
Table 1　Laboratory data on admission

 mg/dl163T-chol /mm38,600WBC

 IU/l176CPK /mm3411 × 104RBC

 mg/dl13.2BUN g/dl13.7Hb

 mg/dl0.89CRE %39.2Ht

 mEq/l139.0Na /mm316.1 × 104PLT

 mEq/l3.8K mg/dl1.06T-Bil

 mEq/l100.4Cl mg/dl0.50D-Bil

 mg/dl0.2CRP IU/l96GOT

 ng/ml31.3AFP IU/l233GPT

 ng/ml3.6CEA IU/l375LDH

 U/ml25.1CA19-9 IU/l263ALP

（－）HBs-Ag IU/l175LAP

（－）HBs-Ab IU/l195γGTP

（3 ＋）HCV-Ab IU/l 320AMY

%12.7ICGR15 KU2.7ZTT

0.138　  K15 Δ pH0.62ChE

 g/dl7.2TP

 g/dl4.7Alb

緒 言

肝細胞癌はしばしば門脈や肝静脈に浸潤し腫瘍栓を

形成するが，胆管内に浸潤，発育することはまれであ

る．今回，我々は胆石様発作で来院し，入院後経過中

に画像上胆管内腫瘍栓が脱落し再発育が観察され，切

除しえた胆管内発育型肝細胞癌の 1例を経験したので

報告する．

症 例

患者：63歳，男性

主訴：右季肋部痛

既往歴：平成 1年 7月くも膜下出血

家族歴：特記すべきことなし．

現病歴：平成 6年 8月より食後に右季肋部の疝痛発

作を認めたため近医を受診し，肝胆道系酵素の上昇を

指摘され当科に紹介され，10月25日入院した．

現症：身長162.5cm，体重41.5kg，体温36.2℃．貧血，

黄疸なく表在リンパ節を触知せず．腹部は圧痛なく腫

瘤触知せず．

入院時検査所見：肝胆道系酵素の上昇を認め，HCV

抗体陽性であった．腫瘍マーカーではCEA，CA19-9

は正常範囲内であったが，AFPは31.3ng�ml と高値で
あった（Table 1）．

腹部超音波所見：右肝管に一致して長径2.5cmの腫

瘤を認め，その末梢胆管は拡張していた（Fig. 1）．

腹部CT所見：肝前上区域（以下，S8と略記）胆管

の拡張を認め胆管内に造影される径1cmの腫瘤を認
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症例は63歳の男性で，食後右季肋部の疝痛発作のため入院した．腹部超音波，CT検査で肝前上区域

（S8）に胆管内部の腫瘤陰影とその末梢胆管の拡張を認め，ERCPでは同部に辺縁平滑な陰影欠損像を

認めた．この後直接胆管造影で腫瘤陰影の脱落，その後再び腫瘤陰影が確認された．血管造影で肝 S

8に腫瘤濃染像を呈したため，胆管内発育型肝細胞癌を疑い手術を施行した．肝 S8表面の腫瘍を認め，

胆管内腫瘍栓は肝門部まで進展していたため，右葉切除術を施行した．主腫瘍の割面は被膜形成なく

最大径は2.2cmで腫瘍栓に連続性を認めた．組織学的にはEdmondson III 型の肝細胞癌であった．

本邦報告例の臨床的検討では，肝切除例の予後は姑息的治療例より良かった．自験例のごとく被膜

形成が不明瞭な浸潤性の腫瘍で，2cm前後の肝細胞癌でも胆管内発育を来すため，占居部位がGlisson

鞘に近い例では十分な範囲の切除が必要である．
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めた（Fig. 2a）．これと連続して中枢側に向い胆管内を

腫瘤が伸びていた（Fig. 2b）．

経内視鏡的胆管造影（以下，ERCと略記）所見：S

8胆管枝から総肝管に至る範囲で辺縁平滑な透亮像が

認められた（Fig. 3a）．その翌日腹痛，発熱と黄疸を認

め，2日後血中総ビリルビン3.8mg�dl，ALP 364IU�l，
白血球8,800�mm3と閉塞性胆管炎を呈したため，S8胆
管枝より経皮経肝胆道ドレナージ（以下，PTCDと略

記）を施行した．4日後チューブが肝外に逸脱したため

経内視鏡的経鼻的胆道ドレナージ（以下，ENBDと略

記）を施行した．

ENBD造影所見：ENBD施行時，ERCの時にみら

れた胆管内の透亮像は消失していた（Fig. 3b）．しかし

6日後の再造影にてチューブが挿入されている S8胆

管枝に陰影欠損像が再び出現していた（Fig. 3c）．2

度施行した胆汁細胞診はいずれも class III であった．

血管造影所見：肝動脈造影では S8に腫瘤濃染像を

認めた（Fig. 4a）．門脈相では S8門脈内側枝が途絶して

いた（Fig. 4b）．

以上の所見より S8の胆管内発育型肝細胞癌を疑い，

12月 6日手術を施行した．

手術所見：肝は慢性肝炎を呈し，肝 S8表面に腫瘍が

露出していた．術中超音波検査では胆管内腫瘍栓が右

肝管分岐部まで伸展しており，中肝静脈に沿って肝門

部方向に切離をすすめ右葉切除術を施行した．最後に

残した右肝管根部を切開すると，腫瘍栓の先端が露出

した．根部で右肝管を切離，肝管断端の迅速病理で悪

性所見を認めず，断端を縫合閉鎖し手術を終了した．

切除標本肉眼所見：切除肝重量は540g．主腫瘍は肝

S8に存在し2.2×2.0cmで，ここより右肝管に向い4.1

×1.1cmの腫瘍栓が伸びていた（Fig. 5）．原発性肝癌取

扱い規約1）に準じると，結節型，Ig，Fc（－），Sf（－），

S1，N（－），Vp1，Vv0，B2，IM0，P0，Tw（＋）（0.4

mm）で，肉眼的進行程度はT2N0M0，Stage IIであった．

病理組織学的所見：腫瘍は trabecular pattern を示

す Edmondson III 型の肝細胞癌であった．腫瘍は末梢

門脈枝に浸潤，腫瘍栓を形成し，さらに近接した胆管

に穿破するように発育していた．胆管内腫瘍栓は同様

の癌組織像を認めた（Fig. 6）．非腫瘍部の肝は慢性活

動性肝炎であった．

術後経過：術後経過良好にて37日目に退院した．術

後 2年 3か月頸部リンパ節腫脹を認め，生検にてリン

パ節転移と判明した．頸部CTでは深頸リンパ節，縦隔

リンパ節が腫大し気管および気管支を圧排していた．

塩酸ミトキサントロン静注投与による全身化学療法を

行ったが，患者は腸閉塞，無気肺，肺炎に罹患し術後

2年 7か月死亡した．

考 察

胆管内に浸潤し発育する肝細胞癌は黄疸，腹痛を初

発として発症する．この特異な発育形式を示す肝細胞癌

Fig. 1 Ultrasonography revealed the tumor, 2.5 cm

in size, in the dilated intrahepatic bile duct.

Fig. 2 （a）Computed tomography revealed an en-
hanced tumor in the intrahepatic bile duct at the

anterior superior segment of the liver（arrow）.

（b）The tumor extended to the proximal bile duct

（arrow）.
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をicteric type hepatoma2），cholestatic type hepatoma3）

と呼んだが，矢田貝ら4）が胆管内発育型肝細胞癌（以下，

本症と略記）と呼称して以来，本症の名称が一般的に

なった．全肝細胞癌症例における頻度は0.7～9％とい

われている3）5）6）．本症はMallory ら7）が最初に報告して

いるが，我々は本症の本邦報告例を検索し，田口ら8）の

報告例と自験例を合わせた237症例について臨床的検

討を加えた（Table 2）．男女比は4.4：1，年齢は31歳か

ら80歳，平均57.0歳で中高年男性に多かった．初発症状

は黄疸がほぼ必発で，胆管内腫瘍栓に伴う胆石様発作，

Fig. 3 （a）Endoscopic retrograde cholangiography revealed a smooth filling defect
with the clear margin in the right and common hepatic duct.（b）The second cholan-

giography through the endoscopic nasal biliary drainage tube showed that the tu-

mor disappeared, but（c）a filling defect appeared in the bile duct of the anterior su-

perior segment, represented by the third cholangiography.

Fig. 4 （a）Celiac arteriography revealed a tumor
stain at the anterior superior segment in arterial

phase（arrow）.（b）Portography via superior mes-

enteric artery showed that the portal branch at the

anterior superior segment was obstructed（arrow）.

Fig. 5 Resected liver included the tumor of 2.2×2.0

cm in size at the anterior superior segment（arrow）

and the tumor thrombus extended to the right he-

patic duct（arrow head）.
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胆管炎の症状が多く，また腫瘍栓からの出血によると

考えられる消化管出血が3％に認められた．

臨床的に肝細胞癌あるいは肝腫瘍と診断できたのは

113例（47.7％）であった．その中で本症と診断された

例は65.5％であるが，胆道内病変を原発性腫瘍，結石と

診断された例が目立った．

診断上最も有用とされるのが直接胆道造影で，�柔
らかい感じで辺縁平滑な透亮像，�体位交換による透
亮像の変形や位置の変化，�閉塞部胆管壁に硬化不整
像なし，�胆管閉塞は完全閉塞でない9）～11），などが特

徴的所見である．また経皮経肝的，あるいは経口的胆

道鏡による胆管内腫瘍栓の観察と直視下生検により確

定診断を得た症例報告が散見される12）～15）．自験例は

一連の直接胆道造影にて胆管内腫瘍栓の脱落，再発育

が経時的に観察され，術中所見で右肝管に腫瘍栓が確

認された貴重な症例であった．

治療の判明している本症報告例を検討すると肝切除

を伴う手術が81例（43.1％）と最も多く，1983年までの

症例126例のうち肝切除例21例（16.7％）と比較し，1984

年以降の症例は111例で肝切除例60例（54.1％）と増加

しており，近年の診断技術と肝切除手術手技の向上を

反映していると考えられた．高度肝機能障害のため肝

切除の適応のない症例には，まず PTCDなどで減黄を

図り，肝動脈塞栓療法（以下，TAEと略記）と動注療

法，全身化学療法，放射線療法などの姑息的治療を選

択している．木曽ら16），朝倉ら17）は切除不能胆管内発

育型肝細胞癌に対しTAEを，関ら18）は経皮的エタノー

ル注入療法，経皮経肝的マイクロ波凝固療法，さらに

放射線療法を行っており集学的治療の意義を報告して

いる．Table 2で肝切除症例81例中 1年以上生存は25

例（30.9％），5年以上生存は 6例（7.4％），平均生存期

間は18.7か月に対し，姑息的治療156例中 1年以上生存

9例（5.8％），5年以上生存は 1例のみで，平均生存期間

は5.5か月であり，明らかに肝切除例の生存率が高かっ

た．根治手術の適応があれば，積極的な肝切除によっ

て予後の向上が期待できると考えられた．

腫瘍径 2cm以下の細小肝癌の症例は報告例中15例

（6.3％）であった．治療は肝切除12例，姑息的治療 1例

と肝切除率が高かった．記載のある報告のうち，被膜

形成陰性 5例，陽性 5例（被膜浸潤陽性 2例）であり，

平均生存期間は14.2か月で必ずしも予後は良くなかっ

た．胆管内発育の形式として，肝門部で癌組織が直接

主胆管を侵す例が多いが，末梢領域で門脈内腫瘍栓の

隣接胆管内への進展も認められ19），自験例は後者の進

展形式であった．また原発巣が胆管に近接しているこ

と20），明瞭な被膜形成を伴わず，浸潤性発育を示す浸

潤型または結節浸潤型であること19）が胆管内浸潤を容

易にするといわれている．Ikeda ら21）は本症の治療方

針として，腫瘍から10mm以上の surgical margin を

とって肝切除を行うべきと述べている．自験例は細小

Fig. 6 The tumor invasion into the bile duct（arrow）

and the tumor thrombi（T）were seen.

Table 2 237 cases of hepatocellular carcinoma invad-

ing the biliary tract in Japan
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肝癌の範疇に入らないが，2cm前後の肝細胞癌でも胆

管内に浸潤性に発育する例には，進行肝細胞癌と同様

に十分な切除範囲を設定すべきと考えられた．
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A Case of Hepatocellular Carcinoma Invading the Biliary Tract
―Review of the Japanese Literature―
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Tadatoshi Ohkubo and Satoshi Nakamura＊
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A 63-year-old man was admitted to our hospital with right hypochondralgia. Ultrasonography and com-
puted tomography revealed a tumor in a dilated intrahepatic bile duct. Endoscopic retrograde cholangiogra-
phy also showed an elevated tumor in the right and common hepatic ducts. It was noted on cholangiography
that a filling defect by the tumor intermittently appeared and disappeared. Angiography demonstrated a hy-
pervascular lesion in the right lobe of the liver. Hepatocellular carcinoma invading the biliary tract was diag-
nosed. Because of tumor extension into the right hepatic duct noted at laparotomy, right lobectomy was per-
formed. The tumor was histologically hepatocellular carcinoma which was invading the bile duct. In the litera-
ture, the prognosis of patients who undergo hepatectomies was better than that of patients treated pallia-
tively. Hepatocellular carcinoma invading the biliary tract seldom has capsular formation and is invasive ,
hence adequate hepatic resection is essential to good prognosis regardless of the tumor size.
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