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肝内胆管癌切除例の検討

秋田赤十字病院外科1)

新潟大学医学部第一外科学教室2)

河内保之1)2)・高野征雄1)・大谷哲也1)2)

武藤一朗1)2)・塚田一博2)・畠山勝義2)

Resected Nine Cases of Intrahepatic Cholangiocarcinoma
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To evaluate the effects of surgical treatment of intrahepatic cholangiocarcinoma, we

studied retrospectively the records of 9 patients who were operated at Akita Red Cross

Hospital between 1984 and 1995. Five of 9 patients were treated with potentially curative
resection. Tumor stage was pathologic stage I in one patient (11%), stage II in three

(33%), and stage IV in five (56%) according to the General Rules for the Clinical and

Pathological Study of Primary Liver Cancer. Tumor was located in left lobe of the liver

in 8 patients (89%). The gross appearance of the tumor was a mass forming type in five

patients (55%) , a periductal infiltrating type in two, and intraductal papillary type in one.

Two year recurrence free survival rate was 44.4%. In the group treated with potentially

curative resection, three of four patients in stage I or H survived more than two years
without recurrence, whereas all patients in stage IV died within two years. One patient

of intraductal papillary type survived 8 years without recurrence. Our results indicate

that potentially curative resection of pathologic stage I or II intrahepatic cholangiocarcinoma

provides long-term survivors.
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は じ め に

原発性肝癌の中で肝内胆管癌の頻度は506前後11とそ

L')発生率は高くはないが.肝細胞癌と異なり TAE(trans-

ethanolinjectiontherapy)などの効果が'i'たいこと,

肝硬変 の 併存が少ないことなどから肝切除が主な治療法

となる2㌧ しか し.肝内結石に合併 した場合や検診など

で発見されることが多 く治癒切除率が低 く,その予後は

不良と報告されている3)隼 今軌 われわれは秋田赤十

字病院外科における肝内胆管癌切除例について臨床病理

学的に検討 したので,若干の文献的考察を加えて報告す

る.

対 象 と 方 法

1984年 1月から1995年までの12年間の秋田赤十字病

院外科における肝内胆管癌切除例を対象とした.同期間

中の原発性肝癌切除例は38例であり,肝内胆管癌は9例

で24%を占めた.男女比は4:5で年齢41から儲歳 (翠

均58歳)であった.臨床病理学的所見,手術術式および

予後について検討 した.病期分額は原発性肝癌取 り扱い

規約5)に従って分析 した.腫轟の肉眼型は山本らの分解6)

をこ準 じた.

結 果

1. 日他覚症状と併存病変

自他覚症状は9例率6例にみられ 腹痛,黄痕が主症

状であった.薬療を認めた3例や2例には術前 PTCD

が施行された.無症状の3例は2例が糖尿病で通院中腹

部超音波検査で, 1作りが胃癌術後通院中 CT で肝瞳癌

性病変を指摘 された.併存病変は肝硬変を2例,肝内結

石を2例認めた.

2. 検 査 所 見

血液検査では γイニⅠyr(T)上昇を6例.ALPの上昇を

3例認めた く明らかをこ胆管炎を合併 していたと考えられ

たのは 1例).睡壕マ一一カーー(〔EA.CA19-9,AFP)

は9例中6例が陽性で 1例が CEA と CA19-9.1例

が CEA と AFPが同時iこ陽性であった.陰性例は stage

王ないしⅡであった.

3.病 期 分 筆頁

stage I は 1例で,肝内結石に合併 した徴′ト肝内胆

管癌であり,stageⅡ は3例でうち2例は無症状であっ

た.stageⅣ-A は 1例,stageⅣ-B は4例であった.
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4.手術術式と手術所見 (図 1)

藤藤の局在は左葉 8例,右養 i例と左葉をこ多 (存在 し

た.術式は肝要切除以上が6例,区域切除 しすべて外側

区域切除)が3例をこ行われた.また,合併墳除として肝

外胆管切除を2例に行い,2群 リンパ節郭滑を7例に行っ

た.

5. 病 理 所 見 (図 日

腫療形成型が最も多 く5例で,浸潤塾は胆管の濃軸方

向に浸潤性に進展するもので2例認めた.胆管内陸に乳

頭状に発育する管内乳頭型が 1例.肝内結石iこ合併 した

徽′｣＼癌が 1例存在 した_腫壕径は最大 17.Ox8.5x7.Oenl

のものまで存在 した.観繊学的闘 ま分化型管状腺癌 5例,

低分化癌 2例,乳頭腺癌 1例,混合型 1例であった. リ

ソバ節転移は リンパ節郭清を行った7例率 3例とサンプ

リングを行った 1例の計4例をこ認めた.

また,病理学的に治癒切除となったのは5例 (55%)

だった.

6. 予 後 (図2)

生存例の3例は stage I ないしⅡでいずれも2年以

上経過 し,再発はない.最長 8年 7ケ月経過例 (症例 3)

は68歳女性で管内乳頭型の特殊型であった.この症例は

閉塞性薬療で発症,Cr では外側区域から総肝管をこかけ

ての腫感性病変が考えられ,胆管造影では著明に拡張 し

た線肝管の中をこ陰影欠損を認めた.左葉切除,尾状葉切

除,肝外胆管切除が行われた.切除標本で左肝内胆管よ

り発生 した乳頭型の鷹癌が総肝管内に落ち込み著明な拡

張をもたらしていたことが判明 した.

死亡例は6例で stageⅣ-A 以上が5例で うち l例

は肝硬変による肝不全で術後 8ケ月で死亡 した (病理解

剖の結果肝内胆管癌の再発はなかった上 他(7)4例の再

発様式は癌性腹膜炎3(礼 残肝転移 1例であ-1た.st.age

IIの死亡例は肝属所再発,魂肝転移,骨転移によって

術後11ケ月で死亡 した.

考 察

肝内胆管癌の主症状は腹痛 ･発熱 ･黄症とされている3)

が,一般的にこのような症状はある程度進行 した症例に

認められるものと考えられる.今回われわれの検討でも

これらの症状を認めたのは9例中6例であり,肝内結石

を合併 した症例,肝内乳頭塾の特殊例を除 くといずれも

stageTV の高度進行癌であった.

肝硬変の併存は日本肝癌研究会の集計l)では ま9.6%

と報告されているが,自験例では2例 (22.2%)であっ

た. また,肝内結石は肝内胆管癌の highriskfact.or
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症例1 52F

肝硬変､肝内結石合併

外側区域切除

症例4 52M

外側区域切除

症例2 63M

外側区域切除

症例 3 68F

左葉 ･尾状葉切除

症例5 68M

肝硬変合併

左葉切除

症例6 49F

肝内結石合併

左葉切除

症例8 6ZM

拡大左葉切除

症例9 41F

拡大右葉切除

図 1 各症例のプロ7(-ル

年齢.性別.併存病変,手術術式,腫壕て-カーー(異常値のふ､),腫腐肉限型.
腫痔径. リンパ節転移および局在を図示した.

と考えられている7)8)9-が,併存例は2例 (22.29,6')で

あり,逆iこ肝内結石症肝切除例10例中.肝内胆管癌を合

併 したのは2例 (20.0%)であった.

腫壕マーカーは CA1919が4倒 し44.49J61.CEA が

3例 (33.3%)に陽性であったが,これらの症例に2

年以上生存はなく病期も進行例がほとんどであった.こ

れに対 して ALPや γ1ニTPなどの胆道系辞素の上昇

が,自験例では rlニTPの上昇を6例認め,stageIの

肝内結石合併の症例を含めると stage I,Ⅱの症例4

例のすべてに γイ;TPの上昇を認めた.ALPの上昇は

3例と少なかったが,これらの胆道系酵素の異常値が認

められた場合は積極的に腹部超音波検査などを行うべき

であると考えられた.

肝内胆管癌は-般的に進行 して発見されることが多く,

予後は不良とされている.今回われわれの検討において
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stageⅣ-a (腰癌形成型)癌性腹膜炎
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stageⅣ-B(浸潤型) 癌性腹膜衆

stageⅣ-B (浸潤型) 癌性腹膜炎

0 1 2 3 4 5 6 7 8年

図 2 各症例の予後と死因

もstageⅣ-A,Bの進行癌が半数以上を占め,その予後

は不良であった.文献的にも27例車15例 (56%)が stage

師1)や50例中26例 (52%)が stageW (UICCの T姐N

分析による)12)などいずれも高度進行癌が半数以上を占

める.

局在で目敏例の9例車8例が左葉原発であり圧倒的に

左葉に多かったが,文献的にこのような報告はなく今後

検討を要するものと思われる.

山本ら6)は腫癌の肉眼型を腫療形成型,浸潤塾およ

び管内乳頭塾をこ分解 し,その病理学的特徴を検討 してい

る.自験例の検討では浸潤塾の2例はいずれも腰痛の大

きさとしては3ないし 2.5cm と大きくないが肝内胆

管への浸潤性発育が広範で拡大薬切除がなされたが,い

ずれも切除断端癒陽性となった.またチ2例ともリンパ

管浸襲. リンパ節転移陽性であった.浸潤型に対しては

肝切除に加えりンバ節郭清の必要性が指摘できる13㌧

腫癖形成型は5例で,この中の stageⅣ-B の2例は

いずれもリソバ節転移陽性であり,術後5ケ月以内をこ癌

性腹膜炎あるいは残肝転移で死亡 した.stageⅣ-A の

1例は肝硬変による肝不全死であった.stageIIの2

例はリソバ節転移もなく,切除断端も癌陰性であったが,

53原発の腰痛に対 して外側区域切除が行われた症例に

S4局所再発を来 した.一一万,管内乳頭型は胆管内腔に

腫壕が乳頭型に発育するもので,その頻度は肝内胆管癌

l逮y

の10%で予後は比較的良好14)とされている.臣験例で

も8年 7ケ月無再発生存中である,

以上より,肝内胆管癌はその発育形態により進展様式

が異なる屯のと考えられる.山本らの肉眼分額はこの点

で有用であった.肝内胆管癌は肝細胞癌に比べ肝硬変の

併存が少なく,また,肝外胆管癌に比べ高度寮痕症例が

少ないため肝予備能の保たれている症例が多い.肝内転

移性伸展,局所再発の予防に対するできるだけ広範囲な

肝切除が必要と考えられる.さらに,予後改善には胆道

系酵素の異常値などを梁塵とした早期発見が最も盈要と

考えられる.
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