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結  言

原発性肝癌のうち混合型肝癌は比較的まれで,全 国

原発性肝癌追跡調査報告
1)によると,全 体の約0.7%と

報告されている。今回我々は混合型肝癌の 2切 除例を

経験 したので若子の文献的考察をカロえて報告する。

症  例

患者 1:41歳 ,男 性

主訴 :全身俗怠感

家族歴 :特記事項なし,

既往歴 :30歳時より強直性脊椎炎にて治療中.輸 血

歴なし.

現病歴 :全身俗怠感にて近医受診 した際,腹 部超音

波検査にて肝臓にSOLを 指摘され,精 査加療 目的に

て1991年2月 14日当科入院となった。飲酒歴,日 本酒

3合 /日,20年 以上.

入院時現症 :体格,栄 養良好.貧 血,黄 疸なく,表

在 リンパ節は触知 しなかった。腹部は平坦で軟,心 衛

部で肝臓を 2横指触知 した。

入院時検査成績 :一般検血,肝機能に異常は認めず,

腫瘍マーカーの上昇 もなかった。HBV,HCVは 共に
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混合型肝癌は肝細胞癌 と胆管細胞癌の両者の性格を有するため悪性度が高い。そのため発見時には

高度進行例が多 く,切 除例が少ない.今 回'ヒ較的まれな混合型肝癌の 2切 除例を経験 したので報告す

る。症例 1は 41歳の男性で,肝 右葉前下区域に5cm大 の腫瘤を認め,右 三区域切除を施行 した.症 例

2は 56歳の男性で,肝右葉後下区域に3 cm大 の腫瘤を認め,部分切除を施行 した。病理組織検査の結

果,い ずれも規約上はmixed typeの混合型肝癌 と診断されたが症例 1で は肝細胞癌 と胆管細胞癌が

密に混在 してお り,症 例 2で は両腫場成分の境界が明瞭であることから両者の発生様式に違いがある

と思われた,自 験例では肝切除にカロえ,肝 門部 リンパ節郭清を施行 し,そ れぞれ42か月,16か 月の無

再発生存を得てお り,術 前診断あるいは術中病理診断にて混合型肝痛が疑われた場合はリンパ節郭清

を付加することが賢明であると思われた.
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陰性であった。

画像診断所見 :腹部超音波ではS4を中心に約5cm

の SOLを 認め,内 部はモザイク状でやや高エコーを

呈 し,haloは伴わなかった。CTで は S4,5にかけて不

整形で low dendtyの 腫場 を認めた,血 管造影では

A4,5を 栄養血管 とする不整形の腫瘍濃染 を認めた

(Fig. 1).

以上より肝細胞癌の診断にて1991年 3月 12日肝右三

区域切除を施行 した。術中胆管細胞癌 も疑われ,肝 門

部 リンパ節郭清を追加 した。

切除標本所見 :腫瘍径は6.5×5,5×3.Ocm,被 膜 を

有さず,不 整形で黄白色,弾 性軟の充実性腫瘤で(Fig.

2),肝 内転移 も認 めた。TMN分 類では T4MON。 で

Stage lVAで あった。

病理組織学的所見 :腫瘍の大部分は繊維化 してお

り,痛 胞巣部分では索状を示す中分化な肝細胞癌 と管

状構造を示す中分化な担管細胞癌が密接に混在 してい

た (Fig。3).胆 管細胞癌では PASお よびムチカルミ

ン陽性であつた。肝内転移巣は肝細胞癌であった。腫

瘍細胞の分布 は Fig.2の ごとくで mixed typeの 混

合型肝痛 と診断された。

患者 2:56歳 ,男 性

主訴 :肝腫瘤精査加療目的
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Fig. 1 Computed tomography (Upper) : Plain CT
showed an irregular low density mass in S4-S5 of
the liver. Angiography (Lower) : An irregular
tumor stain feedered from A,4, A5 was recognized
from the early arterial phase.

Fig. 2 Resected specimen (upper), Intrahepatic
distribution of carcinoma cells (lower)

mixed component of HCC and CCC

f ib ros is
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FiS. 3 Histological findings: A part of hepatocel-
lular carcinoma and a part of cholangiocellular
carcinoma were closely mixed.

家族歴 :特記事項なし.

既往歴 :50歳 よリアルコール性肝炎,54歳 より糖尿

病を指摘されている。輸血歴なし.

現病歴 :慢性肝炎,糖 尿病にて近医通院中に超音波

検査で肝臓にSOLを 指摘された。肝生検の結果,胆管

癌あるいは混合型肝癌 と診断され,精 査目的にて1993

年 5月 17日当科入院 となった。飲酒歴,ビ ール 3本 /30

年以上.

入院時現症 :体格,栄 養中等度.貧 血,黄 痘なく,

表在 リンパ節は触知 しなかった。腹部は平坦で軟,右

季肋部で肝 2横 指触知 した,

入院時検査成績 :止血凝回系では血小板およびヘパ

プラスチンテス トの低下を認め,肝 機能ではAST,

ALTお よび LAP,γ ‐GTPの 軽度上昇を認めた.腫 瘍

マーカーではCEAの み20.7ng/mlと 高値を示 した。

HBV,HCVは 共に陰性であった。

画像診断所見 :腹部超音波検査ではS6を約2.5cm

の SOLを 認め,内 部エコーは不均一で低エコーを呈

し,辺 縁不明瞭,き わめて不整形の腫場であった。血

管造影 で は濃染部 と淡染部 が混在 す る不整形 の

tumor stainとして描出された (Fig.4).MRIで は腫

瘍はTl強 調画像で low intendty,T2強調画像で high

intensityに描出された (Fig.5).

以上より胆管癌あるいは混合型肝癌の診断にて1993

年 6月 29日肝 S6部分切除を施行 した.

切除標本所見 :腫瘍の大きさは2.4×2.3×1,2cm,

被膜を有さず,黄 白色,弾 性軟の充実性腫瘤であった

(Fig. 6).

病理組織学的所見 :腫瘍の多 くは管状構造を示す高

混合型肝癌の 2切 除例

一
園
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Fig. 4 Ultrasonography (Upper) : US showed a

hypoechoic mass with irregular inner pattern

about 2 .Scm in 56 of the liver, and it's border was

unclealy. Angiography (Lower) : AAG showed

an irregular tumor stain mixed hyper and nor-

movascular area.

分化から中分化の胆管細胞癌成分で,そ の中に索状構

造を示す中分化の肝細胞癌成分が島状に混在 してい

た。肝細胞癌 と胆管細胞癌の境界は明瞭であった(Fig.

7)。また胆管細胞癌の一
部はケラチン染色にて陽性を

示 した.腫 瘍の分布は Fig.6の ごとくで mixed type

の混合型肝癌 と診断された。TMN分 類ではT2MON。

で Stage IIであった。

考  察

混合型肝癌はWelに2)の
報告以来,Mixed tumor3),

duplextype4),intermediate typeDなどの名称で報告さ

れ て い る。その頻 度 は原発性 肝 癌 の うち Allenω

14.2%,Goodmannら の2,4%,中 原ゆ2.5%ま た全国原

発性肝癌追跡調査報告
1)では0.7%と 報告され,比 較的

まれで切除例の本邦報告は 8例 を数えるのみである。

85 ( 1845)

Fig. 5 Magnetic resonance imaging: The tumor

has lo'a' signal intensity on Tl weighted imaging

and high signal intensity on TZ weighted imag-

ing.

Fig. 6 Resected specimen (upper), Intrahepatic

distribution of carcinoma cells (lower)
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Fig. 7  11istologicai nndingS: A border Of

components were relatively clear

また年齢,性別をみると年齢は比較的広 く分布するが,

ピークは50～60歳で男女比は 4:1と 男性に多い。

原発性肝癌取扱い規約りでは混合型肝痛はAllenの

分類に準 じ, 3型 に分けられる。

1)肝 細胞癌 と胆管細胞癌が同一肝臓において異な

る部位から別々に発生 し,そ れぞれは単一の細胞型か

らなるもの (double cancer)

2)肝 細胞癌 と胆管細胞癌が隣接 し,それぞれは別個

の細胞型からなるが発育するにつれて両者が混 じり

あったもの (combined type)

3)単 一腫瘍で組織学的に肝細胞 と胆管細胞癌の両

者が密接に組み合わさり,そ れぞれが同一部位から発

生 したもの (mixed type)

この分類によれば,本 症例は 2例 ともmixed type

に属すると考えられるが,症 例 1で は肝細胞癌 と胆管

細胞癌が密に混在 し,両 腫瘍成分の境界は不明瞭であ

るのに対 し,症 例 2で は両腫瘍成分の境界が明瞭であ

ることから両者の発生様式の違いが考えられる。植草

ら1のはケラチン染色を用いた混合型肝癌の組織化学的

検索において,mixed typeは ,1)肝 細胞癌 と胆管細

胞癌が別々に発生する場合,2)肝 細胞癌から胆管細胞

癌へ と変化する場合,3)多 分化能を有する細胞が肝細

胞癌 と胆管細胞癌へと分化し混在する場合の 3種 類の

発生様式が考えられると述べており, これから考える

と症例 1は 3)の発生様式,症 例 2は 1)の発生様式によ

るものと思われた.

混合型肝癌の術前確定診断は容易ではなく,過 去の

報告においても術前に確定診断された症例はほとんど

ない.腫 瘍マーカーではAFPは 肝細胞癌に類似 し陽

性を示す割合が多 く,CEAの 陽性率は諸家の報告によ

混合型肝癌の 2切 除例 目消外会誌 28巻  8号

bOth   る と88%助,66.7%】めと高率に陽性を示し,胆 管細胞癌

に近いとされている。 ま た CA19‐9の上昇 を示 した症

例 も報告されている12)131本
症例では症例 2が CEA

20 7ng/mlと 上昇を認め,AFPは 2例 とも陰性であっ

た。腫瘍マーカーは腫場の大きさ,腫 瘍構成成分の割

合などにより様々な動態を示すと思われるが,中 原的

が述べるようにCEAが 陽性で AFPが 比較的低値の

場合,混合型肝癌を念頭におくべきであると思われる.

画像診断では混合型肝癌に特徴的な所見はないが,肝

細胞癌 と胆管細胞癌の両者の特徴を有する.肝 細胞癌

部ではdynamic cTで early enhancementを示 し,血

管造影ではhypervascularに結出される。また胆管細

胞癌部で1まdynamic CTで delayed enhancementを

示し,血管造影ではhypovascularに描出される141自

験例ではCT,US上 は典型的な肝細胞癌の像 を呈 さ

ず,特 に症例 2の 血管造影では腫瘍構成を考えると肝

細胞癌成分の多い部分が濃染されており,混 合型肝癌

を疑わせる所見であった。また腫瘍の描出には MRI

が有用であった。

混合型肝癌はその転移形式においても肝細胞癌 と胆

管細胞癌の両者の性格を有する。血行性転移は肺に多

く(75.0%),肝 細胞癌成分が主体を占めている。 リン

パ節転移は875%と 肝細胞癌 (474%)に 比べ頻度が

高 く,胆 管細胞癌 (79.6%)の それに近 く,転 移巣で

は胆管細胞癌が優位を占める11自
験例では症例 1で

肝細胞癌成分の肝内転移を認めたが,遠 隔転移は認め

なかった。このように混合型肝癌では転移を高率に認

めるため予後は不良で,切 除例 も少なく,切 除例でも

2年 生存率は約15%程 度である1)。
自験例では肝切除

に加え,肝 門部 リンパ節郭清を施行 し,症 例 1で は術

後42か月,症 例 2で は術後16か月無再発生存を得てい

る。自験例では幸いリンパ節転移は認めなかったが,

リンパ節転移の頻度を考慮すると術前診断あるいは術

中病理診断にて混合型肝癌が疑われた場合は肝内胆管

癌に準 じてリンパ節郭清 (1群 十α)を付加することが

賢明であると思われた.
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Two Resected Cases of Mixed Hepatocellular and Cholangiocellular Carcinoma

Kazuhiro Takeuchi, Hiroji Nishino, Masaichi Ohira, Teruyuki Ikehara, Yoshiharu Yamamoto,

Teruyoshi lkeda, Yuichi Arimoto, Atsunori Niita, Nobuya Yamada, Akira Shigesawa,

Shigehiko Nishimura, Kenichi Yanagawa, Ryugo Sawada and Michio Sowa

The First Department of Surgery, Osaka City University of Medical School

Generally mixed hepatocellular and cholangiocellular carcinoma (MHCC) shows high malignancy as

it has both the characteristics of hepatocellular carcinoma (HCC) and cholangiocellular carcinoma (CCC).

Many cases of MHCC already have metastatic regions in the lung or lymph nodes when they are found

clinically. Here we report two rare cases of MHCC resected curatively. Case 1: The patient was a

41-year-old man. US showed an abnormal tumor about 5 cm in diameter at the anterio-inferior segment

of the liver, and right trisegmentectomy was performed. Case 2: The patient was a 56-year-old man. US

showed a tumor about 3 cm in diameter at the posterio-inferior segment of the liver, and partial resection

was performed. Histological findings in both cases showed the mixed type of MHCC according to Allen'

s classification. Histologically, the HCC component and CCC component were mixed closely in Case 1, but

the border of the two components was clear in Case 2. These findings may suggest that the origins were

different in two cases. Hepatectomy associated with lymph node dissection of the hepatoduodenal

ligament was performed in both cases, and the patients survived 42 and 16 months without reccurrence.

This may suggest that if MHCC is supected at pre- or intraoperative examination, it is important to add

lymph node dissection.
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