
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title 肝癌の外科

Author(s)
竹中, 能文; 石川, 秀樹; 河崎, 能久; 大森, 泰; 小野,

成夫; 田中, 豊治; 吉野, 肇一

Journal 歯科学報, 93(7): 749-756

URL http://hdl.handle.net/10130/2211

Right



749

最新医学のトピックス-

肝　癌　の　外　科
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東京歯科大学市川総合病院外科

Surgery of Hepatocellular Carcinoma

Yoshifumi TAKENAKA, Hideki IsHIKAWA, Yoshihisa KAWASAKI

Tai OHMORI, Sigeo ONO, Toyoharu TANAKA
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は　じ　め　に

肝臓は,腹腔内最大の実薯臓器で,その重量は成人で

は通常　　　　　あるo　この臓器の癌である肝癌の強

度は,日本では死亡率からみると男性では人口10万対

と胃癌･肺癌についで多く,かつ増加傾向にある

1)o肝癌は原発性と転移性に分楽されるが,通常は肝癌

というと原発性肝癌を指すo原発性肝癌は肝細胞癌

胆管細胞癌　　　　胆管豪胞腺痘･混合型

･未分化癌･肝芽腫･その他に分戴される(表　　が,

95%はHC Cである3)｡この治療としては肝切除術がか

なり古くから行われたが,肝区域の概念に基づいた定型

的肝切除術は,本庄等の右桑切除術　　年)が初めとさ

れ,普遍的に行われるようになったのは　年代に入っ

てからである4)｡最近ではこの他に,肝動脈塞栓疲法

や超音

波エコーガイド下経皮的エタノール局庄療法

も加わ

り,集学的治療の名の下にこれらを夜合した治療が行わ

れるに至っている｡そこで今回　　　　の当科での診断

ならびに治療方針につき論述する｡

診断について

肝細胞癌については日本肝癌研究会が2年ごとに集計

を行ってその概要を発表しているが,それによると50歳

台後半から60歳台前半の男性に多く,男女比は約5 : 1

とされる3)｡初発症状は約半数で有しているが,いずれ

も腹痛･腹部膨満感･全身魔怠･金恩不振といった不定

愁訴的なものである5)｡また発見のきっかけは慢性肝疾

患の経過観察中に見つかったものが　　あり,次いで

アルファフェトプロテイン　　　　　　　　　等の

腫痘マーカーによるものが　　と多かったo診断確定

には超音波エコー検査　　　　　　　　　　　血管

造影　　と,これら3者が他の検査より有効であっ

た｡その他採血による肝機能検査で特記すべき所見は

認められない｡既往歴としては肝硬変

慢性肝炎

で,輸血歴は　　　　　　年前が多い)でみられた｡ア

ルコール多飲歴は　　で認められ,その期間は

年が多かった｡ HBs抗原陽性例は　　であった

Bウィルスの遺伝子内への取り込みも見つかっている

が,未だ研究の途上にあると言ってよいだろう6)｡また

HCC患者の　　がHCV抗体陰性であり, C型肝炎

との関係を強く示唆している3)O家族歴では兄弟が肝癌

である場合は　　で,両親や子供とにおいてより高

かった5)｡

これらを磨まえて,主訴･既往歴･家族歴･理学的検

査より肝癌の疑いを持つと,他の腹腔内疾患の場合と同

様にまず生化学検査,超音波検査　　　写貢
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750 竹中,他:肝癌の外科

(写貢　　　での診断を行う｡これらよりHCCと診断

がつくと,手術やTAE後の門脈圧の変動7)を考慮して

上部消化管内視鏡検査

を行う｡これは食道静脈癌

胃病変(童症,廃嫡,胃炎,急性胃粘膜病変のい

わゆる　　　　　　　　　　　　　　　　　をチェック

し,術後の吐･下血を防止する冒的である｡ちなみに肝

切除施行患者151例で検討したところ　　　　でEV

を　　　　で何らかの胃病変を合併していたS)｡ EV合

併患者についは,日本門脈圧元進症研究会の食道静脈癌

内視鏡所見記載基準(表　　に基づいて判定した｡その

結果,形態所見F 2以上　発赤所見陰性のときは食遺静

脈癌硬化療法

の適応としている　　　　の症例がその適応であ

り,これら症例はいずれも腫症塞栓はあっても門脈2次

分枝より末梢側であったことから,腫痘塞栓による門脈

圧上昇とは考えにくく　　　　施行後の手術適応は十分

にあると考える10)｡ EISはエタノール　　　ヒトトロ

ンビン　　　エトキシスクレロール

を用いたETP法によって行った11〉(カラー写真1,

｡一方冒病変に執してはH 2受容体括抗剤や胃

粘膜保護剤を投与している8)ニその後,治療の項で述べ

る肝動脈造影,経上腸間膜動脈性門脈造影,局在診断･

癌発生数検討のためのリピオドール肝動脈内注入　場合

によりTAEを行い,手術適応を検討する(図1,写桑

4, 5)12)0

治療について

肝癌の治廃には今日,次のものがある｡

1.観血的治療

1)肝切除術

2)血管内カテーテル挿入術(肝動脈･門脈)

3)その他

2.非観血的治療

1)肝動脈塞栓療法

2)門脈塞栓療法

写真1超音波検査像
66歳,男性例｡辺縁低エコー帯　　　　外
価音響陰影を伴い,内部は軽度であるがモ
ザイク像を認める結節型肝癌の典型的な像
である0　2方向から腫症の存在を確認して
確定している｡

表1原発性肝悪性厘症の分戴2)

1.肝細胞癌

同義言吾

hepatocarcinoma

註

2.胆管細胞癌(肝内胆管癌

同義語　　　　　　　　　　　　　111a
註

(intrahepatic bile duct carcinoma)

3.月旦管裏胞腺病

4･肝抽胞症･月旦管編腹痛の混合型

5.未分化癌

6.肝芽腫

7.その他註2

註　　　　　　および　　　　　　は山極の提唱した名称であり,わがEgにおける慣用を考慮して同
義語に掲げたが,良性塵症との混同を避けるためには
omaを使用することが望ましい｡

註2 :その他には,肉塵をはじめ肝臓に原発するまれな悪性腫症がこれに含まれる0
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写真2　CT像
45歳,女性例｡上段が単純CT像,下段がエ
ンハンス　　　　　像｡ S7に直径約2cm
の低濃度域を認める｡ CE像はモザイク様
に見える｡

写貢3　リピオドールCT像

写桑2例のリピオドール注入14日後の単純
CT像｡癌部にリピオドールの取り込みを

認める｡

55

写嘉4　肝動脈造影像
写真2例の動脈造影.腫痘濃染像を認め
る｡

写莫5　経上張問膜動脈性門脈造影像
63歳,男性例.上段では腫痘塞栓が門脈本
幹を閉塞L
を認める｡下段では肝動脈カテーテルを挿
入し,これを用いて抗癌剤動産と塞栓療法
を繰り返した結果,約6カ月後に塵痘塞栓
が門脈右枝のみに限局してきている｡
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表2　金遺静脈癌内視鏡所見記載基準9)

判定因子　　記号　　　　　　　　　　　　　　　細　　　　　　　　　　分

上　占居部位:L
(Location)

上部食道まで認める静脈痴

Lm :中部食違に及ぶ静脈癌

Li :下部金運に限局した静脈痩

Lg :冒静脈癌　　　と　　　に細分する

:噴門輪に近接する静脈痴

噴門輪より離れて孤在する静脈癌

2.形態　　:F
(Form)

静脈癌として認められないもの

Fl :直線的な纏い静脈癌

F 2 :連珠状の中等度の静脈癌

F3 :結節状あるいは腫癌状の太い静脈痴

3.基本色調:C

(Color)

白色静脈癌

Cb :青色静脈癌

附記事項:血栓化静脈魔はCb-　　　　　　と附記する

4.発赤所見:RC
(Red Color

sign)

:発赤所見とは,ミミズ座れ様所見

様所見　　　　　　　　　　　　　　血マメ様所見　　　　　　　　　:　　の

3つを指すo Foでも　　　　があれば記載する

RC(-) :発赤所見をまったく認めない

限局性に少数認める

RC(≠　　　　と(≠)の間

≠) :全局性に多数認める

附記事項　　　　　　　　　　　があれば附記する

5.出血所見:　出血中の所見:噴出性出血

にじみ出る出血(oo云

止血後の所見:赤色栓

白色栓

6.粘膜所見:E　:びらん　　　　:E)

漬症　　　: Ul)

疲痕　　　　　の3つに分度し　　　-)で表現する

肝切除予定症例のフロー･チャート

図1　肝癌切除予定者の流れ8)

talembolization, PTPE)

3)経皮的エタノール住人法

4)化学療法

5)免疫療法

6)その他

この内,当科で通常行っているTAEと肝切除術につ

き述べる｡ちなみに当科では　　年6月から　　年1月

までの2年7ケ月間に23例のHCCを扱ったが,この

内,手術適応となったのは8例　　　　であった18)｡な

お　　　については,腫症径と全身状態を考慮して最

近一部症例で試みているが,魔痘径が大きくて適応外と

なる症例が大部分である｡
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肝動脈塞栓療法について

食遺静脈癌のチェック,治療を受けた患者は

ger法で血管造影を行い,この時に必要に応じてリピオ

ドール,リピオドール+抗癌剤(寛在エビルビシンを使

用),ゼラチンスポンジ編片等を注入する｡ "リピオドー

ル'つま塞栓疲法と言うより　　　　週間後のC Tを見る

ことで腫症の局在診断に役立っ　　ピオドール+抗癌

刺"は徐放効栗を期待しており,これに`ゼラチンスポ

ンジ細片''を併用することでTAEは完成する｡これ

は,栄養分を正常肝細胞が80%を門脈側から残り20%を

肝動脈側から受けているのに対し,肝癌細胞がほぼ100

%を肝動脈伽から受けていることを利用し,肝動脈を末

梢で血行遮断するものであり,門脈本幹まで腫症塞栓の

至ってい,る症例では適応とならない　　本法による

AF Pの著明改善も認められ,腫症塞栓が消極し癌が完

全壊死に陥った症例もあり　　手術不能例では試みるべ

き治療法と言えるo副作用は発熱,捧痛,堰気,堰吐,

肝機能巽常である(カラー写真5)が,いずれも10日以内

で改善している14)｡また,手術的に肝動脈カテーテルを

挿入し,術後に同様の治療を行うことも試みている｡

肝切除術について

全身状態,肝機能検査並びに画像診断を検討して手術

適応を決定する｡全身状態としては

心･肺･腎の機能や合併症,その他の合

併症(粧尿病等)の有無や程度を問夏とする｡肝機能検査

の検討にあたっては原発性肝癌取扱規約の臨床病期(義

や総コレステロール等を参考とするo　臨床病親Ⅲ

のもの,総コレステロールが　　　　　以下のものは

手術予定から除外している｡画像診断は

血管造影より腫症の占拠部位や個数･脈管侵嚢の程度･

切除術式と残存肝の室を検討する.なお診断のつきにく

いときiこは,リピオドール往人後のCTや, US下針生

検細胞診を施行し,その結果を待って手術を施行するo

門脈本幹を越えて腫症塞栓の存在する場合,個数が5個

以上あり,腫痘径も　　　以上で左右両葉にまたがると

きも手術から除外している｡

手術術式としては次のものがある(図2)0

1.三区域切除

2.拡大切除

3.葉切除

4.区域切除

5.亜区域切除

6.部分切除

753

最近は少量切除で他の治療と組合せた,いわゆる集学

的治療が主流となりつつある｡これらの手術施行上のポ

イントを列挙する

1.術前管理

手術適応と決定したときは特に次のような点に注意し

て準備を進める｡

1)消化管出血の可能性と管理:前述

2 )腎機能　　　　　濃縮試験による尿浸透圧測定,

術前の尿室と比桑によるチェックを行うO場合により,

抗アルドステロン剤を投与する｡

3)肝炎症状の制勧:ベッド上安静,グリチルリチン製

剤等の使用により改善を図る｡

4)肝硬変の有無:肝予備能低下,創魔治癒遷延,感染

抵抗力低下,桐内系機能低下,責症,血液凝固障害,消

化管出血　Na排湛不良,動静脈シャントの存在による

循環動態の異常や低酸素血症,糖尿病,腹水,高アンモ

ニア血症等を伴っていることが多いので,これらの評価

を十分に行い,その対策を立てる｡

5 )耐糖能向上と栄養管聾:中心静脈栄養を術前より施

行し栄養の補充を図るoまた尿糖は　　　　以下に押

さえる｡

6 )呼吸管理　　　⑪等の呼吸練習器で呼吸状態の改

善を図る｡

7)精神的管理:場合により一時帰宅させて精神の安定

を図る｡

2.術中管聾

これは主に麻酔医の管裡下での問題で,蓋本的には麻

酔医の判断で行われるが,術者側では出血量を最小限に

押さえ,手術時間を短縮するように努める｡ちなみに先

に述べた当科の8例中4例は無輸血で手術を終えている
18)

0

1)水電解賛管理:浮塵準備状態と考え　　　　　に

おく｡

2)出血の制御と輸血量･.術中の腹水の出魂により出血

室が倍以上に報吾されていることがあり,少な目の補正

を心掛けるo新鮮凍結血乗の使用で篠環室の維持を試み

る｡

3)血圧の安定:カルシウム浩抗剤,リドカイン,塩酸

ドパミン等を随時使用する｡

4)切除断端の夢血の防止:断端は止血のみ行い,夢血

による壊死を防止するため縫合しない｡

3.術後管理

術後管理には,手術後2-3週以内の短親的なもの

と,それ以降の長期にわたるものが考えられるo

--　57--
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1)短期的管理

術後合併症として次のようなものが考えられるので,

術前よりこれらを頭においた管聾が必要である｡

(1)術後出血(肝切除断席等)

(2)消化管出血

(3)肺炎

(4)腎不全

(5)肝不全と肝性脳症

(6)他臓審不全

線

〕

-拡大右薬切除　-･

-右葉切

図2　肝切除術の概念

(7)術後胆汁症と高ビリルビン血症

(8)急性胃拡張と強酸性胃液の大量流出

特に術後4冒目あたりを中心とした肝不全が最も恐い

合併症で,この時親を過ぎる頃から虜管の動きを考慮し

て金顔(肝庇護金で流動食から2日上がり位が多い)を開

始することとなる｡鼓腸の発生した時は収まるのを待っ

て金宙開始とするoそのため,以下の点に注意して管理

を行っている｡なお,先に述べた8例中臨床病期Ⅱで拡

大右葉切除となった1例が術後肝不全で亡くなっており

術中の手術皮襲が術後管理の上でも問題となってく

る｡

術後対策

(1)血液ガス:組織レベルの低酸素状態防止のため,や

やアシドーシス　　　　　　　におく(Cl補充)

(2)ヘマトクリットは赫環動態を考慮して　　　　　と

やや低めにしておく｡

(3)尿浸透圧は　　　　　　　以下と控え目におくO乏

尿なら腎不全と考え,まず塩酸ドパミンを3-5γ/

使用するO各種利尿剤で反応がなければ,腎透析

を検討する.また尿中電解賛を測定して老廃物排浬の指

標とする

(4)低K血症傾向にあり　　　　　　　で補充する｡

と水は綿胞レベルでは過剰と考えるo

(6)ショック,肝不全対策:早めにメシル酸ナファモス

タット,メシル酸ガベキサート,ヘパリン

や,肝細胞戚活のためにグルコース･インス

リン療法を検討する｡

(7)腹部膨満対策: K補充,マッサージ等

表3　肝癌の臨床病斯2)

肝細胞癌患者の臨床病親は臨床所見,血液生化学所見により3期に分楽するo各項冒別にその患者の状態を判定

して進行度を求め,そのうち2項目以上が該当した　　　をとる｡

臨床病親

項 目
I Ⅱ 潤

腹 水 な い 治疲効果 がある 治療効果 が少 ない

血清 ビリル ビン値 2.0未 溝 2.0～ 3. 0 3. 0超

血清 アルブ ミン値 3.5超 3.0～ 3. 5 3. 0未満

I C G R 15(% ) 15未 満 15～ 4 0 4 0起

プ ロ トロンビン活性値 (% ) 80超 50～ 8 0 50未満

註1 :この臨床病親は肝細胞癌に対してのみ適応され,その治痘方針の選択に際して指標となりうるものであるが,

肝細胞症の進行度と相関するとは限らない｡
註2 : 2項目以上の項目に該当した病勤が2ヵ所に生じる場合には高い方の臨床病親をとる.たとえば,臨床病期

Ⅱが3項且　臨床病親Ⅲが2項Ejの場合には臨床病斯Ⅲとする｡
註3 :白血球数減少　　　　　　以下),血小板数滅少　　　　　　　以下)があれば付記する0
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(8)血糖対策　　　　　　程度に保つ｡血糖のコント

ロールを　　　　　　法で行う｡

(9)肺合併症対策:略疾排浬促進のため　　　　　等の

呼吸練習器使用,体位交換,タッビング等を行う｡

唾眠対策　　　　症候群の防止(早期離床を心掛け

る｡)

金額の開始:腹蒲感の出窮する事もあるが,早親を

目指す｡

2)長斯的管理

肝再生を阻害しないために抗癌剤投与は行わないが,

原則として3-6ヵ月ごとに再発予防の目的でUS ･

を行って経過観察をしていく｡また適宜

G I Fを行って, EV再発を検討する｡予後は肝硬変自

体の程度を示す臨床病親によるところも多いが,これは

積極的治廃の適否に関係していると考えられる(カラー

写真　　｡不幸にして癌の再発を来した場合は,

TAEを慮回に行ったり,症例によっては再手術を検討

する｡

お　わ　LJ　に

最近では,集学的治療の名の下に肝切除術

化学療法,放射線療法等を混合して行い,延命を図るこ

とが多い｡骨移転部に放射線をかけながら肝切除術を施

行し,計13回のTAEを併用して6年以上再発を認めな

い症例も経験している19)ので,肝癌の治療は撮治術が行

えないことも多いが,初めから諦めてかかるのではな

く,如何にしてPSを良好に保ちながら癌の残存･再発

に対して優位を保っていくかの試行鎗誤を繰り返してい

るのが窮状といえようO

なおこの原稿は平成2年12月6日の東京歯科大学市川総合病

院における看護教育の講演内容をもとに記我したものであるo
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60歳，男性例。被膜を有する単結節  
型肝細胞癌の像である。  

カラー写真1 内視鏡による食道静脈療像  
55歳，男性例。Cw，F3，L呂．R－  
C（＋）．Lg（十）の所見である。  

カラー写真6 肝細胞癌の臨床病期別生存率18）   
カラー写真3 硬化療法2回施行2過後の食道内  

視鏡像  
力ラー写真1例で食道静脈痛がはぼ  
消失している。  

60  




