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図１.  肝門部の局所解剖 

胆道癌の外科治療方針 

清水宏明・宮崎　勝 千葉大学大学院医学研究院・臓器制御外科学 

（胆管癌・胆嚢癌） 

はじめに 

　胆道癌の治療の第一選択は外科切除であり、ま

た、治癒切除が唯一、長期生存を期待し得る治療

法であるとされる。したがって、術前に癌の進展

度診断を正確に行い、外科切除の際の切除断端を

癌陰性にすべく、適切な術式を選択することが重

要なポイントである。しかしながら、肝門部胆管

癌、肝十二指腸間膜浸潤を伴う胆嚢癌症例などで

はその解剖学的特徴から、門脈や肝動脈に容易に

浸潤し、外科切除を困難にすることも少なくない。

近年、門脈枝塞栓術を併用した拡大肝葉切除1-3）、

門脈合併切除、再建4-6）さらには、マイクロサー

ジェリーの手技を用いた動脈再建などの拡大手術

の導入により、外科切除率は飛躍的に向上してき

ている。しかしながら、その一方で拡大手術の適

応、術後合併症発生率に関しても解決すべき問題

も残されており、その術後成績も未だ満足すべき

ものではない。したがって、今後、進行胆道癌を

扱う外科医は、まず手術の安全性を十分に確保し

たうえで、かつ根治性を損なわない外科治療戦略

を確立し、実践していくことが必要不可欠と考え

る。 

　本稿では、胆道癌（胆管癌・胆嚢癌）の外科治

療の現況について概説する。 

 

Ⅰ. 胆管癌 
　胆管癌の進展様式には、胆管に沿った水平浸潤、

血管・神経周囲、周囲臓器への垂直浸潤、転移（血

行性・リンパ行性）の３つの要素から成り立って

いるが、胆管癌の占拠部位により当然近接する血

管、周囲臓器が異なるため、部位別にその臨床的

意義が全く異なる。ここでは、肝門部胆管癌・中

下部胆管癌について述べる。 

1. 肝門部胆管癌 

1）肝門部の局所解剖と尾状葉切除の必要性 

　肝門部胆管癌の手術において重要なことは、左

右肝管合流部から各区域胆管枝への癌進展を診断

し、肝内区域胆管枝の断端が陰性になるように適

切な部位で切離することにある。したがって、肝

門部における胆管と脈管との立体的位置関係（図

１）と肝門部における区域胆管枝の分岐形態を各

症例ごとに十分に把握することが必要不可欠とさ

れる。また、ここで重要なポイントは、数本の細

い尾状葉枝が左右肝管合流部合流部背側に合流す

るため、尾状葉胆管起始部は癌浸潤を最も受けや

すい部位であり、したがって、肝門部胆管癌の根

治術には多くの場合、尾状葉切除は必要であると

いう点である。 

 

2）胆管への進展度診断と術式の選択 

A. 胆管への進展度診断 

　 最 近 の 画 像 診 断 の 進 歩 に 伴 い 、 と く に

Multidetector-row CT（MDCT）の登場以来、

Multiplanar reconstruction（MPR）をはじめと
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図2. 肝門部胆管癌症例の 
　　MPR冠状断像 

（Ａ）肝門部に腫瘍を低吸収領域（矢
　　印）として描出。 

（Ｂ）後区域胆管枝起始部まで癌浸
　　潤（矢印）を認める。 

図4. 肝切除と胆管切離線 

図5. 左側胆管の合流形態 

①拡大右葉切除、②左3区域切除、③拡大右葉切除 
④右3区域切除、PV：門脈 

図3. 肝外胆管の合流形態 
Ａ：前区域胆管 
Ｐ：後区域胆管 

RHD：右肝管 
LHD：左肝管 

胆道癌の外科治療方針 

する各種三次元的再構成法が実用的となり7）（図２）、

また、MRcholangiography

の精度も飛躍的な進

歩をとげているもの

の8）、やはり現在でも

直接胆管造影は癌の

水平方向への進展度

診断において重要な

位置を占めると考え

る。実際の進展度診

断においては、肝門

部胆管分岐にはしば

しば変異があるため

（図３）、胆管造影

では肝門部胆管分岐

部の重なりのない画

像において、肝門部

における区域・亜区

域胆管枝の同定し、

その浸潤範囲を正確

に診断、その上で切

除術式を決定する必

要がある。その点で

は、シネアンギオ装

置を用いた連続回転

撮影は、患者に負担

をかけず短時間に施行可能であり有用と考える9）。

さらに、胆管造影だけでなく、胆管ドレナージル

ートを利用して、胆管腔内超音波（IDUS）、さ

らには経口胆道鏡検査（POCS）、経皮経肝胆道

鏡検査（PTCS）などに発展させることも可能で

あり、より正確な癌の進展度診断が可能となる10）。 

 

B. 術式選択 

　肝門部胆管癌の切除術式は、尾状葉（Ｓ１）切

除を併施した、右側からの拡大右葉切除、右三区

域切除、左側からの拡大左葉切除、左三区域切除

がある。（図４にそれぞれの術式における胆管切

離ラインを示す。）さらに、中央肝の切除として、

肝中央二区域切除、さらには、尾状葉単独（Ｓ１）

切除、Ｓ１＋Ｓ４切除11、12）、Taj Mahal切除13）と

いった肝実質温存型の術式がある。切除葉の判断

は、肝門部胆管の通常型分岐例では、右側では前

後分岐部上流側に浸潤が及んでいる症例では右肝

は切除せざる得ないとし、一方、左側ではB2、B3、

B4の合流形態にしばしば変異（図４）があるが、

通常みられる典型的な分岐例（図５A）ではB4を

越えてB2、B3合流部まで癌浸潤が及べば左側肝

は切除せざる得ないと判断する。また、左側優位

の癌浸潤で右前区域胆管枝へ浸潤が強く、切除・

再建が不可能であれば、左三区域切除を選択する。

一方、右側優位でB4の起始部からその上流側に

浸潤が認められる際には右三区域切除を選択する。 

　一方、肝実質温存切除術式は、肝不全を中心と

した術後合併症の発生が懸念されるハイリスク症

例、高齢者、減黄不良あるいは、慢性肝炎（Ｂ型、

Ｃ型）合併などの肝機能不良症例などの肝切除量

を制限する必要がある場合において、積極的に考

慮すべき術式と考えられる12）。その胆管浸潤から

みた適応は、左右肝管合流部背側より分岐するＢ

１のみの浸潤であれば、尾状葉切除で治癒切除可

能であり、さらに、左側胆管分枝形態においてＢ
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図6. 右門脈枝塞栓術 
（ａ）腰椎麻酔下に小開腹し、回結腸静脈分岐静脈
　　よりカテーテルを挿入。 

（ｂ）右門脈塞栓後の門脈造影像。 

2005年（平成17年）度後期日本消化器外科学会教育集会 

４が肝門寄りに合流するような症例では、十分な

胆管断端マージンが確保され、かつ良好な視野が

胆道再建の際に得られるＳ１＋Ｓ４切除11）も有用

な術式と考える。しかしながら、これらの肝実質

温存型の術式を選択するには、正確な胆管の癌進

展度診断はもちろんのこと、腔内超音波（IDUS）、

血管造影などによって壁外浸潤、とくに脈管浸潤

がないことも確実に診断する必要もある。 

 

3）肝門部胆管癌における門脈枝塞栓術の適応 

　閉塞性黄疸のある肝門部胆管癌に対しての拡大

肝右葉切除、三区域切除などの広汎肝切除術後に

は、高ビリルビン血症を中心とした肝機能不全の

などの重篤な合併症が比較的高率に発症するとさ

れる14）。そこでこうした術後肝機能不全を予防し、

手術をより安全に行うために、術前に切除葉の門

脈枝を塞栓し、温存側である肝容積の代償性肥大

を図る術前門脈枝塞栓術が、現在では術前

strategyとして多くの施設で用いられている1-3）。

実際の門脈枝塞栓術の方法には、超音波ガイド下

に直接、肝内門脈枝を穿針する経皮経肝的アプロ

ーチ（PTPE）と右下腹部の小切開・開腹による

回結腸静脈静脈よりの門脈へのアプローチ（TIPE） 

の２通りがある。PTPEは開腹術であるという侵

襲面での負担は大きいが（図６）、肝の穿針にも

とずく出血、血栓症などの合併症はなく、また腹

膜播種の有無の検索

が可能であるという

長所もある。門脈枝

塞栓術後は１週間毎

にCTを施行し、予定

残肝容積の算出し、

その容積を評価した

上で２－３週間を目

安に根治手術を行う。 

 

 

4）肝門部胆管癌における血管合併切除・再建 

　肝門部胆管癌において肝門部血管に浸潤を認め

る症例は、従来は切除不能とされることが多かっ

たが、現在では、門脈浸潤症例に対しても治癒切

除を目的とした積極的な外科切除、つまり、門脈

合併切除・再建を行っており、肝門部胆管癌の手

術手技としては必須のものとなっている。これま

での報告では門脈合併切除・再建に起因する合併

症発生率、手術死亡率は、非門脈合併切除に比し

て、有意差は認めておらず、現在では安全に施行

し得る手術手技といって良い4-6）。術後成績は門

脈合併切除群の５年生存率は非門脈合併切除群に

比し、不良であるものの、明らか非切除例に比べ、

その予後は改善されており、進行肝門部胆管癌に

おいて門脈合併切除・再建を併施した術式は根治

術として意義あるものとされる。一方、肝動脈浸

潤例における動脈合併切除・再建は、合併症発生

率、予後の面からみて、まだ解決すべき問題が残

っているのものの、マイクロサージェリーを用い

た手技の導入により、その安全性は従来と比べて

飛躍的に進歩しており、その適応を含めた評価に

は今後のさらなる症例の蓄積が必要であろう。 

 

2. 中下部胆管癌 

1）中・下部胆管癌に対する術式 

　一般的に中・下部胆管癌に対する基本術式は膵

頭十二指腸切除術（PD）、あるいは、幽門輪温

存膵頭十二指腸切除術（PpPD）とされる。下部

胆管癌においては、PDあるいは、PpPDにより、

多くの症例で治癒切除が得られるものの、中部胆

管癌では下部胆管癌に比べ、癌の進展範囲がより

肝側におよぶ頻度が高く、肝側胆管断端（HM）

の癌浸潤の有無が問題となる場合が多く、肝膵同

時切除（HPD）といった過大な手術が必要とな

る症例も少なくない。とくに、乳頭型や結節膨張

型胆管癌では主病巣から連続してみられる粘膜内

進展が多いとされ、その正確な診断には胆道鏡

（PTCS）下の生検が必要とされる15）。したがって、

中部胆管癌においては、術前に確実な進展度診断

を行い、適切で過不足のない胆管切離線を設定す
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図7. 中部胆管癌症例： 
胆管内超音波（IDUS）にて中部胆管に低エコーを示す腫瘍像が
みられ、外側高エコー層が一部不整、消失しており、深達度ss以深
と診断。 

胆道癌の外科治療方針 

る16）ことが重要であるとともに、術中の胆管断端

の迅速組織診断も治癒切除を得るためには必要と

考える。 

 

2）幽門輪温存膵頭十二指腸切除術（PpPD）の適応 

　中・下部胆管癌に対するPpPDの適応は、一般

的には、幽門上リンパ節（no.5）、幽門下リンパ

節（no.6）に転移がなく、さらに十二指腸球部、

および胃幽門部に浸潤のないものとされる。

PpPDでは、全胃、十二指腸球部を温存し、胃の

貯留能や十二指腸球部よりのホルモン分泌能を保

持させ、消化吸収能をすこしでも温存しようとす

る術式である。2003年度の日本胆道外科研究会に

よる全国胆道癌登録調査17）では胆管癌切除例にお

いて組織学的に幽門上リンパ節（no.5）に転移を

認めた症例（郭清89例中）は１例もなく、幽門下

リンパ節に転移（no.6）を認めた症例もわずかに

２例のみ（郭清85例中）と報告されている。した

がって、リンパ節転移の面からみると中・下部胆

管癌の多くの症例は、膵頭部癌と異なり、PpPD

の適応であろうと考えられる。実際に、多くの施

設でこれまで中・下部胆管癌に対してPpPDが適

応とされてきたが、術後再発・予後に関しては、

PDとの間に有意差は認めていないとする報告が

多い18、19）。したがって、通常の中・下部胆管癌に

対してはPD、PpPDどちらも標準手術としてさし

つかえないと思われる。PD、PpPD術後の最も重

要な合併症は膵空腸縫合不全であり20）、とくに膵

管の拡張がなく、柔らかい膵組織であることが多

い中下部胆管癌症例での吻合には十分に注意を要

するところである。 

 

3）中・下部胆管癌に対する縮小手術 

　中部胆管癌の縮小手術として肝外胆管切除があ

るが、これは腫瘍が中部胆管に限局し、癌浸潤が

粘膜（m）、繊維筋層（fm）にとどまる症例の

みで適応となる21）。しかしながら、近年の超音波

内視鏡検査（EUS）、胆管腔内超音波（IDUS）

などの診断modalityの進歩10）にもかかわらず、実

際の臨床では術前に微小浸潤癌を確実に診断する

ことは容易ではなく、また、胆管癌のほとんどが

ss以深の癌（図７）であることから、根治を目的

とした手術として成り立つ症例は少ない。 

 

Ⅱ. 胆嚢癌 
1）胆嚢癌の壁深達度と予後 

　胆嚢は粘膜筋板を欠き固有筋層も非常に薄く、

漿膜下層が血管とリンパ管に富むという解剖学的

特徴のため、胆嚢癌が一旦筋層を穿破し漿膜下に

浸潤すると豊富な血管やリンパ管に容易に波及し、

転移・浸潤を来すという特徴を有している22）。し

たがって、胆嚢癌はその壁深達度により、進展形

式、予後が大きく異なるとされる。永川らの胆道

癌登録の全国集計23）では、切除症例の５年生存率

は壁深達度m、mpは、85％、82％と良好であり、

ssは48％、一方、se、siでは、５生率は、13％、

11％と報告されている。したがって、se・siの高

度進行例の予後は拡大手術を行っても未だ満足の

いくものでなく、とくに、肝十二指腸間膜浸潤陽

性の進行胆嚢癌の予後はきわめて不良とされる。

また、その中間にあたるss浸潤例では適切な外科

的切除がなされれば、予後の向上が期待し得ると
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図8. ss胆嚢癌：EUSで表面不整で内部が比較的 
　　均一な腫瘤を認め、病変部で胆嚢壁外側高 
　　エコー層が菲薄化（矢印）しており、壁進 
　　達度ssと診断。 

図9. ss胆嚢癌に対する肝中央下区域切除（S4a+S5） 
　　＋肝外胆管切除術 

2005年（平成17年）度後期日本消化器外科学会教育集会 

考えられる。 

 

2）胆嚢癌の進展度診断 

　比較的早期の胆嚢癌はその壁深達度を診断し、

その深達度に見合った切除術式を行うことが重要

なポイントである。最近の報告24）では、胆嚢癌で

の壁深達度診断には、超音波内視鏡検査（EUS）

（図８）が最も有用で、胆嚢癌におけるT 

stagingの決定に貴重な術前情報が得られるとさ

れる。一方、進行胆嚢癌では、その進展様式は多

様であり、CT、MRI、血管造影、消化管造影な

ど各種画像診断を駆使しながら、進展度診断をし

ていくことになるのは言うまでもない。 

 

3）術式の選択 

　筆者らの施設では、術前、画像診断にてm、

mpまでの壁深達度と判断される症例では、胆嚢

全層切除を行い、術中迅速組織診を施行している。

mp癌では脈管浸潤、リンパ節転移陽性例の報告25）

もあり、No.12のリンパ節郭清を追加している。

一方、術中迅速組織診にてss以上、あるいは、術

前画像診断にてss以上、肝十二指腸間膜浸潤陰性

と診断した際には、肝中央下区域切除（S4a+S5）

＋肝外胆管切除＋Ｄ２及びNo.16a2+b1リンパ節

郭清（図９）を施行している。しかしながら、ss

浸潤例における標準術式は未だなく、各施設間で

多少異なっているのが現状である26）。系統的な

S4a+S5肝切除術は、胆嚢静脈が肝内の内側下区

域門脈枝（P4a）、前下区域門脈枝（P5）末梢に

流入しているため、初期の微小肝転移はこの領域

に発生し、かつ限局している（限局性肝転移）可

能性が高い22）という判断のもと施行している。ま

た、胆管切除は、ss以上であれば、肉眼的肝十二

指腸間膜浸潤を認めない症例においても50％の頻

度で病理組織学的に間膜浸潤を認めたとする報告27）

がなされており、肝十二指腸間膜の郭清を確実に

行うために施行している。この点に関しては腹腔

側のss胆嚢癌では、胆管切除を行わずリンパ節郭

清のみとする施設もある26）。 

　一方、ss以上、肝十二指腸間膜浸潤陽性の場合

には、通常肝門部から右グリソン鞘に沿って癌浸

潤を認めることが多く、拡大肝右葉切除＋胆管切

除＋Ｄ２及びNo.16a2+b1リンパ節郭清を選択す

ることが多い。この場合、左肝管の切離部位は当

然左グリソン鞘への癌浸潤範囲により異なってく

るが、通常、門脈臍部右側近くで切離する。また、

膵頭十二指腸切除の併施は、筆者らの施設では、

肝十二指腸間膜浸潤が膵臓方向へ浸潤し、胆管十

二指腸断端が癌陽性となる症例、十二指腸に広範

囲に直接浸潤をみとめる症例、あるいは膵頭周囲

の転移リンパ節（No.13）が膵実質に直接浸潤し

ている症例において適応と考えている。 

 

3）リンパ節郭清 

　ss以上の進行胆嚢癌においては予想以上に高い

頻度（20－40％）で大動脈周囲リンパ節転移が見

られることが明らかになり28,29）、1997年に改訂さ

れた胆道癌取り扱い規約（第４版）ではNo.16a2、

b1は第３群リンパ節に分類されている。現在の

動向として、進行胆嚢癌では、Ｄ２＋No.16a2、
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b1リンパ節郭清を標準的なリンパ節郭清として

いる施設が多い。一方、No.13リンパ節郭清に膵

頭十二指腸切除の付加する施設もあるが30）、侵襲

の大きい膵頭十二指腸切除を予防的リンパ節郭清

のためにルーチンに行うには問題も多いとされる。 

 

4）胆嚢癌と腹腔鏡下胆嚢摘出術 

　近年、腹腔鏡下胆嚢摘出術の普及に伴い、術後

の病理検索にて偶然に胆嚢癌と診断される症例が

増えている。この場合、ss以上の壁深達度と診断

された症例では、筆者らの施設では初回のss胆嚢

癌と同様な肝中央下区域切除（S4a+S5）＋肝外

胆管切除＋Ｄ２及びNo.16a2+b1リンパ節郭清を

根治術として施行している。また、初回の腹腔鏡

下胆嚢摘出術を含む非根治的手術は、胆嚢癌治療

におけるは有意な予後因子ではないと報告されて

いるものの31）、術前に胆嚢癌が疑われる症例に対

しての腹腔鏡下胆嚢摘出術の適応は慎重であるべ

きでと考える。 

 

おわりに 

　胆道癌の治療は現時点では、治癒切除が唯一の

根治性が得られる治療法であるため、治療にあた

る外科医はその進展様式を十分に理解し、個々の

患者において術前に詳細な進展度診断を正確に行

い、積極的に根治が得られる外科切除を選択すべ

きと考える。また、その際には、胆道ドレナージ、

門脈塞栓術などの適切な術前処置と術後のきめ細

かい患者管理が手術を成功に導く重要なポイント

と考える。また、その一方で術後合併症、QOL

のついても術式選択の際には十分に配慮すべきと

考える。さらに今後は、積極的外科治療に加え、

有効な化学療法、放射線療法の確立が望まれると

ころである。 
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