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要 旨

症例は75歳,男性.上部胆管癌の疑いで当院紹介受診した.高齢者であることを考慮して肝

外胆管切除術を立案していたが,直接胆道造影で左肝内胆管壁に "毛羽立ち状"の壁不整像を

認め,表層拡大進展の存在が疑われた.経口胆道鏡検査を施行し,左肝内胆管に発赤調で乳頭状

ないしは微細畢粒状の粘膜を認め,衷層拡大進展の存在を確認できたため,肝左葉切除術およ

び肝外胆管切除術を施行し療避残のない切除が実施可能であった.直接胆道造影で胆管壁に

"毛羽立ち状"あるいは "鋸歯状"の壁不整像を認めた場合には,衷層拡大進展の存在を疑う必

要がある.表層拡大進展の存在診断には経口胆道鏡検査は有用であり,適切な術式を決定する

上で考慮すべき術前検査法の 1つである.

キーワード:胆管癌,表層拡大進展,l･_皮内癌

緒 雷

胆管癌では "胆管切離断端の癌遺残"は強い独

立予後不良因子であり 1)2),癌遺残のない切除が

長期生存に必須 と考えられる.胆管切離断端にお

ける癌過残の有無は術中迅速組織診断で判定 され

るが,腫癌進展が術前の画像診断より広範囲に進

展 しているため,結果的に胆管切離断端が癌陽性

と判定 されることは少なくない.今回我々は胆管

癌の衰層拡大進展の存在診断に経口胆道鏡検査が

有用であった症例を経験 したので報菖する.

症 例

患者 :75歳,男性

主訴 :全身倦怠感,食欲不振

家族歴 :特記事項なし

既往歴 :59歳内視鏡的胃ポリープ切除

現病歴 :2007年 10月全身倦怠感,食欲不振を

主訴に近医受診 し,腹部CT検査にて上部胆管癌

が疑われた.11月精査目的に当院内科を紹介受診

した.

入院時現症 :身長 165.6cm,体重 56.1kg,血圧

114/56mmHg,体温 36.8℃.眼球結膜に黄疫を認

めた.全身皮膚黄梁を認めた.腹部は平坦,軟,肝

臓を右肋弓下に3横指触知 した.

入院時血液生化 学検査所見 :血算 は WBC

7910/pl,RBC375× 104/ill,Hbll.3g/dl,Ht

33.6%,Plt32.9×104/iilと軽度の貧血を認めた.

生 化 学 検 査 で は AST207IU/1,ALT202IU/1,

LDH247IU/1,ALP2283IU凡 γ-GYP729IU/1,

T-Bi123.3111g/dl, D-Bit17.2mg/dl. Ⅰ-Bit

6.1mg/dlと直接型優位のビリルビン上昇と,高度

な胆道系酵素の上昇より胆道閉塞を示唆する肝機

能障害を認めた.CRPは5.67mg/dlと高値であっ

た,腺癌マーカーは,血清 CEA値 は3.6ng/mlと

基準範囲内であったが,血清 CA19-9億 は 156

IU/lと軽度の上昇を示 した.減黄綬 (T-Bill.9

mg/dl)の ICG負荷試験は 15分値が 21%,KICG

値が 0.119であった.

腹部造影 CT検査所見 :上部胆管を主体に胆管

壁の肥厚を認め,肝内胆管は拡張 していた.また,

明らかな所属 リンパ節転移,肝転移は認めなかっ

た.

直接胆道造影検査所見 :滅黄処置として左右肝

管内にENBDを留置後に直接胆道造影検査を施

行 した.肝門部胆管に陰影欠損健を認めた (図 1

矢頭).左肝管 には胆管壁の毛羽立 ち像 を認 め

(図 1点線),表層拡大進展の存在が疑われた.ま

た,右肝管にも胆管壁の毛羽立ち像を認めた く図

1点線).

経口胆道鏡検査所見 :肝門部胆管に乳頭膨張型

聴感を,また,胆管内腔に狭窄を認め浸潤癌と考

えられた.左肝内胆管はB2,B3分岐部付近 まで

微細願粒状 (図 2A)ないしは発赤調で乳頭状粘

膜 (図2B)を認め,衷層拡大進展の存在を確認

できた.右肝管にも表層進展の存在 を認めたが,

前区域枝と後区域枝の分岐部は自色調であり非癌

粘膜と考えられた.

診断 :衰層拡大進展を伴 う肝門部胆管癌
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図 l 術前胆道造影像

肝門部胆管に長径2cm太の陰影欠損像を認めた (失頭).左肝内胆

管および右肝管には毛羽立ち像が認められ (点線),表層拡大進展が

疑われた.

手術所見 :高齢者であることから,肝外胆管切

除術を立案 した.しかし,左肝内胆管への衷層拡

大進展を伴っていたため,肝左葉切除術,肝外胆

管切除術,2群 リンパ節郭滴術を施行した.右肝

内胆管は前 ･後区域枝分岐部で切離 し,右肝内胆

管断端は術中迅速組織診断にて癌陰性であり,癌

遺残のない切除が実施可能であった,

組織学的検査所見 :肝門部胆管では高-低分化

腺癌が梁膜下層まで浸潤 していた,左肝内胆管は

B2,B3分岐部付近 まで上皮内癌を認め (図 3上

一部に浸潤癌を認めた (図4).右肝管においても

上皮内癌を認めたが,切除標本でも胆管断端は療

陰性であった.リンパ節転移は認めず,pT2(SS)

NOMO-pStageⅢであった.

考 察

胆管癌の根治切除にはさまざまな術式があり,

癌の局在に基づき術式が選択 される.中 ･F部胆

管癌の根治術式としては膝頭十二指腸切除術 (以

下,PD)が選択 されることが多く,肝門部胆管癌

では肝葉切除以上の肝切除が選択されることが多

い.さらに,広範囲胆管癌では肝葉切除以上の肝

切除とPDとの併施 (いわゆるHPD)が必要と

なる3).本症例では,高齢者であることを考慮 し

て肝外胆管切除術を立案していたが,直接胆道造

影で左肝内胆管壁に "毛羽立ち状日の壁不整像を

認め,桑層拡大進展の存在が疑われた,そのため

経口胆道鏡検査を施行し左肝内胆管への蓑層拡大
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図2 経口胆道鏡像

A :図 1-①に対応する左肝内胆管の胆道鏡像 発赤調で微細願粒状粘膜を認め,衷層進展と診断された.

B :囲 い ②に対応する左肝内胆管の胆道鏡像.発赤調で乳頭状の粘膜を認め,表層進展と診断された.

進展の存在を確認でき,肝左葉切除術および肝外

胆管切除術を施行し癌遇残のない 切 除 が 実 施 可 能

であった.

Ebataら4)の胆管癌切除標本の検討では,浸潤

癌による長軸方向への壁内進展は肉眼的腺癌縁か

ら 10mm未満に留まるが,上皮内癌による衷層

拡大進展は20mm以上に及ぶこともまれではな

い.後者の進展は肉眼形態が乳頭型または膨張型

の腫壕に随伴することが多く,組織型では乳頭腺

癌に高率とされる5)6).本症例も膨張型の腫癌で

あった.

直 接 胆 道 造 影 で 胆 管壁に "毛羽立ち状"あるい

は "鋸歯状"の壁不整像を認めた場合には表層拡

大進展の存在を疑うことは可能であるが,直接胆

道造影のみで正確な進展範囲を決定することは不

可能である7).当科では,胆管切離予定線付近に

衷層拡大進展の存在が疑われる症例に限り,胆管

切離予定線付近の粘膜を胆道鏡下に生検し,切除

範囲を決定している.一般的に,表面隆起型 (Ⅱa

壁)の表層拡充進展は瀬粒状で発赤調であるため

胆道鏡で視認できるが (図 2),表面平坦型 (Ⅱb

壁)の衰層拡大進展を胆道鏡で視認することは困

難である6)7).2007年,Itoiら8)は胆道疾患にお

ける病変の表面構造あるいは血管像の観察には,

狭帯域光観察 (marrow-band豆maging,NBI)が

通常光観察と比較 して優れていることを報告 し

た.胆管癌の表層拡大進展診断におけるNB王の意

義の解明は今後の課題である.

切除標本における病理組織診断では,直接胆道

造影で肝門部に陰影欠損として描出された膨張型

腫痩 (図 1先頭)は浸潤癌であり,左右肝内胆管

の "毛羽立ち状"壁不整偉 く図 1点線)に一致し

て上皮内癌 (図3)を認めた.しかし,左野内胆

管の衷層拡大進展部 (上皮内癌)の一部に認めた

微小浸潤癌 (図4)は直接胆道造影,胆道鏡検査

でも術前に指摘することは困難であった.本症例

のように表層拡大進展を伴う胆管癌では,複数箇

所に癌浸潤部が存在する可能性があることに留意
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図3 左肝内胆管の組織像

図卜①および図2-Aに対応する左肝内胆管の組織像,

A :構造異型,細胞異型を認め,上皮内癌と診断された (HE,×80).

B:HE強拡大像 (×400).細胞異型は認めるが浸潤橡はなく上皮内

癌と診断された.
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図3 左肝内胆管の組織像

囲い①および図2-Aに対応する左肝内胆管の組織像,

C:p53免疫組織化学 (×400).p53蛋白過剰発現を認めた.

図4 左肝内胆管の組織像

固い②および図2-Bに対応する左肝内胆管の組織像.上皮内癌が

主体であり,一部に浸潤癌を認めた (矢印).
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すべきである.

結 語

直接胆道造影で胆管壁に "毛羽立ち状"あるい

は "鋸歯状"の壁不整像を認めた場合には,表層

拡大進展の存在を疑う必要がある.衷層拡大進展

の存在診断には経口胆道鏡検査は有用であり,逮

切な術式を決定する上で考慮すべき検査法の 1つ

である.
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