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肝切除予定区域グリソン聡枝遮断による

術中門脈圧変化と術後 ICGの 関係

東京女子医科大学消化器外科

桂 サ| 1  秀 雄  高  崎   健

肝切除51例に対 し術中に門脈圧を測定 し,非 腫瘍部肝の線維化の程度,術 後の残肝再生率,ICGの

術前後の変化 との関係を検討した。肝切除前の問脈圧 (PVB)は 肝線維化が強 くなるほど有意に高かっ

た,切 除後の門脈圧 (PVA)は 全例上昇 もしくは不変で低下例はなかった.そ の切除後の問脈圧の上

昇は肝切除量が多 くなるほど大きくなった.切 除前後の問脈圧変化率を (1/PVA‐1/PVB)/1/PVB,

切除前後の ICGK変 化率を (術後 ICGK― 術前 ICGK)/術 前 ICGKと すると,門 脈圧変化率は肝練維

化が強 くなるほど上昇する傾向があり,ICGK変 化率 と正の相関が見 られたが,肝再生率 とは関連が見

られなかった。全肝近断圧 (肝十二指腸間膜遮断)は術前 ICGR15が 高いほど低い傾向がみられた。こ

の門脈圧変化は切除予定区域グリソン輸速断により実際の肝切除前に測定でき,さ らに門脈圧変化率

の計算値より術後の ICGK値 が予測可能である。術中門脈圧測定は肝機能を把握する上で有用と思わ

れた。

Key words: portal pressure, hepatectomy, liver fibrosis, growth rate of remnant liver

はじめに

肝硬変併存肝細胞癌の切除は,根 治性のための十分

な切除 と術後の肝機能不全の予防という相反する要求

のうえにあり,肝 予備能の正確な把握が必要である。

従来多 くの施設で採用されてきた肝予備能の把握法

は,術 後の成績からretrOspectiveにデーターを解析

し組み合わせたものが多い。これらには術前検査値の

バラツキ,正 確な切除量の把握,個 々に対する手術侵

襲の程度の差 といった問題が残されている。これまで

我々はindocyanine green 15分停滞率(以下,ICGR15)

とcomputertomography(以 下, CT)に よる月千切除

量の計算値から残存肝機能推定表1)を用いて残存肝機

能を予測した り,非 腫瘍部肝生検にて肝線維化の程度

を知 り肝再生能を予測 してきた2上 しかしながらわれ

われの方法では肝予備能が過小評価される傾向が見 ら

れた。今回我々は肝切除に伴う門脈圧の変動に着日し,

その数値 と肝機能 との関連を検討 し,門 脈血行動態を

解析 した。

対象および方法

1991年5月 から1994年5月 までの 3年 間に東京女子
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医科大学消化器病センターにおいて施行された肝切除

393例中,術 中門脈圧を測定した51例 (肝細胞癌45例,

転移性肝癌 5例 ,肝 血管腫 1例 )を 対象 とした。術式

の内訳は肝右葉切除25例,前 区域切除14例,後 区域切

除 6例 ,亜 区域切除 6例 である。

術中に肝切除前後の問脈圧を測定 し,非 腫瘍部肝の

線維化の程度,術 後の残肝再生率,ICGの 術前後の変

化 との関係を検討 した。

(1)門 脈圧測定法

開腹時に腸問膜静脈 よリアーガイルカテーテル16

Fr(日 本シューウッド社)を 挿入 し門脈本幹に留置 し

測定した(cmH20).肝 切除前の門脈圧 としてカテーテ

ル挿入時に,切 除後の門脈圧 として肝切除予定区域の

グリソン鞘枝結然時または一時的遮断時 (測定値の変

動が安定 した時点,約 1～ 3分 後)に 測定 した。この

切除前後の圧は連続 して測定 した.ま た,全肝遮断(肝

十二指腸間膜遮断)時 の圧を測定 した。

さらに門脈圧変化率を次のように定義した。門脈圧

を規定している血管抵抗は肝内門脈 と類洞に存在 して

いる。.そ の抵抗を,終末門脈枝 と類洞腔を肺胞にみた

てたコンプライアンス。と関連 させて考えてみると,

門脈圧変化 zP,門 脈血流量変化 ZVと ,す ると肝コン

プライアンス Cは
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C=ZV/泌 P

この肝コンプライアンスは肝線維化を反映すると考

えられ,さ らに肝線維化は肝機能と密接に関連するた

め,門 脈圧を検討するにあたりその逆数 (1/zP)を用

い門脈圧変化率を (1/切除後門脈圧-1/切 除前門脈

圧)/1/切除前門脈圧と定義した。

(2)非腫瘍部肝の線維化の程度

切除標本の非腫瘍部肝組織を宮崎らりの報告と同様

に非腫瘍部肝の線維化の程度別に次のように定義し

た。①線維化なし (nO nbrosis),②軽度線維化 (mild

abross):門 脈域から小葉内に線維の伸び出しがある

がbddgingに いたらないもの,③ 中等度線維化(mOd,

erate ttrOsis):門脈域相互,中心静脈相互,あ るいは

門脈域と中心静脈を結びつける線維化の伸びたしが連

結しつつあるがまだ完成していないもの,④ 高度線維

化 (severe nbrosis):b拭dgingの連結が完成している

ものに分けた.おのおのの症例数は肝線維化なし9例,

線維化軽度13例,線 維化中等度19例,線 維化高度10例

であった。

(3)残肝再生率の計測法

術前および術後 4週 のCTを 用いて計算した.術 前

CTか ら下大静脈,右および中肝静脈,胆嚢を各区域の

境界とし推定残肝体積を,術 後 4週 のCTか ら残肝体

積を計測し,残 肝再生率(術後 4週 の残肝体積/術前推

定残肝体積)を 算定した。なお,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とした。

計算にはWACOM社 の体積計算プログラムverdon2

を使用した。

(4)肝切除前後のICG

術前 と切除後術 当 日もしくは翌 日に施行.In_

docyanine green O,5mg/kg投与 し,3点 法により

ICGR15,ICGK値 を測定した。ICGK変 化率を次のよ

うに定義した。

(術後 ICGK一 術前 ICGK)/術 前 ICGK

なお,有意差検定にはWilcoxn検討を,相関係数お

よびその検定にはSpearmanの検討を用いた。平均値

はMeanttSDで 表した。

結  果

(1)切除前門脈圧と肝線維化の程度

対象51例の切除前門脈圧の平均は13.7±5.9cmH2

0,切 除後門脈圧の平均は16.9±6.lcmH20と 有意

(p<001)に 上昇した。肝線維化の程度別にみると,

線維化なし群とその他の群の間,軽 度群と高度群の間

に有意差を認めた (p<0.05)(Fig。1).
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Fis. 1 Preoperative portal venous pressure in the
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(2)門 脈遮断と門脈圧変化

i)遮 断区域数 と門脈圧変化

対象51例中16例において開腹時,前 区域グリソン輸

枝遮断時,前 十後区域グリソン鞘枝遮断時,全 肝遮断

時 と連続 して門脈圧を測定した (Fig。2)。16例とも区

域枝を遮断するごとに圧は上昇 もしくは不変で低下例

はなかった。

1)門 脈圧変化率 と肝線維化の程度

門脈圧変化率 :(1/切 除後門脈圧-1/切 除前門脈

圧)/1/切除前門脈圧

の絶対値を肝線維化の程度別に,肝 切除量を等しく

して検討した。区域切除群 :軽度群0.06±0.08,中 等

度群0.22±0.06,高 度群0.26±0.09であり,軽 度群の

変化率は中等度群,高 度群に比べ有意 (p<001)に 低

かった,肝 葉切除群 :肝線維化なし群 :0.17±0,24,

軽度群0.22±0.05,中等度群029± 0.10,高度群0,33士

031で あった (Fig。3).

このように有意差はないが肝線維化が強いほど門脈

圧変化率が高値を示す傾向にあった。
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Fig. 3  Changes in portal venOus pressure in the cases classined by liver Flbrosis

segmentectomy lobectomy
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ili)全肝遮断圧 と肝線維化の程度,術 前 ICGR15

全肝遮断圧を肝線維化の程度別にみると各群の間に

有意差を認めなかった.

全肝遮断圧 と術前 ICGR15の 関係 をみ る と,R=

Fig, 4 Correlation between Portal venous pres‐

sure in clamping pOrtal vein and ICGR15

033± 0.31

n。
‐
   mmd moderate severe

fibrosis fibrosisfibrosis fibrosis

0,367,P<0.05で 直線回帰はy=-0.574x+52.299で

あった。術前 ICGR15が 高値ほど全肝遮断圧が低い傾

向 (p<0.05)が みられた (ng。 4).

Fig. 5  Correlation bet、veen changes in portal

venous pressure and changes in iCCK
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Fig. 7  Correlation between changes in pOrtal

venous pressure and the growth rate of remnant

liver
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除予定区域のグリソン輸枝の結繁時または一時的遮断

時に切除前後の圧 として実際の肝切除前に連続 して測

定した。この方法は先に述べた術中の影響を受けるこ

とがなく,ま た実際の肝切除前に切除後の圧を測定で

きるため,将 来的には肝切除の調節にも有用 と考えら

れる。

肝切除に伴う門脈圧の変化については,多 くの報告

で肝切除術後門脈圧は上昇すると述べられている。菊

池1いらは実験的に肝切除術直後に門脈圧が上昇すると

述べ,副 島ら11)は実験的に肝切除率 と問脈圧の上昇率

に相関を認め,鈴 木ら12)は
肝切除率 と門脈圧の上昇率

との間に相関傾向を認めた。自験例ではいずれの区域

グリソン輸枝遮断時にも上昇傾向認め,ま たその遮断

区域数を増やせばさらに上昇 し低下例はなかった。区

域グリソン鞘枝遮断は肝区域切除に相当すると考えら

れ,こ のことから遮断区域グリソン鞘枝が増えるつま

り肝切除区域が増 えるほど門脈圧が上昇するといえ

る.肝 切除量が大きくなるほど門脈圧が上昇すること

が考 えられる.し か し,西 崎 ら1。は非肝硬変症例で

15～40%肝 切除群,肝 硬変症例の60%以 下の肝切除群

すべてにおいて切除後の門脈圧の低下を述べている。

この結果は理論的には考えられないことであり,門 脈

圧の測定時期などの方法論自体に問題があり先に述べ

たような麻酔などの影響 を受けているためと思われ

る。

肝切除による急激な門脈床の減少による相対的な肝

血管抵抗の増加により門脈圧は上昇 し,そ の程度は切

除量に影響されると考えられる。

また肝硬変の有無による術後門脈圧の上昇の程度の

差については,ほ とんどの報告で差がないとされてい

る。OHverら 1つは実験で非硬変肝の術後門脈圧は上昇

するが硬変肝では上昇しないと,Nagasuel",鈴 木ら

は硬変の有無による術後門脈圧の上昇率に差はみられ

なかったとされている。著者の検討では,肝 線維化の

程度を4段 階に分け門脈圧変化率を比較,さ らに肝切

除量による差を除外するため区域切除群 と肝葉切除群

に分け比較 した.す ると肝線維化の程度が強 くなるほ

ど門脈圧変化率が高い傾向がみられた。ここで問題 と

なるのが門脈圧の変化の定量化である。自験例でも切

除前の問脈圧は明らかに肝線維化の程度が強いほど高

かった。もともと前値の違 う門脈圧の変化を,ヒ較する

わけだが,例 えば硬変肝で切除前が20cmH20の 圧が

切除後22cmH20に 上昇 した もの と,非 硬変肝 で8

CmH20が 10CmH20に 上昇 した ものを比較する場合

Y=0349X+124
R=0199 P=0373

Changes in portal
venous pressure‐01  0

(3)門 脈圧変化率 とICGK変 化率

門脈圧変化率 とICGK変 化率の関係 を検討 した と

ころ,R=0.536,P<0.olで 直線回帰はy=0.774x一

0,166と正の相関を認めた (Fig.5)。 また硬変 (線維化

中等度,高 度),非 硬変 (線維化なし,軽 度)の 別にみ

ると硬変群 :r=o.420,p<0.05,非 硬変群 :r=o.821,

p<0.01と 非硬変群で正の相関がより強 く,硬 変群で

より弱 くなった (Fig.6).

(4)門 脈圧変化率 と肝再生率

51例中術後 1か 月後にCTを 行った21例について,

門脈圧変化率 と肝再生率の関係をみると,R=o.199,

P=0.373で 直線 回帰 はy=-0.349x+1.24と 両者 に

関連がみられなかった (Fig.7).

考  察

これまで肝臓の血行動態の把握の重要性が唱えられ

種々の圧測定,肝 血流測定が行われてきた.な かでも,

門脈圧は肝疾患の予後を左右する重要な因子で,上 腸

問膜静脈圧測定,陣 内圧測定ゆ,経 皮経肝的問脈圧測

定0,閉塞肝静脈圧測定の,直腸毛細管圧測定ゆなどの測

定方法がある.

しかし,肝 切除に伴う問脈圧の変化に関しての報告

は少なく,ま た一定の見解が得 られていない。それら

の報告は術中に踏静脈または上腸問膜静脈にカテーテ

ルを留置し術中,術 後に経時的に測定する方法を選択

している。その際,Sherlockりが指摘 しているように,

術中の問脈圧は麻酔や術中の出血量,い いかえると心

血管系への薬剤 (β‐blockerな ど)や測定時の有効循環

血装量,ま たカテーテルの位置などの影響を受けるは

ずだが考慮されている報告は少ない。そこで,我 々は

肝切除予定区域のグリソン鞘枝の結熱時または一時的

遮断時は門脈 ・動脈 ・胆管が結然 または遮断されてい

るため門脈圧測定において切除後 と同等 と考え,肝 切
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を考える。両者 とも2cmH20上 昇で等しい圧変化をみ

るか,前値の何割上昇したかを比較し前者が(22-20)/

20=01,後 者が(10-8)/8=025と 非硬変肝例のほう

が門脈圧が上昇 したとみる方法などがある。従来の報

告はこれらの方法で門脈圧の変化が検討されている。

今回,著 者 らは前述の理論より門脈圧の逆数 (1/p)を

用いて検討した結果,肝 線維化の程度により門脈圧変

化率の差がみられ,ICGK変 化率 と相関した。またこの

事実よりICGK値 と門脈圧はy=1/xの 関数のような

曲線的な関係にあり,門 脈圧は肝機能が悪いほど変化

が大きいと考えられる。

門脈圧変化率 とICGK変 化率の間に正の相関がみ

られ,さ らに非硬変肝,硬 変肝の別にみると前者では

相関がより強 く後者では相関がより強 くなった。この

ことは,中 山ら1いが慢性肝疾患では門脈圧の上昇に伴

い門脈系 と全身循環 との短絡率の増加がみられるが側

副血行路を介す短絡がさらに増加するとむしろ門脈圧

は低下 していたとの報告 と関連があると思われる。つ

まり肝線維化の程度が強 くあるレベル以上になると側

副血行の増加により門脈圧が低下する症例が出現する

ため硬変群で門脈圧変化率 とICGK変 化率の間の相

関が弱 くなったと推測される。

肝再生に関しては多 くの研究
Iの1ゆで門脈血流あるい

はインスリン,グ ルカゴン,hepatocyte growth factor

(HGF),epidermal growth factor(EGF)な どの液

性因子が重視され,山 崎 ら1りは肝再生 と門脈血流量 と

の重要性を述べている。また宮崎 ら劾は肝再生 と非腫

瘍部肝の線維化の程度 との関係を述べている。自験例

では肝再生 と門脈圧変化 との関連を検討 したが明らか

な関連は見いだせなかった。つまり肝再生に関しては

門脈圧の変化は関与せず,門 脈血流量 と肝線維化の程

度が関与 していると考えられる。

今回,全 肝遮断圧 (肝十二指腸間膜遮断時圧)を 検

討 したところ術前 ICGR15が 高いほど全肝遮断圧が低

い傾向がみられた。ICGR15は 肝予備能を評価する数

値であるとともに門脈系 と全身循環 との短絡率を反映

する数値でもある。このことは先に述べたように,慢

性肝疾患では門脈圧の上昇に伴い門脈系 と全身循環 と

の短絡率の増加がみられるが,側 副血行路を介す短絡

がさらに増加するとむしろ門脈圧は低下するというこ

とと合致する。つまりICGR15が 高値を示すような門

脈系と全身循環 との短絡率が高い症例では全肝遮断し

たときの門脈圧は側副血行路を介す短絡路への流出の

ためむしろ低値を示すと考えられる。術中に全肝遮断

グリソン輪枝遮断による術中門脈圧変化と術後 ICGの 関係  日 消外会誌 28巻  10号

圧 を測定することである程度門脈系 と全身循環 との短

絡率の見当がつけられる可能性が示唆 された。

以上,術 中門脈圧の測定により非腫瘍部肝の線維化

の程度が予測でき,ま た問脈圧変化 は切除予定区域の

グ リソン鞘枝遮断により実際の肝切除前 に測定できさ

らに門脈圧変化率の計算値 よ り術後 の ICGK値 が予

測可能である。 このように術中門脈圧測定は肝機能 を

把握する上で有用 と思われた.

なお本論文の要 旨は第44回日本消化器外科学会総会

(1994年7月 21日,富 山)に おいて発表した。

稿を終えるにあたり,研 究の機会を頂きました羽生富士

夫教授に心から御礼申し上げます。また直接御指導,御協力

頂いた肝グループ各位に深謝いたします。
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A Study of Changes in Intraoperative Portal Venous

Pressure Following Hepatectomy

Hideo Katsuragawa and Ken Takasaki
Department of Surgery, Institute of Gastroenterology, Tokyo Women's Medical College

We measured portal venous pressure during hepatectomy in 51 patients, and studied the relationship

among the degrees of fibrosis of the resected liver, the growth rate of the remnant liver after he-
patectomy, and pre- and postoperative changes in ICG. The portal venous presure before hepatectomy
(PVB) became significantly higher as liver fibrosis increased. The portal venous pressure after he-
patectomy (PVA) increased, or did not change, in all patients, but it also did not decrease. The portal

pressure after hepatectomy increased according to the increase in the volume of resected liver. When the

rate of change in portal pressure before and after hepatectomy was regarded as (1/PVA-1/PVB)/1/PVB,

and the rate of change in ICGK before and after hepatectomy was regarded as (postoperative ICGK-
preoperative ICGK)/preoperative ICGK, the rate of change in portal pressure tended to increase accord-
ing to the increase in liver fibrosis and was positively correlated with rate of change in ICGK, but not with

the growth rate. The portal pressure, when clamping the portal vein (Pringle maneuver), tended to be

lower when the preoperative ICGR15 was higher. Such changes in portal pressure can be measured before
hepatectomy by clamping Glisson's sheath of the segment which will be removed, and ICGK levels can be

estimated by calculating the rate of change in portal pressure. Based on the above, intraoperative
measurement of the portal pressure was considered to be useful for assessing hepatic function.
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