
緒 言

肝細胞癌（HCC）術後の再発形式の大部分は肝内再

発であるが，再切除や肝動脈塞栓術（TAE），経皮的エ

タノール注入療法（PEIT），マイクロ波凝固術（MCT）

などにより肝内病巣の長期コントロールが可能になっ

てきた．そのため，種々の肝外転移を経験する機会が

増加してきている．そこで今回，我々の施設で経験し

たHCC切除症例の肝外転移危険因子を検討するとと

もに，肝外転移例に対し，再発様式とその治療および

予後について検討し，肝外転移巣の外科的治療の適応

を考察した．

対象と方法

1992年 1 月から1997年12月に当院で肝切除を施行

した，同時性肝外転移 2例を除く耐術48例のHCCを

対象とした．術後平均観察期間は32.4か月（10～84か

月）で術後に肝外転移をきたした肝外転移群 8例（平

均観察期間25.6か月）と肝外転移のない対照群40例（平

均観察期間33.8か月）に分けて，初回手術時の臨床病理

学的検討および肝外転移の危険因子を検討した．併せ

て，肝外転移例の再発様式や治療と予後についても検

討した．

統計学的解析は χ2検定および t検定を用い，平均生

存期間はKaplan-Meier 法で算出し，Wilcoxon で検定

を行い，危険率 5％未満を有意差ありとした．

成 績

1．術後肝外転移危険因子の検討

両群を比較すると，初回手術時の平均年齢，男女比，

肝炎ウィルスマーカーに有意差はなかった．原発性肝

癌取扱い規約1）に基づく臨床病期，平均主腫瘍最大径，

肉眼型，肉眼的進行度，脈管侵襲（vp or vv），肝内転

移（im），被膜形成（fc），被膜内外浸潤（fc-inf），肝切

除範囲（Hr），手術根治度，肝切離面における癌浸潤

（TW）などのいずれにおいても両群間で有意差はな

かった（Table 1）．唯一，肝外転移群でより低分化型な

HCCが多い傾向にあった（p=0.059）．また，肝内再発

は肝外転移群で 6例（75％）に認められ，対照群では

29例（72.5％）であった．

2．肝外転移例の検討

�再発様式
肝切除後から肝外転移までの平均期間は15.4±14.7

か月（6～44か月）であった．発見動機は，follow-up 中

の computed tomography（CT）が 3例，α-fetoprotein
（AFP）の上昇がきっかけとなったものが 3例，胸部X

線が 1例，再発肝内転移の再切除時の発見が 1例で

あった．

肝外転移発見時のAFP値では，異常高値（10,000ng

�ml 以上）は，8例中 5例に認めた．6例が治癒切除例で
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Table 1　Patient characteristics

p-valueNoYesExtrahepatic metastasis

408No. of patients

NS60.5 ± 7.8 64.0 ± 8.5 Age

NS31/9 5/3male/femaleSex

NS 7/332/6＋ / －HBsAg

NS31/9 5/3＋ / －HCV

Clinical stage

NS26/9/53/3/2Ⅰ /Ⅱ /Ⅲ
NS3.6 ± 1.83.8 ± 1.3Main tumor size（cm）

Gross type

NS30/6/45/3/0s.n.1）/s.n.w.p.2）/others

Macroscopic stage

NS8/12/11/90/5/2/1Ⅰ /Ⅱ /Ⅲ /Ⅳ A
Histological classification

NS（p＝ 0.059）12/14/6/8　1/4/3/0well/mod./poor./unknown

NS 6/342/6＋ / －vp or vv

NS18/222/6＋ / －im

NS32/8 8/0＋ / －fc

NS27/138/0＋ / －fc-inf

NS12/8/16/4　3/2/2/1O/S/1/ ≧ 2Hr

Operative curativity

NS4/22/6/8 0/6/1/1AC3）/RC4）/RNC5）/ANC6）

NS15/253/5＋ / －TW

s.n.1）：single nodular, s.n.w.p. 2）：single nodular with perinodular, AC3）：absolute curative, RC4）：relative 

curative, RNC5）：relative non curative, ANC6）：absolute non curative

Table 2　Mode of extrahepatic recurrence

No. of patients

3CTMotive of detection

3AFP elevation

1Chest X-P

1Reresection

1～ 100 ng/mlAFP value at detection

1100 ～ 1,000

11,000 ～ 10,000

510,000 ～

6　（＋）Intrahepatic reccurence
at distant metastasis 2　（－）

3Lymph nodeSite of distant metastasis

2Lung

2Adrenal gland

1Omentum

あり，うち 2例は肝外転移発見時に肝内転移を認めな

い症例であった．初回転移部位は，リンパ節が 3例（総

肝動脈幹リンパ節と肝十二指腸間膜リンパ節が 1例，

膵頭後部リンパ節が 1例，肝上部横隔膜下リンパ節が

1例），肺・副腎が各 2例，大網が 1例であった（Ta-

ble 2）．

�治療と予後
肝外転移に対する治療は，2例のリンパ節転移（総肝

動脈幹リンパ節と肝十二指腸間膜リンパ節が 1例，膵

頭後部リンパ節が 1例），各 1例の副腎転移と大網転移

の計 4例に転移巣の切除を行い，放射線治療，化学療

法などを加えた．他の 4例には化学療法中心の治療を

行った（Table 3）．

肝外転移後の予後は，転移巣切除のできた 4例の平

均生存期間が544.5日（356～728日）に対して，他の 4

例は116.5日（46～191日）と有意に（p<0.01）生存期間

が短かった．転移巣を切除しえた 4例のうち 2例は肝

内再発のない症例であり，1例は転移巣切除時に肝内

再発巣を同時切除され，他の 1例も肝内に多発する小

さな再発巣に対して行われたTAEにより治療の効果

があった症例であった．一方，転移巣の切除ができな

かった 4例は，いずれも残肝多発再発を伴っており，

肝機能も不良であった．

考 察

原発性肝癌追跡調査報告2）によるHCC剖検例の遠

隔転移は，肺が45.6％，リンパ節が30.7％，腹膜が17.8

％，骨が14.5％，副腎が11.1％となっている．しかし，
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Table 3　Treatment for distant metastasis

No. of patientsTarget organNo. of patientsMain treatment

4Resection

2lymph node

1adrenal gland

1omentum

3Chemotherapy

1lung2systemic

2lung, lymph node1reservoir

1adrenal gland1Transarterial infusion

臨床例において遠隔転移の検討を行った報告は少な

い．その中でも，中西ら3）は，手術例の検討で35例中 7

例（20％）に他臓器転移を認め，5例（14.3％）にリン

パ節転移を認めたと報告した．さらに，T-factor につい

て，T1・T2症例よりT3・T4症例で有意に遠隔転移が

多かったと報告している．一方，Watanabe ら4）は，剖

検例でより低分化なHCCほどリンパ節転移率が高い

と報告している．他にも剖検例においてリンパ節転移

を伴うHCCは，原発巣が浸潤型であるもの，門脈腫瘍

栓を認めるもの，漿膜浸潤があるものに多いと報告さ

れている5）6）．今回の著者らの検討では，切除された

HCCの組織型が低分化なほど肝外転移が起こりやす

い傾向（p=0.059）を認め，他の予後規定因子とされる

腫瘍径，vp, vv, im，根治度，TWなどに差はなかった．

なぜ低分化HCCが肝外転移を起こしやすいのかは不

明だが，若林ら7）は HCCのリンパ節転移巣と原発巣の

DNA ploidy pattern を比較した検討で転移巣は aneu-

ploid 型が高頻度にみられ，原発巣の中でより悪性度の

高い部分が転移しやすいと推察している．今後の転移

のメカニズムの解明が待たれる．また，治癒切除後の

肝内無再発例でも肝外転移を起こすものがあることか

ら，肝外転移を考慮した follow-up が必要である．自験

例では，定期的なCT検査とAFP値の上昇により半

数以上の肝外転移が発見された．それゆえ，AFPの

チェックはもちろん，定期的な超音波，CT検査で肝内

以外にも十分な注意をはらうべきだと考える．

原発性肝癌追跡調査報告2）によると，内科的または外

科的に治療を行ったHCC症例の初回肝外再発とし

て，最も多いのは肺（6.7％），次いで骨（5.1％），リン

パ節（2.4％），腹膜（1.3％），副腎（1.0％）の順となっ

ている．著者らの肝切除48症例の初回肝外再発部位は

リンパ節転移が 3例（6.3％）と最も多く，次いで肺，

副腎の各 2例（4.2％）であった．

HCC剖検例のリンパ節転移は，30％前後の報告が多

く4）5）8），決してまれではない．しかし，手術症例でのリ

ンパ節転移は，中西ら3）は，35例中 5例（14.3％）に，

Une ら9）は254例中 4例（1.6％）に，藤森ら10）は350例中

1例（0.3％）にのみ認めたと報告しておりさまざまであ

るが，我々の検討では6.3％であった．

HCCの肺転移は，Une ら9）が手術例の検討で，254

例中12例（4.7％）に認めたとしている．著者らの検討

でも4.2％で， 発見時はすでに両側肺に転移していた．

HCCの副腎転移の臨床報告例は比較的多くみられ

る11）～13）．催ら14）は CTにより124例中 3例の副腎転移

を発見しているが，著者らの副腎転移の 2例も肝内再

発治療中のCTで偶然に発見されている．HCCの副腎

転移の診断にはCTが有用と考える．

肝外転移に対する治療について，Takayasu ら15）は外

科的に切除した副腎転移例の良好な成績を報告してい

る．一方，副腎転移巣に PEIT16）や，TAEと放射線治

療17）が奏効したとの報告もある．また，リンパ節転移に

対しても外科的切除や放射線治療が奏効してい

る10）18）．このうち副腎やリンパ節転移の外科的切除例

は，孤立性で expansive な発育を示すタイプのもので，

容易に切除可能なものであった．それに対して肺転移

は，Levy ら19）の報告のごとく大半が多発転移例で，荻

野ら20）が切除例を報告した単発肺転移は非常にまれな

ケースであった．

肝外転移に対する外科的切除の適応については，諸

家の間で意見の一致を見ておらず異論のあるところで

ある．著者らの検討では，転移巣の切除が可能であっ

た例で，切除不能例より有意な生存期間の延長をみて

おり，従って，�肝外転移巣が孤立性で expansive な発
育を示しているもの，�他に転移巣を認めないもの，
�肝内再発が無いか，あっても治療により良好なコン
トロールを得ているもの．以上ような条件が揃えば，

積極的な外科的切除の対象になりうる．それゆえ，肝

内再発同様，肝外転移症例で良好な治療成績を得るた
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めには早期発見が重要である．
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Extrahepatic Metastases following Hepatic Resection for
Hepatocellular Carcinoma：A Clinicopathological Study
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We analyzed the predisposing factors for extrahepatic metastases following hepatic resection for hepato-
cellular carcinoma（HCC）, and also analized the treatment for the metastases, results with included surgical
resection. Extrahepatic metastases occured in eight out of 48 resected HCCs, and these were all initially diag-
nosed as poorly differentiated HCC. There were no significant predisposing factors such as tumor size, pres-
ence of vascular invasion, curativity of the resection or adequacy of the resected margins. Extrahepatic me-
tastases also occurred in patients without intrahepatic recurrence following curative resections. The mean in-
terval from surgery to the occurrence of metastases was 15. 4 months. Metastatic sites included the abdomi-
nal lymph nodes（3）, the lungs（2）, the adrenal gland（2）, and the omentum（1）. Four extrahepatic metasta-
ses were resected including the lymph nodes（2）, the adrenal gland（1）and the omentum（1）. Median survival
of patients who could undergo resection of extrahepatic metastases was significantly longer compared to pa-
tients who could not（544 vs 116 days, respectively）. In conclusion, surgical resection of extrahepatic metasta-
ses is the treatment of choice when（1）they are solitary,（2）there is no recurrence in the remnant liver, or
（3）if the metastasis in the remnant liver can be well controlled.
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