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肝切除に伴う肝再生に関与する因子の解析

一特に肝実質組織との関連について一

東京女子医科大学消化器病センター外科 (主任 :羽生富士夫教授)

宮 崎 正 二 郎

肝切除症例70例を対象とし,術 前および術後 3～ 4週 の computed tomographyよ り算出した肝切

除後の残肝再生 (残肝増大率)と非腫瘍部肝の組織像 (線維化,炎 症細胞浸潤,piecemeal necrosisの

程度)と の関連を検討した。線維化程度別に残肝増大率は線維化 (一)群 :1.59±0,45(MeanttSD)

倍,軽 度群 ;1.41±0.35倍,中 等度群 ;116± 0.20倍,高 度群 il.08±0。10倍の順に減少した,肝 切

除率 と残肝増大率は,線維化(一)群,軽度群でともに指数回帰に有意の相関を示 した(r=0.823,0.840,

ともに p<0001)が ,軽 度群の回帰係数は (一)群 より減少し,以 下,中 等度群,高 度群の順に回帰

係数はさらに減少した。また,炎 症細胞浸潤,piecemeal necrOsisに関しては,そ れぞれの程度別の

残肝増大率には線維化の程度別にみられた一定した傾向は認めなかった。肝切除後の残肝再生 (残肝

増大率)は 非腫瘍部肝の線維化の程度により影響される可能性があると考えられた。

Key words: liver regeneration of remnant liver, growth rate of remnant liver, removal rate of liver,

pathological findings of liver parenchyma

緒  言

近年,肝 外科の進歩により肝切除術症pllが増加しつ

つあるが,原 発性肝癌におけるようにわが国の肝切除

対象症例には肝硬変,慢 性肝炎などの併存肝病変を伴

う場合が多い。ある程度以上の肝切除術が行われた際,

残存肝の代償性再生肥大 (以下,残 肝再生)は ,肝 細

胞の機能総量を回復させ,術 後の肝機能を維持してい

くために必要である1)分
。この残肝再生は,一 般に肝硬

変など非腫瘍部肝の組織学的な病態や,あ るいは大量

切除など肝切除量に影響を受けることが臨床的には知

られている。iO。しかし,非腫瘍部肝の線維化や炎症反

応などの組織学的な病態に応じた残肝再生,お よび肝

切除量に応 じた残肝再生に関して,い まだ統計学的な

詳細な検討はなされていない.そ こで著者は,肝 切除

術症例70例について,computed tomography(以 下

CT)を 使用 して形態的にその肝切除率,残 肝再生の程

度 (残肝増大率)を 算定, また切除標本より非腫瘍部

肝組織像を調べ,非 腫瘍部肝組織の線維化 と炎症反応

の病態に応 じた肝切除率 と残肝増大率の検討を行った

ので報告する。

<1992年10月7日受理>別 刷請求先 :宮崎正二郎

〒162 東京都新宿区河田町8-1 東 京女子医科大

学消化器病センター外科

対象 と方法

1989年1月 から1992年6月 までの 3年 6か 月間に東

京女子医科大学消化器病センター外科において施行さ

れた肝切除術症例の うち,術 前,術 後 (3～ 4週 )の

CTよ り肝切除率および残肝増大率を測定しえた70例

を対象とした,切 除対象となった肝疾患は肝細胞癌56

例,胆 管細胞癌 5例 ,こ れらの combined type 2例,

転移性肝癌 5例 ,肝 嚢胞腺癌 1例 ,肝 海綿状血管種 1

例である。なお, これら原発性もしくは転移性肝癌症

例においては手術時,残 存肝に肉眼的な癌遺残を認め

ていない症例 (原発性肝癌取扱い規約のによる絶対非

治癒切除を除 く症例)に 限って対象とし,ま た,腫 瘍

の占める体積による肝切除率への影響を考慮 し,腫 瘍

径が5cm以 上の症例は除外した。肝切除術式は,右 3

区域切除 3例 ,左 3区域切除 1例 ,拡 大 2区 域(右葉)

切除 1例 , 2区 域 (右葉)切 除22例, 2区 域 (左葉)

切除 9例 , 2区 域 (内側 。前区域)切 除 2例 , 2区 域

切除未満 1区域切除以上 3例 , 1区 域切除23例, 1区

域切除未満亜区域切除以上 6例 であった。年齢は37歳

から76歳まで (平均59.4±7.9歳)で ,男 性57人,女 性

13人であった。まず,各 症例において術前および,術

後 3～ 4週 後の CTを もちいて肝切除率 (腫瘍部分を

除いた推定切除肝体積/腫瘍部分を除いた術前肝体
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てもごくわずかなもの,b)炎 症細胞浸潤軽度群 ;門

脈域の リンパ球,形 質細胞を主体 とした炎症細胞浸潤

の程度が軽度なもの,c)炎 症細胞浸潤高度群 ;炎症細

胞浸潤が高度なもの,の 3群 に分けた,3)piecemeal

necrosis(以下 PN)の 程度を,a)PN(一 )群 ;PN

が認められないもの,b)PN軽 度群 ;PNの 程度が軽

度で一部の問脈域にしか認められないもの,c)PN高

度群 ;PNの 程度が高度で多 くの門脈域に認められる

もの,の 3群 に分けた。なお腫瘍部分の近傍では線維

化や炎症細胞浸潤が強 く表れていることがあるため,

検体としては腫瘍部分よりなるべ く離れている非腫瘍

部肝を用いた。以上,対 象70症例の肝切除率,残 肝増

大率,お よび非腫瘍部肝の組織像に基づき,1)各 症471

の線維化,炎 症細胞浸潤,piecemeal necrosisの程度

別の肝切除率,2)線 維化程度別の残肝増大率,3)線

維化程度別における肝切除率と残肝増大率の相関,4)

炎症細胞浸潤程度別の残肝増大率,5)炎 症細胞浸潤の

積),お よび残肝増大率 (術後 3～ 4週 後の残肝体積/

切除直後の推定残肝体積)を算定 した。この際,lcm幅

でスキャンされた各面積の各スライスごとの合計を各

体積 (cm3)と した。計算にはWACOM社 の体積計算

プログラムverSion2を使用 した。次に,各 症例の切除

標本の非腫易部肝組織を,1)線 維化の程度,2)炎 症

細胞浸潤の程度,3)piecemeal necrosisの程度につき

検索 した。1)線 維化の程度は,a)線 維化 (一)群 ;

線維化のみられないもの,b)軽 度線維化群 i線維化

がグ リソン輪周辺に認められ,bridging(連結)にいた

る線維化の伸びだしがまだわずかであるもの,c)中 等

度線維化群 ;グ リツン鞘相互,中 ,き静脈相互,あ るい

はグ リツン鞘 と中心静脈を結びつける線維化の伸びだ

しが連結 しつつあるがまだ完成 していないもの,d)

高度線維化群 i bridgingの連結が完成 しているもの,

の 4群 に分けた(Fig.1)。2)炎 症細胞浸潤の程度を,

a)炎 症細胞浸潤 (―)群 ;炎症細胞浸潤がないかあっ

Fig. I Classification of liver fibrosis (Hematoxylin & Eosin stain, x40).

a) No fibrosis. b) Mild fibrosis: Both in connection with periportal and
centrilobular fibrosis, the stretch of connective tissue extensions is slightly seen.
c) Moderate fibrosis: The stretch is moderately seen, and in some areas that is
completed. d) Severe fibrosis: The strech is completed in all areas.

c) Moderate fibrosis Severe fibrosis

a)No fibrosis b)Mild fibrosis
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程度別 における肝切除率 と残肝増大率の相関,6)

piecemeai necrosisの程度別の残肝増大率,7)piece,

meai necrosisの程度別における肝切除率 と残肝増大

率の相関,8)各 症例の線維化,炎 症細胞浸潤,piece‐

meai necrosisの程度の対比,9)肝 切除術式別の残肝

増大率を検討 した。なお,各 群間の有意差検定には

Wilcoxn検定を,相関係数およびその検定には Spear‐

manの 検定を用い,そ れぞれ危険率0.05以下を有意 と

した。平均値の結果は MeanttSDで 表 した。また肝切

除術式は原発性肝癌取扱い規約 (第 2版 )のに基づい

ブこ.

結  果

1.対 象症例の線維化,炎 症細胞浸潤,piecemeal

necrosisの程度別の肝切除率

線維化の程度別の肝切除率は,線 維化 (一)群 (15

例),54.0± 17.4%,軽 度 線維 化 群 (23例),38.6土

20.1%,中 等度線維化群(14例),32.9± 13.2%,高 度

線維化群 (18例),31.8± 14.0%で あ り,線 維化 (一)

群 とその他の群の間に有意差を認めたが,軽 度群,中

等度群,高 度群の間には有意差は認めなかった。炎症

細胞浸潤の程度別の肝切除率は,炎 症細胞浸潤 (一)

群(14例),46.7±23.0%,炎 症細胞浸潤軽度群(24例),

42,8±18.0%,炎 症細胞浸潤高度群 (30例),31.8士

15.4%で あり,炎 症細胞浸潤 (一)群 と高度群の間に

有意差 (p<0,05)を 認めたが,PN(一 )群 と軽度群,

軽度群 と高度群の間には有意差 を認めなかった。

piecemeai necrosisの程度別の肝切除率は,PN(一 )

群 (36例),42.0± 19.5%,PN軽 度群 (19例),38.2±

18.0%,PN高 度群 (134211),30.9±17.8%で あ り各群

間に有意差を認めなかった (Fig,2)。

2.各 線維化群の残肝増大率

線維化 (一)群 の残肝増大率は平均1.59±0.45倍,

軽度線維化群では1.41±0.35倍,中 等度線維化群では

1.16±0.20倍,高 度線維化群では1.08±0.10倍であ り

線維化の程度が高度になるに従い残肝増大率は減少し

た.線 維化 (一)群 と軽度群,中 等度群 と高度群の間

には有意差を認めなかったが,そ の他の各群間に有意

差を認めた (Fig.3).

3.各 線維化群における肝切除率 と残肝増大率の相

関

残肝増大率は肝切除量によっても影響を受けること

から,各 線維化群における肝切除率に伴 う残肝増大率

を検討した。線維化(―)群においては,肝 切除率50%

で残肝増大率は約1.5倍,肝切除率70%で 残肝増大率は

63(817)

Fig. 2 Removal rate of the liver in the cases

classified by liver fibrosis, inflammatory cell
infiltration, and piecemeal necrosis.
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約 2倍 と肝切除率に伴い残肝増大率は上昇した,こ の

関係は直線回帰 (r=o.788,p<0.001)よ りも指数回

帰 (r=o.823,p<0.001)に より強い相関を示 した。

的能
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た (r=0.619,p<0.05).高 度線維化群では残肝増大

率の上昇はほとんどみ られなかった (r=0.608,p<

001)。 高度線維化群を線維化の bridgeの幅の厚い群

(いわゆる甲,甲
′
型肝硬変を含む。)と 薄い群 (乙型肝

硬変を含む。)に分けたが,両 群の残肝増大率に差はみ

られなかった。また,肝 切除率約30%程 度までは各群

間の残肝増大率に差はなく,そ れ以上の肝切除率で増

大がみられはじめ,各 群間に差が生 じて くる傾向が

あった (Fig.4),

4.各 炎症細胞浸潤程度別の残肝増大率

炎症細胞浸潤(一)群の残肝増大率は平均154± 0.46

倍,軽 度群では134± 0.42倍,高 度群では1.21±0.21

倍であった。炎症細胞浸潤 (一)群 と高度群の間に有

意差はみられた (p<001)も のの,(一 )群 と軽度群,

軽度群 と高度群の間には有意差はみ られなかった

(Fig.3).

5.炎 症細胞浸潤程度別における肝切除率 と残肝増

大率の相関

炎症細胞浸潤 (一)群 (r=0.868,p<0.001),軽 度

群 (r=0756,p<0.001)と もに肝切除率に伴い残肝

増大率は上昇 し,指数回帰に有意な相関をしめしたが,

炎症細胞浸潤 (一)群 と軽度群の回帰係数に差はなく

肝切除率を考慮にいれても両群間の残肝増大率に差は

みられなかった.高 度群においては肝切除率に伴 う残

肝増大率の上昇の程度は,(一 )群と軽度群に比較 して

減少した。 さ らに各群の個々のプロットを線維化の程

度別に分けてみると,炎 症細胞浸潤軽度群では相関曲

線より低値に中,高 度線維化群の症例が多くみられ,

また炎症細胞浸潤高度群では中等度線維化例が相関直

線よりも高値に,高度線維化例が低値にみられた(Fig.

5 ) .

6.piecemeai necrosisの程度別の残肝増大率

PN(一 )群 の残肝増大率は平均133± 0,35倍,軽 度

群では1.40±045倍 ,高 度群では119± 017倍 であっ

た。各群間に有意差はみられなかった (Fig.3).

7,piecemeal necrosisの程度別における肝切除率

と残肝増大率の相関

PN(一 )群 (r=o.805,p<0,001),PN軽 度群 (r=

0.853,p<0.001)は ともに指数関数に有意な相関を示

したが,両群間の回帰係数に差はなかった。PN高 度群

においては相関は直線回帰に相関を示 したが,肝 切除

率に伴 う残肝増大率の上昇の程度は,PN(一 )群 と軽

度群に比較 して減少した。この うち,PN各 群において

線維化の程度が高度な例ほど残肝増大率はより低値を

Fig. 3 Growth rate of the remnant liver in the
cases classified by liver fibrosis, inflammatory cell
infiltration, and piecemeal necrosis.
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軽度線維化群においては,肝 切除率50%で 残肝増大率

は約1.5倍,肝切除率80%で 残肝増大率は約 2倍 と上昇

し,線 維化 (―)群 と同様に直線回帰 (r=0.813,pく

01001)よりも指数回帰 (r=o.840,p<0.001)に より

強い相関を示したが肝切除率に伴 う残肝増大率の上昇

の程度 (回帰係数)は 減少した。中等度線維化群では

肝切除施50%で 残肝増大率は約1.3倍と残肝増大率の

上昇があまりみられなくなり,相 関も直線回帰となっ
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Fig. 5 Correlation between the removal rate and

the growth rate of remnant liver in the cases

classified by the grades of inflammatory cell

infiltration.

Fig. 4 Correlation between the removal rate and the growth rate of remnant

liver in the cases classified by the grades of liver fibrosis. Short broken line ( *
* * ) shows the correlation between the removal volume and the growth rate

assuming that the regeneration is perfectly completed as large as preoperation.
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とる傾向がみられた (Fig.6).

8.各 症例の非腫瘍部における線維化,炎 症細胞浸

潤,piecemeal necrosisの程度 とその対比

resection(%) ゃ Y=o91r19999x)

炎症細胞浸潤のない例はほとんどに線維化がみられ

ず,あ っても軽度であった,炎 症細胞浸潤が軽度にあ

る例では線維化が軽度もしくは中等度にある例が多
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Fig. 7 Correlation between liver fibrosis,
inflammatory cell infiltration, and piecemeal ne.
crosis (PN).
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かった.炎 症細胞浸潤が高度の例では全例が線維化を

伴い,そ れも高度な例が多かった。PN(― )例 の線維

化の程度はさまざまであったが高度な例は少なかっ

た。PNが 軽度もしくは高度にみられる例は 1例 を除

く全例に線維化を伴っていた (Fig.7).

9.肝 切除術式別の残肝増大率

右 3区 域切除2.01±0,79倍,右葉切除1.56±0.34倍,

左葉切除1,14±0.13倍,後 区域切除1.15±0.12倍,前

区域切除1.06±0.15倍,左 葉外側区域切除1.07±0.09

倍 と切除区域数が多い術式に残肝増大率が高い傾向が

みられた.各 術式においては,線 維化が中等度,高 度

である例に残肝増大率が低い傾向がみ られた (F七.

tion.
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考  察

肝切除術に際しては残存肝の予備能 とともに,残 存

肝の代伎性肥大,す なわち残肝再生の程度が術後経過

に影響を与えている。術後早期の肝不全死例や,耐 術

例でも肝機能の回復が遅延している例では,残 肝再生

が十分でない場合が多いゆ.し たがって,症 例に応 じ

て,肝予備能 とともに残肝再生の程度をも考慮にいれ,

肝切除量を決定する必要があると考えられるり.そ の

ためには,残 肝再生を調節する因子を明確にし,そ の

因子を検討することにより各症例の残肝再生を予担Jし

えなければならない。著者は,肝 再生を調節する因子

として非腫瘍部肝の組織像, とくに線維化の程度 と炎
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症反応の程度に着 目し,残肝再生 との関連を検討した。

非腫瘍部肝の組織学的な病態 と残肝再生の関連につい

ては,非 肝硬変症4211に比べ肝硬変症例の残肝再生が不

良であるとする報告
31-のがぁる。Chenら のは肝切除 3

か月後の残肝の増大した体積が右葉切除もしくは左葉

外側切除を施行した非肝硬変群で平均,残肝の28.4%,

2亜 区域切除を施行 した肝硬変群で平均8.5%と 述べ

ている。また,岡本らりは非肝硬変群 と肝硬変群を切除

量別に 3群 に分け,切 除後 1か 月の残存肝の増大速度

を検討した。すなわち,残 存肝の増大速度は,大 量切

除群 (残存肝体積が600cm3以下)に おいては,非 肝硬

変群で18cme/日,肝 硬変群で13cm3/日であり,中 等量

切除群 (同600cm3以上1,000cm3以下)に おいては,非

肝硬変群で4.3cm3/日,肝硬変群で3 5cn3/日であった

と報告 している。 こ のように,非 腫瘍部肝の組織学的

な病態に関しては肝硬変の有無のみで残肝再生を検討

していることが多い。しかし,肝 硬変の要素として最

も重要な線維化の程度についてみても,正 常肝から完

成された肝硬変までの間にさまざまな線維化の程度が

存在する,そ こで,著 者は線維化の程度に関して,前

述のごとく4段 階に分けた。この線維化の程度は,グ

リツン輸,中 心静脈間の bridging(連結)の 完成度の

程度であ り,そ の点で中等度線維化群にはいわゆる乙
′

型肝硬変が含まれ,高 度線維化群には甲型,甲
′
型,お

よび乙型肝硬変が含まれる。さらに,非 腫瘍部肝病変

の重要な要素である炎症反応の有無および活動性も考

慮し,炎 症細胞浸潤 とptecemeai necrosisの2点 をそ

れぞれ 3段 階に分け,検 討に加えた。なお, この際,

腫瘍の近傍では,線 維化や炎症反応がより強 く現れる

ことがあるため,切 除標本の腫瘍からなるべ く離れた

非腫瘍部肝組織をもちいた。

肝切除後の残肝再生の程度を論じる場合,機 能的再

生 と形態的再生の面からの検討があるが,そ の うち形

態的再生に関しては,な んらかの画像診断をもちいて

再生前後の肝体積を比較することが一般的である。な

かでもCTを もちいた肝体積測定法が現状では最も簡

便かつ正確な方法と考えられる。Okamotoら りは 1区

域以上の肝切除例において,CTか ら推測した切除肝

体積 と実際の切除肝体積 との間にきわめて有意の相関

(r=0.993,p<0.001)が あったことを報告している。

そこで著者は残肝再生の指標 として,術 前後の CTを

もちいて肝体積を測定し,残 肝増大率を計算した。こ

の際,切 除量の少ない正常肝よりも切除量の多い肝硬

変併存肝の方が残肝増大率が高 くなる可能性もあるな
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ど,残 肝再生は切除量によっても影響を受けることか

ら,切 除量別に各群の残肝増大率の比較を行った。

肝切除後残肝再生の終了時期についてはラットの実

験で約 1週 間とする報告
1のlDがぁるが, ヒ トでは正常

肝で 2～ 3週 とする報告121,ぁるいは 6か 月から12か

月とする報告。まであ リー定しない。さらに肝硬変併

存例では,再 生が不完全であるばか りでなく再生過程

が遅廷 し再生終了まで 9か 月から15か月を要す る報

告131もある。本研究では術後 3～ 4週 後に CTを 施行

しているがこの時期では正常肝ではすでに再生がほぼ

終了し,肝 硬変併存例では再生の過程である可能性が

ある。 しかし,術 後早期の肝機能の回復が臨床経過に

重要な影響をもたらすことを考え,残 肝再生を検討す

る時期を術後 3～ 4週 後 とし,CTを 施行した。

本研究では線維化のみられない正常肝では切除量に

ともない残肝増大率が上昇した。軽度線維化肝,中 等

度線維化肝でもその傾向はみられるが線維化が進行す

るにつれ上昇の程度 (回帰係数)は 正常肝に比べ著し

く減少した。高度線維化肝では残肝増大率の上昇がほ

とんどみられなかった。また,正 常肝,軽 度線維化肝

では,肝 切除率と残肝増大率の相関関係は直線回帰よ

りも指数回帰に高い相関を示した。正常肝や軽度線維

化肝では 3～ 4週 後には再生が完了し切除前の体積に

復元していると仮定するならば理論上,肝 切除率(%)

(x)と 残肝増大率 (倍)(y)の 関係は,y=100/(100-

x)に表 されることになる.こ の曲線は,直 線よりも指

数曲線に近似されることから, このような結果になっ

たものと推測される。一方で,中 等度線維化肝では 3

～4週 後においては再生が不十分であり,そ のため,

肝切除率に伴 う残肝増大率の上昇の害J合が低 くなり,

しかも直線的になったものと思われる。また各群のな

かで相関線より逸脱 した例があ り,相 関線より高値に

みられる例は同じ群の中でもより線維化の程度が軽度

で,低 値にみられる例はより線維化の程度が高度であ

る。このことより,線 維化の程度をさらに細分化して

群別すれば各群における肝切除率 と残肝増大率の相関

はさらに高いものになると思われる。

一方,肝 切除率約30%程 度を超えてからはじめて残

肝増大率の上昇がみられ,各 群間にも差が生じてきて

いるが, これは肝切除率が約30%を 越さなければ形態

的な再生がみられないことを示唆しているものと思わ

れる.McDonaldら
1。はラットの実験において残肝再

生をひきおこすのに必要な最小肝切除率は 9～ 12%で

あるとしている。
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知れば,術 後の残肝再生に関 して,あ る程度,予 測を

たてることが可能 とな り,そ れに応 じて肝切除量を調

節す ることができると思われる。

なお,本論文の要旨は第32回日本消化器病学会総会(1990

年10月26日,奈 良)に おいて発表した,

稿を終えるにあたり,御指導,御校閲を賜 りました羽生富

士夫主任教授に深甚なる謝意を表すとともに,研 究の機会

を頂きました小林誠一郎教授に心から御礼申し上げます.

また直接御指導,御教示を頂きました高崎 健 助教授,中村

光司教授ならびに肝グループ各位に深謝いたします。
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式に残肝増大率が高い傾向がみられた。また,各 術式

において,線 維化が中等度,高 度である例では残肝増

大率が低い傾向がみられた。

以上より非腫瘍部肝の線維化の程度は残肝再生の程

度 との相関が高 く,残 肝再生に影響を及ぼす因子にな

りうるものと考えられる。すなわち,症 例の線維化の
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る可能性があるものと思われる。その原因としては,
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が得 られないこと,2)線 維化によるbridgingの̀囲
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'

が形成され構造上の締め付けにより再生がおこりにく
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Analysis on the Factor of Liver Regeneration after Hepatic Resection -Relation between
Liver Regeneration and the Pathological Findings of Liver Parenchyma-

Shojiro Miyazaki
Department of Surgery, Institute of Gastroenterology, Tokyo Women's Medical College

(Chairman: Prof. Fujio Hanyu)

Liver regeneration after hepatic resection (the growth rate of the remnant liver) related to pathological findings
of the resected liver were studied. Seventy cases of hepatic resection were used in the study. The growth rates of
the remnant liver were calculated twice by computed tomography, once before and 3-4 weeks after hepatic
resection. The degrees of fibrosis, inflammatory cell infiltration, and piecemeal necrosis were determined
microscopically, and divided into four groups. In the cases without fibrosis or with mild fibrosis, the growth rate of
the remnant liver increased exponentially in proportion to the rates of removal of the liver (p<0.001). The
regression curves of the growth rate in the mild fibrosis group were significantly lower than in the group without
fibrosis. In the groups with moderate or severe fibrosis also, no significant correlation was found between the
growth rates and the removal rates. Less significant differences were found between the growth rates divided by
the degrees of inflammatory cell infiltration or piecemeal necrosis than between those divided by the degree of
fibrosis. We concluded that the degree of fibrosis regulates the regeneration of remnant liver.
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