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細小肝癌切除4211の遠隔成績の検討

大手前病院外科,同  内 科ネ
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細小肝癌切除例214/1および絶対非治癒切除例を除外 した非細小肝癌切除例41例の計62例を対象にそ

の遠隔成績について検討した。その結果,細 小肝癌の累積生存率は 3年 95%, 5年 61%と 非細小肝癌

の累積生存率 3年 44%, 5年 33%に 比較 し有意に良好であった (p<0.01)。また,細 小肝癌の累積癌

死率は非細小肝癌の累積癌死率に比較 し有意に低値を示 した (p<0,05)。 し かし,累 積再発率におい

ては両群間に有意の差を認めなかった。細小肝癌は非細小肝癌に比べ再発までの期間が有意に長 く

(p<0.05),か つ単発性残肝再発を示すものが多かった(p<0.05).再発例に対する再手術率は細小肝

癌において有意に高値を示した(p<005)。 以上より,細 小肝癌切除例においても術後長期に渡るfol‐

low upが重要であ り,また残肝再発711に対しては積極的に再手術を行 うことにより良好な予後が得 ら

れるものと考える。
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はじめに

近年,肝 細胞癌発生 high risk groupに対するα‐

Fetoprotein(AFP)値測定および超音波検査を中心 と

した各種画像診断による定期的 followにより細小肝

癌
1)の

発見頻度が増加している。しかし,こ れらの症例

では肝硬変の併存率が高 くその外科的切除には限界が

あ り,一 施設での切除例数も少なく切除471の長期遠隔

成績の報告はいまだ少ない分～。.

原発性肝癌扱い規約1)によれば細小肝癌 (small liver

cancer)は,切 除または,剖 検時に得 られた最大径2cm

以下の単発した肝癌 とされ,血 管侵襲を伴わないもの

は Tl腫瘤 と規定されてお リー般的にその予後は良好

と考えられているの命"ゆ。しかし,こ れらの症例におい

ては肝硬変の併存率が高 く肝癌切除後も異時性発癌の

問題も含め,再 発率に関する限 りその予後は必ずしも

良好 とはいえない。●功.

本研究においては,細 小肝癌切除例の術後遠隔成績

を検討する目的で,絶 対非治癒切除例を除外した非細

小肝癌切除例の遠隔成績 との対比において,細 小肝癌

切除例の術後生存率,再 発率,再 発様式および再発例

に対する治療 とその予後に及ぼす影響について検討し
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対象および方法

1989年11月までに当施設にて手術を施行した肝細胞

癌は79例であり,内 71例に肝切除術を施行した。細小

肝癌は,肝 癌切除71例中214/1(29.6%)で あった。本

研究においては肝切除耐術67例の内,細 小肝癌21例お

よび絶対非治癒切除例を除外 した非細小肝癌41例の計

62例を対象とした。

細小肝痛,非細小肝癌例の年齢は,56.6±10.0歳(37

歳より74歳),59.1±8.6歳(42歳より78歳),男女比は,

2 0 : 1 , 2 . 4 : 1 であ り肝 硬 変 併 存 率 は, 1 6 /

21(76.2%),35/41(85,4%)で あった。また,臨 床

病期(clinical stage)は,細 小肝癌 stage 1 17例,並 age

I14例 ,非 細小肝癌 stage 1 29例,stage I1 12例であ

りstage IIIは認めなかった。肝切除術式は,細小肝癌,

Hrs以 下13例,Hrl以 上 8例 ,非 細小肝癌,Hrs以 下

22例,Hrl以 上19例であ り,性 別分布を除き両群間に

有意 の差 を認め なかった。なお,肉 眼的進 行程度

(Stage)は,細 小肝癌は全例 Stage Iであり,非 細小

肝癌は Stage I1 27例,Stage IH 8例,Stage IV‐A6

例であった。また,細 小肝癌の内13例 (61.9%)は 絶

対治癒切除4/1であった。

再発確認 日は超音波検査,computed tomOgraphy

(CT),血 管造影および enhanced ultrasonograp町
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(Fig.2).

3)累 積再発率

細小肝癌,非細小肝癌の術後累積再発率はおのおの,

1年 00%,19,4%,3年 46.7%,66.1%,5年 68.0%,

66.1%と 両群間に有意の差を認めなかった(Fig。3).

また,再 発例数は細小肝癌7/21(33.3%),非 細小肝癌

19/41(46.3%)と 細小肝癌の方が低値を示 したが統計

学的には有意の差を認めなかった。

II.再発様式 と再発までの期間

再発部位は,細 小肝癌では再発 7例 の全例が残肝再

発 で あった が, 非 細 小 肝 癌 で は 再 発1 9 例中1 5 例

(78.9%)が残肝再発であった。非細小肝癌肝外再発 4

例の内, 2例 は骨転移であ り,腹 膜播種, リンパ節転

移がおのおの 1例 であった。なお,非 細小肝癌残肝再

Fig。 2 Mortality curves due to carcinoma for

small hepatocellular carcinoma(s‐HCC)and

■on‐small hepatocellular carcinoma (ns‐HCC)

calculated by the Kaplan‐ Meier method. The

mortality rate of s‐HCC is signillcantly lower

than that of ns‐HCC(p<005)(logrank test).

(%)

(EU)lPの内,いずれかの画像診断にて再発の確認され

た日とした。

累積生存率,累 積癌死率,累 積再発率の算出には

Kaplan‐Mcier法 を用い,有 意差の検定には Logrank

testを用いた。また,他 の統計学的処理には ぇ
2 teSt,

Student‐t testを用い p value O.05以下をもって有意

とした。予後の最終確認 日は1989年12月とした.術 後

の最長観察期間は 7年 3か 月であった。また,細 小肝

癌,非 細小肝癌の術後観察期間はおのおの,917± 724

日,731± 546日と両群間に有意の差を認めなかった。

成  績

I.術 後遠隔成績の検討

1)累 積生存率

肝細胞癌切除耐術62例全例の累積生存率 は 1年

82.6%, 3年 58.2%, 5年 401%で あった。また,細

小肝癌の累積生存率は 1年 95.0%, 3年 950%, 5年

61,1%で あ り,非細小肝癌の累積生存率は 1年 76.8%,

3年 43.6%, 5年 32.7%で あった。細小肝癌の累積生

存率は非細小肝癌の累積生存率に比較 して有意に良好

であった (p<0.01)(Fig.1).

細小肝癌死亡例 34/1の死因は,癌 死 2例 ,食 道静脈

瘤破裂 1例 であ り非細小肝癌死亡例23例の死因は,癌

死16例,肝 不全死 4例 ,他 病死 3例 であった。

2)累 積癌死率

細小肝癌,非細小肝癌の術後累積癌死率はおのおの,

1年 0.0%,13.6%, 3年 0.0%,37.1%, 5年 35.7%,

52.8%で あ り細小肝癌の累積癌死率は非細小肝癌の累

積癌死率に比較 して有意に低値を示 した (p<0.05)

Fttg. l Survival curves for all patients,slnall he‐

patocellular carcinoma (s‐HCC) and nOn_slnall

hepatOcellular carcinoma  (ns、lICC)calculated

by the Kaplan‐WIeier method The suttival rate

of s‐HCC is signiflcantly higher than that of

ns‐HCC(p<0.01)(logrank test).

ロー句 a‖Patients(n‐62)

中  S‐HCC(n=21)コ

米―ネ ns―HCC(n=41)」
pく001

中  S―HCC(n=21)

浄―メ ns―HCC(n=41)

p<005

24    36   48   60

Months

Fig. 3 Rate of recurrence for small hepatocellular
carcinoma (s-HCC) and non.small hepatocellular
carcinoma (ns-HCC) calculated by the Kaplan-
Meier method. There was no significant
defference between the 2 groups (logrank test).
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発15例中 2711は肝外転移を併存 していた。

残肝再発腫瘍数は,細小肝癌では単発 5例 (714%),

多発 2例 (28.6%)で あ り,非 細小肝癌では単発 2例

(13.3%),多 発13例 (86.7%)で あった。細小肝癌の

残肝単発再発率は非細小肝癌のそれに比 して有意に高

値を示 した (p<0.05)(Table l)。

残肝再発までの期間は,細 小肝癌では785±301日で

あ り,非 細小肝癌では403±291日であった。細小肝癌

の残肝再発までの期間は非細小肝癌のそれに比較 して

有意に延長 していた (p<0405)(Fig.4).

III.残肝再発に対する再手術率 と手術術式

残肝再発に対す る再手術率は,細 小肝癌では85,7%

(6/7)で あったが,非 細小肝癌では33.3%(5/15)で

あった。細小肝癌の残肝再発に対する再手術率は非細

小肝癌 のそれに比較 して有意 に高値 を示 した (p<

Table l  Number of the intrahepatic metastasis.

There 、vas signiIIcant ditterence bet、veen the 2

groups in the number of metattasis(p<005)

(chi‐square test)

s・HCC:smau hepatOcellular carcinoma,ns‐HCC:

non‐slnall hepatOcellular carcinoma

sol i tary mult iple

5-HCC 5(714%) 2(286%) 7(1000%)

ns―HCC 2(133%) 13(867%) 15(1000%)

Fig. 4 Post-operative disease free interval for
small hepatocellular carcinoma (s-HCC) and
non-small hepatocellular carcinoma (ns-HCC).

Post-operative disease free interval of s-HCC was
significantly longer than that of ns-HCC (p(

0.05) (Student-t test).

67(807)

0.05)(Table 2)。 また,残 肝再発腫瘍数と再手術率に

ついて検討してみると単発例では 7例 中 6例 (85,7%)

に手術が施行されたのに比べ,多 発例では15例中 54/1

(33.3%)に のみ手術が施行されてお り両群間に有意の

(p<005)差 が認められた (Table 3).

再手術の手術術式は,細 小肝癌 6例 中 5例 (83.3%)

および非細小肝癌 5例 中 2例 (40.0%)の 計 7例 に再

肝切除が行われ,残 り4例 には動注用 リザーバーの埋

設術が行われた。

再手術の施行されなかった残肝再発471に対しては,

74/1において肝動脈塞栓術を中心とした治療が, 1例

にエタノール注入療法が行われた。3例 は one shot動

と化学療法のみあるいは無治療であった。

IV.細 小肝癌における病理学的背景因子と再発率

細小肝癌初回手術時における病変部の病理学的所見

の半J明しているものについて病理学的背景因子と再発

率について検討を行った。

細胞異型度 (EdmOndson分 類)と再発について検討

してみると,再 発の認め られなかった もの I型 1例

(7.7%), II型 10例 (76.9%), III型 2例 (15.4%),再

発の認め られた もの I型 14/1(16.7%),II型 5例

(83.3%)と 両群間に有意の差を認めなかった。なお,

2例 においては術前 に TAEが 施行 されてお りEd‐

Table 2  Re‐operation on the intrahepatic metas‐

tasis There was signiflcant direrence between

the 2 groups in the number of re‐operation (p<

0.05)(chi‐square test)

s HCC:観mall hepatocellular carcinoma,ns‐HCC:

non‐団nall hepatocellular carcinoma.

re-op. (+) r e ―。P ( ―)

s―HCC 6(857%) 1(143%) 7(1000%)

ns―HCC 5(333%) 10(667%) 15(1000%)

Table 3 Re-operation on the intrahepatic metas-
tasis and the number of metastasis. There was

significant difference between the 2 groups in the
number of re-operatiol (p<0.05) (chi-square

test ).

re-op. (*) re―op(― )

sol i tary 6(857%) 1(143%) 7(1000%)

mult iple 5(333%) 10(666%) 15(1000%)
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m o n d s o n分 類の評価が困難であった。
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因子が不明であった。

V.細 小肝癌における手術術式 と再発率

細小肝癌初回手術時の肝切除術式 と再発率について

検討 してみると,再発の認められなかったもの HrS以

下 9例 (643%),Hrl以 上 5例 (357%),再 発の認め

られた もの HrS以 下 4例 (57,1%),Hrl以 下 3例

(42.0%)と 両群間に有意の差を認めなかった。

同様に,肝 切離面における癌漫潤 (TW)の 有無の再

発率について検討 してみると,再 発の認められなかっ

たもの TW(一 )7例 (50.0%),TW(十 )7例 (50.0%),

再発の認められたもの TW(一 )6例 (85.7%),TW

(十)1例 (14.3%)と 両群間に有意の差を認めなかっ

アこ.

VI.症 例

以下に,細 小肝癌にて手術後 3年 2か 月に再び細小

肝癌にて再発が確認され再手術後,初 回手術より4年

被膜形成 (fc)の有無 と再発について検討 してみる

と, 再 発 の 認 め られ な かった もの f c ( 一) 6  1 r l

(42.9%),fc(十)8夕 J(57.1%),再 発の認められた

もの fc(一)3例 (429%),fc(十 )4例 (571%)

と両群間に有意の差を認めなかった。また,被 膜内外

浸潤 (fc‐inf)の有無と再発について検討してみると,

再 発 の 認 め られ な かった もの f c ‐i n f ( ―) 2 4 / 1

(25`0%),fc‐inf(十)64/1(750%),再 発の認められ

た もの 免―inf(一)14/11(25.0%),fc‐inf(十)3夕 J

(750%)と 両群間に有意の差を認めなかった。

血管侵襲 (vp)の 有無 と再発率について検討 してみ

る と,再 発 の認め られ なかった もの vp(一 )2例

(15.4%),vp(十 )11例 (846%),再 発の認められた

もの vp(一 )3711(50.0%),vp(十 )3例 (50.0%)

と両群間に有意の差を認めなかった,2例 において vp

Fig. 5 Angiography (a), plain ultrasonography (b) and the enhanced ultrasono.
graphy (c) of a small hepatocellular carcinoma at the first operation.
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Fig, 6 Resected specimen of the same patient as
Fig. 5.
(a) Gross appearance shows a solitary small
nodule sized 1.5cm in diameter. (b) Microscopic
view shows the trabecular type and Edmondson'
s grade II HCC.

5か 月無再発生存中の症421を示す。Fig.5に 細小肝癌

初回手術時の血管造影,超音波像(plain ultrasonOgra‐

phy:PU)お よび EUlいを示す。血管造P//では S2に2.0

cmの hypervascular tumorを認める。PUで は,同様

に S2に1,7cmの hypOechoic tumorを認め,EUに て

hyperechoic changeを示した。本例に対しては,肝 左

葉切除を施行した。切除標本肉眼所見では,単結節型,

腫瘍径1.5cm,Eg,Fc(十 ),Fc・Inf(一),Sf(十 ),

Vp。,VvO,BO,IMO,Stage Iの 細小肝癌であ りTW

(一)の絶対治癒切除であった。病理学的所見では,索

状型,Edmondson II型の肝細胞癌であ り,fc(十 ),

危‐inf(十),vp(十 )で あった (Fig.6).同症例は,

術後の定期的 follow upにより初回手術より3年 2か

月後に超音波検査にて S8に肝細胞癌の再発が確認 さ

れた。再発確認時の血管造影,PU,EUを Fig.7に 示

す。血管造影では明らかな腫瘍像を認めず,PUに て

S8に径1.3cmの hypOechOic tumorを認め EUに て

hyperechoic changeを示した。本病変に対しては初回

手術後 3年 7か 月にて S8亜区域切除を施行した。切除

標本肉眼所見では,単 結節型,腫 瘍径1.3むmの 細小肝
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癌であ りEg,Fc(― ),Sf(十 ),Vp。,Vv。,B。,IMO,

Stage Iであった。病理学的所見では,索状型,Edmon‐

dson IIの肝細胞癌であり,fc(一 ),sf(十 ),vp(十 )

であった(Fig.8).本 例は,初 回手術より4年 5か 月

現在,無 再発生存中であ りsecond primaryとしての

再発を強 く示唆する症例である。

考  察
一般に肝細胞癌は肝硬変を発生母地 として発生する

と考えられてお り,特 に細小肝癌は慢性肝疾患息者の

定期的 follow中に発見される機会が多 くその肝硬変

併存率は高率である。 し たがって,各 種画像診断の診

断能の向上に伴い細小肝癌の発見頻度は増加してもそ

の切除711数はいまだ少なくり～。,そ の遠隔成績に関す

る知見の集積 も十分とはいえない。

日本肝癌研究会による全国原発性肝癌追跡調査報

告
11)によれば,細 小肝癌は追跡調査期間中の全肝細胞

癌手術1,259例中177471(14.1%)と されている。 こ れ

に比べ,当 施設での細小肝癌切除例数は,肝 細胞癌切

除711al中21T/11(296%)と 高率を示 した。

細小肝癌の診断に現在最も有力な手段は超音波検査

法であると考えられている。~61D19。しかし,超 音波検

査により腫場の存在診断は可能であっても,肝 癌類似

病変 との鑑別,す なわち,そ の質的診断は必ず しも容

易ではない。筆者らは,以 前よりこれらの病変に対し

積極的に血管造影を施行し同時にカテーテルより肝動

脈内に炭酸ガスmicrObubblesの注入を行 うことによ

り超音波検査法における肝腫場の contrast enhance,

ment(enhanced uitrasonography:EU)1いを行い肝内

小腫場 の質的診断に応用 して きた.本 法 は,近 年

Angio‐echOgraphy16)ぁ る ヽヽ ヤよUS angiography17)の

名称で多数の施設で行われるようになり,そ の微小肝

癌描出能は娘結節を含めてきわめて良好であることが

確認されるに至った1ゆ
.本 稿にて示された症例の再手

術時の診断においてもその有用性が うかがわれる。今

回の研究対象内の細小肝癌例数は, この contrast en‐

hancement法による細小肝癌の早期確定診断による

ところが大であると考える。

細小肝癌術後の遠隔成績に影響を及ぼす因子 として

は癌の再発 と肝不全あるいは食道静脈瘤破裂などの肝

硬変そのものに起因する因子が考えられる。細小肝癌

切除plJの予後は, 3生 率51%よ り78%と の報告が見ら

れ, 5生 率85%と の良好な報告もあ リー般的には非細

小 肝 癌 に比 べ そ の予 後 は 良好 と考 え られ て い

るか。～6鴻).しかし,再発率に関するかぎり果時性多中心
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単発再発率が有意に高値を示 した。

細小肝癌の62%が 絶対治癒切除であったこと,細 小

肝癌における初回手術時の病理学的背景因子 と再発率

との間に相関が認められなかったこと,細 小肝癌にお

ける肝切除範囲および肝切離面における癌浸潤の右無

と再発率との間に相関が認められなかったこと等を考

慮すると,細 小肝癌切除例の残肝再発においては sec‐

ond primaryとしての再発が深 く関与していることが

推祭される。

Second primaryを含め単発性肝内再発を来 したも

のには,肝 予備能の許すかぎり再肝切除の適応がある

と考えられ,そ の予後に及ぼす意義についても報告が

見られる分.また,再手術の不可能な症例に対 しては肝

動脈塞栓術を中心 とした集学的治療により予後改善が

期待されるの。今回の検討において累積再発率に差の

Fig. 7 Angiography (a), plain ultrasonograpyc (b) and the enhanced ultrasono-
graphy (c) of the same patient as Fig. 5 at the second operation.

性発癌 (secOnd primary)の問題も含めその再発率は

決して低率でないとの報告があるい。い。1カ13)。_方 ,細

小肝癌に合併する肝硬変は進行したものが多 く術後の

肝不全 がその予後 を左右 す る との報告 も見 られ

る。6)14).

今回,細 小肝癌21711および絶対非治癒切除例を除外

した非細小肝癌41例の肝切除術後の予後について検討

した結果,細 小肝癌は 3生率95%, 5生 率61%と 非細

小肝癌の 3生率44%, 5生 率33%に 比べ累積生存率に

おいて有意に良好な成績を示 し, また累積癌死率にお

いて有意に低値を示した.し かし,累 積再発率に関し

ては両群間に有意の差を認めなかった。また,再 発ま

での期間について検討 してみると細小肝癌の方が非細

小肝癌に比べ再発までの期間が有意に延長してお り,

肝内再発数について検討してみると細小肝癌において
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Fig. 8 Resected specimen at the second operation.
(a) Gross appearance shows a solitary small
nodule sized 1.3cm in diameter. (b) Microscopic
view shows the trabecular tvpe and Edmondson'
s grade II HCC.

認められなかった細小肝癌 と非細小肝癌 との間に累積

生存率において有意の差が認められたことは,単 発性

肝内再発の頻度の高い細小肝癌再発例に対して再肝切

除を中心 とした積極的な外科的治療が施行されたこと

に起因するものと考える。

以上より,細 小肝癌術後においても超音波検査,CT

スキャンリを中心 とした長期の follow upが重要であ

り,残 肝再発を認めたものには肝予備能の許すかぎり

積極的な外科的治療を行 うことがその予後改善のため

に重要であると考える。

本稿の要旨は第35回日本消化器外科学会総会にて発表し

ブt .
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Analysis of Results of Hepatectomy for Small Liver Cancer

Yasuo Matsuda, Kuniya Nakajima, Masahiro Fujikawa, Toshikazu Ito, Hitoshi Mizuno, Hiroshi Yoshida,
Iwao Yabuchi*, Minoru Nishioka* and Toyohiro Izukura

Department of Surgery, *Department of Internal Medicine, Ohtemae Hospital

Results of hepatectomy for 2l patients with small liver cancer and 41 patients with non-small liver cancer,
excluding absolutely non-curative resections, were analyzed. The survival rates for small liver cancer and non-
small liver cancer were as follows: 3-year survival, 95% and 44%, respectively; S-year survival, 6l% and iii|%,
respectively. The survival rate for small liver cancer was significantly higher than that for non-small liver cancer
(p<0.01) and the mortality due to carcinoma of small liver cancer was significantly lower than that of non-small
liver cancer (p<0.05). However the rate of recurrence in the two groups was not significantly different. The
disease-free interval for small liver cancer was significantly longer than that for non-small liver cancer (p<0.05)

and the rate of solitary intra-hepatic metastasis or a second primary lesion of small liver cancer was significantly
higher than that of non-small liver cancer. The rate of re-operation for intrahepatic recurrence of small liver cancer
was significantly higher than that for non-small liver cancer (p<0.05). It is concluded that long-term follow-up is
necessary for small liver cancer after hepatectomy and that re-operation for a solitary recurence is important for
the long-term survival of patients with small liver cancer.
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