
 

1 
 

膵臓・胆道	 
Pancreas	 &	 Biliary	 tract	 

	 

	 膵がん、胆道がんをはじめとする肝胆膵領域のがんは、予後不良な

ことが多く、消化器がんのなかでもっとも治りにくいがんと言えます。

しかし、新規抗がん剤の開発や手術手技の向上により、ここ 10 年の間

で切除をうけられた膵がん患者さんの予後は飛躍的に向上しています。

また、これまでは進行していたために切除の対象とならなかった患者

さんも、抗がん剤や放射線治療などを組み合わせた集学的な治療を行

うことで病気のコントロールができるようになってきています。	 

	 患者さんやご家族の方々は、とても不安な気持ちで治療に臨まれて

いることと思います。膵臓・胆道グループでは、難治の肝胆膵領域が

んを克服していただくために、スタッフが一丸となり、最新の知見を

習得し、患者さんにとって最善の治療を追求しています。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

 
主な疾患と治療法	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

◎	 主な治療対象疾患	 
良性疾患	 

� 胆石症、急性胆嚢炎、総胆管結石、急性胆管炎	 

� 膵胆管合流異常症、胆道拡張症	 

� 慢性膵炎、急性膵炎	 

	 

悪性疾患	 

� 膵がん	 

� 胆道がん（肝内胆管がん、肝門部胆管がん、遠位胆管がん、胆嚢がん）	 

� 十二指腸乳頭部がん	 

� 膵嚢胞性疾患（膵管内乳頭粘液性腫瘍	 IPMN、粘液産生膵腫瘍	 MCN ほか）	 

� 膵神経内分泌腫瘍	 

	 

	 

	 

膵臓・胆道のはたらき	 

◎	 膵臓ってどこにあるの？	 

	 膵臓は、胃の裏側にある、長さ約 10～15cm の左右に細

長い臓器です。膵臓の周囲には胆道、肝臓、十二指腸、

血管としては肝臓に向かう門脈や肝動脈、さらに腹部大

動脈や腸管を栄養する上腸間膜動脈などが立体交差して

います。膵臓は十二指腸側から「膵頭部」「膵体部」「膵

尾部」の 3つの部位に分けられています。	 

◎	 膵臓はどんな働きをするの？	 

	 膵臓は 2 つの大きな役割を持っています。1つは、食べ

物を消化する消化酵素（膵酵素）を作る働き、もう 1 つ

は、血糖値を下げるホルモン（インスリン）や血糖値を
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上げるホルモン（グルカゴン）などのホルモンを作る働きです。膵液は、膵管を流れ十二指腸に分泌され、ホ

ルモンは血液中に分泌されます。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

◎	 胆道ってどこにあるの？	 

	 胆道は、肝臓で作られた胆汁が十二指腸まで通る管で、胆汁が通る「胆管」、胆汁を一時的に蓄える「胆の

う」、十二指腸の出口「十二指腸乳頭部」の総称です。	 

	 「胆管」はさらに、「肝内胆管」と肝外胆管に分けられ、さらに肝外胆管は、肝臓に近い部分から「肝門部

胆管」と十二指腸側の「遠位胆管」に分けられます。	 

	 

◎	 胆道はどんな働きをするの？	 

	 肝臓で作られた胆汁は、十二指腸で膵液と一緒になることで、膵液の持つ消化酵素を活発にして、脂肪やタ

ンパク質を分解して腸から吸収しやすくする働きをします。胆道は、その胆汁を十二指腸まで運ぶ管の役割を

しており、胆のうは、胆汁を一時的に蓄え、濃縮して消化を助ける役割をしています。	 

	 

	 

膵臓・胆道の検査	 

◎	 内視鏡的逆行性胆管膵管造影（ERCP）	 	 

	 ～膵管や胆管の造影検査	 細胞の採取やステント治療も行います	 

	 内視鏡的逆行性胆管膵管造影（ERCP）は、胆嚢、胆管あるいは膵臓の病気を診断・治療するために、口

から内視鏡を挿入して行う検査・治療です。十二指腸にスコープの先端を挿入し、膵管や胆管に造影剤を注入

し直接胆道系、膵管を造影したり、細胞を採取することができます。また、治療を目的に ERCP を行う場合と

して、総胆管内の結石を乳頭部から摘出するために、内視鏡下に電気メスで十二指腸の胆汁の出口を切開する

内視鏡的乳頭括約筋切開術（EST）や内視鏡下に、風船（バルーン）を用いて十二指腸乳頭の出口を拡張する

内視鏡的乳頭バルーン拡張術（EPBD）があります。総胆管の狭窄で胆汁の排泄が悪くなっている部位に対して、

内視鏡と X線を見ながら、プラスチックのチューブや金属のステントを挿入する内視鏡的ステント挿入術（EBD）

などの処置も行います。外科処置よりも低侵襲のため、患者さんにやさしい治療といえます。	 

	 

◎	 超音波内視鏡（EUS）	 	 

	 ～くわしく見えるエコー検査	 ピンポイントで細胞の生検ができます	 

■	 膵外分泌腺の病気	 
	 	 〇	 炎症	 膵炎（急性膵炎、慢性膵炎、自己免疫性膵炎）	 

	 	 〇	 腫瘍	 充実性腫瘍（膵がん）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 嚢胞性腫瘍（膵管内乳頭粘液性腫瘍、粘液性嚢胞腫瘍など）	 

■	 膵内分泌腺の病気	 
	 	 〇	 糖尿病（1型糖尿病、2型糖尿病、膵性糖尿病）	 

	 	 〇	 腫瘍	 神経内分泌腫瘍（インスリノーマなど）	 
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	 超音波内視鏡は、内視鏡の先端に超音波振動子がついた特殊な内視鏡を使用します。ERCP と同じように、

口から胃・十二指腸に挿入し、体の中から胆嚢，胆管，膵臓を観察します。体外式の超音波検査より近くから

観察ができるため、病変がより詳細に観察可能です。特に、胆嚢ポリープ、胆管ポリープ、総胆管結石、胆管

腫瘍、膵嚢胞、膵がんなどが良い適応になります。また、内視鏡の先端から細い針を出して、超音波画像を観

察しながらリアルタイムに病変から組織を取ってくる超音波内視鏡下穿刺術（EUS-FNA）も施行しています。	 

	 

	 

	 

膵がん	 

	 

	 膵がんの診断、治療は、膵臓・胆道グループの最重要課題の１つです。	 

	 

◎	 膵がんとはどんな病気？	 

	 膵がんのほとんどは、膵管上皮から発生する「浸潤性膵管がん」で、膵がんというと一般的に「浸潤性膵管

がん」のことをいいます。発生する部位より、「膵頭部がん」「膵体部がん」「膵尾部がん」に分けられます。

膵がんは、肺がん、大腸がん、胃がんに次いで死亡原因の第 4位のがんで、診断される患者さんの数は、2017

年には年間罹患者数は 3万 5 千人を超え、今後も増加すると予想されています。	 

	 膵癌の予後は非常に悪いことが知られています。膵臓は肝臓や胆管、十二指腸などの重要な臓器や血管に囲

まれているために、膵がんになると周囲に浸潤・転移をしやすい特徴があります。その他、膵がんは周りの組

織の間をパラパラと広がるように浸潤し、手術できれいに取り切れることが難しいことや、もともと生物学的

に悪性度が高いことなどが予後の悪い理由といえます。膵がんの全体の 5年生存率（5 年間生存可能であると

予想される患者さんの割合）は、残念ながら 10%未満と報告されています。しかし、最近 10 年間で、膵がん

治療は大きく進歩してきており、膵がんを治癒・克服するための光も見えてきています。	 

	 

	 膵がんのほか膵臓にできる主な腫瘍	 

� のう胞性膵腫瘍…内部に液体や粘液がたまった膵臓内部の袋状の腫瘍です。膵管内乳頭粘液性腫瘍

（IPMN）、粘液産生膵腫瘍（MCN）などがあります。	 

� 膵神経内分泌腫瘍…ホルモンを産生する膵臓の内分泌細胞から発生する腫瘍。機能性腫瘍（血中にホル

モンを過剰に分泌し、症状が引き起こされるタイプ）と非機能性腫瘍（ホルモンの過剰分泌がないタイプ）

の 2種類があります。	 

	 

◎	 膵がんにかかりやすい人はどんな人？	 

	 膵がんにかかりやすい人は、糖尿病、慢性膵炎、膵のう胞、肥満、喫煙、大量飲酒などがあります。膵がん

の発症は糖尿病の発症の 2年以内に多く、特に糖尿病を新しく発症された場合は、膵がん発見のきっかけとな

ります。また、喫煙や慢性膵炎は膵がんのリスクを増加させることが知られています。膵管内乳頭粘液性腫瘍

（IPMN）をはじめとする膵のう胞は、膵がんの前癌病変として慎重な経過観察が必要です。また、膵がん患者

さんの 3～7％に家族歴があることが分かっています。日本では、家族性膵癌の登録制度が 2013 年より開始さ

れています（家族性膵癌登録制度:	 http://jfpcr.com/）。第一近親者（親、兄弟姉妹、子）に 2人以上の膵が

んの方がおられた場合、膵がんの発生は 6～7 倍と高くなり、定期的な検査をおすすめします。	 

	 

	 	 	 膵がん発生のリスクファクター	 

合併疾患	 糖尿病、肥満、慢性膵炎、IPMN などの膵のう胞	 

嗜好	 喫煙、アルコール	 

家族歴	 家族性膵がん	 

遺伝性	 遺伝性膵炎	 

	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

	 

◎	 膵がんになるとどんな症状が出るの？	 

	 膵がんは、症状がでにくく早期には自覚症状がほとんどありません。病状が進行してくると、腹痛や背部痛、
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黄疸、体重減少などの症状が現れます。また、症状ではありませんが、急に糖尿病が発症したり、もともと糖

尿病にかかっている場合、突然悪化したりすることが知られています。腫瘍により膵液の流れが悪くなり、血

糖値をコントロールするインスリンというホルモンの働きが低下するためと考えられています。急激な体重減

少やのどの渇き、多尿などの症状に注意が必要です。	 

	 

◎	 膵がんの検査方法は？	 

	 主な検査として、血液検査、画像検査（超音波検査、CT 検査、MRI 検査）、そして、内視鏡による検査を行

います。	 

� 血液検査	 

血糖値や膵臓から分泌される消化酵素（膵酵素）、腫瘍マーカー（CA19-9,	 CEA,	 DUPAN-2,	 Span-1）など

を調べます。	 

� 超音波検査	 

CT 検査と同様に最初に行われる検査で、腫瘍の有無を確認したり、膵管の拡張などを調べます。からだ

に負担が少ない検査です。	 

� CT 検査	 

がんの診断の中心となる検査です。造影剤を使用し詳細に膵臓の病気を確認します。その他肺や肝臓、リ

ンパ節や腹膜などへの病変の広がりもチェックできます。	 

� MRI/MRCP 検査	 

CT 検査と同様に断層撮影を行う検査です。X線ではなく強力な磁気を利用した検査法で、より詳細な情報

を得ることができます。造影 CT、MRI 検査は、膵がんの診断に欠かせない検査です。	 

	 

ここからの検査は、診断確定のためのより詳細な検査となります。	 

� ERCP（内視鏡的逆行性胆管膵管造影）検査	 

内視鏡を使って十二指腸乳頭部（主膵管の十二指腸開口部分）からカテーテルを膵管や胆管に挿入し、造

影剤を注入して X 線撮影する検査です。CT 検査や MRI 検査で膵管に狭いところがあるが腫瘤がはっきり

しない場合、ERCP を行い早期の膵がんが診断できる可能性があります。カテーテルから膵液や胆汁、細

胞などを採取し、がん細胞の有無を調べます。黄疸がある場合は、検査と同時に胆道ドレナージ処置を行

います。	 

� EUS（超音波内視鏡）検査	 

先端に超音波の装置が付いた特殊な内視鏡で、口から挿入し、胃や十二指腸の中から膵臓に超音波を当て

て膵臓を観察する検査です。通常の超音波検査より詳しい情報を得ることができます。場合によっては、

超音波をみながらピンポイントで組織を生検（EUS 下生検）することもあります。	 

	 

◎	 進み具合は（病期）はどのように分類されていますか？	 

	 がんの進み具合は病期であらわされます。膵がんの病期分類には日本膵臓学会が定めている膵癌取扱い規約

（第 7 版）と国際的な UICC	 TNM 分類があります。病期は、がんの大きさや浸潤の程度、他の臓器やリンパ節

への転移の有無によって分けられます。	 

	 病期を決定する主な検査方法は造影 CT 検査と MRI 検査です。しかし、これらの画像検査ではっきりと診断

できない肝転移や腹膜転移などもあり、遠隔臓器への転移が否定できない場合には、必要に応じて PET 検査や

審査腹腔鏡といった検査を行います。	 

	 

膵がんの進行度分類	 膵癌取扱い規約第 7 版（日本膵臓学会）	 

	 膵がんの進行度は、がんの局所的な広がりを示す T因子、リンパ節への転移の有無をみる N因子、肝臓や肺

などの膵臓以外の遠隔臓器への転移を表す M因子、これら 3つの因子でステージが決まります。	 

	 2016 年 7 月に、現在の規約に更新され、これまでの規約から大きく変わりました。腹腔動脈や上腸間膜動

脈などの腹部の動脈への浸潤の有無による切除可能性分類が加わりました。また、リンパ節個数別の N因子の

記載が加わりました。	 
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	 	 	 進行度分類	 T 因子、N 因子、M 因子	 

	 

	 	 	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 進行度分類	 ステージ	 

	 
	 

膵癌登録症例における進行度（Stage）別の生存率（全症例	 3,315 例	 2001~2007 年）	 
膵癌取扱い規約第 7版からの抜粋	 

	 

	 

	 

	 

	 

T 因子	 

Tis	 非浸潤癌	 

T1	 腫瘍が膵臓に限局していて、最大径が 20mm 以下	 

	 T1a	 最大径が 5mm 以下	 

	 T1b	 	 5-10mm	 

	 T1c	 10-20ｍｍ	 

T2	 腫瘍が膵臓に限局しているが、20mm 以上の大きさ	 

T3	 腫瘍の浸潤が膵を越えて進展するが、動脈（腹腔動脈、上腸間膜動脈）へ浸潤を認めないもの	 

T4	 腫瘍が動脈（腹腔動脈、上腸間膜動脈）に及ぶもの	 

N 因子	 

N0	 リンパ節への転移がない	 

N1	 領域リンパ節への転移あり	 

	 Na1	 1-3 個のリンパ節転移	 

	 Nab	 4 個以上のリンパ節転移	 

M 因子	 

M0	 遠隔転移なし	 

M1	 遠隔転移あり	 
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切除可能性分類	 

	 切除可能性分類は、標準的な手術を行うことでがんがすべて取り切れるか（R0 手術）どうかという視点か

ら、切除可能（Resectable:	 R）、切除可能境界（Borderline	 resectable:	 BR）、切除不能（Unreesbtable:UR）

の 3 つにわけられています。切除可能性分類は、第 7版から新しく取り入れられた分類ですが、治療方法がこ

となるため、膵がんの治療においては非常に重要な概念といえます。	 

	 

◎	 膵がんにはどんな治療法があるの？	 

	 膵がんの治療法には、手術、化学療法、放射線療法、支持療法などがあり、病期と患者さんの全身状態など

を考慮して、患者さんやご家族と相談の上、治療方法を選択します。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 切除可能性分類	 

	 
	 

膵癌診療ガイドライン	 2016 年版からの抜粋	 

診断確定 

cStage 0, I 

切除可能 
(R) 

外科的療法 

補助療法 

ステント療法、バイパス療法、放射線治療、緩和治療 

cStage II 

切除可能境界 
(BR) 

cStage III 

切除不能 (局所進行) 
(UR-LA) 

化学放射線療法 

cStage IV 

切除不能 (遠隔転移あり) 
(UR-M) 

化学療法 

ステージ	 T 因子	 N 因子	 M 因子	 

Stage	 ０	 Tis	 N0	 M0	 

Stage	 IA	 T1	 N0	 M0	 

Stage	 IB	 T2	 N0	 M0	 

Stage	 IIA	 T3	 N0	 M0	 

Stage	 IIB	 T1,	 T2,	 T3	 N1	 M0	 

Stage	 III	 T4	 N0-1	 M0	 

Stage	 IV	 T1-4	 N0-1	 M1	 

切除可能性分類	 

切除可能	 
（Resectable:	 R）	 

肝臓に向かう門脈や、上腸間膜動脈、肝動脈、腹腔動脈と

いう腹部の主要な動脈に浸潤がない。	 

切除可能境界	 
（Borderline	 resectable:	 BR）	 

門脈に半周以上に浸潤がある場合や、腹部の動脈に半周以

下の範囲で浸潤を認めるもの。	 

	 

切除不能	 
（Unreesbtable:UR）	 

UR-LA（局所進行）：門脈への浸潤が高度なもの、腹部動脈

に半周以上の浸潤を認めるもの。	 

UR-M(遠隔転移あり)：遠隔転移を認める場合。	 



 

7 
 

◎	 膵がんの手術はどのようなものですか？	 

	 膵がんに対する外科切除する場合、がんの発生部位、進行度によって切除の範囲が多少異なりますが、大き

く分けると、膵頭部側を切除する「膵頭十二指腸切除術」と膵尾部側を切除する「膵体尾部切除術」に大

別できます。また、症状緩和のために手術を行うこともあります。	 

� 膵頭十二指腸切除術	 

	 膵頭部にがんがある場合に行われる手術です。がんを含む膵頭部、十二指腸、小腸の一部、胆嚢、胆管、が

んの進展・転移が予想される領域リンパ節をまとめて切除を行います。切除の後、膵臓や胆管、十二指腸を臓

器とつなぎ合わる消化管の再建を行います。	 

 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 	 切除部分	 

	 

膵頭十二指腸切除術の切除範囲	 

	 がんを含む膵頭部、十二指腸、小腸の一部、胆嚢、胆管、がんの進展・転移が予想される領域リンパ節（赤

色部分）をまとめて切除します。膵臓、胆管、十二指腸(または、胃)、小腸を切離した部分を再建します。	 

	 

	 

	 
膵頭十二指腸切除術の再建後	 
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	 切除後、膵臓を胃（または、小腸）に、胆管を小腸に、十二指腸（または、胃）を小腸に縫い合わせます（吻

合）。吻合の方法は、そのほかにもいくつかの方法があり施設により選択されています。3か所の吻合のうち、

合併症に最も関連するのは膵臓の吻合です。	 

	 

� 膵体尾部切除術	 

	 膵体部、または膵尾部にがんがある場合に行われる手術です。膵頭部側だけを残して、がんができている膵

体尾部と脾臓及び周囲のリンパ節を一緒に切除する手術です。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 
  

	 	 	 	 	 

	 	 	 切除部分	 

	 

� 膵全摘術	 

	 膵臓内を広い範囲進展しているがんに対して行われる手術です。膵頭十二指腸切除と膵体尾部切除を一緒に

行い、膵臓の全てを切除する手術です。通常の膵がんは、膵臓を進展する前に周囲の血管などに浸潤するため、

膵全摘を行うことはほとんどありません。膵手術後の残った膵臓にがんが発生した場合は、残膵を切除する膵

全摘（残膵全摘）を行います。膵全摘術では、消化と血糖の調整を行う膵外分泌機能と膵内分泌機能が失われ

るため、患者さんの術後の生活の質（QOL）が著しく低下する場合があります。術後には消化を助ける消化酵

素剤の服用やインスリン注射が必要になります。	 

	 

� 緩和手術（バイパス手術）	 

	 膵がんの症状の緩和を目的にした手術です。十二指腸が閉塞して食事が通らなくなるのを防ぐため胃と小腸

をつなぐバイパス手術や、黄疸が出ないようにするための胆管と小腸をつなぐバイパス術などがあります。	 

	 

◎	 手術の合併症はどんなものがありますか？	 
	 膵がんに対する手術は、他の消化器がんの外科手術と比較し、切除する臓器が大きく、患者さんに与えるス

トレス（侵襲）がとても大きい手術の 1 つです。近年の外科手術手技や周術期の管理方法などの進歩により、

膵がん手術の安全性は高まっていますが、膵臓手術をたくさん行っている施設においても、合併症の頻度は

40％前後と高い手術で、手術に関連した死亡率は全国の平均で 2-3％とほかの手術と比較し高率です。特に、

膵の切除部分から膵液が漏れる「膵瘻」は、出血や腹腔内膿瘍などの感染症を起こし、時に重篤な症状へ発展

するため、膵臓に関連した合併症の制御は、膵臓外科における重要な課題といえます。	 

	 

	 

	 	 手術の主な合併症	 
膵臓手術に特に関連のある合併症	 ほかの消化器疾患でも起こる合併症	 

膵液の漏れ（膵漏）	 肺炎、胸水	 

出血	 腸閉塞	 

腹腔内膿瘍	 血栓性の合併症	 
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胃内容排泄遅延	 	 下肢静脈血栓、肺血栓塞栓症（エコノミークラス症候群）	 

胆汁の漏れ（胆汁瘻）	 食欲不振	 

門脈血栓症	 体重減少	 

胆管炎	 	 

下痢	 	 

糖尿病	 	 

	 

	 

◎	 膵がんの外科治療の安全性向上のために	 

	 当科における膵切除手術は、膵頭十二指腸切除術については、年間 15-20 例程度です。がんの局所制御の確

実性に関して言えばやはり外科切除が第一との観点から、治癒切除が可能と判断された症例は積極的に手術適

応としています。膵がんの患者さんは栄養状態が不良なことが多く、成分栄養剤や高力価消化酵素剤を導入し、

早い段階から栄養状態の改善を試みています。より安全な周術期管理を目指して、入院から退院までの一連の

流れを示したクリニカルパスを導入しており、出来るだけ早く社会復帰できるように心がけています。術前の

呼吸器訓練や口腔機能管理を行い術後の感染症に起因する合併症の予防に取り組んでいます。	 

	 

	 

◎	 膵がんの化学療法、放射線療法とは？	 

	 手術が困難な場合は、手術後に再発があったときには、抗がん剤による化学療法が行われます。抗がん剤は、

体内に投与された後、全身を巡ってがん細胞の増殖を抑えます。その他、化学療法を行う場合として、手術し

た後の再発予防や、切除可能境界（BR）膵がんなど、手術でがん細胞をすべて取り切れないことが予想される

場合、化学療法を行って腫瘍が小さくなった段階で手術を行う（術前化学療法）試みもされています。	 

	 膵がんの 1 次化学療法（最初に行う治療）として、ゲムシタビン、テガフール・ギメラシル・オテラシルカ

リウム、ゲムシタビンとナブパクリタキセル（アルブミン懸濁型パクリタキセル）の併用、FOLFILINOX など

があります。どの治療を行うかは、病状や患者さんの状態を総合的に判断して決定されます。	 

	 放射線療法は、放射線を用いてがん細胞の増殖を抑える治療です。他の臓器への転移がないものの、腫瘍が

その場所で進行しすべて手術で取り切れない場合や、肺や骨など転移部の進行を抑えるために行う場合があり

ます。	 

	 

	 膵がんに適応のある代表的な化学療法剤	 

	 抗がん剤	 	 （	 ）内は商品名です	 

l ゲムシタビン（ジェムザール）	 

l テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム（ティーエスワン）	 

l FORFIRINOX（以下の 4 つの薬を投与）	 

	 	 	 	 	 	 フルオロウラシル、イリノテカン、オキサリプラチン、レボホリナート	 

l ナブパクリタキセル（アルブミン懸濁型パクリタキセル：アブラキサン）	 

	 分子標的薬	 

l エルロチニブ（タルセバ）	 

	 

◎	 外来化学療法について	 

	 抗がん剤による化学療法は、入院して治療する場合と外来で通院しながら治療を受ける場合（外来化学療法）

があります。膵がんの化学療法は、通常、外来通院をしながら治療を受ける外来化学療法を行います。普段と

変わらず日常生活を続け、仕事や家事と治療を両立させることができます。投与スケジュールは病状や患者さ

んの状態により決まります。ゲムシタビンの場合、診察後、準備を含めた 1回にかかる治療の所要時間は、約

1時間程度です。	 

	 	 	 

	 外来化学療法の流れ	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 副作用、体調、採血結果の確認	 	 

	 	 採血検査	 	 	 	 	 	 	 	 	 診	 察	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 化学療法	 	 
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◎	 化学療法の副作用にはどんなものがありますか？	 

	 抗がん剤は、がん細胞だけでなく正常な細胞にも影響を与えるため、副作用が現れることがあります。副作

用の症状や程度は、抗がん剤の種類によって異なり、個人差もあります。抗がん剤の副作用には、自覚症状の

ある副作用と、自覚症状がほとんどなく検査で分かる副作用があります。薬の効果や副作用、患者さんの全身

状態をみて慎重に治療は行いますが、何か異常や違和感がある場合は医師やスタッフにご相談ください。	 

	 

l 自覚症状のある副作用	 

	 よくある副作用として、発熱や全身倦怠感、吐き気・嘔吐、食欲不振、口内炎、下痢、便秘、脱毛などがあ

ります。これらの症状の多くは、骨髄や口腔粘膜、消化管粘膜、毛根などの分裂が盛んな細胞が、抗がん剤に

よってダメージを受けるために現れます。	 

	 

l 検査で分かる副作用	 

	 抗がん剤は、血液細胞を作る働きをしている骨髄中の造血細胞にも影響を与えます。そのため、白血球数や

赤血球数、血小板数などが減少し、感染症や貧血、出血などが起こりやすくなります。また、肝機能障害など

採血でしかわからない副作用が出ることがあります。外来受診時には、投与前に採血検査を行います。検査結

果によっては、抗がん剤の投与を見合わせたり、薬の量を減量して化学療法を行う場合があります。	 

	 

	 

	 抗がん剤による治療は、あまり無理をしすぎて、途中で中断するよりは、元気な状態で長期間続けていくこ

とが大切です。副作用が強く表れた場合は、抗がん剤を減量したり、投与を延期したりして回復を待ちます。

症状がつらいときは我慢せず、スタッフにご相談ください。	 

	 

	 

◎	 緩和療法とは？	 

	 病期や治療に伴う肉体的及び精神的な苦痛を和らげるための治療です。病状が進行し、痛みが現れた場合は、

その程度に応じて鎮痛薬の投与を行い痛みのコントロールを行います。当院では、安心して治療を行っていた

だくために、医療用麻薬（モルヒネやフェンタニルなど）の使用も含め、できるだけ早い段階から痛みへの治

療に取り組んでいます。患者さんによっては、麻薬の使用に抵抗があるかもしれませんが、正しく使えばとて

も良い薬で、痛みをとることで患者さんの元気が回復し、治療効果も上がると考えます。	 

	 

	 

	 精神的に不安になったら…	 

	 病気になると、不安やいらだち、絶望、孤独感などの精神的な負担を伴います。また、抗がん剤や手術によ

る生活面での不安や、医療費の負担など、様々な心へのストレスが発生します。患者さんが元気で、病気と向

かい合う気持ちがあってこそ、がんの治療は可能となります。当院ではがんに対する積極的な治療はもちろん、

緩和治療を並行して行い、医師、看護師、薬剤師や患者さんのケアをサポートする専門の部門（患者相談支援

センター）が連携してチーム医療に取り組んでいます。精神的につらいときは、一人で抱え込まず、ご家族や

チーム医療のスタッフにご相談ください。	 

	 

	 

◎	 仕事は続けられますか？	 

	 がんの進行の程度や患者さんの体力などにより個人差はありますが、膵がんの治療中は症状や合併症、化学

療法による副作用があるため、これまでと全く同じライフスタイルを維持するのは難しいことが多いと思いま

す。仕事を続けている患者さんも多くいらっしゃいますが、治療中は疲れやすかったり、突然の発熱など急な

症状があり、すぐに医療機関へかかっていただきたい場合もございます。周囲の方の協力を得て、仕事のやり

方を少し変えてみるなどの工夫が必要です。	 

	 

	 

◎	 最後に	 

	 膵がんは、予後が悪く、消化器がんのなかでもっとも治りにくいがんといわれます。しかし、新規抗がん剤

の開発や手術手技の向上により、より安全で根治性の高い手術が行われ、またこれまで切除不能といわれてき

た患者さんも手術ができる時代になってきました。ここ 10 年の間でも膵がん患者さんの予後は飛躍的に向上
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しており、膵がんを治癒・克服するための光が見えてきています。	 

	 患者さんやご家族の方々は、とても不安な気持ちで治療に臨まれていることと思います。膵臓・胆道グルー

プでは、難治の肝胆膵領域がんを克服していただくために、スタッフが一丸となり、最新の知見を習得し、患

者さんにとって最善の治療を追求しています。	 
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膵のう胞性疾患	 

◎	 膵のう胞性腫瘍とは？	 

	 膵臓内に液体や粘液などを貯留する袋状の形態（のう胞）を示す腫瘍の総称で、健診などで偶然発見される

機会が増えてきています。全人口の約 2～3%の人が、膵のう胞性疾患を合併しているという報告もあり、決し

てまれな病気ではないといえます。年齢とともにその割合は増加し、80 歳以上では 8～9%の合併頻度ともいわ

れます。健診で偶然発見されることが多いため、当院を受診される患者さんの約 7～8 割が無症状です。放置

しておけば悪性になる可能性が高いものと、基本的に経過観察でよいものがあります。	 

	 

代表的な膵のう胞性疾患	 

l 良性の疾患	 

	 	 	 仮性のう胞	 

	 	 	 漿液性のう胞性腫瘍（SCN）	 

l 悪性リスクのある腫瘍	 ＝	 手術の対象となる腫瘍	 

	 	 	 膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）	 

	 	 	 粘液産生膵腫瘍（MCN）	 

	 	 	 Solid-pseudopapillary	 neoplasm（SPN）	 

	 

◎	 膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）とは	 

	 膵臓のう胞性腫瘍の代表ともいえるのがこの、膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）といえます。検診で偶然膵嚢

胞を指摘された場合、この IPMN である可能性が高いといえます。	 

	 IPMN は、良性の病変から悪性の病変を含んだ、いわゆる大腸のポリープのような病気で、時間経過ととも

に段階的に悪性になっていくことが知られています。悪性になると周囲臓器に浸潤し、膵臓がんと同様な経過

をたどりますが、IPMN の予後は、「通常の膵がん」と比較すると良いといえます。また、悪性化の前段階で発

見・治療が可能な、「治癒可能な膵がん」ともいえ、健診などで膵のう胞を指摘された場合は、まずは、精密

検査を受けていただくことが大切です。	 

	 

1.  IPMN はどんなものですか？	 
	 IPMN は、膵管の上皮から発生するがんです。膵臓では、小さな膵管が次第に合流し、最後は主膵管といわ

れる大きな膵管なり、膵実質で分泌されたアミラーゼやリパーゼなどの膵酵素（消化酵素）を消化管内に分泌

しています。IPMN は、小さな膵管から主膵管と呼ばれる比較的太い膵管までのすべての膵管上皮から発生し

うる腫瘍です。特徴として、粘液を産生し膵管を閉塞したり、粘液を貯め込んでのう胞状の「ブドウの房」と

たとえられる形態を示します。	 

	 

2.  がんのリスクが高い IPMN はどんなものですか？	 
	 IPMN の病変が存在する場所により、「主膵管型」、

「分枝型」、その両者の間に発生した「混合型」の大

きく３つに分けられます。膵管は、細い膵管が集ま

って最終的に主膵管になりますが、この主膵管に腫

瘍があるものを「主膵管型」といいます。主膵管へ

の腫瘍の進展は、悪性を示す重要なサインで、当院

の検討でも、特に、主膵管の太さが 1cm をこえて拡

張してくると約 60～70%が浸潤がんでした。	 

	 一方、「分枝型」は、主膵管になる前の比較的細い

膵管に腫瘍ができ、ブドウの房のように膵管が袋状

に拡張するものです。「主膵管型」と比較すると、悪

性度は低く、嚢胞の大きさによっては、経過観察が

可能な場合があります。	 

	 主膵管の太さ以外で、悪性を示す重要なサインと

主膵管型 IPMN	 

分枝型 IPMN	 
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して、のう胞内部のポリープの存在や造影剤によって染まるのう胞壁、のう胞が 3cm を超えるサイズである、

膵炎や黄疸などの症状があるなどの所見です。	 

	 

	 	 	 がんのリスクが高い IPMN	 
がんの可能性が高い IPMN	 

High-risk	 stigmata	 

がんの疑いがある IPMN	 

Worrisome	 features	 

黄疸	 膵炎の症状	 

主膵管径が 1cm 以上に拡張	 のう胞の大きさが 3cm 以上	 

のう胞内にポリープ（充実性成分）あり	 厚い造影されるのう胞の壁	 

	 尾部の閉塞性膵炎を伴う主膵管狭窄	 

	 リンパ節の腫れ	 

	 	 	 	 	 	 2012 年 IPMN/MCN 国際診療ガイドラインより抜粋	 

	 

3. 経過をみてよい IPMN があると聞きましたが、	 
	 「主膵管型」は全例治療の対象ですが、逆に「分枝型」といわれる主膵管への進展がない病変は、大部分の

患者さんは、経過観察が可能な良性の病変です。	 

	 IPMN に関する科学的なデータがそろいつつあり、悪性のリスクがない、いわゆる「分枝型 IPMN」について

は、3cm 程度のサイズまでは経過観察が可能ということが分かってきました。現在は、より厳重にフォローす

ることで、嚢胞径が 4cm を超える IPMN についても経過観察をされる場合も出てきました。	 

	 

4.  IPMN の原因は？	 
	 IPMN ができる原因については、現在のところはっきりしていません。慢性膵炎、アルコールの摂取、喫煙、

肥満、膵疾患の家族歴などは、IPMN 発生リスクであるということが分かっています。	 

	 

5.  IPMN と膵がんの関係は？	 
	 IPMN と膵がんは同時にできやすいことが報告されています。当科で行った切除患者さんをみると、約 10%

前後の患者さんが膵がんを合併していました。全国の平均をみると 4～8%程度の IPMN の患者さんに膵がんが

できると報告されています。アメリカのガイドラインでは、5年間サイズが変化なければ、フォローを中止し

てもよいとされていますが（AGA ガイドライン 2015）、膵がんができやすいことを考慮すると、小さな分枝型

の IPMN でも定期的に、膵臓全体の検査を受けることが大切と考えます。	 

	 

6.  IPMN の経過観察、治療の選択はどのようにされますか？	 
	 IPMN の診断、治療については、基本的には、国際膵臓学会（IAP）で作成された国際診療ガイドライン 2012	 

をもとに行われます。主膵管の拡張の程度（1cm 以上）やのう胞内に腫瘤がある場合など、がんの可能性が高

い場合（high-risk	 stigmata）、手術を行います。その他、症状の有無や腫瘍マーカー（CA19-9,	 DUPAN-2,	 SPAN-1）、

患者さんの年齢・全身状態、膵疾患の家族歴など、総合的に判断し治療方針は決定されます。がんの可能性が

低い IPMN については、IPMN の状態によって、経過観察の方法、期間が選択されます。	 
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IPMN の診療方針の選択	 

	 

	 
	 

	 	 	 	 	 	 2012 年 IPMN/MCN 国際診療ガイドラインより抜粋	 

	 

	 

7.  IPMN に対する手術は、どんなものですか？	 
	 IPMN の治療は、外科的な切除になります。基本的には、がんの疑いがあると判断した段階で手術を行いま

す。通常の膵がんと同じ手術（リンパ節郭清を含めた膵切除術）を行います。当院では、周囲へ臓器の浸潤、

リンパ節への転移の可能性などを考慮し、基本的には縮小手術（リンパ節郭清を行わない膵切除・脾臓温存の

膵体尾部切除）・腹腔鏡下手術は行わない方針としています。	 

	 

8.  IPMN に対する化学療法	 
	 がんと診断された場合、「通常型の膵がん」に準じた、抗がん剤による化学療法を行います。具体的な内容

は、病状の進行の程度やご本人の全身状態を考慮し決定しています。	 

	 

9.  分枝型の IPMN と診断されましたが、どのような検査や間隔が良いでしょうか？	 
	 IPMN の中でも、特に、主膵管への進展がなく、腫瘤がはっきりしない「分枝型」の IPMN は、悪性の可能性

が低く、経過観察を行います。のう胞のサイズ、腫瘍マーカーの状態、糖尿病の有無や家族歴などを総合的に

考え、個々の患者さんに合わせ決定します。大まかには嚢胞のサイズによって、CT、MRI、腹部エコー、EUS

を組み合わせて検査を行っていきます。	 

	 

10.  当科の治療成績	 
	 2007～2017 年 4 月までに、当科では約 40 人の方が外科手術を受けられました。2012 年以降の 5 年間は、経

過観察の後に切除を行った方が約 3 分の 1 を占め、経過観察後に手術を行った患者さんが増えています。「通

常型の膵癌」と比較し、IPMN の切除後の予後は良好で、5 年生存率（5 年間生存されている患者さんの割合）

は、IPMN 浸潤がんの場合、70%を超えています。	 

	 IPMN は、膵がんについで膵臓で代表的な病気です。時間の経過とともに悪性化していくことが知られてお

り、早期の段階で診断・治療を行えば根治できる「膵がん」でもあります。また、生涯にわたって悪性になら

ない経過観察が可能な「分枝型」の IPMN の存在も明らかになってきており、今後、さらなる検討が必要です。	 

がんの可能性が高いIPMN（High-risk stigmata） 
①黄疸　②のう胞内部のポリープ (造影効果あり)　③主膵管径 ≧1cm  

Yes 

手術 

No 

がんのリスクがあるIPMN（Worrisome features） 
 ①のう胞経≧3cm　②のう胞壁の肥厚 (造影効果あり)　③主膵管径 5-9mm 

④のう胞内のポリープ (造影効果なし)　⑤膵管の狭窄 	 

No 

< 1cm 
2-3年毎の検査 

1-2cm 
2年間は1年毎の検査 

2-3cm 
3-6カ月毎の検査 

>3cm 
3-6カ月毎の精密検査 

精密検査 



 

15 
 

◎	 粘液産生膵腫瘍（MCN）とは	 

1. 粘液産生膵腫瘍（MCN）とはどんな病気？	 
	 IPMN は高齢の男性、膵頭部に多く発生するのに対し、MCN

は中年の女性に多く膵尾部にほぼ限定して発生するという

特徴があります。また、IPMN は主膵管とつながっていて(交

通があり)、膵管内に粘液をためることが多く、膵炎に似た

腹痛や糖尿病などを合併することが多いといえます。一方、

MCN は、通常膵管とのつながり(交通)はなく、のう胞内部に

のう胞ができる cyst	 in	 cyst と呼ばれる形態をとることが

特徴です。病理学的には、卵巣様間質と呼ばれる、卵巣の組

織に似通った組織（ovarian	 type	 stroma）をもつことが診

断の根拠となります。	 

	 

2. MCN は悪性ですか？	 
	 MCN は悪性の可能性がある病気です。MCN は IPMN と同様に

は、悪性化する可能性(malignant	 potential)を持つ腫瘍で診断がついた場合、手術をおすすめします。IPMN

は、比較的おとなしい細胞から浸潤がんまで、幅広い組織像を示し、ゆっくりと進行していくことが分かって

います。一方、MCN は IPMN と比べると悪性度は高く、診断がつき次第切除したほうが良い病気といえます。	 

	 

	 IPMN と MCN の比較	 

	 IPMN と MCN は膵臓にできるのう胞をつくる腫瘍ですが、以下のような違いがあります。	 
	 IPMN	 MCN	 

悪性の可能性	 あり	 あり	 

性別	 男性に多い	 女性に多い	 

好発年齢	 高齢者に多い	 中年	 

症状	 膵炎に似た症状を認めることが多い	 ほとんどない	 

膵管とのつながり（交通）	 交通あり	 ない	 

卵巣様間質	 なし	 あり	 

通常の膵がんの合併リスク	 あり	 なし	 

治療	 分枝型など悪性のリスクがない場

合、経過観察	 

診断されたら切除	 

術後のフォロー	 残った膵臓に IPMN や膵がんが発生

しないか定期通院が必要	 

がんでなければ定期検査は必

要なし	 

	 

	 

3. MCN の診断方法は？	 
	 基本的には、膵がんの診断と同様な方法で行います。主な検査として、血液検査、画像検査（超音波検査、

CT 検査、MRI 検査）、そして、内視鏡による検査を行います。	 

	 

4. MCN の治療方法は？	 
	 MCN の治療は、外科的な切除です。当科では、通常の膵がんに準じ、リンパ節の郭清を行う標準的な手術を

行っています。術前の診断で、明らかに浸潤癌の所見がない病変に対しては、体への侵襲をより低減するため

に、腹腔鏡を使用した手術（腹腔鏡下膵体尾部切除術）も選択肢となってきました。	 

	 

5. MCN の治療を受けましたが、再発の検査のための定期的な通院が必要ですか？	 
	 IPMN は術後残った膵臓に IPMN の病気が再発したり（異時性多発）、膵がんの発生のリスクがあるために、

残った膵臓に関しても術後も定期的な検査をしたほうが良いです。一方、MCN はその多くが良性の状態で手術

され、手術できれいに取り切れている場合（十分な切除のマージンがとれている）や悪性でない場合、経過観

察は必要ない病気です。	 

	 

	 

	 

	 

膵管との交通なし	 

厚い壁	 

腫瘍の内部にのう胞を形成(cyst	 in	 cyst)	 
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◎	 Solid-pseudopapillary	 neoplasm（SPN）とは	 

	 膵臓にできる嚢胞性腫瘍の 1つで、その発生の起源はよくわかっていません。	 

	 20～30 歳台の若年女性に多く発生し、膵尾部側に発生しやすい腫瘍です。基本的には良性の病気といえま

す。一方、リンパ節への転移を認めた例や、再発したという悪性例の報告があり、SPN と診断された場合、手

術をおすすめします。	 

	 画像的には、厚い線維性の被膜に覆われて、球形、腫瘍内部は充実性部分と出血、嚢胞部分が混在するよう

な病変です。SPN に特徴的な症状はなく、健康診断での超音波検査や CT 検査で、偶然発見される機会が多い

腫瘍です。	 

	 

◎	 漿液性嚢胞性腫瘍（SCN）とは	 

	 SCN は、膵臓にできる良性の腫瘍です。特徴として、MCN と同様に中年の女性、膵体尾部にできやすい円形

の腫瘍です。腫瘍の形態から、壁が数 mm 径の小さなのう胞が集まってできる多房性といわれるタイプ	 

(microcystic	 type)と、大きなのう胞が主体となっているタイプ	 (macrocystic	 type)があります。内容は、

水のような液体成分で、MCN と同じように膵管との交通はありません。全国集計では、SCN の悪性例の報告が

数例ありますが、基本的には良性の病気で、診断ができれば経過を見てよい腫瘍です。しかし、他の悪性のリ

スクのあるのう胞性腫瘍と鑑別が難しい場合や、腫瘍の増大による圧迫症状や腫瘍内に出血したりする場合は、

外科切除が治療となります。また、4cm を超えるような大きな腫瘍は悪性例が多いという報告もあり手術を行

っても良いと考えます。	 

	 

膵神経内分泌腫瘍（P-NET）	 

◎	 膵神経内分泌腫瘍（P-NET）とは	 

	 神経内分泌腫瘍（Neuroendocrine	 tumor：	 NET）は、ホルモンなどをつくる機能をもった神経内分泌細胞か

らできる腫瘍と考えられています。NET は、膵臓をはじめ、消化管（胃、十二指腸、小腸、虫垂、大腸）、肺

などいろいろな臓器にできる腫瘍です。特に、膵臓にできる NET を特に、P-NET と呼びます。NET の発生部位

としては、消化管では、直腸が最も多く、膵臓、胃がそれに続き好発部位とされます。	 

	 

◎	 膵神経内分泌腫瘍（P-NET）の分類	 

	 NET は、内分泌細胞が腫瘍になるため、ホルモンを過剰につくり異常な症状を来す「機能性 NET」（ホルモン

産生腫瘍）と、ホルモンを産生しない「非機能性 NET」に分けられます。機能性 NET とは、産生されるホルモ

ンの種類によって症状が異なります。	 

	 	 NET の分類	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

◎	 機能性 NET の症状	 

	 主な機能性 NET の症状は、産生されるホルモンの種類により

異なります。異常に産生されたホルモンによる症状が診断につ

ながります。非機能性 NET の場合、症状はでないため、健診や

CT 検査の際に偶然腫瘍を指摘されます。	 

	 

	 

	 

	 

	 

神経内分泌腫瘍 
（NET) 

機能性NET 
異常なホルモン産生による症状を認める 

非機能性NET 
症状がない 

P-NET	 

ホルモン分泌	 

ホルモン分泌	 

全身の症状	 
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機能性 NET の一覧	 
NET の名称	 産生されるホルモン	 症状	 頻度の高い発生部位	 悪性の頻度	 

インスリノーマ	 インスリン	 動機、冷や汗、意識障害な

どの低血糖症状	 

膵	 5～10％	 

ガストリノーマ	 
（ゾリンジャ―エリソン症候群）	 

ガストリン	 繰り返す消化性潰瘍	 膵、十二指腸、胃	 >	 90%	 

VIP オーマ	 VIP	 激しい水様性下痢、電解質

の異常（低カリウム血症）	 

膵、十二指腸	 75%	 

グルカゴノーマ	 グルカゴン	 糖尿病、体重減少、貧血、

移動性紅斑	 

膵	 50%	 

セロトニン産生腫瘍	 
（カルチノイド症候群）	 

セロトニン	 皮膚の紅潮、下痢、心臓病、

喘息症状	 

全消化管、呼吸器、膵	 100%	 

ソマトスタチノーマ	 ソマトスタチン	 糖尿病、脂肪便、胆石	 膵、十二指腸	 50%	 

	 

◎	 NET の組織学的な分類（WHO 分類）	 

	 NET の組織学的な分類は、WHO 分類を使用し、世界で統一した規約が使用されています。悪性度の観点から、

良性の神経内分泌腫瘍（NET：Neuroendocrine	 tumor）と悪性度の高い神経内分泌癌（NEC：Neuroendocrine	 

carcinoma）の 2 つに分類されます。	 

	 

NET の WHO 分類（2010 年）	 

WHO 分類	 良悪性	 核分裂像	 Ki-67 指数	 特	 徴	 

神経内分泌腫瘍	 

（NET）	 

NET	 G1	 良性	 ＜	 2％	 ≦	 2%	 
高分化型	 

増殖能は低く、低～中悪性度	 

NET	 G2	 ↕	 2	 ~	 20%	 3	 ~	 20%	 

神経内分泌癌（NEC）	 悪性	 >	 20%	 >	 20%	 
低分化型	 

増殖能は高く、高悪性度	 

WHO	 Classification	 of	 Tumours	 of	 the	 Digestive	 System	 Eds:	 Bosman	 FT,	 et	 al.	 4th	 Edition,	 2010	 

IARC	 Press,	 Lyons	 France	 

	 

	 腫瘍の増殖する能力の強さから、NET	 G1、NET	 G2、NEC に分類され、NET は、低～中悪性度の高分化型の腫

瘍である一方、NEC は悪性度の高い低分化型の腫瘍です。この分類は、腫瘍の性質とその予後を見きわめ、の

ちの治療方針を決めるために重要な情報となります。	 

	 

◎	 NET の診断は？	 

� 症状がある機能性 NET の局在診断	 

	 機能性 NET の場合、異常に産生されるホルモンによる特徴的な症状が、NET 診断のきっかけになります。	 例

えば、頻度が最も高いインスリノーマの場合、血糖が低いことや、空腹時の血液中のインスリン濃度が高いこ

となどが診断となります。	 

	 機能性 NET の診断の特徴的な検査法として、血管造影を利用した選択的動脈内カルシウム注入法（Selective	 

arterial	 calcium	 injection	 test，SACI 試験）という負荷試験があります。画像診断で腫瘍の場所がはっき

りとわからない場合や多発している場合があり、手術をするためには、NET の部位を正確に診断すること（局

在診断）が重要です。SACI テストでは、カルシウムの刺激でホルモンが上がる場所を正確に診断することが

可能です。	 

	 

� 非機能性 NET の局在診断	 

	 非機能性 NET は、健康診断などで偶然指摘されることが診断のきっかけになります。CT 検査や MRI 検査で、

血流が豊富な腫瘍として発見されます。非機能性のためホルモン活性は持ちません。	 

	 

◎	 NET の外科治療	 

	 治療には、手術による切除術、薬物療法、局所療法などがあります。手術は、NET に対して最も有効な治療

法で、現時点では唯一根治を望むことができる治療です。一方で、他の臓器に転移した場合（特に肝転移）で
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も、減量手術による機能性症状の緩和や予後の延長が期待できる場合があります。	 

	 

	 

機能性 NET の治療	 

	 機能性の NET の場合、基本的に悪性化する可能性があるため手術をおこないます。当院では、通常のが

んに準じたリンパ節郭清を含めた膵切除を行っています。	 

	 

非機能性 NET の治療	 

	 非機能性 NET は、機能性 NET と比較すると悪性度が低いことが多く、特に、大きさが 2cm 未満の NET に

ついては、リンパ節転移がないという報告もあります。そのため、腹腔鏡手術や膵縮小手術（リンパ節郭

清を行わない膵部分切除）が行われます。しかし、2cm 以下の非機能性 NET でも、悪性例の報告もあり、

慎重に術式の選択は行う必要があります。	 

	 

	 

◎	 NET の薬物治療	 

	 肝臓や肺などへの遠隔臓器への転移を認めた場合や、一度の手術できれいに腫瘍がとり切れない大きな腫瘍

の場合は、薬物療法が治療の中心となります。NET は、腫瘍の増殖する能力の強さから、NET	 G1、NET	 G2、NEC

に分類され、NET は、低～中悪性度の高分化型の腫瘍である一方、NEC は悪性度の高い低分化型の腫瘍です。

薬物療法は、NET	 G1/G2 と悪性度の高い NEC に分けて、治療方針が異なります。	 

	 

	 

1.  NET	 G1 と NET	 G2 に対する治療	 
	 近年、分子標的薬など、膵・消化管原発の神経内分泌腫瘍を中心に新たな薬物療法が開発され、日本でも使

える薬が増えてきました。	 

	 

� 分子標的薬	 エベロリムス	 スニチニブ	 

	 分子標的薬は、がん細胞に認める細胞の分裂や増殖に関連したスイッチを治療する薬です。現在は，膵

臓の NET に対する分子標的薬として，エベロリムス（アフィニトール）という mTOR 阻害剤やスニチニブ

（スーテント）といわれる血管新生増殖因子受容体を特異的に阻害するキナーゼ阻害剤などが使用されて

います。正常な細胞にはあまり影響を与えませんが、抗がん剤にはあまり見られない特徴的に副作用があ

ります。	 

	 

� ソマトスタチンアナログ	 

	 機能性 NET に対する症状を和らげる治療として使用されます。過剰に分泌されているホルモンの分泌を

抑えます。また、消化管 NET に対して、腫瘍が大きくなるのを抑える効果が示されています。	 オクトレ

オチド（サンドスタチン）は、未治療の局所切除不能または転移性の高分化型 NET に対する抗腫瘍効果が

示されています（PROMID 試験）。海外のデータでは、ランレオチド（商品名	 ソマトチュリン）持続性ソ

マトスタチンアナログ徐放性製剤の有効性も示されており、日本でも適応申請されています。	 

	 

� ストレプトゾシン	 

	 ストレプトゾシン（ザノサー）は、細胞障害性のニトロウレア系抗悪性腫瘍薬で、DNA 合成を阻害する

ことで腫瘍の増殖を抑える作用があります。海外では、エベロリムスやスニチニブなどの分子標的薬が登

場する前から使用され有効性が示されています。日本では 2015 年に製造販売が開始されました。	 

	 

	 

2.  NEC に対する治療	 
	 NET の中でも、NEC は悪性度・増殖の能力が高いため「通常の膵がん」として扱われ、NET	 G1 や G2 とまっ

たく異なった疾患として治療が選択されます。NET の中でも NEC の患者さんは少なく、極めてまれな病気で有

効性が科学的に示された治療法がないのが現状です。そのため、よく似た病気である小細胞肺がんと同じ治療

方法が推奨されています。NEC の治療は、抗がん剤による化学療法が第一選択で、シスプラチンとエトポシド

の併用療法、あるいはシスプラチンとイリノテカンの併用療法などが行われています。	 
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◎	 最後に	 	 

	 神経内分泌腫瘍の発生頻度は低く、比較的珍しい疾患ですから、見逃さずに診断し、早い時期に治療するこ

とが大切です。神経内分泌腫瘍の治療は、病理学的診断に基づいて治療計画を行うことがとても重要となりま

す。複雑なホルモン症状を認めたり、非機能性 NET など症状を示さない場合もあり、診断に至らず経過をみら

れている患者さんも多いのが現状です。診断や上述の治療選択、化学療法を受ける場合には、専門医での診療

をお勧めします。	 
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慢性膵炎	 

◎	 慢性膵炎とは？	 	 

	 慢性膵炎とは、膵臓で作られる消化酵素（膵酵素）が活性

化されて、自分の膵臓組織をゆっくりと溶かす慢性的な炎症

です。最も多い原因は、長期間の大量飲酒ですが、原因がよ

くわからない慢性膵炎もあります。膵臓で作られた消化酵素

は食べ物を消化しますが、通常は活性をもたない不活性型と

して作られます。しかし、飲酒などが原因で膵液中のたんぱ

く質の内容が変化したり、膵液が粘っこくなったりして、そ

の結果、膵液の流れが悪くなることで、消化酵素が活性化さ

れ、自分自身の膵臓組織を消化してしまいます。そして、正

常な細胞が破壊されて、代わりに線維化が起こり徐々に膵臓

の機能が低下していきます。慢性膵炎は徐々に進行する病気

で、気づかないうちに病気が進行して、消化吸収不良や糖尿

病などでてはじめて慢性膵炎と診断される患者さんもいます。	 

◎	 膵石とは何ですか？	 

	 慢性膵炎が進行してくると約半数に膵石が合併します。膵

石とは、膵管内にできるカルシウムを主成分とした硬い石で

す。膵液のうっ滞によって、膵液中のタンパクが塊となって、

そこにカルシウムが加わってできると考えられています。大きな結

石は、原因がわからない慢性膵炎（特発性慢性膵炎）に多く、小さ

な結石は膵全体に広く分布することが多いのですが、アルコールが

原因の慢性膵炎に多いという傾向があります。	 

	 

	 

	 

	 

◎	 慢性膵炎の原因はなんですか？	 

	 男性では飲酒が原因のことが最も多く、女性では原因不明の特発性が多いです。慢性膵炎の原因としては約

半数はアルコールが原因とされます。飲酒量に比例して慢性膵炎を発症する危険性が高くなります。一日の飲

酒量が純エタノールで換算すると 80g 以上（日本酒で 4合弱、ビールで中瓶 4本）を摂取する多飲者は特に注

意が必要です。アルコールが原因の急性膵炎になった人は、禁酒することが慢性膵炎の発症を予防するために

必要不可欠です。遺伝性膵炎という病気がありますが、この異常があると約半数の人が慢性膵炎になります。

しかし、家系内で慢性膵炎の人が多い場合を除いて、その頻度はまれですので、慢性膵炎が遺伝することを心

配する必要はないと考えます。	 

◎	 慢性膵炎の症状はどのようなものがありますか？	 

	 慢性膵炎の典型的な症状は、上腹部痛や腰背部痛です。腹痛は、食後数時間して現れ、前かがみになると軽

くなる特徴があります。約 80%の患者さんが腹痛の症状を訴えます。	 

	 

	 

肝	 臓	 

胆のう	 

胃	 

膵	 臓	 

健康な膵臓	 

慢性膵炎の膵臓	 

慢性膵炎では、膵石が膵管を詰まらせ、不規則に膵管

が拡張しています	 
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◎	 慢性膵炎が進行するとどうなりますか？	 

	 膵臓は、消化の働きをする膵酵素を分泌する（外分泌機能）働きと血糖値をコントロールするインスリンと

いうホルモンを作る（内分泌機能）の 2つの働きを持っています。慢性膵炎が進むと、これら 2つの機能が次

第に低下してきます（移行期）。さらに進行すると膵臓の組織が線維に置き換わり、膵臓の機能が著しく低下

し機能障害が体の症状として現れてきます（非代償期）。膵外分泌の機能障害では、消化不良に伴う下痢、脂

肪便、体重減少、また、膵内分泌の機能障害では、糖尿病の悪化、それに伴う口渇や多尿などの症状が現れま

す。慢性膵炎を放置しておくと、消化不良により栄養状態が悪化し、糖尿病と相まって免疫機能が低下してい

くといわれています。	 

◎	 慢性膵炎は膵がんのハイリスク	 

	 慢性膵炎を放置しておくと、消化不良により栄養状態が悪化し、糖尿病と相まって免疫機能が低下していく

といわれています。厚生労働省の研究では、慢性膵炎の患者さんの癌による死亡は、一般の人と比べ 2倍と高

率で、特に膵がんによる死亡が 7.84 倍と著しく高いことが報告されています。慢性膵炎と最初に診断されて

から 2年以内は検査でははっきりと見つからない膵がん（潜在する膵がん）によって慢性膵炎と診断されてい

る可能性があります。したがって、慢性膵炎を治療することは膵がんを防ぐことにもつながります。	 

◎	 慢性膵炎の診断はどのようにするのですか？	 

	 腹痛や背部痛などの症状に加え、血液検査や膵機能検査、画像検査を行い総合的に診断します。血液検査や

尿検査では、アミラーゼ、リパーゼなどの膵酵素の異常が診断の手掛かりになります。画像検査では、CT、MRI、

腹部エコーなどで、膵臓の委縮や膵管の拡張、膵石などの存在が診断につながります。	 

	 

	 	 	 	 慢性膵炎の診断項目（慢性膵炎臨床診断基準 2009）	 

	 

	 

	 

	 

	 

◎	 慢性膵炎の治療は？	 

	 腹痛を主な症状とする時期の治療は、禁酒と脂肪制限が基本となります。消化吸収が悪い場合は膵消化酵素

剤の内服、それに加え糖尿病の治療、特にインスリンを使用した治療を行います。慢性膵炎は経過が長い病気

で、一生付き合っていくつもりで治療をお願いしています。さらに、喫煙も慢性膵炎の進行を早める危険因子

として知られており、禁煙も重要な治療となります。禁酒や食事制限で改善しない場合は、内視鏡的な治療や

外科手術によるドレナージ治療を行う場合があります。	 

◎	 アルコールは、少しは飲んでもいいでしょうか？	 

	 慢性膵炎は膵臓の炎症を繰り返す病気のため、長い目で治療していく必要があります。治療を受けている患

者さんは明らかに病気の進行が抑えられますので、がんばって治療を継続してください。慢性膵炎は、アルコ

ールが原因のことが多いですから、一般的な治療に加え、禁酒を守ることが大変重要です。	 

	 

１日の飲酒量が純エタノール換算で 80g 以上は危険信号	 

純エタノール量	 20g 程度のお酒	 

日本酒	 1 合	 ビール中瓶 1 本	 ワイン 240ml（グラス 2 杯）	 ウイスキーダブル１杯	 

①	 特徴的な画像所見	 

	 膵管内の結石、主膵管の不整な拡張と不規則な分枝膵管の拡張	 など	 

②	 特徴的な組織所見	 

	 膵実質の脱落と線維化	 など	 

③	 反復する上腹部発作	 

④	 血中又は尿流膵酵素の異常	 

⑤	 膵外分泌障害	 

⑥	 1 日 80g 以上（純エタノール換算）の飲酒歴	 
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◎	 慢性膵炎の内視鏡治療とは？	 

	 膵管の中にできた膵石を内視鏡で除去する「内視鏡的膵石除去術」と、慢性の炎症で狭くなった膵管を広げ

る「内視鏡的膵管拡張術」などの治療があります。いずれも膵液のうっ滞をとり、膵臓に炎症を少しでも抑え

ることを目的としています。膵石は、膵管内に充満していることが多く、内視鏡では完全に膵石がとり切れな

いことが多いのが問題です。	 

◎	 慢性膵炎の外科手術とは？	 

	 慢性膵炎の外科治療は、薬による治療や内視鏡治療でも膵炎に伴う腹痛などの症状が治まらない場合や、膵

臓機能の温存を目的に行われます。また、膵がんとの鑑別が付かない腫瘤を形成するような慢性膵炎もあり、

その場合には、手術が選択されることもあります。	 

	 慢性膵炎の治療は、原則内科的な治療です。ところが、断酒や薬物治療を十分に行っているにもかかわらず、

慢性膵炎が進行している状況では、外科手術も選択肢となります。外科手術の治療の目的は、膵管のつまりを

とり（膵管ドレナージ手術）、膵臓の炎症を少しでも抑えて糖尿病の進行を防止し、くわえて、膵外分泌機能

を温存することにあります。慢性膵炎を治すための治療ではありません。そのため、禁酒を含めた内科的な治

療は並行して行う必要があります。また、慢性膵炎の患者さんは膵がんのリスクが高いことが知られています

が、膵切除、又はドレナージ術を行うことで、膵がんの発生を低下させる報告されています。	 

	 内視鏡治療と外科治療のそれぞれには、長所と短所がありますので、治療の進め方は専門医とご相談くださ

い。慢性膵炎は、進行を止めることは難しい病気ですが、進行を遅らせることは可能です。禁酒をはじめとす

る日常生活の管理、適切な薬物治療を行い、膵臓機能をできるだけ大切にいたわっていただきたいと考えてい

ます。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

膵ドレナージ手術	 膵管空腸側々吻合術	 

	 太くなった主膵管を切開し、空腸を膵臓の横方向に縫い合わせます。持ち上げた空腸ともう一方の切り離した空腸を図

のように縫合して終了です。バイパスを行うことで、膵液のうっ滞が解消され、内分泌機能、外分泌機能の両方を温存し、

機能低下していくことを防ぎます。	 

	 

	 

	 

	 

	 	 



 

23 
 

胆道がん	 

	 

	 胆道がんは、膵がんとならびいまだ予後不良の疾患といわれています。胆道がんの診断、治療は、膵がんと

並び膵臓・胆道グループの最重要課題の１つです。	 

	 

◎	 胆道がんとはどんな病気？	 

	 胆道がんは、胆汁を産生、搬送するための胆管の上皮から発生するがんで、発生する部位より、「胆管がん」、

「胆のうがん」、「十二指腸乳頭部がん」の 3 つに分けられます。「胆管がん」は、さらに肝臓内の胆管に発生

する「肝内胆管がん」、肝臓の近くに発生する「肝門部胆管がん」、より膵臓がわの「遠位胆管がん」に分けら

れます。胆道は、肝臓や膵臓、門脈などの重要な臓器や血管に囲まれているため、胆道がんは周囲に容易に浸

潤したり、転移を起こしやすいといった特徴があります。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

◎	 胆道がんにかかりやすい人はどんな人？	 

	 胆道がんの発がんには、慢性的な炎症を生じる病気との関連が指摘されています。	 

l 膵・胆管合流異常症…膵管と胆管は十二指腸への出口付近で 1つの管（共通管）になりますが、何らかの

原因で合流の仕方が通常より異なった場合、膵液が胆管内へ逆流し、炎症を起こすことが知られています。

通常何ら症状を認めないため、MRI 検査などで偶然指摘されることがあります。	 

l 原発性硬化性胆管炎…胆管に炎症を起こす自己免疫が関連した疾患で、胆道がんの合併のハイリスクとし

て厳重な経過観察が必要です。	 

l 肝内結石症…肝臓内の胆管の結石が原因で慢性的な胆管の炎症を起こすため、発がんとの関連が指摘され

ています。	 

l 胆のうポリープ…胆嚢ポリープが 10mm	 以上、または、サイズが大きくなっている場合、または大きさに

かかわらずポリープの根元がすそ野のように広く広がっている（広基性）の場合、胆嚢がんの頻度が高く、

胆嚢摘出が推奨されています。症状のない胆石については、予防的に手術を行う必要はありません。	 

	 

◎	 胆道がんの症状にはどんなものがありますか？	 

	 早期にはほとんど症状がありませんが、進行してくると、胆管をふさいで胆汁の流れを妨げるため、黄疸や

右上腹部痛、体重減少などの症状が現れます。	 

� 黄疸…胆道癌の主な症状で、血液中のビリルビンという色素が増えることによる症状です。がんが胆管

をふさぐため胆汁の流れが悪くなると血液中のビリルビンが高値となり、眼球や皮膚、尿が黄色っぽく

なります。	 

� 白色便…十二指腸に胆汁が流れないために、便の色が白っぽくなります。	 

� かゆみ…黄疸に伴い、全身に激しいかゆみを感じることがあります。胆汁中の胆汁酸が血液内に増加す

胆のう	 

遠位胆管	 

肝門部領域胆管	 
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ることが原因と考えられています。	 

� 右上腹部痛…胆道の閉塞に細菌の感染がくわわると、胆嚢炎や胆管炎を起こし、腹痛や発熱などを起こ

すことがあります。また、腫れた胆嚢を触知することがあります。	 

� 全身倦怠感、食欲不振、体重減少…黄疸や胆管炎などにより、食欲不振から体重減少を来すことがあり

ます。	 

	 

◎	 どんな検査方法がありますか？	 

	 主な検査として、血液検査、画像検査（超音波検査、CT 検査、MRI 検査）、そして、内視鏡による検査を行

います。	 

� 血液検査	 

肝機能や炎症の程度、腫瘍マーカー（CA19-9,	 CEA,	 DUPAN-2,	 Span-1）などを調べます。	 

� 超音波検査	 

CT 検査と同様に最初に行われる検査で、腫瘍の有無や場所、周りへの広がりの程度などを調べます。か

らだに負担が少ない検査で診断のファーストステップです。	 

� CT 検査	 

がんの診断の中心となる検査です。造影剤を使用し病変の局在及び進展度の診断をします。その他、肺や

肝臓、リンパ節や腹膜などへの病変の広がりもチェックできます。	 

� MRI/MRCP 検査	 

CT 検査と同様に断層撮影を行う検査です。X線ではなく強力な磁気を利用した検査法で、胆管の狭窄部位

を調べたり、進展度の情報、膵・胆管合流異常の診断を行うことができます。造影 CT、MRI 検査は胆道が

んの診断に欠かせない検査です。	 

	 

ここからの検査は、診断確定のためのより詳細な検査となります。	 

� 直接胆道造影	 

内視鏡を胆管内に挿入して詳しく調べる検査です。胆管内腔のがんの進展（表層進展）の程度を評価する

のに有効です。その場合以下の 2種類の方法があります。	 

	 

①	 ERCP（内視鏡的逆行性胆管膵管造影）検査	 

内視鏡を使って十二指腸乳頭部（主膵管の十二指腸開口部分）からカテーテルを膵管や胆管に挿入し、造

影剤を注入して X 線撮影する検査です。CT 検査や MRI 検査で腫瘤ははっきりしないが、胆管に狭いとこ

ろがある場合など、ERCP を行い早期の胆管がんが診断できる可能性があります。カテーテルから胆汁や

細胞などを採取し、がん細胞の有無を調べます。黄疸がある場合は、検査と同時に胆道ドレナージ処置を

行います。	 

	 

②	 PTC(経皮系肝胆管造影)検査	 

皮膚を通して胆管に直接針を通し、カテーテルを挿入して胆管を造影する検査です。ERCP ができない場

合などに行います。この管を通して、黄疸の治療を行ったり、ステントを留置することもあります。	 

	 

	 

� EUS（超音波内視鏡）検査	 

先端に超音波の装置が付いた特殊な内視鏡で、口から挿入し、胃や十二指腸の中から胆管に超音波を当て

て観察する検査です。通常の超音波検査より詳しい情報を得ることができます。	 

	 

◎	 進み具合は（病期）はどのように分類されていますか？	 

がんの進み具合は病期であらわされます。病期は、がんの大きさや浸潤の程度、他の臓器やリンパ節への転移

の有無によって、I～IV の 4 つのステージに分けられます。	 

	 

胆道がんの進行度分類	 胆道癌取扱い規約第 6 版（日本肝胆膵外科学会）	 

	 膵がんの進行度は、がんの局所的な広がりを示す T因子、リンパ節への転移の有無をみる N因子、肝臓や肺

などの膵臓以外の遠隔臓器への転移を表す M因子、大きく分けてこの 3つの因子でステージが決まります。	 
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肝門部領域胆管がんの分類	 

	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

進行度分類	 
ステージ	 T 因子	 N 因子	 M 因子	 

Stage	 ０	 Tis	 N0	 M0	 

Stage	 I	 T1	 N0	 M0	 

Stage	 II	 T2a,	 T2b	 N0	 M0	 

Stage	 IIIA	 T3	 N	 M0	 

Stage	 IIIB	 T1,	 T2,	 T3	 N1	 M0	 

Stage	 IVA	 T4a,	 T4b	 N0,	 N1	 M0	 

Stage	 IVB	 T1-4	 N0-1	 M1	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 胆道癌取扱い規約第 6版より抜粋	 

	 

◎	 胆道がんにはどんな治療法があるの？	 

	 胆道がんの治療法には、手術、化学療法、放射線療法、緩和療法などがあり、病期と患者さんの全身状態な

どを考慮して、患者さんやご家族と相談の上、治療方法を選択します。	 

	 

◎	 胆道がんの手術はどのようなものですか？	 

	 胆道がんの治療の第一選択は外科切除で、またがん細胞をすべて取り除く治癒切除が唯一、長期生存を期待

しうる治療法であるといわれています。胆道がんに対する外科切除は、50%を超える肝切除や膵臓切除を行う

場合が多く、患者さんに与えるストレス（侵襲）は、消化器がんの中で最も大きい手術といえます。切除の範

囲、術式の選択については、がんの発生部位、進行度にくわえ、患者さんの全身状態によって選択されます。

また、根治的な切除が困難な場合、症状緩和のために手術を行うこともあります。	 

	 

� 肝門部胆管がん手術	 

	 肝臓の出口付近の胆管に癌が発生した場合（肝門部領域胆管がん）、がんが主に存在する部位から右からの

肝切除（肝右葉切除術）、または、左側からの肝切除術（肝左葉切除術）に加え、肝外の胆管切除、リンパ節

の郭清を行います。	 

	 黄疸のある肝門部胆管がんに対する、手術は時に 60%～70％の肝臓切除の必要があり（拡大肝右葉切除、三

区域切除などの広汎肝切除）、その場合、術後の高ビリルビン血症を中心とした肝機能不全のなどの重篤な合

併症が高率に発生します。術後肝機能不全を予防し、手術をより安全に行うために、術前切除する側の肝臓の

血管（門脈）を塞栓し、残す側の肝容積を肥大させるために術前門脈枝塞栓術（PTPE）などの術前処置を行っ

ています。	 

	 

� 膵頭十二指腸切除術	 

	 遠位胆管がんの場合に行われる手術です。がんを含む遠位胆管、胆嚢、膵頭部、十二指腸、小腸の一部、が

んの進展・転移が予想される領域リンパ節をまとめて切除を行います。切除の後、膵臓や胆管、十二指腸を臓

器とつなぎ合わせる消化管の再建を行います。場合によっては、がんの進展範囲がより肝臓側に及ぶ頻度が高

く、肝臓側の胆管に癌が残ってしまう場合には、肝切除を伴う膵頭十二指腸切除（いわゆる HPD）といわれる

手術を行う場合があります。	 

T 因子	 

Tis	 非浸潤癌	 

T1	 T1a	 がんが粘膜層にとどまる	 

T1b	 	 線維筋層にとどまる	 

T2	 T2a	 胆管壁を超えるが他臓器への浸潤はなし	 

T2b	 肝臓への浸潤あり	 

T3	 がんのある部位の門脈・肝動脈の浸潤	 

T4	 T4a	 肝内胆管(2 次分枝)まで浸潤	 

T4b	 門脈本幹・動脈への浸潤	 

N 因子	 

N0	 リンパ節への転移がない	 

N1	 領域リンパ節への転移あり	 

M 因子	 

M0	 遠隔転移なし	 

M1	 遠隔転移あり	 
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� 肝切除術	 

	 肝内の胆管にできたがん（肝内胆管がん）に関しては、がんがある部分の肝臓の切除を行います。肝内胆管

がんは、現在、肝細胞がんと同じ取り扱いとなっています。リンパ節郭清をするかどうかは施設によって、意

見が分かれていますが、当院では、他の胆道がんと同様に、リンパ節郭清を行いがんの根治を目指しています。	 

	 

� 緩和手術（バイパス手術）	 

	 胆管がんの症状の緩和を目的にした手術です。十二指腸が閉塞して食事が通らなくなるのを防ぐため胃と小

腸をつなぐバイパス手術や、黄疸が出ないようにするための胆管と小腸をつなぐバイパス術などがあります。	 

	 

◎	 胆のうがんが疑われる場合は、腹腔鏡手術は？	 

	 胆のうがんが強く疑われる場合は、原則的に開腹での胆のう摘出術を行います。腹腔鏡下胆嚢摘出術は、低

侵襲術式として広く普及し、胆嚢結石症に対しては第一選択となっています。胆嚢がんに腹腔鏡下胆嚢摘出術

を行う場合、問題となるのは、胆嚢損傷に伴う腹腔内への胆汁漏出で、操作用の鉗子を入れるポート部分に再

発したり（port	 site	 recurrence）、腹膜再発を認めることが問題で、その発生率は 10-20％と高い割合です。

また、通常の腹腔鏡手術では、病変が筋層を越えていれば、切離面にがんが露出したり遺残する可能性が考え

られます。胆囊がんが疑われる場合は、原則として開腹での胆のう摘出術を行うことがより安全と考えます。	 

	 

◎	 手術の合併症はどんなものがありますか？	 
	 胆道がんに対する手術は、他の消化器がんの外科手術と比較し、切除する臓器が大きく、患者さんに与える

ストレス（侵襲）がとても大きい手術の 1つです。近年の外科手術手技や周術期の管理方法などの進歩により、

胆道がん手術の安全性は高まっていますが、合併症の頻度も 40-50％前後と高い手術で、また手術に関連した

死亡率 2-3％で、他の手術と比較すると高率といえます。	 

	 特に、膵臓や胆管の切除断端から胆汁や膵液が漏れることで起こる「胆汁漏」、「膵瘻」は、出血や腹腔内膿

瘍などの重篤な感染症を起こしやすく、時に重篤な症状へ発展する注意を要する合併症です。胆道癌における

肝切除の範囲は、50%以上を超える大量肝切除となることが多く、またリンパ節郭清なども加わるため、術後

の肝不全の発生も問題となります。	 

	 

	 	 手術の主な合併症	 
胆管がん手術に特に関連のある合併症	 ほかの消化器疾患でも起こる合併症	 

胆汁、膵液の漏れ（胆汁漏、膵漏）	 肺炎、胸水	 

出血（術中、術後）	 腸閉塞	 

腹腔内膿瘍	 血栓性の合併症	 

	 下肢静脈血栓、肺血栓塞栓症（エコノミークラス症候群）	 胃内容排泄遅延	 

肝膿瘍	 食欲不振	 

門脈血栓症	 体重減少	 

胆管炎	 	 

下痢	 	 

糖尿病	 	 

	 

◎	 胆道がんの外科治療の安全性向上のために	 

	 当科における胆道がん手術は、年間 10 例程度行っています。がんの局所制御の確実性に関して言えばやは

り外科切除が第一との観点から、治癒切除が可能と判断された症例は積極的に手術適応としています。より安

全に肝切除を行うために、術前門脈塞栓術（PTPE）などの処置を行い術後の肝不全の予防を行います。また、

胆道がんの患者さんは栄養状態が不良なことが多く、成分栄養剤や高力価消化酵素剤を導入し、早い段階から

栄養状態の改善を試みています。より安全な周術期管理を目指して、入院から退院までの一連の流れを示した

クリニカルパスを導入しており、出来るだけ早く社会復帰できるように心がけています。術前の呼吸器訓練や

口腔機能管理を行い、術後の感染症に起因する合併症の予防に取り組んでいます。	 
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◎	 胆道がんの化学療法とは？	 

	 手術ですべてのがんがとり切れないと判断された場合（切除不能胆道がん）は、抗がん剤がファーストチョ

イスの治療になります。また、再発があったときや、手術後の再発予防のために化学療法は行われます。科学

的には有効性が示されていませんが、手術前に化学療法を行い腫瘍が小さくなった段階で手術を行う術前化学

療法を行うこともあります。	 

	 胆道がんに適応がある抗がん剤はいくつかありますが、ゲムシタビン、シスプラチン、テガフール・ギメラ

シル・オテラシルカリウム（TS-1）などがあります。どの治療を行うかは、患者さんの状態を考慮して行いま

すが、世界的に多く使用されて、ファーストチョイスとなるのは、ゲムシタビンとシスプラチンの併用療法（GC

療法）で、科学的にその有効性が示されています（ABC 試験）。	 

	 

	 胆道がんに適応のある代表的な抗がん剤	 （	 ）内は商品名です	 

l ゲムシタビン（ジェムザール）	 

l シスプラチン	 

l テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム（ティーエスワン）	 

	 

◎	 胆道がんの放射線療法とは？	 

	 放射線療法は、放射線を用いてがん細胞の増殖を抑える治療です。ただし、胆道がんを放射線療法単独で根

治することは難しく、延命（姑息的治療）あるいはステントの開存性の維持、減黄、疼痛緩和（対症的治療）

のために行われます。	 

	 

◎	 外来化学療法について	 

	 抗がん剤による化学療法は、入院して治療する場合と、外来で通院しながら治療を受ける場合（外来化学療

法）があります。胆道がんの化学療法は、通常、外来通院をしながら治療を受ける外来化学療法を行います。

普段と変わらず日常生活を続け、仕事や家事と治療を両立させることができます。投与スケジュールは病状や

患者さんの状態により決まります。ゲムシタビンとシスプラチンを併用する GC 療法の場合、シスプラチンに

より腎障害を予防するためにより多くの点滴が必要になります。吐き気なども起こりやすい化学療法で、その

対策を行います。1回にかかる治療の所要時間は、約５時間程度、必要です。	 

	 	 	 

	 外来化学療法の流れ	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 副作用、体調、採血結果の確認	 	 

	 	 採血検査	 	 	 	 	 	 	 	 	 診	 察	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 化学療法	 	 
	 

	 

	 

◎	 化学療法の副作用にはどんなものがありますか？	 

	 抗がん剤は、がん細胞だけでなく正常な細胞にも影響を与えるため、副作用が現れることがあります。副作

用の症状や程度は、抗がん剤の種類によって異なり、個人差もあります。抗がん剤の副作用には、自覚症状の

ある副作用と、自覚症状がほとんどなく検査で分かる副作用があります。薬の効果や副作用、患者さんの全身

状態をみて慎重に治療は行いますが、何か異常や違和感がある場合は医師やスタッフにご相談ください。	 

	 

l 自覚症状のある副作用	 

	 よくある副作用として、発熱や全身倦怠感、吐き気・嘔吐、食欲不振、口内炎、下痢、便秘、脱毛などがあ

ります。これらの症状の多くは、骨髄や口腔粘膜、消化管粘膜、毛根などの分裂が盛んな細胞が、抗がん剤に

よってダメージを受けるために現れます。特に、シスプラチンによる吐き気や、嘔吐などの消化器症状に注意

が必要です。	 

	 

l 検査で分かる副作用	 

	 抗がん剤は、血液細胞を作る働きをしている骨髄中の造血細胞にも影響を与えます。そのため、白血球数や

赤血球数、血小板数などが減少し、感染症や貧血、出血などが起こりやすくなります。また、肝機能障害など

採血でしかわからない副作用が出ることがあります。外来受診時には、投与前に採血検査を行います。検査結

果によっては、抗がん剤の投与を見合わせたり、薬の量を減量して化学療法を行う場合があります。シスプラ
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チンによる腎障害の発現に注意が必要です。	 

	 

抗がん剤による治療は、がんばりすぎず、元気で長期間続けていくことが大切です。副作用が強く表れた場合

は、抗がん剤を減量したり、投与を延期したりして回復を待ちます。症状がつらいときは我慢せず、スタッフ

にご相談ください。	 

	 

	 

◎	 緩和療法とは？	 

	 病期や治療に伴う肉体的及び精神的な苦痛を和らげるための治療です。病状が進行し、痛みが現れた場合は、

その程度に応じて鎮痛薬の投与を行い痛みのコントロールを行います。当院では、安心して治療を行っていた

だくために、医療用麻薬（モルヒネやフェンタニルなど）の使用も含め、できるだけ早い段階から痛みへの治

療に取り組んでいます。患者さんによっては、麻薬の使用に抵抗があるかもしれませんが、正しく使えばとて

も良い薬で、痛みをとることで患者さんの元気が回復し、治療効果も上がると考えます。	 

	 

	 精神的に不安になったら…	 	 

	 病気になると、不安やいらだち、絶望、孤独感などの精神的な負担を伴います。また、抗がん剤や手術によ

る生活面での不安や、医療費の負担など、様々な心へのストレスが発生します。膵がん治療では、難治のがん

ともいわれ、患者さんが元気で、病気と向かい合う気持ちがあってこそ治療の継続が可能です。当院ではがん

に対する積極的な治療はもちろん、緩和治療を並行して行い、医師、看護師、薬剤師や患者さんのケアをサポ

ートする専門の部門（患者相談支援センター）が連携してチーム医療に取り組んでいます。精神的につらいと

きは、一人で抱え込まず、ご家族やチーム医療のスタッフにご相談ください。	 

	 

	 

◎	 最後に	 

	 胆道がんは、膵がんとならび消化器がんのなかでもっとも治りにくいがんといわれます。治療方法の開発が

なかなか進まない理由として、患者さんの数が少ないことが挙げられます。術前診断の向上や化学療法に関す

る科学的なデータも少ないながらも徐々に明らかになっています。また、手術手技や周術期管理も向上してお

り、より安全で根治性の高い手術が行われ、またこれまで切除不能といわれてきた患者さんも手術ができる時

代になってきました。	 

	 胆道がん手術は、大量肝切除になることが多く、患者さんに与えるストレス（侵襲）も非常に大きいといえ

ます。外科治療は、胆道がんに対する唯一根治できる治療といえます。術前迅速な検査、肝機能改善のための

減黄処置を行い、安全で確実にがんを切除する手術を目指しています。切除後は、術後補助化学療法をはじめ

とする集学的な治療に積極的に取り組んでおり、さらなる治療成績の向上に努めています。	 

	 患者さんやご家族の方々は、とても不安な気持ちで治療に臨まれていることと思います。膵臓・胆道グルー

プでは、安心して難治の肝胆膵領域がんを克服していただくために、スタッフが一丸となり、最新の知見を習

得し、患者さんにとって最善の治療を追求しています。	 
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胆石症	 

	 当院では、胆石症、急性胆嚢炎をはじめとする胆石性疾患に対し、年間 200 例前後の胆のう摘出手術を行っ

ています。手術の方法は、腹腔鏡手術が第一選択で、当院では 97-98％の患者さんに腹腔鏡での手術を行って

います。最近では、手術技術の向上もあり、上腹部手術後の癒着が高度な症例や総胆管結石症例にも適応を拡

大しています。入院期間の短縮、早期社会復帰を目指し、急性胆嚢炎の患者さんに対しても、72 時間以内の

できるだけ早期の手術治療に取り組んでいます。また、炎症や癒着が予想されない患者さんには、手術器具を

挿入するポートを減らした	 reduced	 port	 surgery	 を選択し、より低侵襲な手術を積極的に行っています。	 

◎	 胆石はどうしてできるの？	 

	 胆石は、大きく 2 つの種類があります。コレステロール胆石と色素胆石です。コレステロール胆石は、

コレステロールを主成分とした胆石で、胆汁中のコレステロール濃度が高いときや胆嚢の動きが低下し

たときに、コレステロールが結晶となり次第に大きくなって胆石となります。コレステロール結石がで

きやすい人は、Forty(40 歳代)、Female(女性)、Fatty(肥満)、Fair(白人）、Fecund(多産婦)といわれ、

頭文字をとって「５F」として知られています。色素胆石の中で最も多いビリルビンカルシウム結石は、

細菌の感染が原因とされています。もう一つの色素胆石である黒色石については、原因が分かっていま

せん。	 

◎	 胆石の症状はどのようなものがありますか？	 

	 腹痛、吐き気、腹痛などがあります。腹痛の原

因の一つは、胆嚢の緊張性けいれんです。特に脂

肪の多い食事後に起こることがあります。その他、

発熱や黄疸など、胆石により急性胆管炎を起こす

場合もあり、緊急の治療が必要です。ただし、胆

石をもっている人のすべてに症状が出るわけでは

なく、約半数の人はなにも症状なく経過します。	 

	 

◎	 胆石があると胆嚢がんができやすいのでしょ

うか？	 

	 胆石と胆嚢がんの関係ははっきりしていません。

胆嚢がんの患者さんは、同時に胆石をもっている頻度は、40-70％と高率です。胆石による胆嚢粘膜への

慢性的で長期間の刺激は、なんらかの遺伝子の異常を来し胆嚢がんのきっかけになるという報告もあり

ます。胆石が充満している患者さんや胆嚢の壁が厚い患者さんは、胆嚢がんの発生に注意して年に 1～2

回程度の超音波検査を行い、経過観察することをおすすめします。	 

◎	 胆石と言われましたが、痛みがありません。手術するほうがいいでしょうか？	 

	 胆石があっても痛みがない場合には、基本的には手術の必要はありません。胆石の症状を認める人は

年 2～4％程度と少なく、症状がなければ、大部分の人は無症状のまま経過するといわれています。痛み

を起こすリスクが高い人や胆嚢の壁が厚く、胆嚢がんとの鑑別が難しい人などは、治療方法について専

門医にご相談ください。	 

◎	 胆石の腹腔鏡手術はどのようにするのですか？	 

	 胆石の手術は、胆嚢をすべて取り出します。胆嚢を摘出する方法として、腹腔鏡手術と開腹手術があ

ります。腹腔鏡手術は、小さな傷で術後の回復が早いこと認められ、現在は、腹腔鏡下胆のう摘出術が

第一選択となっています。当院では、年間 200 人以上の患者さんが胆石の手術を受けられますが、97-98％の

肝臓	 

胆のう	 

食事による胆嚢の収縮	 

胆石の移動	 

石の嵌頓のため、胆嚢が収縮

しようとしても収縮できない	 
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患者さんに腹腔鏡での手術を行っています。最近では、手術技術の向上もあり、上腹部手術後の癒着が高度な

症例や総胆管結石症例にもこの手術を行われています。しかし、腹腔鏡では、炎症が強く組織の剥離が難しい

場合や、胆嚢がんなどの腫瘍性の病変を疑う場合には、開腹での手術が選択されます。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

腹腔鏡下胆

のう摘出術

と開腹手術

における手術創のちがい	 
	 腹腔鏡下胆のう摘出術には、ポート（手術操作を行う鉗子、カメラを挿入するあな）の挿入部位、方法などいくつかの

方法があります。通常、4つのポートで手術を行う場合が多く（左側）、炎症や癒着を認めない場合、おへその 1か所から

操作を行う	 single	 port 法で行う場合もあります（中央）。炎症が強い場合やがんの手術を行う場合は、開腹にて手術を

行います（右側）。正中切開(①)の場合と肋骨弓下切開（②）を用いる場合があります。	 

	 

◎	 胆石症の手術の合併症はどのようなものがありますか？	 

	 腹腔鏡を使用した手術は、開腹での手術と比べ、直接臓器を手で触れることができず、モニターに映し出さ

れた範囲に視野が制限されている、立体的に見えないなどの欠点もあります。合併症としては、胆管を損傷し

たり、出血、十二指腸や結腸など近くにある臓器を損傷したりする可能性があります。また、腹腔鏡では、炭

酸ガスを腹腔内に充満させて手術をするため、呼吸機能への影響や、皮下気腫や術後の方の痛みなどが生じる

可能性があります。	 

	 

◎	 胆石の薬はありませんか？	 

	 直径が 10mm 未満で石灰化のないコレステロール結石は、薬の治療が期待できます。コレステロール結石の

治療薬は、ウルソデオキシコール酸という胆汁の成分（胆汁酸）の１つです。胆汁酸を補い胆汁中にコレステ

ロールを溶解させる作用があります。しかし、胆石は薬の治療の問題は、100%取り除くことができないことが

多く、特に胆嚢の動きが悪い人は再発することがあげられます。また、十分な効果をみるためには、6カ月～

1 年以上長期間の内服が必要です。	 

◎	 胆管に結石があるといわれました。治療が必要でしょうか？	 

	 胆管にも結石がある場合は、基本的には治療が必要です。胆石は

胆のうだけではなく胆管にもできます。結石が総胆管にある場合は

「総胆管結石」、肝内胆管にある場合は「肝内結石」と呼びます。胆

管にはじめから胆石ができる場合(多くはビリルビンカルシウム石)

と、胆嚢から総胆管内に石が落ちてできる場合（多くはコレステロ

ール結石による落下結石）があります。総胆管結石に胆管炎を伴っ

た場合、高熱や腹痛、黄疸など重篤化することが多いため、すぐに
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治療が必要です。また、偶然胆管結石を指摘されることがありますが、胆管炎を起こす場合が多いので、いず

れにしても治療をおすすめします。	 

◎	 総胆管結石の治療は？	 

	 胆管にできた胆石の治療は、いくつかの方法がありますが、当院では、内視鏡（胃カメラ）で胆管の出口か

ら総胆管結石の砕石を行う「内視鏡的総胆管結石摘出術」を行っています。胆嚢結石からの落下結石が疑われ

る場合、追加で胆嚢の摘出を行うことをおすすめします。	 

◎	 肝内結石の治療は？	 

	 肝臓の中の胆管に結石ができる場合もあります。特に、ビリルビンカルシウム石ができる場合、胆管の狭窄

と細菌感染が結石の原因となります。結石が原因で肝臓が委縮している場合、胆管がんの発生する危険性があ

るため、手術でその部分を切除する場合もあります。	 

	 

◎	 胆嚢をとった後の生活は？	 

	 胆嚢は胆汁を蓄え、食事が通過するタイミングで収縮し、効率よく消化吸収をする働きをしています。胆嚢

を取り除いた後、消化する機能が落ちることを心配される患者さんもいると思いますが、手術により消化吸収

が低下することはないと考えられています。胆嚢を取り除いた後は、症状がなければ通院の必要はありません。

何らかの症状が出た場合は、胆管結石など新たに発症する病気もありますので、お早めに受診してください。	 

	 

実績	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

年度別	 内視鏡的逆行性胆道膵管造影（ERCP）	 

	 
平成 23	 平成 24	 平成 25	 平成 26	 平成 27	 平成 28	 

ERCP	 136	 205	 187	 204	 209	 
Update	 

予定	 

	 

年度別	 エコー下処置・治療	 

	 
平成 25	 平成 26	 平成 27	 平成 28	 

エコー下処置・治療	 200	 184	 181	 
Update	 

予定	 

	 

年度別	 膵切除術	 

	 
平成 23	 平成 24	 平成 25	 平成 26	 平成 27	 平成 28	 

膵切除	 15	 13	 6	 26	 27	 
Update	 

予定	 

	 

年度別	 胆のう摘出術	 

	 
平成 23	 平成 24	 平成 25	 平成 26	 平成 27	 平成 28	 

胆のう摘出術	 191	 170	 188	 228	 216	 
Update	 

予定	 

	 

内視鏡	 


