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膵癌に対する拡大手術の評価
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通常型膵癌切除例284例を対象に,拡 大群,対 照群の 2群 にわけ拡大手術の評価を行った。

拡大手術後の合併症,手 術死亡はおのおの際頭部癌で19%, 4%,棒 体尾部癌で29%, 0%と 拡大

手術は安全に行われていた。拡大手術の治癒切除率は解頭部癌で49%,際 体尾部癌で71%と 向上がみ

られ,解 頭部癌では拡大手術で 9例 の 5年 生存が,際 体尾部癌では拡大手術で50%生 存期間の延長が

えられてお り拡大手術の意義が認められた。組織学的進行度は拡大群,対 照群間で差はなく,stage

IIItt IVは解頭部癌で85%,際 体尾部癌で95%以 上 と大多数が進行癌であ り,麻前方漫潤,麻後方漫潤,

リンパ節転移も高率に認め,ほ とんどすべてに拡大手術を適応すべきと考えられた. しかしながら,

臨床病期IV期では拡大手術後の治癒切除は 0%, 1生 率は 8%, 2生 率は 0%と 拡大手術の適応外 と

考えられた。また,拡 大手術によっても高率に認める後腹膜再発,肝 転移に対 しては集学的治療法を

確立することが急務 と考えられた。
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はじめに

膵癌に対する外科治療については,1935年 Whipple

による膵頭十二指腸切除の成功421に始 ま り,1940年

Priestleyの膵 全 摘 か らFortnerのregiOnal pan‐

createctomyに代表される拡大手術へと多 くの努力が

なされてきたll―。.しかしながら,米国では拡大手術は

むしろ延命効果がないことや quality of lifeの点から

ほとんどの施設で行われなくなっているのが現状であ

る4)".

そこで今回われわれは,膵 癌に対する拡大手術の評

価に関する検討を行い,拡 大手術の意義を認めること

ができたので,文 献的考察を加え報告する。

対象と方法

今回われわれは拡大手術の意義を明らかにする目的

で,1991年 12月までに教室で切除された通常型の膵頭

部癌240例,膵 体尾部癌44例,計 284例を対象に,1.手
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術成績,2.組 織学的進展様式,3.再 発様式の 3点 か

ら検討を行った。

今回の検討では,拡 大手術を門脈系主要血管の合併

切除,神 経叢の徹底郭清,R2以 上の リンパ節郭清を

行ったもの, さらに膵体尾部癌では胃全摘,大 小網,

左半結腸切除,(左 腎)を 含めた左上腹部内臓全摘を

行ったものと規定 し,そ れ以外を対照手術とし2群 に

わけた。拡大群,対 照群,お のおのの内訳は,膵 頭部

癌で1794/1,61711,際体尾部癌で 7例 ,374211であった。

組織学的記載は捧癌取扱い規約的こ従い,組 織学的進

行度は肉眼的進行度に準 じた。手術成績の検討では

computed tomographyと selective angiOgraphyで

術前進展度診断を行い,Rp因 子,PV因 子,A因 子の

3因 子から規定される臨床病期 (clinical stage)I期

からIV期を独自に設定 しつ,組 織学的治癒切除泰 との

関連,累 積生存率との関連を検討した (Table l).組

織学的進展様式の検討では,膵 外進展を膵前方被膜浸

潤,膵 後方組織浸潤, リンパ節転移のいずれか 1つ 以

上を認めるものと規定した。また,再 発様式の検討で

は,剖検,画 像診断で再発が確認された104例で検討 し

た。また,頻 度,平 均値の統計学的検定は,お のおの,

ぇ
2検定,student‐t検定で,累 積生存率曲線は Kaplan―
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Fig. I Morbidity, mortality and curability of the

pancreatic cancer
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Table 1 Clinical stage (CS) of the pancreatic
cancer

Chnca stage RetropertOne』Porta h沼笥on m縛粘滞a確げ

CS I
CS II
CSHI
CSIV

Rpo
RPl
RP2
Rp3

Meier法 で求め,統 計学的検定は一般化 Wicoxon検

定で行い,危 険率 5%未 満で有意差あ りとした。

成  績

1.手 術成績

膵頭部癌における術後合併症,手 術死亡は,お のお

の,拡 大群で19%, 4%,対 照群で10%,11%と 差は

なく,拡 大手術は安全に行われていた。また,治 癒切

除率は拡大群49%,対 照群26%と 拡大群で有意の向上

が認められた(p<0.05)),一 方,際 体尾部癌における

術後合併症,手 術死亡は,お のおの,拡 大群で29%,

0%,対 照群で27%, 3%と ,解 頭部癌同様,拡 大手

術は安全に行われていた。また,治 癒切除率は拡大群

で71%,対 照群で22%と 拡大手術により飛躍的に向上

していた (p<005)(Fig.1).

解頭部癌における50%生 存期間は,拡大群で11か月,

対照群で10か月であり,(1, 3, 5生 率ルま,拡 大群

で(49%,11%,11%),対 照群で(36%, 8%, 0%)

と,有 意差はないものの, 5生 以上の長期生存は拡大

群の中から9例 得 られていた(Fig。2).一 方,棒 体尾

部癌における50%生 存期間は拡大群で11か月,対 照群

で 6か 月と,有 意差はないものの,拡 大群で50%生 存

期間の延長が認められた。また,(1, 3生 率)は拡大

群で (17, 0%),対 照群で (11, 0%)と ,拡 大群,

対照群いずれにおいても3年 以上の生存例は得 られて

いなかった (Fig.3).

また,臨 床病期 (clinical stage,以下 CS)と 組織学

的治癒切除率との関連をみると,CSI期 症例では治癒

切除率100%,CS II期 症例では86%,CS III期 症711で

は55%,CS IV期 症allでは o%で ぁ り,CSI,II期 症

例の大多数は拡大手術により治癒切除 となっていた

が,CS III期症711では半数近 くが,CS IV期 症例では

全例で非治癒切除となっていた (Table 2)。また,累

積生存率を(1, 3, 5生 率)でみると,CSI期 症例で

(100%,59%,59%),CS II期 症例で (69%,23%,

23%),CS III期 症例で (41%, 0%, 0%),CS IV

期症例で (8%, 0%, 0%)と ,CS IV期 症例の成

IControl
n‐179
n喜 61

Fig. 2 Survival curve of the carcinoma of the
head of the pancreas-Extended radical opera-
tion and control-

1968. I -1991. 12 (Kaplan-Meier)

Fig. 3 Survival curve of the carcinoma of the
body of the pancreas-Extended radical opera-
tion and control-

1968. 1 -1991. 12 (Keplan-Meier)

績は惨階たるものであった (Fig.4).

2.組 織学的進展様式

膵頭部癌では,stage IIIttIVは拡大群85%,対 照群

85%,際 前方被膜浸潤は拡大群42%,対 照群57%,棒
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Table 2  Clinical stage and curability of the carⅢ

cinoma of the head of the pancreas follo、ving

extended radical operationく(n=64>

Clinical stage(CS)

CSI n=6
CSII n・ 14
CSIII n=31
CSIV n=13

Fig. 4 Survival curves of the carcinoma of the
head of the pancreas following extended radical
operations-Clinical stage (CS)-

1968. 1 -1991. 12 (Kaplan-Meier)

後方組織浸潤は拡大群76%,対 照群72%, リ ンパ節転

移は拡大群83%,対 照群77%,陳 外神経叢浸潤は拡大

群57%,対 照群56%,門 脈浸潤は拡大群で43%で あ り,

際外進展は拡大群93%,対 照群92%と ,拡 大群,対 照

群いずれの群でも,大 多数が際前方あるいは際後方ヘ

の直接浸潤, リンパ節転移を高率に認める進行癌で

あった.ま た,際 体尾部癌でも,stage IIIttIVは拡大

群100%,対 照群95%,解 前方被膜浸潤は拡大群57%,

対照群63%,際 後方組織浸潤は拡大群100%,対 照群

95%, リ ンパ節転移は拡大群で57%,67%,膵 外神経

叢浸潤は拡大群57%,対 照群58%,門 脈浸潤は拡大群

で86%,対 照群で69%,膵 外進展は拡大群100%,対 照

群100%と ,膵 頭部癌同様,拡 大群,対 照群いずれの群

でも,大 多数が膵前方あるいは捧後方への直接浸潤,

リンパ節転移を高率に認める進行癌であった (Fig.

5 ) .

3.再 発様式

膵頭部癌において剖検および画像診断で確認された

後腹膜再発,肝 転移再発は,お のおの,拡 大群で63%,

46%夕 対照群で47%,40%と ,拡 大群 と対照群で差は

なく,拡 大手術でさえも後腹膜再発,肝 転移を高率に

認めた。また,膵 体尾部癌の後腹膜再発および肝転移
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Fig. 5 HistologiCal indings of the pancreatic can‐
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は,拡 大群で 0%,100%,対 照群で17%,33%と ,有

意差はないものの,現 在まで拡大群での後腹膜再発は

認めていない (Fig.6).

考  察

外科治療の対象となる解癌の大多数は stage III,IV

の進行癌であり,遠 隔成績向上のため,本 邦では1970

年代後半より拡大手術が積極的に行われ,切 除率,治

癒切除率の向上が得 られてきため～121。今回の検討で

も,際 頭部癌の治癒切除率は拡大群49%夕対照群26%,

膵体尾部癌では拡大群71%,対 照群22%で あり,拡 大

群で向上が認められてお り,治 癒切除率の向上 という

点では拡大手術の意義が認められた。

しかしながら,膵 癌切除例の遠隔成績を 5生 率でみ

ると,全 国集計で16.6%Iめ,多 数例を有する施設でも

7.5%か ら17%と り10～10,実 りが少ないのが現状であ

る。今回の検討でも,陣 頭部癌の 5生 率は,拡 大群で

13%,対 照群で 0%と , 5年 以上の長期生存は拡大手

術を施行した症例の中から9例 えられているものの,

遠隔成績は不良といわざるをえない。さらに,教 室で

独自に設定している術前進展度診断に基づいて決定さ

れる臨床病期 (clinical stage,以下 CS)"と 治癒切除
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率,累 積生存率との関連をみると,CSI期 症Falでは治

癒切除率100%, 5生 率は59%,CS II期 症例でも治癒

切除率86%, 5生 率23%で あり,早 期に診断された症

例の遠隔成績は比較的良好であ り,CSI期 ,H期 症例

に対しては米国のように悲観的な結論を下すことには

慎重にならざるをえない。また,CS III期症例では治

癒切除率は55%で , 1生 率41%, 2生 率10%, 3生 率

0%と 3年 以上の長期生存はえられていないものの,

遠隔成績は全国集計の非切除例1。より良好であること

より,CS III期症例に対しては拡大手術の意義をさら

に追及する価値があると考えられた。一方,CS IV期

症例では治癒切除率 0%,1生 率 8%,2生 率 0%と ,

この時期の症例では, もはや拡大手術を行っても治癒

切除を得ることはできず,遠 隔成績も全国集計の非切

除例1めと同程度の成績 しか得られていないことより,

CS IV期症例は拡大手術の適応外 と考えられた。 した

がって,現 在,CS III期以下の臨床病期の際癌にこそ

拡大手術を適応すべきであるとの考えに至っている.

また,際 体尾部癌の今回の検討では,50%生 存期間

は拡大群11か月,対 照群 6か 月と,拡 大群で50%生 存

期間の延長が認められるものの,い ずれにおいても3

年生存はえられていないが,教 室では左上腹部内臓全

摘を膵体尾部癌に対する極限的な拡大手術 と考え,現

在,症 例を重ねている段階である.
一方,今 回の検討では,拡 大手術後の術後合併症発

生率は,膵 頭部癌で19%,際 体尾部癌で29%と ,対 照

群 と差はなく,手 術死亡も,お のおの, 4%, 0%と

拡大手術は安全に行われていた.川 原回ら17)も拡大手

術導入後の術後合併症は11%,手 術死亡は 4%と 標準

手術よりもかえって減少していると報告しており, ま

た,尾 形ら10は血管合併切除をともなう拡大手術を85

allに施行し,術 後合併症は19%,手 術死亡は 5%と 報

告 しており,標準手術 との比較で拡大手術の riskが問

題 とされることはきわめて少なくなっているものと考

えられる。

また,際 癌の外科治療成績が不良である原因は,大

半の症例の組織学的進展が進行し,膵 の解剖学的特徴

に よ り隣 接 臓 器 に 高 率 に 浸 潤 す る た め で あ

る1い～12110～1的。今回の検討でも,拡大群,対照群のいず

れにおいても膵頭部癌,際 体尾部癌の大多数が,膵 前

方あるいは際後方組織への直接浸潤, リンパ節転移を

高率に認める進行癌であった。これらの結果と,前 述

したごとく治癒切除率が膵頭部癌,際 体尾部癌いずれ

においても拡大群で有意に高いこと,ま た,臨 床病期

IV期の手術成績が不良であることを考えあわせると,

臨床病期HI以下のすべてに拡大手術を選択すべきであ

ると考えられた。

しかしながら,拡 大手術を行ったにもかかわらず,

高率に認める後腹膜再発,肝 転移再発は膵癌外科治療

上の大きな問題点である2い21)。今回の検討でも,膵頭部

癌では拡大手術を行っても後腹膜再発は63%,肝 転移

は46%と 高率に認められた。一方,際 体尾部癌に対し

て教室で行っている極限的な拡大手術である左上腹部

内臓全摘は,少 ない症例の中での検討であるが,現 在

まで後腹膜再発は経験 しておらず,局 所制御 という点

では成果を認めているものの,肝転移は100%と高率で

あった。したがって,障 癌の外科治療は拡大手術を軸

に,高 率に認める後腹膜再発,肝 転移に対しては放射

線療法,化 学療法,免 疫療法などを組み合わせた集学

的治療法を確立す ることが急務であ ると考 えられ

た2 2 ) ～2 4 ) .

文  献

1)Whipple AO,Parson WB,Mulllus CR: Treat‐

ment of carcinOma of ampulla of vater. Ann

Surg 102:763-779, 1935

2)Priettley JT, ComfOrt MW, Radlite J Jr:

Total pancreatectomy for hyperinsulinisn due

to an isiet‐cell adenOma i Survival and cure at

sixteen inOnths aFter Operation:Prettntation of

metabolic studies. Ann Surg l19 1211-221,

1944

3)Fortner JG: Regional resection of cancer of

the pancreas: A ne、 v surgical approacho Sur‐

gery 73 1 307--320, 1973

4)Fortner 」 G t  The rationale technique and

results of treating pancreatic and peripan‐

creatic cancer by regional pancreatectomy.

Acta Castroenterol Belg 40:121-127, 1987

5)Gudjonsson B: Cancer of the pancreas 50

years of surgery Cancer 60:2284--2303, 1987

6)日 本際臓学会編 :解癌取扱い規約.第 3版 .金原出

版,東 京,1986

7)羽 生富士夫,中迫利明,今泉俊秀ほか :際癌.臨 消

内科 7!967-975,1992

8)羽 生富士夫,中村光司,高日忠敬ほか :膵頭部領域

癌の外科的治療。日外会誌 80i978-982,1979

9)今 泉俊秀,羽生富士夫,中村光司 i捧頭部癌拡大手

術の検討一とくに門脈系血管合併切除に関して
一。日消外会誌 171615-623,1984

10)宮 崎逸夫,三 輪晃一,米 村 豊 :際癌の根治手術.

消外 21187-193,1979

11)尾 形佳郎,大山康平,雨宮 哲 ほか :膵全摘術の問



1993盗「4月

題点一理論的根拠,適 応の面から一.胆 と際 2i

335--341, 1981

12)二村雄次,鈴木雄彦,早川直和ほか 1際頭部癌に対

する外科治療上の問題点一主に際癌の神経叢浸潤

と膵全摘術の意義について―.日 外会誌 83i

1055--1058, 1982

13)斉 藤洋一 !全国膵癌登録調査報告 11990年度症例

および10年度分総集計.日 本膵臓学会膵癌登録委

員会.神 戸,1991

14)神 谷順一,二村雄次,早川直和ほか :膵頭部癌 3年

生存例の検討.胆 と膵 8:1657-1659,1987

15)小 倉嘉文,伊佐地秀司,谷川寛自ほか :膵癌の進展

様式と外科的治療法の選択一とくに際頭部癌につ

いて.臨 消内科 6:825-835,1991

16)高 橋 仲 ,尾形佳郎,森 光 生1/jか:遠隔成績から

みた際癌治療の問題点と対策。日消外会誌 21:

1183--1186, 1988

17)川原田嘉文,喜多豊志 :拡大手術の問題点.胆と際

9:651--657, 1988

18)尾 形佳郎,高橋 仲 ,相原浩一ほか :際癌に対する

血管合併切除術の評価.外 科 5311409-1418,

181(1151)

1991

19)今泉俊秀,羽生富士夫,鈴木 衛 ほか 1際頭部癌に

対 す る拡 大 手 術 の 意 義。 日外 会 誌 9 1 :

1249--1251, 1990

20)土 屋涼一,原口 昇 ,山口 孝 ほか :際癌切除例の

再発様式に関する検討.土 屋掠一,原 口 昇 編.

際癌の診断と治療の進歩.医 学図書出版,東 京,

1989, p100--102

21)水 本龍二,喜 多豊志 :際頭部癌治癒切除後再発例

の検討.土 屋涼一,原 田 昇 編.膵 癌の診断と治

療の進歩.医 学図書出版,東 京,1989,p108-112

22)羽生富士夫,中村光司,今泉俊秀 :膵癌の外科治療

および集学的治療に関する研究.井日 潔 ,長与健

夫 編.が ん治療のあゆみ.癌 と化学療法社,東 京,

1988, p135--144

23)平 岡武久,木下 平 ,小菅智夫ほか :際臓癌,根治

術における補助療法.臨科学 25:577-584,1989

24)中 迫利明,羽生富士夫,今泉俊秀ほか :際頭部癌切

除例に対す る術中照射の検討.日 臨外医会議

53: 549--556, 1992

Evaluation of the Extended Radical Operation for Pancreatic Cancer

Toshiaki Nakasako, Fujio Hanyu, Toshihide Imaizumi, Mamoru Suzuki, Nobuhiko Harada,
Takashi Hatori, Toshio Arai, Tetsuya Hirose, Akira Fukuda and Shigeru Munakata

Department of Surgery, Institute of Gastroenterology, Tokyo Women's Medical College

Two hundred eighty-four patients who had extended radical operation for ductal adenocarcinoma of the
pancreas were studied to evaluate the effectiveness of the extended radical operation. They were divided into two
groups, with or without an extended radical operation. Morbidity after the extended radical operation in the
patients with carcinoma of the head and the body of the pancreas were 19% and29%, respectively. Mortality after
extended radical operations was 4% and.0%, respectively. Thus the extended radical operation was performed
safely. Curability in the patients with carcinoma of the head and the body of the pancreas was 49% and 7I%,
respectively. Nine patients who had the extended radical operation for the carcinoma of the head of the pancreas
survived longer than 5 years postoperatively. The mean survival time was prolonged in the patients who had the
extended radical operation for carcinoma of the body of the pancreas. No histological difference was noted between
the two groups. Stage III or IV tumors in the patients who had the extended radical operation for carcinoma of the
head and the body of the pancreas were found in 85% and 95% or more, respectively. As the majority of the patients
with pancreatic carcinoma showed serious invasion, retroperitoneal invasion and lymphnode involvement, the
extended radical operation is indicated. And however, as curability was 0% and the survival rate was 8% at 1 year
and0Vo at2years in the patients who had clinical stage IV tumors, in those patients an extended radical operation is
not be indicated. Retroperitoneal recurrence and liver metastasis occurred at a high incidence even after extended
radical operations. Multidisciplinary therapy is indicated for those patients.
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