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肝細胞癌に対する系統的肝切除術の問題点

―腫瘍因子および脈管因子からの検討一

神戸大学第 1外科

富永 正 寛  具   英 成  斎 藤 洋 一

肝細胞癌切除78例を術式別に系統的切除 (A群 :43例),非 系統的切除 (B群 :35例)に 分け系統的

切除を実施するうえでの問題点を腫瘍および脈管因子から検討 した。腫瘍占居部位は全体では両群で

差がなかったが,HrS以 下に限るとS7,S8で B群 が多い傾向がみられた。腫場の局在を亜区域の中心,

辺縁,逸 脱の 3型 に分類するとA群 は中心型,B群 は辺縁型が多い傾向があり,HrSに 限ると両群で

有意差を認めた (p<0.05)。肝内転移陽性例ではA群 は広範囲切除が多かったが,B群 は部分切除が

多 く肝機能の制約によると考えられた。HrS以 下では腫瘍が深部で脈管分岐部に近接する例は全例 B

群であった。また腫瘍が複数の亜区域から血管支配をうける例や脈管の分岐形態が定型的 2分 岐型で

ない例 もB群 に多かった。以上より肝細胞癌では腫瘍の局在や脈管の分岐形態などの要因で系統的切

除が困難な場合が少な くなく,術 前に画像診断を駆使 し系統的切除の適否をあらかじめ決定してお く

ことが必要 と思われた。
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結  言

肝細胞癌に対する肝切除術に際しては,術 中の経門

脈性転移の抑制D～3)ゃ出血量の制御
4めなどの目的から

肝門側で脈管処理 を先行させる系統的切除術式
ll-11)

が近年広 く行われている.し かし実際には,腫 瘍の局

在や肝内脈管の多様な分岐形態により系統的肝切除が

困難な例に遭遇することもしばしば経験される。そこ

で著者 らは,当 施設における過去 5年 間の肝切除例に

ついて,腫 瘍の局在や肝内転移など腫瘍側の因子およ

び肝内血管の分岐形態など脈管側の因子の両面から,

系統的肝切除を実施するうえでの問題点を検討した。

対象と方法

1.対 象

1988年 1月 から1992年12月まで当施設において,術

前肝予備能上亜区域切除以上が可能であると判定され

た肝細胞癌切除例計78例を対象 とした。性別は男性66

例,女 性12例で年齢は38歳から85歳までで平均64± 7

(meantt SD)歳 であった。これらのうち脈管処理を先

行した系統的切除 (A群 )は 43例 (Hr3, 2例 ;Hr2,

15例 :Hrl,8例 ;Hrs,18例 )で非系統的切除(B群 )

<1994年 4月 13日受理>別 刷請求先 :具  英 成

〒650 神 戸市中央区楠町 7-5-2 神 戸大学第 1

外科

は35例 (Hrl, 2例 ;Hrs,15例 :Hro,18例 )であっ

た (Table l).系 統的切除の定義 として,亜 区域切除

の場合は門脈の 3次 分枝,区 域切除では2次 分枝,葉

切除では 1次 分校を肝実質切除に先立って肝門側で処

理するかもしくはおのおのの支配域を色素注入により

同定し切除範囲を決定する術式 とした。一方,非 系統

的切除は血管支配によらず腫瘍を中心に肝実質切除を

行 う術式 とした。その際,非 系統的切除例では肝実質

切除量によりHrOあ るいは系統的切除 と同等の実質

切除が行われれば HrSも しくは Hrlに 分類 した,な

お, 2か 所以上の肝切除を実施 した症例では主腫瘍に

AHx: anatomical hepatic resection

NAHx : non-anatomical hepatic resection

Table 1 Type of hepatectomy

NAHx(%)

0 ( 0  )

0 ( 0  )

2 ( 5 7 )

15(42 9)

18(51 4)

2 ( 4 7 )

15(34 9)

8 ( 1 8 6 )

18(41 9)

0 ( 0  )
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対する術式により分類 した。

2.検 討事項

(1)腫 蕩因子からみた系統的切除の妥当性

原発性肝癌取扱い規約
1分による腫瘍の占居部位,亜

区域における腫瘍の局在,肝 内転移 (IM)の 有無およ

び脈管 との位置関係を明らかにし,系 統的切除の妥当

性を検討 した。その際腫瘍の局在については,術 前の

腹部超音波検査,CTお よび血管造影所見をもとに腫

瘍が亜区域の中心部に存在 しその境界に接 していない

場合を中心型,亜 区域内にとどまるが辺縁部に位置し

亜区域境界に接している場合を辺縁型,亜 区域境界を

逸脱する場合を逸脱型の 3型 に分類 した。

(2)脈 管因子からみた系統的切除の妥当性

術前の血管造影所見をもとに対象例における門脈お

よび肝動脈の分岐形態を明らかにし,切 除部位の血管

支配や脈管の分岐形態からみた系統的切除の可否につ

いて検討 した。

39(1917)

なお,統 計学的有意差検定 はStudent t‐testにて

行った。

結  果

(1)腫瘍因子からみた系統的切除の妥当性

1)腫 瘍の主占居部位

Aお よび B群 で腫瘍の主占居部位 (症例数)は おの

おの,Sl(2,0),S2(3, 1),S3(5,2),S4(5,

5), S5(9, 7), S6(11, 7), S7(3, 4), S8(5,

9)で あり,他 に比べ S2,S3で は A群 が多い傾向を示

したが,両 者の間で明 らかな差 はなかった。しか し

HrS以 下の術式に限るとSl(0, 0),S2(1, 1),

S3(1, 2), S4(2, 4), S5(6, 7), S6(5,

6),S7(0, 4),S8(3, 9)と なり,S7お よび S8

では B群 が多 くなる傾向が認められた (Table 2).

2)亜 区域における腫瘍の局在

A群 の43例では,中 心型が20例(46.5%),辺 縁型が

7例 (16.3%),逸 脱型が16例 (37.2%)で あった.こ

AHx : anatomical hepatic resection

NAHx : non-anatomical hepatic resection
*Tumor site was based on Couinaud's segment

Table 3 Correlation between tumor location in subsegment and type of

hepatectomy

AHx: anatomical hepatic resection

NAHx : non-anatomical hepatic resection

Table 2 Correlation between tumor site and type of hepatectomy

tumor site*
Hepatectomy (over all) Limited hepatectomy ( 5 HrS)

AHx(%) NAHx(%) AHx(%) NAHx(%)

2 ( 4 7 )

3 ( 7 0 )

5 ( 1 1 5 )

5 ( 1 1 5 )

9 ( 2 0 9 )

11(25.6)

3 ( 7 0 )

5 ( 1 1 6 )

0 ( 0  )

1 ( 2 9 )

2 ( 5 _ 7 )

5 ( 1 4 3 )

7(20 0)

7(20 0)

4 ( 1 1 4 )

9(25 7)

0

56

56

11 1

33 3

27_8

0

16 7

0 ( 0  )

1 ( 3 6 )

2 ( 6 1 )

4 ( 1 2 1 )

7 ( 2 1 2 )

6 ( 1 8 2 )

4 ( 1 2 1 )

9(27 3)

Total 43(100) 35(100) 33(100)
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Hepatectomy (over all) L imi ted hepatectomy (  < HrS)

AHx(%) NAHx(%) AHx(%) NAHx(%)

central

marginal

overriding

20(465)

7(163)

16(37 2)

12(34 3)

13(37_1)

10(28 6)

1 2 ( 6 6 7 )

ー

pく|

3 ( 1 6 7 )

3 ( 1 6 7 )

12(36 4)

一

)05

1屯隣3
Total 43(100) 35(100) 18(100) 33(100)
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3)肝 内転移の有無

A群 では,IM陰 性および陽性例はおのおの,31例

(72.1%)お よび12例 (27.9%)で あった。B群 でも,

IM陰 性および陽性例はおのおの,24例 (686%)お よ

び11例 (31.4%)で あり,両 術式 ともIM陽 性率は約

30%と 同様な割合を示 した。IM陽 性例についてみる

と,A群 では肝機能が比較的良好で,Hrl～ Hr3に より

IMを 含めた一括切除が可能であった例が12例中 9例

と大半をしめた。 しかし他の 3例 では肝機能の制約に

より主腫場は系統的切除が,IM病 変には部分切除が

行われた。一方,B群 ではIMが 主腫瘍から離れて存在

し,肝 機能が不良なため主腫瘍には非系統的切除が,

IM病 変には部分切除 もしくはエタノール注入療法の

いずれかの治療がなされた。HrS以 下の切除例につい

て IM陰 性例 を比較すると,Aお よび B群 でおのお

の,18例 中14例 (77.8%)お よび33例中23例 (69.7%)

となり両術式で差はなかった (Table 4).

4)腫 場 と脈管の位置関係

腫場の位置が動脈,門 脈 とも主要分岐部に近接する

場合,腫 場の支配血管がいずれの分校 とも判定困難 と

れに対 しB群 の35例では中心型が12例(343%),辺 縁

型が13例 (37.1%),逸 脱型が10例 (286%)と なり,

A群 に比べ辺縁型が多 くなる傾向を認 めた (Table

3).HrS以 下についてみると,A群 では18例のうち中

心型,辺 縁型および逸脱型はおのおの,12例 (66.7%),

3例 (16.7%)お よび 3例 (16,7%)と なり,中 心型

が大半 をしめた。しか しB群 33例では中心型 は12例

(364%)と 少な く,A群 に比べ明 らかな差を示 した

(p<0.05)。また A群 の辺縁型 7例 中 4例 (571%)は

Hr2で,逸 脱型の16例中13例 (813%)は Hrl～ Hr3の

より広範囲の切除術式が選択されていた。これに対 し

B群 の辺縁型および逸脱型では,肝 機能上の制約から

腫瘍を中心 とした小範囲の実質切除にとどまった症例

が多かった。また B群 の中心型12例についてみると,

6例 は腫場が小さくしかも肝表面に露頭 もしくは近接

していた症例であり, 3例 は他区域に肝内転移 (IM)

を有するためおのおのに対 し部分切除が選択された症

例であった。さらに 1例 では胃の同時切除が行われ,

1例 は肺に合併症を有するため,HrS以 下の小範囲切

除が行われた。

AHx: anatomical hepatic resection

NAHx : non-anatomical hepatic resection

IM: intrahepatic metastasis

Fig. I Typical pattern associated with tumor location and vascular structure

limitating anatomical hepatic resection.

a, Tumor adjacent to the proximal vascular bifurcation; b, Subsegmental vascular
anatomy with third to forth order vascular pedicles,which also distribute to other
adjacent subsegments; c, Non standard bifurcation at the third order vascular pedicle.

Table 4 Correlation between intrahepatic metastases and type of hepatectomy

I)I
Hepatectomy (over all) Limited hepatectomy ( < HrS)

AHx(% NAHx(%) AHx(%) NAHx(%)

IM。

IN/11

1 4ヽ2

1M3

3 72 1

1 4 0

1 1 6

2 3

2 4 ( 6 8 6 )

3 ( 8 6 )

7 ( 2 0 0 )

1 ( 2 9 )

77 8

16 7

5 6

0

23(69 7)

3 ( 9 1 )

6 ( 1 8 2 )

1 ( 3 0 )

Total 35(100) 33(100)
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考えられた (Fig.la)。 し たがって区域 もしくは葉切

除 といった脈管分岐部を含む広範囲切除が可能な例で

は問題ないが,HrS以 下の切除では脈管根部での処理

を先行することは不適当で,細 かい分枝の慎重な処理

が必要と考えられた。このような症例は Hrsの A群

では18例中 1例 (5.6%),HrS以 下の B群 では33例中

6例 (18.2%)と 非系統的切除 となる例が多かった。

(2)脈 管因子からみた系統的切除の妥当性

1)担 癌領域の血管支配

HrS以 下の切除例において,担 癌領域に分布するグ

リソン輸の 3次 分枝が単一でなく他の領域からの分枝

を有する症例は51例中21例 (41.2%)に みられた (Fig.

lb).こ れらの症例ではAお よび B群 はおのおの,18

例中 5例 (27.8%)お よび33例中16例 (48,5%)と な

り,非 系統的切除が多 く,切 除領域に一致する肝門側

での定型的な脈管処理は容易でないと考えられた。

2)血 管の分岐形態

前および後区域枝からそれぞれ上行枝 と下行枝が分

岐する定型的な 2分 岐型をとらず,前 上および後上区

域枝 と前下および後下区域枝が ともに対で 1次分枝か

ら分岐し,腫 瘍が S7お よび S8,あ るいはS5お よび S6

の両亜区域から血管支配を有する症例 は Hrs以 下切

除では51例中 3例 (59%)に 認められた (Fig。lc).

これら3例 では,肝門側での脈管処理を先行するとS7

および S8,あ るいはS5お よび S6の両亜区域が ともに

阻血領域 となる可能性があり,い ずれも非系統的切除

が実施されていた。

考  察

系統的肝切除術 は1911年 Vヽendel13)がadenomaに

対 して肝門部で脈管処理を先行させ,定 型的右葉切除

を施 行 した こ とに始 まる.そ の後 Healeyら 1りや

CouinaudlDな どにより肝内グリソン鞘の分岐形態が

精力的に検討され,血 管構築にもとづ く肝区分が提唱

された。こうした外科的肝解音J学の進歩により長谷川

ら4汚)は,肝 葉切除のみでなくより小範囲の肝実質切除

に対 しても,門 脈枝を中心 とした脈管処理を先行させ

る系統的肝切除術式を報告した.そ の後高崎らりつ2"2o

や岡本 らめ的はグ リソン鞠 の一括処理 を,ま た幕 内

ら'1の11)は術中超音波による担癌領域の支配門脈枝の

穿刺,染 色に基づいた肝実質切除を考案し,出 血量の

軽減や経門脈性転移を抑制するうえで有用 と述べてい

る。これらの工夫 とあいまって近年,系 統的肝切除は

広 く普及するに至っている1い20が
,そ の反面,日 常臨

床上は本術式の実施が困難な例に遭遇することもしば

41(1919)

しば経験される。そこで著者 らは腫瘍の占居部位や亜

区域における局在,肝 内転移の有無ならびに血管 との

位置関係などの腫瘍因子および肝内脈管の分岐形態や

血管支配などの脈管因子の両面からみた系統的切除の

妥当性について検討した。

当教室の肝細胞癌切除例において,肝 棄切除あるい

は区域切除については系統的切除が技術的に問題なく

行われていた。しかし亜区域切除以下の例では,非 系

統的切除 となった症例が51例中33例 (64.7%)と 高率

に認められた。 とくにS7お よび S8に主腫場が存在す

る場合に非系統的切除が多 くなる傾向がみられた。こ

れに対 し主腫瘍が肝外側区域に存在する場合は,系 統

的外側区域切除が大半の症例で行われていた。腫瘍の

占居部位により術式選択が異なる傾向を示した原因と

して,S7お よび S8は外側区域に比べ隣接区域 との接触

面積が広 く,血 管支配が多様であるため系統的切除が

技術的に困難な症例が多 くなると思われた。一方,腫

瘍が S6で肝表面に露頭 もしくは近接 してお り楔状切

除が行いやすい場合には,脈 管の分岐形態によらず系

統的切除より非系統的切除を選択 した症例が多かっ

た。

主腫瘍の局在を亜区域の中心,辺 縁および逸腕の 3

型に分けると当然のことながら辺縁および逸脱型では

隣接する区域,亜 区域枝からの腫瘍血管を有する例が

多 く認められた。辺縁および逸脱型で系統的切除が実

施された例は肝機能が良好であったため区域或いは葉

切除 といったより広範囲の切除術式の選択が可能で

あった。 これに対 し,非 系統的切除が行われた例では

辺縁 もしくは逸脱型の場合肝機能に余裕がなく,HrS

に相当する肝実質切除 もしくは部分切除を実施せざる

をえなかった症例が大半をしめた。実際にこれらの症

例では根治性の点からも系統的切除にこだわらず,腫

瘍を中心 とした実質切除によりTW(― )を 優先させ

る方がより合理的と考えられた2D.

肝内転移の有無に関しては系統的切除 と非系統的切

除で有意な差は認めなかったが,IM陽 性例について

みると系統的切除ではIMを 含む広範囲切除で対応 し

えたのに対 し,非 系統的切除では肝機能上おのおのに

対 し小範囲の切除を余儀なくされた症例が多かった。

腫瘍 と脈管の位置関係を検討すると腫瘍が比較的太い

血管の分岐部に近接して存在する場合は,ど の血管か

らの支配が主であるかを判定することは不可能であ

り,HrS切 除の場合系統的切除が困難 となる要因 と考

えられた (ng.la).
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Table 5 Technical problems limitating anatomi-
cal heoatic resection

(1)  Tumor factor

1) Tumor with intrahepatic metastases in other sub-

segments.

2) Tumor locating rnarginally in the subsegment or

overriding in two or more subsegments.

3) 
'I'umor 

adjacent to the proximal vascular bifurca-

t ion.
(2) Vascular factor

1) Subsegmental vascular anatomy with third to forth

order vascular pedicles, which also distribute to

other adjacent subsegments.

2) Non standard bifurcation at the third order vascu-

lar  pedic le.

難 である。加 えて門脈像 にみ られ るU‐pointや P

pointのような区域診断上重要な目安 も肝動脈像では

必ずしも明らかでない。また腫瘍が比較的小さいため

に血管造影で同定で きなかった症例が78例中 5例

(6.4%)と 少数ながら存在 した.こ れらの理由から,

区域,亜区域のとらえ方や腫瘍の位置判断に際しては,

血管造影をはじめ CT,エ コーなどを駆使 して門脈,動

脈および胆管を総合的に検討する必要があると思われ

た。これらをふまえ,む しろ非系統的切除を選択すべ

きと考えられる場合について腫瘍および脈管因子から

まとめた (Table 5).系 統的切除は脈管処理を先行さ

せるという点で,出 血量ひいては手術時間および支配

門脈枝 を介する肝内転移を予防する意味で も理 にか

なった術式 とされている。しかし葉あるいは区域切除

といった比較的広範な切除は別 として,亜 区域切除で

は術中支配門脈枝の同定に手間どったり,肝 内転移巣

の存在のため非系統的切除を施行すべきと考えられる

症例は必ずしも少なくない。さらに近年,山崎 ら202りは

系統的亜区域切除の遠隔成績を検討 し,系 統的 と非系

統的切除 とでは術後生存率に差がないと報告 してい

る。また奥田ら3のも硬変合併肝細胞癌において部分切

除 と系統的切除では生存期間,再 発率 ともに差はみら

れず,術 後の QOLか らみると部分切除が適当と述べ

ている。また定型的肝切除 と非定型的肝切除で所要時

間や術中出血量には差がなかったとの報告があ り10,

われわれの検討でもHrS切 除において系統的切除 と

非系統的切除で出血量および手術時間に有意差は認め

なかった。

以上より,肝 機能上広範囲切除が困難な例では,術

前画像診断をもとに腫瘍の占居部位や局在,肝 内転移

つぎに術前の血管造影所見をもとに系統的切除を不

可能 とする脈管因子について検討した。これらのうち

腫瘍が隣接する亜区域から複数の血管支配を有する場

合,こ れらの分枝より中枢側で脈管を一括処理すると

HrS切 除 としては切除予定範囲を越 えることになる

(Fig.lb)。したがってこうした例ではより広範な切除

術式に変更 しない限 り系統的切除は実際には困難 と考

えられた。 とくに今回の検討では腫瘍が担癌亜区域の

辺縁あるいは逸脱 して存在する場合には隣接する領域

からの血行支配が必然的に増加 し,単 純な脈管処理が

不可能になる例が多 くみられた。その他,系 統的切除

が困難 となる肝内血管の分岐形態 としては,定 型的 2

分岐型 を呈 さず S7お よび S8あ るいは S5お よび S6の

問脈 3次 分枝が対で 1次分枝より分岐する型があげら

れる(Fig.lc).肝内脈管の分岐形態の多様性について

は,諸家により既に報告されている。木下ら2のは,門脈

前区域枝が 2本 の第 3次 分枝に分れる2分 岐型は27%

にすぎず,残 りは多様な分岐形態を呈 しており,前 区

域枝の主要な第 4次 分校は常に4～ 5本 存在すると報

告している。さらに後区域枝が 2本 の第 3次 分枝に分

れる 2分 岐型は16%に すぎず大部分 は大い幹 より3

～ 5本 の分枝 を分岐すると述べている。一方,高 崎

ら分1のもグリソン鞘の分岐形態について 2次 分枝 より

3次 分校の分岐形態は規則性を見出しにくく,前 区域

枝が上枝,下 枝の 2本 に分れる例はむしろ少なく, 3
～ 8本 の 3次 分枝を分岐する例が多いと述べている.

われわれの HrS以 下の切除例51例においても2次 分

枝より3次 分校の分岐形態が 2分 岐型でなかった例は

43例 (84.3%)を しめ,そ の他 S7と S8,S5と S6の 3

次分枝が対で 1次 分枝より分岐する例が 3例 (5.9%)

みられた。実際に教室例では系統的亜区域切除として

記載された症4711でも,担 癌領域に分布するグリソン鞘

の 3～ 4次 分枝が他領域からも複数有する例が278%

と高率にみられ,ま た定型的な 2分 岐型でなかった例

が半数以上に認められた。これらの症例では切除領域

の支配血管を確実に先行処理できたかどうか疑間が残

り,厳 密な意味で系統的切除 といえない症例 も含まれ

ている可能性が否定できないと思われた。

腫瘍の占居部位を決定するには,血 管造影所見のう

ち門脈像のみならず肝動脈像の読影が重要となる.通

常肝内門脈 と動脈は 1対 1の走行をするといわれてい

るが, 2次 分枝付近の問脈に伴走する動脈は時に 2本

みられ,こ れらが門脈をはさむように並走する場合 も

しばしばで,支 配動脈枝の同定は門脈枝に比べより困
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の有無ならびに支配血管の分岐形態などを総合的に検

討 し,系 統的切除の適否についてあらか じめ判断 して

お くことが望 ましい と考 えられた。
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Technical Problems of Anatomical Hepatic Resection for Hepatocellular Carcinoma with
Special Reference to Factors Relating to Tumor and Vasuclar Structure

Masahiro Tominaga, Yonson Ku and Yoichi Saitoh
First Department of Surgery, Kobe University School of Medicine

We investigated the technical feasibility of anatomical hepatic resection (AHx) for hepatocellular carcinoma
(HCC) with special reference to factors relating to tumor and vascular structure. According to the method of
hepatectomy, patients were categorized into two groups: A, AHx, n=43; B, non-AHx (NAHx), n:35. With respect to
tumor site, there was no significant difference between the two groups. However, among patients treated by limited
hepatectomy of less than HrS, NAHx tended to be more frequently performed for s7 and s8 tumors. With respect to
tumor location in each subsegment, centrally located tumors tended to be more frequent in group A than in group B,
while marginally located tumors tended to be more frequent in group B than in group A. With HrS, these
differences between the two groups hame statistically significant (p(0.05). For intrahepatic metastases, extended
resection was chosen in group A, whereas partial resection for each lesion was selected in group B due to impaired
hepatic function. Patients with tumors located close to the deep vascular bifurcation were all treated by NAHx. In
addition, patients with tumors having third- to fourthorder vascular pedicles from two or more adjacent
subsegments and patients with non-standard bifurcation at the third order tended to be treated by NAHx. These
results indicate that AHx can't always be applied for HCC due to factors relating to tumor and vascular structure.
Therefore, the feasibility of AHx should be carefully determined with the aid of preoperative imaging techniques.
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