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肝胆膵癌の治療ガイドライン
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教育セッション「肝胆膵」

はじめに
　癌診療の最前線に立つ臨床医の知識のリニューアルを
目的として，本教育セッションを企画している．標準的
治療や治療オプションは十分な理解と理論的な背景があ
るべきである．診療ガイドラインの目的は治療を選択
するときの一般的な基準を示すことである．したがっ
て，今回は肝胆膵癌の各治療ガイドラインについて概説 
する．

1．肝癌
　肝癌は他の消化器癌と異なり腫瘍条件のみでは治療方
針の決定が難しい癌である．本邦では，①症例の 80%以
上が肝炎ウイルス（B型・C型）の感染と強い因果関係
をもち，特にC型肝炎では，病悩期間と肝機能との間に
負の相関をもち，②治療後 5年以内の再発率が約 80%と
高く，その中には多中心性発癌という通常の転移と異な
る特徴的な再発形式をもつ，③肝炎のスクリーニングや
抗ウイルス療法による新規肝炎ウイルス感染者の激減に
より，肝癌症例は年々高齢化が進み平均年齢は 70 歳を
超える， という疫学的特徴をもつ．本邦は肝癌治療ガイ
ドラインの普及により世界の中で肝癌による死亡率が減
少した唯一の国であり，肝癌治療の先進国である．同ガ
イドラインは， evidence based medicine の手法を背景に
厚生労働省の「診療ガイドライン支援事業」の一環とし
て作成が始まり，本邦の肝癌治療の根幹を成す指針にま
で至っている．本項では広く臨床の現場で受け入れられ
ている肝癌治療のアルゴリズムについて概説する．
　前述の 3つの疫学背景の特徴のほかに，①肝予備能つ
まり肝障害の程度により大きく治療法が異なる，②門脈
侵襲に代表される脈管侵襲は明確な予後因子である，③
再発肝癌に対しでも初回治療と同様の治療アルゴリズム
により有意差のない成績が得られる， といった治療背景
がある．
　よって腫瘍条件と肝機能の組み合わせによって治療方
針が決定されるが，有効とされる治療法が複数存在する

場合，推奨される治療のエビデンスレベルが低い場合に
遭遇する．その中で最適な治療を選択するためにはこれ
らの特徴を熟知することが肝要といえる．

●エビデンスに基づく治療アルゴリズム
　肝癌治療の選択を簡便かつ一般化するために，肝癌治
療アルゴリズムには肝障害度，腫瘍数，腫瘍径の順に最
も重要な 3要素を設定し適切な治療法が選択できるよう
に構築されている（図 1）． 推奨される治療法は一つな
いし 2つに限定され，より推奨度が高い治療法が上位に
記載されている 1）．

・     肝障害度AまたはB
 　腫瘍が単発ならば腫瘍径に関わらず肝切除が推奨され
る治療法である．ただし肝障害度 Bの症例で、腫瘍径
が 2cm以内ならば穿刺局所療法も選択されることもあ
るが，同カテゴリーの患者で、両者の成績に有意差がな
かったことに起因する 2）． 腫瘍数が 2，3 個で、腫瘍径
が 3cm以内の場合は，肝切除または局所療法が推奨さ
れる．同腫瘍数で腫瘍径3cmを超えると、局所療法では、
根治的治療が困難であり、肝切除または肝動脈塞栓化学
療法が推奨治療となる．腫瘍数が 4個以上の場合は肝動
脈塞栓化学療法または肝動注療法が推奨される．

・     肝障害度C
 　高度肝機能障害が併存する肝癌治療には常に肝不全の
リスクが伴うことになる．そのため，同カテゴリーの患
者の治療には癌の治療と同時に肝機能の改善が期待でき
る肝移植が推奨される．肝癌に対する肝移植の適応には
幾つかの提案があるが，このアルゴリズムでは，65歳以
下でMazzaferro らの提唱するミラノ基準（3cm以下の
腫瘍が 3個以内または腫瘍が単発で 5cm以下）を満たす
症例で肝移植が推奨され，保険適応となっている 3）． こ
の根拠として，2009 年度版では， Todo らの報告したミ
ラノ基準内外の肝癌移植症例の予後についての比較が取



302 JSCO 第48巻第2号

り上げられている 4）．しかし、同基準を満たさない，も
しくは肝外転移や脈管侵襲をもつ症例に対する肝移植の
適応はなく，緩和治療が推奨治療となる．

・      高度進行例
　脈管侵襲や肝外転移を有する進行例は予後不良であ
り，2009 年度ガイドラインにおいて推奨される治療法の
記載はない．これは同カテゴリーに対する十分なエピデ
ンスのある治療法が確立されていなかったためである． 
しかし，肝機能良好な症例には肝切除，肝動脈塞栓化学
療法などによって予後の改善が期待できるケースが存在
することは事実であり，本邦でも各施設で様々な取組が
行われている．また，2008 年に肝癌進行例に対する分子
標的薬（sorafenib） の有効性が Llovet らにより示された
5）． この大規模研究の対象は海外の症例ではあるが，高
度進行例の平均余命 8ヵ月が 11ヵ月に，すなわち 3ヵ月
の余命延長があったということで本邦でも認可された．
2009 年度版のアルゴリズムには検討対象時期ではないた
め未収載であるが，有効な可能性をもつ治療法としてガ
イドラインの解説中で紹介されている．

・     肝切除後補助療法
　術後再発予防として養子免疫療法により再発が抑制さ
れたとの報告があるが、生存率を有意に改善されるま
でには至っていない 6）．Sorafenib による無作為化試験
（STORM trial）が進行中であり、結果に期待したい．

●治療アルゴリズムの今後
　肝癌は肝機能と腫瘍条件より治療適応が判断され，専
門家同士でさえ治療選択に差異があった．しかし同アル
ゴリズムの導入により本邦での肝癌の治療はある程度均
霑化されたといえる．しかし日本で培われた肝癌診療の
エッセンスを広く世界に知らしめるためにより高いレベ
ルのエビデンスに支持されたガイドラインを改訂してい
くことが我々の責務である．
　そして、今年中にガイドラインの改訂がおこなわれる予
定である．改訂は以下の下線部になる予定である．肝障害
度AまたはBの症例においては，①腫瘍が1個ならば腫
瘍径にかかわらず第一選択として肝切除が推奨される（た
だし，腫瘍径が3cm以内ならばラジオ波焼灼療法も選択
される）2）7）．②腫瘍数が2個または3個で腫瘍径が3 cm
以内ならば肝切除またはラジオ波療法が推奨される 2）7） 

③同腫瘍数で腫瘍径が 3 cm超ならば第一選択として肝
切除、第二選択として肝動脈塞栓療法が推奨される 8），
④腫瘍数が 4個以上ならば第一選択として肝動脈塞栓療
法、第二選択として全身化学療法（肝動注療法や経口投
与法がある）が推奨される 5）8）．なお，脈管侵襲を有す
る肝障害度Aの症例では肝切除、化学療法、肝動脈塞
栓療法が選択される場合がある．また、肝外転移を有す
るChild-Pugh 分類Aの症例では全身化学療法が推奨さ 
れる 4）．　

図1　肝細胞癌治療アルゴリズム
日本肝臓学会編：科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドライン2009年版（第 2版），金原出版，東京，2009．
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2．胆道癌
　胆道癌で唯一，根治の可能性がある治療は外科切除で
あり，できる限りその可能性を検討する．しかし，肝， 
肺，腹膜転移，遠隔リンパ節転移は切除不能とする報告
がほとんどである．
　黄疸症例，そのなかでもとくに胆管炎併発例や広範肝

切除を予定している症例には胆道ドレナージ（経皮的，
内視鏡的）を行い，減黄を行うのが一般的である．また，
広範囲肝切除症例に対しては，術前門脈塞栓術を行い，
残存予定肝の容量増大を図ることで，術後合併症や手術
関連死亡を減少させる可能性がある．
　切除術式は，肝門部・上部胆管癌は胆管切除 +肝切

図2　胆道癌治療アルゴリズム
胆道癌診療ガイドライン作成出版委員会編：エビデンスに基づいた胆道癌診療ガイドライン，医学図書出版，東京，2007．

図 3　膵癌治療のアルゴリズム
日本膵臓学会膵癌診療ガイドライン改訂委員会：膵癌診療ガイドライン，2009 年版，金原出版，東京，2009．
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除，中下部胆管癌は膵頭十二指腸切除が標準術式である
が，厳密な進展度診断を行ったうえで術式を選択すべき
である．胆嚢癌は，その深達度，周辺臓器への浸潤を含
めた進展度により，症例ごとに適切な術式を選択し，治
癒切除（R0）を目指すことが重要である．胆嚢癌を疑う
症例に対する腹腔鏡下手術は早期癌でも原則的に推奨さ
れず，開腹手術を行うことが望ましい．乳頭部癌に対し
ては膵頭十二指腸切除術が標準術式である．
　胆道癌の術後補助療法についてはその有効性を示唆す
る報告も散見されるが，現時点では推奨されるレジメン
がなく，臨床試験として行われることが望まれる．
　切除不能例においては，黄疸を有する場合，内視鏡
的または経皮的に胆道ステントを挿入して減黄を図り，
QOL の改善を目指す．また， 化学療法， 放射線療法，
photodynamic therapy による生存期間の延長，QOLの
改善における有効性が報告されているが，標準的治療は
確立していない（図 2）9）．

3．膵癌
　膵癌は増加傾向にあり，2009 年の全癌死亡数では男性
で 5位，女性で 4位であり，約 2万 7千人が膵癌で死亡
している．10 万人当たりにすると，男性で 23.0，女性で
19.7 と高く，発生率の割に死亡率が高いことから，依然
として予後はきわめて不良である．膵癌の根治治療は切
除術であることは異論のないところである．しかし，切
除率は 40%程度とされ，近年ではむしろ切除率が減少し
ているとの報告もある．膵癌治療のアルゴリズムを示す
（図 3）10）．膵癌の根治手術は高度手術手技ではあるが手
術関連死は 2%程度と安全性は比較的高いといえ，専門
医のいる施設での治療成績は優れていると報告されてい
る．リンパ節を広範囲に郭清する，いわゆる拡大手術の
意義は少ないとされる．

おわりに
　本邦は肝胆膵癌の治療先進国であり、手術成績、イン
ターベンショナルな治療なども他の国を凌駕している．
今後もガイドラインを改定、出版し続けることは日本の
肝胆膵癌に関わる医師のプライドであり、社会的な責務
といえよう．
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