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再発胆道獅に対する外科切除の意義
齋藤敬太
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【締両.】胆道癌では外科Uj除が唯・の根冶的治療であるが，そのUj除成絨は未だ￨‑分ではなく
術後にil.j率にII}発を認める．岬発lll!遊猟の1う後は一般的にｲ〈良であり，再発巣に対する外科切
除の適応や意義は不明である．本研究のl1的は, II}発III!道獅に対する外科切除の適応と意義を
Iﾘlらかにすることである．

【対象と方法】 1 2年10月から2()13年1211までに当科でIIW&llu遊猟に対して外科切除をﾉさ施
した22例（肝外胆管癌7例,胆嚢癌7例, lll:￨ﾉ1I旧領;蝋4例，十二桁ll 乳頭部癌I以￨さ,乳頭部癌14
例）を対象とした．原則的に,W発巣が孤立.I'￨§であり，癌遺残のない外科切除(R()切除）がIﾘ能
と判断された全身状態が良好な症例を脚lli適応とした．全例において，少なくとも術前または術
後に化学旅法がﾉ§施されていた. ll洸巣外科Uj除後の経過観察l0lllllの'l'yl:III'Iは78か月であった．

【結果】術後合併症は22例｢￨! 13例(59%)で発41iしたが，術後ｲ［院ﾀ亡は認められなかっ
た.RO切除は14例(64%)で可能であった．全22例の再発巣外科切除後の5年, 10年生存率
は各々32％， 22％，生〃期間II'JLIII'iは21か11であった．原発部位別にlli発巣外科切除後の遠
隔成駒'iをみると，乳頭部蝿，肝lﾉllluWW, llll愛撫の5年生仔率は各々75%, 38%, 29%,生〃
1りlilll'l!央IIIIIは各々130か月, 37か月, 46かllであった．肝外llu櫛撫にIMIしては,5年経過観察例

は存在せず，生作期間II!央IIIYは15かIIであった(P=0.176). ili苑部位別にi'i発巣外科切除後

の遠'淵成紬をみると, II1: 1()例， ハj所61911, リンパ節5例の5fli'li仔率は各々40%, 0%, 4()%,
生作りUlllllのI￨!央値は15か月, 14かll, 46か11であった(P=().273). 【洞ll腎再発の1例（原発
巣：乳砿部描）はW発巣外科切除後14かl‑l llに原病ｸした． リンパ節l'i苑に対してIWj除を実
施した症例はいずれも胆炎癌であった． 22例II｣4例（乳頭部ﾙWIII:IWf2例，肝内llu管癌肝l'}発

l例, IIM嚢癌リンパ節再発1例）が再発巣外科切除後に5年以ﾋﾉ￨そ存した．肝内lll!符癌肝再発例
を除く3例では初1回l切除後2年以降にI¥発巣外科切除が実施されていた．

【結論】 lll!道撫に対する阿発巣外科切除は安全に実施が可能であり, l'l発胆道撫に対する雌'¥：
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的治療の選択肢の一つになり得る．そのII1でも, I11:￨ﾉ111u";癌や十二指腸乳頭部ﾙ断の孤立性肝転
移W発例，胆嚢癌の孤立性リンパ節1V発例，原発巣外科切除から再発巣外科切除までの期間が2
年以上である症例は，再発巣外科切除の良い候袖となる11能性がある．
キーワード: IIMilu道撫，外科切除, lll:岻移再発， リンパ節転移再発

緒

言

りである．肝外胆梼癌7例に対しては，膵頭‑￨･二

IHII＃切除（剛￨肌1輪温存術式を含む）を3例，拡大
胆道撫ではり鮒辿残のない外科切除が唯一の根治

III:左梁切除十肝外胆管切除を1例，拡大lll:ｲﾆi葉切

的治旅である．近年のIIIIi像診断，外科手技, li'il術

除+lll:外胆管切除を1例, lll:外胆櫛切除を1例，

期祷FI!の進歩に伴い, llu道撫の切除率や術後生存

拡大肝左樂切除十膵頭‑￨･二指ll%切除を1例で施行

率の改i!#はみられるようになってきた1)‑!1). し

した．胆嚢猫7例に対しては，胆嚢床切除十肝外

かしながら, IIL!遊猟切除後の『'i発率は50%以上

ll[職切除を3例，胆嚢全肘切除を1例, llu獲床切

であるとする報告が多く，術後遠隔成絃は決して

除十膵頭十二指I腸切除を1例．幽門輪淵仔膵頭￨ ・

十分とは言えない現状にある5)6)．

二指腸切除をl例，拡大肝右雌切除+lll:外IⅢ笹切

『I}発llu道癌に対する治旅として化学旅法が選択

除をl例で施行した．肝内lll!櫛癖4例に対しては，

されることが多いが，その成紬は概して不良であ

拡大肝左葉切除十肝外胆管切除を2例，拡大肝イミi

る7)8)．近年, 1V苑llu道撫に対する外科切除の成

難切除十肝外胆袖;切除を1例．肝外1!ll区域切除を

絨に関する報告が敞兄されるようになってきた

1例で施行した．乳頭部撫4例に対しては，膵頭

9)‑11)． しかしながら, il1発llu道州に対する外科

‑￨ ･二指ll脇切除(IMI !'l輪温存術式を含む）を全例で

切除の適応や意侭に￨兇lしては，未だIﾘl確に定まっ

施行した．

ていない．

原発巣の病期に関しては, llu道癌取扱い規約第

本iﾙ究の目的は，当科でWW611u遊猟に対して外

6ⅢIおよび原発性肝癌取扱いﾙM約第6W(に準じる

科切除を'ﾉﾐ施した22例の災lﾘlh蜘'iを検討するこ

と12)13),Stagelが6例, slagellが14例, stage

とにより, ilj発IⅢ道ﾙWに対する外科切除の適応と

IIIが1例, stageⅣが1例であった．原発巣の切

意義をIﾘlらかにすることである．

除後の根治度に関しては, RO切除が18例，組織
学的な癌遺残￨場性(R1切除）が4例であった．

対象と方法

術後袖助化学療法は22例'.￨! 12例（肝外lll職癌
4例，肝内胆符撫3例．胆愛癌5例）でﾉﾐ施され

対象症例

1992年10月から2()13年1211までに当科でi'i
発胆道癖に対して外科切除を災施した22例を本

た．術後袖助化学娠法のlﾉ､I訳は, 5‑FUが4例，
gemcitabine (GEM)が4例,

S‑1が1例,uFr

がl例, GEM+S‑1が1例, GEM+cisplatin

研究の対象とした．性別の内iil<は， リ)性10例，女

(CI)I)P)が1例,methotrexate+5‑FUが1例

性12例であり，年齢の'l!央il'!iは71.5歳(47‑80

であった．全ての忠者に対して，退院後に外来で

歳）であった．原発部位のlﾉ､l訳は, III:外llull;W7

1‑6か'二i毎に身体診察，血液検査，画像検介等を

例, llu髭猟7例, lll:lﾉ1III!祷撫4例，乳頭部撫4例

災施して再発の何無を評価した．

であった．

再発巣の同定とその手術適応

原発巣に対する初回外科切除と術後経過観察

全ての再発巣は，造影CT検代および造影MRI

外科切除が実施された再発llu遊猟22例におけ

検在を川いて確認・同定した. PEr‑CT検査に

る原発巣に対する初l''l外科切除のlﾉ1容は以下の池

関しては必要に応じて実施した．画像上で榔発が

齋膝: I1I発Ⅲ1迦州に対する外科切除の恵侭

確認された日をIW&IIとした．
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統計学的解析

再発部位に対する手術は，卿1ﾘ的に，術前llllil"
および術中所兄でII}発部位が孤立性でありRO切

生存期間はl 'i発巣の外科切除￨1から妓終絲過観
*llまたはﾀ亡l lまでとして算出した．生存解析

除が可能と判断された全身状態が良好な症例に対

においては， ルI甥再発による原病死（癌死）をイ

して実施した．外科切除が'だ施されたII}発llu道ﾙW

ベント，他病ﾀは打ち切りとして取り扱った．衆

22例中7例で術前に化学旅法が実施された．術前

械生存率をKaplan‑Meier法により算出し, log

化学療法の内訳は, GEMが2例, GEM+S‑1

rank法で検定した．続汁学的解析には, PASW

が2例,GEM+CDDPが1例,S‑1+CDDPが
1例､ 5‑FUのlll:肋脈内注射が1例であった．

slatistics22softwarcl)ackage (SPSSJapanlnc.,
Tokyo, Japan)を川いた．いずれの検定において

再発巣外科切除後の経過観察

ありと判定した．

もl,i,j側P値を川い,P<0．05を統計学的にｲi意兼

再発巣切除後の合併症に￨flしては, ClaVien‑
Dindo分頽に準じて評価したl･1). 22例II1 16例で

結

果

再発巣外科切除後に化学療法が施行された．その

内訳は, GEM+CDDPが4例, GEMが4例，

再発部位と切除術式

GEM+S‑1が2例, UFI､が2例, S‑1が1例，

外科切除を災施したi'}発胆道撫22例に対する

mitomycinCが1例, 5‑FU+CDDPが1例, 5‑

原発巣別の術式，榔発部位を表lに示した．肝外

FU肝助脈内注射が1例であった．再発巣外科切

胆祷描では局所￨I}発が4例, III:i'j苑が3例であっ

除後の経過観察期間のIl1央ll'![は78か月

た．前者に対しては11鞠Ii l ･二指ll蹄切除(llli全間渦

(Imll11 :

5‑130か月）であった．

ｲi術式を含む）が3例（2例で ￨く大締脈の櫻状切

除・再建)，拡大肝右葉切除+l''1脈合併切除・脚

表l

l'i発巣外科切除を ﾉf施した1W&111 1通撫22例の原発巣別の切除術式と再発部￨ウ

切除術式
肝外胆管癌(n=7)
膵頭十二脂腸切除*＋リンパ節郭清
拡大肝右葉切除+I!ﾘ脈切除・再趨十リンパ節郭清
肝前区域切除
肝内側区域切除
肝部分切除
胆嚢癌(n=7)
大動脈周囲リンパ節郭清
大動脈周囲十左頚部リンパ節郭清

局所
局所

3

肝

肝
肝

遠隔リンパ節
遠隔リンパ節
遠隔リンパ節
遠隔リンパ節
肝

局所
局所
肝
肝

、亜全Wi且存膵頭十二指腸切除l例を含む. 2例で下大締脈の樮状切除・岬建が併施された
PTOBD:経皮経肝胆嚢ドレナージ．

2

肝

肝肝蛎

肝前区域切除
肝内側区域切除
肝部分切除
十二指腸乳頭部癌(n=4)
肝右葉切除
肝前区城切除
右剛腎切除

症例数

１−１１

大動脈周囲リンパ節郭清十右腎摘出十下大肺脈模状切除・再建
膵頭十二指腸切除十リンパ節郭清
肝部分切除十空腸部分切除
肝S4aSSS6切除+PTGBD瘻孔切除十リンパ節郭清
肝内胆管癌(n=4)
肝中央2区域切除十肝外胆管切除十リンパ節郭消

再発部位

2
1
1
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建が1例，後者に対しては肝前区域切除, lll:￨ﾉﾘ1!ll

lnl外科切除から2年以上経過した後に再発巣の外

区域切除，肝部分りj除が各々1例に実施された．
胆嚢撫では遠隔リンパ節再発が5例，肝再発が2

科切除が実施されていた．

例であった．前者に対してはリンパ節郭清が3例，

再発巣外科切除後の合併症

膵頭‑￨･二指II場切除が1例， リンパ節郭清十下火'祁

術後合併症は22例中14IWII (64%)で発生し

脈喫状切除・右1門合併切除が1例，後者に対して

たが，在院死亡は認められなかった. Clavien‑

は肝部分切除十空ll脇部分切除, lll:S4a56切除十経

Dindo分類でllla以上の合併症は8例(36%)で

皮経肝llu嚢ドレナージ旗孔切除が各々1例に実施

認められた．その8例の合併症の内訳は, llX腔Iﾉ1

された．肝内胆符ﾙWでは肝i'i発が2例，刷所1'}発

llﾘ が4例, llu汁旗が2例, #ll感染が11#ll, ｢i'l脈

が2例であった．前行に対してはlll:lﾉj側区域切除，

￨ﾉ1注入カテーテル感染が1例であった．

lll:部分Uj除が各々1例，後者に対しては肝中央二
区域切除十肝外￨Ⅲ櫛;切除, lll:前区域切除が各々1

再発巣外科除後の遠隔成績

例に実施された．乳砿部撫では肝ili発が3IWII,右

全22例のII}発巣外科切除後の5年生存率は

副腎再発が1例であった．前者に対してはlll:右菜

32％， 10年ﾉk存半は22％，生存期間II!央IIIIIは21

切除が2例，肝前区域切除が1例，後者に対して

かllであった. RO切除15例の成絞(5年生存率

は右副腎摘出が実施された．

43％，生存期llll '1!央値46か月）はR1切除7例

22例に対するW発巣外科切除の根治度評illiに

の成絨（5年′￨§仔率14％，生存期￨尚l '1'災ll'!(10か

関してはRO手術が15例,R1手術が7例であっ

月）より良好であった(P=0.020)(図l).また，

た．原発巣の初lml外科切除後から再発巣の外科切

原発巣に対する初￨面I外科切除から再発巣の外科切

除までの期間の'l'央IImは28か月

（範囲: 2‑88

除までの期￨H1が2年以上であった12例の成紙（5

か月）であった． 22例II! 12例(55%)では，初

年生仔率39％，生存期llll !1!央値46か11)は, 2

(％）
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P=0.020
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０
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衆柚'￨§〃率llll線: l 'i発巣RO切除15例とR1切除7例との比校

細朧: l'i充lll!迦ﾙWに対する外f:￨切除の恵侭

37

(％）
100
J=0.046

80

０
６０
４

累積生存率

20

0

0

1

2 3 4 5 6 7 8
再発巣外科切除後観察期間

9

10 (年）

図2崇械生ｲf*IIII線： ドノjIIII切除から2年以降に1V発巣外科切除を実施した12例と
2年ｲﾐ満に￨リ発巣外科切除を災施した10例との比較

(％）
100

P=0.176

乳頭部癌

80

０
６０
４

累積生存率

胆嚢癌

20

肝外胆管癌
0

0

1

2
3
4
5
6
7
8
再発巣外科切除後観察期間

9

10 （年）

図3衆械生存率IIII":脈発(￨;位別(l･ :lfi11場乳砿部1厳4例, 11 1:Iﾉ11111椅癌4例，Ⅲ1挺猟7例，
lll:外1111祷癌7例）にみた阿発巣外科Uj除後の成剥I
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梁械碓仔率llll線: III発部￨"II (ll l:III発10例，局所IIW&6例， リンパ節再発5例）
にみたi'i発典外科切除後の成紬

表2

111発llll逆ﾙWに対する外科切除後に5年以Mi〃した4例の特徴

年齢（激）

76／男

肝内胆管

4

60／女

肌彌

初回手術から岬発巣

再発巣切除術式

56

肝右葉切除
肝I1区域切除

130；陳病死
IO4;無llf発生存

肝部分切除

98；原痛死

大動脈周囲
リンパ節郭消

81 ；無再発生存

42

肝; IM
通￨潟リンパ
節; IM

IIf発巣切除後の

切除までの期間（月）

９い

3

●９●ｏ

膵噸'一二桁腸切除
"l''l桧沮〃
膵珈･'一二指鵬切除
拡大肝左葉切除
十肝外胆管切除
肌礎床切除
十肝外胆管切除

冊似

十二桁鵬乳噸部
‑'一二桁鵬乳伽部

l'f発部位；
転移個数

ｌｌ

初IEl手術

ｆｆ

８９
７４

白日０へグー

原発部位

／性別

男女
／／

縦例

転冊（〃）

年未満であった10例の成紬(5年'￨乱存率30%,

ると，肝10例，局所6例， リンパ節5例の5年生

生存期間!''央仙10かl l )より良好であった

が率は各々40％， 0％， 40％，生存期間の!￨!央値

(P=0.()46)(図2).

は15か)1 , 14か月,46か月であった(P=0.273)

原発部位別にIﾘ発巣外科Uj除後の速'梢成絨をみ

ると，乳頭部癌, ll l:内III";州． lll!愛撫の5年'k存

(図.1).右副'門再発の1例（原発巣：孔砿部癌）
は, Iw}発巣外科切除後14か月llに原病死した．

率は各々75％， 38％， 29％，生〃IWIIIII!￨!央仙は
各々130かI=1,37か月,46か月であった. lll:外Ilu樫

癌に関しては,5年経過似察例は存ｲfせず，生仔期
￨ﾊIII!央ll'!Iは15かI1であった(P=0.176)(図3).
再発部位別にlli発巣外科Uj除後の遠隔成絨をみ

再発巣外科切除後の長期生存例の特徴
22例II!4例が再発巣外科切除後に5年以上生

作した（表2)．その4例のlﾉ1訳は，乳頭部制ll:再
発が2例，肝内胆管癌肝再発が1例，胆嚢州リン

齋樵：再発胆遊猟に対する外科切除の恵淀

パ節再発が1例であった．全￨#llにおいて，再発巣
外科切除時にはRO切除が実施されており, lW&
巣外科切除後に化学療法が実施されていた． また，
4例中3例が原発巣の初II II外科切除から再発巣外
科切除までの期￨H1が2年以上であった（表2)．
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検荊において，原発巣に対する外科切除から仰発
巣外科切除までの期間が2年以上である症例の成
&'iは, 2年未澗である症例の成紬より良好であっ
た． また, ili発巣外科切除後に5年以上生ｲ『した
4例!￨13例が原発巣の外科切除から再発巣外科切
除までの期￨H1が2年以上であった.Takahashiら

考

察

9）も￨両1棟の結果を報告している. i'j発llll遊猟にお
いて，脈発巣の外科切除からのil暁までのlﾘlllllは，

胆道癌は根治切除後も商率にi'j苑をきたし, WIj
発後の予後は一般的に不良である5)6)．われわれ
は，術前画像や術II'所兇で再発巣が孤立性でR()

再発巣外科切除の適応を決定する際の判断の一助
となると考える．

肝￨ﾉ､llll !11;ﾙ輔15)‑17)や乳砿部撫18)19)の孤jifl;

切除が可能と判￨析された全身状態が良好な再発胆

lll:IW6 (少放il,1)に対するll l:Uj除にIflしては，い

道癌22例に対して再発巣外科切除を実施してき

ずれの報告も少激例の検討ではあるが， イァ効性が

た. Clavien‑Dindo分頽llla以上の術後合併症が

示唆されている．本研究においても，乳頭部撫3

8例（36％）で認められたものの術後在院死亡は

例, lll:内llu符撫2例の肝再発に対してlll:切除を実

認められず，再発巣外科切除は安全に施行可能で

施し，そのうちの乳頭部ﾙ静2例, II I:内llll櫛撫1例

あった．また，本研究の22例における再発巣外科

(いずれも単発）が再発巣に対する肝切除後に5

切除後の5年生存率は32％，生存期間中央ll曲は

年以剛《存した．ただし， 5年以上の生存例は全

21か月であり， 4例が5年以上生存することがで

例が1'j発巣外科切除後に化学旅法を受けていた．

きた．進行再発llu道ﾙ輔において，現在第一選択の

III:lﾉ､lllllll;州および孔頭部癖の孤立性III:1V苑（少数

化学療法として推奨されているジェムザール＋シ

佃） リil;例に対する集学的治旅において, II I:切除は

スプラチン旅法の成紬は， ′￨i存IVIIIII I￨!央値が約ll

考!&すべき選択肢の一つである．

か月であり，化学旅法ili独治旅による再発胆迩ﾙW

lll:外lluWﾙ聯や胆嚢癌の再発ｿii;例に対する外科切

の長期生存例の報告はほとんど認められていない

除の鞭告は少ない9)‑11).Takahashiら9)のlll:内

7)8)．以上の事実は，外科切除がII}発胆道癌に対す

lll!11;癌を含むllu特癌およびllu溌癌に対するII}発巣

る治療の選択肢の一つになりi!｝ることを示唆して

外科Uj除74例の鞭告では, lll !11;猟とllu獲纈との

いる．

￨ﾊlでは『I}発巣切除後の成絨に雄を認めず, 6例が

胆道癖に対するII}発巣外科切除術式は再発部位

IIj発巣切除後5年以上生存したとしている.Noji

に応じて多岐にわたり, II!ilm臓器の合併切除が必

ら 10)はlll:外llllll;癌および胆嚢癌のII}発27例に

要となることも少なくない9)‑'').Takahashiら9）

対して￨叩発巣外科Uj除を実施し， ｜司様にI I}発巣切

は再発llu通り苗に対する外科切除74例の治旅成紬

除後の成紋は陳発巣の違いにより雄を認めず，そ

の報;'iの中で，特にllu道撫局所III発例に対しては，

のうちの3例がl'l発巣切除後5ｲド以￨Z'￨ミイfしたこ

周囲臓器合併切除やlll!)iIW処を伴う肝切除をはじ

とを柵I;している．本研究においても，原発巣に

めとする複雑な手術術式が要求されることが多い

よるW発巣外科切除後の成紬に差を認めず, ll l:外

ことを述べている．本研究においても，全22例II'

胆櫛撫およびllu獲癌14例II! 1例(III!嚢撫リンパ

7例（32％)，局所II}発例では6例'l!4例(67%)

節1V発）が再発巣外科切除後に5年以上′￨主存し

で再発巣外科切除の際に) 11昨￨臓器の合併切除を甥

た．肝外I旧描;蝿や胆嚢癌の!￨'には，肝内胆櫛獅や

した． i'l発胆道癌に対する外科切除は，経験のあ

乳砿部州と同様に，再発巣外科切除がｲ1効な症例

る肝胆道外科チームによって実施されるのが妥当

がｲ〃fする．

である．

本研究のl'}発llll道ﾙWに対する外科切除22例の

lll!愛撫の遠隔リンパ節IIj発切除症例に￨11して

は，本研究では5例に対し外科切除を災施し，前
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述の1例が再発巣外科切除後81か月生存I￨'の他，
2例が15か月， 46か)1で原病死したが，残りの2
例は35か月． 32かl‑l fk存I1'である．いずれの症
例も原発巣切除IIｷのリンパ節郭清範ljH外の孤立性
リンパ節那発であり，初回手術による局所・領域
の制御は良好で，少なくともil}発巣外科切除の術
前または術後に化学旅法を受けていた．胆握り岬lii
後の遠隔リンパ節II}発に対する外科切除は，初lml
手術におけるI!j所・仙城の制御が良好であれば，
化学旅法と糺lみ合わせることで有効な治旅法とな
る可能ﾔ￨；がある．
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