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肝細胞癌切除例における肝生検組織像を用いた術前リスク評価

―HAI scoreの有用性―

鹿児島大学第 1外科

吉留 伸 郎  田 辺  元   塗 木 健 介  上 野 信 一

浜之上雅博  栗 田 光 一  愛 甲  孝

肝細胞癌58例を対象に術前針生検で得 られた非癌部肝組織の histological acttvtty index(HAI)

scoreを算出し,肝 切除 リスク評価 としての有用性を検討 した.HAI scoreは 術前 AST,ALT,総 ビ

リルビン値,プ ロ トロンビン時間 と相関を認めなかったが,ICGR15,ZTT,γ ‐グロブリン,IV型コラー

ゲン7S,門 脈圧,術 中出血量 とは相関した (p<0.01).術 後合併症発生群の HAI scoreは 101± 2.6

と経過良好群の7.9±4.5に比べ明らかに高 く (p<005),術 後合併症発生に関するロジスティック解

析では HAI score中 のカテゴリーIV(線 維化)が 高い関連を示 した (オッズ比2.74,p=0011).2

区域以上の切除例では HAIscore 6以 上, 1区 域 または亜区域切除例では HAI score 10以上に術後合

併症が頻発 した。以上より,肝 細胞癌症例における非癌部肝組織の HAI scoreは ,肝 切除術式選択,

術後合併症発生の予測に有用であると思われた。
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目  的

本邦における肝細胞癌はウイルス性肝炎に基づ く慢

性肝障害を併存する例が多 く1),肝
炎の活動性ならび

に線維化の程度が肝切除後肝不全 と密接な関連がある

こと力S子旨摘されている2)～61.しかしな力ゞら,肝組織像 と

肝予備能 との関連は不明瞭である。一方,血 液生化学

的検査法を用いた肝機能評価は多数報告されているも

ののつ～1の,非 癌部肝組織所見による定量的なリスク評

価は未だなされていない.1981年 Knodellら 11)はhis‐

tological activity index(以下,HAIと 略記)を 考案

し,肝 炎の活動性,線 維化をスコア化することを提唱

している。今回,術 前肝生検で得られた肝組織の障害

程度を HAI scoreを 用いて数量化 し,従 来の肝機能検

査 との関連および肝切除 リスク評価への可能性をret・

rospectiveに検討 した.

対象ならびに方法

1992年 1月 より1994年12月までの 3年 間に当教室で

経験 した肝細胞癌症例中,出 血傾向がなく本人の承諾

が得 られた58例に術前非癌部肝生検が施行された。男
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性48例,女 性10例,平 均年齢60.8±9,0歳であった。ま

た,HBs抗 原または HBs抗 体陽性 (以下,HBV(十 )

と略記)12例 ,HCV抗 体陽性 (以下,HCV(十 )と

略記)39例 ,両 者陰性 (以下,NBNCと 略記)7例 で

あった。手術適応 と術式選択は,癌 進展度診断に力口え,

インドシアエングリーン15分停滞率 (以下,ICGR15と

略記),予後得点
1り
,ICGR15に よる残存肝機能推測法

13)

を主 とした肝予備能評価に基づき行い,52例 に肝切除

を施行 した。また,非 切除例は6例 で,肝 機能不良 3

例,肝 内多発 3例 であった (Table l).

術前肝生検は超音波誘導下に18G biopsy針 (Auto‐

matic  18 gauge core biopsy syste■ 1, Boston

Scientinc CorpOration)を用い,経 皮的に施行された。

生検部位は原則 として術後残存予定部の非癌部組織 1

か所 とした。得られた組織はただちにホルマリン固定

され,Hematoxylin Eosin染 色,Azan Ma1lory染 色,

渡銀染色を施行後,著 者 1名 (SY)に より組織像の観

察,HAI scoreの 決定が行われた.な お,HAIは (I)

periportal十/―
―bridging necrosis, (II)intralobular

degeneration  and  focai  necrOsis, (III)portal

illflammation,(IV)abrosisの4つ のカテゴリーから

なり (Table 2),HAI scoreはこれらの総和である。
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Table l  Characteristics Of patients receiving liver

biOpsy before hepatic resection fOr hepatOcellular

carcinolna

No of patients            58

Sex(malet female)    48:10

Age(Meantt sD)   608± 90

Hepatitis virus

HBV(十 )

HCV(十 )

NBNC

Surgery

IIepatic resection

Partial hepatectomy

Subsegmentectomy

Segmentectomy

LobectOmy or more

Not resected

Liver deterioration

Far advanced

12

39

7

52

3

3

HBV(十 )i Hepatitis B virus surface

antigen  and/or  antibody  positive,

HCV(十 );Hepatitis C virus antibOdy

positive,NBNC;negative bOth HBV

and HCV

組織の特徴 を知 るために炎症 ・壊死の指標 としてカテ

ゴリー I・ II o IIIの和 (以下,HHIIsと 略記)と 線維

化の指標であるカテゴリーIVの値 (以下,IVsと 略記)

も評価 した。

検討内容は術前生検組織 と切除標本における HAI

scoreの比較および術前生検組織の HAI scOreと 術前

肝機能検査値,術 中出血量,術 後合併症 との関連であ

る。なお,切 除標本での検討は癌部からできるだけ遠

位の非癌部肝組織を用いた.ま た,術 後合併症は重篤

7 (801)

Fig. 1 Correlation ships of histological activity
index (HAI) scores between biopsy specimen and
receefe . l  cnpn imon
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例 (術後 6か 月以内肝不全死または高度ビリルビン血

症 ;血清絡 ビリルビン値 (TB)≧ 7mg/dlで 4日 以上

継続)と 軽微例 (難治性腹水,腹 腔内膿瘍または軽度

ビリルビン血症 :35<TB<7.Omg/dlで 4日 以上継

続)に 分けた。

統計処理はMann‐Whitney'sU‐test,χ2検定,Spear‐

manの 順位相関を適宜用い,危 険率0.05未満を有意差

あ りとした。また,多 変量解析 には統計解析 ソフ ト

SPSS(SPSS Inc Chicago)を 用い,ロ ジスティック

回帰分析を行った。

結  果

1)術 前生検組織 と切除標本における HAI scoreの

比較

同一症例における術前生検および切除標本の HAI

scoreを31例で比較検討した。術前生検の HAI scOre

は8 . 2 ±4 . 3 ( 0 ～1 5 ) であ り, 切 除 標 本 は8 , 3 士
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Table 2 Hist010gical activity index by knodellll)

L勝=増i軽ing Score
II. Intralobular

degeneration and
focal necrosis

Score III. Portal
inflammation Score IV. Fibrosis Score

None

MiId PN

Moderate PN

Marked PN

Moderate PN
+ B N

Marked PN
+BN

Multilobular
necrosis

None

Mlld

Moderate

4ヽarked

0

1

3

4

No portal
inflammation

Mi ld

Moderate

Marked

0

1

3

4

N o fibrosis

Fibrous portal
expanslon

Bridging fibrosis

Cirrhosis

0

1

3

4

Note; PN: piecemeal necrosis, BN: bridging necrosis
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FiS. 2 Histological activity index (HAI) score

and score of category IV (IVs) according to the

hepatitis virus.

p(0 05
ー

4.2(0～16)であった。両者はr=o,79(p<0001)と

高い相関を示した (Fig。1)。しかし,術 前生検 と切除

標本のスコア差が 4以 上のものが 7例 (23%)存 在 し,

切除標本に対 し 5例 が過大評価, 2例 が過小評価で

あった。

2)肝 炎ウイルス感染状況 とHAI score,線 維化

(IVs)

肝炎ウイルス感染状況別に HAI scoreを みると,

NBNC:5.5± 4.9,HBV(十 ):7.3± 4.9,HCV(十 ):

10.2±28と ,HCV(十 )は他群に比べ有意に高値を示

した(p<0.05)。 また,各 群の IVsを 比較するとHCV

(十)で は29± 1,0と他の 2群 より高値を示した (Fig.

2 ) .

3)HAI scoreと 肝切除前肝機能検査の関連

HAI scoreは ICGR15,硫 酸亜鉛混濁試験 (以下,

ZTTと 略記),γ グヽロブリン (以下,γ‐gibと略記),

IV型コラーゲン7S(以 下,7Sと 略記),肝 切除前門脈

圧 (以下,PVPと 略記)とそれぞれ r=o39(p<0.01),

0.40(p<0.01), 0.42(p<001), 057(p<0,01),

0.59(p<0,01)と 有意に相関した。しかし,ア スパラ

ギン酸ア ミノ トランスフェラーゼ (以下,ASTと 略

記),ア ラエンアミノ トランスフェラーゼ(以下,ALT

と略記),TB,プ ロ トロンビン時間(以下,PTと 略記)

とは相関は認 め られなかった.HI IIIsは ICGR15,

ZTT,γ ‐gib,7S,PVPと 有意に相関したものの,AST,

ALT,TB,PTと は相関しなかった。しかし,IVs3

未満の症例に限定するとI II IIIsはAST,ALTと 高

い相関を認めた。IVsは HAI scoreと同様にICGR15,

ZTT,γ ‐gib,7S,PVPと 有意に相関した(Table 3).

4)HAI scoreと 切除範囲,術 中出血量

切除範囲別の HAI scoreは 部分切除以下 (20例)

10.2±3.3,亜 区域切除 (10例)8.7±3,7, 1区域切除

Parameter HAI score I II IIIs(IVs<3) IVs

ICGR15(%)

ZTT(U)

γ‐gib(ワる)

7S(ng/ml)

PVP(cmH20)

AST(KU)

ALT(KU)

TB(mg/dl)

PT(%)

Intraoperative
blood ioss

0 3 9 ヤ=

0 40ⅢⅢ

0 42Ⅲ・

0 57・・

0 59

0 16

0 1 9

0 08

- 0 2 2

0 5 1 ホ

0 30・ (0 67Ⅲ

0 36・・(0 84=

0 38・=(0 73Ⅲ

0 55キ'(0 49

0 57ⅢⅢ(0 60

0 15  (0 69=

0 26  (0 75Ⅲ

0 05  (0 13

- 0 2 0 ( - 0 1

0 50章“

0 4 1 ・Ⅲ

0 32・

0 3 r

0 45・=

0 38・

0 1 1

0 02

0 1 1

- 0 1 6

0 2 8 ・

Table 3 Correlationships between HAI score, I II

IIIs, IVs and liver function tests before hepatic

resection and intraoperative blood loss

γ―gib:γ ‐globulin,7S itype IV collagen 7S,PVP :portal

vein pressure,AST, aspartate amonitransferase, ALT:

alanine aminotransderase, TB: total bilirubin, PT:

prOthrombin time

The HAI score indicate total score of four categories in

HAI The I II IIIs means sum of category I,II and III in

H A I  T h e  I V s  m e a n s  s c o r e  o f  c a t e g o r y  I V  H A I  E a c h

llgure means Spearman's correlation coemcient Figures

in parenthesis are correlation coemcients of I II IIIs in

cases with IVs less than 3
・: p < 0 0 5 ,  4■: p < o 0 1

(10例)9.5±3.4, 2区 域切除以上 (12例)5.2±3.2と,

広範囲の切除 になるにつれて HAI scoreは 低値で

あった。

術中出血量はI II IIIs,HAI scoreと中等度の相関が

あり,IVsと は弱い相関を認めた (Table 3).

5)HAI scoreと 術後合併症

肝切除施行52例中,術 後合併症を27例に認め,重 篤

9例 ,軽 微18例であった。経過良好群 と術後合併症発

生群 との背景因子について単変量解析を行 うと,HAI

score,I II IIIs,IVsはいずれも合併症発生群で明らか

に高値であつた。一方,ICGR15,AST,ALTな どの

従来の術前肝機能検査では差を認めなかった.ま た,

術中因子では出血量が合併症発生群で有意に多かった

(Table 4).

さらに,術 後合併症発生に関するロジスティック解

析を行った。投入因子は年齢,肝 炎ウイルス感染状況,

ALT,ZTT,ICGR15,PT,肝 切除範囲,術 中出血量,

HAI score,I IHIIs,IVsの 12因子である。その結果,

IVs,ALTの 2因 子が選択され,と くにIVsは オッズ

比2.74と高値 を示 し,モ デルの予測精度 は65。4%で

あった (Table 5).術後合併症発生状況 とHAI score



Factors Without
complication

Hrith
complication

p value

N0 0f patients

Age

PreOperative factors

AST(KU)

ALT(KU)

TB(ng/dl)

PT(%)

ZTT(U)

γ‐gib(%)

ICGR15(%)

HAI scOre

I  I I  I I I s

IVs

lntraoperative factOrs

PVP(cmH20)

Blood 10ss(ml)

Vヽeight Of resected
liver tissue(g)

25

602±84

510±387

517±346

08±04

849±196

171±77

205±59

159±88

79±45

56±36

23±15

190±53

1,589±1,562

242±240

27

6 1 5±9 6

673と 37

6 0 7±3 2

0 9±0 4

8 5 3±1 1

2 1 0±9 2

2 2 3±7 1

1 8 0±7 4

1 0 1±2 6

7 0±2 4

3 1±0 9

8

9

5

1 9 2±3 2

3 , 2 6 6±3 , 2 1 6

3 5 2±4 4 3

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

p<005

p<005

p<005

NS

p<005

NS
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Table 4 COmparissOn Of pre_ and intraOperative

factOrs according to postOperative cOurse

Data are expressed meantSD. NS: not significant.

Table 5 Results of stepwise logistic regression
analysis according to the occurrence of postoper-
ative complications (A), and evaluation of surgi-
cal risk of hepatic resection using logistic model
(B)

B

Observed
Evaluation of surgical risk by model**

Complicated Uncomplicated Total

Complicated

Uncomplicated

12

5

13

22

Total 17

Ⅲ:AbbreviatiOns are refered in Table 3
ⅢⅢ:Total accuracy of risk predictiOn was 65 4%(34/52)

の関連 を切除範囲別にみると,い ずれにおいても HAI

scoreが高値 になるにつれ,術後合併症が増加 し,亜 区

域 または 1区 域切除例ではHAI scoreがlo以上で

100%(12/12)の 発生率で,HAI score lo未満より明

らかに多かった(p<001). 2区 域切除以上ではHAI

score 6以上で75%(6/8)に 術後合併症を生じ,HAI

e (803)

Table 6 ICGR1S and HAI score in 9 cases with
major postoperative complication

Fig. 3 Histological activity index (HAI) score
and postoperative complication according to the
extent of hepatic resection.

O: without complication, A : with minor compli-
cation, O: with major complication, E :
unresected due to liver deterioration
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deterloration

score 5以下より明らかに多かった (p<0.01).ま た,

血液生化学的検査で肝機能不良のため非切除とした 3

例の HAI scOreは 14以上であった。さらに重篤な術後

合併症 を生 じた 9例 の術前 ICGR15値 とHAI scOre

をみると,症例 2,3を 除 く7例 ではICGR15値 からは

安全な切除範囲と考えられたが,HAI scOreで はぃず

れも術後合併症発生が懸念された(Table 6,Fig,3)。

なお,対 象例において,肝 生検に伴 う合併症は経験

しなかった。

考  察

組織学的評価法 として用いた HAIは ,肝 組織像 を

数量化することで客観性,再 現性を有するといわれ,

慢性肝炎に対するインターフェロン療法の効果判定で

国際的にその有用性が評価されている141 HAIの
各カ

テゴリー間のスコア配分 はKnOdellら による独 自の

ものであり,肝 炎の活動性,予 後を規定すると言われ
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Case Extent of hepatic
resection ICGR15(%) HAI score

Lobectomy (right)

Lobectomy (right)

Lobectomy (right)

Segmentectomy

Segmentectomy

Subsegmentectomy

Subsegmentectomy

Subsegmentectomy

Partial hepatectomy

14

23

26

9 6

15

20 8

24 5

26 5

1 7 6

6

6

8

11

12

10

13

10

11

A

アヽariable= Estimated
coefficient

Standard
error

Odds
ratio Significance

IVs
ALT
Constant

1 01

0 02
- 4 0 6

0 39

0.01

1 62

2 74

1 02

0 011

0 032

0 012
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るカテゴ リー I:periporta1/bridging necrosisに重

きをおき,最 高スコア10を配している。 し かし,肝 切

除対象例ではカテゴリー Iの スコアは6ど まりである

と考えられ,カ テゴリーII,III,IVの最高スコア 4に

対 し,1.5倍の配分 となる。水本はpiecemeal necrOsis,

細胞変性,細 胞浸潤,線 維化率が高度な症例の術後肝

不全の頻度をそれぞれ75,667,54.5,50%と 報告し

ている15)。このことは,HAIの カテゴリー間のスコア

配分 とほぼ同率で,肝 切除例における HAI score配 分

の妥当性を支持すると考えられる.

今回の検討で,術前生検 と切除標本の両者間に HAI

scoreの大きな差異のないことが判明し,HAIに よる

術前肝組織評価 は残存肝組織像 を反映すると思われ

た。しかし,一 部の症例で術前生検,切 除標本の HAI

scoreに差異が認められた。高度な線維化により生検

組織が断片化し十分な観察が不可能であったことや,

慢性 C型 肝炎における病変の不均一
性

10が原因 と考

えられる。 ま た,HAI scoreの 各カテゴリーのスコア

リングに連続性が乏しく,そ のため判定境界病変では

差異が広がった可能
′
性も考えられる。

従来の肝機能検査では必ずしも肝組織の障害度を予

測しえないとの報告が多いIの～1り.Galambos2のは505例

の検討で ASTは 組織所見 と関連を認めないと述べて

おり,久保 ら21)は独自の肝組織スコア判定基準より,組

織所見 とICGR15,Alb,AST,PTは 相関を認めなかっ

たと報告している。今回 HAI scoreと 肝実質細胞機能

を表す AST,ALT,TB,PTと の相関は見 られなかっ

た。しかし,線 維化の軽度な症例に限定すると,AST,

ALTは HAI scoreと 高い正の相関を示した。逸脱酵

素の値 は軽度線維化例では肝障害度を反映するもの

の,肝 硬変例では必ずしも肝組織像を反映しないこと

が示唆された。HAI score,I II IIIs,IVsはICGR15,

ZTT,γ ‐gib,7S,PVPの いずれとも相関が認められ

た。このことより,HAIに よる肝組織の障害評価は肝

実質細胞障害よりも間質の増加,主 に膠原線維の増加

を反映していると考えられる。

術前肝機能 と肝切除後早期の予後につき柚木 らりは

術前 ICG血 漿消失率,切 除範囲,出 血量が関与すると

述べ,Didolkarら
2りは AST,ALT,TB,PTは 生存

の有無に関与 しなかったと報告している。今回,術 後

合併症有無別に術前検査値を比較 しても従来の肝機能

検査では差は認められなかったが,HAI score,HI

IIIs,IVsは術後合併症発生群が経過良好群に比べ,明

らかに高値を示 した。とくにIVsは ロジスティック解

析により術後合併症 との関連が明 らかになった。線維

化の高度な肝硬変例では術後残肝再生不良
24)lDゃ

網内

系機能低下
20な どが報告されてお り,そ れ らが術後合

併症発生に関与するもの と考えられる。また,HHIIs

と切除肝重量 当た り術 中出血量 は中等度の相関 を示

し,術 中出血量は術後合併症発生群で多かった。肝組

織の炎症 ・壊死 は術中出血量 を増加 させ,術 後早期の

肝障害 を惹起 しやすい と考えられた.術 後合併症の発

生結果 よりHAI scoreに 基づいた術式選択 を考 える

と,2区 域以上の切除は HAIscore 5点 以下,亜 区域

または 1区 域の切除では HAI score 10未 満が望 まし

く,HAI score 10以 上では部分切除以下の術式選択が

妥当であつた。さらに,術 前 ICGR15値 で予測 しえない

術後合併症 も予知 しうる可能性が示唆 された。

以上 より,術 前肝生検組織像の HAI scoreは 肝切除

リスク評価 として有用 と思われた。しか し,HAI score

の算定の複雑性,カテゴリー内のスコア配分の再検討,

肝生検の適応 ・採取法 ・合併症
2の231の

問題 も含め,今 後

prospecdveな 検討が必要である。
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