急速に増大する要因として,癌化や感染,
出血などが挙げられるが、本症例はいずれも当てはまら
なかった.原因不明で急速増大する肝嚢胞の報告12)も
あり,本症例も原因不明であった.
本術式は低侵襲で手技も比較的容易であり,肝嚢胞に
対する治療手段として有用である.
おわりに
巨大肝嚢胞に対して腹腔鏡下肝嚢胞天蓋切除術を施行
した1例を経験したので報告した.
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