
肝細胞癌の治療法
肝細胞癌の治療は、肝切除、焼灼療法（ラジオ波焼灼

術（RFA）など）、肝動脈（化学）塞栓療法（TACE）、化学
療法、肝移植、放射線療法が中心に行われている。治療
法の選択には、癌の進行度だけでなく、肝障害度も考慮
する必要がある。治療法の選択においては、肝細胞癌治
療アルゴリズム（1）が一助となる。
1）肝障害度AまたはBの症例において
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、
RFAも選択される。
②腫瘍数が2個または3個で腫瘍径が3cm以内ならば、肝
切除またはRFAが推奨される。
③腫瘍数が2個または3個で腫瘍径が3cm超ならば、第一
選択として肝切除、第二選択としてTACEが推奨され
る。
④腫瘍数が4個以上ならば、第一選択としてTACE、第
二選択として化学療法が推奨される。
2） 肝障害度 Cの症例において
①腫瘍数が3個以下、腫瘍径が3cm以内（および腫瘍が1
個ならば腫瘍径が5cm以内）、患者年齢が65歳以下なら
ば肝移植が推奨される。②腫瘍数が4個以上ならば緩和
ケアが推奨される。

1. 肝切除
侵襲性が高いが、局所制御性において最も確実性の高

い治療法である。腹腔鏡下肝切除も保険適応が承認され
た。

2. 焼灼療法
RFAが主に行われている。一般的な適応は、腫瘍径

3cm以下、腫瘍数3個以内である。

3. TACE
無治療または化学療法単独と比較したランダム化試

験やそれらのメタアナリシスで有意に良好な延命効果が
示された。併用すべき抗癌剤や塞栓剤は明らかにされて
いない。

4.化学療法
全身化学療法では、ソラフェニブが標準治療に位置付

けられている（2,3）。2017年ソラフェニブとの非劣性が示
されたレンバチニブも今後、標準治療と位置づけられる
ことが期待されている（4）。また、ソラフェニブに不応の
患者に対する二次治療としてレゴラフェニブが標準治療
に位置づけられている（5）。そのほか、現在、免疫チェッ
クポイント阻害剤（6）の開発が注目されている。

肝動注化学療法は、シスプラチン、5-FU+シスプラチ
ンなどがよく用いられ、高い奏効割合や良好な遠隔成績
が報告されているが、延命効果は示されていない。ソラ
フェニブ+シスプラチン動注療法とソラフェニブ単剤の
ランダム化第II相試験（7）では、有意に良好な生存期間が
示されたが、ソラフェニブと5-FU+シスプラチン動注療
法とソラフェニブ単剤を比較した第III相試験（8）では両群
でほぼ同様の治療成績であり、肝動注化学療法の上乗せ
効果は示せなかった。

5. 肝移植
肝外転移がなく、ミラノ基準（単発では腫瘍径5cm以

下、多発では3個以下で腫瘍径が3cm以下）を満たす例で
は肝移植も考慮される。

6.放射線治療
体幹部定位放射線治療や陽子線、重粒子線などは、局

所制御率が高い。しかし、ランダム化比較試験などは行
われておらず、有用性は明らかにされていない。

胆道癌の治療法
胆道癌に対しては、切除術のみが唯一、根治が期待で

きる治療法であるが、診断時には既に切除不能なほど進
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行した例が多く、また切除可能であっても多くの症例が
術後早期に再発する。化学療法は切除不能例や再発例な
どの進行胆道癌を対象に行われている（9）。

化学療法
ゲムシタビン+シスプラチン併用療法（GC）が標準治

療に位置づけられている。進行胆道癌に対して、ゲムシ
タビン療法（Gem）とGCを比較した第III相試験（ABC-02
試験）（10）にて、有意に良好な生存期間と無増悪生存期間
が報告された。本邦でも、ABC-02試験と同様のランダ
ム化第II相試験（BT22試験）が行われ（11）、GC群で、良好
な生存期間と無増悪生存期間が示された。

GemとS-1の併用療法（GS）にて良好な成績が報告さ
れ（12）、 現 在、GSとGCを 比 較 す る 第III相 試 験（UMIN 
000010667）が本邦で進行中である。また、GCとS-1を
併用した3剤併用療法（GCS）も第II相試験（13）にて良好
な結果が報告され、GCSとGCを比較する第III相試験

（UMIN000014371）が本邦で行われている。

切除後の補助化学療法
2017年、カペシタビンによる6 ヵ月の補助化学療法と

経過観察のランダム化比較試験の結果が報告された（14）。
主要評価項目である生存期間において、統計学的に有意
な差は認めていないが、中央値で約15 ヵ月の差がつき、
予後因子で調整すると有意な差が認められ、標準的な術
後補助化学療法として位置づけられる可能性が高い。本
邦では、S-1による補助化学療法と経過観察群を比較し
たランダム化比較試験 （UMIN000011688）が進行中であ
る。

膵癌の治療法
膵癌に対して、切除可能例は切除+術後補助化学療法、

Borderline resectable（BR）例は術前治療+切除、局所進
行例は化学療法または化学放射線療法、遠隔転移例は化
学療法がよく行われている（15）。BR膵癌とは、総肝動脈
や上腸間膜動脈に180度未満の範囲で接するまたは門脈・
上腸間膜静脈に180度以上360度未満で接する腫瘍と一般
に定義される。

遠隔転移例に対する化学療法
本邦で使用可能な化学療法は、Gem、S-1、Gem+

エルロチニブ、Gem+ナブパクリタキセル（nab-PTX）、
FOLFIRINOXが挙げられる。

FOLFIRINOX
転移性膵癌の一次化学療法例を対象として、FOLF 

IRINOX療法（5-FU+オキサリプラチン+イリノテカン

+ロイコボリン（LV））とGemを比較した第Ⅲ相試験（16）

が行われ、生存期間、奏効割合と無増悪生存期間に
おいてFOLFIRINOX群で有意に良好な成績が報告さ
れ、標準治療に位置づけられた。日本においても、
FOLFIRINOX療法の第II相試験が行われ（17）、海外の試
験とほぼ同等の成績が報告された。Grade 3-4の好中球
減少77.8%、発熱性好中球減少22.2%と高率に認めたた
め、減量レジメン（modified FOLFIRINOX）が開発され
た。5-FU のbolus投与を割愛し、イリノテカンを150mg/
m2に減量したレジメンで、第II相試験（18）が行われ、
Originalレジメンと比べて、Grade 3-4好中球減少46.4% , 
発熱性好中球減少8.7%と改善し、抗腫瘍効果が減弱する
こともなかったため、modified FOLFIRINOXが主流に
なるものと思われる。

Gem+nab-PTX
転移性膵癌の一次化学療法例を対象としたGem+nab-

PTXとGemを比較した第III相試験（19）で、有意に良好な生
存期間が示され、FOLFIRINOXと並んで、標準治療の一
つとして位置付けられた。日本でも、Gem+nab-PTXの第
I/II相試験が行われ（20）、奏効割合58.8%、生存期間（中央値） 
13.5 ヵ月と良好な治療成績が報告された。この2つのレジ
メンのどちらが良いのか、直接比較したランダム化比較
試験は報告されておらず、今後の課題である。

その他
MM-398 （Nano-liposomal irinotecan）はイリノテカン

をナノリポソーム化した製剤で、Gemベースの二次化
学治療として、MM-398単剤、5-FU/LV療法、MM-398
と5-FU/LVの併用療法の3群のランダム化第III相試験

（NAPOLI-1）が行われ （21）、MM-398+5-FU/LV群において、
有意に良好な生存期間、無増悪生存期間が示された。本
邦でもMM-398+5-FU/LVと5-FU/LVを比較したランダム
化比較試験（NCT02697058）が行われ、その結果が期待さ
れている。

局所進行例に対する治療
化学療法と化学放射線療法のどちらが良いのか明らか

にされていない（15）。また、近年、化学放射線療法の前に、
導入化学療法を行うこともある。本邦では、化学放射線
療法はS-1併用放射線療法が中心に、化学療法や導入化学
療法では、FOLFIRINOXやGem+nab-PTXを中心に開発
が進行中である。

BR膵癌に対する治療
術前化学療法または化学放射線療法を行い、腫瘍の

縮小を図り、切除に臨むことが増えてきている。本邦
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では、Gem+nab-PTXやFOLFIRINOX、S-1併用放射線
療法など、腫瘍縮小効果の高い治療などが術前に行わ
れることが多い。

術後補助化学療法
日本では術後6 ヵ月間のS-1による補助化学療法が標

準であるが（22）、海外ではGem+Capecitabineによる術後
補助化学療法（23）がよく行われている。また、Gem vs. 
Gem+nab-PTXによる術後補助化学療法の第III相試験が
行われ、その結果が待たれるところである。

術前補助化学療法
日本において、Gem+S-1の術前補助化学療法の有用

性を検証する第III相試験が行われ、結果が待たれるとこ
ろである。また、Gem+nab-PTXやFOLFIRINOXを用い
た術前補助化学療法の有用性を検証するランダム化比較
試験などが行われている。
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