
日消外会誌 30(5):1004～ 1008,1997年

肝円索の異所性肝細胞より発生したと考えられる肝細胞癌の 1例
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はじめに

異所性迷入組織は種々の臓器で発生 し,迷 入組織よ

りの発癌 も認められる.異 所性肝組織 も頻度は非常に

少ないが認められ,そ の発癌 も報告されている。今回,

われわれは肝円索の異所性肝細胞より発生 したと考え

られる,非常にまれな肝細胞癌の 1例 を経験 したので,

文献的考察を力日え報告する。

I . 症 例

患者 :65歳,男 性

主訴 :悪性腫瘍の精査

既往歴 :58歳より高血圧.13歳 時・肺結核,40歳 時・

痔核,飲 酒歴なし,輸 血歴なし.

現病歴 :高血圧にて近医通院加療中にAFPの 異常

高値を指摘される。胃内視鏡検査,上 部消化管造影に

て胃前庭部に陥凹性病変,腹 部 CTに て肝左葉に腫瘍

を認めたため,精 査目的に当科紹介入院 となる。

入院時現症 :体格大,栄 養良.眼 球結膜に黄染なく

眼験結膜に貧血認めず.表 在 リンパ節は触知せず,胸

部打聴診に異常を認めなかった。腹部は平坦軟で腫瘤

等を触知 しなかった。肝搾腎も触知 しなかった。

入院時検査所見 :AFPが 5,940ng/mlと上昇してい

る以外,血 液生化学検査や他の腫瘍マーカーには,異
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症例は65歳の男性で,高 血圧にて近医通院加療中 AFP高 値を指摘され,精 査にて胃幽門前庭部 IIc

型異癌 と肝左葉肝細胞癌の重複癌 との診断に至った。開腹 したところ,肝 左葉は萎縮 していたが肝内

には腫瘍は認めず,直 径5cmに も腫大 した肝円索を腫瘤状に触知 した。このため手術は肝円索腫瘍を

含め肝左業切除術および幽門側胃切除術を施行 した。摘出標本を検索した ところ肝円索腫瘍は肝 とは

連続性がなく,肝 円索に迷入 した肝組織が癌化 した異所性肝細胞癌であると診断した。異所性肝組織

は胆婁,肝 の支持靭帯,後 腹膜,膵 ,陣 ,大 網,胸 腔内などに存在 し,こ れらも主肝 と同様に硬変化,

癌化することがあるとされている。異所性肝細胞痛は非常にまれではあるが,本 邦でこれまでに 4例

の報告があり,文 献的考察を加えた。

ligamentum teres hepatis, ectopic liver
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常を認めなかった。また,HBs‐ Ag,HCV‐ Abも 陰性

であった (Table l).

画像検査 :入院時施行 した上部消化管造影では,胃

幽門前庭部大脅側に不整なfoldの集中および梶棒状

変化をともなった IIc様病変をみとめた (Fig.1)。 ま

た,胃 内視鏡検査による同部の生検により高分化型腺

癌 と診断された。腹部 CTで は肝左葉は萎縮傾向を示

し,外 側区域の腹側に直径5cm大 の腫瘍像 をみ とめ

た。腫瘍 はCT‐portOgraphyで は造影 されず,CT―

arteriographyでは辺縁不規則で内部不均―に濃染さ

れる腫瘍像 として補出された(Fig。2),MRIで は,Tl

強調画像で low intensity,T2強調画像で isointensity

に結出された。腹部エコーでも腫瘍は48×40mmの 辺

縁不規則で hypoechoicな 腫瘍像 として描出された。

血管造影では肝左葉に,直 径4.5cm大 の濃染を認め,
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Fig. l An upper gastrOintestinal X‐ ray  nllll

sho、ved IIc lesion with convergent mucosal folds

at antrum

腫瘍は左肝動脈,右 胃大綱動脈からの血流を受けてお

り,A‐P shuntも認められた (Fig.3).以 上より胃幽

門前庭部 IIc型胃癌 と肝腫瘍の重複癌 との診断に至 り

開腹手術を施行 した。

手術所見 :1992年12月 7日 ,上 腹部正中切開にて開

腹 した。肝左葉は奏縮 していたが肝内には腫瘍を認め

ず,肝 円索が著 しく腫大 していた。肝右葉は形状,色

調 ともに正常で,肝硬変の所見はなかった。直径約5cm

大の腫瘤状に触知される肝円索には,右 胃大綱動脈か

らの血流支配 もみられた。腫瘍の周囲組織への浸潤は

認めなかったが,大 綱には腹膜播種を思わせる直径約

2cm大 の腫瘍を2か 所に認めた。手術は肝円索の腫瘍

を含め肝左葉切除術および幽門側胃切除 D2郭 清 を施

行 した。術後 AFP値 は速やかに低下 し,術 前値 の

5,940ng/mlか ら,術 後 1か 月間で98 4ng/mlま で低

下 した。

切除標本肉眼所見 :肝円索の周囲に腫瘍が結節状に

発育 し肝円索 と一塊になっていたが,腫 瘍は線維性被

膜によって肝実質 とは明らかに隔てられていた (Fig.

4).胃 は幽門前庭部大彎側に直径10mm大 の IIc病変

を認めた.

組織学的所見 :肝円索の腫瘍は好酸性,細 類粒状の
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Fig. 2 CT scan demonstrated a low density mass
located dorsal to the lateral segment of the liver.
Tumor u'as not enhanced in CT-portographv (A)

and its border was enhanced irregularly in CT-
arteriography (B).

Fig. 3 Angiography showed marked tumor ves

sels f rom the r ight  gasrroepiplo ic ar tery.

胞体に富んだ類円形,多 角形の腫瘍細胞が索状 または

充実性に増生 してお り,細 胞境界は明瞭であった。Ed‐

mondson III型の肝細胞嘱 と考えられた (Fig.5A).

また大綱に認められた 2か 所の腫瘤 も,肝 円索腫瘍の
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Fig. 4 Cut surface of the resected specimen pres,

ents vellowish white hard tumor of 5cm x 5cm
with lobular structure around lig. teres hepatis.

組織像 と類似 した肝細胞癌であった。胃は高分化型の

管状腺癌であった (Fig.5B).深 達度はsmで , リン

パ節転移は認められなかった。AFP染 色では肝円索の

腫瘍は明らかな陽性所見であったが,胃 の管状腺癌は

陰性であった。

H . 考 察

異所性肝組織は,胆 裏,肝 の支持靭帯,後 腹膜,膵 ,

牌,大 網,胸 腔内などに存在 し, これらも主肝 と同様

に硬変化,癌化することがあるとされている。北ナ||ら1)

の報告によると,1989年 までの本邦における副肝48症

例のうち,3例 に肝硬変,2例 に癌化の3)が見られたと

されてお り,ま た山下 らりによる副肝から発生 した海

綿状血管腫,Tsuchidaら "に よる異所性肝組織に転移

した神経芽細胞腫の報告 もある。北川らによると,副

肝の存在部位 としては,48例 中,胆 嚢が26例(54.2%)

と最 も多 く,次 いで肝十二指腸靭帯が 5例 (10.4%),

肝実質を伴わない索状物のみで,肝 右葉 と連絡 してい

るものが 2例 (4.2%),肝 左葉 と連絡 しているものが

2例 (4.2%)で あった。また飽浦らのは,自 らの経験
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Fig.  5 Histo logical  f indings of  specimen.
(A) Tumor of  l ig .  teres hepat is n 'as hepatocel lu lar

carc inoma, Edmondson type I I I .  (HE x200)

(B) Gastric cancer was well differentiated tubular

adenocarcinoma (sm, lyo,  v0) .  (HE x100)

A
B

した副肝 5例 を含め,本 邦での副肝の報告例76例の存

在部位は,胆 裏周囲が64.5%(49/76)と 最 も多 く,次

いで肝十二指腸間膜105%(8/76),索 状物で肝 と連絡

しているもの79%(6/76),謄 帯5.3%(4/76),後 腹

膜5.3%(4/76)で あるとしている。過去の報告からも

肝円索に異所性肝組織が存在 し,そ れが癌化すること

は十分に考えられる.

本症例について,わ れわれは肝円索への迷入肝組織

が癌化 した異所性肝細胞癌 と考えたが,そ の診断には

非常に難渋し,鑑 別診断として,1)肝 細胞癌の肝円索

への浸潤,2)肝 円索原発の腫瘍,3)胃 癌の肝円索転

移,4)肝 円索の異所性肝組織より発生した肝細胞癌,

の 4つ の可能性を考えた。以下その診断に至った根拠

について述べる。

肝細胞癌が肝円索に浸潤することはまれであるが,
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過去には宮崎らの,元 雄 らゆ,Kimら りによる3例 の報

告がみられる。宮崎らのは門脈左枝に腫瘍塞栓を有 し,

著明な肝円索浸潤を示した肝左葉肝細胞癌の 1音」検例

を報告し,肝 細胞癌の肝円索内浸潤をきたす背景 とし

て門脈圧の元進により踏静脈が再開通 し,肝 左葉の腫

瘍が門脈左枝を介 して直接肝円索内の踏静脈に浸潤 し

たと考察 している。また元雄 らゆは,肝左葉内側区域に

生 じた肝細胞癌が肝円索に沿って増殖進展し,脳 上部

の皮膚に直接浸潤 したことを剖検にて証明している。

今回の症例では,手 術所見では肝 と腫瘍 との間には連

続性がなく,術後摘出標本の病理学的検索によっても,

肝左葉には腫瘍は認められなかったことより,肝 癌の

肝円索への浸潤は否定的である。

肝円索は胎生期の階静脈の遺残である線維束で,生

後は肝鎌状問膜に内蔵されている.肝 円索原発の腫瘍

としては,わ れわれが調べた限 りでは圧倒的に平滑筋

肉腫が多 く,そ の他奇形腫,嚢胞の報告 も散見される。

これは肝円索原発の腫瘍が,発 生母地 として胎生期の

勝静脈を起源 としていることから考えると当然であ

り,今 回のような上皮性腫瘍が肝円索から発生するこ

とは,そ の発生学的構造からは考え難い。

胃癌の肝円索転移に関しては,壁 深達度 sm,n(― )

の早期胃癌が,肝 円索だけに直径6cmも の大きな転移

を起 こしたとは考え難 く,ま た肝円索の腫瘍 と胃の高

分化型腺癌では組織型が全 く異なることからも否定的

である。 これは肝円索腫瘍が AFP染 色で陽性であっ

たが,胃 は染 まらなかったことからも裏付けられる.

本症例の腫瘍は,EdmondsOn III型 肝細胞癌の組織

像 と合致 し,肝 とは連続性がなく孤立 していることか

らも,肝 円索に迷入 した肝組織が癌化 した異所性肝細

胞癌であると診断 した。異所性肝細胞癌 については本

邦では 4例 の報告があ り,千 田 らl°lは左三角靭帯 に発

生 し自然破裂 を起 こした異所性肝細胞癌を,堀 内 らか,

炭山 ら11)は
後腹膜内に存在 した肝細胞癌 を,ま た田村

らゆは胆裏壁内よ り発生 した肝細胞癌 を報告 している

(Table 2)。 これ らはいずれ も副肝 あるいは迷入肝組

織が癌化 した と考 えられるもので,主 肝 との間に肝実

質および脈管の連絡性がない点で,肝 外発育型肝細胞

癌 とは根本的に異なる。今回の症例 も,肝 円索に異所

性肝組織が迷入 していた可能性が高 く,主 肝 とは孤立

して異所性肝組織 のみが癌化 した肝細胞癌 と診 断 し

た。
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Table 2 Reported cases of ectopic primary hepatocellular carcinoma in Japan

Author Age&Sex lncation Sizc Historogy AFP Llvcr

Horluchi

(1969)
57 M retroperitoneal space 24× 18× 14cm

liver cell carcinoma
with a maitre travecular
arrangement

unknown
postnecrotic cinhosis
no tumor

Iamura
(1e8e) 54 F gall bladder 10cIIl Edmondson III 29851ngnl

normal
no tumor

Sulliyama

(1989)
54 M retroperitoneal space 9× 9cm Edmondson III 46500nghi

normal
no tumor

Chida

(1992)
59 M left triangle ligamenl 1.5cm Eclmondson II unknown normal

no rumol

Auth〔I

(1994)
65 M ligamentum teres hepatis 5× 5cln Edmondson III 594(hg/ml

normal
no tumor
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A Case Report of Ectopic Primary Hepatocellular Carcinoma Originated
in the Ligamentum Teres Hepatis

Tsunehiro Kobayashi, Yoshiyuki Nakajima, Hiromichi Kanehiro, Yukio Aomatsu,
Atsushi Yoshimura. Masavoshi Ueno. Saiho Ko. Tatsuva Kin.

Kazuo Ohashi and Hiroshige Nakano
First Department of Surgery, Nara Medical University

A 65-year-old man treated for hypertension was found to have a high serum level of AFP, and after
several examinations he was diagnosed as having double cancers (IIc type gastric cancer in the antrum
and hepatocellar carcinoma in the left lobe of the liver). On laparotomy, the left lobe of the liver showed
atrophy but no tumor was detected in the liver. The ligamentum teres hepatis was enlarged and palpable
as a hard mass which was 5 cm across in diameter. Left lobectomy of the liver including removal of the
tumor of the ligamentum teres hepatis and distal gastrectomy were performed. Histopathological findings
showed that the tumor had no connection with the liver itself and it was revealed to be hepatocelluar
carcinoma originating from ectopic liver tissue exists in various organs such as gall bladder, suspensory
ligaments of the liver, retroperitoneum, paccreas, spleen, omentum and intrathoracic space. However
ectopic hepatocellar carcinoma is very rare; only four cases have been reported in Japan.
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