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肝外発育型肝細胞癌13例の検討
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過去10年間の自験肝細胞癌切除症例129例のうち,独自の定義に基づき肝外発育型肝細胞癌とした13

例を対象としてその患者背景,臨 床病理学的特徴,外 科治療と予後について検討した。その結果,①

HBs抗 原陽性率が高いこと (5/12,41.7%),② 腫瘍径が大きいこと (平均腫瘍最大径7.2cm),③肝

外発育といえども腫瘍の肝内への進展を示す門脈侵襲 (Vp)や 肝内転移 (IM)を伴った症例が多いこ

と(9/13,69.2%),④ 腫瘍を含めた系統的切除を施行した症例 9例中4例 に無再発生存例を認めたこ

と,⑤ 腫瘍茎を切除するだけの部分切除を施行した症例はすべて残肝再発をきたしたこと,の 特徴が

得られた。

肝外発育型肝細胞癌は腫瘍の局在性により,巨 大であっても肝切除範囲が少なくてすみ,肝 機能障

害が比較的高度なものでも切除可能な症例が多く切除率は良好とされているが,本 検討結果を見るか

ぎりその予後向上のためには腫瘍を含めた系統的切除を可能なかぎり選択することが必要であると考

えられた。
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はじむうに

主として肝外性発育を示す肝細胞癌は比較的まれと

されてい る。この肝外発育型肝細胞癌 は1891年に

CristianiDが報告 して以来本邦でもこれまでに70例近

くの報告例が認められている。今回当教室においても

13例の肝外発育型肝細胞癌を経験 したので若子の文献

的考察を加え報告する。

対象と方法

昭和54年10月から平成元年 5月 までに当科で経験 し

た肝細胞癌切除症例は129例であ り,この うち肝外発育

型肝細胞癌は13例 (10%)で あった。なお過去の報告

例において肝外発育型肝細胞癌に関する一定の定義が

なされていない。そこでわれわれは Fig。1の ごとく

ai肝 外に存在する腫瘍の最大径,bi腫 瘍茎の径 とし

たときに a>bと なるものを肝外発育型 と定義 した。

この定義に合致していないものを通常型の肝細抱癌 と

し,両 者間での比較検討も行った。

症例の記載は肝癌取扱い規約りに基づいた.
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結  果 (Table l)

1)年 齢 ・性別

対象13例の年齢分布は37歳から72歳までで平均年齢

58.7歳,男 性 9例 女性 4例 であった。通常型の平均年

齢は58.9歳,男 女比は95!21で あった。

2)HBs抗 原 ・alpha‐fetoprotein(AFP)。 肝硬変

HBs抗 原陽性例(不明 1例 を除 く)は 5例 (41.7%),

200ng/ml以 上の AFP高 値症例は 6例 (46.2%),肝 硬

変併存例は 9例 (69.2%)で あった.な お通常型の肝

細胞癌の数値はそれぞれ23.8%,42.6%,79,3%で あっ

た。

3)イ ン ドシアニング リーン (ICG)15分 値

術前の肝機能を ICG 15分値でみ ると,2.3%か ら

42.2%ま で平均23.1%で ,術 式別の比較では,系 統的

切除群 (症例 1ヽ 9)の 平均は18.0%,部 分切除施行

群 (症例10～13)で は34.5%で あった。

4)存 在部位

左葉 7例 ,右 葉 5例 ,両葉に渡るもの 1例 であった。

Couinaudりの肝区域で分類するとS2区 域 1例 ,S3区

域 3例 ,S4区 域 5例 ,S5区 域 1例 ,S6区 域 4 all,Sヽ

8区域 1例 であった。局在をみると肝下面あるいは下縁
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Table 1 Clinicopathological findings of l3cases
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からの発生が10例あ り他は横隔面からのもの 2例 ,後

面からのもの 1例 であった.

5)腫 瘍最大径

3.Ocmか ら13.3cmま でで平均7.2cmで あった。対

して通常型の平均腫瘍最大径は4.3cmで あった。

6)組 織異型度

Edmondson分 類に準 じると不明の 1例 を除きII型

5例 ,II～ III型1例 ,III型6例 であった。

7)被 膜形成 (Fc)
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lⅢ●r parenchyma

13例全例に癌部周囲に明らかな結合織性被膜形成を

認めていた。なお被膜浸潤は8例 に認められた。

8)門 脈侵襲 (Vp)お よび肝内転移 (IM)

癌の肝内への進展を示す指標としてVpお よびIM

についてみると13711tt Vp(十)あ るいはIM(十 )で

あった症例は9例 (69.2%)存 在した。

次に腫瘍径5cm以 上かつFc(十)の症例に関し比較

検討したところ肝外発育型では11例中8例 (72.7%),

通常型では23例中14例 (60.9%)に Vp(十 )あ るいは

IM(十 )症 例が認められた。

9)切 除術式と再発形式

1)腫 瘍の存在する区域を含めた系統的な切除を施

行した症例が9例あった。 9例中5例は2年以内に残

肝再発をおこしているが残 りの4例 は残肝再発を認め

ず経過していた (Fig.2).

ii)腫瘍とその茎周囲の肝切除を付加した肝部分切

除のみの症例は4例であった。このうち1例は術死し

た。残りの3例は1か月, 1年 9か月, 2か 月後にそ

れぞれ残肝再発をきたした。 と くに症例12はS4部 分

切除後にS2残 肝再発をおこした (Fig。3).

考  察

肝外発育型肝細胞癌は,Cristianiが1891年Dに世界

で最初に報告 し,そ の後 Roux(1897)。,Goldberg

(1934)らDの報告がみられる。本邦では第48回日本内

科学会北海道地方会 (1957,小縛)で ,加 藤らが 「興

味ある肝細胞癌の一例」と題して報告したのが最初で,

以後現在までに70例近くの報告例を認めている。この

Fig. 1 Our criterion of extrahepatic glowing hepatocelluler carcinoma
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Fig. 2 Clinical course of 9cases performed sys
temic segmentectomy or lobectomy of the liver

管 。胆管を含む結合織によって構成されているもの)

と,b.肝 外突出型(肝内に腫瘍の一部があり,連 続性

に進展して腫瘍の大部分が肝外に突出するもの)に 分

類している。 こ の分類に従 うと,今 回われわれの症例

はすべて肝外突出型 とい うべきものと考える。しかし

大部分とあるが一体 どの程度肝外に腫瘍の突出が認め

られれば肝外突出型 として良いのかという一定の基準

があるわけではない。そこで今回われわれは (肝外に

存在する腫瘍の最大径)>(腫 瘍茎の径)と なるものを

肝外発育型肝細胞癌 と定義 し臨床病理学的に検討 し

た。

肝外発育型肝細胞癌の発生機序については従来よ

り,① 果所肝組織からの発生,② 副肝葉からの発生,

③ リーデル美からの発生,④肝硬変突出部からの発生,

⑤辺縁部肝癌の肝外進展,な どが考えられている。①

の異所肝組織とは肝組織が他の臓器内にみられるもの

で,本 来の肝とつながりを持たないものをいい, この

報告例としては後腹膜腔内に存在した堀内1'の症例が

ある。②の副肝葉とは肝実質または脈管や胆管を有す

る間膜によって本来の肝に附着しているもので肝のす

べての部位にみられるが,肝 下面に附着して存在して

いることが多いとされている1カlゆ.三 好1り,行 徳1。,

佐々木ら1いの症例はこの副肝葉からの発生を考えてい

る.③のリーデル葉とは1888年Riedelによって記載さ

れた肝右葉の形態異常である.肝 右葉が舌状に下垂し

た もので中年の女性に圧倒的に多いとされてい

る1211"。この報告例はきわめて少なく,村井ら1つの報告

例をみるのみである。④の発生機序を唱えている報告

例は勝田ら1ゆであるが,実 際われわれの症例の中に肝

硬変を併存していなかったものが4例 あり, この機序

だけで説明するのは少し難があるように思われる。⑤

の機序は最も考えやすいものであり,わ れわれの症例

のほとんどがこの機序で説明することが可能である。

ただ肝硬変の程度が比較的高度であった症例 2は④の

機序で説明することが可能であるし,肝 後面無奨膜野

から後腹膜腔に発育していた症例 3は癌の肝内への浸

潤もなかったことから,後 腹膜腔に存在した副肝棄か

らの発生であったことも否定できない。症例 7は女性

で右葉から舌状に下垂した腫瘤であったことから,

リーデル案からの発生が考えられるかもしれない。こ

のように肝外発育型肝細胞癌の発生には,単 一ではな

く複数の機序が関与しているものと考えられる.

今回,肝 外発育型肝細胞癌と通常型の肝細胞癌の比

較検討も行った。年齢分布,性 別には両者間で特徴的

肝外発育型肝細胞癌13例の検討
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型の癌は Edmondson(1954)いの肝腫瘍の総説のなか

に pedunculated carcinomaとい う記載 がみ られ る

が,過 去の報告例をみると必ずしも一定の定義をもっ

て報告されているわけではない。その定義を 「肝癌の

大部分が肝外性に発育しているもの」の,「肝表面より

肝外に腫瘤を形成する肝癌」ゆ,「肝細胞癌が肝内にほ

とんど癌の拡が りはなく,主 に肝外性に巨大な発育を

示す例」めなどさまざまな表現で示 されているがいず

れも抽象的な表現にすぎない。また,同 様の癌が肝外

発育型肝細胞癌,ま たは有茎性肝細胞癌,あ るいは肝

外突出型肝細胞癌 と表現されるなど,そ の用語の用い

方にも混乱がみられている。唯一このことに言及 しこ

の型の癌を明確に分類したのが市川ら1のである。彼は

肝外発育型肝細胞癌 (広義)の分類として,A.果 所性

発育型肝細胞癌(異所性肝組織より発生した肝細胞癌)

と,B.肝 外発育型肝細胞癌 (狭義)に 分け Bを さら

に,a.有 茎性(腫瘍 と肝 との間に肉眼的に明確な茎が

存在し,組 織学的には茎の部分は腫瘍が認められず血
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な差はなく,AFP,肝 硬変の併存に関しても差果はな

かった。ただ,有 意差 はないが HBs抗 原陽性率 は

41.7%と通常型の238%に 比べ高かった。 日本肝癌研

究会の原発性肝癌症421に関する追跡調査―第 8報 -1り

において肝細胞癌の HBs抗 原陽性率は24.6%である

ので,肝 外発育型肝細胞癌は HBs抗 原陽性率が高い

傾向にあるといえる.

存 在 部 位 で は左 案, 右 葉 ほぼ 同頻 度 で あ り,

Couinaudりによる肝区域別にみるとS3区 域,S4区 域,

S6区 域に多い傾向を認めた。またそのほとんどが肝下

面あるいは下縁からの発生であ り,過 去の報告例でも

同様な報告例が多 く肝外発育型の 1つ の特徴と思われ

る。平均腫瘍最大径は7.2cmと 自験通常型の4.3cmに

比べ明らかに大きく,これも特徴の 1つ と考えられる。

組織異型度は Edmondson分 類でII型ないしHI型であ

り, 自験例では I型 のものが存在 しなかった。この組

織果型度に関し,過 去の報告例をみると, I～ II型の

成熟型が多いとする報告例12レ0レDゃ 自験例のようにII

～III型のものが多いとする報告Trll16ン分がぁ り,必 ず し

も一致した結果が示されていない。

肝外発育型肝細胞癌は肝外へ発育する性質上肝内ヘ

の浸潤,転移が少ないとされている2ゆ
。また一般に被膜

形成型肝細胞癌は周囲への浸潤傾向が低いといわれて

いる20.自
験例では13例全例に被膜形成を認めた。しか

し,肝 内への進展を示す指標であるVp(十 )あ るいは

IM(十 )症 pllが13例中 9例 (69,2%)に 存在した。一

方腫瘍径が大きければ Vp(十 )あ るいは IM(十 )症

例が多 くなるとされてお り2ф
,腫 瘍径が大 きかったた

めに肝外発育型に Vp(十 )あ るいは IM(十 )症 例が

多かったのかもしれない。そこで腫瘍径5cm以 上かつ

Fc(十 )と いう条件を設定 して通常型 と比較検討した

結果,Vp(十 )あ るいは IM(十 )症 例は肝外発育型

で72.7%,通 常型で60.9%と 通常型よりむしろ高率で

あった。すなわち,肝 外発育型 といえども肝内への浸

潤,転 移率は高 く,特 に外科治療を考えるうえでこの

特徴を無視することはできないと思われた。

肝外発育型肝細胞癌は腫瘍の局在性により腫瘍が巨

大であっても肝の切除範囲は少なくてすみ,肝 機能障

害が比較的高度な症例でも切除率は良好 とされてい

る。1の1の2の2".事 実,自 験例の症例10,11,13は 高度肝

硬変併存例であり,腫 瘍が肝内に存在 したとすれば,

肝予備能の待」約から手術を断念したかもしれない症例

であった。 し かしながら,切 除率は良好であってもそ

の予後は必ずしも良好 とはいえないようである。そこ

149(2035)

で 自験例を系統的切除施行群 94/1と部分切除のみ施行

群 4例 の 2群 に分けその再発時期,予 後を検討 した と

ころ,無 再発で経過 した 4症 例はすべて腫瘍を合めた

系統的切除を施行 した ものであった。部分切除施行症

例は全例残肝再発をきた してお り,症 71112のように初

回手術で左葉切除を施行 しておけば残肝再発をきた さ

なかったのではないか と思われる症例 もあった。 こ う

した経過 と高率に Vp(十 )あ るいは IM(十 )症 4/1が

存在す るとい う病理学的特徴を考 え合わせると,肝 外

発育型肝細胞癌の予後向上のためには,腫 瘍茎を切除

す るだけの部分切除は好 ましくな く,可 能なかぎ り系

統的な肝切除術を付加することが必要であると考 えら

れた。

本論文の要旨は第35回日本消化器外科学会総会 (1990年

2月 ,二 重)に おいて発表した。
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Clinicopathological Study on 13 Cases of Hepatocellular Carcinoma
Presenting Extrahepatic Growth

Keitaroh Kan, Hiroshi Kohnosu, Masatoshi lke, Kohichi Shirono, Atsushi Horii, Yoshikazu Shimode,
Hayazoh Kubo, Hirosumi ltoi, Teruhisa Sonoyama, Masao Kobayashi,

Kazuyo Naitoh, Hisakazu Yamagishi, Takahiro Oka,
Takeshi Hironakal) and Kenji Tsukamotd)

The Second Department of Surgery, Kyoto Prefectural University of Medicine
1) Kohoku General Hospital
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We experienced 13 cases of extrahepatically growing hepatocellular carcinoma in our department and assessed

the clinicopathological features and prognosis after surgical treatment. Compared with patients with intrahe-
patically growing hepatocelluler carcinoma, they showed a higher positive rate of hepatitis B surface antigen(S/|2

cases,41.7%), a larger tumor size (7.2 cm in mean diameter), and a higher frequency of portal venous invasion
and./or intrahepatic metastasis (9/13 cases, 69.2%). We performed systemic segmentectomy or lobectomy in nine of
the 13 cases, and partial hepatectomy in the others. To date only four patients in the performed systemic
hepatectomy group have been free from recurrence in the follow-up period of 10 to 57 months after the operation. All
the patients in the performed partial hepatectomy group showed recurrence in the residual liver. In consideration of
the prognosis and pathological characteristics, systemic segmentectomy or lobectomy should be performed for
better prognosis for patients with extrahepatically growing hepatocellular carcinbma.
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