
症例報告

早期肝転移に対して肝左葉切除後 5年間無再発生存中の
十二指腸乳頭部癌の 1例
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症例は 66 歳の女性で，十二指腸乳頭部癌に対し膵頭十二指腸切除術を施行した．病理組織学
的検査所見で 2群リンパ節転移（13a，14c，14d，15），膵浸潤（panc2），十二指腸浸潤（du2）
を認めた．根治術 5か月後に単発性肝転移に対し，肝左葉切除術を施行した．術後補助化学療
法として塩酸ゲムシタビン（1,000mg�body，隔週）を約 15 か月間投与した．現在まで肝切除後
約 5年 6か月間無再発で経過観察中である．胆道癌肝転移に対する肝切除後の長期生存を報告
している論文は少ない．本例は高度のリンパ節転移を認め，術後早期に肝転移再発を来したが，
肝切除および術後化学療法を行い，長期生存を得たまれな症例と考え，文献的考察を加えて報
告した．

はじめに
十二指腸乳頭部癌（以下，乳頭部癌と略記）は

胆道癌の中では比較的予後良好といわれるが，肝
転移をはじめとして術後早期から高率に再発す
る１）～４）．しかし，再発は複数の臓器に渡ることが多
く，肝切除の対象となる症例は少ない５）．また，術
後早期の再発例は予後不良とされる６）．
今回，乳頭部癌に対する膵頭十二指腸切除術 5

か月後に，孤立性肝転移に対して肝左葉切除術を
施行し，肝切除後 5年 6か月間無再発で長期生存
を得られた 1例を経験したので報告する．

症 例
症例：66 歳，女性
主訴：倦怠感，微熱
家族歴・既往歴：特記すべきことなし．
現病歴：倦怠感と微熱の持続あり，近医を受診

した．肝機能障害を指摘され，精査加療目的に当
科を紹介された．上部消化管内視鏡検査および
CTにて十二指腸乳頭部癌と診断した．膵頭十二
指腸切除術を施行（Child 変法， PD-II 再建）した．
Treitz 靭帯から上腸間膜動脈起始部に腫大し一

塊となったリンパ節を認め，en bloc に切除した．
郭清は 2群までのリンパ節および 16a2 16b1 まで
行った（Fig. 1A～C）．術後 1か月から補助療法と
して塩酸ゲムシタビン（以下，ゲムシタビンと略
記）の隔週投与（1,000mg�body）を開始した．
術後 3か月，肝左葉（S4，径 3cm）に単発性の

low density area を認めた（Fig. 2）．なお，術前CT
では肝病変を指摘することはできなかった．肝転
移は単発で肝臓以外に明らかな再発は認めなかっ
たが，① 2群リンパ節に bulky な転移を認めたこ
とから 16 番リンパ節転移や早期局所再発あるい
は肝内微小転移の存在も考えられること，②膵頭
十二指腸切除術後早期であることの 2点から約 3
か月間の経過観察を行った．この間もゲムシタビ
ンの投与は継続していた．3か月後のCT再検に
ても肝転移個数の増加や他臓器再発を認めなかっ
たため，肝切除術を施行した．Cantlie line 上に腫
瘍の一部がかかるため，拡大肝左葉切除術を選択
した．手術時間は 344 分，出血量は 360ml であっ
た．肝転移巣の大きさは 30×24×30mm（Fig. 3），
病理組織学的診断では原発巣と同じ低分化型腺癌
であり，乳頭部癌の転移と判断された（Fig. 4A，
B）．
肝切除術後，一時中断していたゲムシタビンの
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Fig.　1　A：The cut surface of the specimen showed 
a solid tumor of the papilla of Vater，44 × 40 ×
13mm in s ize．The tumor，class if ied as an 
exposed mass-forming type，was invaded into 
pancreatic parenchyma and duodenum．Histologi-
cal findings：adenocarcinoma，por，ly1，v1，INFβ，
pn0，panc2，du2，em（－），exposed tumor 
forming type，44 × 40 × 13mm，AcbBi，n2（13a，
14c，14d，15） B，C：Mult iple lymph nodes 
metastasis was found，involving peripancreatic 
lymph nodes（13a；1B）and mesenteric lymph 
nodes（No．14；1C）．
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Fig.　2　A follow-up abdominal CT showed a solitary 
liver tumor，30 × 30mm in the left hepatic lobe.

Fig.　3　A tumor，30 × 30mm in diameter was seen 
in the cut surface of the resected specimen of the 
liver.

投与（1,000mg�body，隔週）を再開した．Grade
2 の白血球減少が遷延したため，総計 33 回（約 15
か月間）終了した時点でゲムシタビンの投与を中
止した．
その後，他の補助療法は行わず経過観察してい

たが，初回手術 34 か月後，肝 S7 に径 1cm大の孤
立性の low density area を認めた（Fig. 5）．他の画
像所見からも肝転移を否定できなかったため，肝
S7 部分切除術を施行した．切除標本の病理組織学
的検査では胆管由来の囊胞の診断で，悪性変化は
認めなかった．
以後，現在まで初回手術後約 6年，肝転移巣切

除後 5年 6か月間無再発で，元気に外来通院中で
ある．

考 察
乳頭部癌再発までの期間は切除術後平均 13～

22 か月１）２），再発形式は肝転移が最も多く１）２）４），次い
で局所再発，腹膜，肺，骨２）～４）と報告されている．
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Fig.　4　A：Histological examination of the primary 
lesion showed adenocarcinoma（por）．H&E．B：
Microscopic finding of the resected liver showed 
adenocarcinoma（por）as well．H&E.

Fig.　5　A follow-up abdominal CT showed a low 
density lesion，10mm× 6mm in the segment 7 of 
the liver.

肝転移一般の臨床像については，その予後や治療
方針の相違から，原発巣によって二大別されて論
じられている６）～８）．一方は，大腸癌の肝転移であり，
他方は大腸以外の消化器，泌尿生殖器，軟部組織
の悪性腫瘍からの肝転移である．前者の予後因子
としては，原発巣の進行度・転移の大きさ・数・
断端の条件・肝外転移の有無などが指摘されてい
る．一方，後者について Laurent ら６）は，無再発期
間 disease free interval（以下，DFI）のみが予後因
子となるという興味深い報告をしている．DFI
が 24 か月を越えた場合には 5年生存率が 100％
であったのに対し，DFI が 24 か月以内の再発は 5
年生存率が 10％に満たなかったというもので，
‘late metastasis’は予後良好としている．これは，
前者に比べて乳頭部癌を含む後者では腹膜播種・
局所再発など肝臓以外の再発が生じやすく，予後
が左右されるためと思われ，Harrison ら９）も後者
では 36 か月以上のDFI で予後に有意差があると

報告している．
乳頭部癌肝転移再発に対する治療方針はまだ確

立されていない．本症例では他の転移を認めな
かったことから，根治術後 5か月で肝切除を行っ
た．極めて術後早期の再発であったが，肝切除後
5年 6か月間，無再発を継続している．長期生存を
認めた乳頭部癌肝転移切除例の報告はまれである
が５）１０）～１２），それらの初回手術後の無再発期間は 1
年 6か月から 5年とまちまちであった（1990～
2009 年 Pub Med および医中誌Webで「carci-
noma of the papilla of Vater」「liver metastasis」を
キーワードにそれぞれ検索）．転移性肝癌は初回手
術から無再発期間が短いほど予後不良とされてい
るが，極めて早期の再発例でも長期生存を果たす
ものがある以上，早期再発が外科治療の適応外で
あるとは断定できない．なお，乳頭部癌肝転移は
多発性が多いとされ，また肝転移を認めた症例の
3分の 1に局所再発などの同時性転移を伴うとの
報告があり１），肝転移の制御で根治を得られるかを
判断する目的で肝転移発見時に一定の観察期間を
置くことは有用と思われた．
乳頭部癌を含む切除不能・再発胆道癌に対し，

現在我が国で保険適応が承認され，かつ有効性の
期待できる薬剤はゲムシタビンおよびTS-1 であ
る１３）．ゲムシタビンは近年シスプラチンを中心と
する他剤との併用も注目されており１４），進行胆道
癌に対して単剤での投与以上の効果が期待されて
いる．一方，術後補助療法としてのゲムシタビン
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は膵臓癌根治術後症例１５）で disease free survival
（無再発生存期間）の延長効果が示されており，ま
た同様にTS-1 は胃癌根治術後症例１６）で 3 年生存
率上昇効果が示されている．胆道癌に対する術後
補助療法はこれらの薬剤を中心とし，今後根治術
後症例を積み重ねて確立されていくものと思われ
る．
本症例では原発巣切除後および肝切除後通算

15 か月間にわたり，ゲムシタビンの投与を行っ
た．この補助療法により新たな再発巣の出現を抑
制し，長期生存につながった可能性は否定できな
い．リンパ節転移陽性例など再発のリスクが高い
症例に対して積極的に術後補助療法を行うこと
は，乳頭部癌の予後の改善において重要であると
思われる．
本症例は上腸間膜動脈周囲リンパ節を含む多数

のリンパ節転移を認め，かつ早期に肝転移を来し
たが，結果的に長期予後を得た．予後因子の観点
からは極めて例外的な経過であるが，積極的な外
科治療および抗癌剤投与が功を奏した幸運な 1例
といえる．
なお，本論文の要旨は第 47 回日本癌治療学会学術集会

（2009 年 10 月，横浜）において報告した．
稿を終えるにあたり，病理組織学的診断をご指導いただ
いた，新潟大学第 1病理学教室 味岡洋一先生に深謝いた
します．
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A Five Year Survival Case after Hepatectomy for Early Recurrence of
Carcinoma of the Papilla of Vater
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We report five-year posthepatectomy survival in early hepatic metastasis from carcinoma of the papilla of
Vater. A 66-year-old woman who had pancreatoduodenectomy for carcinoma of the papilla of Vater with mul-
tiple lymph node involvements underwent extended left hepatic lobectomy five months after the first opera-
tion for a solitary metastatic liver tumor. She then underwent biweekly adjuvant chemotherapy with gemcit-
abine for 15 months and has remained well without recurrence in the five years since the second operation.
Few reports have been made of long-term survivors after hepatectomy for metastatic liver tumors in biliary
tract cancer. The woman we treated with hepatectomy and adjuvant chemotherapy has thus survived de-
spite multiple lymph node metastasis and early hepatic recurrence.
Key words：carcinoma of the papilla of Vater, early hepatic recurrence, adjuvant chemotherapy
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