病理からみたCPC︓多彩な塞栓症を⽰した胆管細胞癌の⼀例
CPC viewed from pathologists: a case of cholangiocarcinoma with arterial and venous thromboembolism
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要旨
58歳⼥性の剖検症例。死亡する2ヶ⽉前に肝右葉に径8 cm

We report a CPC record on an autopsy case of 58-year-old female who suffered from rapidly

の腫瘤がCTで発⾒されたが、その腫瘤は1年9ヶ⽉前の造影

growing cholangiocarcinoma. Two months before death, an abdominal CT disclosed an

CTでは認めなかった。胆管細胞癌を疑うも⼿術適応なく、

inoperable tumor, 8 cm in diameter, in the liver, whereas another CT taken 21 months before

感染と疼痛のコントロールを⾏っていた。剖検で胆管細胞

death failed to detect any tumor in the corresponding area. She received terminal care for

癌が確認され、DICの原因は化膿性胆管炎ではなく胆管細胞 the control of pain and infection and died of DIC. At autopsy, we inferred that the cause of
癌の広汎な壊死と推定された。倍加時間が2ヶ⽉と⽐較的短

DIC was not acute cholangitis but extensive necrosis in cholangiocarcinoma of liver, which

かったのも壊死が腫瘤の体積に寄与しつづけたためと考え

may be also a reason for the rapid growth of the tumor (doubling time: 2 months). Blood-born

られた。肺を除く多臓器に⼩転移巣がみられ、非細菌性⾎

metastases of the tumors were detected systemically in the absence of lung metastasis. DIC

栓性⼼内膜炎と全⾝の⾎栓塞栓症を伴い、⼼筋梗塞も合併

was accompanied by non-bacterial thrombotic endocarditis and subsequent arterial

していたが、主たる死因はDICによるARDSに肺塞栓症を合

thromboembolism in heart, spleen and kidneys. The main cause of death was respiratory

併した呼吸不全と考えられた。この腫瘍の⽣⻑動態、転移

failure by DIC-based diffuse alveolar damage and pulmonary thromboembolism with

経路、そして⾎栓塞栓症とそれによる虚⾎性変化の

occlusion of the left lower trunk. We discussed on the growth kinetics of the tumor, the rout of

sequenceについて考察した。

metastasis and the sequence of thromboembolic events in this case.
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はじめに
本院でのCPCは昨年から始まり、2ヶ⽉ごとに開かれ、これまでに7回を数えている。
CPCでは、私たち病理医は、正解を語る「神の声」として登場するように思われるかもしれないが、私たちにとってCPCは、剖検で得られた情報と（剖
検時に提出していただく）臨床情報の概要から、想像で補いながら組み⽴てた病態のストーリーがどこまで臨床的に受け⼊れてもらえるかが試される時
である。CPCは臨床医だけでなく病理医にとっても貴重なトレーニングのチャンスと考えている。
臨床では、流れる時間の中で患者の経過を追える⼀⽅、（ピンポイントで⽣検し⼿術材料を得ることはできても）患者の組織の全貌はブラックボックス
である。剖検は、そのブラックボックスを開く作業だが、そのときにはすべてが終わっていて、時間は⽌まっている。剖検は、その時間の⽌まった組織
の中に、時間の痕跡を⾒つけ出し、時間軸を遡って病態の全貌に迫ろうとすることに他ならない。時間の⽌まった世界から、どの様に時間の痕跡をさが
すのだろうか。この⼩⽂では、症例に即してそれを具体的に語ってみたい。

症例
症例は、58歳⼥性で、某年11⽉に死亡された。3年前より⾼⾎圧と便秘症で本院外来に通院して
いた。断続的な発熱と右季肋部痛が数週間続くために同年9⽉に⼊院となった。前年2⽉の腹部
CT（図1a）では肝には径約1.5 cmの⾎管腫をS6に認めるのみであったが、⼊院直後の9⽉の腹
部CTで⾎管腫に加えて径8 cmのmassが肝右葉に発⾒された（図1b）。ALP 697 IU/L, γ-GTP

図1

腹部（造影）CT。

184 IU/L、CEA 24.8 ng/mL, CA19-9 990 U/mL, AFP 2.4 ng/mLで消化管にも変化はなかったので a. 前年2⽉。⾎管腫のみ。
胆管細胞癌が疑われたが、⼿術適応がないと判断されたため感染症をコントロールした後に退

b. ⼊院直後の9⽉。肝右葉に⾎管腫に加えて径8 cmの

院となり、外来にてペインコントロールを⾏っていた。11⽉に起床時より両上肢脱⼒と尿失禁

massがみられる。

を認め、強い疼痛を訴えたため再⼊院。WBC 14,900（→ 34,100）、Plts 59,000（→ 6,000）、
CRP 19.73、発熱もあった。傾眠傾向と失調性呼吸認めたために頭部CTを撮るが、所⾒なく、
DIC、代謝性アシドーシスが進⾏し（Cr 1.6 mg/dL, K 5.9 mEq/L, T-bil 4.2 mg/dL, ALP 2020
IU/L, LDH 1657 IU/L, FDP 80 µg/mL, Fibrinogen 85 mg/dL）、⼊院9⽇目に多臓器不全にて死亡
された（括弧内のデータは死亡当⽇のもの）。DICの原因として、化膿性胆管炎、腫瘍の壊死が
考えられた。
剖検は死後3.5時間で⾏われた。主要な剖検所⾒は表１に⽰した通りである。

表1

主要な剖検所⾒

これらが相互にどういう因果関係でつながっているかを考えながら、時間の痕跡を拾い集めて
みよう。まず、この症例は2年前には捉えられなかった腫瘍で亡くなっている。臨床的には、こ
のような経過はまれではないのだが、この腫瘍はどのくらい前に発⽣したのかを考えてみる。
固形腫瘍では、時間は腫瘍のサイズに反映されている。腫瘍は⼀個の腫瘍細胞に由来するク
ローンであるので、腫瘍細胞を⼀辺10 μmの⽴⽅体と考えると、径1 cmは2の30乗個、径10 cm
は2の40乗個で、それぞれ30回、40回の体積倍加を重ねたことになる。体積倍加時間をDとする
と、腫瘍が発⽣してからの時間はそれぞれ30D, 40Dとなる(1)。CTで径8 cm（39D）の腫瘤が発
⾒され、その2ヵ⽉後の剖検では径11 cm（約40D）になっていたので、D=約2ヶ⽉となる。（こ

図2

剖検時の肝腫瘍のマクロ像(a)、組織像(b)及び⾎管

腫のマクロ像。

れは肝のような充実性の臓器で⽣⻑する原発腫瘍としては、速い⽅である。通常、Dはだいたい
3ヶ⽉前後である。なぜ⽣⻑が速くなったのか。組織を⾒ると、癌細胞の分裂活性が特に⾼いわ
けではない。腫瘍の⼤半は壊死に陥っていた（図2a）。（おそらく腫瘍が⾎管を破壊して⽣⻑
したために）壊死が起こりやすく、かつ壊死が⼗分吸収されず体積に寄与しつづけたためと考
えられる。ヒトのがんが⼀般的にそうであるように、Dが⼀定である（すなわち腫瘍が指数関数
に従って⽣⻑する）と仮定すると21ヶ⽉前のCTで発⾒できなかったときのサイズは、40 – 21/2
= 29.5 Dで、1 cm弱であった。このくらいであればCTで⾒えてもよいが、壁の肥厚した胆管内

図3

で⽣⻑していたために、腫瘤として認識できなかったであろう。剖検時の肝腫瘍のほぼ中⼼部

a. 左肺門部の⽩⾊塞栓。

に、腫瘍浸潤のために著しく壁の肥厚した胆管が⾒られたのは、そのような早期の病変の名残
とも考えられる（図2a）。腫瘍が発⽣してからは 29.5 x 2=59ヶ⽉（約5年）経っていたと計算

剖検時の肺塞栓。

b. その組織像。
c. 右肺のミクロ塞栓。

できる。ただし、上で考えたように、胆管内で表在性の⽣⻑をした場合は（cell lossが多くなる
ために）Dが⻑くなるので、これは最⼩⾒積もりである。
この症例では腫瘍の転移が⽪下、⼼臓、腎像、副腎、膵、肝、空腸、甲状腺など多臓器に⾒ら
れたが、いずれも径が約1 cmまでの⼩さなもので、転移が死因となったのではない。不思議な
のは肺転移が無いことである。肝から全⾝に転移するためには肺を通過しなければならない。
通常はこのような状況では肺にも転移巣があることが多いのだが、この症例のように無いこと
も実はまれではない。胃癌（印環細胞癌）の（肺転移を伴わない）骨髄転移や髄膜転移など、
多くの例があるが、⽐較的特徴的なのは分化度の低い癌に多いということである。この癌も低

図4

うっ⾎（左下葉）。図の左下に、限局性の硝⼦膜

形成も⾒られる。

分化腺癌であった（図2b）。どこに転移するのかは、歴史的には、癌細胞を運ぶ⾎液の流れ
（解剖学的な⾎管の⾛⾏）によってメカニカルに決まるというEwingの考え⽅(1929)と癌細胞側
の要因だけではなく、その臓器の環境が癌細胞の⽣⻑を許すかどうかによって決まるという
Pagetの考え⽅(1889)があった(2)。両⽅とも正しいのであるが、この症例では、癌細胞という
「種」が、肺という「畑」とは相性が悪かったというPagetの考え⽅で説明しなければならな
い。癌細胞は⽑細⾎管を通過しうるというのがPagetの考え⽅の前提にあり、これは最近の研究
でも裏付けられている(2)。
またこの症例では体循環（動脈系）でも塞栓症が⾒られ、⼼筋梗塞（後壁）、腎梗塞、脾梗塞
を起こしていた。静脈系の塞栓と異なり、基本的にフィブリンからなる、⼀部器質化した⽩⾊
のミクロ塞栓であった。その原因は⼤動脈弁に⾒られた⽐較的⼤きな（ほとんどフィブリンか
ら成り⼀部基質化した）疣贅と、⼼筋内微⼩転移巣が左室側壁の内膜をruptureした部分にでき
た壁在⾎栓（剖検時には⾎栓そのものは⾒られず転移巣が露出していたが）とが考えられる。
後者は微⼩であり、塞栓内に腫瘍細胞が⾒られなかったことからも、主として前者、
nonbacterial thrombotic endocarditis（NBTE）が原因と考えられた。⼤動脈弁の疣贅は脆く、剖
検時径1 cm程のものがright coronary cuspに、より⼩さなものがnoncoronary cuspに残ってい

図5 a. ⼤動脈弁の疣贅。b. その組織像。フィブリンか

た。⼤きい⽅は器質化があったことから、少なくとも⼀週間程度たっていたと考えられる。僧

ら成る⾎栓の⼀部が器質化している。c. 僧帽弁の疣

帽弁にも径3 mm程の⼩さな疣贅がみられたが、こちらは器質化が無く、終末期のもの

贅。器質化は⾒られない。

（terminal endocarditis）で塞栓の原因とはならなかったと考えられた（図5）。動脈系の塞栓症
は、膵癌311例を調べた報告では2例（0.65%）にみられ、いずれもDICを伴い、⼀例はNBTEを
伴っていたという(3)。本例も同様の病態であったと考えられる。

図6a ⼼筋梗塞。後壁の梗塞部が濃染し、薄くなって
いる。

左室後壁の⼼筋梗塞は、新鮮な凝固壊死と好中球浸潤の⾒られる1-3⽇後の部分、マクロファー
ジの浸潤が目⽴つ4-7⽇後の部分、⾁芽形成のみられる8-10⽇ほどたったものがモザイク状に⾒
られ、またright coronary arteryの末梢枝にミクロ塞栓が複数検出できたことから、上述のright
coronary cuspの疣贅から繰り返し⼩さな塞栓が⾶んだことによると考えられた（図6）。

図6b 組織像の⼀部。このような核の消失した凝固壊
死組織に好中球浸潤の⾒られるところだけでなく、⾁芽
組織まで進んだ部分も⾒られた。
肝臓には微⼩な虚⾎性壊死巣が散在していた。マクロファージの浸潤の目⽴つ4-7⽇たったもの
や、肝細胞の凝固壊死の残っているより新鮮なものがみられた（図7a,b）。類洞内にフィブリ
ン⾎栓が多くみられた（図7c）ことから、これらはDICによるものと考えられる。同様の微⼩梗
塞は⼼臓にも（左室のほぼ全周に）散在していた。フィブリンからなる微⼩⾎栓は腎にもみら
れた。
図7a,b 肝の微⼩な虚⾎性壊死。a. はマクロファージ
の集団で置き換えられた壊死巣。b. より新しい壊死
巣。肝細胞の凝固壊死が散在し、好中球（⽮印）も⾒ら
れる。

図7c 肝のフィブリン⾎栓。
DICの原因は、化膿性胆管炎が無かったことから、腫瘍の壊死によるものと考えられた。これに
より凝固促進物質が⾎中に流⼊し、フィブリンの微⼩⾎栓ができるとともに⼤動脈弁や静脈系
にも⾎栓が形成され、⾎栓塞栓症を起こしたと考えられる。微⼩⾎栓やミクロ塞栓により肺は
虚⾎に陥り、そのために⾎管透過性が上がり、硝⼦膜形成を伴う肺⽔腫が広汎に⾒られるに⾄
り（ARDS）、マクロ塞栓の影響も重なって呼吸不全で死亡されたと考えられる。⼼筋梗塞は貫
壁性だが⽐較的限局性であったために、左⼼不全が前景に出ることが無かったのであろう。そ
のために肺うっ⾎は軽度で、肺塞栓は肺梗塞に⾄らなかったと考えられる。また肺塞栓による
右⼼負荷を反映して、強いうっ⾎が肝の⼩葉中⼼性に⾒られた。以上の所⾒は、死亡直前の胸
部X線写真で、肺⽔腫が左肺門部に乏しく、主として末梢肺野にみられたこと（図8）とも符合

図8

死亡直前の胸部X線写真。

する。図9に推定した病態の全体像を書いてみた。
今回は、腫瘍の⽣⻑を年のオーダーで、塞栓症の時間経過を⽇のオーダーで推定することを通
して、時間を遡る病理の考え⽅の⼀端を紹介した。剖検が、臨床的なブラックボックスを実際
に開くことによる臨床的な推定の検証であるように、CPCは病理医が剖検所⾒から病態を推定
した仮説が臨床的な検証を受ける貴重な機会である。⼀⽅、病院にとって剖検は、臨床担当医
と患者家族との信頼関係があってはじめて可能になることから、病院全体のポジティブな評価

図9 病態のフローチャート

につながるだけでなく、患者と医師ら医療スタッフとの関係を良いものにして⾏くdriving force
にもなり得る。剖検の承諾を得ることが、臨床担当医の病院に対する貢献として病院から相応
の評価を受け、encourageされるシステムがあってもいいと思うのだが。
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