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はしがき

肝癌に対する肝切除術が積極的に行われるようになっ

たが,最 近10年間の3年生存率は我国の肝癌が肝硬変を

高率に合併するためもあって欧米に比べ著しく低い。当

教室の切除不能例をみると,図 1の ごとく肝癌が両葉に

またがるなど局所の進展が高度のために不可能であった

ものが60%,強 い肝硬変のため切除を断念したのが25%

である。このことからみても硬変肝痛に対する治療対策

局所進展高度

重症肝硬変

遠隔転移

リンパ節転移

肝静脈根部浸

般膜幡撤

その他

の確立が望まれる。表 ]は当教室の切除症例であるが,

症例によって生存期間が著しく異なり,切 除限界を正確
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麦 1 硬 変肝癌の切除成績

肝機能の判定には肝細胞と網内系の KuPrer細 胞の機能の両面より検討する必要がある。肝切除に際

して,肝 切除後ヵ残存肝の energy balanceが崩れる Criticalな時期があり, この時期を乗 り切ること

が出来れば予後は良好である。肝硬変を合併するときにはこの Criticalな時期が延長する。以上のこと

を念頭におき,術 前に耐糖能曲線により肝の機能的予備力を予測しj 術中は残存肝組織の Cytochrome a

(十a3)量によって切除許容量を決定し,術 後は血中アセ ト酢酸/3-ヒドFキ シ酪酸比により残存肝の代謝

動態を知 りそれに応じた対策をたてるべきである。

肝切除に伴 う網内系の機能低下の可逆性については現在正確に判定し得る指標はない。

図 1 切 除不能の理由
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に把握し根治性のある肝切除を施行すべきである。

一般に広範な肝切除 にあたって次の2点が 問題とな

る。一つは残存肝細胞が機能的に切除に耐えられるかど

うかであり,肝 切除後,機 能的予備力の低下する時期は

後述するごとく,energy balanceの 崩れたときで, こ

の時期を経過すれば肝細胞には予備力が生まれ再生がお

こる。よってこの Criticalな時期を経過し得るかどうか

を術前に予uljすることが必要となる。もう一つの問題点

は,肝 切除に伴 う網内糸の量的な減少と,KuPば er細 胞

自体の代謝異常によるPhagoCytosisの低下が回復し得る

かどうかである。肝切除後肝細胞の機能が十分に維持さ

れていながら,網 内系の機能が低下 し,endOtOXin血 症

を招来し呼吸不全, 腎不全へと multiple organ failure

に進行することがある。したがって肝切除の適応限界に

ついては肝細胞と Kupffer細胞の両面より把握するこ

とが必要であるが,KuPrer細 胞に関しては現在その機

能を知る的確な方法がないのでその重要性を提起するに

とどめ,今 回は肝細胞についての機能的予備力の判定に

ついて述べる。

(I)肝 細胞の機能的予備力の把握

(1)Childの 分類 :術前の risk判定 には一般的に

は,表 2の Childの基準
めのごとく臨床症状,肝 機能検

査成績を加味して評価される。この基準でA群 の各項目

を 1点, B群 のものを 2点 , C群 のものを3点 と評価

し,合 計 8点 以上になると肝切除は困難になる (Child

score).

表 2 Childの 基準

群 A B C

血活ビリルビン値

〔ng/100祀〕

血着アルブミン値

〔g/100n″〕

腹 水

脳 症

栄養状態

<2.0

>3.5

なし

なし

優

2.0～3.0

3.0～3.5

容易に消退

軽 度

良

>3.0

<3.0

易に消退せず

高 度

不 良

(2)耐 糖能曲線 :肝におけるエネルギー産生反応,

消費反応のbalanceを示すenergy Charge(EC)に=(ATP

+1/2ADP)7(ATPttADPttAMP)コ
2)ぉょび ミトヨンドリ

ア (Mt)の ATP生 成能は肝細胞の機能的予備力と最

も基本的な点で密接な関係にありり, また50g経 口糖負

荷試験における耐糖能曲線は Mt機 能 および肝 ECの

変化によって修飾
めめされる.図 2左 図のごとく,肝 EC,

図2 Energy chargeと 耐精能曲線
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Mtの ATP生 成能が正常の時には,血 糖曲線は糖負荷

後 2時間内に低下傾向を示す放射物線 OarⅢ。liC)型と

なり,他 方 ECが 低下した場合には,Mt機 能が元進し

ても低下しても右図のごとく2時間を経ても血糖値が上

昇する直線 (linear)型となる。ECぉ ょび Mt機 能が

低下しているときには,肝 細胞の機能的予備力は極度に

低下しているが,Mt機 能が元進 している時期でもこれ

によって肝の energy balanceがかろうじて維持されて

いるわけで, 肝細胞の予備力は低下 している。 したが

って,Parabolic型は肝細胞の機能的予備力が温存され

linear型は低下しているものと考えられる。

肝切除後の energy statusの変化 については既報
りの

ごとく70%肝 切除家兎 において, 肝切除後, 残存肝 の

ECは 急速に低下し Mtは その低下を 回復すべく充進

する。その動物が肝不全で死亡するのはこの ECが 低

下している時点で, 耐糖能曲線は低血糖を伴 うPlateau

型か,linear型 を示す。 し かし ECが 回復し始め,Mt

機能も Submaximal levelになってくると動物が死亡す

ることはなく,耐 糖能曲線は Parab01iC型を呈す。した

がって, 肝切除後 linear型ょりparお。lic型に移行し

たときが一つの臨界点で,機 能的に安全域に入ったと考

えてよい°つ。この関係を臨床例 について観察したのが

図3で ある.Case Iは 肝破裂で60%の 肝切除 をうけた

例で,linear型 の続いた後 2週間目で Parぉ。liC型の安

全域に入っており,正 常肝の大量切除では約10日間危険

(hrs)

(hrs)
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な時期が続くと考えられる。Case lは非硬変肝癌で拡大

右葉切除をうけた例で,術 後 Iinear型を呈した時期が

なく経過はきわめて良好であった。この例では手術時点

においてすでに linear型の時期を経過しており, 左葉

が再生肥大して機能的に安全域に入った状態で手術をう

けたと考えられる。このことより,肝 切除による侵襲の

度合はその手術の時点で,残 存すべき肝の energy status

の過程がどの Stageにあるかに強く依存していることに

なる。Case Ⅲは硬変肝における右葉切除例で linear型

が 3週間続いた後安全域に入っている。Case lvも硬変

肝の拡大右葉切除例であるが,Iinear型が続き安全域に

入ることができずに死亡した.以 上の事実から肝硬変が

あると energy statusの正常化は遅れることが示唆され

i, (こと.

このように担癌肝の肝細胞の energy statusは時々刻

々と変化するから,肝 切除術前日の耐糖能検査が必要で

あり,も しlinear型であるなら肝細胞の energy balance

が CritiCalなlevelにあることを示し, 広範な肝切除

は危険であ りParabolic型の時期にこそ肝切除を施行す

べきである.

(3)CytoChrOme量 :前述したごとく肝切除後低下

日消外会議 13巻  1号
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した ECの 回復には,Mtの ATP生 成能の代偵的元進

が重要な役割を演じているが, こ の Mtの ATP生 成

能の元進は Mt内 電子伝達系に対する門脈内 insulinの

比率の増加によって発生する°の1°,障 害肝 ではこの機

構が抑制されるため電子伝達系呼吸酸素そのものを増加

して障害に対応する
1'1り1り10.し かもその増加率は電子

伝達系成分あた りの ATP生 成能が抑制される度合に逆

比例して増加する
191°。したがってCytochrome a(十a3)

量を用いて肝切除後に発生する Mtの ATP生 成能の

元進の程度を推定することが可能 である。1り,す なわ

ち,CytOChFOme a(+a3)量 の軽度増加時には Mt.の

機能は元進しうるが, あ る level以上の1増加では, 肝

切除後の Mt・の機能充進がおこりにくくなる。実際に

Cytochrome a(+a3)が著しく増加している症例 では

図4の ごとく linear型を呈すものが多い。以上の事実

からMtの Cytochrome a(十a3)量を測定して切除許

容量の判定力H可能であるi CytochrOme a(十a3)が0・8

～1.3×10-10モ′イmg・蛋白では60%以上 の広範切除が

可能であるが,さ らに増加しているときにはその量に反

比例 して切除量を減少すべきであ り,1・6×10~10モル/mg
。蛋白以上では40%以下の切除にとどめるべきである。
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肝切除症例における術後耐糖能曲線の変化図 3
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図 4 肝 硬変症例における Cytochrome a(十a3)量

と耐糖能曲線 との相関
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図 5 血 中ケトン体比と肝組織ケトン体比の相

関々係

い 瑚 R m O 〔L O o D )

図6 70%肝 切除家え における残存肝の energy

charge,ATP生成能と血中ケトン体比の時間的

経過

… 一 ― Dor~
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うになる。

以上の事実より,動 脈血中ケトン体比によって肝切疎

後の代謝動態を知ることが可能となったので臨床例につ

いて検討を加えた。CaSe Iは非硬変肝 hepatomaで 右

葉切除を施行.術 後血中ケトン体比は図 7の ごとく,一

過性に低下していたが,術 後8日 目には術前値に回復し

た。CaSe Iは硬変肝 hepatomaで 右美切除施行allであ

るが,血 中ケトン体比の低下した期間は図8の ごとく,

長 く,術 後15日目にやっと術前値に回復した。以上の成

績から,非 硬変肝における肝切除では,ケ ント体比の低

下する,す なわち ECの 低下する Criticalな期間は約

1週間であるが,硬 変肝ではこの期間が延長することが

示唆された。

GTT

牲腔
隆 陸

(4)動 脈血中アセ ト酢酸r3-ヒ ドPキ シ酪酸比 (ケ

トン体比):最 近,Mtの 酸化遷元状態がエネルギー産

生と細胞内エネルギー代謝の調節に密接な関係を持つ

ことが明らかにされ
1°202ゆ

ヵさらに肝組織■のアセ ト酢

酸,3-ヒ ドFキ シ酪酸が Mtの 内膜に局在する3-ヒ

ドロキシ酪酸脱水素酵素 により下式 のごとく平衡関係

にある,ア セ ト酢酸十NADH+Hi=3-ヒ ドロキン酪酸

十NAD。・Mtの free NAD・/NADH比 がアセ ト酢囲 3-ヒ

ドロキシン酪酸X1/K(Kは 平衝定数)に て計算でき

ることが明らかになっている
22y.さ

らにまた.ア セ ト酢

酸, 3-ヒ ドロキシ酪酸は肝臓においてのみ生成され,

他臓器からの需要に答えて血中に自由に放出されること

から,肝 組織中のケトン体比は動脈血中のケトン体比に

反映されることが推察できる。実際に70%肝 切除家兎に

おいて動脈血中ケトン体比と残存肝の組織中のケ トン体

比は図5の ごとく正の相関々係 を 呈した (r=0・588,

p<0.05)。 以上 の事実より, 動脈血中ケトン体比は残

存肝の Mtの free NADキ′NADH比 を反映し, さ らに

Mtの free NAD・/NADH比 が酸化的 リン酸化に
｀
密接に

関連していることより,動 脈血中ケトン体比によって肝

の ECを 推測できることが示唆 された。図6に 70%肝

切除家兎における動脈血中ケトン体比の変動を示すが,

前述した残存肝 ECの 変動とほぼ Pararellな動きを示

した。肝切除後の ECの 低下に対処 するため残存肝に

おいては,電 子伝達系にそって電子を押しや りATP産

生のための十分な還元力を得る必要があるが,こ れを脂

肪酸の β酸化から得るため血中ケトン体比は低値をと

ると考えられる。しかしこの時期を経過すると脂肪酸よ

りもグルコースを利用し始めケトン体比も高値をとるよ
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図7 Case I,血 中ケトン体比の変動

↑
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%以 上の肝切除は 不可能.②  切 除許容量は 残存肝の

Cytochrome a(十 a3)量 により判定する。③ 肝 切除後

は血中ケ トン体比によって刻々変化する代謝動態を知 り

その対策を考える。
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(1)Kuprer細 胞の機能の把握

身体の PhagoCアtoSiSの60%以 上は肝の紹内系で営ま

れることより,広 範な肝切除は網内系の減少を招き術後

合併症の一困となる。肝切除後合併症が発生しやすい時

期は,血 中ケトン体比の低下している時で,脂 肪酸利用

が高まリグルコース利用が抑制されている時である。よ

ってこの時期には PhagoCytosisに必要な NADPHの 供

給回路であるPentOse回路が作動しないために肝組内系

の機能が低下していると推定される.し かし現時点では

網内系の機能を的確に把握することが困難でありその指

標の開発が急務であるが,少 なくともlinear型およびそ

れに準する症例では,肝 細胞の機能のみならず Kuprer

細胞の Phagocytosis活性が低下していると考えるべき

である.

以上述べたごとく, 肝細胞と KuPffer細胞の間には

密接な代謝的関係にあり, 常に両者を念頭におき, 肝

切除の適応限界の判定にあたっては耐糖能曲線, Cyto‐
ChrOme量 ,血 中ケトン体比などを多角的に検討しその

機能を的確に把握する必要があるが,特 に次のことは重

要である。① 耐 糖能曲線が Parabolic型であること.

linear型のときには7～ 10日後に再検し,Parab。lic型

に変化していれば開腹する。linear型のままであれば20

図8 Case I,血 Ⅲケトン体比の変動
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