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症例は 67 歳の男性で，10 年前よりC型慢性肝炎にて通院中，2003 年 8 月腰背部痛が出現し
たため当院を受診した．AFPが 60ng�ml と高値で，腹部USにて肝 S5 に 4cm大の高エコー腫
瘍を認めた．造影CTでは辺縁のみ造影され，総肝動脈，下大静脈周囲リンパ節腫大もみられた．
上部・下部消化管に癌病変なく，肺・縦隔にも異常所見はなかった．腹部血管造影検査で S5
に腫瘍濃染像がみられ，CT-APにて perfusion defect を呈し肝細胞癌と診断，TAEを施行し
た．しかし，壊死効果不十分であったため，開腹下にマイクロ波凝固療法およびリンパ節摘出
術を行った．肝腫瘍は生検にて低分化型肝細胞癌と診断され，摘出したリンパ節に類上皮細胞
肉芽腫と転移巣が混在して認められた．術後約 2年健存中である．悪性腫瘍の数％にサルコイ
ド反応がみられ本邦では胃癌，肺癌に多いとされているが，肝細胞癌に伴った報告は自験例を
含め 5例とまれであり文献的考察を加えて報告する．

はじめに
悪性腫瘍の所属リンパ節や腫瘍組織自体に類上

皮細胞肉芽腫を認めることがあり，サルコイド反
応と呼ばれている．その成因や臨床的意義に関し
てはいまだ不明な部分が多い．本邦では胃癌や肺
癌に多いとされているが１），肝胆膵領域の癌では報
告が少なく，肝細胞癌の報告はほとんどみられな
い．今回，我々は，肝細胞癌の転移リンパ節に著
明なサルコイド反応を認めた症例を経験したので
報告する．

症 例
症例：67 歳，男性
主訴：腰背部痛
家族歴：特記すべきことなし．
既往歴：57 歳時よりC型慢性肝炎にて近医通

院中．
現病歴：2003 年 8 月初旬より腰背部痛が出現

したため当院を受診，腹部エコーにて肝腫瘍が認

められ精査加療目的に入院となった．
入院時現症：身長 162cm，体重 64kg，栄養良好．

貧血，黄疸なし．表在リンパ節を触知せず．胸部
は理学的に異常を認めず．腹部は平坦，軟で，腹
水貯留なく，肝臓，脾臓，腫瘤を触知しなかった．
入院時血液検査所見：ICGR15 22.5％，プロトロ

ンビン活性 78.2％で肝障害度Bであった．腫瘍
マーカーではAFPが 60ng�ml と高値を示した
（Table 1）．
腹部エコー検査所見：肝 S5 に 4cm大の halo

を有する等から高エコー腫瘍を認めた．
腹部 dynamic CT所見：肝 S5 に単発性の腫瘍

を認め，早期相にて腫瘍辺縁は造影効果を受けた
が，後期相まで腫瘍内部は造影されなかった．ま
た，総肝動脈周囲から下大静脈周囲に径 1.5cm
を超える腫大したリンパ節が集簇してみられた
（Fig. 1）．
しかし，上部・下部消化管内視鏡検査にて原発

病変は認められず，肺・縦隔CTにて肺野病変や
両側肺門リンパ節腫脹も全くみられなかった．
腹部血管造影検査所見：右肝動脈を feeder と
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する径 4cm大の tumor stain が認められた（Fig.
2）．
また，同時に撮影したCT-APにて同病変は

perfusion defect を呈したことからも肝細胞癌と
診断し，Lipiodol-TAEを施行した．しかし，その
後の造影MRI にて完全壊死が得られていなかっ
たため，ablation による追加治療ならびにリンパ
節腫大の精査目的に，10 月下旬開腹手術を施行し
た．
手術所見：総肝動脈周囲，下大静脈周囲に最大

径 3cmまでに腫大した，弾性硬なリンパ節を数個
認めた．そのうち，1個（No.16b1）を sampling
し術中迅速組織検査に提出したところ，肉腫様の
悪性所見を疑うとの結果であった．リンパ節腫大
は広範囲に及んでいたが剥離しえたので，最終的
に No.8a，8p，9，11p，12a，12p，13a，16b1，
16b2 リンパ節を摘出し，S5 の肝腫瘍に対し針生
検による組織採取後マイクロ波凝固療法を追加し
手術を終了した．
病理組織学的検査所見：肝腫瘍は低分化型肝細

胞癌であった．腫大したリンパ節は広範に乾酪壊
死を伴わない肉芽腫で占められていた．肉芽腫内
にはCD68 染色陽性を示す多数の類上皮細胞，
Langhans 型多核巨細胞とリンパ球浸潤が認めら
れ，さらにサイトケラチン染色陽性の腫瘍細胞が
肉芽腫の間に枯れ枝状に存在していた（Fig. 3）．

摘出したリンパ節 21 個中 7個（No.8a，8p，11
p，16b1，16b2）に肝細胞癌の転移がみられ，その
すべてに著明な類上皮細胞肉芽腫が認められた．

Table 1

g/dl8.6TP/μl7,700WBC
g/dl4.3Alb/μl441×104RBC
mg/dl0.4T-Bilg/dl14.3Hb
IU/l25AST%41.2Ht
IU/l23ALT/μl17.3×104Plt
IU/l356ALP
IU/l76γ -GTP%78.2PT
IU/l187LDHsec28.1APTT
IU/l67CPK%67.1HPT
mg/dl11.7BUN
mg/dl0.7Cre%22.5ICGR15
mEq/l140Na
mEq/l4.7Kng/ml4.2CEA
mEq/l107Clng/ml60AFP
mg/dl0.3CRPmAU/ml15PIVKA-I I

Fig. 1 Abdominal CT showed a tumor of 4 cm in di
ameter on segment 5 of the liver with peripheral 
enhancement in the early phase（A）. Several 
lymph nodes were swollen around the common he
patic artery（B）, and the inferior vena cava（C）.



2007年 3 月 27（273）

また，転移のないリンパ節 14 個中 2個にも類上皮
細胞肉芽腫が散在性に認められた．
現在初発治療後 2年以上経過し，その間に肝内

再発を来したが，明らかなリンパ節転移の再燃は
みられず健存中である．

考 察
悪性腫瘍に伴うサルコイド反応は 1910 年代か

ら報告がみられ２），Brincker３）による文献集計では
固形腫瘍 3,770 例中 165 例（4.4％）に認め，その特
徴として，ほとんどが癌腫に伴い肉腫にはまれで
ある，腺癌より扁平上皮癌に多い，原発巣にもみ
られるが所属リンパ節に多くみられる，特に転移
のないリンパ節に多い，と報告されている．癌腫
別の頻度では，欧米では特に子宮癌，乳癌に多く４），
本邦では胃癌，肺癌に多いとされている１）．肝胆膵
領域の癌では報告が少なく，1968 年から 2005 年
の Pub Med および 1983 年から 2005 年の医学
中央雑誌で「肝細胞癌」，「サルコイド反応」，「類
上皮細胞肉芽腫」をキーワードに検索したところ，
自験例を含め 5例のみであった５）～８）．肝細胞癌原発
巣に伴った報告が 3例５）～７），早期胃癌との重複癌症
例で転移のない所属リンパ節内に認められた報告
が 1例で８），肝細胞癌の転移リンパ節において認め
られたのは本症例のみであった．
サルコイド反応の特徴である非乾酪性類上皮細

胞肉芽腫の成因として，マクロファージとT細胞
を中心とする抗原特異的な細胞性免疫反応による

形成機序が解明されてきているが９），悪性腫瘍に伴
うサルコイド反応の場合，腫瘍由来の可溶性抗原
によって誘導される宿主側の免疫反応が深く関与
していると考えられている１０）１１）．サルコイド反応を
伴う癌患者は免疫能が強いことが示唆され，良好
な予後が期待されるとする報告が多い．山本ら１２）

は胃癌切除 807 例中 7例（0.82％）にサルコイド反
応を認め，早期胃癌 2例と進行胃癌 5例の全例に
再発を認めなかったと報告している．また，サル
コイド反応を伴ったホジキン病症例では化学療法
による寛解期が有意に長く，さらに寛解期が長い
のみならず長期予後が良好であるとも報告されて
いる１３）１４）．腫瘍の進行とともにサルコイド反応の消
失した症例の報告もあり１５），宿主の免疫能が腫瘍
の進展とともに低下することに関連した現象とも
考えられている．一方，Kamiyoshihara ら１６）は 7
例の肺癌症例の検討からサルコイド反応は予後に
影響しないとし，その臨床的意義について一定の
見解は得られていないのが現状である．
肝細胞癌のリンパ節転移率は，原発性肝癌に関

する追跡調査１７）において手術所見（N1）で 1.8％
（4,698 例中 85 例），病理診断（n1）で 2.1％（3,411
例中 70 例），剖検で 28.3％（350 例中 99 例）と報
告され，臨床的に遭遇する頻度は低率である．転
移部位では肝十二指腸間膜内，総肝動脈周囲，膵
頭周囲，大動脈周囲の順に多いとされている１８）．そ
の転移形式はリンパ流に沿った系統的な転移でな
く skip metastasis が多いとされ１９）２０），高率に合併
する肝硬変などの慢性肝障害により結合織の増生
に伴う側副リンパ管の発達が生じリンパ流が複雑
な経路をたどるためと考えられている２１）．リンパ
節転移を来す肝細胞癌の特徴は，腫瘍径の大きな
もの，塊状型・浸潤性発育するもの，分化度の低
いものに多いとされ，予後不良と考えられてい
る１９）２２）．異時性のリンパ節転移例では摘出手術によ
り長期生存が得られた報告が散見されるが２０）２３），森
田ら２４）は外科切除により予後が改善される可能性
のある症例は転移個数が単発の場合であるとして
おり，自験例のように同時性かつ多発性のリンパ
節転移を来している場合は一般的に外科治療の適
応とならず，予後も極めて不良と考えられる．外

Fig. 2 Abdominal angiography showed tumor 
staining feeded from the rt. hepatic artery.
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科切除以外の治療として放射線療法の報告もみら
れるが，一時的な効果は認められるが長期生存は
得られていない２５）２６）．
自験例では，原発巣に対する局所コントロール

と転移リンパ節の外科切除を行い，肝内再発を来
したものの 2年生存が得られた．肝細胞癌には極
めてまれなサルコイド反応を伴っていたことが比
較的良好な予後に寄与した可能性が示唆され，癌
に対する免疫応答の観点において臨床上興味深い
症例と考えられた．
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A Case Report of Hepatocellular Carcinoma Associated with Sarcoid Reaction in Regional Lymph Nodes
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Kazuhiro Takeuchi, Atsunori Nitta and Hajime Tanaka
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We report an extremely rare case of hepatocellular carcinoma accompanied by sarcoid reaction in regional
lymph nodes. A 67-year-old man with chronic hepatitis C admitted for back pain had serum α-fetoprotein ele-
vated to 60ng�ml. Abdominal ultrasonography showed a hyperechoic tumor about 4cm in diameter in seg-
ment 5 of the liver. Dynamic bolus computed tomography（CT）showed peripheral enhancement of the tumor,
accompanied by enlarged lymph nodes around the common hepatic artery and the inferior vena cava. Hepatic
arteriography showed tumor staining, and CT during arterioportography showed a perfusion defect, yielding
a diagnosis of hepatocellular carcinoma. Transcatheter arterial embolization（TAE）of the right hepatic artery
was conducted, followed by microwave coagulation therapy to the liver tumor with lymph node dissection un-
der laparotomy. Microscopically, biopsy specimens of the liver tumor showed poorly differentiated hepatocel-
lular carcinoma, and dissected lymph nodes involved tumor metastasis including marked epithelioid granulo-
mas.
Key words：hepatocellular carcinoma, sarcoid reaction, epithelioid granuloma
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