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Fig. 1 Portography of the cranio-caudal view showing the bi-
furcation of the right anterior portal vein into P8v and P8d

Fig. 2 Porto-Venography of the cranio-caudal view showing
V8int. crossing between P8v and P8d
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は じ め に

Couinaud1)の肝区域の概念では肝右前区域（右傍正

中領域）は S8と S5に 2分されているが実際は右前

区域門脈枝が P8と P5に 2分岐していることは稀で

ある．そこで 3DCTを用いて新しい肝区域概念を提

唱する．

右前区域門脈枝の分岐形態（Fig. 1）

P8はほぼ同じ太さのと P8vと P8dに 2分岐して

いた2,3)．P5は複数認められ，61.8の症例では P8v

と P8v･P8d分岐部から，32.3では前区域枝本幹と

P8v･P8d分岐部から分岐していた．

右前区域を還流する肝静脈（Fig. 2）

P8vの腹側を走行する V8v, P8dの背側を走行する

V8d, P8vと P8dの間を走行する V8int.が認められ

た．V8vはすべて中肝静脈に，V8dはすべて右肝静

脈に，V8int.の91が中肝静脈に合流していた．

新しい肝区域概念の提唱

われわれの検討では前区域枝は P8と P5ではなく

P8vと P8dに 2分岐している．また V8int.が P8vと

P8dの間を走行しており S8vと S8dの間に interseg-

mental planeが存在すると考えられる．S5には前区

域枝や P8から複数の枝が流入しており一つの portal

unitではない．むしろ複数の P5が P8vや P8v･P8d

の分岐部から尾側に分岐しているので S8vの尾側の

領域とした方が合理的である．また S8vと S5の大部

分は中肝静脈に，S8dは右肝静脈にドレナージされて

おり4)，肝前区域を腹側区域（≒S8v＋S5）と背側区

域（≒S8d）に分類した方が合理的である．Couinaud

は左肝を 2次分枝の P2と UPに分け，UPを 3次分

枝の P3と P4に分けて区域分類した（S2, S3, S4）．

よって左肝は厳密に portal segmentationである．こ

れに対して右肝は前後区域枝は 2次分枝として分類
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Fig. 3 Diagram showing (a) the anterior view and (b) the caudo-cranial view of the portal and hepatic venous ramiˆcations.
Branching putterns of the right and left hemiliver seem to be symmetrical in our new classiˆcation.

353D Portographyからみた肝右前区域の新しい区域分類

されているが，P8･P5, P7･P6は右門脈本幹の上下で

分けており 3次分枝として定義されているのではな

い．つまり S5, S6, S7, S8の分類は portal segmenta-

tionではない．ここに Couinaudの矛盾がある．そこ

で我々の新しい分類に基づいて肝全体の門脈分岐を描

いてみた（Fig. 3）．Fig. 3bをみれば明らかなように

門脈の分岐形態と肝静脈の合流形態は中肝静脈を中心

に左右対称である．つまり P2と後区域枝，UPと前

区域枝本幹，P3と P8d, P4と P8v＋P5 (P4aと P5

お よ び P4bと P8v ) , V8int.と left medial vein

(LMV）が対称となっている．よって我々は右肝も左

肝同様に portal segmentationに基づいて後区域，背

側区域，腹側区域に分類した方が合理的であると考え

られる．
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Proposal of reclassiˆcation of the right anterior segment: evaluation with 3D portography
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Couinaud divided the right paramedian sector of the liver into two segments (S5, S8) transversely through the right portal pedicle.
However, we have frequently encountered surgical patients where the right anterior portal vein did not bifurcate into P5 and P8. In
61.8 of patients, P5 branches arose from P8v (ventral branch) and the bifurcation point of P8v and P8d (dorsal branch). All
drainage veins of S8v joined the middle hepatic vein, and all drainage veins of S8d joined the right hepatic vein. The hepatic vein cross-
ing between P8v and P8d was observed in each patient examined. Therefore, it is not practical to divide the right paramedian sector of
the liver into S5 and S8. Rather, we propose that the right paramedian sector should be divided into S8v＋S5 (ventral segment) and
S8d (dorsal segment).
Key words: right paramedian sector, ventral segment, dorsal segment


