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CASE REPORT

ICG 併用 VAL-MAP と ICG 静注区域間同定法を使用した
胸腔鏡下拡大区域切除の 1 例
平野
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ABSTRACT ━━ Background. Preoperative marking is often required before limited pulmonary resection for earlystage lung cancer. CT-guided marking has often been performed; however, there have been reports about air embolism as a potentially fatal complication. Thus, the introduction of virtual-assisted lung mapping (VAL-MAP) has
increased. We herein report a case in which thoracoscopic extended segmentectomy was performed with good
results using VAL-MAP with indocyanine green (ICG) and infrared thoracoscopy with intravenous ICG. Case.
The patient was a 72-year-old woman. Chest computed tomography showed a 16-mm part-solid nodule and we
planned extended lingular segmentectomy. On the day before the operation, VAL-MAP with ICG was performed.
Under usual thoracoscopy, indigo carmine was recognized and the fluorescent region was more widely visible under infrared light. After dissection of the pulmonary artery, vein and bronchus, ICG was injected intravenously. It
was easily distinguished from the ICG injected for VAL-MAP by the intensity of the fluorescence, which enabled
radical limited resection with an adequate surgical margin. Conclusion. The combination of VAL-MAP with ICG
and infrared thoracoscopy with intravenous ICG may be applicable in various operative procedures.
(JJLC. 2019;59:378-383)
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要旨 ━━ 背景．早期肺癌に対する縮小手術ではマーキ

カルミンが確認され，赤外光観察下でより広範囲に ICG

ングを要することが多い．従来は CT ガイド下マーキン

の蛍光領域が確認された．舌区の肺動静脈，気管支を切

グが行われることが多かったが，致命的合併症となり得

離後に ICG を静注した．蛍光強度差から，VAL-MAP

る空気塞栓の報告例もあり，術前気管支鏡下肺マッピン

で注入した ICG 染色部位と ICG 静注区域間同定法で静

グ法（VAL-MAP）の導入も増えてきた．今回，ICG 併用

注した ICG 染色部位との識別は容易であり，的確なマー

VAL-MAP と術中 ICG 静注区域間同定法を使用するこ

ジンを確保した根治的縮小手術が可能であった．結論．

とで良好な結果を得られた拡大区域切除例を経験したの

ICG 併 用 VAL-MAP と ICG 静 注 区 域 間 同 定 法 の 使 用

で，報告する．症例．症例は 72 歳，女性．胸部 CT で左

は，
多様な術式に対応できる可能性があると考えられた．

舌区に 16 mm 大の part-solid nodule が認められ，拡大舌

索引用語 ━━ 区域切除，Virtual-assisted lung mapping

区切除の方針とした．手術前日に ICG 併用 VAL-MAP

（VAL-MAP）
，Video-assisted thoracic surgery
（VATS）
，

を行った．通常胸腔鏡観察下で前日に注入したインジゴ
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主訴：自覚症状なし．

はじめに

既往歴：慢性腎不全，高血圧．

近年，画像診断技術，手術手技の向上により早期肺癌

喫煙歴：なし．

に対して区域切除や楔状切除の縮小手術を行う機会が増

現病歴：慢性腎不全で当院内科に通院中．初診時スク

加している．小型の肺癌に対する区域切除の際には，正

リーニング目的の CT で，左舌区に 9 mm 大の限局性の

確な腫瘍の位置の同定と，腫瘍からの十分な距離をおい

すりガラス影を指摘されていた．経過で陰影の増大を認

た区域切離ラインの設定が重要である．

め，肺癌の疑いで手術目的に当科紹介となった．

気 管 支 鏡 下 肺 マ ッ ピ ン グ 法（VAL-MAP：virtual-

入院時現症：特記すべき事項なし．

assisted lung mapping）
は，気管支鏡下にインジゴカルミ

血液検査：血算，生化学では慢性腎不全を反映して血

ンを病変近傍の細気管支内に複数箇所注入する方法で，

清 Cr，BUN 値の上昇を認めたが，その他の異常は認めな

触知困難な小型肺病変に対する新しい術前マーキング法

かった．

1
として注目されている．

当科では注入する色素にイン

ドシアニングリーン（ICG）を使用し，術中に赤外光胸腔
鏡 を 用 い て 蛍 光 領 域 と し て 同 定 す る ICG 併 用 VALMAP 法を行っている．

呼吸 機 能 検 査：VC 2.67 l，%VC 107.2%，FEV1.0 2.15
l，%FEV1.0 118.1%．
胸部単純 CT 写真：左肺舌区に 16 mm 大の part-solid
nodule を認めた．Consolidation 部分の径は 3 mm 大で

また，術中の区域切離線の同定法として術中 ICG 静注

あった（Figure 1A）
．腫瘍は舌区と S3a との区域間静脈

2 従来の含気虚脱による区域
区域間同定法が報告され，

．肺門，縦隔
である左 V3b に近接していた（Figure 1B）

3 当院
間描出法と並んでその有用性が認められている．

に有意なリンパ節腫脹はなし．

でも，胸腔鏡下区域切除の際には上記の方法を採用して

臨床経過：画像上は早期肺癌が強く疑われた．腫瘍が

おり，前述の ICG 併用 VAL-MAP とともに有用な手術

比較的中枢に位置しており，また consolidation を含む腫

支援となっている．

瘍であるため，舌区切除を基本に考えた．腫瘍が左 S3a

今回，小型肺癌に対する完全胸腔鏡下拡大舌区切除時

と近接しているため舌区＋S3a 亜区域切除も考慮した

に ICG 併用 VAL-MAP と術中 ICG 静注区域間同定法と

が，慢性腎不全を合併しており 3D-CT による血管走行の

を使用することで良好な結果を得られた症例を経験した

詳細な検討ができなかったため，S3a を含めた拡大舌区

ので，報告する．

切除の方針とした．
ICG 併 用 VAL-MAP：胸 部 CT を も と に 腫 瘍 を 挟 む

症 例

よ う に マ ー キ ン グ 位 置 を 設 定 し，画 像 解 析 ソ フ ト

症例：72 歳，女性．

（Synapse VincentⓇ）を用いて B3a と B4a のバーチャル

Figure 1. Computed tomography (CT). A: A part-solid nodule was observed in the lingular segment.
B: The tumor was adjacent to the intersegmental vein between S3a and S4a (arrow).
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Figure 2.

Virtual bronchoscopic images for virtual-assisted lung mapping (VAL-MAP).

Figure 3. Three-dimensional CT after VAL-MAP with ICG. A: The two markings
(blue) interposed the tumor (pink). B: The area surrounded by the white dotted line approximately shows the lingular segment. The red interrupted line indicates the expected resection line for extended lingular segmentectomy, including the S3a subsegment.

気管支鏡ナビゲーション画像を作成した（Figure 2）
．手

手術所見：完全胸腔鏡下に手術を開始した．2 ヶ所の

術前日に ICG 併用 VAL-MAP を施行し，気管支鏡下に

マーキングは目視にて確認可能であった（Figure 4A）
．

左 B3a，B4a に散布チューブを挿入し，透視で位置を確認

赤 外 光 観 察 で S3a，S4a が 蛍 光 領 域 と し て 観 察 で き た

しながらそれぞれインジゴカルミン 1 ml＋ICG 0.5 ml を

（Figure 4B，4C）
．舌区の肺動静脈，気管支を処理後，通

注入した．その際 ICG は通常の 2 倍の濃度である 5 mg/

常濃度である 2.5 mg/ml の ICG 3.0 ml を静脈内投与し，

ml とした．マッピング後に胸部 CT を施行し，マッピン

赤外光観察下で区域間を同定した．蛍光の濃淡差から

グと腫瘍との位置を確認した（Figure 3A，3B）
．処置に

ICG 併用 VAL-MAP のマーキング領域との識別は容易

よる合併症は認めなかった．

であった（Figure 5）
．マッピングした S3a 領域を含むラ
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Figure 4. Intraoperative views. A: The two blue markings placed on S3a (arrowhead) and S4a (arrow) were seen on
the left upper lobe. B, C: The appearance under infrared light. S3a and S4a segment fluoresced with the indocyanine
green (ICG) injected for VAL-MAP.

分得られていた（Figure 6）
．
病理組織所見：組織型は adenocarcinoma in situ で，
腫瘍径は 1.9×0.8 cm であった．リンパ節転移は認めず，
切除断端は陰性であった．
術後経過：術後胸腔ドレーンから気漏を認めたが，自
然に消失し術後 5 日目に胸腔ドレーンを抜去した．経過
良好で術後 8 日目に退院となり，現在外来でフォロー
アップ中である．

考 察
現在，リンパ節郭清を伴う肺葉切除は肺癌に対する標

Figure 5. The image under infrared light after intravenous injection of ICG. The S3a segment appeared to be
brighter than residual upper division of the lung.

準術式である．しかし近年早期肺癌に対する手術症例が
4 Stage IA の非小細胞肺癌に対する区域
増加しており，

切除が肺葉切除と同等の予後である報告例も散見され
5,6 現在，区域切除と肺葉切除との非劣性試験が行わ
る．
7 結果が待たれるところである．当院では 2
れており，

インで，
自動縫合器を使用して拡大舌区切除を施行した．

cm 以下のすりガラス影主体の早期肺癌に対しては区域

腫瘍と切離断端との距離は 3 cm と，切除マージンは十

切除を積極的に行っており，本症例でも区域切除を選択

Japanese Journal of Lung Cancer―Vol 59, No 4, Aug 20, 2019―www.haigan.gr.jp

381

ICG Fluorescence-navigated cVATS Segmentectomy Using VAL-MAP with ICG―Hirano et al

Figure 6. A: A resected specimen with an adequate surgical margin. B: The tumor (in
the circle) was located in the lingular segment, with dimensions of 19×8 mm.

した．

除を考慮した．しかし，慢性腎不全の既往があり術前に

早期肺癌に対する胸腔鏡手術では，腫瘍を術中触知で

造影 CT を施行できず詳細な脈管の走行の確認ができな

きず位置の同定が困難なため，術前にマーキングを要す

かったため，拡大舌区切除の方針とした．この術式では

る症例が多い．腫瘍の位置の同定方法として様々な術前

術中 ICG 静注区
S3a の肺動脈，気管支は処理しておらず，

8-10
肺マーキング法が報告されている．

CT ガイド下マー

域同定法のみでは切除すべき S3a 領域も他の温存する肺

キングは現在広く行われているが，気胸，出血，空気塞

と同様に蛍光されてしまうため，腫瘍から十分な切除

栓症などの合併症が報告されており注意を要する．特に

マージンを得られない危険性があった．そこで ICG 併用

空気塞栓症は，頻度は 1.4〜1.9% と高くはないものの，発

VAL-MAP を術前に施行し，B3a から色素を注入するこ

症した場合致死率が 16〜19% と高く，非常に重篤な合併

とで術中に切除すべき S3a 領域を認識することができ

11,12
症である．

た．通常のインジゴカルミンのみを使用する VAL-MAP

VAL-MAP はそうした問題を解決し得るマーキング

では注入した色素が胸膜面の spot として認識できるの

法である．過去の報告では気胸，肺胞出血などを認める

と異なり，ICG 併用 VAL-MAP では蛍光領域として認識

13 しかしながら，技
ものの重大な合併症はみられない．

できるため腫瘍の位置の同定と合わせて区域切除の際の

術的な問題や高度な炭粉沈着や気腫肺などで，術中に色

切除ラインの決定にも有用である．ただし，本症例にお

素が認識しづらい，あるいは全く認識できない症例は一

いても ICG 併用 VAL-MAP で S3a 全体が蛍光されてい

14
定 数 み ら れ る．

本 症 例 で 採 用 し た ICG 併 用 VAL-

ない可能性はある．そのため，胸膜面のインジゴカルミ

MAP では，通常使用するインジゴカルミンに ICG を併

ンによるマーキングをもとに腫瘍の位置を確認しながら

用することで，術中の赤外光観察下でマーキングが確実

区域切除ラインを設定することが必要であった．肺癌に

に認識できることが利点である．

対する区域切除では，区域を正確に切除すること以上に

胸腔鏡下区域切除において，正確な区域間ラインを描

腫瘍から十分な切除マージンを確保することが重要であ

出するのは容易ではない．従来含気虚脱による区域間描

り，本症例でも後者を優先した拡大区域切除を施行し，

出法が用いられる機会が多かったが，
高度な気腫肺など，

摘出標本上も十分な切除マージンを確保できていた．

症例によっては正確な区域間ラインが描出できないこと

通常の VAL-MAP では手術 2 日前に施行しても術中

が課題であった．術中 ICG 静注区域間同定法は，そう

15 本症例では，ICG 併用 VAL認識可能とされている．

3
いった患者の肺の状態に左右されにくい方法である．

MAP を手術前日に施行したが，術中の色素の認識に問

ただし，切除側の血管，気管支を正確に処理しておく必

題はなかった．ただし，ICG 併用 VAL-MAP では手術ま

要があるため，術前に 3D-CT などで血管，気管支の分岐

での時間によって蛍光領域の拡散の程度が変わることが

を把握しておくことが重要である．本症例では舌区の肺

予想される．
本症例では，
拡大切除する S3a 領域を蛍光さ

腫瘍が S3a に近接しており，当初は舌区＋S3a 亜区域切

せることができ良好な結果が得られた．仮に術前に造影
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CT が施行でき，当初予定していた舌区＋S3a 区域切除を
行った場合でも，術前マーキングとして ICG 併用 VALMAP は有用と思われるが，この場合 ICG を本症例のよ
うに広範囲に拡散させる必要性はないかもしれない．通
常の区域切除時における ICG 併用 VAL-MAP から手術
までの時間や ICG の量については，検討の余地があろ
う．VAL-MAP 施行 後 は CT を 撮 影 し，さ ら に 3D-CT
を再構築してマッピングと腫瘍との位置を確認する作業
が必要であるため，手術当日にすべて行うのは時間的制
約がある．また，VAL-MAP 時と手術時で同日に 2 度麻
酔を行うことは患者への負担にもなるため，当科では手
術前日に VAL-MAP を施行している．
本症例では ICG 併用 VAL-MAP と術中 ICG 静注区域
間同定法を使用したが，ICG 併用 VAL-MAP の蛍光色素
と術中静注した ICG による蛍光色素とを術中に混同す
る可能性があった．そこで気管支内に注入する ICG を通
常の 2 倍の濃度にすることで濃淡差ができ，それぞれの
識別は容易であった．この二者を併用した報告例はない
が，上記の工夫をすれば併用は可能で，腫瘍から十分な
切除マージンを確保した区域切除を行うために有用な方
法と考えられる．

結 論
ICG 併用 VAL-MAP と ICG 静注区域間同定法を併用
した胸腔鏡下拡大区域切除の 1 例を経験した．これら二
者の併用により，安全かつ確実で根治性の保たれた区域
切除が可能であると考えられた．
本論文内容に関連する著者の利益相反：なし
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