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結  言

抗てんかん剤の trimethadione(TMO)1)は,中 性物

質で消化管よりの吸収 もよく,血 中の賓白質とはほと

ん ど結合 しない。それは,肝 ミクロデームP_450の

TMO N‐ demethylaseで代謝され,唯 一の代謝物であ

るdimethadione(DMO)に なる。

この TMOを 用いた負荷試験は,肝 ミクロブーム機

能検査法の 1つであ り,その値は,TMOの 経口投与 4

時間後 の血 中のTMO量 とDMO量 の比 (DMO/

TMO値 )で示される。TMO負 荷試験は,肝 機能を量

的に評価することができ,慢 性肝疾患例の肝機能の評

価に有用である21-●.

本研究においては,肝 細胞癌 (肝癌)切 除例の非癌

肝実質の病理組織学的所見とTMO負 荷試験の値を

比較,検 討した。

対象および方法

1,対 象
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TMO負 荷試験を肝切除術の術前に行った肝癌例の

うち,非 癌肝実質が十分得られた56例を対象とした。

その内訳は男性51例,女 性 5例 であ り,平 均年齢は

59± 9歳 (37歳～82歳)で ある。なお肝切除術の記載

は日本肝癌取扱い規約に従っため.

2.TMO負 荷試験の方法

患者の同意を得て,早朝空腹時に2ml採 血後,ミノア

レビアチン散⑥(TM0 66.7%含 有,大日本製薬),6mg/

kg(体 重)を 経口投与する。その 4時 間後に2mlを 採

血 して,そ れぞれ検体 とした。また TMO投 与の 2時

間後より,経 口摂取を許可 した。

検体は,血 清に分離後,ガ スクロマ トグラフィーに

より血中の TMOと DMO量 を測定 したり。なお採血

後の検体処理と測定を含めて30分以内で結果が得 られ

る。

TMO負 荷試験に先立つ 1週 間前より,P‐450に対す

る酵素誘導や抑制を生ずる薬剤の投与は禁止した.

3,一 般肝機能検査

TMO負 荷試験のほか, アルブミン (ALB,g/dl),

総 ビリルビン (BILi mg/dl),プ ロトロンビン時間

肝癌切除例56例において,肝 予備能の評価に有用なtrimethadione(TMO)負荷試験(DMO/TMO)

と非癌肝実質の形態学的所見および肝機能検査 (アルブミン :ALB,総 ビリルビン :BIL, プロトロ

ンビン時間 :PT,ICG負 荷試験 :ICGR15)を検討した。DMO/TMO値 とICGR15や PTと の相関は,

それぞれr=-0.495,r=0。 473であった。DMO/TMO値 は,肝 硬変 (LC)で 0.28,初期のLC(EC)

は0.37,肝線維症 (FB)と 慢性肝炎 (CH)0.51,正 常 (NO)が 0.52を示し,ま たLCと EC間 およ

びECと FB,CH,NO間 に,そ れぞれ有意差を認めた。しかしICGR15,PTは ,LCと EC間 のみ

に有意差を認めた。LCの 甲型と乙型との検討では,DMO/TMO値 やその他の検査値とも両群間に差

を認めなかった。以上よりDMO/TMO値 は,門 脈域から中心静脈域にわたる線維隔壁形成の程度の

違いや LCや CHに おける肝実質細胞総量の変化を評価しているものと考えられた。
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(PT;%),ICG負 荷試験 (ICGR15;%)な どの検査

を行った。

各検査値は平均値 と標準偏差 (MttSD)で 示 し,

Student t‐testにより,統 計学的有意差検定を行った。

また DMO/TMO値 とその他の検査値 との相関は相

関係数 (r)で 示 し,相 関の有意性検定は statistical

analysis system(SAS)で 行った。

4.病 理組織学的検討

肝組織標本は切除肝の腫瘍から十分離れた非癌肝実

質および,手 術のさいにも残肝実質より,そ れぞれ数

か所えた。そして10%ホ ルマ リン固定,ア ルヨール脱

水後,パ ラフィンプロックを作成した,組 織標本は,

ヘマ トキシリン・エオジン染色 (HE)お よび銭銀染色

を行った。

結  果

1.肝 切除術式 と肝実質の組織学的所見

肝切除術式の内訳を,Table lに 示す.肝 硬変(LC)

の うち,Nagayo's type A cirhosis(甲型)は 18例,

Nagayo's type B cirrhosis(乙型)は 14例であった。

なお LCの 分類は長与 ・三宅分類の甲と甲
′
および乙と

乙
′
をそれぞれ長与分類の甲および乙にまとめて記載

した。。また狭い線維性の隔壁により,不完全に囲まれ
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た再生結節よりなる初期の LC"(early LC:EC)は 13

例であった (Fig。1)。なお LCは 初期のものも含めて

45例 (全体の80%)で あった。LCの ほか,肝 線維症

(FB)と 慢性肝炎 (CH)は 各 4例 そして正常例 (NO)

は 3例 であった。

2.肝 実質の組織所見 と術前の TMO負 荷試験値お

よびその他の検査値

Fig. l  A early cirhotic liver:regenerative paren‐

chttai nodules are separated by slender incomゃ

plete flbrOus septa(Reticulin stain×40).

Table I Types of hepatic resections and histological findings in hepatic
parenchyma in 56 patients with hepatocellular carcinoma
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Table 2 Laboratory data and histological findings in hepatic parenchyma in 56
patients with hepatocellular carcinoma

DMO/TMO:LC vs EC(p<0.005),EC vs FB,CH and NO(p<0.005)

ICGR15,PT:LC vs EC(p<0005)

Liver
cirrhosis

(LC)
(n=32)

Early
cirrhosis

(EC)
(n=13)

Liver
ibrosis
(FB)
(n=4)

h棚ね
( n = 4 )

Nomal

(NO)

(n=3)

DMO/TMO

ICGR15(%)

PT(%)

ALB(g/dl)

BIL(mg/dl)

0.28±0.09

26主11

80±11

32± 05

0.9±0.4

0 37」L0

14±4

93」L8

3 4± 0

0 7± 0

0 5 1±0 . 0 5

1 2±6

93」L5

3 . 7±0 6

0 , 7±0 2

0 5 1± 0 . 0 3

1 2±4

9 5±5

4 . 0±0 . 3

0 . 7±0 . 1

0 5 2± 0 . 0 4

9±2

9 5±9

3 . 9±0 . 7

0 . 6±0 . 1



Nagayo's type A
clrrhosis
(n=18)

029± 010

27±12

80t10

3 . 1±0 . 5

0 , 9±0 . 3

Na響
品譜

eB
(n=14)

DMO/TMO

ICGR15(%)

PT(%)

ALB(g/dl)

BIL(mg/dl)

0.27±007

25±9

80412

3 3± 0 . 5

0 9± 0 3

DMO/TMO,ICGR15,PT,ALB and BIL:Nagayo's type

A vs Nagayo's type B (no signincant direrences)

DMO/TMO値 は,LCで は平均0,28,ECは 0.37,

FBと CHは それぞれ0.51,NOは 0,52を示し,LCと

EC間 ,お よびECと FB,CH,NO間 に,それぞれ有

意差を認めた(Table 2).しかしFBと CHお よびN0

の各 3群間には,有 意差を認めなかった。

ICGR15とPTは ,LCと EC間 だけに有意差を認

め,ECと ,FBや CHお よびNOの 間には差を認めな

かった。

LCの うち,甲 型 と乙型 との検討では,DMO/TMO

値やその他の検査値 とも,両 群間に有意差を認めな

かった (Table 3).

次に TMO負 荷試験 とその他の検査 との相関をみ

た,ICGR15と は r=-0.495,PTと は r=0.473であっ

た (それぞれ p<0.0001).

考  察

肝予備能の評価に用いられる一般肝機能検査を大き

くわけると,蜜自代謝に関連する血清総蛋白量や ALB

値,脂 質代謝に関連する総コレステロール値や トリグ

リセ リド値, さらに肝細胞独自の機能であるビリルビ

ン代謝に関連する BIL値 などがあるゆ～1い.

特に肝予備能評価法 としては,蛋 白代謝に関連した

parameterの うち,血 中での tum overの 早いプレア

ルブミン値や,凝 固因子の変動を反映するプロトロン

ビン時間などが用いられてきた。肝の蛋白代謝,脂 質

代謝およびビリルビン代謝などは,エ ネルギー代謝で

ある糖代謝に依存 してお り, この糖代謝の場は肝細胞

の ミトコンドリアである。この ミトコン ドリア機能の

parameterの 1つ である動脈血中ケ トン体比につい

ては,小 浮ら1めの膨大な研究成果がある。

以上は,主 に個々の肝細胞機能である質的肝細胞機

能を反映する評価法 として極めて重要である.
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今回の検討によると,TMO負 荷試験は質的肝細胞

機能を評価する検査値の うち,ALB値 や BIL値 との

相関は低かったが,PTや ICGR15と は比較的よく相

関した。  /

ラットの肝切除の検討によるとTMO負 荷試験は,

肝機能を量的に評価することができる。.臨 床例の検

討でも,TMO負 荷試験は肝硬変例の重症度の評価,す

なわち質的肝細胞機能に肝細胞総量を加味した量的肝

細胞機能の評価にも有用であった12j.

TMO負 荷試験以外の肝 ミクロゾーム機能検査法に

は,antipyrine(AP)負 荷試験や aminopyrine(AM)

負荷試験などがある1ゆlり
。APの 代謝は酸化による薬

物の第 1相 反応 と,抱 合による第 2相 反応の 2つ の代

謝様式が関与しており,そ の主要代謝物は 3つ ある。

我々の検討によると肝硬変例に対するAPの 代謝は,

これらの うち第 1相 反応が障害 されていた1ゆ
.TMO

も第 1相 反応だけで代謝されるが,そ の代謝は,APと

同様に肝硬変例で障害されていた1い。しかしTMO負

荷試験は,薬物動態の解析より求めるAP負 荷試験や,

代謝最終産物である呼気中の14c02量で求めるAM負

荷試験などとは違い,測 定や解析の煩雑さもない.

新しい肝 ミクロゾーム機能検査法には,P4503A4で

代謝されるリドカインを用いた負荷試験
1のゃ,我 々が

検討中の P4501A2で 代謝されるCateineを 用いた負

荷試験l的などもある。

新しい肝機能検査法が開発されるたびに,肝 の形態

学的所見 との対比が行われてきた。ICG負 荷試験につ

いては,1960年 か ら1970年 にかけて多 くの報告があ

る102い
。それらによると,ICGR15値 は,肝 硬変におけ

る肝小案の改築の程度を反映したが,肝 の炎症変化に

は影響されなかった。

LCに おける線維形成 とは,門 脈域 と中心静脈域を

結ぶ領域の線維隔壁形成である.この隔壁形成のため,

類洞性の問脈圧元進症が引き起こされる。そのため門

脈血は,肝 実質細胞 と充分接触することなく,類 洞を

bypassし て肝静脈に流入する。LCと ECは ,この線維

隔壁形成の程度に違いがある。

今回の検討でも,ICGR15値 および PTは LCと EC

の間で有意差を認めたが,ECと CH間 には差を認め

なかった。しかしDMO/TMO値 は,LCと EC間 およ

び ECと CH間 にも有意差を認めた。すなわち DMO/

TMO値 は,肝 小葉の改築 と炎症の両者の影響を評価

することができた。

DMO/TMO値 が甲型 LCと 乙型 LCで 差がなかっ

1993年8月

Table 3 Laboratory data and

indings in hepatic parenchyma

patients

histological
in 32 cirrhotic
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た ことや,ECと CH間 に有意差を認めたことは,LC

における線維隔壁形成の影響ばか りではな く,肝 実質

細胞総量 の変化 もDMO/TMO値 の変動 に影響 を与

えているもの と考 えられる,そ こで肝の実質 と問質の

比,肝 細胞密度および肝細胞総量などの parameterと

DMO/TMO値 とを現在,検 討 して い る211さ
らに

TMOの 代謝酵素を もつ P450フ ァミリーについて も

同定中であ り, ラ ットの検討では,肝 の中心静脈域に

比較的多い P450 2Blや 常在性の450 2Cllに TMOの

代謝系が存在する可能性が高い2カ
.

これ らTMOの 代謝系を もつ P450フ ァミリーの肝

小案内の分布や肝再生時の変動についての検討は,肝

予備能の低下 した肝癌例に対する,安 全な外科治療を

行 うために必要 と考えられる。
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A Study in Histopattological Findings of tJre llepatic Parenchyma and
Trimethadione Tolerance Test in Ilepatectomized

Patients with Hepatocellular Carcinoma

Akio Ishikawa, Katsuhisa Tsuji, Katashi Fukao, Akira Osada, Yuji Yamamoto, Masaaki Ohtsuka,
Takeshi Todoroki, Yasuhiro Takase, Masayuki Nakano* and Einosuke Tanaka**

Department of Surgery, Institute of Clinical Medicine and Institute of Community Medicine**,
University of Tsukuba

The Research Center for Pathologic Fungi and Microbial Toxicosis, Chiba University*

In fifty-six hepatectomized patients with hepatocellular carcinoma, histopathological examination of hepatic
parenchyma were performed along with trimethadione (TMO) tolerance test which is an estimation based on serum
dimethadione @MO/TMO ratio and liverfunction tests (albumin, ALB; bilirubin, BIL; prothrombin time, PT) and
indocyanine green clearance test (retention at 15 min, ICGR15). The correlation ratios were r:-0.495 or r:0.473
between DMO/TMO ratio and ICGR15 or PT, respectively. The DMO/TMO ratios were 0.28 in liver cirrhosis (LC),
0.37 in early LC (EC), 0.51 in liver fibrosis @B) and chronic hepatitis (CH) and 0.52 in normal (NO). The DMO/TMO
ratio showed significant differences between LC and EC, EC and, FB, CH and NO. But it did not show significant
differences between Nagayo's type A cirrhosis and Nagayo's type B cirrhosis. We concluded that the TMO tolerance
test can estimate the difference of degree in the formation of septal fibrosis from portal tract to the area of central
vein in EC and LC, and that of the total amount of hepatocytes in LC and FB, CH.
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