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Abstract  We evaluated 78 patients with chronic viral hepatitis for liver transplantation. 51
 

patients met our original criteria for liver transplantation,and 35 patients of them suffered from
 

hepatocellular carcinoma (HCC). Patients with HCC were significantly older and showed
 

higher prothrombin activity than those without HCC. Eighteen of 35 patients with HCC did not
 

meet the Milan criteria,and they showed lower levels of total bilirubin,Child-Pugh score,and
 

MELD score than those who met the criteria. Theses results indicate that acceptability for
 

transplantation should be evaluated soon after the patients have become candidates for liver
 

transplantation. In Japan, decompensated liver cirrhosis is a necessary condition for the
 

application of public health insurance against liver transplantarion and,in cases with HCC,it is
 

necessary to meet the Milan criteria.Application to liver transplantation should also be consid-

ered based on HCC stage such as the UNOS scoring system.

Key words:liver transplantation,viral hepatitis,hepatocellular carcinoma,Milan criteria

は じ め に

本邦における成人に対する生体肝移植において

は，2002年３月より進行性の胆汁うっ滞疾患であ

る原発性胆汁性肝硬変症と原発性硬化性胆管炎が

保険適用となり（保医第0808001号），更に2004年

１月より，それら以外のウイルス性肝硬変症を含

む慢性肝不全に対しても保険適用となった（保医

1215001号）．しかしながら保険適用の記載に関し

ては，「肝硬変（非代償性）」との漠然とした記載
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があるのみであり，具体的な記載，例えば米国

（UNOS：United network for organ sharing）

で使用されている肝不全進行度を示すMELD

（Model for end-stage liver disease）score の

ようなものは存在しない．また，肝硬変症例の多

くに肝細胞癌（HCC：Hepatocellular car-

cinoma）が合併してくるが，現在の保険適用では

まず非代償性肝硬変の存在が必須であり，そのな

かでHCC合併の症例に関して，腫瘍径５cm以

下の単発症例あるいは腫瘍径３cm以下かつ３個

以下というミラノ基準 を満たす症例に限られて

いる．

九州大学病院においては，保険非適用例も含め

て，レシピエントの適応基準として以下の４項目

をあげている．１）不可逆的，進行性かつ致死的

な肝疾患を有する．２）肝移植以外に有効な治療

法が現存しない．３）肝移植の除外条件（肝臓以

外の悪性腫瘍，肝胆道系以外の活動性感染症，肝

臓以外の主要臓器の高度に進行した不可逆的障害，

精神病など術後療養に際して理解・協力が望めな

い場合，アルコールを含む薬物依存症）がない．

４）患者，提供者およびその家族が自ら希望して

いる．さらにHCC合併症例に関しては，肝外転移

がなく大きな脈管（門脈・肝静脈）に浸潤してい

ないことを条件としており，腫瘍のサイズやその

個数にはとくに制限を加えていない．このような

適応基準を満たしているかどうかの判定は，肝移

植小委員会にて審査され，承認を受けて実際の移

植となる．

現在当院においては，急性・慢性を問わず，原

則的に内科において術前評価・治療を行うチーム

医療体制が確立している．第三内科においても，

現在までに移植を念頭においた170名を超える急

性・慢性肝疾患患者の入院評価・治療を行ってき

た．なかでも慢性肝疾患症例は120名を超え，特

に移植適応・保険適用が問題となるウイルス性肝

疾患に基づく肝硬変およびHCC合併肝硬変症例

は78名にのぼる．現在までこれらの症例に対し

て，移植適応の有無，保険適用の有無の判断を行っ

てきたが，現在の移植適応の問題点を明らかにす

るために，当科におけるウイルス性肝硬変および

HCC合併肝硬変に対する適応評価の現況を検討

したので報告する．

対 象 と 方 法

2001年９月より2005年12月までの間に，九州

大学病院第三内科にウイルス肝炎を基礎疾患とし

て有し，移植評価・治療を目的として入院した78

名（紹介元：福岡市内24名，福岡県（福岡市外）

30名，佐賀県８名，大分県７名，鹿児島県５名，

長崎県２名，熊本県１名，兵庫県１名）を対象と

した．B型肝炎ウイルス（HBV：hepatitis B
 

virus）感染は23名，C型肝炎ウイルス（HCV：

hepatitis C virus）感染は53名，HBVとHCV両

者の感染は2名であった．これらの患者は基本的

に肝庇護療法および分岐鎖アミノ酸製剤等の補充

療法を受けており，抗ウイルス療法としてはB型

肝炎に対してラミブジンが10例に投与されてい

た．

HCC非合併群と合併群，及びミラノ基準内群

と逸脱群を比較検討する因子として，年齢，性，

入院時の血液生化学検査値を選択した．血液生化

学としては，血清アルブミン（Alb：albumin），

総ビリルビン（TB：total bilirubin），alanin
 

aminotransferase（ALT），プロトロンビン時間

（PT：prothrombin time）を選択した．残存肝予

備能の指標としてChild-Pughスコアおよび

MELDスコアを，HCC合併の場合その進行度の

指標としてTMN分類 および JISスコア を用

いた．HCC合併症例に関しては，現存するHCC

のサイズ（直径）および個数をコンピューター断

層検査（CT：computed tomography）の結果に

基づいて検討した．背景因子は平均値±標準偏差

（mean ± SD）にて表記した．２群間の比較は

Welchの t検定を用いた．

結 果

１．全体としての移植評価後の経過（Fig.1）

移植評価を行った78症例のうち，当院の移植適

応基準を満たしたものが51例（65.4%）であり，

適応なしが23例（29.5%），適応評価中および評

価後肝移植小委員会の判定を待たず死亡したもの

が４例（5.1%）であった．2005年末の段階で適応

ありと判断されたもののうち既に生体肝移植が施

行されたものは43例であり，適切なドナーがいな

かった為に脳死肝移植登録を行った症例が６例で

あった．また移植委員会には承認されたが移植前
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に死亡した例が２例あり，いずれも脳死肝移植登

録症例であった．一方生体肝移植適応外となった

23例の理由としては，レシピエントの問題による

ものが13例（56.6%），ドナーの問題によるもの

が５例（21.7%），評価時に内科的治療により改善

が期待できたものが５例（21.7%）であった．更

にその詳細を検討すると，レシピエントに問題が

ある場合は，HCCの門脈浸潤や肝外転移が認め

られたものが９例，乳癌合併１例，肺機能低下１

例，全身状態不良１例，血液型不一致１例あった．

ドナーの側では，３例で予想グラフト肝容量不足

のため不適と判断され，１例で精神的に問題があ

り不適，１例では自らの意志により辞退となった．

適応評価中および評価直後に死亡した４症例の死

因は，全例が肝不全によるものであった．

２．生体肝移植適応ウイルス肝炎関連症例にお

ける背景因子の検討

生体肝移植適応となったものが51例であり，そ

の背景因子を検討した（Table 1）．男女比は32/

19であり，平均年齢は56.5± 8.3歳であった．

肝予備能の面より検討を行うと，Alb 3.0± 0.4

g/dl，TB 3.9± 6.3mg/dl，PT 49.9± 14.5%，

Child-Pughスコア 9.5± 1.9，MELDスコア

14.9± 4.9であった．

次にHCC非合併群（n＝16）と合併群（n＝35）

の背景因子を比較検討した（Table2）．非合併群

で年齢が有意に若く（非合併群 51.3± 9.3vs合

併群 58.5± 6.7，p＜0.05），またPT活性が低

値（非合併群 43.2± 12.0% vs 合併群 52.4±

14.4%，p＜0.05）であった．TB，Child-Pughス

コア，MELDスコアにおいても非合併群が高い平

均値を示したが，有意差は認めなかった．更に

HCC合併例をミラノ基準内群（n＝17）と逸脱群

（n＝18）において比較検討した（Table3）．ミラ

ノ基準内群では有意にTB値が高く（基準内群

3.6± 2.8mg/dl vs 逸脱群 1.9± 0.9mg/d，
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Fig.1 Evaluation of candidates for living-donor liver transplantation (LDLT)

Table 1 Baseline characterization of plausible recipi-
ents with viral hepatitis

 
n 51

Sex (male/female) 32/19

Age 56.5± 8.3

HBV/HCV/B＋C 13/36/2

Alb (g/dL) 3.0± 0.4

TB (mg/dL) 3.9± 6.3

ALT (U/L) 42.8± 14.5

PT (%) 49.9± 14.5

Child-Pugh score 9.5± 1.9

MELD score 14.9± 4.9

MELD score ＝ 0.957×LN(serum creatinine)＋0.378×

LN(TB)＋1.12×LN(INR)＋0.643×10.(http://www.
mayoclinic.org/gi-rst/mayomodel6.html)

Table 2 Comparison between patients without HCC
 

and with HCC
 

HCC － ＋

n 16 35

Sex (male/female) 12/4 20/15

Age 51.3± 9.3 58.5± 6.7

HBV/HCV/B＋C 6/9/1 7/27/1

Alb (g/dL) 3.0± 0.5 3.0± 0.4

TB (mg/dL) 6.3± 10.5 2.7± 2.2

ALT (U/L) 40.6± 24.1 43.5± 18.7

PT (%) 43.2± 12.0 52.4± 14.4

Child-Pugh score 10.2± 1.9 9.3± 1.9

MELD score 16.8± 6.5 14.1± 3.7

p＜0.05



p＜0.05），Child-Pughスコアが高く（基準内群

10.2± 1.6vs 逸脱群 8.4± 1.8，p＜0.05），

MELDスコアも高かった（基準内群 15.4± 4.1

vs 逸脱群 12.8± 3.0，p＜0.05）．Alb値，PT

活性においても基準内群が平均値では低値であっ

たが，有意差は認めなかった．年齢に関しては両

群では全く差を認めなかった．HCCの性状に関

してはその個数と最大腫瘍径において当然有意な

差を認めたが，TMN分類においても逸脱群が有

意に進行していた．しかしながら，JISスコアにお

いては基準内が低値を示したが，有意な差は認め

なかった．なお基準内群においてHCC初発より

移植評価までの期間は平均5.8ケ月であり，逸脱

群の16.1ケ月より有意に短かった．

考 察

今回の検討では，ウイルス性肝炎を基礎疾患に

有す患者で，肝移植を希望し術前の評価を行った

78名を検討対象とした．これらの症例は，外来初

診時に明らかな脈管浸潤・遠隔転移などがない本

施設の移植適応基準内と思われる症例であり，逸

脱例はすでに外来時点で除外されている．また，

適切なドナー候補がなく脳死肝移植登録を希望し

ないもの，保険適用外（ミラノ基準逸脱）で私費

による生体肝移植を希望しないものも除外されて

いる．このように外来診察時にある程度の選別が

かかっているにも関わらず，実際の入院精査の結

果では23名（29.5%）が適応外であり，その半数

以上がレシピエントの問題で，10例はHCCの脈

管浸潤・遠隔転移や他の悪性腫瘍の合併であった．

従って移植を考慮した場合には，早期に評価を行

う必要性や，肝硬変・HCC症例の日常診療におい

て患者サイドに移植という選択肢を早い段階から

提示しておく必要性があると考えられた．なお，

内科的治療により改善したため適応外と判断され

た５例は全例HBV肝硬変であり，ラミブジンに

よる治療を受けた症例であった．従ってHBV肝

硬変の場合，特にHCC非合併例の場合にはラミ

ブジンの投与が重要と思われる．

肝予備能の側面から移植を考慮する場合には，

本邦における保険適用のように「非代償性肝硬変」

が確かに一つの指標であるが，日常診療において

はやや具体性に欠けるように思われる．米国にお

いてはMELDスコアが移植優先度のひとつの指

標として採用されているが，MELDスコアが18

以上のもので肝移植による予後が良好であると報

告されている ．今回の検討においても，HCC非

合併群においてはMELDスコア16.8であり，移

植のタイミングを考慮する場合には一つの指標に

成りうるものと考えられる．Child-Pugh分類で

言えば，HCC非合併群では10.2，合併群では9.3

であり，Child-Pugh class Bの後半（９点以上）

が移植に踏み切るひとつの目安と思われ，患者サ

イドに移植の選択肢を提示する段階としては，提

示から移植までの期間を考慮すると，Child-Pugh
 

class Bに入った時点（７点以上）が妥当であるよ

うに思われる．

HCC合併症例においては，先述の肝予備能の

面からの時期の考慮もさることながら，HCCの

側面からの考慮，特に予後面からの考慮が必要で

ある．この際には JISスコアがひとつの判断材料

になるものと考えられる．JISスコアは肝予備能

（Child-Pugh分類）とHCC進行度（TMN分類）

の両因子を加味したスコアであり，それに基づき

予後が検討されている ．報告によると JISスコ

ア１の３年生存率は約80%であり，スコア２では

約60%である．本施設による肝癌合併（ミラノ基

準逸脱を含む）生体肝移植の３年生存率が66.3%

であることを考慮すると，JISスコアが２以上の

ものが移植の対象となるものと考えられる．実際

に今回の検討においても，移植適応症例の JISス

コアは２以上であった（Table 3）．従って具体的
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Table 3 Background of the patients grouped by the
 

Milan criteria
 

within the
 

Milan criteria
 
exceeded the

 
Milan criteria

 
n 17 18

Sex (male/female) 8/9 12/6

Age 58.1± 7.6 58.8± 5.8

HBV/HCV/B＋C 6/10/1 1/17/0

Alb (g/dL) 2.9± 0.3 3.1± 0.5

TB (mg/dL) 3.6± 2.8 1.9± 0.9

ALT (U/L) 39.5± 13.9 47.4± 22.0

PT (%) 47.5± 13.8 57.0± 13.8

Child-Pugh score 10.2± 1.6 8.4± 1.8

MELD sore 15.4± 4.1 12.8± 3.0

Period fromonset of HCC (M) 5.8± 5.5 16.1± 18.9

Number of HCC(1/2-3/≧4) 10/7/0 0/0/18

Max.size in diameter (mm) 20.0± 10.4 25.9± 12.8

TMN score 1.9± 0.7 2.6± 0.5

JIS score 2.5± 0.8 2.9± 0.9

p＜0.05



には，脈管浸潤がなくChild分類Cの場合には

TMN分類 I～IIIが，Child分類Bの場合には

TMN分類 II～IIIが，Child分類Aの場合には

TMN分類 IIIが移植適応と考えられる（Fig.

2）．しかしながら本邦の保険適用を考えた場合に

は．それらの中でChild分類Aは除かれ，ミラノ

基準逸脱症例が除かれることになる（Fig.2）．

本邦の保険適用においては非代償性肝硬変の存

在が第一義的であり，そこにHCCが合併した場

合にミラノ基準が適応されており，HCCのス

テージ（予後）からの配慮はなされていないのが

現状である．今回の検討においても，移植適応あ

りと判断されたHCC合併例の半数がミラノ基準

を逸脱していた．これらの症例は，ミラノ基準内

の症例と比較して明らかに肝予備能が保たれてお

り（Table 3），またHCC初発からの期間も長い

ことを考えると，HCC治療の限界による移植適

応の側面が想像される．米国脳死肝移植において

もミラノ基準は遵守されており，ステージ１（２

cm以内かつ１個のHCC）の場合は算出された

MELDスコアになるが，ステージ２（ステージ１

以外でミラノ基準内）であれば自動的にMELD

スコアは24と高得点が振り当てられており，

HCCのステージからの配慮がなされている．本

邦における現行の保険制度のもとでは，HCC治

療において，基礎疾患であるウイルス肝炎のス

テージ進行を加療により抑制することにより肝予

備能が保たれ代償性肝硬変にとどまり，結果的に

保険適用外につながるという皮肉な結末を迎える

可能性がある．また，非代償性肝硬変においては

通常HCCの治療は困難なことが多いが，保険適

応のためにステージダウン（HCCの個数減少や

サイズの縮小）を行うという無理な治療がなされ

る可能性がある．当施設でのミラノ基準内の生存

率は100%であり，確かに基準内が理想的である

が，ミラノ逸脱症例においても移植後の３年無再

発生存率は74%と良好な成績である ．更にミラ

ノ逸脱症例においては腫瘍サイズ（最大径５cm

以上）が予後を規定しており，腫瘍個数には関係

がないとの結果が報告されている ．また，腫瘍

マーカーであるAFPおよびPIVKA-IIの移植前

値が，移植後のHCC再発や予後に関連する因子

として報告されており ，こちらも移植適応に利

用できるかもしれない．本検討では，外来初診時

にミラノ基準を逸脱して私費治療が困難であった

症例は含まれていないが，実際にはそのような症

例も少なからず存在する．また近年，米国以外で

はミラノ基準を移植適応の基準としていないとこ

ろも多く，今後本邦の移植保険適応におけるミラ

ノ基準の必然性やHCCの側面からの保険適用の

配慮が必要であると考えられる．

結 語

肝移植目的に適応評価を行ったウイルス性肝炎

関連症例78例について検討した．移植適応と判断

されたのは51例（64.6%）であり，移植を考慮し

た場合には早期に評価をする必要があると考えら

れた．適応ありと判断されたもののうちHCC合

併症例は35例であり，さらに保険適用の基準のひ

とつであるミラノ基準逸脱例は18例であり，基準

内例に比べて残存肝機能が保たれていた．現在の

保険適用は非代償性肝硬変であり，HCCが存在

する場合にはミラノ基準を満たす必要がある．移

植を希望する症例にはミラノ逸脱群が少なからず

存在し，また非代償性まで至っていないものも存

在する．米国UNOSに示されるように，HCCの

ステージを考慮した移植保険適用の配慮が必要と

考えられた．
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