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肝細胞腺腫の1切除例
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症例は54歳の女性.経口避妊薬など服用歴なし.肝内space‐occupying iesionを指摘され入院となっ

た。貧血,黄疸なくalphafetoproteinは正常範囲内であった。Uitrasonographyやcomputed tomogra‐

phy(CT)において肝右葉に径約3cmの 腫瘤を認め,同 部は血管造影でhyper_vascularityを呈してい

たため肝細胞癌を疑ったが, リピオドールCTに て集積像なく,経 上腸管膜動脈の門脈 CTに おいて

軽度濃染する点などからやや否定的でもあった。術式としては腫瘤を含めた肝部分切除ならびに胆摘

術を行った。腫瘤は軟らかく暗緑茶色を塁しており,周 囲肝とは境界明瞭な3.2×2.2×3.7cmの充実

性腫瘤であった。組織学的にはやや大型の細胞の増殖と肝細胞索の乱れを認め,腫 瘍細胞はグリコー

ゲンに富み,lipochrOmeを多量に含んでいた。腫瘤内には胆管系組織は存在せず,肝 細胞腺腫と診断

された。なお背景肝には慢性炎症を認めるも硬変像はなかった。

Key words: liver cell adenoma, oral contraceptives

`よじめに

欧米では経 口避妊薬に関連 して肝細胞腺腫の報告例

が増加 しているつが本邦ではきわめてまれである。今

回,わ れわれは肝細胞腺腫の 1切 除例を経験 したので

若子の文献的考察を加えて報告する。

症  例

患者 :54歳,女 性.

主訴 :肝疾患の精査 目的

既往歴 :36歳時に帝王切開術(輸血歴あ り),37歳 時

に子宮筋腫の手術 (輸血歴あ り)を 受けている。なお

経口避妊薬などの服用歴はない。

現病歴 :1989年9月 ,他 院における人間 ドックにて

腹部超音波検査 で肝 内 の space‐occupying lesion

(SOL)を 指摘された。同年12月10日,精 査 目的にて当

科に入院となった。

入院時現症 :身長157cm,体 重47kg.血 圧144/62

mmHg,脈 拍72/min.眼験結膜に貧血なし。眼球結膜

に黄痘なし.表在 リンパ節は触知せず.胸部異常なし.

腹部は平坦にて肝,陣 ,そ の他腫瘤など触知しなかっ

ツ(こ.

入院時検査成績 :貧血,黄痘はなかったが,GOT 88

1U/″,CPT 861U/′と軽度上昇を認めた。HBsAg
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( ―) , C 型 肝 炎 関 連 抗 体 陽 性. A l p h a F e t o p r o t e i n

(AFP)は 14ng/mlと正常範囲内であった。

腹部超音波所見 :肝右葉下縁に突出す る径約3cm

の周囲と等エコーまたはわずかに低エヨーを示す腫瘤

陰影を認めた (ng.1).

腹部 computed tomography(CT)所 見 :肝右葉,

胆襲外側 に接 して境界比較的明瞭 な low density

massを 認めた。内部はほぼ均一で明らかな壊死巣は

認めなかった(Fig.2)。なお通常の造影 CTで は腫瘍

濃染の所見は認めなかった。

Fig. 1 Ultrasonography shows iso or slightly
hypoechoic mass in the right lobe of the liver
(arrow).
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Fig. 2 Plain CT shows low density and homogene-

ous mass at the outside of gall bladder (arrow).

Fig. 3 Selective angiography of proper hepatic
artery shows hypervascular tumor, 4 .0 x 3. Scm in
size (arrow).

血管造影所見 1固有肝動脈の選択的造影で同部に径

4.0×3.5cmの hypervascular tumorを 認めたため肝

細胞癌を疑った(Fを。3)。 し かし, 2週 間後の リピオ

ドール CTで は腫瘍への集積像はみられなかった。

Angio‐CT所 見 :経上腸管膜動脈の門脈 CTを 施行

したところ腫瘍部は単純 CTに 比べて CT値 が40→68

と増大してお り,肝 細胞癌 としては考えにくい所見で

あった (Fig.4).

エヨー下で針生検を行ったが確定診断は得 られず,

1990年 2月 13日,手 術を施行した。

手術所見 :開腹 した ところ肝の Seg 5,胆 襲右側に

突出するように径約3cmの 腫瘤を認めた。色調は暗緑

茶色で軟らか く,周 囲との境界は比較的明瞭で表面に

は血管の増生を認めた(Fig.5).術 中迅速病理所見に

て悪性像を認めなかったため,腫 瘤辺縁より約lcmの

正常肝を含めた肝部分切除ならびに胆嚢摘出術を行っ
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Fig. 4 Trans SMA portal CT shows, the tumor is

slightly enhanced in contrast with plain CT (CT

number 40-68).

Fig. 5 Soft and greenistr brown colored tumor is
found in Seg. 5. Its surface is covered with vascu-
lar network.

ブこ .

肉眼所見 :腫瘤は3.2×2.2×3.7cmで 周囲肝 とは

境界明瞭であるが,明らかな被膜形成は認めなかった。

割面は充実性であ り周囲に比べ黄色調が強いが,殿 痕

組織や出血壊死巣は存在しなかった (Fig.6)。

組織所見 :腫瘍部では正常肝細胞よりやや大型の比

較的均一な細胞の増殖 と肝細胞索の乱れを認めた。細

胞質内には豊富なグリコーゲンおよび リポクローム類

粒が認められた。また腫瘍内には胆管系組織が欠如し,

偽腺管構造も認められなかった。背景肝には慢性炎症

が存在 したが硬変像は認められなかった.最 終診断は

肝細胞腺腫であった (Fig。7).

術後経過は良好にて第11病日に退院.術 後約 2年 の

現在再発の徴候を認めていない。

肝細胞腺腫の 1切 除例
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Fig. 6  Rettcted  specilnen  sho、vs  solid  mass,

which is clealy demarcated,without necrosis or

scar.

Fig. 7 Histological findings shows proliferation

of enlarged hepatocytes with marked glycogen

and lipochrome pigment. Bile duct tissues are not
f o u n d  i n  t h e  t u m o r .  ( H E ,  o r i g i n a l
magnification, x400)

考  察

肝細胞腺腫は1923年,Tumer2)に よって最初に報告

されたが,欧 米においてもかなりまれな腫瘍 とされて

いた。Edmondsonら ゆの1918年か ら1954年までの約

50,000例の音J検においてもわずかに 2例 認めたのみで

あった。しかし,1973年に Baulnら。が 7例 の肝細胞腺

腫を報告しその全例について経口避妊薬の使用の既往

を指摘して以来,同 様の報告が数多 くみられるように

なっため。本邦においては1934年に富田らゆが初めての

報告をしている。その後文献的に検索 しえた限 りで73

例の報告があるが,比 較的記載の明らかな57例と本例

を合わせた58例について検討した (Table l).

年齢は 0歳 から82歳まで幅広 く平均年齢は33.3歳で

あった。男女比はおよそ 213で 女性に多かった。腫

瘍の発生部位 としては右葉に単発する例が多いが多発
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Table l  Surnmary of 58 cases of hepatic adenoma

ln Japan

l. Age and sex

Male Female

～ 9

10-19

20-29

30-39

40-49

50ヘヤ59

60-69

70-79

80-

mean age 33.3

Male:  Female=l  i  1.59

2 Location of tumors

s飢協ry 48(辞1艦
e:!楊

材
multiple 10(170/。)

3 Size of turnors(cm)

<5    11

ro-10       12

> 1 0    2 1

4 Background of patients

Pregnancy             3

LC or HCC          7

Glycogen disease         3

0C treatment         2

0ther steroids treatl■lent  8

例 も17%に 認めた。大きさは10cm以 上のものが約半

数を占めている。背景因子として妊娠合併例が 3例 ,

肝硬変または肝細胞癌合併例が 7例 ,Glycogen dis―

ease合併例が 3例 存在 した。また経 口避妊薬 (oral

contraceptives,OC)の使用歴をもつものが 2例的,そ

の他のステロイ ド系薬剤の使用歴をもつものが 8例存

在した。本邦例の特徴 としては欧米例に比べて幅広い

年齢層に存在すること,男 性例が比較的多いこと,薬

剤の関与 している例が少ないことなどがあげられる。

肝細胞腺腫 と経口避妊薬の関係については欧米では

多 くの疫学的データがあ り,Kerlinら
1)の23例の報告

の中で89%が その使用者であった。

肝細胞腺腫の臨床症状としては腹痛,腫 瘤触知,腫

瘍による他臓器への圧排症状,腹 腔内出血等が報告さ

れている1).欧米では妊娠可能年齢女性の急性腹症の

一因としても重要視されているの.

検査所見 としては腫瘍出血により貧血を呈する例が

あるが,そ れ以外に特徴的なものはない1)。

腹部超音波検査では混在エヨーレベルを呈すること
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が多い助.

腹部 CT像 では一般的には low density massを呈

することが多いが,造 影 CTに おける腫瘍の濃染につ

いては特徴的な所見はないとされているり,
99nTcを用いた肝シンチでは欠損像を呈することが

多い。これは Kuprler細胞を欠 くことによると考えら

れてお り,focai nodular hyperplasia(FNH)との鑑

別上有用であるとされているり.

血管造影では腫瘍辺縁から中心に向か う腫瘍血管の

増生および毛細血管相での tulnor stainが特徴的であ

るとされている。1の.

なお angio‐CTに ついての記載は 1例 のみに見 られ

たが,そ れによると径の小さな肝細胞腺腫においても

動脈 CTに よ り腫瘍の hypervascularityを証明で き

るとしているll)。経上腸管膜動脈の門脈 CTに ついて

は記載のあるものがなかったが,本 例において腫瘍の

CT値 が40→68へと増加 した点については腫瘍内に門

脈域を伴わないとする病理学的特徴 と矛盾する。Ed‐

mondson I型の肝細胞癌でも同様に門脈 CTで 軽い濃

染を呈することがある1のとされてあ り興味深い所見で

ある.

肉眼的所見1り141としては正常肝に単発 し,周 囲との

境界は比較的明瞭で被膜形成を呈することが多い.色

調は黄褐色～赤褐色を呈し,腫 瘍表面には spider‐like

vascular chamelといわれる1ゆ血管の増生をみること

もある。割面では腫瘍部は均一充実性であるが内部に

出血性壊死を認めることも多い。 し かし繊維帯あるい

は疲痕形成は見られない。

組織学的特徴として大田1りは以下の6項目の基準を

あげている。①正常肝細胞とほぼ同大の均一な細胞よ

りなる。②静脈洞は一般に不明瞭.③腫瘍内には門脈

域を含まず胆管系を欠如している。④ peliosis hepatis
をみることがある。⑤腫瘍の内部に出血巣あるいは出

血性壊死をみることがある。⑥肝の背景は正常肝であ

る.

鑑房U診断としては FNHと 高分化肝細胞癌が重要で

ある.FNHで は腫瘤の中心部に星型の繊維化巣があ

り腫瘍は不完全な結節状に分けられている。また腫瘤

内には胆管系を認めるなど病理組織学的には比較的鑑

別は容易とされている1り.高 分化肝細胞癌 との鑑別に

ついては時に非常に困難な例があり両者の移行例 と思

われるものも報告されている1。
.太 田1りは悪性を疑 う

所見として部分的に明瞭な核小体 と巨大核や多核細胞

の小数出現,部 分的な核の異型像,偽 腺管形成,胆 汁
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栓,nodule in nodule像の出現などをあげている.い

ずれにせよ針生検などによる術前診断は困難であるこ

とが多 く,切 除標本において十分に検索した上で最終

診断をつけることが重要であろう,

治療については腫腔内出血の可能性があること,高

分化肝細胞癌 との鑑別が難 しいことからも腫瘍摘出術

が望ましいとされている1).

なおお今回の症例は C型 肝炎関連抗体陽性であ り

肝細胞腺腫の成因 との関連を考 えるうえで も興味深

い.
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A Case of Liver C.ell Adenoma

Toshihiko Kobayashil), Yoshihiko Sanop), Tadatoshi Okubd), Hiroshi Ogawazt,
Haruhiko Sryimuraz) and Isamu Kind)

First Department of Surgeryrl and First Department of Pathologyzt, Hamamatsu University School of Medicine
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A case of liver tumor in a 54-year-old woman is presented. She has no history of use of oral contraceptives. She
was admitted because of a space-occupying lesion of the liver. Anemia and jaundice were not found on physical
examination. Alphafetoprotein was within normal limits. A tumor mass 3 cm in diameter was detected in the right
lobe of the liver by ultrasonography and computed tomography (CT). Angiographic hypervascularity suggested a
diagnosis of hepatocellular carcinoma, but the absence of accumulation in the lipiodol CT and slight tumor stain in
the trans SMA (supra-mesentric artery) portal CT did not support it. Partial hepatectomy and cholecystectomy
were performed. The tumor was soft and greenish brown measured 3.2 X 2.2 X 3.7 cm and was sharply demarcated.
Histologically, proliferation of enlarged hepatocytes rich in glycogen and with abundant lipochrome was seen.
Tumor cells were arranged slightly irregularly. Bile duct tissues were not found in the tumor and the final
diagnosis was liver cell adenoma. Chronic hepatitis without liver cirrhosis was found in her background.
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