
Table 1　Background

40Case

24metastatic liver carcinomaPrimary disease

16hepatocellular carcinoma

31maleSex

 9female

63.5Avarage age

32solitaryNo. of tumor

 8multiple

I はじめに

ヘリカルスキャン方式のCTの開発により連続性の

あるデータを短時間に収集することが可能になった．

このため，3次元画像が従来より容易に得られるよう

になった1）．そしてその臨床応用が脳神経外科，耳鼻

科，心血管外科，呼吸器外科などの分野にて行われて

いる2）～6）．我々は転移性肝癌，原発性肝癌症例の術前

検査としてヘリカルスキャン方式による経上腸間膜動

脈性門脈造影下CT（CT during arterial portography：

以下，CTAP）を施行し，肝内脈管（門脈，肝静脈）の

3次元画像（以下，3D―CT）を作製し，肝切除術の術前

シュミレーションに応用している7）8）．今回，3D―CT

から肝静脈の分岐形態を検討し肝亜区域におけるドレ

ナージ形態を明らかにした．さらに，主幹肝静脈切除

を伴う肝切除における肝静脈再建の適応についても検

討した．

II 対象と方法

1）対象

1995年 2 月から1997年10月に横浜市立大学医学部

付属浦舟病院でCTAPを施行し3D―CTを作製した後

に肝切除術を行った40症例を対象にした．原疾患は転

移性肝癌24例，原発性肝癌16例である（Table 1）．

2）方法

（1）CTAP：CT使用機種はGE横河メディカルシ

ステム社製HiSpeed Advantage�RPで，ヘリカルCT
は120kvp，180mAで，X線ビーム幅5mm，テーブル移

動速度は毎秒5mmの条件で撮影した．造影は，Seld-

inger 法にて上腸間膜動脈に挿入したカテーテルより

100ml の非イオン性造影剤（lopamidol，300mg�ml）を
毎秒2ml の速度で注入し，注入開始30秒後より肝下縁

からスキャンを開始し，1回の呼吸停止下に全肝をス

キャンした．また，造影剤注入開始前に Prostaglan-

dinE1 20µg をカテーテルから注入した．
（2）3D―CT：得られたCT画像データからワークス

テーションAdvantage Windows を用いて1mm間隔

で画像再構成を行い，ボリュームレンダリング法9）によ
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り肝内門脈，肝静脈の表面表示を行い 3次元構成画像

を作製した．3D―CT画像は水平面で前後左右斜め45

度毎，矢状面で前後上下斜め45度毎に rotation させ計

26方向から俯瞰した（Fig. 1）．また，8度ごと45画面を

連続回転させVTR上で俯瞰した．

3）検討項目

（1）肝静脈分枝と命名

肝静脈の分枝がどこの肝亜区域をドレナージしてい

るかを元にして，以下のように肝静脈の命名を行った．

左肝静脈を LV，中肝静脈をMV，右肝静脈をRV，右

下肝静脈を IRVとし，これにドレナージする肝亜区域

を組み合わせて分枝名とした．例えば，S4をドレナー

ジする左肝静脈の分枝を LV4，S6をドレナージする

右肝静脈の分枝をRV6のごとく命名した（Fig. 2）．な

お，肝亜区域はCouinaud の分類10）に準じた．この分枝

命名に基き肝静脈の分枝を検討した．

（2）亜区域ドレナージ形態

各亜区域のドレナージがどの肝静脈にされるかを得

られた3D―CT画像より検討した．

（3）肝静脈再建の適応

肝切除において主幹肝静脈の切離によるドレナージ

領域の鬱血を避けるため，肝亜区域のドレナージ静脈

が消失しその区域の鬱血が生じる場合は，肝静脈再建

が必要であると考えた．肝静脈の分岐形態から右肝静

脈を合併切除した時の肝静脈再建の必要性を3D―CT

から検討した．また，3症例に対して術中に右肝静脈根

部を30分間クランプし，右肝静脈末�圧を40分間経時
的に測定し，肝静脈の分岐形態との関係を検討した．

III 結 果

（1）肝静脈の分岐形態

左肝静脈，中肝静脈，右肝静脈，右下肝静脈の至適

描出角度はおのおの，前方上方45度，右前方45度上方

45度，右90度上方45度，左後方45度下方45度であった

（Fig. 3）．左肝静脈は主に S2，S3，S4をドレナージす

る 3種類の分枝に分類された．LV2，LV3は全例に認

められたが，LV4は27.5％に認めるのみであった．中肝

静脈は S4，S5，S8をドレナージする 3種類の分枝に

分類された．MV4は全例に認められ，またMV5，MV

8もおのおの77.5％，92.5％と高頻度に認められた．右肝

静脈は S5，S6，S7，S8をドレナージする 4種類の分

枝に分類された．おのおの分枝RV5，RV6，RV7，

RV8は82％以上と高頻度に認められた．RV6，RV7の

存在しない症例は 1例であり同一症例であった．この

症例は右下肝静脈が発達し S6，S7は右下肝静脈のみ

にドレナージされていた．右下肝静脈は25.0％に認め

られ，IRV6，IRV7の 2 種類の分枝に分類された．5

％は IRV6，IRV7の両分枝をもち，残りの20％は IRV

6のみであった（Table 2）．

（2）各肝亜区域のドレナージ形態

S1の短肝静脈は描出されなかった．S2，S3は全例左

肝静脈にドレナージされていた．S4は72.5％で中肝静

脈にドレナージされていたが，27.5％は中肝静脈と左

肝静脈にドレナージされていた．S5は60％で右肝静

脈，中肝静脈の両者にドレナージされていたが，22.5

％は右肝静脈のみに，17.5％は中肝静脈のみにドレ

ナージされていた．S6は75％で右肝静脈に，22.5％で右

肝静脈と右下肝静脈に，2.5％で右下肝静脈のみにドレ

Fig. 1 3D-CT images was made from every 45°in

both sagital and axial section . Images totally be-

came from twenty-six angles. S：superior, A：ante-

rior, P：posterior, I：inferior, R：right, L：left

Fig. 2 Hepatic veins could be classified into twelve

according to main trunc of branching and drainage

segment．（LV2, LV3, LV4, MV4, MV5, MV8, RV5,

RV6, RV7, RV8, IRV6, IRV7）
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Table 2　Classification of the hepatic vein according to drainage segment

Best angle of viewingAverage No. of branchesExsistent ratioBranchesDrainage segment

1.2840/40100.0%LV2S2LHV

S45°A1.3340/40100.0%LV3S3

111/4027.5%LV4S4

1.6 40/40100.0%MV4S4MHV

S45°RA45°1.2631/4077.5%MV5S5

1.1137/4092.5%MV8S8

1.5233/4082.5%RV5S5RHV

S45°R90°1.4939/4097.5%RV6S6

1.6739/4097.5%RV7S7

1.1540/40100.0%RV8S8

I45°LP45°1.2 10/4025.0%IRV6S6IRHV

1 2/405.0%IRV7S7

LHV : left hepatic vein　MHV : middle hepatic vein　RHV : right hepatic vein　IRHV : inferior right hepatic vein

ナージされていた．S7も S6と同様に95％で右肝静脈

に，2.5％で右肝静脈と右下肝静脈に，2.5％で右下肝静

脈のみにドレナージされていた．S8は92.5％で右肝静

脈，中肝静脈の両者に，7.5％で右肝静脈のみにドレ

ナージされていた（Table 3）．

（3）肝静脈再建の適応に関する診断

1）3D―CTの肝静脈ドレナージ状態から右肝静脈を

合併切除する S7+S8切除術でドレナージ静脈の残存

が問題となるのは S5と S6の肝亜区域である．そのド

レナージ形態には 7種類の組み合わせが存在した

（Table 4）．右肝静脈が切除されても，S5S6が，おのお

のMV5，IRV6にドレナージされるような症例は肝静

脈の再建が不要と考えられる．そのような症例は17.5

％であり（Table 4の＊），残りの82.5％の症例は右肝静

脈再建が必要であると推測することが出来た．

2）術中肝静脈クランプによる肝静脈圧変化

Fig. 3 3D-CT images of caseA. Best angle of viewing was a）LHV-A S45°, b）MHV-

RA45°S45°, c）RHV-RA90°S45°, d）IRHV-LP45°145°. In this case S5 drainage

veins were MV5 and S6 drainage veins were RV6+IRV6.

a b

c d

8（574） 日消外会誌 ３３巻 ５号3D―CTによる肝静脈の分岐形態とその臨床応用



Table 3　Drainage hepatic veins of each segment of 
the liver

FrequencyDrainage hepatic veinSegment

short hepatic vein was not detectedS1

（40/40）100.0%LV2S2

（40/40）100.0%LV3S3

（29/40）72.5%MV4S4

（11/40）27.5%LV4 ＋MV4

（7/40）17.5%MV5S5

（9/40）22.5%RV5

（24/40）60.0%MV5 ＋ RV5

（30/40）75.0%RV6S6

（1/40）2.5%IRV6

（9/40）22.5%RV6 ＋ IRV6

（38/40）95.0%RV7S7

（1/40）2.5%IRV7

（1/40）2.5%RV7 ＋ IRV7

（3/40）7.5%RV8S8

（37/40）92.5%MV8 ＋ RV8

Table 4　Combination of S5 and S6 drainage hepatic 
veins

FrequencyS6S5

（5/40）12.5%RV6MV5

＊（2/40）5.0%RV6 ＋ IRV6MV5

（6/40）15.0%RV6RV5

（2/40）5.0%RV6 ＋ IRV6RV5

（1/40）2.5%IRV6RV5

（19/40）47.5%RV6RV5 ＋MV5

＊（5/40）12.5%RV6 ＋ IRV6RV5 ＋MV5

術中右肝静脈根部をクランプした時の 3症例の右肝

静脈末�圧は，クランプ後すべての症例で上昇が認め
られた．caseAでは 3分後，caseB では15分後にはほぼ

クランプ前値への回復が認められた．caseC では30分

後も圧は上昇したままで，クランプ解除後に前値への

回復が認められた（Fig. 4）．3症例の S5，S6のドレ

ナージ形態を見ると，caseAは S5がMV5に，S6が RV

6+IRV6にドレナージされていた（Fig. 3）．caseB は S

5がMV5+RV5に，S6が RV6+IRV6にドレナージされ

ていた（Fig. 5）．caseC では，MV5は存在するが，IRV

Fig. 5 3D-CT images of caseB. a）RA45°S45°, b）LP45°145°. In this case S5 drain-

age veins were MV5+RV5 and S6 drainage veins were RV6+IRV6.

Fig. 4 The pressure of the peripheral RHV after

clamping the root of the RHV and de-clamping. It

immediately rose after clamping in three cases. In

caseA and caseB it recovered to the level before

clamping within 15 minutes, but in caseC it didn’t

recover during 30 minutes after clamping.

a b
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6は存在しなかった（Fig. 6）．caseAと caseB は，Ta-

ble 4の＊であり，caseC は Table 4の＊以外の症例で

あった．caseC は60歳女性の直腸癌同時性肝転移の症

例で腫瘍の存在部位は S7で右肝静脈から7mm離れて

存在した．腫瘍から10mmの surgical margin を確保す

るためには，右肝静脈を切除することが必要であった．

3D―CTでは右肝静脈の再建が必要と診断され，右肝静

脈根部を切除後，端々に吻合し右肝静脈を再建した．

再建後クランプテスト時に見られた S6の鬱血は軽快

し，術後も良好に経過した．

IV 考 察

最近ヘリカルスキャン方式のCTの普及により連続

性のあるボリュームデータの解析が短時間に行える様

になり，3次元画像の作製が瞬時のうちに可能となっ

た1）．これらの情報はさまざまな分野で臨床応用され

ている2）～6）．しかし，肝臓領域への応用は篠原の肝尾

状葉胆管枝に関する報告11）と，竹下らの門脈肝静脈に

関する報告12）がみられるにすぎない，特に脈管の 3次

元画像と肝切除術との関係から報告しているのは我々

のみである7）8）．

肝静脈の解剖に関しては，病理解剖屍体を用いた中

村13）の主幹肝静脈の分岐に関する報告や，肝内の肝静

脈の分岐形態についてのElias ら14），Doehner15）の報告

があるが，肝亜区域のドレナージを考慮した検討はな

い．その理由は，今までの 2次元の血管造影像，CT

画像からは門脈肝静脈の関係を立体的に把握すること

は，困難であったからと考えられる．一方，3D―CT

は門脈と肝静脈を同時に描出し，任意の方向から画像

を得ることが可能なため，門脈分岐からの肝亜区域の

同定と同時に，肝亜区域をドレナージする肝静脈分枝

を同定することが可能である．左肝静脈は左葉外側区

域をドレナージし，27.5％の症例では S4もドレナージ

していた．中肝静脈は左葉内側区域をドレナージし，

92.5％の症例で S8を，77.5％の症例で S5をドレナージ

していた．右肝静脈は肝右葉をドレナージしていた．

主に S6をドレナージする右下肝静脈の存在は，中村13）

幕内ら16）の検討によると10～20％であり，我々の検討

でもこれと同様に25％に認められた．右肝静脈の分岐

について，Elias ら14）は Rami centraler，R. lateral dex-

ter，R. caudalis aut inferior dexter と呼び，Doehner15）

は，right posterolateral，right lateral anteroinferior

と呼び，おのおの異なる名称で報告しており一定した

分岐の命名は存在しない．今回われわれの肝静脈の表

記法は，門脈の分岐からみた肝亜区域に基づいて命名

Fig. 6 3D-CT images of caseC. a）RA45°S45°, b）LP45°145°, c）R90°S45°. In this

case S5 drainage veins were MV5+RV5 and S6 drainage veins were RV6. IRHV

didn’t identified.（b）The tumor was located near to RHV, so RHV was resected and

reconstructed because the drainage of segment 5 and 6 wasn’t left.（c）

a b

c
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されており，肝亜区域のドレナージ形態を把握する上

で有用と思われた．

肝静脈切離により，残存肝亜区域のドレナージ静脈

が失われると，術後肝機能低下を来たし回復が遅延す

ることが知られている17）18）．肝静脈を結紮しても肝区

域の温存は可能であるという報告19）や，肝静脈間には，

交通枝が存在するという報告20）もある．Goldsmith ら21）

はヒト正常肝の剖検例の検討で主要肝静脈間に明らか

な交通枝は存在しないと述べている．また，北澤ら18）は

ラットの肝静脈結紮により，そのドレナージ肝区域に

は中心静脈周囲の広範な壊死と高度の鬱血が見られ，

7日後には肝区域が萎縮したと報告している．さらに，

Kalsey ら22）は肝静脈が閉塞した場合肝再生が障害さ

れると述べ，Hardy23）も，ヒト肝においては肝静脈間に

微妙な交通枝が仮に存在していても肝静脈主幹部が閉

塞すればその領域は機能廃絶に陥ると推察している．

範囲はさまざまであろうが肝静脈主幹部が切離されド

レナージされない領域が残存すれば，術後の残肝機能

に重大な障害を起こすことが考えられる．右肝静脈切

除を伴う S7+S8亜区域切除の際に，幕内ら24）は右下肝

静脈を残して S6を温存する術式を提唱しているが，右

下肝静脈の存在する頻度は10～20％である13）16）．

肝静脈主幹部が切除され，その末�の亜区域を残し
た術式において，残存亜区域から隣接する肝静脈への

ドレナージ静脈が存在すれば静脈再建術は不要であ

り，逆にドレナージ静脈が失われる場合は静脈再建が

必要と判断した．3D―CTは，門脈肝静脈を同一画像上

にしかも任意の方向から観察可能な診断法であり，亜

区域のドレナージ形態の把握が可能であった．右肝静

脈を合併切除した時の S5S6亜区域のドレナージ形態

はTable 4で示すごとく 7種類の形態となっていた．

Table 4の＊の症例（17.5％）ではMV5と IRV6が存在

し右静脈再建不要と判断された．

肝静脈再建の必要性を形態的だけではなく機能的に

みるために，術中肝静脈クランプ後の肝静脈末�圧の
測定を行った．caseAと caseB では，クランプ後に上

昇した静脈圧がクランプ解除前に前値に回復した．こ

れは右肝静脈末梢領域で鬱帯した静脈血が右下肝静

脈，中肝静脈にシフトしたと考えることができ，肝静

脈の再建術が不要は症例であることを示していると思

われる．caseC では，静脈圧の前値への回復がクランプ

解除後まで見られなかった．静脈血流のシフトが十分

に起こらずに肝内の鬱帯が強い状態にあったと推測さ

れ，静脈再建を行うべき症例であったと考えられる．

これら 3例では術前3D―CTによる形態学的な面から

の静脈再建必要性と，静脈圧変化からの機能的静脈再

建必要性が一致した．我々の検討と同様に，奥田らは，

バルーンを用いた術中肝静脈閉塞試験で閉塞肝静脈―

下大静脈の圧較差を，一過性上昇型，持続上昇型，高

値持続型の 3型に分類し，一過性上昇型が静脈再建不

要例であると述べている25）．

肝静脈再建の必要性決定は，術中の所見を考慮し

行っていることが多いが，十分に評価されていないの

が現状である．我々は術前3D―CTから形態的に，また

術中の肝静脈クランプから機能的に，肝静脈再建の必

要性の決定を行っている．今後の更なる検討が必要と

思われるが，術前の3D―CTは，肝亜区域のドレナージ

分岐の状態を評価することが可能であり，術中クラン

プ後の肝静脈圧測定や肝表面の鬱血色調の有無の判定

とともに肝静脈再建の一指標になると考えられた．

稿を終えるにあたり，御指導御校閲を賜った嶋田 紘教

授，また直接御指導，御教示を頂いた渡会伸治助教授に深謝

いたします．さらに，3D―CT画像の撮像にご協力してくだ

さった横浜市立大学放射線教室の芹沢信一郎先生，横浜市

立大学付属浦舟病院放射線診療部根本麦生氏に感謝いたし

ます．

なお，本論文の要旨は第48回日本消化器外科学会総会

（1996年 7 月，東京）において発表した．
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Indication of Hepatic Vein Reconstruction after Partial Hepatic
Resection Based on Hepatic Vein Branch Distribution by
Using Three-dimensional Computed Tomography

Ryoichi Shizawa
The Second Department of Surgery, Yokohama City University, School of Medicine

（Director：Prof. Hiroshi Shimada）

Recently high-speed helical scanning computed tomography has been developed which enables us to
make an accurate three-dimensional image. The purpose of this study was to determine the clinical usefulness
of three-dimensional computed tomography（3D-CT）. We performed CT during arterial portography in forty
preoperative patients with liver tumor（24 with metastatic liver tumor, 16 with hepato-cellular carcinoma）and
reconstructed 3D-CT imaging from its volumetric data. A clinical and practical nomenclature is proposed for
hepatic vein branches, named from the main trunk and the draining area of each branch. For example, the
branch of the middle hepatic vein which drains segment 4 is called MV4. LHV was classified as LV2, LV3 and
LV4, and it was observed in 100％, 100％ and 27.5％ of the patients, respectively. Similarly, MHV was classi-
fied as MV4（100％）, MV5（77.5％）and MV8（92.5％）, RHV as RV5（82.5％）, RV6（97.5％）, RV7（9.5％）and
RV8（100％）, IRHV as IRV6（25％）and IRV7（5％）. When carcinoma involves the confluence of the right he-
patic vein and the inferior vena cava, resection of segments 7 and 8 combined with right hepatic vein resec-
tion is required. The hepatic vein draining the remaining segments 5 and 6 was classified into seven types.
Cases without MV5 or IRV6 were 82.5％, for which it was necessary to reconstruct RHV. The remaining 17.5
％ of the patients, which had both MV5 and IRV6, it was unnecessary to reconstruct RHV. Using preoperative
3D-CT enabled us to decide the necessity of hepatic vein reconstruction preoperatively.
Key words：hepatic vein reconstruction, malignant liver tumor, hepatectomy, three-dimensional computed

tomography, hepatic vein branch
〔Jpn J Gastroenterol Surg 33：572―578, 2000〕
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