
はじめに

肝類上皮血管内皮腫（epithelioid hamangioen-

dothelioma；EHE）は血管内皮由来の非上皮性腫

瘍で，軟部組織，肺，肝などに発生するまれな腫

瘍とされる．また，病理学的には血管肉腫と血管

腫の中間の悪性度を示し，比較的予後不良の悪性

腫瘍である．最近，経験したEHEの 1例について

文献的考察を加え報告する．

症 例

患者：67 歳，女性

主訴：無症状（肝腫瘍精査目的）

既往歴：10 歳，肺結核

家族歴：特記すべきことなし．

現病歴：2002 年 9 月，健診で胸部異常陰影を指

摘され，精査のため胸部CT検査を施行した．その

際，偶然肝に腫瘤を指摘され，精査加療目的で当

院紹介受診となった．

現症：身長 156cm，体重 51kg，腹部は平坦・軟

で，肝・脾・腫瘤を触知しなかった．

入院時検査所見：血液生化学検査で肝胆道系酵

素の上昇は認められず，HBs 抗原，HCV抗体はと

もに陰性であった．腫瘍マーカーはCEA 0.3ng�
ml，CA 19-9 2.7U�ml，AFP 3ng�ml，PIVKA-2
15mAU�ml，DUPAN-2≦25U�ml といずれも正
常範囲内で，ICG R 15 7.5％であった．

腹部超音波検査：肝 S7 に径 4cmの高エコー

域，低エコー域が混在し内部不均一で，辺縁不整

な腫瘤像を呈した（Fig. 1）．

腹部CT：肝 S7 に 径 4×2.5cmの low density

で辺縁不整な腫瘤が描出され，右肝静脈への浸潤，

狭窄を認めた．造影CTでは，早期相でわずかに腫

瘍周囲に造影効果を認め，門脈相，平衡相とすす

むに従い，腫瘍辺縁の造影効果は増強していった

（Fig. 2）．

腹部MRI：T1 強調画像で low intensity に，T2

強調画像では内部不均一な high intensity な腫瘤

として描出され，境界は不明瞭であった．ガドリ

ニウム造影では，腫瘍辺縁が不均一に増強されて

いた（Fig. 3）．

ERCP：肝内胆管および肝外胆管に異常所見は

なかった．

肝動脈造影：辺縁に血管増生を伴う淡い腫瘍濃

染像を呈し，栄養血管は a7 および a8 より分岐し
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症例は 67 歳の女性で，検診で胸部異常陰影を指摘され，胸部CTを施行したところ炎症性変

化のみであったが，肝に low density area（以下，LDA）を指摘され当院紹介受診となった．

腹部CTで，肝 S7 に 4×2.5cmの LDAを認め，動脈相から平衡相にかけて辺縁部の造影効果

を認めた．MRI では T1 強調画像で低信号，T2強調画像では一部高信号な像を呈し，血管造

影検査では辺縁に血管増生を伴う淡い腫瘍濃染像を認めた．非典型的ではあるが胆管細胞癌

を疑い，肝右葉切除術を施行した．腫瘍は，白色，弾性軟で境界は明瞭だが辺縁の spiculation

を認めた．病理組織所見で，グリソン鞘への浸潤性発育を示し，著明な硝子様繊維性間質を

伴った肝類上皮血管内皮腫（以下，EHE）と診断した．文献上，肝原発EHEの本邦での報告

は 63 例，切除は 13 例と少数であり，本疾患の診断，治療，予後について考察を加えた．
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ていた．他に動脈の encasement などの異常所見

は認められなかった（Fig. 4）．

以上の検査所見から，肝血管腫，肝細胞癌は否

定的で，胆管の所見に乏しいが，CTで右肝静脈へ

の浸潤を認め，胆管細胞癌を疑い，肝右葉切除術

を予定した．なお，胸部異常陰影に関しては，炎

症性変化と考えられる小結節影のみであった．

手術所見：腹水，播種結節および肝内転移は認

めなかった．術中腫瘍生検については，腫瘍が右

葉中心部に存在し，腹腔内への播種の危険も考え

施行しなかった．術中超音波検査にて右肝静脈を

巻き込む腫瘤を確認し，肝右葉切除術を施行した．

切除標本肉眼所見：5.5×3.8×2.4cm，白色，弾性

軟の腫瘍で，境界は明瞭であったが，辺縁に spicu-

lation を伴っていた（Fig. 5）．

病理組織所見：著明な硝子様繊維性間質を伴

い，紡錘形の細胞や胞体内に空胞を有する多形成

を示す腫瘍細胞が増生していた．腫瘍内部に石灰

化は認められなかった．また，腫瘍辺縁の棘状部

分では，細胞異型度は低いものの，グリソン鞘へ

の浸潤性発育を認め，類上皮血管内皮腫と診断し

た（Fig. 6）．

術後経過：経過良好で術後 15 日目に退院した．

術後 4か月の現在外来通院中だが，再発・転移を

認めていない．

考 察

文献上，類上皮血管内皮腫（EHE）の最初の報告

は，1982 年，Weiss ら1）の軟部組織に発生した血

管内皮細胞由来の腫瘍 41 症例である．彼らは，こ

の腫瘍細胞が免疫組織化学的に第VIII 因子関連

抗原陽性で，電子顕微鏡的にWeibel-Palade bod-

ies を認めることから，1975 年に Dail ら2）が報告

した肺の intravascular bronchiolo-alveolar tumor

（IVBAT）と同一で，肺・肝にも発生すると述べ

た．また，腫瘍の悪性度は比較的低く，血管腫と

血管肉腫との中間に位置する境界領域の腫瘍であ

るとした．

肝原発EHEの報告は，本邦では 1982 年の

Nakatani ら3）が最初であり，文献上検索しえた限

りでは，2002 年までに 63 例4）～23）が報告されている

（Table 1）．

本邦での報告例の集計では，年齢は 16 歳から

82 歳，平均年齢は 48 歳で，61.9％が女性であっ

た．また，多発例が 82.5％を占め，単発例の 8例

中 7例が切除されているのに対し，多発例のうち

外科的切除がなされた症例は 5例のみであった．

症状としては，2割に腹痛をきたすといわれ，黄

疸を少数例に認められているが，無症状例も多く，

本症例のように偶然発見される症例も約 3割を占

める．また，血液生化学的検査では，7割に肝胆道

系酵素の異常（ALP，γGTPなど）をきたすとされ
る4）が，本症例では単発であったためか正常範囲内

であった．腫瘍マーカーに関しては異常を認めた

報告はなく，本症例でも同様であった．

Fig. 1 Abdominal US revealed a high echoic and ir-

regular mass on the border of the right hepatic vein

（RHV）.

Fig. 2 Abdominal CT findings showed a low dencity

mass, whiches margin was enhanced in the early

phase.（a：plane, b：early phase, c：middle phase,

d：late phase）
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画像所見では，一般的に超音波検査で低エコー

の腫瘤性病変，腹部CTで低吸収域，MRI では T1

強調画像で低信号，T2強調画像で高信号を呈する

とされ24），血管造影では hypovascular とされ

る6）．しかし，本症例のように超音波検査で低エ

コー域と高エコー域が混在する症例も報告25）され

ている．また，造影CTでは辺縁がリング状に造影

される症例もあり6）26），本症例でも早期相から始

まり，門脈相・平衡相で腫瘍辺縁の造影効果が増

強された．しかし，これは胆管細胞癌など繊維成

分の多い腫瘍で認められる delayed enhancement

と同様の所見と考えられ，特徴的とは言いがたい．

このように，画像所見からは，転移性肝癌や硬化

型胆管癌との鑑別は困難である．Furui ら26）は肝

原発 EHE 5 症例の画像所見を検討し，その発育形

態から結節（nodular）型とび漫（diffuse）型とに

分類でき，腫瘍の進展とともにび漫型へ変化して

Fig. 3 MRI showed low intensity tumor on T1 weighted images（a）, high intensity

tumor on T2 weighted images（b）and enhanced tumor on Ga enhanced images（c）.

Fig. 4 Angiogram showed a pale tumor stain. Fig. 5 Resected specimen showed a white and clear

tumor with spiculation.

Fig. 6 Microscopic findings of the tumor showed in-

vasive growth to glisson sheath（a, b）and hyalinized

stroma（c, d）.（a：H.E. stain, ×100, b：H.E. stain, ×

400, c：H.E. stain, ×100, d：H.E. stain, ×400）
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Table 1　A review of 63 patients with epitheloidal 
hemangioendothelioma of the liver in the literature.

1．age

average：
48 year-old
（16 ～ 82）

2．sex

female：
61.9%male：38.1%

cases3．the number
 of tumor

12.7%8single
82.5%52multiple

4.8%3unknown

cases4．diagnosis

22.2%14US guided biopsy
23.4%15open biopsy

22.2%14autopsy

11.1%7laparoscopic biopsy

11.1%7other biopsy

7.9%5resection of tumor

1.6%1others

cases5．metastasis

31.7%20

80.0%16lung
25.0%5peritoneum

15.0%3lymph node

10.0%2spleen

5.0%1diaphragma

5.0%1kidney

5.0%1skin of the head

5.0%1rib

5.0%1chest cavity

5.0%1ovary

cases6．therapeutics

38.1%24observation
17.5%11resection of tumor

1.6%1resection, AI, chemo.

1.6%1resection, AI

17.5%11AI

6.3%4chemo.

3.2%2chemo., AI

1.6%1OK-432

1.6%1PEIT

1.6%1TAE

17.5%11HAI

7．prognosis

0.5 months ～
10 years

chemo.：chemothrapy, AI：Arterial Injection Therapy, 

HAI：Hepatic Arterial Injection Therapy

いくのであろうと推測している．び漫型のEHE

では，�腫瘍が肝辺縁や被膜直下に沿って進展し，
vascularity も増加してくる，�腫瘍内に多くの
hypovascular spots が発生し一部石灰化を伴う，

�肝表面の contour を変えないなどの特徴的所見
を呈するようになる，としている．

確定診断を得るため，本邦では，開腹生検，腹

腔鏡下生検，剖検などが行われ，US下針生検での

診断も 22％で施行されているが，針生検では十分

な組織を採取できないため，開腹下腫瘍生検が推

奨されている．しかし，腫瘍の腹腔内散布なども

考えると，生検をすべきかについては議論の分か

れるところと思われる．また，剖検例の報告も多

く，本疾患の早期診断が困難であることがうかが

える．

肝外転移率は 31.7％で，肺が最も多く，肝外転

移をきたした症例の 80％に認められる．さらに，

腹膜播種，リンパ節，脾に転移した症例もあるが，

いずれもび漫型の症例で，単発例での肝外転移の

報告はない．しかし，本症例の肺の小結節影につ

いては，今後十分な経過観察が必要と考えている．

治療に関しては，本症例のように肝切除を施行

しえた症例は 13 例にとどまり（Table 2），他に

5FU，MMCなどの動注，IL2 による化学療法など

の報告が散見され，肝移植も試みられつつある7）．

しかし，その治療成績に関してはいまだ明らかで

はない．また，本邦では発見時すでに腫瘍が肝全

体を占めるように多発している症例が多く，無治

療経過観察となった症例が 38.1％と最も多いが，

無治療で長期生存する症例もあり，その予後に関

してはいまだ不明な点も多い．一方，欧米では外

科的切除が安全に施行可能であれば最良とする報

告27）もあり，今後さらなる検討が必要と考える．

予後については，生前診断が困難なほど短期間

のうちに死の転帰をたどる血管肉腫に比べ，無治

療でも約 30％が 5年以上生存するといわれるよ

うに長い経過をたどるとされ，発見前より長期間

に肝機能異常を指摘されていた症例19）や，IL2 によ

る化学療法を施行し，治療中断後も 10 年無再発生

存中の報告6）がある．しかし，長期経過を追った報

告は少なく，また，び漫型として発見された症例
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Table 2　A resected cases of epitheloidal hemangioendothelioma of the liver.

prognosismetastasisother
therapeuticsoperative procedureNumberSexAgeAuthorNo.

？――？？M55Takahashi1

 8M alive――？SF69Terada, Takahashi2

？――？SF38Ishii, Kinoshita3

60M alive―AI？MF57Murakami, Rikiou4

？――？SF38Nakaya5

11M alive―AI, chemo.expanded rt. lobectomyMF45Komori, Kuroda6

？――？MF25Okuda7

12M alive――？SF59Takizawa8

？――？SM64Hidaka9

？――rt. lobectomyMF24Horie10

72M alive――rt. tisegmentectomySF48Nagase11

？――？SF40Nakanishi12

？――rt. lobectomy, partial resectionMM73Urano13

 4M alive――rt. lobectomySF67Our case14

S：single, M：multiple, AI：Arterial Injection Therapy, chemo. ：chemotherapy, ―：none, ？：not described

の予後は不良で，今後の症例の蓄積による更なる

検討が必要と考えられる．
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A Case of Epithelioid Hemangioendothelioma of the Liver
with Difficulty in Preoperative Diagnosis

Ryutaro Mori1）, Masaru Miura1）, Tetsuya Takahashi1）, Yoshiro Obi1）, Ken Yamanaka1）,
Tetsuo Abe1）, Saiko Nakashita2）, Hideaki Fujimoto2）and Kyoichi Nakamura3）

Department of Surgery1）, Department of Gastroenterology2）,
Department of Pathology3）, Yokohama Red Cross Hospital

A 67-year-old woman admitted for a liver tumor detected incidentally by computed tomography（CT）was
found in further CT to have a 4×2. 5cm mass at segment 7 of the liver, whose margin was enhanced in the
early phase. Magnetic resonance imaging showed a low-intensity mass in T1-weighted imaging and a partially
high-intensity mass in T2-weighted imaging. Angiography showed pale tumor staining with hypervascularity
in the margin of the tumor. We suspected atypical cholangial cell carcinoma, and conducted right hepatic
lobectomy. The tumor was white, clear, and elastically soft, with spiculation. Histopathologically, it showed in-
vasion to the glison sheath with marked hyalinized stroma. The final diagnosis was epithelioid hemangioendo-
thelioma of the liver. We review 63 cases of epithelioid hemangioendothelioma of the liver reported in the
Japanese literature. Of these, only 13 were resectable. Preoperative diagnosis of this tumor is generally diffi-
cult.
Key words：epithelioid hemangioendothelioma, liver, resection
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