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症例は 77 歳の女性で，心窩部不快感を主訴に近医受診し，上部消化管内視鏡検査にて胃体中
部前壁に壁外からの圧迫所見を認め当院紹介受診となった．腹部超音波検査にて，肝左葉外側
区域（S2）に 39×30mmの等から高エコー腫瘤を認めた．腹部造影CTでは，同部の辺縁部か
ら内部に向けて，不均一な造影効果を認めた．腹部MRI では T1 強調像で低信号，T2強調像で
高信号，dynamic study にて内部が不均一に造影された．その他，消化管精査で異常はなかった．
第 1に海綿状血管腫を疑ったが，画像所見上，肝内胆管癌，転移性肝癌などとの鑑別は困難で
あった．平成 16 年 7 月，腹腔鏡補助下肝部分切除術を施行した．病理組織学的検査では線維性
結合組織と海綿状血管腫が混在し，肝硬化性血管腫と診断した．肝硬化性血管腫の報告はまれ
であり，検索しえたかぎり 9例を認めるのみであった．

はじめに
肝臓の硬化性血管腫（sclerosing hemangioma）

は，病理組織学的には通常の海綿状血管腫が血管
内腔の血栓形成などによって退行変成に陥り，腫
瘤のほぼ全体に線維化あるいは硝子変成を呈した
ものである．頻度としてはまれであり，転移性肝
癌，胆管細胞癌などの一部の悪性腫瘍との鑑別は
困難である．
今回，我々は確定診断に至らなかった肝硬化性

血管腫の 1切除例を経験したので，若干の文献的
考察を加えて報告する．

症 例
患者：77 歳，女性
主訴：心窩部不快感
現病歴：平成 16 年 5 月下旬より心窩部不快感

を認め，近医受診．上部消化管内視鏡検査で胃体
中部前壁に壁外からの圧迫所見を認め，精査加療
目的に当院紹介となった．
既往歴，家族歴：特記事項なし．

入院時現症：身長 143.7cm，体重 46.7kg ，腹部
は平坦，軟で，腫瘤を触知せず．皮膚，眼球結膜
に黄染なし．
入院時血液検査所見：HBs 抗原（－），HCV

抗体（－）で，肝機能に異常はなかった．腫瘍マー
カーはAFP 2.5ng�ml ，CEA 1.0ng�ml ，CA19―9
35U�ml と基準値範囲内であった．
上部消化管内視鏡検査所見：胃体中部前壁に，

壁外から圧迫される粘膜下腫瘍に類似した隆起病
変を認めた．
腹部超音波検査所見：肝左葉外側区域（S2）に

3.9×3.0cmのやや内部不均一な高エコー腫瘤を認
め，肝外に突出していた．カラードプラにて血流
シグナルはなく，腺癌（転移性肝癌，胆管細胞癌）
を疑うような辺縁低エコー帯も認めなかったが，
完全には否定できなかった（Fig. 1）．
腹部CT所見：単純CTにて肝 S2 に 4cm大の

低吸収域を認めた．造影CTにて，動脈相で辺縁が
造影され，門脈相，平衡相，遅延相と徐々に内部
が不均一に造影された（Fig. 2）．
腹部MRI 所見：T1強調像にて低信号，T2強調

像にて，辺縁が低信号，中心部が一部高信号であっ
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Fig. 1 Abdominal ultrasonography revealed a heterogeneous iso-high echo-

ic mass measuring 39×30mm in size in S2 of the liver.

Fig. 2 Abdominal CT. A：plain CT of S2 tumor，B：enhanced CT early arterial phase of S2 

tumor，C：enhanced CT late arterial phase of S2 tumor，D：enhanced CT portal venous 

phase of S2 tumor，E：enhanced CT delayed phase of S2 tumor.
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た．Dynamic study にて辺縁から内部に向かっ
て，不均一に造影効果を認めた（Fig. 3）．
その他，下部消化管内視鏡検査所見，FDG-PET

検査所見にて，異常はなかった．
腹部CT，MRI の造影パターンより，第 1に肝海

綿状血管腫を疑ったが，内部が不均一なこと，肝
外に突出していることから，転移性肝癌，胆管細
胞癌などとの鑑別は困難であり，確定診断には至
らなかった．術前の肝生検に関しては，肝外に突
出していること，肝海綿状血管腫を第 1に疑った

こと，また，もし腺癌であったときに穿刺による
播種の危険性があることから施行しなかった．
平成 16 年 7 月に腹腔鏡補助下，肝部分切除術を

施行した．臍下部，心窩部に 10mmトロッカー挿
入，左右肋骨弓下に 5mmトロッカーを 2本挿入
した．気腹下に鎌状間膜，冠状間膜，三角間膜を
laparosonic coagulating shears（LCS）を用いて切
離し，肝外側区域を受動，心窩部のトロッカー挿
入部を延長し，直視下に肝部分切除術を施行した．
切除標本肉眼検査所見：径 4.3×3.5cmの辺縁
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Fig. 3 Abdomunal MRI. A：T1-weighted image of S2 tumor，B：T2-weighted image of S2 tumor，C～F：dynamic 

MRI of S2 tumor enhanced by Gadolinium.
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Fig. 4 Resected tumor was a smooth whitish solid 

mass 4.3×3.5cm in size. Black and brown spots 

were found on cut surface.

平滑な白色充実性の腫瘤を認め，割面は，白色充
実部の内部に黒褐色調の斑状部を散見した（Fig.
4）．
病理組織学的検査所見：器質化から硝子化した

線維性結合組織と，大小の拡張した海綿状血管腫

が混在し，肝硬化性血管腫の診断であった（Fig. 5）．
考 察

肝臓の海綿状血管腫は良性腫瘍のうちでは最も
頻度が高く，剖検例で約 1～20％とされる１）．海綿
状血管腫は大きさが 4cmを超えるようになると，
血管腫の内部に血栓，壊死，瘢痕形成，石灰化な
どの 2次的変化が認められるようになり，画像上，
多彩な像を呈するようになる．肝硬化性血管腫（以
下，本症）は，そうした通常の海綿状血管腫がた
どる退行性変化の終末像に近い状態とされてい
る．病理学的には腫瘍のほぼ全体が広範囲に線維
化，硝子化し，血管腔がわずかに認められるのみ
となったものである２）．本症の頻度はまれで，剖検
例では 1,000 例に 2例との報告がある３）．
本症の特徴としては腫瘍全体が線維化，硝子化

変性し，血管腔が著しく減少あるいは消失するた
め画像診断が困難となる．文献的には超音波検査
で高エコー像を呈し，単純CTでは低吸収域，造影
CTでは腫瘍内部は造影されず，辺縁にリング状
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Fig. 5 The tumor was composed of fibrous connective tissue and various size of cavernous 

angioma tissue.

Table 1  Reported cases of liver sclerosing hemangioma in Japan

AngiographyMRIEnhanced CTPlain CTUS
Location
diameter

Age/
Gender

Author/Year

Tumor stainT1 low 
T2 low～high

Ring enhanceLow densityLow echoicS3 20mm81
Female

Ishii11）1995

Tumor stainT1 low 
T2 low～high

Ring enhanceLow densityHigh echoicS7 22×20mm49
Female

Kobayashi10）1996

Not poolingT1 low 
T2 low～high

Not enhanceLow densityHigh echoicS6 10mm66
Female

Ukai9）1998

PoolingUnknownNot enhanceLow densityUnknownS4 50mm67
Female

Yamashita5）2000

Not ring enhanceLow densityHigh echoicS8 23mm77
Male

Okada4）2001

Not poolingT1 low 
T2 center high

Ring enhanceLow densityIso～low echoicS2 35mm70
Female

Hayakawa8）2003

PoolingRing enhanceLow densityHigh echoicS8 20mm59
Male

Hamatu7）2004

Not poolingT1 low 
T2 high

Ring enhanceLow densityIso echoicS8 50×30mm64
Male

Morikawa6）2005

T1 low 
T2 high

A spots enhanceLow densityIso～high echoicS2 39×30mm77
Female

Our case

濃染を認めることが多いとされている．MRI では
T1 強調像で低信号，T2強調像でわずかに高信号
を呈し，血管造影では pooling を認めないと報告
されている４）．
本邦報告例は，医学中央雑誌および関連文献

（1983 年～2005 年）より「肝硬化性血管腫」をキー
ワードに検索したところ（会議録を除く），自験例
をあわせて 9例のみであった（Table 1）．そのうち
7例は 4cm以 下 であり，超音波検査で 5例
（55.6％）が高エコー，単純CTで 9例（100％）が
低吸収域，造影CTで 6例（66.7％）がリング状濃
染を認めた．MRI は 7 例に施行されていたが，そ
のうち 6例でT1強調像で低信号，T2強調像でわ

ずかに高信号を呈していた．なお，血管造影は 7
例に施行されており，4例で造影剤の pooling や
tumor stain を認めた４）～１１）．
自験例は，超音波検査で高エコーで，CTでは，

単純CTで低吸収，造影CTにて辺縁部から不均
一に造影効果を認めた．MRI では T1 強調像で低
信号，T2強調像で辺縁が低信号，中心部が一部高
信号であった．肝血管腫を最も疑う所見と考えら
れたが，内部が不均一なこと，肝外へ突出してい
ることから，術前の確定診断は困難で，術後切除
標本の病理所見で診断を得ることとなった．
肝硬化性血管腫はまれな疾患であるが，画像所

見では，転移性肝癌，胆管細胞癌，線維成分に富
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んだ他の腫瘤との鑑別は困難で，切除標本による
病理学的診断が必要である．今後は，線維成分に
富む腫瘤性病変の鑑別診断に肝硬化性血管腫も念
頭に置き，診断，治療にあたるべきと考えられた．
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A Resected Case of Sclerosing Hemangioma

Hiroya Iida, Yasuhisa Tango, Yoshihiro Tsutamoto, Takanori Harimura＊,
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Toshiomi Kusano＊ and Yasushi Irie＊＊
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A 77-year-old woman with epigastric pain undergoing upper gastrointestinal（GI）tract endoscopy elsewhere
was found to have a protruding extramural lesion in the anterior wall of the middle gastric body and She was
referred for further evaluation. Abdominal ultrasonography showed a space-occupying lesion of the liver
（SOL）measuring 39 by 30mm with an iso to high echo level. Abdominal computed tomography（CT）showed
an enhanced heterogeneous SOL on the inside of the marginal portion of the tumor. Abdominal magnetic reso-
nance imaging（MRI）showed a low signal SOL on a T1-weighted image and a high signal SOL on a T2-
weighted image. A dynamic MRI study showed an internal heterogeneous image. No other GI tract examina-
tions showed any abnormal findings. We first suspected the mass to be a cavernous hepatic hemangioma, but
it was difficult to distinguish liver hemangioma accurately from intrahepatic bile duct carcinoma or metastatic
liver tumor. In July 2004, we conducted laparoscopic-assisted partial hepatectomy. The tumor consisted of fi-
brous connective tissue and a cavernous hemangioma. Histopathological analysis yield a definitive diagnosis of
liver-sclerosing hemangioma. Case reports of liver-sclerosing hemangioma are rare, and only 9 such cases
have, to our knowledge, been described in the literature.
Key words：sclerosing hemangioma, cavernous angioma, liver
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