
はじめに

肝細胞癌（以下，HCCと略記）はその血行支配の特

徴より壊死をおこしやすい腫瘍として知られている．

しかし，完全な自然壊死を呈したHCCの報告例は非

常に少ない1）．今回，我々は細小HCCの完全な自然壊

死と思われる 1切除例を経験したので報告する．

症 例

患者：58歳，男性

主訴：なし．

既往歴：53歳，腎結石

家族歴：特記すべきことなし．

現病歴：1993年 3 月の社内検診にて肝機能異常を指

摘され，近医を受診，肝に異常陰影を指摘され，精査

加療目的に 8月31日当院紹介入院となった．

入院時現症：身長174cm，体重91kg．結膜に貧血，

黄疸なく，表在リンパ節は触知しなかった．手掌紅斑，

くも状血管腫，腹壁の静脈怒張は認めず，腹部は平坦

軟で腫瘤は触知しなかった．

入院時検査所見：血小板数が7.0×104�mm3と低下
し，GOT69IU�l，GPT 100IU�l と軽度の肝機能障害が
認められ，HCV抗体陽性であった．alpha-fetoprotein

（以下，AFPと略記）は正常であった．ICG消失率は

0.155と軽度低下していた（Table 1）．

腹部CT所見：単純CTにて肝右前下区域（以下，S

5と略記）に直径約1.5cmのほぼ円形の腫瘤を認めた．

内部が肝実質と等濃度で周囲に低濃度帯を伴ってい

た． 造影CTでは造影効果は認めなかった（Fig. 1A）．

腹部MRI 所見：T1強調画像にて，S5領域に約2cm

の境界比較的明瞭で，辺縁が輪状の低信号域，内部が

モザイク状の低信号域の腫瘤が認められた．T2強調画

像においても，ほぼ同様の所見であった（Fig. 1B）．

gadolinium-DTPAを用いた dynamic MRI では造影さ

れなかった．

腹部血管造影所見：固有肝動脈造影で腫瘤の辺縁に

一致してリング状の淡い濃染像を認め（Fig. 2），portal-

CTでは欠損像として描出された．

肝腫瘤性病変のエコー下生検を 2度行ったが，一部

壊死物質を伴う慢性肝炎の像で確定診断は得られな

かった．術前診断HCCにて 9月13日，手術を施行し

た．

開腹所見：腹水は認められず，肝は表面が軽度不整，

辺縁鈍で S5区域の肝被膜直下に小指頭大の黄白色調

の腫瘤が確認できた．これを含めた S5区域の部分切除

を行った．なお術中エコーにて他部位に病変は認めな

かった．

切除標本所見：腫瘤は直径1.2×1.0cm，周囲との境

界明瞭で線維性被膜を有し，その内部には黄褐色の壊

日消外会誌 ３２（１）：32～35，１９９９年

完全な自然壊死をきたしたと考えられた肝細胞癌の 1例

神戸大学医学部第 1外科，同 第 1病理＊

伊藤 卓資 金丸 太一 森田 康 山本 正博

黒田 嘉和 林 祥剛＊ 伊東 宏＊

症例は58歳の男性で，社内検診にて肝腫瘤を指摘され，当院へ紹介入院となった．腹部CTにて右前

下区域に直径1.2cmの腫瘤を認め，血管造影所見で，腫瘤の辺縁に一致してリング状の淡い濃染像を認

めた．肝細胞癌（HCC）の診断にて，肝部分切除術を施行した．切除標本で，腫瘤は直径1.2×1.0cm，

周囲との境界明瞭で線維性被膜を有し，その内部には黄褐色の壊死様物質が認められた．組織学的所

見では，腫瘤は細胞成分は全くなく，好酸性の壊死物質が索状に配列しており，被膜内にも同様の壊

死物質が認められ，HCCの完全自然壊死症例と考えられた．非腫瘤部は肝硬変であった．術後経過良

好で第22病日退院した．3年経過後，多発性のHCC再発をきたした．本邦におけるHCCの完全な自

然壊死報告例は 4例と非常に少なく，貴重な症例と考え報告した．

Key words：

＜1998年10月14日受理＞別刷請求先：伊藤 卓資

〒650―0017 神戸市中央区楠町 7― 5― 1 神戸大学

医学部第 1外科

hepatocellular carcinoma, spontaneous necrosis

症例報告



Table 1 Laboratory data on admission
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死様物質が認められた（Fig. 3）．

病理組織学所見：Hematoxylin-Eosin 染色では腫瘤

には viable な細胞成分はなく，好酸性の壊死物質が索

状に配列しており（Fig. 4A），被膜内にも同様の壊死物

質が認められた（Fig. 4B）．確定診断は得られなかった

がHCCの自然壊死症例と診断された．非腫瘍部は乙

型肝硬変であった．

術後経過は良好で第22病日に退院した．退院後は 1

か月ごとの外来にて血液，生化学検査，および 3か月

ごとのAFP，腹部超音波検査，腹部CTにて follow

up した．1996年11月13日，腹部CTにて，肝異常陰影

を指摘され再入院となった．腹部血管造影で右後下行

枝，右前上行枝の末梢にそれぞれ径約2cmの腫瘤濃染

像を認め，HCCの再発と診断して，肝動脈塞栓療法

Fig. 1 （A）Abdominal CT shows a low density area,
about 1.5cm in S5, on enhanced CT, it was less en-

hanced（arrows）．（B）Abdominal MRI demonstrates

a liver tumor at the anterior segment of the liver

（arrowheads）．

Fig. 2 Hepatic angiography reveals a ring enhance-

ment cnsistent to the tumor（arrowheads）．

Fig. 3 Pathomacroscopic picture. The tumor has a

thick fibrous capsule and its margin is clear.
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Table 2 Reported cases of spontaneous complete necrosis of hepatocellular carcinoma

Preoperative
diagnosis

Associated
liver disease

Capsule
formation

Hepatic
angiography

Tumor size
（cm）Age, SexAuthors

AbscessUnknownnegativeno tumor stain3.268，F１．Yamamoto
　 （1991）

Hepatocellular
carcinoma

Liver cirrhosispositivering
enhancement

1.858，M2．Yamamoto
　 （1991）

Hepatocellular
carcinoma

Liver cirrhosispositiveno tumor stain3.069，M３．Ozeki
　 （1996）

Hepatocellular
carcinoma

Liver cirrhosispositivering
enhancement

1.258，M４．Itoh
　 （1998）

（以下，TAEと略記）を施行した（Fig. 5）．3か月後の

腹部CTにて S6，S8に Lipiodol の貯留を認めた．現在

外来にて経過観察中である．

考 察

近年，術前HCCとの鑑別が困難な腫瘤性壊死病変

が報告されている1）．肝内に孤立性の壊死変化を生じ

る原因として，循環不全，炎症性壊死，腫瘍性壊死が

考慮されている．このうち，腫瘍性壊死とくにHCC

の壊死に関してはHCCの栄養血管が基本的に，肝動

脈にのみ依存しており，術前無治療の切除症例におい

ても術後の病理検索で種々の程度に壊死が認められ

る2）3）．しかし，HCCの完全自然壊死症例は非常にま

れで，われわれが検索したかぎり，本邦においては，

山本ら2）の 2 例，Ozeki ら4）の 1 例と自験例を含めて 4

例のみである（Table 2）．報告例はいずれも，画像診断

上 hypovascular な腫瘍で，組織標本でも索状型の凝固

壊死像を呈しており，病理検索による確定診断は不能

である．山本ら2）は切除標本におけるHCCに特徴的な

病理所見像をもって，またOzeki ら4）は切除後のAFP

の正常化をもってHCCの自然壊死例と診断してい

る．自験例も，病理組織学的に細胞成分がまったくな

いことより確定診断は不可能であった．しかし，HCV

抗体陽性で肝硬変を併存しており，被膜と隔壁形成を

Fig. 4 Pathomicroscopic picture．（A）Eosinophilic ne-

crotic tissue is arranged in trabeculae in the tumor．

（B）Eosinophilic necrotic tissue is seen in fibrous

capsule.

Fig. 5 Hepatic angiography 3years later after sur-

gery, it shows two liver tumors at the anterior and

posterior segments.
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持つ腫瘤で，好酸性の壊死物質が索状に配列した腫瘍

性病変であること，通常のHCCと同様壊死物質が被

膜内に浸潤する像がみられることなどHCCに特徴的

な病理所見像がみられHCCの自然壊死例の可能性が

もっとも高いと思われた．また，本症例では血管造影

にて辺縁，すなわち被膜が淡く造影されるのみで内部

がその時点ですでに壊死に陥っていたと考えられた．

過去の報告例を検討すると，完全自然壊死症例の特

徴として，腫瘍径が1.2から3.2cmと小さく，症例 1を除

き，被膜を有していることである．通常のHCCでは腫

瘍径の小さいHCCで壊死をきたすことはまれであ

り5），また被膜形成率も低いことが報告されている6）．

井田ら5）は厚い被膜を有したHCCの広範囲壊死を 2

例報告している．被膜を有する結節型HCCでは膨張

型発育を示しており，血管構築からみると腫瘍内部は

むしろ血流は低下していると考えられており2）3）7），急

速に発育して被膜を形成するHCCでは自然壊死が生

じやすいことが考えられた8）．自験例では腫瘍径が1.2

cmと細小で，厚い線維性被膜形成による血流の遮断

が完全壊死の原因と考えられた．

本症例は切除 3年後に，腹部CTにて肝異常陰影を

指摘され，腹部血管造影にて腫瘤濃染像を認められた．

TAE施行後～腹部CTにて Lipiodol の貯留を認めた

こと9）より，HCCの再発と判断した．画像上では腫瘍内

部への血流の存在により，再発腫瘍に壊死傾向はない

と考えられた．

画像診断の進歩とともに，典型的な血管造影所見を

呈さない症例も増加している10）．HCCの完全な自然

壊死を術前に診断することは困難であるが，画像診断

上造影効果のない腫瘍で，血管造影上腫瘤の辺縁に一

致したリング状の淡い濃染像が確認されたら，本例を

念頭においた診断治療が必要であると思われた．
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A Case Report of Spontaneous Complete Necrosis of Hepatocellular Carcinoma

Takashi Itoh, Taichi Kanamaru, Yasushi Morita, Masahiro Yamamoto,
Yoshikazu Kuroda, Yoshitake Hayashi＊ and Hiroshi Itoh＊

First Department of Surgery and ＊First Department of Pathology,
Kobe University, School of Medicine

A58-year-old man visited our hospital with liver dysfunction. On admission, computed tomography re-
vealed a low density area, 1.2cm in Couinaud's segment 5（S5）．Hepatic angiography showed ring enhance-
ment with a central hypovascular zone. Under a diagnosis of hepatocellular carcinoma（HCC），we partially re-
sected S5. The lesion was a yellowish mass, measuring 1.2×1.0cm, with a capsule. Histopathologically, the tu-
mor consisted of eosinophilic necrotic tissue with a trabecular pattern, which was found in the intracapsular
area. No viable cells were found by examination of the tumor. The non-tumor liver tissue revealed cirrhosis.
Finally, this case was considered to be one of spontaneous complete necrosis of HCC. The patient's postopera-
tive course was uneventful. Three years after hepatectomy, he was readmitted because of multiple recur-
rence of HCC. Only four cases of spontaneous complete necrosis of HCC in Japan were found in the literature．
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