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【緒言】 

肝門部胆管癌におけるリンパ節転移の有無は重要な予後因子の一つである。そのた

め、リンパ節転移の状況は再発などの予後を推測し、適切な補助治療を考慮する上で

重要である。TMN 分類によるリンパ節転移は、その局在によって腫瘍近傍の局所転

移(regional）と遠隔転移(distant)にのみ分類されている。一方、他の癌腫（胃癌、乳

癌、大腸癌など）では転移リンパ節の個数により Stage を決定し、転移率（LNR）に

関しても検討されている。肝門部胆管癌では転移個数や転移率の予後への影響につい

ては、少数の報告が存在するのみであり十分な検討がなされていない。本研究の目的

は肝門部胆管癌におけるリンパ節転移の個数、局在、転移率について評価し、Staging

に最も適した因子の検討と、Staging に必要なリンパ節検索個数を検討することであ

る。 

 

【対象と方法】 

 2000 年 1 月から 2009 年 12 月までに当科で肝門部胆管癌に対して手術を施行した

連続 320 症例を対象とした。術前診断のために超音波検査、造影 CT、胆道造影を全

例に行い、必要があれば PET-CT や MRI を追加した。すべての手術は十分な減黄後

に施行された。また、60%以上の肝切除となる場合は門脈塞栓術を行い、2～3 週間後

に手術を施行した。術式は腫瘍の存在部位により決定され 316 例で肝切除と肝外胆管

切除を施行し、4 例で肝外胆管切除のみを施行した。また、34 例で膵頭十二指腸切除

術、120 例で門脈合併切除術、62 例で肝動脈合併切除術を併施した（Table 1）。すべ

ての症例で、開腹した後に傍大動脈リンパ節をサンプリングし、迅速病理診断で転移

の有無を確認した。転移を認めた場合、予定手術の risk が低く、切除により QOL の

改善が得られると判断した場合は切除を選択した。リンパ節郭清は規約に沿って系統

的に施行され、肝十二指腸間膜内、膵周囲リンパ節、総肝動脈周囲リンパ節を郭清し

た。43 例については傍大動脈リンパ節の拡大郭清を付加したが、その他の 277 例は

サンプリングのみとした。 

 切除した標本は胆管の全長を切開して断端を評価した。リンパ節は症例ごとに検索

された総リンパ節数と転移リンパ節数を記録し、さらに部位別にも検索リンパ節数と

転移リンパ節数について記録した。転移リンパ節の個数を記録するとともに転移率、

転移部位も記録した。これら組織標本の顕微鏡学的な検索を施行し、UICC による

TMN 分類によってリンパ節転移の分類と Staging を行った（Table2）。 

 各結果について統計学的な処理は Student’s t 検定、カイ 2 乗検定、Fisher 検定で

行った。術後の全生存率は Kaplan-Meier 法で計算した。生存曲線は log-rank test

で比較され Cox proportional hazard model を多変量解析に使用し、P<0.05 をもって

統計学的有意差とした。 

 

【結果】 

 320 例中リンパ節転移を認めた症例は 146 例（45.6％）であった。また、半数以上
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は T4 症例であった（Table2）。全検索リンパ節は 4090 個であり平均の検索リンパ節

総数（TLNC: total lymph node count）は 12.9 個であった。11 の予後規定因子を用

いた単変量解析では血管合併切除の有無、出血量、リンパ管浸潤、脈管浸潤、神経浸

潤、組織型、進達度、リンパ節転移、根治度の 9 因子で有意差を認めた。さらにこれ

らについて多変量解析を行うと、リンパ節転移の有無が最も強い独立した予後規定因

子であった（Table3）。 

 リンパ節転移を有した 146 例（N1）は転移のない 174 例（N0）に比べ有意に予後

不良であったが、転移部位が regionalか distantかでは有意差を認めなかった（Fig.1）。

regional のみに転移を有する症例では転移個数が 1 個のみ（single-node metastasis）

と 2 個以上の症例（multiple-node metastasis）では生存率に有意差を認めたが、

distant に転移を認めるものでは転移個数による有意差は認めなかった（Fig.2）。転移

部位を考慮に入れない解析では、転移個数が single-node metastasis の症例は

multiple-node metastasis の症例に比べ有意に予後良好であった（Fig.3）。 

 総郭清リンパ節数（TLNC）に対する転移リンパ節数の割合（LNR）は TLNC が増

加するほど小さくなる傾向にあった（Fig.4）。LNR が 0.20 をカットオフ値にすると、

0.20 以下の症例はそれ以上の症例と比較し生存率は有意に良好であった。 

 リンパ節転移を有する 146 例についてさらに 11 項目で単変量解析を行ったところ、

リンパ節の転移状況（個数、部位、転移率）、血管合併切除の有無、術中出血量、進達

度、根治度の項目で生存率に有意差または傾向を認めた。さらにこれらの項目で多変

量解析を行うと転移リンパ節個数と進達度のみで生存率に有意差を認めた（Table.4）。 

 リンパ節転移がなく（pN0）、根治切除（R0）であった 148 症例で TLNC による解

析を行った。TLNC が増加すると生存率の差は小さくなる傾向があり、TLNC が 4 個

以下、5～7 個、8 個以上の 3 グループで解析すると 4 個以下のグループのみ有意に生

存率が不良であった（Fig.5）。 

 

【考察】 

 肝門部胆管癌における腫瘍の進展は、リンパ節転移や神経浸潤が特徴的とされてい

る。リンパ節転移の頻度は 24～50％程度と報告されており、我々の研究でも 45.6％

であった。本研究ではリンパ節転移が重要な予後規定因子であることを検証すること

を目的とした。 

 遠隔リンパ節転移を有する症例の 5 年生存率は 11.5％と不良であったが、非切除の

症例と比較すると有意に良好であった。一方、肝転移や腹膜播腫の存在する症例の生

存率は非切除の症例と同様であることから教室ではリスクの少ない症例や術後 QOL

の改善を見込める症例に限定して、遠隔リンパ節転移を認めても積極的に切除すべき

と考えている。 

 リンパ節転移の状況においてさらに検証したところ、転移リンパ節の個数によって

予後に差を認めた。興味深いことに、2 個以上の転移（multiple metastasis）を有す

る症例では遠隔リンパ節転移の有無による生存率に差を認めなかった。多変量解析に
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おいても転移個数がより重要な予後因子であった。このことから、リンパ節転移部位

よりも転移個数が重要な予後因子であることが示唆された。 

 また、リンパ節転移率（LNR）も他の癌腫で報告されているように予後因子とされ

ている。本研究でも LNR が 0.20 以下では有意に生存率が良好で、以前の報告と合致

するものであった。しかし、LNR は TLNC に大きく左右される。肝門部胆管癌での

TLNC はしばしば 10 以下のこともあり、TLNC が小さくなると LNR は大きくなりや

すく、正確な予後を評価することが難しい。本研究でも多変量解析では LNR は有意

な予後因子ではなく、TLNC によっては間違った因子になりうると考えられる。 

 TMN 分類第 7 版では肝門部胆管癌での検索すべきリンパ節数（TLNC）は 15 個以

上とされている。これは、第 6 版の 3 個以上から大きく変更されている。しかし、本

研究では TLNC の平均は 12.9 個であり、他の研究でも TLNC は中央値で 3 個～7 個

と報告されている。このことから、肝門部胆管癌において 15 個以上のリンパ節の検

索は実臨床には合致していないことが示唆される。本研究においてリンパ節転移なし

（N0）、根治度 A（R0）の 148 例について検討すると、TLNC が 4 個以下では under 

staging され不適切な評価につながるが、TLNC が 5 個以上では問題ない結果であっ

た。以上から肝門部胆管癌の評価に必要なリンパ節検索個数は 5 個以上であると我々

は考えている。 

 

【結論】 

 肝門部胆管癌におけるリンパ節転移状況で最も重要な予後規定因子は、転移リンパ

節の個数であることが示唆された。また、正確な staging を行うには、少なくとも 5

個以上のリンパ節の検索が必要である。 
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