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I　は じ め に

小児がんの治療中に指摘された肺内小結節性病変は，
しばしば診断的治療目的で手術適応となるが，術中の局
在同定は必ずしも容易ではない．今回我々は，骨肉腫の
小児に指摘された肺内小結節性病変に対してハイブリッ
ド手術室を利用し，cone beam CT（CBCT）での局在同
定・マーキングと胸腔鏡下肺部分切除を一連の流れで
行った．過去に小児でのこのような報告はないため，若
干の文献的考察とともに報告する．

II　症　　　例

症例：11歳女児．
現病歴：左大腿骨腫瘍疑いで当院整形外科を紹介さ
れ，生検による骨肉腫の診断とともに，胸部 CT検査上
右肺 S8の小結節を指摘され転移性肺腫瘍が疑われた．
小児科で high dose methotrexate（HD-MTX）を主とす
る化学療法が導入され，途中整形外科での患肢温存根治

術を挟んで計 8クールの治療が行われたが，肺病変が消
失しなかったため当科紹介となった．
当科術前現症：身長 135.6 cm，体重 28.7 kg．バイタ
ルサインに著変なく，呼吸音は両側とも正常肺胞音で
SpO2も 100％であった．
血液検査所見：特記すべき所見は認めず．
胸部 X線所見：異常陰影を指摘し得ず．
胸部 CT検査所見：治療前（図 1a）右下葉 S8末梢に
径 3 mm大の結節影を認め，治療後もほぼ変化なく存在
した（図 1b）．
他院でのセカンドオピニオンや家族希望も踏まえた慎

重な検討の結果，診断的治療目的で手術を行うこととした．
手術所見：手術は当院のハイブリッド手術室を利用
し，多軸血管撮影装置の Artis zeego（Siemens, German）
を CBCTとして使用した．全身麻酔導入後，胸腔鏡手
術のための左下側臥位とし，体表に放射線不透過のグ
リッドパターンがついたシートを載せた．まず両肺換気
下で CBCTを撮影して右肺 S8の病変を確認し，病変に
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最短距離で到達できる部位として第 5肋間後腋窩線を決
定した（図 2ab）．同部から 23G針を壁側胸膜直前まで
刺入して 2回目の CBCTを施行．針先の同軸延長線上
に病変がある（図 3ab）ことを確認して針を胸腔内に進
め，2.5 mg/mlの indocyanine green（ICG）を 2 ml胸膜
下の肺実質に局注した．ここで分離肺換気とし，前記の
第 5肋間穿刺部，および第 7肋間中腋窩線と第 9肋間
後腋窩線にそれぞれ 10 mmの切開を加えてラッププロ
テクターTMミニミニタイプ FF0504（株式会社八光，長
野）を装着して胸腔鏡手術を開始した．ICGが局注され
た肺組織（図 4a）を同定し，支持糸および金属クリッ
プをかけて（図 4b）3回目の CBCTを施行した．クリッ
プと病変が十分に近接していることが確認できたため，
同部を stapling deviceにて切除，摘出した．すみやかに
摘出組織を切開して十分な surgical marginとともに病変
が切除されていることを確認（図 5a）し，型通り洗浄
と sealing testを行い，胸腔ドレーンを留置して手術を

終了した．手術時間は 85分間，術前の 2回の CBCTス
キャン時間を含めた麻酔時間は 295分，術中総被曝線量
は 33 mGyであった．出血量はごく少量で術中偶発症も
なかった．
摘出病理所見（図 5b）：周囲に軽度の線維増生を伴う

3 mm大のリンパ節構造を認めたが悪性所見を認めず，
術前の画像所見とあわせて良性の小結節と診断した．

図 1　治療前後胸部 CT所見
（a）治療開始前 CTで右肺 S8に 3 mm大の結節影を
認め，転移が疑われた．（b）根治手術と 8クールの化学
療法後も結節影は変化なく残存していた．

図 2　CBCTのセッティングと 1回目画像
（a）患者を手術体位である左下側臥位とし，CBCTを
撮像した．（b）術前の CTと同様に右肺 S8の小結節を
確認し，最短でアプローチできる肋間として第 5肋間を
選択して（a）の（→）のように油性ペンでマーキング
した．
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術後経過：特記すべき術後合併症を認めず順調に経過
し，術後化学療法 1クール追加後に退院となった．現在
術後 3か月であるが病変の再発はなく，患児，両親の整
容性に対する満足度も高い．

III　考　　　察

肺内小結節性病変の術中局在同定を容易にするために， 
様々なマーキング方法が報告されている．比較的よく行
われているのは，術前に CT室で CTガイド下に経皮穿

刺でマーキングする方法で，マーカーとしては色素1)や
hook wire2)などが用いられる．しかしながら通常の CT

室で行う場合，手術時の体位変換で解剖学的位置関係が
変わったり，移送や時間経過でマーカーが脱落したりす
る恐れがある3)．また，小児では麻酔・鎮静が必要であ
り，穿刺による気胸や血胸4)，空気塞栓5)6)などの合併症
リスクも含め，CT室では安全面の問題もある．さらに，
CT室の長時間占拠から通常検査業務への支障が起こる

図 3　穿刺針を胸壁に刺入した状態での 2回目 CBCT画像
（a）第 5肋間から 23G針を穿刺して壁側胸膜直前に
留置させた．（b）CBCTを撮像し，穿刺針（→）の直線
上に小結節が位置していることを確認した．その後，穿
刺針を臓側胸膜まで穿刺して ICGを局所注射した．

図 4　胸腔鏡所見と 3回目 CBCT画像
（a）臓側胸膜に ICGによりマーキングされている．
（b）色素でマーキングした部位に吸収糸をかけて支持
糸とし同部位に金属クリップにてクリッピングした
（→）．（c）CBCTを撮像し，クリッピング位置と小結節
影が近接していることを確認した．
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ことも，多くの施設で無視できない問題と思われる．
一方，胸腔鏡下エコー7)，経気管支鏡的マーキング

法8)，触感センサーを用いて対象物の硬さを感知する
endofinger法9)なども報告されており，これらは比較的
低侵襲で，手術室でリアルタイムに近い評価も可能と考
えられるが，しばしば術者の技量・習熟度により病変検
出率や再現性が左右されるほか，専用の器材の導入コス
トも問題であり，特に小児では普及していない．
ハイブリッド手術室は，血管造影用透視装置と画像処
理ワークステーションを備えた手術ユニットである．ナ
ビゲーション手術を行う心臓血管外科，脳神経外科，整
形外科領域では近年必須のユニットとなっており，当院
でも 2016年に整備された．ハイブリッド手術室では，

麻酔科医による全身管理の下，一度確定した手術体位の
まま患者の移動や体位変換を要さず，術前から手術終了
までリアルタイムの 3次元 X線画像での評価とマーキ
ングが可能であり，前述のすべてのデメリットが理論上
クリアできると考えられる．

Artis zeegoで行った CBCTは，円錐状 X線ビームを
平面受像装置上に照射（つまり透視装置）して行う CT

撮像法で，一般に一度に撮像できる範囲は狭くなるが，
歪みの少ない画像を 1回転の照射で取得できる．2010

年に Hwangら10)が肺内小結節性病変の生検における
CBCTの有用性を報告し，2015年に光岡ら11)によって
CBCTを利用した胸腔鏡下肺部分切除術が初めて報告さ
れた．以後成人症例の報告は散見されるが，小児例で
は CT室でマーキングを行った後に手術室へ移動して手
術を行った前述の報告3)や，CBCTを用いた経皮的生検
の報告12)は見られるものの，自験例のように CBCTを
用いた局在同定・マーキングと胸腔鏡下肺部分切除を一
連の流れで行った報告は検索した範囲で認めていない．
Chaoら13)が集積した 100例の CBCTによる肺内小結節
の局在同定率は 92～100％と通常の全身型汎用の多列検
出器型 CTと遜色がなかった．また被曝線量についても
通常 CTでの 1回のスキャンと比べてはるかに少なく，
この点も小児でのメリットは大きいと考えられる．光岡
ら11)は 17症例の術中スキャン回数が平均 3.3回，被曝
総線量は 10～58 mGyと報告している．自験例では，胸
腔鏡での臓側胸膜面からの観察では腫瘤の存在自体は
確認できなかったため，ICGでマーキングした部位にク
リッピングして 3度目の CBCTを施行して確実に局在
を確認した．それでも総被曝線量は光岡ら11)の報告と同
等であり，そのメリットを考えれば十分許容されるもの
と判断した．
使用したマーカーについて Naraら3)は，hook wireを
使用して脱落した経験から色素法により確実な局在を診
断したと報告しており，我々も色素法を選択した．注入
する色素に関しては ICGやインジゴカルミン，メチレ
ンブルーなどの報告14)があるが，その中でも ICGは，
本来は静脈注射用色素のため局注は適応外使用に当たる
ものの，炭粉沈着した肺に局注しても良好なコントラス
トを得られたとの報告14)があるように，局注時の視認性
の点では最も優れていると考えられたこと，前述のごと
く局注での使用経験の報告において，気分不良や局所発
赤などの軽症な副作用15)以外の重大な有害事象は検索
しうる限り認めておらず，厳重にモニタリングされた全
身麻酔で行う本法において ICGは安全に使用できると
考えられたことから我々はこれを選択した．

図 5 　摘出組織および病理組織学所見（Hematoxylin-Eosin
染色，×40）

（a）摘出標本の肉眼的所見．割面を入れると 3 mm大
の腫瘤（〇）が含まれ，十分な surgical marginが保たれ
ていた．（b）（a）の（〇）は径 3 mm大のリンパ節構造
がみられ，この周囲組織に軽度線維増生がみられ，軽度
の炎症を伴ったリンパ節と診断した．悪性所見は認めて
いなかった．
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これに加え，穿刺での色素注入では，色素の浸潤拡散
や胸腔内への誤散布などにより，病変確認が困難となる
リスクが指摘されており16)，これに対しては局所マーキ
ングの際に ICGにリドカイン塩酸塩ゼリーを混和する
ことで色素の拡散が防止された14)とする報告もあるが，
ICGが鏡視下での直接確認以外に近赤外蛍光カラーカメ
ラシステムでも確認できる特徴があることから我々は，
実際には必要なかったが同システムを視認困難な場合の
備えとして準備して手技を行った．また，穿刺針を確実
に肺内に進めて局注する手技に関しても，前述の工夫を
行った．これらの工夫は共著者である当院呼吸器外科医
が，これまで多数の成人症例に行って最も確実で安全性
の高い方法として確立した方法であり，その指導の下で
行った．
自験例は 11歳とはいえ 9歳半ほどの体格であった
が，本法は問題なく施行可能であった．本法の適応可能
年齢について，今回の経験からは，CBCTを用いたマー
キングは新生児においても可能であると考えられるが，
胸腔鏡下肺部分切除は staplerなどのデバイスのサイズ
により体格が規定されうる．もっとも，多くの小児悪性
腫瘍の好発年齢である 2~3歳以降であればこの問題も
クリアでき，我々は今後も，小児転移性肺腫瘍における
有効な治療選択肢として本法を積極的に適用し，経験を
集積していきたいと考えている．
一方で自験例において採用した stapling deviceを用い
た楔状切除については，術後に CT検査において stapler

が halationを起こして周囲組織の画像診断に支障をきた
す懸念があり，確実な局在が診断できていたことを考え
ると，術中さらに切除範囲を小さくすることも含めた術
式の工夫を考慮すべきであったと反省している．この点
は今後の診療に生かしたいと考えている．
本法の limitationとして，自験例のように視認できな
いが比較的臓側胸膜に近い部位に位置する腫瘤性病変に
ついては極めて有用であるが，病変がさらに深部に存在
するなど局在によっては適応困難な可能性はあり，術前
に画像検査等による十分な評価が必要であることは言う
までもない．また，ハイブリッド手術室を整備する施設
が増えているとはいえ，すべての施設で行えるものでは
ないこと，どの施設でもほぼ 1つのユニットを複数科
で共用しており，手術日の調整が必須であることなども
考慮する必要がある．さらに，CT室で行う従来の術前
マーキング併用では 2回の全身麻酔が必要でも各麻酔時
間は短くなるのに対し，本法では 1回で済むもののそれ
よりは長くなるため，長時間の側臥位保持による皮膚の
圧迫や無気肺17)等の術後合併症リスクが高くなる懸念

はある．幸い自験例では術後合併症なく経過したが，今
後も症例を重ねることでさらなる低侵襲を求めていきた
いと考えている．
最後に，倫理面においては，通常の手術リスクだけで
なく，小児例での報告がないことを含めた十分なイン
フォームドコンセントを得たうえで，すでに成人での経
験が豊富な当院呼吸器外科医とともに施行した．

著者ならびに共著者に申告すべき利益相反状態はない．

（稿を終えるにあたり，原疾患の治療全般を主導された近畿
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A Case of Thoracoscopic Partial Lung Resection Using Intraoperative Cone Beam CT
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The patient was an 11-year-old female who presented 

with osteosarcoma of the left femur. Before treatment, a 

3-mm nodular shadow was observed in the right lung (S8). 

The patient was initially treated with a limb-sparing radical 

operation and adjuvant chemotherapy, but the lung mass 

did not disappear. As a result, surgery was indicated for 

diagnostic treatment. The operation was performed in a 

hybrid operating room. Cone beam computed tomography 

(CBCT) was performed before the thoracoscopic surgery, 

which indicated through which area the lesion could be 

reached in the shortest distance possible. Next, a 23G 

needle was inserted into the chest wall at the same site, 

and CBCT was performed again. After confirmation of the 

lesion’s location on the needle tip, the needle was advanced 

into the lung, and indocyanine green was subsequently 

injected locally. Thoracoscopic surgery was started, and 

CBCT was performed to provide a support thread and a 

clip on the marked lung tissue. After confirmation that the 

clip was sufficiently close to the lesion, the targeted area 

was resected. The lesions were found to be well contained 

within the resected tissue, and the postoperative course 

was satisfactory. No previous studies have shown the 

use of hybrid operating rooms to perform CBCT marking 

and thoracoscopic partial lung resection in children. This 

method seems to be an effective and viable option.
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