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術後急速な再発形式をとった肉腫様形態を伴う細胆管癌の 1例
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症例は 62 歳の男性で，B型慢性肝炎の follow up CTにて肝 S8 に腫瘤を指摘され，当科を紹
介受診・入院となった．入院時検査にてHBs-Ag（＋），HCV-Ab（－）であり，腫瘍マーカー
はAFP・PIVKA-II ともに上昇を認めた．画像診断と合わせて肝細胞癌の診断にて肝前区域切
除を施行した．病理所見は腫瘤の多くは異型の強い核を持つ多形性～紡錘形の細胞が混在して
増殖する肉腫様の組織と，その周囲の細胆管類似の管腔形態を示す組織であり，肉腫様変化を
示した細胆管癌と診断した．術後経過は良好で通常通りに退院したが，術後 3か月頃より残肝
再発，傍大動脈リンパ節腫大を認め，肝不全により術後 4か月で死亡した．肉腫様変化を伴う
胆管癌はまれであり，さらに細胆管癌もまたまれな疾患である．その両者が混在した貴重な症
例を経験したので報告した．

はじめに
肉腫様変化を伴う肝細胞癌（hepatocellular car-

cinoma；以下，HCC）の報告は散見されるが，肉
腫様変化を伴う肝内胆管癌（cholangiocellular car-
cinoma；以下，CCC）の報告は非常に少なく，CCC
の 4.5％にすぎないとされている１）．また，細胆管
癌（cholangiolocellular carcinoma；以下，CLC）も
また原発性肝癌の 0.56～1％と報告されるまれな
疾患である２）３）．今回，我々はまれな疾患である
CLCに更にまれである肉腫様変化を伴い，術後 3
か月の CTですでに多数の肝内再発・リンパ節転
移・胸水を認め，術後 4か月未満で死亡する急速
な経過をたどった 1例を経験したので報告する．

症 例
患者：62 歳，男性
主訴：B型肝炎の follow up 中に発見された肝

腫瘤．
家族歴：特記すべきことなし．
既往歴：B型慢性肝炎
現病歴：1997 年より前医にてB型慢性肝炎の

治療を受けていた．2008 年 6 月に follow up CT
にて肝 S8 に腫瘤を指摘され，当科を紹介受診と
なった．
入院時身体所見：腹部膨満・腹痛なし．腹水な

し．
入院時検査所見：HBs-Ag（＋），HCV-Ab（－）．

Child-Pugh 分類A，Liver damage A．軽度の肝胆
道系酵素の上昇を認めた．腫瘍マーカーはAFP
172.8ng�ml（10ng�ml＞），Protein induced by vita-
min K absence or antagonist-II（以下，PIVKA-II）
864mAU�ml（40mAU�ml＞）とHCCマーカーの
上昇を認めた（その他の腫瘍マーカーは検索しな
かった）（Table 1）．
入院時CT：肝 S8 に 4.5cm大の腫瘤を認めた．

動脈相で辺縁の一部が染まり，大部分は低吸収を
示していた（Fig. 1A）．中枢側に帯状の低吸収領域
を認め（Fig. 1B），門脈腫瘍栓（portal vein tumor
thrombosis；以下，PVTT）と判断した．以上の所
見より，画像上は PVTTを伴うHCCと判断した．
また，S7（Fig. 1C）と S8�7 に小結節を認め，こち
らもHCCと考えた．明らかなリンパ節腫大を認
めず，腹膜播種を疑わせる所見も認めなかった．
手術所見：2008 年 8 月にHCCの診断にて肝前
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Table　1　Laboratory findings on admission

WBC 4,800 /ml BUN 11 mg/dl
RBC 500 × 104 /ml Cre 0.6 mg/dl
Hb 15.8 g/dl
Hct 44.7 % ICG-R15 9.7 %
Plt 8.5 × 104 /ml

PT 76 % AFP 172.8 U/ml
INR 1.19 PIVKA-II 864 U/ml

AST 44 IU/l HBs-Ag （＋）
ALT 41 IU/l HCV-Ab （－）
T-Bil 1.2 mg/dl
ALP 293 IU/l Child-Pugh A
LDH 104 IU/l Liver damage A
γ-GTP 36 IU/l
TP 7.2 g/dl
Alb 4.2 g/dl

Fig.　1　Axial-contrast-enhanced CT scan obtained in 
arterial-phase shows peripheral early enhancement 
tumor in segment 8 of the liver（A）and in seg-
ment 7 of the liver（B）．The zonal hypointens 
area，which is central side of the segment 8 tu-
mor，was revealed in portal-phase，that was sup-
posed to portal vein tumor thrombosis（C）．
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区域切除・S2 部分切除（術中USにて発見）・S7
の術中ラジオ波焼灼術（S8�7 の腫瘤は触診・術中
USいずれでも同定できず）を施行した．術中も明
らかなリンパ節転移や腹膜播種を疑わせる所見は
認めなかった．手術時間は 330 分で，出血量は
2,069ml，輸血は施行しなかった．肉眼的には切除
された肝前区域に 53×50mm，S2 に 4×3mmの
腫瘍を認めた．腫瘍の割面は白色・辺縁不整で境
界が不明瞭な単純結節周囲増殖型と判断した
（Fig. 2）．
病理所見：（前区域腫瘤）腫瘤の多くを占めるの

は多形性に富む，紡錘形から多稜形細胞が混在し
て増殖する肉腫様の組織である（Fig. 3A）．その周
囲に細胆管に似た管腔形態を示す組織を認め，周
囲の肝細胞に移行する像も認めた（Fig. 3B，C）．
また，腫瘍の一部には核中心性で好酸性の胞体を
有しており，索状配列を示すHCC様の組織も認
めた（Fig. 3D）．（S2 腫瘤）異型の強い核を持つ細
胞が線維性の間質を伴って増殖する細胆管類似像
が主体であり，前区域腫瘤の主体を示す像と類似
していた．周囲には細胆管に似た管状構造を認め
るが，HCC類似の細胞成分は認めなかった．
（免疫染色）組織の特性を確認するため免疫染色
を施行した．肉腫様の組織ではVimentin（＋），α-
Smooth muscle actin（SMA）（＋），Cytokeratin

7（CK7）（－），Cytokeratin 20（CK20）（－），Hepa-
tocyte（－），CA19―9（－）であり，間葉系・肉腫
への分化を示した（Fig. 4）．ただし，CK7�20 はご
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Fig.　2　Macroscopic findings．The section of the 
tumor shows 53 × 50mm in size in the anterior 
section of the liver.

く一部の肉腫様組織では陽性を示しており，上皮
組織からの肉腫様変化をより示唆する所見であっ
た．細胆管類似組織ではVimentin（－），SMA
（－），CK7（＋），CK20（＋），Hepatocyte（－），
CA19―9（focal＋）であった（Fig. 5）．HCC様の組
織においてはVimentin（－），SMA（－），CK7
（±），CK20（＋），Hepatocyte（－），CA19―9
（－）であった．
以上の所見より，肉腫様変化を示したCLCと診

断した．
術後経過：術後胆汁漏を認めたものの，全身状

態良好にて術後第 14 病日に退院した．退院後問題
なく経過していたが，10 月下旬より呼吸困難が出
現し，11 月初旬に当院再診・入院．腹部CTにて
肝再発・傍大動脈リンパ節腫大・右多量胸水を認
めた．胸膜癒着術を施行し，胸水も一度はコント
ロールされたものの，肝機能の著明な低下を認め
12 月初旬に死亡した．

考 察
肉腫様変化を伴うHCCの症例は近年増加傾向

にあり，HCCの剖検例において 4～9％４）５），外科手
術例の 1.9％６）を占めると報告されている．いくつ
かの報告６）～８）によれば，肉腫様変化を伴うHCC
は肝動脈塞栓法・肝動注化学療法・エタノール注
入療法・ラジオ波焼灼法など肝局所療法後に有意
差をもって高い確率で発生すると報告されてい

る．最近の局所療法施行頻度の拡大９）により，発
生頻度はより高くなりつつあると考えられる．
一方，CCCに肉腫様変化を伴う症例は少なく，山
口ら１０）の報告によれば，本邦では 26 例が報告され
ているのみである．また，我々の検索しえた範囲
（医中誌web；1983 年～2010 年，キーワードは
「細胆管癌」および「肉腫様変化」PubMed；「cho-
langiolocellular carcinoma」および「sarcomotous
change」）では CLCに肉腫様変化を伴った症例の
報告は認めなかった．CCCに肉腫様変化を伴う症
例の報告によると，特徴は男性にやや多く，初発
症状は発熱や上腹部痛が多いとされている．また，
血液検査所見では腫瘍マーカーが正常を示す例が
多く，造影CTでは辺縁が徐々に造影されるもの
が多いと報告されている１０）～１５）．また，CLCは原発
性肝癌の 0.56％２）～1％３）と報告されるまれな疾患
であり，増生細胆管やHering 管に類似した異型
に乏しい癌細胞が小管腔構造を示し，それらが互
いに不規則に吻合するように増殖する組織像を特
徴とする原発性肝腫瘍と定義される３）１６）．WHOの
分類ではCCCの特殊型の一つとして記載されて
いるのみ７）であるが，日本肝癌研究会の原発性肝癌
取扱い規約では 2008 年の第 5版より細胆管癌が
HCCや CCCから独立して一つのカテゴリーとし
て分類されるようになった１７）．その中にも明記さ
れているが，CLCにはHCCに類似する像やCCC
に類似する像が併存することが多く，それぞれと
の鑑別あるいは混合型肝癌との鑑別が難しいこと
も多い．その境界をどこに引くかということはま
だ議論される余地のあるところだと思われ
る１６）～１８）．本症例でも肉腫様組織とCLC様組織を同
程度ずつ認めたが，その境界部は明瞭でなく，境
界部では双方の組織が混じり合った像を認めてい
る．また，一部にはHCC類似組織も認め，混合型
肝癌も鑑別として考えられる症例であった．厳密
な診断基準が定まっていない現在の状況において
はそれぞれの施設や病理診断医によって意見がわ
かれるところだと思われるが，我々は組織形態を
重視して，腺癌部分の大部分を占めている細胆管
の増生像をもって本症例は細胆管癌であると診断
した．こういった境界領域と思われる判断に迷う
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Fig.　3　Microscopic findings．The tumor consists of adenocarcinoma component，sarco-
matous component and hepatocellular carcinoma component．A：The sarcomatous com-
ponent shows pleomorphic spindle cells．B：The adenocarcinoma component shows 
small ductules with anastmosing pattern．C：Tumor cells are proliferating as if they are 
replacing the noncancerous liver cell cords，which is one of the characteristic features of 
cholangiolocellular carcinoma．D：Furthermore，the tumor contains HCC like cells with 
an eosinophilic cytoplasm form cords.
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Fig.　4　Immunohistochemical staining shows the 
tumor of the sarcomatous compornent is positive 
for Vimentin.

Fig.　5　Immunohistochemical staining shows the 
tumor of the cholangiocellular carcinoma comporn-
ent is positive for CK7.

症例も実臨床では多く認められると予想され，明
確な診断基準の早急な設定が望まれる．
CLCもまた，発生頻度が低い故に術前診断が難

しい疾患として知られている．その臨床症状は
CCCと類似しており，画像診断上の特徴として，
CTでは動脈相で早期に造影され（その多くは辺
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縁から求心性に造影され），静脈相においても造影
が遅延することを特徴とすると報告１９）２０）されてい
る．本症例では術前診断はHCCと判断して手術
を施行しているが，自覚症状は認めず，CT・MRI
像では動脈相で高吸収�高信号を示し，門脈・静脈
相で低吸収�低信号を示すHCCパターンであっ
た．肉腫様変化を来した腫瘍は一般には内部が低
吸収で周囲のみ造影される転移性肝腫瘍様の造影
パターンをとることが多いと言われている２１）．し
かし，理由は不明であるが，今回そういった像は
認めなかった．また，腫瘍マーカーもAFP，
PIVKA-II ともに著明な上昇を示すHCCパター
ンであったため，正確な術前診断をすることは困
難であったと考えられる．しかし，予後および術
後の補助化学療法を含む治療方法を考えるうえ
で，それぞれの鑑別は非常に重要であると考えら
れる．肉腫様変化を伴うCCCの報告では予後は
極めて悪く１０）～１５），血行性・リンパ行性に転移し，平
均生存期間は 4か月とされている．一方，CLC
の予後に関しては通常のHCCまたは CCCより
もよいとする報告２２）があるが，定まっていないの
が現状である．Komuta ら２３）の報告によればCLC
は Hering 管が発生母地と考えられており，肝前
駆細胞（hepatic progenitor cell；以下，HPC）由
来の腫瘍であることが示唆されている．そして，
HPC由来の腫瘍は混合型肝癌やCK7 陽性かつ
CK19 陰性のHCCにおいて，予後が不良であると
報告している．細胆管癌がHPC由来の癌である
とすると，同じく予後が悪いとも考えられるが，
症例が少ないこともあり確認はされていない．ま
た，HPC由来の癌であると考えられている混合型
肝癌との鑑別・分類は，免疫組織学的検索をもっ
てしても非常に困難であると考えられる．しかし，
その鑑別はその後の治療方針に重大な影響を与え
うるものであるので，今後，症例の集積を進める
ことと共に検討すべき重要な問題であると考えら
れた．

文 献
1）Nakajima T, Tajima Y, Sugano I et al：Intrahe-
patic cholangiocarcinoma with sarcomatous
change. Clinicopathologic and immunohisto-

chemical evaluation of seven cases. Cancer 72：
1872―1877, 1993

2）Shiota K, Taguchi J, Nakashima O et al：Clinico-
pathologic study on cholangiolocellular carci-
noma. Oncol Rep 8：263―268, 2001

3）Steiner PE, Higginson J：Cholangiolocellular car-
cinoma of the liver. Cancer 12：753―759, 1959

4）Stocker JT, Ishak KG：Undifferentiated（embry-
onal）sarcoma of the liver：report of 31 cases.
Cancer 42：336―348, 1978

5）Zornig C, Kremer B, Henne-Bruns D et al：Pri-
mary sarcoma of the liver in the adult. Report of
five surgically treated patients. Hepatogastroen-
terol 39：319―321, 1992

6）神代正道：肝悪性腫瘍の病理．消化器画像 5：
463―467, 2003

7）Hamilton SR, Aaltonen LA：Pathology & Genet-
ics Tumors of the Digestive System. Lyon, Inter-
national Agency for Research on Cancer, 2000

8）Kojiro M： Pathology of hepatocellular carci-
noma. Blackwell publishing, Massachusetts, 2006,
p88―89

9）日本肝癌研究会：第 18 回全国原発性肝癌追跡調
査報告（2004～2005）．日本肝癌研究会，東京，
2009，p58―67

10）山口由美，西土井英明，村上 敏：肉腫様変化を
伴った胆管細胞癌の 1例．臨外 62：1423―1427,
2007

11）橋本真治，中郡聡夫，小西 大ほか：肉腫様変化
を伴った肝内胆管癌の 1例．日臨外会誌 67：
2162―2167, 2006

12）川原 弘，大塚俊美，島中公志ほか：肝細胞と胆
管細胞の 2方向への形質分化を示した肝原発未
分化癌の 1例．肝臓 45：678―683, 2004

13）塩沢英輔，河野修一，大阿久俊郎ほか：多発肝膿
瘍様の画像所見を呈し，肉腫様胆管細胞癌と考え
られた 1例．診断病理 23：212―216, 2006

14）近藤裕美子，高野将人，森田剛平ほか：肉腫様肝
内胆管癌と肉腫様肝細胞癌の 2症例．Journal of
Nara Medical Association 59：175―181, 2008

15）柴田直哉，上田裕滋，大内田次郎ほか：肝内胆管
癌の特殊型 肉腫様変化を伴った 1例．消化器画
像 3：617―621, 2001

16）佐々木素子， 中沼安二：肝幹細胞と細胆管癌．肝
胆膵 57：445―452, 2008

17）日本肝癌研究会：臨床・病理 原発性肝癌取扱
い規約（第 5版補訂版）. 金原出版, 東京, 2009, p48

18）原田憲一，小坂一斗，中沼安二：細胆管癌の病理．
肝胆膵 50：853―858, 2005

19）Motosugi U, Ichikawa T, Nakajima H et al：Cho-
langiolocellular carcinoma of the liver：Imaging
findings. J Comput Assist Tomogr 33：682―688,
2009

20）Asayama Y, Tajima T, Okamoto D et al：Imag-
ing of cholangiolocellular carcinoma of the liver.



2010年12月 49（1245）

Eur J Radiol in press, 2009
21）Pua U, Low SC, Tan YM et al：Combined hepato-
cellular and cholangiocarcinoma with sarcoma-
toid transformation：radiologic-pathologic corre-
lation of a case. Hepatol Int : Epub ahead of print,
2009

22）Kanamoto M, Yoshizumi T, Ikegami T et al：
Cholangiolocellular carcinoma containing hepato-

cellular carcinoma and cholangiocellular carci-
noma, extremely rare tumor of the liver：a case
report. J Med Invest 55：161―165, 2008

23）Komuta M, Spee B, Vander Borght S et al：Clini-
copathological study on cholangiolocellular carci-
noma suggesting hepatic progenitor cell origin.
Hepatology 47：1544―1556, 2008

A Case of Cholangiolocellular Carcinoma with Sarcomatous Change

Shigeru Sasaki, Shinichiro Takahashi, Taira Kinoshita, Masaru Konishi,
Toshio Nakagohri, Naoto Gotohda and Motohiro Kojima＊

Department of Digestive Surgery and Department of Clinical Pathology＊,
National Cancer Center Hospital East

We report a rare case of cholangiolocellular carcinoma with sarcomatous change. A 62-year-old man was diag-
nosed with a segment 8 liver tumor in computed tomography（CT）following up on chronic hepatitis B. We di-
agnosed the tumor as hepatocellular carcinoma（HCC）based on precise visual examination and laboratory
data on evaluated AFP and PIVKA-II HCC tumor marker. Following anterior segment resection, histological
findings showed two main tumor components contained.（1）pleomorphic spindle cells, and（2）small anasto-
mosing pattern ductules. The final diagnosis was cholangiolocellular carcinoma with sarcomatous change. The
man’s postoperative recovery was uneventful, but he encountered breathing difficulty three months postop-
eratively, and CT showed numerous recurrent nodules in the remnant liver, lymphadenopathy around the
aorta, and pleural effusion on the right side. The man died four months postoperatively. Cholangiocellular car-
cinoma, which is rare, is even rarer when involving sarcomatous change. To the best of our knowledge, no re-
port has been made of cholangiolocellular carcinoma with sarcomatous change, making this case vital to re-
search and treatment.
Key words：cholangiolocellular carcinoma, sarcomatous change, hepatic progenitor cell
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