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症例は 65 歳の男性で，1998 年 6 月横行結腸癌に対して右半結腸切除術，D3リンパ節郭清を
施行した．最終病理学診断は中分化型腺癌，ss，n3（＋），P0，H0，M（－），StageIIIb であった．
原発巣切除後約 3年後に肝 S6 に肝内胆管の拡張を伴う腫瘤を認め，大腸癌術後肝転移再発と
診断し肝後区域切除術を施行した．さらに，その 4年後に肝 S3 に新たに腫瘤を認め，前回同様
肝内胆管の拡張を伴う 2度目の大腸癌肝転移と診断し肝外側区域切除術を施行した．2度とも
摘出標本にて肉眼的に胆管内を進展する腫瘍を認めた．病理学的には中分化型腺癌で原発巣病
理所見と類似しており，最終的に肉眼的胆管内進展を伴う大腸癌肝転移と診断した．このよう
な特徴を有する大腸癌肝転移は，腫瘍が進展した胆管を含む系統的肝切除を行い十分な surgi-
cal margin を確保することで長期予後が期待できる症例であり，若干の文献的考察を加え報告
する．

はじめに
大腸癌肝転移はグリソン系脈管に対する親和性

が比較的高く１），なかでも胆管浸潤は微視的に約
40％，肉眼的にも約 10％程度に認められる２）３）．肉
眼的胆管内進展は“腫瘍栓”様に発育する特徴が
あり，本特徴を有する症例は切除後予後が有意に
良好とされている２）３）．今回われわれは大腸癌切除
後長期経過後に，肉眼的胆管内進展を伴う大腸癌
肝転移を異時性に 2度発症した非常にまれな肝切
除例を経験したので報告する．

症 例
患者：65 歳，男性
主訴：下血
既往歴：45 歳時より高血圧症．
家族歴：特記すべきことなし．
現病歴：1998 年 6 月下血にて当科を受診し，精

査後横行結腸癌の診断にて右半結腸切除術および
D3リンパ節郭清を施行した．最終病理学組織診断

は当時の第 5版大腸癌取扱い規約（1994 年 4 月 28
日発行）に則ると，type2，70×55mm，中分化型
腺癌，ss，INFβ，ly2，v1，n3（＋），P0，H0，M（－），
StageIIIb であった．原発巣切除後 3年 4か月を経
過した 2001 年 10 月に肝 S6 に腫瘤を認め，大腸
癌術後肝転移再発と診断し肝後区域切除術を施行
した．その 4年後の 2005 年 9 月に腹部超音波検査
にて肝 S3 に新たに腫瘤を認め，2005 年 11 月に精
査加療目的に 3度目の当科入院となった．
前回肝切除術前腹部CT所見：肝 S6 に約 2.5

cm大の不整な腫瘤を認め，中枢側の肝内胆管
（B6）は軽度拡張していた（Fig. 1）．
前回肝切除手術所見および病理組織学的所見：

肝 S6 表面に突出する約 3cm大の結節性病変を認
め，肝後区域切除術を施行した．摘出標本ではB6
断端 5mmまで肉眼的に腫瘍の胆管内進展を認
め，組織学的に中分化型腺癌であり大腸癌肝転移
として矛盾しないとの診断であった（Fig. 2）．以
上より，最終的に肉眼的胆管内進展を伴う大腸癌
肝転移と診断した．
今回入院時現症：身長 167.4cm，体重 56.1kg，結
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Table　1　Laboratory data on admission

WBC 7,700 /μl TP 6.7 g/dl
RBC 476 × 104 /μl Alb 4.2 g/dl
Hb 14.3 g/dl ChE 0.68 ΔpH
Ht 44.2 % CK 38 U/l
Plt 17.1 × 104 /μl FBS 103 mg/dl

BUN 9.5 mg/dl
T-Bil 0.9 mg/dl Cre 0.83 mg/dl
AST 17 U/l Na 144 mEq/L
ALT 20 U/l K 3.6 mEq/L
LDH 147 g/dl Cl 104 mEq/l
ALP 246 U/l Ca 9.1 mg/dl
LAP 60 U/l CEA 7.5 ng/ml
γGTP 48 U/l CA19―9 30 U/ml

Fig.　1　Enhanced CT showed a 2.5cm ill defined low 
density tumor in S6（arrow）and an adjacent 
dilated intrahepatic bile duct（arrowhead）．

Fig.　2　The resected specimen showed that the 
intrabiliary tumor extended up to 5mm from a 
proximal margin in B6（arrow）．

膜に貧血，黄疸なし．腹部は平坦，軟であり圧痛
もなく腫瘤も触知しなかった．体表面には，結腸
切除時の上下腹部正中切開および肝後区域切除時

の右側胸部から上腹部にいたる斜切開の手術痕を
認めた．
入院時血液検査所見：CEAが 7.5ng�ml と上昇

しているほかは，末梢血検査所見および生化学検
査所見はいずれも正常であった（Table 1）．
腹部CT所見：肝 S3 表面に突出する約 2cm大

の不整な腫瘤を認め，中枢側の肝内胆管（B3）は
拡張していた（Fig. 3）．
腹部超音波検査所見：肝 S3 に 3cm大の不整形

で低エコーを呈する腫瘤を認めた．同部より中枢
側に向け約 3cmの範囲にわたって胆管拡張を認
めた（Fig. 4）．
単発であることから手術適応ありと判断し，精

査開始後 30 日目に手術を施行した．
手術および摘出標本所見：肝 S3 表面に約 3cm

大の白色結節を認め，術中超音波検査にて腫瘍の
拡がりを確認後，肝外側区域切除術を施行した．
摘出標本上，B3断端には明らかな腫瘍の肉眼的進
展は認めなかった．
病理学的所見：摘出標本割面では白色調の主病

変が肉眼的に胆管に沿って周囲に拡がっているこ
とが確認できた．さらに，HE染色ではグリソン鞘
胆管内を乳頭状に増殖している癌細胞を認めた
（Fig. 5）．組織学的には中分化型腺癌であり，原発
巣の摘出組織所見との類似性を認めた．
以上より，2度目の肉眼的胆管内進展を伴う大

腸癌肝転移と診断した．
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Fig.　3　 Enhanced CT showed a 2cm ill defined low 
density tumor in S3（arrow）and adjacent dilated 
intrahepatic bile duct（small arrow）．

Fig.　4　（a）Transverse oblique sonogram of upper 
abdomen showed a 3cm hypoechoic mass in S3
（arrow）．（b）Sag itta l  sonogram of upper 
abdomen showed dilatation of adjacent bile duct 
up to 3cm in length（arrows）．

考 察
大腸癌肝転移はグリソン系脈管に対する親和性

が比較的高く，なかでも肉眼的胆管内進展を伴う
大腸癌肝転移は胆管内を“腫瘍栓”様に発育する
特徴があり１），Okano ら２）によってはじめて提唱さ
れた概念である．Okano ら，Kubo ら３）は大腸癌肝
転移切除術後の摘出標本を病理組織学的に，（1）微
視的胆管浸潤あり，（2）肉眼的胆管内進展あり，（3）
胆管浸潤なし，の三つに分類し，それらを臨床病
理学的に比較検討している．それによると，微視
的，肉眼的にかかわらず胆管浸潤を認めた頻度は
全体のおよそ 40～42％であり，そのうち 10～
12％に肉眼的胆管内進展を認めている．その特徴
としては組織学的に高分化型腺癌が多く，その頻

度を 67％と報告している．その発育様式のほとん
どが転移巣そのものから“腫瘍栓”様に直接胆管
内を乳頭状に増殖・進展していくものであり，門
脈浸潤，肝静脈浸潤はまれである．つまり，肉眼
的胆管内進展を伴う大腸癌肝転移はさほど浸潤性
が強くなく，比較的予後も良好と考えられる．実
際に上記 3分類の大腸癌肝転移の生存率を比較す
ると，1年生存率，3年生存率，5年生存率はそれ
ぞれ（1）98％，56％，48％，（2）100％，94％，80％，
（3）88％，62％，57％，と肉眼的胆管内進展を伴
うものは有意に良好であることが示されている２）．
さらに，Kubo ら３）は肉眼的胆管内進展を伴う肝転
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Fig.　5　Macroscop ical ly，a metastat ic tumor 
extended along the bile duct，and the tumor 
microscopically showed papillary growth in the 
large bile duct lumen.（Hematoxylin-eosin；origi-
nal magnification × 2）

移の原発大腸癌に関して病理組織学的に検討を
行っているが，転移巣同様高分化型腺癌が多く，
静脈侵襲の頻度はまれであり，原発巣切除から肝
転移発現までの期間は，他の微視的胆管浸潤あり，
あるいは胆管浸潤なし，の肝転移と比較して明ら
かに長期であり 36 か月以上と報告している．自験
例においても原発巣が進行癌であったにもかかわ
らず，原発巣切除後，3年後，7年後と長期経過後
に 2度にわたって肝転移を発症している．文献的
には異時性に 2度，肉眼的胆管内進展を伴う大腸
癌肝転移を発症する頻度は約 2％と非常にまれで
あり２），医学中央雑誌で「胆管浸潤」，「肝転移」，「大
腸癌」をキーワードとして 1983 年から 2008 年ま
でで検索したところ会議録を含め 8件，また，
Pubmed で「intrabiliary extention」，「liver metas-

tases」，「colorectal cancer」をキーワードとして同
期間内で検索したところ 4件の検索結果が得られ
た．これらの内容を確認したところ，臨床病理学
的特徴の記載がある肉眼的胆管内進展を伴う大腸
癌肝転移の報告は自験例を含めわずか 5例 7病変
のみであった（Table 2）．
肉眼的胆管内進展を伴う大腸癌肝転移は確実な

肝切除を行えば予後は良好であると考えられるた
め，術前に病巣の拡がりを含めた質的・量的診断
を確実に行うことが肝要である４）．実際にOkano
ら２）は肉眼的胆管内進展の進展距離は最大で 42
mmにも達すると報告しており，胆管内を増殖・
進展していくタイプの大腸癌肝転移は非系統的肝
部分切除では局所再発の可能性が少なからずある
ものと考えられる５）．自験例では残念ながら術前に
病巣の拡がりを含めた確定診断に至らなかった
が，術中超音波検査を行い，確実に surgical mar-
gin を確保するように切除範囲を決定した．大腸
癌肝転移は一般的に膨張性発育が多く，単発・多
発にかかわらず基本的には肝部分切除術が基本で
あるが，術中超音波検査で胆管内進展が疑われた
場合には，われわれは surgical margin を考慮しそ
の進展距離に応じて系統的肝切除術を行うことも
ある．実際に自験例では 1度目は肝後区域切除術，
2度目は肝外側区域切除術と系統的肝切除術を施
行したが，術中超音波検査は術前検査で明らかで
なかった腫瘍の胆管内増殖を確認できることがあ
り，切除範囲の決定に役立ったものと考えている．
さらに，術前の質的診断に関して，自験例は腹部
CTと腹部超音波検査で腫瘍の中枢側に胆管拡張
を認めているが，腫瘤による機械的閉塞に伴う胆
管拡張と異なり，胆管上皮の変化に伴う胆管拡張
は腫瘍の進展する方向により異なるものと思われ
る．なかでも，腫瘍の中枢側に胆管拡張を認める
場合は，腫瘍が予想以上に進展していて拡大切除
が必要となることがある６）．しかし，病理組織学的
に認められた胆管内の乳頭状増殖までは術前検査
では描出されなかった．つまり，摘出標本で肉眼
的に明らかな胆管内進展を認めたとしても，術前
検査ではそれを描出することは困難であり，肉眼
的胆管内進展を伴う大腸癌肝転移に特徴的な所見
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Table　2　Reported cases of colonic liver metastases showing macroscopic intrabiliary extention

Case Author Year Age/Sex Tumor
size Primary site Radiologic 

finding
Histological
differentiation Operation Interval

（months）

1 Oishi8） 1996 45/M 20mm Ascending IHBD dilatation well right hepatectomy 43
2 Wenzel10） 2002 58/M 25mm Sigmoid IHBD dilatation （unknown） right hepatectomy 48
3 Uehara11） 2004 72/M 20mm Ascending IHBD dilatation well right hemihepatectomy 16
4 Tokai9） 2006 75/M （unknown） Cecum （unknown） well partial hepatectomy 48

50mm IHBD dilatation well partial hepatectomy 96
5 Our case 65/M 30mm Transverse IHBD dilatation moderately posterior segmentectomy 40

30mm IHBD dilatation moderately lateral segmentectomy 88

IHBD：intrahepatic bile duct

を術前に指摘できることはまれであると考えられ
る．Okano ら７）は肉眼的胆管内進展を伴う大腸癌
肝転移のCT画像の特徴として，（1）thickened
portal tract，（2）intrahepatic bile duct dilatation，
（3）a wedge-shaped area with enhancement，の
3つを挙げているが，必ずしもこれらすべての特
徴を認めるわけではなく，描出される頻度として
はおよそ 30～40％としている．
胆管拡張を伴う腫瘤形成を呈する鑑別疾患とし

ては肝細胞癌，胆管細胞癌（肝内胆管癌）が挙げ
られる５）８）９）．肝細胞癌の発育様式は胆管内をmas-
sive に浸潤・増殖していき，時に門脈へと浸潤し
門脈塞栓を形成することから一般的には予後不良
と考えられている．また，胆管内発育型の胆管細
胞癌はその他の腫瘤形成型や胆管浸潤型と比較し
て浸潤傾向が強くなく，一般に予後は良好と考え
られている．胆管内進展を伴う大腸癌肝転移に特
徴的な画像所見を認めない場合，肝細胞癌や胆管
細胞癌との鑑別には，既往歴を含めた詳細な病歴
の聴取，肝硬変・感染症の有無，また生化学検査
結果の綿密な検討が必要と考える．最終的な確定
診断は病理組織学的診断にゆだねられるが，大腸
癌肝転移と胆管細胞癌との鑑別に cytokeratin
（CK）20 および CK7 による免疫組織学的検討も
必要に応じて行われるべきであろう３）９）～１１）．

文 献
1）山本順司，斎浦明夫，古賀倫太郎ほか：【腫瘍栓の
すべて】大腸癌肝転移―腫瘍栓の病理．外科
70：138―141, 2008

2）Okano K, Yamamoto J, Moriya Y et al：Macro-

scopic intrabiliary growth of liver metastases
from colorectal cancer. Surgery 126：829―834,
1999

3）Kubo M, Sakamoto M, Fukushima N et al：Less
aggressive features of colorectal cancer with
liver metastases showing macroscopic intrabili-
ary extension. Pathology International 52：514―
518, 2002

4）南湖正男，嶋田 紘：大腸癌肝転移における肝内
微小転移巣．横浜医学 45：229―235, 1994

5）Jinzaki M, Tanimoto A, Suzuki K et al：Liver
Metastases from Colon Cancer with Intra-Bile
Duct Tumor Growth. Radiologic Features. J Com-
put Assist Tomogr 21：656―660, 1997

6）岩田良子，高安賢一，宮川国久ほか：転移性肝癌
における胆管浸潤のCT．日本医放会誌 57：224,
1997

7）Okano K, Yamamoto J, Okabayashi T et al：CT
imaging of intrabiliary growth of colorectal liver
metastases：a comparison of pathological find-
ings of resected specimens. The British Journal of
Radiology 75：497―501, 2002

8）大石正枝，西川秀司，若浜 理ほか：術前診断が
困難であった胆管への浸潤を伴った大腸癌肝転
移の一例．市立札幌病院医誌 56：135―139,
1996

9）Tokai H, Kawashita Y, Eguchi S et al：A case of
mucin producing liver metastases with intrabili-
ary extension. World J Gastroenterol 12：4918―
4921, 2006

10）Wenzel DJ, Gaede JT, Wenzel LR：Intrabiliary
Colonic Metastasis Mimicking Primary Biliary
Neoplasia. AJR 180：1029―1032, 2003

11）Uehara K, Hasegawa H, Ogiso S et al：Intrabili-
ary polypoid growth of liver metastasis from colo-
nic adenocarcinoma with minimal invasion of the
liver parenchyma. J Gastroenterol 39：72―75,
2004



2010年12月 43（1239）

A Case of Colonic Liver Metastases with Macroscopic Intrabiliary Tumor Extension
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Department of Gastroenterological Surgery, National Hospital Organization Shikoku Cancer Center

Macroscopic intrabiliary tumor growth in colonic liver metastasis warrants surgery whose favorable progno-
sis requires a significantly related clear resection margin, as indicated by the case we report here. A 65-year-
old man undergoing right hemicolectomy with D3 lymph node dissection in pR0 in June 1998 for type 2 trans-
verse colon cancer was diagnosed pathologically with moderately differentiated adenocarcinoma StageIIIb（ss,
n3（＋）, P0, H0, M（－））. Follow-up found liver tumors with intrahepatic bile duct dilation twice metachronously-
first in Couinaud nomenclature segment 6, 3 years after primary resection and second in segment 3, 4 years
thereafter. Diagnostic imaging suggested that liver tumors were colonic metastasis. We conducted hepatic
posterior segmentectomy first, followed by hepatic lateral segmentectomy, rather than partial hepatectomy
to maintain a clear resection margin, both resulting in a negative tumor cell margin. Both resected specimens
showed macroscopic intrabiliary tumor growth and the pathological diagnosis was moderately differentiated
adenocarcinoma from colonic liver metastasis. The final diagnosis was colonic liver metastasis with macro-
scopic intrabiliary tumor growth.
Key words：intrabiliary extension, liver metastases, colon cancer
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