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Kasabach―Merritt症 候群を里した肝血管肉腫の 1症例

森田 哲 史

辛  栄 成

小林 哲 郎

はじめに

肝血管肉腫はまれな疾患で,現 在でも画像による正

確な診断は容易ではない1).我々は肝血管腫 と考えて

経過観察していたが,腫 瘍の増大,多 発化を認めたた

め再精査した結果,画 像上肝血管肉腫 と診断しえた症

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 :61歳,女 性

主訴 :胸腹部痛,気 道出血

既往歴 :肝血管肉腫の誘発因子 とされるトロトラス

ト,ヒ 素,塩 化ビニール1カとの関連はなく,そ の他特

記すべきことはなかった。

現病歴 :1993年 3月 ,検 診の腹部エコーで肝腫瘤を

指摘され当科紹介 となった.腹 部 computed tomogra‐

phy(以 下,CTと 略記)に て肝血管腫 と診断され経過

観察 とし,そ の 3か 月後 と6か 月後にCTを 再検 した

が画像上著明な変化を認めなかった。しかし,1993年

12月頃より胸腹部痛,気 道出血が出現し再精査したと

ころ肝腫瘤は10cm超 に増大 し,両 葉に肝内転移を疑

う多発病巣を認め,精 査治療目的で1994年 1月 17日入
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院となった。なお,当 院入院に先立ち他院に入院精査

の結果,両 肺よりびまん性の出血 と止血機能低下を認

めdisse■linated intravascular coagulation (以下,

DICと 略記)と診断され治療を開始されていた。また,

DICは Kasabach‐Merritt症候群を合併 したためと考

えられた。

入院時検査 :検血では RBC 249万 /〃1,Hb 7.4g/dl

と著明な貧血を認め血小板は132万 /μlと正常下限で

あった。生化学検査ではT Bll1 0mg/dl,GOT 361U/

′,ChE 0 41Zphと 軽度肝機能障害を認めたがウイル

ス性肝炎は認めず腫瘍マーカーは正常範囲内であっ

た.凝 回線溶系検査で nbrinogenは 146mg/dlと 低下,

FDPは 51/g/dlと上昇を認めた,

入院時所見 :右季肋下に肝を3横 指触知 し,右 上腕

と右大腿部に紫斑を認めた。

腹部 CT:1993年 3月 の単純 CTで は肝前区域に径

約6cmの 不定形の低吸収域を認め,造 影 CTで は早期

に辺縁より環状に,後 期には全体がほぼ均―に造影さ

れ肝血管腫 と診断した(Fig.1)。その後,1993年 6月 ,

9月 の CTで は腫瘤の明らかな増大を認めなかった。

1993年12月の単純 CTで は腫瘍の増大 と多発化 を認

め,造 影 CTで は高吸収域 と低吸収域がモザイク状に

入 り混 じった腫場 として造影された (Fig.2).

腹部血管造影 (1994年1月 19日):肝 血管腫に特徴的
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症例は61歳の女性,検診の腹部エコーで肝腫瘤を指摘され当科紹介 となった。腹部 computed tomo‐

graphyに て肝海綿状血管腫 と診断したが,9か 月後に胸腹部痛が出現 し画像上肝腫瘤の増大を認め入

院 となった。腹部血管造影ではcotton wool hke appearanceにカロえ腫瘍濃染像を認め,magnedc

resonance imaging T2強調画像ではhigh intendtyとlow intendtyが不均一に混在 しており肝血管

肉腫 と診断した。治療 として transcatheter arterial embolization(以下 TAEと 略記),interleukin‐

2(以下,IL‐2と略記)の肝動注およびステロイ ドの投与を行い一時的であったが症状の改善を認めた。

その後再度増悪 し症状発現より約 4か 月で死亡 した,剖 検では肝右葉の大部分が暗赤色結節状の腫瘍

で占められ,組 織学的に肝血管肉腫 と診断された。肝血管肉腫の治療は肝切除が第 1選択であるが切

除不能例にはTAE,I12の 肝動注,ス テロイドの投与を試みる価値があると思われる。
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Fig. I a : Plain CT shows a lon' densit)' area in

the anterior segment of the liver. b: The early

edge enhancement of the tumor is shot'n by

contrast CT. c: Contrast CT also shou.s the

central enhancement at the delaved phase.

な cotton‐wool like appearanceに加えて末梢側に腫

瘍濃染像を認めた (Fig.3a).同 時に interleukin 2 70

万単位の肝動注および adriamycin 50mg,lipiodo1 20

ml,geifOamに よるTAEを 行った。

腹部 magnedc resonance imaging(以下,MRIと

略記)(1994年 1月 7日 ):Tl強 調画像ではlow inten

sity,T2強調画像ではhigh intenStyとlow intendty

が不均一に混在 していた (Fig。3b).

以上の所見より肝血管肉腫 と診断した。

入院後経過 :1994年 1月 17日入院後,DICに 対する

治療 を開始するとともに 1月 19日にはIL 2の肝動注

および TAEを 施行 した。 1週後の CTで は腫瘍内に

著明な liplodOlの貯留を認め,臨 床的にも止血機能,

気道出血 ともに改善を認めた。TAE ttIL 2の全身投

与を続けていたが, 3月 初め頃より再び止血機能の低

下を認めたため 3月 14日にTAEを 再度施行 したが偵」

副血行路が発達 しており今回は効果を認めなかった.

その後症状はさらに悪化 したため IL 2の全身投与 を
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Fig. 2 a : Plain CT shows that the tumor is get-
ting bigger in size and multiple compared with
Fig. 1. b: Heterogeneous enhancement of the
tumor is shown by contrast CT. (Nine months
after Fig. 1.)

中止 とし,メ チルプレドニゾロン (lg/日)の 投与 を

行った所,気 道出血,止 血機能 ともに改善を認めた。

しかし,効 果は一時的でその後全身状態は徐々に悪化

して 4月 18日呼吸不全で死亡した。症状発現より約 4

か月であった (Fig,4)。

剖検所見 :肝門部を通る肝胆膵の前頭断では,肝 右

葉の大部分が暗赤色,結 節状の腫瘍におきかわってお

り,左 葉にも径0.5～2cmの 腫瘍 を多数認めた (Fig.

5a).組 織学的にはクロマチンに富んだ大小不同の異

型性の強い核 を有する腫瘍細胞が複雑 に吻合す る

vascular channelを形成 し増殖しており肝血管肉腫 と

診断された (Fig.5b).

考  察

肝血管肉腫の発生頻度 としては1977年から1986年ま

での10年間の統計で5,162例の音」検に 1例 の割合で認

め,肝 原発悪性腫瘍の0.26%めと極めてまれな疾患 と

いえる。

肝血管肉腫の誘発因子,性 別,年 齢,診 断および予
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Fig. 3 a : Tumor in the right hepatic lobe is sur-
rounded by peripheral stain in addition to cotton
wool appearance. b : Tumor of the liver is hetero-
geneous intense on MRI T2 image.

後について,1987年 から93年までの本邦報告例に自験

例を加えた計41例を集計 し,山村 ら1ちLockerら めの過

去の集計報告と比較 した (Table l).誘 発因子 として

は トロ トラス ト,ヒ 素,塩 化ビニール1レ)などが知 られ

ているが,今 回の集計では誘発因子のある症例が著明
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に減少している。これは暴露歴のある人日の減少によ

るものと考えられる。性別では男性に多 く,年 齢では

50歳台に好発 しており,診 断は剖検による例が多いの

は同様であつた。また,平 均生存期間は3.5か月と短 く

予後の改善は認めなかった。

肝血管肉腫の画像診断においても最も鑑別困難な疾

患は肝血管腫である。肝血管腫は造影 CTで は辺縁よ

りC字 状 (環状)に 造影され,後 期には均一に造影さ

れる像を示す41_方
,肝血管肉腫は内部が不均―に造

影される例"な どが報告されているが CTの みでは鑑

別不可能 とされている。つ。MRIで はT2強 調画像で肝

血管腫は均一なhigh intensityを示すのに対しゆり,肝

血管肉腫は low intensityとhigh intensityが不均一

に混在するのが鑑別点であるの。ただし,こ の後者の所

見は腫瘍内での血腫,出 血,壊 死などの病態を反映し

たものでり,こ のような変化が起 こっていなければ肝

血管腫 と同様の像を呈することがある1いので注意が必

要である。腹部血管造影で肝血管腫 はcotton wool

like appearanceを呈するのが特徴的で。,肝 血管肉腫

はこれに加えて末梢側に腫瘍濃染像を認める事が鑑別

点 としてあげられる111本 症例での CT像 を検討 し直

すと1994年3月 の造影後期で若干不整な造影像を認め

た。径約6cmと 大 きいことも考慮すればさらなる精

査,す なわち MRI,血 管造影などを施行すべきであっ

たと反省 している。

本症例では6か 月間は大きな変化を認めなかったが

その後急速に増大多発化を示した.そ の原因は不明で

あるが,肝 血管肉腫であっても緩徐に経過する時期が

Fig. 4 Clinical course after admission
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あるということを示しており,大 変興味深いと思われ

る.ま た,こ のような時期に早期診断し治療できれば

長期生存が得られる可能性も考えられる.

治療としては肝切除が第 1選択とされるが,切 除率

は今回の集計で約20%と 外科治療の対象となりうる症

例は限られている.こ れは症状発現時にすでに腹腔内

出血やDICを 併発して,手術できないまま急速な経過

をたどることが多いためと考えられる。肝切除が不可

能な症例にはadriamycinなどによる化学療法幼り,放

射線療法り,肝 移植1りなどが試みられているが十分な

効果は得られていない.本 症例では出血症状の緩和を

目的としてTAElゆを行い,同時に血管肉腫に有効とさ

れるIL‐21りを肝動注し,あ る程度の効果を認めquaト

止y of lifeも改善された。TAEは 腫瘍への血流を低下

させることにより腫瘍内での上血因子の消費を減少さ

せたため効果があったと考えられる。機序は明らかで

ないが,ス テロィドがKasabach‐Merritt症候群に有

29巻  7号

効であったとの報告
19があったためこれを投与 したと

ころ一時的ではあったが効果を認めた。切除不能例に

は TAE,IL‐ 2の肝動注,ス テロイ ドの投与を試みる価

値があると思われた。

画像診断のさらなる発達により早期診断例が増加 し

て予後が向上することが期待される。肝腫瘍の診断,

治療にあたっては本疾患も念頭に入れる必要があると

思われる。

稿を終えるにあたり,御 指導を賜った大阪大学医学部第

2外科門田守人教授に深謝致します。

なお本論文の要旨は第61回日本消化器病学会近畿支部例

会にて報告した。
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A 6l-year-old woman was referred to our hospital because of a hepatic mass detected by abdominal
ulttrasonography at a medical examination. The mass was diagnosed as cavernous hemangioma of the
liver by abdominal computed tomography (CT). After 9 months, we performed CT again because of chest
and abdominal pain. This CT revealed enlargement of the hepatic tumor. Abdominal angiography showed
a peripheral stain in addition to the cotton wool appearance and magnetic resonance imaging showed
heterogeneous intensity on the T2 image. We diagnosed her condition as hepatic hemangiosarcoma and
carried out transcatheter arterial embolization (TAE), hepatic arterial infusion of interleukin-2 (lL-2) and
steroid therapy. Her condition was markedly improved for several weeks. However, the symptoms
appeared again thereafter and she died of respiratory failure 4 months after the appearance of the
symptoms. The autopsy revealed that the right lobe is occupied nodular tumors and histologically the
tumors was diagnosed as hepatic hemangiosarcoma. Although hepatectomy should be performed as the
first choice for hepatic hemangiosarcoma, TAE, hepatic arterial infusion of Il-2 or stroid therapy can be
beneficial for unresectable tumors.
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