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【要旨】 

 巨大肺嚢胞に対する手術術式は、嚢胞壁を切開し嚢胞底の気管支開口部を閉鎖した後、嚢胞壁を折りたたむよう

に被覆縫着するNaclerio-Langer法が有名である。今回、この方法を少し変えて手術を行い、良好な経過を得られ

たので報告する。症例は 40代男性で、左胸腔の大半を占める巨大肺嚢胞に対して、有症状で嚢胞が増大傾向を示

したため、胸腔鏡手術を施行した。巨大肺嚢胞の嚢胞壁を切開し可及的に切除後、嚢胞底にポリグリコール酸

（polyglycolic acid；PGA）シート＋フィブリン糊を貼った。嚢胞壁を連続縫合し、その上にPGAシート＋フィブ

リン糊を貼って補強した。術後リークなく経過し、呼吸機能も改善した。今回施行した術式は、肺実質の切離を伴

わず、手技的にも比較的容易であり、有用な方法と考えられた。 
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【はじめに】 

 巨大肺嚢胞に対する手術術式は、嚢胞壁を切開し嚢

胞底の気管支開口部を縫合閉鎖した後、一方の嚢胞壁

縁を他方の嚢胞壁に縫着し、その上に重ね合わせるよ

うに他方の嚢胞壁縁を被覆縫着する Naclerio-Langer

法が有名である 1)。しかし、巨大肺嚢胞の嚢胞底は気腫

肺のため組織が脆弱で、細気管支開口部も複数認める

ため、縫縮でエアリークをコントロールすることは困

難であることが多い。また、胸腔鏡手術で何か所も縫

合結紮する手技は、煩雑である。そのため、今回我々

は、より手技を簡便にした方法で胸腔鏡下に手術を施

行し、良好な経過を得られたので報告する。 

 

【症例】 

症例：40代、男性 

主訴：体動時の息切れ 

既往歴：9年前、気胸（右1回、左1回） 

現病歴：肺嚢胞のため他院に通院していたが、6年前、

転居に伴い自己中断していた。1年前、検診で両側の巨

大肺嚢胞を指摘され当院呼吸器内科を受診した。外来

経過観察していたが、嚢胞が徐々に増大し、体動時に

息切れも認めたため、手術目的に当科紹介となった。 

喫煙歴：20本/日、20歳から21年間 

初診時現症：身長 178㎝、体重 90㎏、脈拍 86/分（整）、

血圧 123/81mmHg、体温 36.5℃、SpO2 96％（Room air）。 

呼吸機能：VC 2440ml（50.6％）、FEV1 1430ml（34.9％）、

FEV1％ 66.08％ 

動脈血ガス：pH 7.394、pCO2 35.2torr、pO2 69.7torr 

胸部レントゲン写真（図 1）：両側巨大肺嚢胞を認め、

特に左は嚢胞が胸腔全体を占めていた。 

胸部CT所見（図2）：左上葉に巨大肺嚢胞を認め、正常

な左下葉は嚢胞によって圧迫されていた。 

換気血流シンチグラフィ：換気シンチグラフィでは左

肺の集積はほとんど認めなかった。経過観察中に嚢胞

が増大傾向を示し、自覚症状も認めたため、左巨大肺

嚢胞に対して手術を行う方針とした。 

手術所見（図3）：完全胸腔鏡下に施行した。左胸腔全

体を占める巨大な嚢胞と、小さな嚢胞を複数個認めた。

巨大肺嚢胞の嚢胞壁を切開したところ、嚢胞底からは

少量のリークを認める多数の胸膜欠損部があった。

嚢胞壁を可及的に切除した後、嚢胞底にポリグリコー

ル酸（polyglycolic acid；PGA）シート＋フィブリン

糊を貼ってエアリークをコントロールした。近傍の小

さな嚢胞を自動縫合器で切除した後、嚢胞壁で底部を

覆うような形で連続縫合閉鎖した。この際、嚢胞壁辺

縁から嚢胞底にかけて大きく運針することで、嚢胞底

が肺内に空間として残らないように注意した。その上

に、PGA シート＋フィブリン糊を貼って手術を終了し

た。 

術後経過：術後 3日目にドレーンをクランプし、術後

5日目に抜去した。胸部レントゲン写真では、左正常肺

が完全膨張していた（図4）。体動時の息切れは消失し、
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術後2か月目の呼吸機能検査でもFEV1 2840ml、FEV1% 

70.65%と改善した。画像検査上も肺嚢胞の再発を認め

なかった。 

 

【考察】 

 今回我々は、巨大肺嚢胞に対して、胸腔鏡下に

Naclerio-Langer変法を施行した。すなわち、巨大肺嚢

胞の嚢胞壁を切開し可及的に切除した後、嚢胞底にPGA

シート＋フィブリン糊を貼ってエアリークをコントロ

ールした。底部を覆うような形で嚢胞壁を連続縫合閉

鎖し、その上に PGAシート＋フィブリン糊を貼って補

強した。同じような方法として、遠藤らの報告では、

嚢胞底にフィブリン糊を塗布した後、嚢胞底を折りた

たんで縫合せずにフィブリン糊を塗布している 2)。ま

た、縄田らの報告では、嚢胞壁切開後に嚢胞底の細気

管支が群集した部分を自動縫合器で切除して細気管支

瘻のコントロールを行っている 3)。本症例では嚢胞底

が広範で、組織が脆弱だったため、自動縫合器での切

除は困難と判断した。エアリークのコントロールとし

て、最近では、嚢胞底に PGAシート＋フィブリン糊を

貼る前に、嚢胞底全体をソフト凝固で焼灼するように

している。また、PGAシートとフィブリン糊は、正常胸

膜欠損部に肉芽形成を誘発することで肺瘻を修復する

とされ、細気管支瘻には効果が薄いと考えられるため、

嚢胞底に明らかな細気管支瘻を認める場合には、同部

を縫合結紮した上で上記処置を行うのが望ましいと考

える４）。 

 巨大肺嚢胞は、画像検査において、①片側あるいは

両側の上葉の嚢胞、②嚢胞が患側胸腔の 1/3以上を占

める、③周囲の正常肺実質を圧迫する、と定義されて

いる 5)。一般的な手術適応としては、有症状の場合、あ

るいは無症状でも片側の 1/3以上を占めるか、経過観

察中に嚢胞が増大傾向を示す場合とされている 6)。本

症例でも、体動時の息切れがあり、かつ経過観察中に

増大傾向を示したため、手術適応とした。術後には呼

吸機能が改善し、自覚症状も消失したため、適切な治

療が行われたと考えている。 

 巨大肺嚢胞に対する手術の目的は、嚢胞を処置する

ことで圧排された正常肺を膨張させ、呼吸機能を改善

することにある。そのためには、正常肺組織を可能な

限り残す必要がある。若年症例の自然気胸に対するブ

ラの処置においては、自動縫合器を用いたブラ近傍の

正常肺組織の部分切除が一般的である。しかし、巨大

肺嚢胞に対して自動縫合器を用いた切除を行う場合に

は、カートリッジ使用本数が多くなり、正常肺組織も

広範囲に切除されてしまう 6)。また、嚢胞底を完全に切

除できなければ、肺嚢胞が再発する可能性もある。そ

のため、我々は今回のような術式を選択した。 

 他の手術方法がいくつか報告されている。Hillerdal

らは、呼吸機能が悪い高リスク症例に対して、胸腔鏡

下にブラ内に直接フィブリン糊を注入する方法を報告

している 7)。また、エンドループ🄬🄬（ETHICON, Inc.）を

用いて嚢胞を結紮する方法も報告されている 8)。田中

らは、自己嚢胞壁をステイプラーラインの補強材とし

て使用しながら嚢胞底を自動縫合器で切除する方法を

報告している 9)。これは、嚢胞壁を切開した後に嚢胞底

に 4-5針水平マットレス縫合をかけて縫縮し、嚢胞壁

を反転した後に嚢胞底にかけた糸を牽引しながら自動

縫合器で嚢胞底を切除する方法で、嚢胞壁はステイプ

ルラインの補強材として活用されている。嚢胞の増大

により呼吸状態が急速に悪化した場合には、嚢胞内に

バルーン付きカテーテルを挿入し、抜けないようにバ

ルーンを膨らませて嚢胞を吸引した症例が報告されて

いる 10)。この症例では、呼吸状態が安定後に胸腔鏡下

切除を施行されている。また、内科的治療としては、

気管支鏡下に経鼻胆管ドレナージ用のピッグテールカ

テーテルを嚢胞内に留置して吸引し、状態安定後に気

管支塞栓術を施行した症例が報告されている 11)。 

 巨大肺嚢胞に対する手術中に特に注意すべき点とし

て、対側の気胸が挙げられる。巨大肺嚢胞の症例は背

景肺が気腫肺であることが多く、対側にも肺嚢胞が多

発しているため、手術中に対側の気胸を発症すること

がある 12）。手術中に急なSpO2の低下や血圧低下を認め

た際には、対側の気胸を疑う必要がある。また、嚢胞

底に肺動脈が露出していたという報告もあり、嚢胞底

に針をかけたり自動縫合器を使用する際には注意が必

要である 13)。 
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本論文内容に関連する著者の利益相反なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 術前胸部レントゲン写真 

左胸腔のほぼ全体が巨大肺嚢胞で占められていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 胸部CT 
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左上葉に巨大肺嚢胞を認め、正常な左下葉は嚢胞によって圧迫されていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 手術所見 

左上葉に巨大肺嚢胞を認めた（A）。嚢胞壁を切開したところ、嚢胞底から多数のエアリークを認めた（B）。嚢胞壁

を可及的に切除した（C）。嚢胞底にPGAシート＋フィブリン糊を張った（D）。嚢胞壁を連続縫合閉鎖した（E）。そ

の上に、PGAシート＋フィブリン糊を張って手術を終了した（F）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4 術後レントゲン写真 

左正常肺の完全膨張を認めた。 


