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ご 挨 拶

新緑の候、ここ朱鷺メッセでも海風の薫る好季を迎えております。

先生方におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。

このたび第４８回日本消化器病学会甲信越支部例会および第２５回日本消化器病学会甲信越

支部教育講演会を新潟市朱鷺メッセにて開催させていただくことになりました。本会のお

世話をさせていただくことに大変光栄に存じております。関係諸先生方に感謝いたします。

この学会準備中に戦後最大の自然災害といわれる東日本大震災が発生しそれから約２ヶ

月が経ちました。いまだに震災後の社会的混乱が続いています。被災された地域の皆様に

はお見舞いを申し上げます。またお亡くなりになられた方々に哀悼の意を表し一日も早い

復興を心よりお祈り致しております。

さて、この未曾有の震災の発生、その後の混乱にもかかわらず、一般演題を３７題もお寄

せいただきました。御応募、御協力をいただいた先生方、誠にありがとうございました。

御応募いただいた演題を拝見しますと消化器病に関する幅広くレベルの高い発表が多く、

明日からの診療や研究にすぐにでも役立つものと確信しております。先生方に感謝すると

ともに本会の伝統である活発な討論を期待しております。

ランチョンセミナーでは名古屋市立大学大学院医学研究科病態医科学 田中靖人教授に

ご講演をしていただくことになりました。また、教育講演会では新潟大学大学院医歯学総

合研究科消化器・一般外科学分野 神田達夫先生、新潟県立がんセンター新潟病院内科

加藤俊幸先生、日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院消化器科 黒崎雅之先生の３名

の先生に講師をお願いいたしました。

いずれもそれぞれの分野での第一人者でありハイレベルの御講演を賜るものと期待され

ます。快く引き受けていただいた講師および司会の先生方に深く感謝いたします。

本会開催にあたり、教室員共々準備を進めてまいりましたがなにぶん不慣れで、先生方

には行き届かない点が多々あろうかと思いますが、何卒、御容赦と御指導よろしくお願い

します。

朱鷺メッセは海のすぐ近くです。先生方に５月のさわやかな海風を感じていただきなが

ら本会が実りある学会になりますように祈念しております。

第４８回 日本消化器病学会甲信越支部例会

第２５回 日本消化器病学会甲信越支部教育講演会

会長 曽 我 憲 二

（日本歯科大学医科病院 内科）
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学会場案内

■自動車道から朱鷺メッセまで
　●高速新潟亀田ICより車で約20分　　●高速新潟西ICより車で約30分　　●新新バイパス紫竹山ICより車で約10分

�駐車場および駐車料金について
�●駐車料金の割引等はございません。自己負担となります。

　●万代島ビル内民間駐車場または朱鷺メッセ周辺駐車場（万代島駐車場）をご利用ください。

　●万代島駐車場料金：最初の１時間無料　以降100円／30分　１日料金1,500円

�バス・タクシー等ご利用の方
●バス

・JR新潟駅万代口バスターミナル番線乗り場（5番）より新潟交

通「朱鷺メッセ経由佐渡汽船行き」に乗車「朱鷺メッセ」バス

停下車。途中、万代シティーバスセンターに寄ります：料金

200円（約15分）

・万代シティーバスセンターからは6番利用。

●JR新潟駅万代口からタクシーで5分（1,000円程度）

●JR新潟駅万代口から徒歩20分

・詳細は「朱鷺メッセ：新潟コンベンションセンター」ホー

ムページをご参照ください（http//www.tokimesse.com/）。

・新潟交通についてご不明の場合は、乗車前に万代口バスセ

ンター・案内にお聞きください。

 （案内図は朱鷺メッセ：新潟コンベンションセンターホーム

ページより引用・掲載）
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演者の先生方へのご案内

◎発表について

１．演題の発表時間は５分、討論時間は３分です。

２．コンピュータによるプレゼンテーション（１面）に限ります。

３．発表の３０分前までに、PC受付にお寄りください。

◎原則としてデータはメディアにてお持ちください

１．ご自身のパソコンでの発表はご遠慮ください。

２．データはMicrosoft PowerPoint（以下 PowerPoint）にて作成してください。

３．今回ご用意しておりますコンピュータのOSとアプリケーションは以下のとおりです。

OS : Windows XP Vista、Seven

アプリケーション：PowerPoint ２０００、２００３、２００７

＃PowerPoint ２０１０は対応しておりませんので御注意下さい。

＃Macintosh 版 PowerPoint で作成した場合、Windows 版 PowerPoint でデータを開いたときに、画像データ

が表示されないことがあります。

必ずWindows 版 PowerPoint で試写をしたうえでデータをお持ちください。

（Macintoshは用意していません）

４．フォントにおける不具合を避けるために、下記のOS標準フォントをお使いください。

日本語：MSゴシック、MSPゴシック、MS明朝、MSP明朝

英 語：Arial、Arial Black、Century、Century Gothic、Times New Roman

５．データを保存する際、ご使用の「PowerPoint」のバージョンをご確認ください。

作成時と異なるバージョンでファイルを開いた場合、レイアウトが崩れることがあります。

メニューにある「ヘルプ（H）」→「バージョン情報（A）」でご確認いただけます。

６．CD-R またはUSBフラッシュメモリ以外のメディアは受付できません。

お持ちいただくメディアには、発表に使用するファイルのみ記録してください。

万一のトラブルに備え、バックアップデータを記録したメディアをご用意ください。

７．動画ファイルなどスライドにリンクするファイルは、１つのフォルダに入れてください。

動画ファイルは「Windows Media Player」にて再生可能なものに限ります。

また、動画ファイルは拡張子が「.wmv」の「Windows Media Video」のファイルでお願いします。

８．発表終了後、お預かりしたデータは専用アプリケーションを使用して完全に消去いたします。

９．ウイルスに感染したメディアをお持ちになる事例が増えております。

最新のウイルス駆除ソフトを使用し、事前に忘れずにチェックを行ってください。
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座長の先生方へのお願い

１．予定時間の３０分前までに受付を済ませてください。

２．進行を円滑にするため、演題名の紹介は省略してください。

３．１演題につき８分の時間厳守をお願いします。

会員の先生方へのお願い

１．当日会場整理費として１，０００円を徴収させていただきます。また、教育講演会にご出席の方は、

別に１，０００円を徴収させていただきます。

２．参加者には、消化器病学会支部例会参加証、教育講演会参加証をお渡しします。また、消化器

病学会専門医更新単位登録票に関しては、必要事項を記入の上、受付に提出して、確認印を押印

した登録控えをお受け取りください。

３．学会出席時には、この抄録をご持参ください。

合同懇親会のお知らせ

日時：２０１１年５月２１日（土） １９：００～（教育講演会終了後）

会場：朱鷺メッセ（小会議室３０６・３０７）

〒９５０－００７８ 新潟市中央区万代島６－１

TEL：０２５－２４６－８４００

会費：評議員５，０００円、一般会員３，０００円 懇親会会場受付にてお支払いください。
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第４８回 消化器病学会甲信越支部例会
スケジュール表（２０１１年５月２１日（土））（中会議室３０１）

開会の挨拶（９：００－９：０５） 会長 曽我 憲二

午前の部
食道・胃・十二指腸�� ９：０５－９：３７ 演題 １－４ 座長 大高 雅彦

食道・胃・十二指腸�� ９：３７－１０：０１ 演題 ５－７ 座長 中川 悟

食道・胃・十二指腸�Ⅲ・小腸 １０：０１－１０：３３ 演題 ８－１１ 座長 小出 直彦

大腸�� １０：３３－１０：５７ 演題 １２－１４ 座長 本間 照

大腸�� １０：５７－１１：２１ 演題 １５－１７ 座長 横沢 秀一

大腸�Ⅲ １１：２１－１１：４５ 演題 １８－２０ 座長 飯野 弥

ランチョンセミナー １２：１０－１３：００（中会議室３０１）

評議員会 １２：００－１３：００（中会議室３０２）

午後の部
肝�� １３：２０－１３：５２ 演題 ２１－２４ 座長 宮林 千春

肝�� １３：５２－１４：１６ 演題 ２５－２７ 座長 杉谷 想一

肝�Ⅲ １４：１６－１４：４８ 演題 ２８－３１ 座長 小林 正和

胆道・膵�� １４：４８－１５：１２ 演題 ３２－３４ 座長 塩路 和彦

胆道・膵�� １５：１２－１５：３６ 演題 ３５－３７ 座長 小島 英吾

研修医奨励賞授賞式（１５：３６－１５：４８）

閉会の挨拶（１５：４８－１５：５０） 会長 曽我 憲二

第２５回 日本消化器病学会甲信越支部教育講演会
（中会議室３０１）
（１５：５０－１８：５０）

合同評議員懇親会
（小会議室３０６・３０７）
（１９：００－）
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第４８回 消化器病学会甲信越支部例会プログラム

研）研修医 専）専修医

午前の部

食道・胃・十二指腸�� ９：０５－９：３７ 座長 大高 雅彦（山梨大学第一内科）

１ 複数の隆起性病変を認めた原発性食道悪性黒色腫の１例

信州大学 医学部付属病院 消化器内科 奥原 禎久

２ 当院におけるH. pylori 診療のまとめ（除菌判定の問題点を中心に）

飯田健和会病院 消化器科 塚平 俊久

３ ロングカバー付き食道ステント留置がQOL改善に有用であった胃噴門部癌の１例

長岡赤十字病院 消化器内科 柳 雅彦

４ 腹部症状を主訴に成人発症したSchölein-Henoch 紫斑病の一例

長野赤十字病院 消化器内科 藤沢 亨

食道・胃・十二指腸�Ⅱ ９：３７－１０：０１ 座長 中川 悟（新潟県立がんセンター新潟病院外科）

５ DCS療法にてCRとなった多発リンパ節転移を伴う進行胃がんの１例

立川綜合病院 消化器センター 内科 小林 由夏

６ 誘因なく食道破裂をきたした血液透析患者の１手術例

新潟大学大学院医歯学総合研究科 消化器・一般外科学分野 加納 陽介 専）

７ MEN 1型に合併した十二指腸カルチノイドの１例

信州大学 医学部 消化器外科 鈴木 彰

食道・胃・十二指腸�Ⅲ・小腸 １０：０１－１０：３３ 座長 小出 直彦（信州大学消化器外科）

８ 腹腔動脈瘤Y型一人工血管グラフト置換術後に十二指腸水平脚に穿通をきたした１例

長野県立木曽病院 外科 松岡 峻一郎 研）

９ 胃壁内に静脈瘤を形成したGISTの１例

山梨大学 医学部 第一外科 丸山 傑 専）

１０ 腺癌成分を伴う有茎性過形成性胃ポリープの茎捻転・自壊部からの大量出血に対し、緊急に内
視鏡的粘膜切除術を施行した１例

慈泉会 相澤病院 外科 大森 隼人 専）
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１１ 虚血性小腸炎の３例

新潟県立十日町病院 外科 齋藤 賢将 専）

大腸�� １０：３３－１０：５７ 座長 本間 照（済生会新潟第二病院消化器内科）

１２ 大腸刺激性下剤にて腹痛を生じた便秘症例における大建中湯の有用性

昭和伊南総合病院 消化器病センター 堀内 朗

１３ mFOLFOX６療法によりCRが得られた遠隔転移を伴う直腸癌の１例

厚生連長岡中央綜合病院 消化器病センター 内科 高綱 将史 研）

１４ 著明な腸管浮腫を伴った collagenous colitis の一例

日本歯科大学医科病院 内科 廣野 玄

大腸�Ⅱ １０：５７－１１：２１ 座長 横沢 秀一（信州大学消化器内科）

１５ Paromomycin が有効であったMetronidazole 抵抗性アメーバ性大腸炎の１例

新潟市民病院 消化器内科 相場 恒男

１６ 健診で指摘された胃ポリープの形態からポリポーシスが疑われ、大腸ポリ－プに対する内視鏡
的粘膜切除にて診断に至った若年性ポリポーシスの１例

慈泉会 相澤病院 内科 杉井 絹子 専）

１７ 妊娠２２週に虫垂炎を契機に発見された虫垂カルチノイドの一例

信州大学 医学部 消化器外科 竹内 大輔

大腸�Ⅲ １１：２１－１１：４５ 座長 飯野 弥（山梨大学第一外科）

１８ 肛門管原発神経内分泌癌の１例

山梨大学 医学部 第一外科 土屋 雅人

１９ Panitumumabを用いた化学療法で病理学的CRが得られた切除不能Stage Ⅳ直腸癌の一
例

日本歯科大学 医科病院 外科 番場 竹生

２０ 術後７年を経過し膀胱左側上縁に転移を認めた直腸癌の１例

地方独立行政法人 長野県立病院機構 木曽病院 小山 佳紀
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午後の部

肝�� １３：２０－１３：５２ 座長 宮林 千春（千曲中央病院内科）

２１ 薬物性肝障害の経過中に発症したStevens-Johnson 症候群の一例

信州大学 消化器内科 小口 貴也 専）

２２ 鬱を合併したC型慢性肝炎患者に対する IFN-β＋RBV併用療法

山梨大学 医学部 第一内科 横田 雄大

２３ 急性発症を契機に診断された自己免疫性肝炎の一例

新潟大学大学院医歯学総合研究科 消化器内科学分野 濱 勇

２４ 肝多発結節がみられたBudd-Chiari 症候群の一例

立川綜合病院 消化器センター 内科 岸 翔平 研）

肝�Ⅱ １３：５２－１４：１６ 座長 杉谷 想一（立川綜合病院消化器センター内科）

２５ 肝性脳症治療目的にPTOを施行した３例

佐久総合病院 内科 古武 昌幸

２６ 当院における肝細胞癌に対する定位放射線治療

新潟県立がんセンター新潟病院 内科 栗田 聡

２７ CT併用超音波ガイド下ラジオ波焼灼術を施行した肝細胞癌の３症例

千曲中央病院 内科 宮林 千春

肝�Ⅲ １４：１６－１４：４８ 座長 小林 正和（国立病院機構まつもと医療センター松本病院内科）

２８ 集学的治療にて肝内病変の進展を制御している乳癌多発肝転移の一例

済生会新潟第二病院 消化器内科 堀米 亮子 研）

２９ 膵原発悪性glucagonomaの肝転移に対しTACEを行い、治療効果良好な一例

山梨大学 医学部 第一内科 石田 泰章 専）

３０ 生体肝移植を施行した成人発症２型シトルリン血症の一例

新潟大学医歯学総合病院 総合臨床研修センター 坂田 佑輔 研）

３１ 当科における腹腔鏡（補助）下肝切除の検討

信州大学 医学部 消化器外科 代田 智樹 専）

－９－



胆道・膵�� １４：４８－１５：１２ 座長 塩路 和彦（新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科学分野）

３２ スクリーニング検査で発見されたリンパ節転移を伴う膵神経内分泌癌の１例

長野県立木曽病院 内科 北條 真代 研）

３３ 胆管生検にて診断したALK陰性未分化大細胞型リンパ腫（ALK negative, Anaplastic
Large Cell Lymphoma）の１例

長野中央病院 消化器内科 田代 興一

３４ EUS-FNAにて組織診断し得た膵胆管合流異常症合併胆嚢小細胞癌の一例

信州大学 医学部附属病院 消化器内科 丸山 真弘

胆道・膵�Ⅱ １５：１２－１５：３６ 座長 小島 英吾（長野中央病院消化器内科）

３５ 膵体尾部切除術における腹腔鏡下膵切除術の有用性

信州大学 医学部 第一外科 福島 健太郎

３６ 特異的な膵管像を示した退形成膵癌の１剖検例

新潟県立吉田病院 内科 中村 厚夫

３７ S-１＋Gemcitabine（GEM）併用化学療法が奏効し、長期生存中の進行膵癌の一例

済生会新潟第二病院 消化器内科 窪田 智之
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－１３－

食道・胃・十二指腸�� ９：０５－９：３７
座長 大高 雅彦（山梨大学第一内科）

1 複数の隆起性病変を認めた原発性食道悪性黒色腫の１例
奥原 禎久１）、大工原 誠一１）、山田 重徳１）、岩谷 勇吾１）、須藤 桃子１）、長屋 匡信１）、高橋 俊晴１）、
横澤 秀一１）、菅 智明１）、新倉 則和２）、田中 榮司１）、竹内 大輔３）、鈴木 彰３）、小出 直彦３）、浅野 功治４）
１）信州大学 医学部付属病院 消化器内科、２）信州大学 医学部付属病院 内視鏡センター、３）信州大学 医学部付属
病院 消化器外科、４）信州大学 医学部付属病院 臨床検査部

症例は６０歳代、女性。平成２２年６月頃より嚥下時の違和感自覚し、１０月に近医受診した。上部消化管内
視鏡検査で中部食道に隆起性病変認め、病理組織検査で悪性黒色腫指摘され、加療目的に当院消化器外科
に紹介となった。当科にて再度上部消化管内視鏡施行し、切歯より２９cmに約３cmの隆起性病変と切歯
より３２cmと３３cmに約１cmの隆起性病変を認めた。口側の病変は表面小結節状の黒色病変であり、肛門
側の２病変は表面平滑の黒色病変で一部白色調を呈した。隆起性病変の周辺には広範に黒色化を認めた。
病変の連続性は内視鏡的には判定不可能であった。食道以外の胃、十二指腸、大腸には黒色腫は認めず、
皮膚病変も認めなかった。１１月に当院消化器外科にて食道全摘出術、胃管再建術を施行した。手術標本で
は各隆起性病変と周囲の黒色化領域および一見正常粘膜と考えられた領域で悪性黒色腫を認め、連続した
病変であった。本疾患は全食道悪性腫瘍の０．１～０．２％とまれな疾患であり、５年生存率も１．６９％と予後不
良とされている。手術療法、化学療法、免疫療法、放射線療法などを様々に組み合わせて治療が行われて
いるが、標準的治療は確立していない。まれな疾患であり、内視鏡像と病理組織所見の検討および若干の
文献的考察を加え報告する。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）

２ 当院におけるH. pylori 診療のまとめ（除菌判定の問題点を中心に）

塚平 俊久
飯田健和会病院 消化器科

【はじめに】当院消化器科では自費でのH. pylori 除菌を積極的に行ってきた。２００７年と２００８年の除菌につ
いてまとめたところ、非常に高い除菌率を認めたが、その原因のひとつとして、除菌後の判定について考
察したので報告する。【対象】１次除菌２５７症例のうち、１９７症例（７６．６％）は自費除菌で、その割合は、
年々増加している。当院消化器科では、除菌後の判定に主に用いられる検査に偽陽性が多いことを認識し
ており、自費の症例が多いこともあり、再除菌をする前には、説明と同意の上で、間隔をあけての再検査
や内視鏡をルーチンとしてきた。【結果】１次除菌成功率は９５．６％であった。除菌後の尿素呼気テストが
２．５～１４．９‰の範囲で陽性であったのは２３０例中３０例であったが、このうち２６例は他の検査方法で最終結論
が出ており、このうち２５症例は、実際には除菌の成功が確認され、再除菌に至っていない。仮にこの２５例
が除菌失敗と判断されると除菌率は８５．５％に低下する。偽陽性であった最高値は１２．９‰。除菌失敗と最終
判断されたのは、７．８‰の１例のみであった。残り４例は後述する。一方、H. pylori 診療に不慣れな医師
が除菌を試みた症例で、８例の保留症例が判明した。除菌後の判定が、ピロリ抗体でなされ、陽性と判断
して、再除菌されたのが３例、除菌できなかったと告げられたままになっている例が１例。いずれも除菌
後の抗体価が前値の半分以下となっていたので、除菌されていた可能性が高いと思われる。残りの判定保
留の４例は、尿素呼気テストが５．０‰未満の陽性であったが、陽性と判断して、再除菌されたのが３例、
除菌できなかったと告げられたままになっている例が１例。【考察とまとめ】除菌後の評価に関しては、
検査の偽陽性が多く認められるので、間隔をあけての再検査や内視鏡所見も含む総合的評価が望まれる（保
険適応の問題が存在）。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）



－１４－

３ ロングカバー付き食道ステント留置がQOL改善に有用であった胃噴門部
癌の１例

柳 雅彦、西垣 佑紀、嘉戸 慎一、高野 明人、中村 潤一郎、山田 聡志、三浦 努
長岡赤十字病院 消化器内科

食道金属ステントが臨床使用可能となり１０年以上経過し、食道狭窄患者のQOL改善に非常に有用な手
段である。しかしその適応にはさまざまな検討が必要であり、安易な留置にて逆にQOL低下や生命の危
機をきたす場合もある。今回ロングカバー付き食道ステントを使用しQOL改善を維持できた胃噴門部癌
の１例を経験したため報告する。
症例は４６歳男性。H２１年秋の胃内視鏡検診にて胃噴門部に２型腫瘍を認め病理診断で低分化腺癌であっ
た。１０月１３日当院紹介受診。CT検査にて胸腹部の広範なリンパ節転移を認められ切除不能進行胃癌と診
断した。抗癌剤治療の方針となったが、病状進行時の通過障害を予測し胃瘻造設後に、抗癌剤治療
（PTX+S-１）を開始した。その後 PR～SDを維持し抗癌剤治療は計６コース施行できた。しかしH２２年春
から食道痛・経口摂取困難が出現し、CTでは食道壁肥厚や胸腹部のリンパ節増大を認めた。抗癌剤二次
治療目的にH２２年７月１３日入院。しかし２日後突然敗血症に陥り、その原因は胃腫瘍前壁側が肝左葉に穿
通し膿瘍形成したためであった。絶食や抗生剤治療などの全身管理で軽快が得られ、その後に抗癌剤二次
治療（CDDP+CPT-１１）を開始できた。しかし以後の経腸栄養のリスク検討を本人の希望と合わせ最終的
にロングカバー付き食道ステントを胃噴門部から下部食道に留置することとした。ステントは経口的挿入
であったが胃瘻からの内視鏡観察やガイドワイヤー調整も行い安全に施行できた。食道痛や通過障害も消
失し経口摂取可能な状態となり退院し、外来にて抗癌剤治療を継続した。
胃噴門部の食道ステント留置は胃食道逆流が必発であり、従来は慎重に検討されるべきとされていた。
事実筆者も前医で胃噴門部に食道ステント留置された症例が誤嚥性肺炎で亡くなった症例を経験してい
る。H２２年春に医療機器承認を受けたロングカバー付き食道ステントは、この胃食道逆流を防止する工夫
がなされており下部食道癌や胃噴門部癌による狭窄に対し非常に有用と思われたためここに報告する。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）

４ 腹部症状を主訴に成人発症した Schönlein-Henoch 紫斑病の一例

藤沢 亨、宮島 正行、今井 隆二郎、三枝 久能、森 宏光、松田 至晃、和田 秀一、清澤 研道
長野赤十字病院 消化器内科

Schönlein-Henoch 紫斑病（以下 SH紫斑病）は、全身の細血管炎を背景とし、多彩な症状を呈する疾患
である。病初期に紫斑を欠き腹部症状が先行する成人発症例では、診断に苦慮する場合も少なくない。症
例は、４３歳男性。主訴は下血、腹痛。薬剤歴、家族歴に特記すべきことなし。現病歴では、２０１０年１１月９
日ごろより、腹痛が出現し、下血も認めたため、近医を受診した。上部消化管内視鏡検査で、十二指腸水
平脚中心に全周性の発赤、不整潰瘍を認め、保存的加療によっても軽快しないため、２０１０年１１月１９日に当
院消化器内科に転院となった。入院時現症では、口腔内に異常なく、表在リンパ節腫大や皮疹を認めず、
腹部所見では、腹部全体に軽度の圧痛を認めたが、腹膜刺激症状は認めなかった。また四肢の関節痛と腰
痛を認めた。入院時検査所見では、白血球２５６００/µL CRP１２．９９mg/dL と炎症反応の高値を認めたが、血
小板数は正常であった。凝固能検査では、PT、APTTは正常であったが、Dダイマーが、２４．９µg/mLと
高値で、第１３因子は、３０％と著明に低下していた。また生化学検査で、総タンパク４．８g/dl、アルブミン
２．２g/dl と著明に低下していた。検尿では、尿タンパク、尿潜血が陽性であった。発症時の腹部造影CT
所見では、十二指腸水平脚を中心に、著明な壁肥厚所見を認めたが、当院入院時の再検では、十二指腸水
平部の所見は自然軽快していたものの、空腸上部に新たに壁肥厚所見があり、腹水が肝表に出現していた。
SH紫斑病も疑ったが、紫斑を欠くことより診断に苦慮した。しかし入院後４日目に、両下肢にわずかに
隆起した特徴的な紫斑が出現し、皮膚生検病理所見でも真皮の表層血管の周囲に白血球破壊性血管炎の所
見を認め、SH紫斑病の診断基準の３項目をみたし、SH紫斑病と診断した。２０１０年１１月２２日より、PSL
８０mg/日の投与を開始したところ、臨床症状と内視鏡所見は、速やかに軽快した。しかし、腎障害は増悪
し、ネフローゼ症候群の診断で当院腎臓内科にて治療を継続中である。SH紫斑病の成人発症例は、難治
性の腎障害や死亡例も多く報告されており、注意が必要である。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）



－１５－

食道・胃・十二指腸�Ⅱ ９：３７－１０：０１
座長 中川 悟（新潟県立がんセンター新潟病院外科）

５ DCS療法にてCRとなった多発リンパ節転移を伴う進行胃がんの１例

小林 由夏、杉谷 想一、大関 康志、飯利 孝雄
立川綜合病院 消化器センター

【はじめに】切除不能進行再発胃がんに対するDCS療法はTS-１８０mg/m２を２週間内服１週間休薬として
１日目にCDDP４０mg/m２、２２日目にDocetaxel ４０mg/m２を分割投与する３剤併用療法である。富山大学
を中心とする PⅠ/Ⅱ study で有用性が示されており、奏効率５９．２％、PFS７．９ヶ月、MST１７．２ヶ月と報
告されている。今回、一次治療としてDCS療法を導入しCRとなった症例を報告する。【症例】７３歳、男
性【主訴】心窩部痛【現病歴】平成２０年８月、心窩部痛にて当院受診し、上部内視鏡にて前庭部２型胃癌
と診断された。【経過】腹部CT上多発リンパ節転移を指摘され切除不能の診断であったが、通過障害を
伴っていたため１０月、開腹術を施行した。腫瘍は膵頭部に直接浸潤し、腹腔内洗浄細胞診は陽性、大動脈
周囲リンパ節の腫大を認めT４、N３、M１の Stage Ⅳ胃がんと考えられた。胃―空腸吻合術のみ施行し、
術後４週間目からDCS療法を導入した。２クール終了後よりリンパ節転移はほぼ消失、上部内視鏡でも
腫瘍部は瘢痕化しており内視鏡の通過も可能となった。所見はその後継続しており、CRと判定した。８
クール終了後、腎機能の軽度悪化を認めたため、TS-１単独内服治療に切り替えた。術後２年６ヶ月目の
現在もCRを継続中である。【考察】DCS療法では、CDDPと Docetaxel を分割して投与するため非血液
毒性が比較的少ない。血液毒性はGrade３－４の好中球減少は５９．３％、血小板減少は３．７％であった。現
在の標準治療と考えられるTS-１＋CDDP療法の導入が困難な症例に対しても、適応となる場合がある。
本症例でもGrade３の好中球減少を合併したが、休薬期間の延長などで管理は可能であった。また一次治
療のDCS療法で CRとなり、さらに二次治療としてのTS-１を継続することにより予後の延長が得られた
と考えられる。【結論】DCS療法は、切除不能進行胃癌の一次治療として有効な可能性がある。二次治療
に関しては、今後も検討が必要である。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）

６ 誘因なく食道破裂をきたした血液透析患者の１手術例

加納 陽介１）、小杉 伸一１）、神田 達夫１）、石川 卓１）、矢島 和人１）、鈴木 力２）、畠山 勝義１）
１）新潟大学大学院医歯学総合研究科 消化器・一般外科学分野、２）新潟大学 医学部 保健学科

食道破裂は、食道内圧の急激な上昇により食道全層が破裂する疾患である。嘔吐などが誘因となること
が多いとされている。今回、我々は明らかな誘因なく食道破裂をきたした１例を経験したので報告する。
症例は５８歳男性。３年の血液透析歴がある。H２２年１２月、胸部不快感が出現した。翌日、胸痛を認め、近
医を受診した。CTにて食道破裂と診断され、当科へ搬送された。CT上、食道は全体的に拡張し多量の
残渣を認め、右側食道壁に一部穿孔所見を認めた。また、縦隔内には広範に気腫や浸出液を認めるものの、
両側胸水は少量であり縦隔内へ限局した穿孔と考えられた。食道造影にて胸部中部下部食道右壁から縦隔
内への造影剤の漏出を認め、食道腔内には多量の残渣を認めた。破裂孔が大きく、併存症を認めることか
ら、保存的治療の適応外と判断し緊急手術を施行した。手術は、開腹先行とし穿孔部補強目的に有茎大網
を経裂孔的に拳上し、空腸瘻を作成した。次に右開胸下に縦隔胸膜を切開すると中下部食道に約８cm程
度の右側壁の欠損を認めた。同部位を縫合閉鎖し、挙上大網で被覆した。術後は ICUにて人工呼吸器管
理を行った。術後６日目にCTにて上縦隔に膿瘍形成を認めたため、ドレナージ術を施行し、気管切開術
を併施した。術後縫合不全を併発したが保存的に治療し、術後４８日目に退院した。本症例は、食道破裂部
位が中下部食道右側壁と特異であり、明らかな誘因も認めなかった。誘因としては、術前に食道の拡張が
あり、術後の食道内圧検査にて嚥下後に LES圧の低下を認めず、アカラシア様の病態が存在したことが
考えられた。また、透析歴が３年と短いが、アミロイド沈着の関与についても精査中である。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）



－１６－

７ MEN１型に合併した十二指腸カルチノイドの１例

鈴木 彰１）、小出 直彦１）、竹内 大輔１）、芳澤 淳一１）、関野 康１）、石曽根 聡１）、山田 重徳２）、菅 智明２）、
福島 万奈３）、宮川 眞一１）
１）信州大学 医学部 消化器外科、２）信州大学 医学部 消化器内科、３）信州大学 医学部 臨床検査部

【はじめに】多発性内分泌腫瘍症（multiple endocrine neoplasia : MEN）１型は人口１０万人あたり３～２０
人に発症すると言われ、その１０～２０％にカルチノイドが合併するとされている。今回、MEN１型に合併
しリンパ節転移を認めた１３ミリ大の十二指腸カルチノイドの一例を経験したので報告する。【症例】症例
は３６歳の女性で、MEN１型で当院通院中であった。既往歴に２９歳時に副甲状腺機能亢進症に対して副甲
状腺全摘および１腺自家移植術を、３３歳時に膵インスリノーマの診断で膵体尾部切除術が施行されてい
た。上部消化管内視鏡検査で十二指腸球部に径１０ミリ大の中心陥凹を伴う立ち上がりなだらかな隆起性病
変を認め、生検の結果カルチノイドと診断された。血液検査ではガストリン、グルカゴン、ソマトスタチ
ン等内分泌系マーカーを含め明らかな異常所見は認めなかった。CT上、原発巣は同定できず、また転移
を疑う周囲リンパ節腫大は認められなかった。FDG-PETでは FDGの異常集積は認められなかった。十
二指腸球部カルチノイドの診断で、幽門側胃切除および十二指腸球部切除術、D２＋＃１３、＃１７郭清、B-I
再建を施行した。病理検査の結果、１３番リンパ節に転移を認めた。原発巣、リンパ節転移巣ともにガスト
リン陽性、インスリン陰性であった。Ki-６７index は２％以下であった。術後補助化学療法を行い、現在
無再発生存中である。【考察】十二指腸カルチノイドは小さくてもリンパ節転移や肝転移を来すことがあ
り、１０ミリを超える病変では十分なリンパ節郭清を伴う外科的切除が必要であると考えられた。化学療法
では標準治療がなく、今後の evidence の蓄積が期待される。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）



－１７－

食道・胃・十二指腸�Ⅲ・小腸 １０：０１－１０：３３
座長 小出 直彦（信州大学消化器外科）

８ 腹腔動脈瘤Y型－人工血管グラフト置換術後に十二指腸水平脚に穿通を
きたした１例

松岡 峻一郎１）、秋田 眞吾１）、小山 佳紀１）、河西 秀１）、久米田 茂喜１）、北條 真代２）、小口 貴也２）、
福澤 慎哉２）、北原 桂１）、飯嶌 章博２）、増本 純也３）
１）長野県立木曽病院 外科、２）長野県立木曽病院 内科、３）信州大学 病理組織学講座

症例は６０歳、男性。既往に５６歳時に腹腔動脈瘤に対しY型－人工血管を用いた再建術を当院において
施行。その他、５６歳時よりアルコール性肝硬変に対し経過観察としていた。冷感、息切れ、下血等の貧血
症状を主訴に近医を受診。血液検査でHbの低下、上部内視鏡検査により十二指腸水平脚に潰瘍を指摘、
さらにその潰瘍底に人工血管と思しき構造物が認められたため、貧血の原因病巣と診断され、当院に紹介
となった。来院時の血液検査ではHb６．０g/dl、Hct１８．０％と貧血の状態であるものの、全身状態は安定し、
腹部所見においても腹膜炎を示唆する所見は認められなかった。また上部消化管内視鏡検査上、十二指腸
水平脚部の潰瘍よりの活動性の出血は認めないこと、画像検査上においても十二指腸水平脚部周囲には膿
瘍形成の所見を認めないことより、貧血に対し輸血を施行し補正の上、待機手術施行の方針とした。また
腹部造影CTでは、再建した人工血管は造影されず、人工血管内で閉塞しており、下腸間膜動脈より胃大
網動脈を介する血流により総肝動脈や上腸間膜動脈の血流が保たれていることが示唆された。入院後７病
日に人工血管による十二指腸穿通の診断で穿通部である十二指腸水平脚部切除、十二指腸下行部と空腸
側々吻合を下腸間膜動脈よりの胃大網動脈を介する血行路を損傷することなく施行することが可能であっ
た。術後、数日間にわたり熱発が認められたものの、退院し現在外来にて経過観察中である。今回我々は、
腹腔動脈瘤でY型－人工血管グラフト置換術後に十二指腸水平脚に穿通をきたした１例を経験したの
で、若干の文献的考察を加え報告する。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）

９ 胃壁内に静脈瘤を形成したGISTの１例

丸山 傑、渡邉 光章、柴 修吾、河口 賀彦、三村 耕作、河野 浩二、藤井 秀樹
山梨大学 医学部 第一外科

【症例】７４歳、女性【主訴】特になし【現病歴】下肢異常知覚で当院神経内科精査入院中の腹部エコーに
て腹腔内に手拳大の腫瘤性病変を指摘。精査目的に当科紹介。【患者背景】アレルギー（－）、輸血歴（－）、
飲酒歴 機会飲酒、喫煙歴５本/日（３５歳から）【入院時身体所見】特記すべきことなし。【画像所見】＜CT＞
胃・膵・脾の間に plain CTにて内部に石灰化を伴う、濃度不均一な腫瘍。造影CTでは早期から腫瘍内
部が造影され、著しい腫瘍血管の造成を認める。内部は結節状に造影されず。また、腫瘍内には drainage
vein が多数発達しており、これらが胃壁内に静脈瘤を形成している。脾動静脈の圧排を認め、膵臓と一
部境界不明瞭な部分あり。＜MRI>T２強調像にて淡い高信号で小さな高信号域が散在、拡散強調像で著
明な高信号。大きな壊死巣は見られず、むしろ小さな壊死が散在。＜EGDs＞体上部大弯に結節状の静脈
拡張を認める。EUSにて、胃と膵臓の間に境界明瞭、内部不均一な巨大な腫瘍を認める。腫瘍の一部は
第４層と連続。以上より、胃GISTの診断にて手術を施行した。腫瘍は胃壁に接し、盲嚢内に突出してい
た。その他臓器に明らかな浸潤は認めず。胃部分切除、脾合併切除を施行。標本は１００x７０x６０mm大の腫
瘍で、固有筋層から漿膜下層にかけて紡錘形細胞の密な増生からなり、線維化、硝子化、石灰化を伴う。
分裂像は強拡大５０視野で１個。免疫染色でKIT（＋）、CD３４（＋）、SMA（－）、S１００（－）。low risk の
像。胃壁内に静脈瘤を形成するなど、比較的珍しい画像所見を呈した胃GISTを経験したので報告した。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）



－１８－

１０ 腺癌成分を伴う有茎性過形成性胃ポリープの茎捻転・自壊部からの大量出
血に対し、緊急に内視鏡的粘膜切除術を施行した１例

大森 隼人１）、山本 智清２）、白津 和夫２）、手島 憲一２）、久保田 大輔２）、五十嵐 亨２）、薄田 誠一２）、
宮田 和信２）
１）慈泉会 相澤病院 外科、２）慈泉会 相澤病院 消化器内科

腺癌成分を一部伴う過形成性ポリープが茎捻転・自壊を起こして上部消化管出血に至り、緊急に内視鏡
的粘膜切除術（EMR）を施行し経過良好であった症例を経験したので報告する。症例：７２歳女性。平成
２０年７月の健診上部消化管内視鏡検査にて胃角対側大彎に約１０mm大の過形成ポリープを指摘されてい
た。ラクナ梗塞、内頚動脈の狭窄があり、少量アスピリン、シロスタゾールを内服中であった。H２１年１０
月に吐血後、一過性の意識消失を来たし当院へ救急搬送された。緊急上部内視鏡検査を施行すると胃角対
側大彎に厚い凝血塊が付着した１５mm大のポリープを認めた。その他の食道、胃、十二指腸をくまなく観
察したが出血源となる病変を指摘しえず、同部位が出血源と考えられた。ポリープが捻転して自壊を起こ
し、自壊部から出血していると思われ、クリップやエタノールでの止血は困難であり、また病理学的検索
も不可能となるため、緊急でのEMRの適応と考えられ、即座に施行した。以降の経過は良好であった。
病理結果では腺窩上皮過形成性ポリープの一部に P５３陽性の異型細胞を認め、腺癌成分を伴っている過形
成ポリープと診断された。また切除断端は陰性であった。過形成ポリープの末梢の粘膜の間質には広範囲
に出血を認めた。出血源となるようなびらん、潰瘍形成は病理所見においても認めず、茎捻転を起こし、
血液のうっ滞が生じ、自壊・出血に至ったとことが示唆された。上部消化管出血の大半の原因は、胃潰瘍、
十二指腸潰瘍であり、その他、食道静脈瘤、マロリー・ワイス症候群が原因となることも多い。胃癌が原
因となることもあるが、通常腫瘍が潰瘍を形成、露出血管から出血を起こすことが一般的とされる。本症
例は、ポリープの表面が一部黒色となっており、同部位が茎捻転を起こし、一部が自壊して出血に至った
と考えられた。通常の内視鏡的止血術では対処困難と考えられEMRで対応したが、経過良好であった。
このような病態は稀であると考えられ若干の文献的考察を加えて報告する。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）

１１ 虚血性小腸炎の３例

齋藤 賢将、福成 博幸、佐藤 拓、高橋 英徳、設楽 兼司、林 哲二
新潟県立十日町病院 外科

小腸は大腸と比較して側副血行が豊富なため血流障害が生じにくいとされている。今回われわれは比較
的希な虚血性小腸炎を３例経験したので報告する。症例１：８５歳 男性。HOTの既往あり。手術既往の
ない小腸イレウスにて紹介。腹腔鏡下に手術施行してみると、回腸に狭窄病変認め小腸切除を行った。症
例２：８１歳 男性。胃切除（B-Ⅱ再建）の既往あり。小腸腸重積症にて腹腔鏡下に手術施行。先進部と思
われる浮腫状な回腸を切除。症例３：７９歳 男性。OMI、CHF、RAの既往あり。宿便性 S状結腸穿孔に
てハルトマン手術施行。術後エンドトキシン吸着療法など集中治療を行い全身状態は徐々に改善してきた
が、２０POD右下腹部痛・下血を認め回盲部切除術施行。術後病理検査では３例とも虚血性小腸炎として
矛盾しない所見であった。文献的考察を加え報告する。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）



－１９－

大腸�� １０：３３－１０：５７
座長 本間 照（済生会新潟第二病院消化器内科）

１２ 大腸刺激性下剤にて腹痛を生じた便秘症例における大建中湯の有用性

堀内 朗、梶山 雅史、上島 哲哉、一瀬 泰之、加藤 尚之
昭和伊南総合病院 消化器病センター

【目的】漢方製剤の大建中湯は、腹が冷えて痛み、腹部膨満感のあるものを承認の効能又は効果としてお
り、同症状をきたすと言われている術後イレウス、過敏性腸症候群、排便異常などを中心に使用されてい
る。今回、大腸刺激性下剤にて腹痛を生じた便秘症例における大建中湯の有用性について検討した。【方
法】対象は２００９年４月より２０１０年３月に当科外来を受診した下記の項目を満たす症例。１）１週間当たり
の排便回数の平均が３回未満の状態がある、２）大腸刺激性下剤を服用すると腹痛を自覚する、３）腹部
の手術歴がない。大建中湯の服用量は患者自身に任せることとして１日当たり７．５gの用量を処方した。
観察期間は服用開始前１週（０週）、服用２週後（２週）、服用４週後（４週）で評価した。評価項目は、
一日当たりの大建中湯服用量の中央値、排便回数、腹部不快感および腹痛のVisual analogue scale（VAS）
（良０－悪１００）、消化器症状全般の指標として出雲スケールを用いた。【結果】登録された症例は３２例、平
均年齢３２．６歳（１６－６１歳）、男：女＝６：２６、一日当たりの大建中湯服用量の中央値は５g/日。排便回数
は、０週０．３回/日、２週で１．２/日、４週で１．４/日と大建中湯服用後、有意に増加した（p＝０．０２１）。腹部
不快感VASは０週６０、２週３０、４週２０と大建中湯服用後有意な改善を認め（p＝０．００３１）、腹痛VASに
おいても０週３０、２週２０、４週１０と改善傾向にあった。出雲スケールでは０週に比べて２週、４週で全ス
コアの有意な変化を認めなかった。【結論】大腸刺激性下剤にて腹痛が生じる便秘症例は、若い女性に多
く、少量の大建中湯の服用により、排便回数を有意に増加させる効果を認めた。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）

１３ mFOLFOX６療法によりCRが得られた遠隔転移を伴う直腸癌の１例

高綱 将史、渡辺 庄治、高橋 一也、渡邊 ゆか理、外池 祐子、佐藤 明人、福原 康夫、佐藤 知巳、
富所 隆、吉川 明
厚生連長岡中央綜合病院 消化器病センター 内科

症例は５５歳女性。２００８年３月血便が出現、持続するため近医を受診、大腸内視鏡にて直腸Rbから Pに
かけて直腸癌（表面隆起型）を認め、当院紹介となりCTにて左鼠径リンパ節腫大あり、生検で tub２、
por１。検査データでAFPが２４８と高値であった。リンパ節転移を伴う直腸癌と診断され手術を希望され
なかったため、化学療法としてmFOLFOX６療法を施行。６コースでAFP基準値以下となった。CF上
直腸癌は消退しCTでも左鼠径部リンパ節腫大は消退し、瘢痕化しておりCRと判定した。以後も継続し
計１１コース施行した。その後もCRで経過し、２年６カ月となっている。本邦における大腸癌において化
学療法のみでCRになった症例は、２００６年から５年間で４例の報告があった。大腸癌ガイドラインでは大
腸癌 stage４の累積５年生存率は１３．２％であり、直腸癌は１１％であった。AFP産生直腸癌において、化学
療法単独でCRになった症例は検索しえた範囲内では報告がなく、２年以上CRが継続している症例は初
と思われた。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）



－２０－

１４ 著明な腸管浮腫を伴った collagenous colitis の一例

廣野 玄１）、渡辺 卓也１）、長谷川 勝彦１）、曽我 憲二１）、柴崎 浩一１）、味岡 洋一２）
１）日本歯科大学医科病院 内科、２）新潟大学大学院医歯学総合研究科 分子・診断病理学分野

【緒言】collagenous colitis は本邦では比較的稀な大腸疾患と考えられてきたが、近年、症例報告が相次ぐ
ようになり、多数例による内視鏡像や病理組織像などの検討が成されるようになってきた。今回、我々は
CTおよび内視鏡画像上、腸管浮腫を主体とした collagenous colitis に対し、難治性のため内服治療を行
い、著効を得て経過を追えた症例を経験したので若干の文献的考察を加えて報告する。【症例】７９歳、女
性。２０１０年２月よりGERDの症状と思われる前胸部不快感が出現したためランソプラゾール１５mg/日の
投与が開始され、その後症状は落ち着いた。しかし同年５月下旬頃より下腹部の違和感と圧痛、および１
日５～１０行の下痢が出現し、止瀉剤を投薬されたが効果がなく、８月３１日当科に入院となった。腹部骨盤
造影CTでは主に上行結腸を中心に著明な腸管浮腫像を認め、下部消化管内視鏡検査では大腸全体に血管
透過性の低下、および浮腫状変化が見られ、特に上行結腸は浮腫が著明でびらんを伴っていた。小腸およ
び大腸の各部位より組織採取を行ったところ、大腸の各部位の被蓋上皮直下にそれぞれ collagen band の
肥厚が見られ collagenous colitis と診断した。採血上では著明な低Alb 血症は見られず、上部消化管内視
鏡検査では異常は見られなかった。入院後、禁食・TPN（total parenteral nutrition）とし、内服はラン
ソプラゾールを休薬して整腸剤のみとした。しかし約２週間の経過を見たが症状の改善を認めなかったた
め、入院１６日目よりメサラジン（アサコール）２４００mg/日および PSL３０mg/日の内服を開始した。投与１
週間後より下痢は改善して有形便が見られるようになり、投与２週間後のCTでは上行結腸の浮腫像は消
失していた。食事開始後も下痢はなく、PSLを２０mg/日まで減量して退院となった。以後、当科外来で
メサラジン内服を同量で継続とし、PSLを減量しているが症状は今日まで落ち着いている。退院後の下
部消化管内視鏡検査では病理組織にて collagen band の肥厚の改善を認めている。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）



－２１－

大腸�Ⅱ １０：５７－１１：２１
座長 横沢 秀一（信州大学消化器内科）

１５ Paromomycin が有効であったMetronidazole 抵抗性アメーバ性大腸炎の
１例

相場 恒男１）、杉村 一仁１）、林 雅博１）、米山 靖１）、和栗 暢生１）、古川 浩一１）、五十嵐 健太郎１）、丸山 正樹２）、
塚田 弘樹３）
１）新潟市民病院 消化器内科、２）刈羽郡総合病院 内科、３）新潟市民病院 感染症コントロールチーム

【症例】４０代男性。同性愛なし、海外渡航歴なし。【現病歴】２００９年７月検診便潜血陽性にて勤務地の病院
で全大腸内視鏡（TCF）施行。盲腸に白苔を伴うびらんが多発し、生検で栄養型アメーバを検出。
Metronidazole（MNZ）７５０mg/day×１０日間投与したが、８月のTCFではびらんが残存していた。さら
に７５０mg×１０日間投与したが、１０月のTCFで病変消失せず。患者同意の下２２５０mg×１０日間を２回投与し
たが、１２月のTCFで病変消失せず。MNZ抵抗性と考えられた。MNZが高容量となったこと、症状は落
ち着いていたことより、経過観察となった。その後転勤にて前医を紹介受診。２０１０年６月施行したTCF
では増悪傾向を認めた。加療目的に７月当科紹介受診。受診時下痢、下腹部違和感を認め、便中赤痢アメー
バも陽性であり、感染症コントロールチーム（ICT）とともに熱帯病診療研究所より Paromomycin を取
りよせ、１５００mg/day×１０日間投与した。その結果、内服２週間後には便中赤痢アメーバは陰性となり、
内服２か月後のTCFでも腸管粘膜は正常化、生検でもアメーバを認めなかった。【考察】アメーバ性大
腸炎は近年増加しているが、比較的まれとされるMNZ抵抗性大腸炎で Paromomycin が有効であった１
例を経験したので報告する。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）

１６ 健診で指摘された胃ポリープの形態からポリポーシスが疑われ、大腸ポリー
プに対する内視鏡的粘膜切除にて診断に至った若年性ポリポーシスの１例

杉井 絹子、宮田 和信、五十嵐 亨、山本 智清、薄田 誠一、久保田 大輔、手島 憲一、白津 和夫
慈泉会 相澤病院

症例は３６歳男性。初回の健診上部消化管内視鏡検査で胃噴門部に多発するポリープを認めた。生検結果
は過形成性ポリープの診断であったが、組織検鏡および粘膜培養、尿素呼気試験の結果からはH. Pyroli
は陰性であった。内視鏡的にも通常の過形成性ポリープとしては非典型的な形態であり、胃粘膜も発赤浮
腫が目立った。消化管のポリポーシスの検索目的に下部消化管内視鏡検査施行したところ、盲腸に径１０
mm、下行結腸に径５mmのポリープを認めたが、生検像ではいずれも非特異的な炎症性変化がみられる
のみであった。炎症性腸疾患や、腸炎の既往がないことから若年性ポリポーシスも鑑別に total biopsy と
して大腸EMRを施行したところ、病理結果はいずれも Juvenile type polyp であった。Juvenile type polyp
は過誤腫性ポリープに分類されその組織学的特徴は嚢胞状に拡張した異型性のない腺管上皮および間質へ
の炎症細胞浸潤が特徴とされるが生検では炎症性ポリープとの鑑別は困難とされる。胃ポリープについて
はEMR施行しておらず、診断基準を完全にはみたしてはいないが、ポリープが発生した背景粘膜および
形態から、胃ポリープは juvenile type polyp の可能性が高いと考えられ、本症例では大腸EMRの結果と
あわせて若年性ポリポーシスと考えられた。同疾患は３５歳までに１７－２２％が大腸癌となり、発症年齢の平
均は４２歳。胃癌の発症リスクは胃に多発ポリープがある場合２１％とされる。若年性ポリポーシスの好発年
齢は一般的健診受診年齢よりきわめて若年であり、なおかつ一般的な大腸癌、胃癌と比して若年で癌化す
る。このため若年性ポリポーシスの早期診断は重要であり、生検結果が過形成であっても、特異な形態の
胃ポリープについては積極的な消化管精査が必要であると考えられた。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）



－２２－

１７ 妊娠２２週に虫垂炎を契機に発見された虫垂カルチノイドの一例

竹内 大輔１）、小出 直彦１）、芳澤 淳一１）、鈴木 彰１）、関野 康１）、石曽根 聡１）、浅野 功治２）、宮川 眞一１）
１）信州大学 医学部 消化器外科、２）信州大学 中央検査部

【緒言】妊娠に合併する急性虫垂炎の頻度は非妊時と同等といわれているが、虫垂炎を契機に悪性疾患が
発見された際には、注意を必要とする。妊娠２２週に虫垂炎を契機に発見された虫垂カルチノイドの一例を
報告する。【症例】患者は２５歳の女性で、当院産科に通院中であった。妊娠２２週に右季肋部痛が出現し、
血液検査にてWBC２５９６０/µl と高値であった。腹部CT検査では、回盲部は頭側へ圧排されており、虫垂
は腫大し周囲脂肪織への炎症所見を認めた。虫垂に明らかな結節成分は認めなかった。急性虫垂炎の診断
にて、緊急手術を施行した。腹腔内には膿性の腹水を少量認め、虫垂は発赤を伴って腫大していた。虫垂
切除を行い手術終了とした。病理組織学的検査では蜂窩織炎性虫垂炎の所見であった。また虫垂の先端に
径７mmの結節を認め、組織学的には類円形の核を有する異型細胞の増殖を認めた。免疫染色では腫瘍細
胞は chromogranin A陽性、synaptophysin 陽性、N-CAM陽性であり虫垂カルチノイドと診断された。
Ki-６７陽性細胞は２％以下であった。腫瘍細胞は固有筋層まで浸潤を認めたが、脈管侵襲は認めなかった。
術後は母児ともに異常は認められなかった。虫垂切除後約３カ月（妊娠３１週）のフォローアップCTでは、
回盲部のリンパ節腫大や遠隔転移、腹膜播種を疑う所見を認めなかった。妊娠３６週３日目に陣痛の発来を
認め、帝王切開術を施行した。この際、虫垂カルチノイドの腹膜播種、リンパ節転移の検索のために術中
洗浄細胞診、回盲部のリンパ節サンプリングを行い、迅速病理診断に提出したが結果はいずれも陰性であっ
た。【結語】妊娠中に虫垂カルチノイドが発見される事はまれであり、また本例は分娩に関して帝王切開
を予定されていたため、帝王切開時に虫垂カルチノイドの転移を検索するために前もって産科と調整を
行った。医中誌にて「虫垂カルチノイド」および「妊娠」をキーワードに検索したが、既報は認められな
かった。海外の文献をもとに考察を加えて報告する。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）



－２３－

大腸�Ⅲ １１：２１－１１：４５
座長 飯野 弥（山梨大学第一外科）

１８ 肛門管原発神経内分泌癌の１例

土屋 雅人、飯野 弥、森 義之、須藤 誠、藤井 秀樹
山梨大学 医学部 第一外科

【緒言】神経内分泌癌は大腸癌の１％以下と稀な癌である。初診時に同時遠隔転移を伴っている症例が多
く、早期に再発を来すために手術療法単独では根治できないことが多い。【症例】５５歳、男性、主訴は左
鼡径リンパ節腫脹、肛門痛、血便である。初診時には主病変は肛門から突出する２．５cmの腫瘤として認
められた。下部消化管内視鏡では肛門管の全周性の隆起性病変として認められ、生検にてEndocrine
carcinoma の診断であった。CT上は肛門管に主病変を認めるほか、直腸周囲、下腸間膜動脈、左内腸骨
動脈、両側鼡径部領域に多数の腫大リンパ節を認めたが、肝・肺転移は認めなかった。以上の結果より肛
門管原発神経内分泌癌と診断し、腹会陰式直腸切断術を施行した。口側は２００mm程度のマージンを取っ
たにもかかわらず、切除検体の病理組織診では粘膜下層の血管に腫瘍浸潤が見られ、切除断端陽性であっ
た。また側方リンパ節を含め多数のリンパ節に転移を認めた。術後はCDDP＋CPT-１１の化学療法を行っ
たが、術後３か月で多発肝転移、大動脈周囲リンパ節転移を認め、mFOLFOX６＋bevacizumab の化学療
法に切り替えた。その後腹腔内再発によるイレウスを発症、バイパス術を行うも全身状態が悪化し、癌死
した。【結語】非常に稀な肛門管原発神経内分泌癌の１例を経験したので文献的考察を加えて報告する。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）

１９ Panitumumab を用いた化学療法で病理学的CRが得られた切除不能
Stage Ⅳ直腸癌の一例

番場 竹生１）、須田 武保１）、中野 雅人１）、寺島 哲郎１）、梅津 哉２）
１）日本歯科大学 医科病院、２）新潟大学大学院医歯学総合研究科 分子細胞病理学分野

【背景】近年、進行大腸癌に対する化学療法において分子標的薬の使用による良好な治療成績が報告され、
症例毎の適切な薬剤選択の重要性が高まっている。我々は切除不能 Stage Ⅳ直腸癌に対し一次治療薬と
して panitumumab を使用し、奏効後に手術を行い、病理学的完全寛解（CR）が得られた症例を経験し
た。【症例】５６歳、男性。４か月前より持続する腹痛、腹部膨満感、食欲低下を主訴に当院を受診。精査
で直腸Rbから Ra に全周性の狭窄を認め、生検組織検査で高分化型腺癌、EGFR陽性、KRAS遺伝子野
生型であった。CT検査で直腸壁の肥厚、周囲の膿瘍形成、下腸間膜動脈周囲リンパ節腫大と肺転移を認
めた。肺転移は単発であったが、原発巣が内閉鎖筋・大殿筋・肛門挙筋へ浸潤しており、切除不能と判断
して全身化学療法の方針とした。腸閉塞解除および炎症コントロールを目的として、先ず横行結腸人工肛
門を造設した後に化学療法を開始した。FOLFOX療法３コース施行後、FOLFOX療法と panitumumab
の併用治療を３コース施行した。その後、末梢神経障害予防のため、FOLFIRI 療法と panitumumab の
併用治療に変更し、更に計５コース行った。panitumumab は２週間隔で計８回投与した。治療により原
発巣の著名な縮小と肺転移の消失を認め、肛門温存による根治切除が可能と判断した。最終化学療法から
約３週間後に超低位前方切除（自律神経温存）および経肛門的 J型結腸嚢－肛門吻合術を施行した。肉眼
的に腫瘍と思われる部分を全割して組織学的検索を行ったが、腫瘍細胞は全て変性・壊死しており、病理
学的CRと診断した。経過良好で再発所見はなく、術後約３か月後に横行結腸人工肛門閉鎖術を行った。
【結語】切除不能進行直腸癌の治療においては、一次治療から奏効率の高い分子標的治療薬による積極的
な化学療法が有用であると考えられる。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）



－２４－

２０ 術後７年を経過し膀胱左側上縁に転移を認めた直腸癌の１例
小山 佳紀１）、松岡 峻一郎１）、秋田 眞吾１）、河西 秀１）、久米田 茂喜１）、北條 真代２）、小口 貴也２）、
福沢 慎哉２）、北原 桂２）、飯嶌 章博２）、増本 純也３）、下条 久志３）
１）地方独立行政法人 長野県立病院機構 木曽病院 外科、２）地方独立行政法人 長野県立病院機構 木曽病院 内
科、３）信州大学医学部 病理学教室

症例は６７歳男性。２００４年１月に直腸癌に対し腹会陰式直腸切断術を施行した。病理結果はRb、４．３x２．２
cm、２型、well differentiated adenocarcinoma、MP、ly０、v２、N０（０/１３）、stage Ⅰであった。術後５
年が経過する直前の２００８年１２月よりCEAの上昇を認め、２００９年以降は、CEAは７．０～８．７ng/ml の間で
推移した（２０１１年３月８．４ng/ml）。２００９年３～４月に上部・下部消化管内視鏡検査、胸腹部CT検査を施
行したが、転移・再発所見を含め、明らかな悪性病変は認められなかった。２０１１年１月に施行したCT検
査にて、膀胱の左頭側に１４mm大の結節を認め、単発の腹膜転移を疑った。他に転移・再発を疑う所見は
認めなかった。FDG-PETでも、同部位に集積を認めた。膀胱腫瘍や膀胱憩室の鑑別を要したが、膀胱鏡
検査でそれらは否定的であった。FDG-PETでも他に転移・再発を疑う所見は認められず（上部・下部消
化管内視鏡検査でも特に悪性病変は認めず）、手術治療の方針とし、２０１１年３月に切除を行なった。病変
は硬い腫瘤として触知し、腹膜の一部を引き込んでいたが、腫瘤の主座は腹膜外にあり、摘出に際しては
膀胱壁の一部の合併切除を要した。病理結果は腺癌であり、直腸癌の転移に矛盾しない結果であった。現
時点で、今回の病巣がリンパ節転移であることを示唆する所見は乏しく、術後７年という経過、転移部位
という点において、我々が検索する限りでは、本邦での類似の報告例は稀であった。若干の文献的考察を
含め報告する。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）



－２５－

肝�� １３：２０－１３：５２
座長 宮林 千春（千曲中央病院内科）

２１ 薬物性肝障害の経過中に発症した Stevens-Johnson 症候群の一例

小口 貴也、上條 敦、須藤 桃子、高橋 俊晴、村木 崇、梅村 武司、一條 哲也、田中 榮司
信州大学 消化器内科

症例は６１歳、女性。以前より習慣性の頭痛があり市販の頭痛薬を服用していた。２０１０年１０月５日に頭痛
を認めたが、常用の頭痛薬がなかったため、市販のある消炎鎮痛薬を初めて内服した。内服後より全身倦
怠感、微熱を感じていた。１３日に同様の頭痛を認め、再度、同薬を内服したところ嘔気があり、さらに全
身倦怠感および３８℃台の発熱を認めた。その後、黄疸に気がつき、２６日にA病院を受診した。血液検査
にて高度の炎症反応、AST８７１IU/l、ALT５４８IU/l、ALP７６２IU/l、γGTP３１０IU/l と肝胆道系酵素の著明な
上昇、PT５１．１％と低下を認め、急性肝炎として入院加療となった。肝炎の原因として各種肝炎ウイルス
マーカー陰性、各種自己抗体陰性、IgE高値、好酸球の上昇を認めたため、薬物性肝障害の可能性が示唆
された。疑いのある薬物を中止し経過観察されていたが、その後も３９℃台の発熱は軽快せず、２７日より口
唇の腫脹、２９日より体幹に紅斑が出現した。細菌感染症の合併が考慮され、塩酸ミノサイクリンの静注お
よび解熱剤（ジクロフェナクナトリウム坐剤）の投与が計３回行われたが、改善はみられなかった。その
後、黄疸が増悪し PT％の更なる低下を認めたため、肝炎の重症化の疑いにて１１月２日に当科紹介受診と
なり、同日入院となった。入院時、顔面・体幹・四肢に癒合傾向のある円形の発疹を認め、また口唇の腫
脹、びらん、痂皮、および口腔内にびらんを認めた。臨床所見より Stevens-Johnson 症候群と診断し、病
歴から薬物に対する免疫・アレルギー反応により発症したと考えた。腹部画像検査では肝の萎縮はなく、
第５病日に施行した肝生検組織所見では門脈域を中心にリンパ球、好酸球、好中球の浸潤を認めた。治療
はプレドニゾロン１mg/kg/日（６０mg/日）で開始した。開始後、徐々に症状の軽快および血液検査所見
の改善を認めたためプレドニゾロンを漸減し、プレドニゾロン３０mg/日に減量したところで退院となり外
来経過観察となった。退院後、薬剤リンパ球刺激試験（DLST）を施行したが、原因薬剤を特定すること
はできなかった。 （本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）

２２ 鬱を合併したC型慢性肝炎患者に対する IFN-β＋RBV併用療法
横田 雄大１）、坂本 穣１、２）、小松 信俊１）、進藤 邦明１）、雨宮 史武１）、中山 康弘１）、井上 泰輔１、３）、前川 伸哉１、３）、
榎本 信幸１）
１）山梨大学 医学部 第一内科、２）山梨大学 医学部附属病院 肝疾患センター、３）山梨大学 肝疾患地域先端医療シ
ステム学

C型慢性肝炎に対する治療法は PEG-IFNα＋RBV併用療法により進歩したが、鬱を合併した症例では、
IFNα製剤の副作用により治療が困難である場合がある。今回 IFN-β＋RBV併用療法を行ったので報告す
る。【症例１】３９歳女性、２b型、HCV-RNA６．８ logIU/ml、ISDR変異数１、F１/A１、２０００年にHCV
抗体陽性が判明しHLBI による治療を開始したが、治療開始３ヶ月で鬱病を発症し治療中止。今回２０１０年
５月から IFN-β６MU２W連投のち週３回＋RBV８００mg連日で治療開始した。治療開始前AST１９、ALT
３３、血小板数２８．５万、治療開始８週でHCV-RNAは陰性化し、鬱病の再発なく２４週間の治療を完遂、SVR
となった。【症例２】５１歳男性、１b型、HCV-RNA５．９ logIU/ml、ISDR変異数０、コア７０/９１アミノ酸
＝mutant/mutant、IL２８B T/G、F４/A２、２００３年ごろHCV抗体陽性判明、２００５年 PEG-IFNα＋RBV療
法を開始したが鬱症状と幻覚が出現したため２９週で中止。今回２０１０年１２月から、IFN-β６MU２W連投の
ち週３回＋RBV８００mg連日で治療開始した。治療開始前AST９２、ALT１４６、血小板数７．８万。現在、治療
開始後１２週経過しているが、鬱症状や幻覚などは出現していない。RBVは、従来 PEG-IFNを含めた IFNα
製剤との併用でのみ使用が認められていた。しかし IFNα製剤は、鬱などの精神症状の副作用があるため、
これら合併例や既往例ではRBV併用による治療が困難であった。しかし、IFN-β製剤との併用が可能と
なり、これらの症例でも安全に治療ができるようになった。一方、近い将来Telaprevir も使用可能とな
るが、この場合にも PEG-IFNα製剤との併用が必要となる。そこで今回、IFN-β＋RBV療法を行った症
例を報告し、この治療法の意義と有用性について報告する。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）



－２６－

２３ 急性発症を契機に診断された自己免疫性肝炎の一例

濱 勇１）、田村 康１）、山際 訓１）、上村 博輝１）、本田 穣１）、横山 純二１）、野本 実１）、青柳 豊１）、山崎 和秀２）、
若林 博人２）
１）新潟大学大学院医歯学総合研究科 消化器内科学分野、２）竹田綜合病院 消化器科

今回我々は急性発症を契機に診断された自己免疫性肝炎（AIH）の一例を経験した。症例は３０歳代男性。
生来健康で健康食品を含めた薬剤服用歴、海外渡航歴や直近での生肉、魚貝類の摂取はなかった。２０１０年
４月下旬より食欲低下、全身倦怠感が出現。５月下旬に黄疸を指摘され、前医に入院した。L/D上、AST/
ALT４９１/６８０IU/l、ALP/γ-GTP４９３／１７１IU/l、T-Bil/D-Bil１４．４/７．７IU/l、PT３１％、IgG１７９１mg/l、ANA
４０倍未満、肝炎ウィルスマーカ陰性と著明な肝機能障害を認めた。CT上、肝表は粗造で慢性肝炎の存在
が示唆されたが、原因不明の急性肝炎として保存的治療を開始された。入院１か月後のCT上、肝静脈の
狭小化、血流不均衡分布及び早期濃染する結節を認めたため、精査目的に当院へ転院した。当院転院後、
ANAは陰性のままであったが、IgGは陽転化した。血管造影検査上、肝静脈の異常吻合を認めたが肝静
脈や上大静脈の狭窄は認めなかった。また同時に行った angio-CTでは血流不均衡分布を認め、S６に濃
染する結節を認めた。結節及び背景肝に対して精査目的にUSガイド下肝生検を施行。背景肝は広範な肝
実質の脱落、著明な再生性変化、形質細胞浸潤を認め、形態学的に自己免疫性肝炎と考えられた。結節は
小型・好塩基性の肝細胞が密に配列し、再生性変化が著明で過形成結節と診断した。国際診断基準による
AIHスコアリングシステムでは９点と疑診にも及ばなかったが肝生検の病理結果よりAIHと診断した。
前医にてステロイド導入し、現在 PT１００％、AST/ALT、Bil ともに正常で良好に経過している。急性発
症例は慢性肝炎を想定した現在の診断基準を満たさないこともあり、慎重に診断する必要があると考えこ
こに報告する。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）

２４ 肝多発結節がみられたBudd-Chiari 症候群の一例
岸 翔平１）、杉谷 想一１）、大関 康志１）、小林 由夏１）、飯利 孝雄１）、小林 隆２）、蛭川 浩史２）、多田 哲也２）、
野本 実３）
１）立川綜合病院 消化器センター 内科、２）立川綜合病院 消化器センター 外科、３）新潟大学大学院医歯学総合研究
科 消化器内科学分野

診断に難渋したBudd-Chiari 症候群の一例を経験したので報告する。〔症例〕５５歳、男性 平成２０年８
月、健診で γ-GTP の上昇を指摘され、精査のため当科初診した。肝を右肋骨弓下に５横指触知した。検
査所見ではALP、γ-GTP 高値を認め、ウイルスマーカー、腫瘍マーカーは陰性だった。腹部造影CTで
肝右葉の著明な腫大と多発する多血結節を認め、腹腔内に多数のリンパ節腫大を認めた。MRI では肝内
に見られる結節は、T１強調画像で内部は低信号、辺縁はむしろ高信号を示し、T２強調画像では強い高
信号を示した。EOB肝細胞造影相では、結節内部で軽度の取り込み低下を認めるが、周囲は強い高信号
を示した。肝細胞癌は否定的で、肝血管腫様の過形成結節と診断したが、多発リンパ節腫大と sIL-２レセ
プター８６９ IU/l と高値よりリンパ腫も完全に否定できないこともふまえ、肝とリンパ節の同時生検を施
行した。病理所見は、うっ血所見と肝細胞の再生を伴っていたが、この時点では確定診断には至らなかっ
た。外来で定期的にCT検査を施行、結節は変化なく経過していたが、食道、胃静脈瘤が増大傾向を示し
てきたため、病理所見を再検討すると、中心静脈の拡張と線維性壁肥厚、小葉中心主体の類洞内うっ血、
肝細胞索の菲薄化がみられ、Budd-Chiari 症候群が強く考えられた。３D-CTを施行し、門脈圧亢進症の
原因鑑別に努めたところ、右肝静脈、中肝静脈基部に膜様狭窄を認め、下大静脈との連続性が失われてい
たことからBudd-Chiari 症候群と確定診断した。〔考察〕本例の診断には、肝生検と３D-CTが有用であっ
たが、Budd-Chiari 症候群には、肝細胞癌や大型の再生結節以外にも、NRHや FNH様の種々の多発結節
が報告されており、多発する肝細胞性結節が見られた場合には、早期に鑑別する必要があると考えた。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）



－２７－

肝�Ⅱ １３：５２－１４：１６
座長 杉谷 想一（立川綜合病院消化器センター内科）

２５ 肝性脳症治療目的に PTOを施行した３例

古武 昌幸、比佐 岳史、高松 正人
佐久総合病院 内科

【緒言】肝硬変に伴う門脈圧亢進症により、門脈大循環短絡路が形成される。短絡路形成に伴い、消化管
静脈瘤、肝性脳症が発症し、さらに門脈血流の低下に伴い肝予備能の低下が起こることが報告されている。
短絡路塞栓にB-RTOは有効な手段であるが、B-RTOが施行できない門脈大循環短絡路も多い。肝性脳
症に PTO（経皮経肝短絡路塞栓術）を施行した３症例につき報告する。【症例１】５０歳代男性。アルコー
ル性肝硬変。Child-Pugh B。断酒されていたが十二指腸静脈瘤のため肝性脳症頻発していた。PTO施行。
門脈本管および上腸間膜静脈末梢から分枝する短絡路に、coil、cyanoacrylate により塞栓を施行した。肝
性脳症改善し通院加療が可能となったが、２年後に肝不全のため死去。【症例２】４０歳代男性。C型肝硬
変。Child-Pugh C。肝性脳症による入院頻回。傍臍静脈から大腿静脈に至る短絡路あり、肝性脳症治療目
的に経皮的B-RTOを施行した。しかし治療効果は一時的に留まり、肝性脳症が再発した。CT上は胃冠
状静脈の拡張が認められ、これに対し PTO施行。左胃静脈から短絡路が描出され、coil、cyanoacrylate、
EOI にて塞栓した。一時的に肝性脳症は軽快したが、約３ヶ月後に肝性脳症再発、７ヶ月後に食道静脈
瘤破裂のため死去された。【症例３】６０歳代女性。非B非 C肝硬変。Child-Pugh B。肝性脳症のため入院。
CT上左胃静脈から胃冠状静脈に至る短絡路が認められた。PTO施行。胃冠状静脈の coil 塞栓を行った。
肝性脳症は改善したが、４ヶ月後に肝性脳症再発、CTでは短絡路の再開通が認められた。coil、
cyanoacrylate による塞栓を追加、肝性脳症は改善した。【考察】Child-Pugh B 症例において、肝性脳症
のコントロールが可能になった。Child-Pugh C の症例においては肝性脳症の改善効果は限定的、予後の
改善効果も認められなかった。【結語】門脈圧亢進に伴う門脈大循環短絡路は様々な形態をとり、症例ご
とに適切な方針を決定する必要がある。B-RTO不能例では PTOは肝性脳症の治療に有効であると考え
られるが、高度肝障害例ではその適応は限定される。肝予備能の改善効果については、今後の検討を要す
る。 （本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）

２６ 当院における肝細胞癌に対する定位放射線治療

栗田 聡１）、加藤 俊幸１）、佐々木 俊哉１）、船越 和博１）、本山 展隆１）、松本 康男２）、杉田 公２）
１）新潟県立がんセンター新潟病院 内科、２）新潟県立がんセンター新潟病院 放射線科

【背景と目的】これまで肝細胞癌に対する放射線治療は姑息的治療のひとつとして用いられてきたが、最
近では集学的治療の１つとして利用されることが多くなっている。今回我々は当院における肝細胞癌に対
する定位放射線治療（SRT）の症例を分析し、その治療成績の評価目的に検討を行った。
【対象と方法】２００５年７月から２０１０年１０月までに当院で SRTを施行された症例のうち、３か月以上経過観
察が可能であった６８例を対象とし、臨床的背景や局所制御率、照射野外制御率、適応などにつき検討した。
【結果】男性４１例、女性２７例、年齢中央値は７５歳（４９－８９歳）であった。腫瘍長径の中央値は２２mm（１０－
１２４mm）であり、姑息的治療目的の症例も含んでいた。投与線量と照射回数は４０Gy/４回が５３例と多く、
そのほか３０Gy/３回；３例、４０Gy/１０回；３例、４４Gy/４回；２例、４８Gy/４回；１例、４８Gy/６回；１例、
５０Gy/８回；２例、５０Gy/１０回；２例、６０Gy/８回；１例と各症例により違いを認めた。副作用として十
二指腸潰瘍２例、食欲不振５例、全身倦怠感３例、上腹部違和感２例、嘔気１例と全体の１９％に認めた。
治療終了後の観察期間は３．２か月－５０．８か月であり、その期間に１０例（１４％）の局所再発を認めた。局所
再発の原因として線量不足、消化管への照射を避けるためのmargin 不足、また放射線抵抗性などが疑わ
れた。照射野外再発は８０％に認めた。当院における SRTの適応は腫瘍の局在や全身状態などにより穿刺
治療や手術が困難な症例、またそれらの治療を希望しない症例（最初から SRTを希望）、大きさ５cm以
下の病変、治療計画で造影CTが利用できないため単純CTで認識可能な病変などであった。逆に消化管
がターゲット内に含まれる症例、肝門部に近い症例は根治線量の投入が困難であると考えられた。
【結語】肝細胞癌に対する SRTは侵襲が少なく、また副作用も比較的軽度である。十分な線量で治療がで
きれば良好な局所制御も期待できる。今後、手術やラジオ波焼灼療法などとの適応症例の的確な区別や、
長期治療成績、治療前の治療効果予測因子などの検討が必要と考える。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）



－２８－

２７ CT併用超音波ガイド下ラジオ波焼灼術を施行した肝細胞癌の３症例
宮林 千春１）、根石 政男２）、大西 雅彦１）、窪田 芳樹１）、吉田 徹３）、塚田 一博３）、大彌 歩４）、藤田 幸恵４）、
角谷 眞澄４）、泉 並木５）
１）千曲中央病院 内科、２）千曲中央病院 検査科、３）富山大学 消化器・腫瘍・総合外科、４）信州大学 医学部 画像
医学講座（附属病院放射線科）、５）武蔵野赤十字病院 消化器科

【はじめに】肝細胞癌（HCC）に対する超音波下ラジオ波焼灼術（RFA）においては、腫瘍が超音波（US）
で描出できない治療困難例がある。このような症例に対しCT併用USガイド下ラジオ波焼灼術
（CT-RFA）を施行したので報告する。【方法】RFAは CT撮影台上で行い、Cool Tip 針（有効針長３０mm）
を用いた。USガイド下に２１G誘導針を腫瘍直前まで穿刺し、先端をCTにて位置確認後、Cool Tip 針を
誘導針に沿わせて本穿刺し、再度針先をCTで確認後RFAを施行した。１例は誘導針に１４G外套針（ダ
イモン）をかぶせCool Tip 針に入れ替え本穿刺を行い同様にRFA施行した（武蔵野方式）。【症例１】６１
歳男性。非B非 C肝硬変合併HCC。肝右葉切除５年後に切離面頭側肝表に２５mm大の再発病変を認めた。
肝動脈塞栓術（TACE）を施行したが、持続動注化学療法時の肝動脈損傷および複数本の腫瘍栄養血管の
ため完全塞栓不能。腫瘍は横隔膜直下に突出しており、USで残存腫瘍描出不鮮明なためCT-RFA施行。
再発なく８年生存中。【症例２】７８歳女性。C型肝硬変合併HCC。１）S７HCC（１５mm大）：CTでは乏
血性でTACE適応なく、USにて背景肝は粗で腫瘍描出不鮮明なためCT-RFA施行。２）S３HCC（２０mm
大）：TACE後の局所再発。選択的TACEできず、USで描出できず、集積した lipiodol をマーカーとし
てCT-RFA（武蔵野方式）を施行。３ヶ月後に肝不全で死亡。【症例３】C型慢性肝炎で初診時に S５/６
に３０x２８mm大の多血性腫瘍（一部乏血性）を指摘された。TACEを行うも残存部あり、再TACEで完
全閉塞できず、USで残存部を描出できず、CT-RFA施行。HCC再発なくインターフェロン治療を完遂
し SVRとなった。【結論】CT-RFAは肝表突出型の古典的HCC症例およびUSで描出困難な症例に対し
て有効な治療法であった。USで描出困難なHCCにおいても腫瘍と針との位置関係が明瞭となり、より
高い精度で焼灼範囲を予測できると考えられる。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）



－２９－

肝�Ⅲ １４：１６－１４：４８
座長 小林 正和（国立病院機構まつもと医療センター松本病院内科）

２８ 集学的治療にて肝内病変の進展を制御している乳癌多発肝転移の一例

堀米 亮子、石川 達、窪田 智之、樋口 和男、関 慶一、本間 照、吉田 俊明、上村 朝輝
済生会新潟第二病院 消化器内科

【緒言】乳癌肝転移は予後不良な病態であり、そのほとんどは他臓器転移を伴っており、化学療法を主体
とした全身療法が行われている。乳癌における肝転移は予後規定因子であり、肝転移に対する治療法が求
められているが、従来から全身化学療法や内分泌療法などの治療が選択されてきた。しかし、乳癌他臓器
転移巣に比べて、肝転移巣に対しては化学療法単独では決して満足できるほどの結果が得られていないの
が現状である。近年は、乳癌肝転移に対しても肝動注療法やラジオ波焼灼療法（RFA）などの局所療法
も行われ、奏効率の向上が期待されている。今回、乳癌多発肝転移症例に対し、内分泌療法とともに、肝
転移に対して肝動注療法、RFAを併用し、病勢がコントロールされている１例を経験したので報告する。
【症例】５０歳代女性。主訴：肝転移病変加療。現病歴：２００７年１０月に検診にて右乳房に腫瘤を指摘され、
同年１２月に乳癌の診断でA病院にて右乳房全摘出術を受けた。その後２００８年から２００９年に化学療法施行
も肝転移出現。２００９年３月にRFA療法目的にB病院を受診も多発肝病変にて適応外と診断された。２００９
年５月１１日当科初診。肝転移病変加療目的に５月１８日に入院となった。【経過】多発肝転移病変が予後規
定因子と考えられ、肝動注、RFAを治療選択とし、内分泌療法を併用した。肝動注とRFAの繰り返し
治療により、肝内病勢はコントロールされ、内分泌療法を継続し、約２年後の現在も肝内病変は Stable
Disease（SD）を維持している。【結語】今後、長期の経過観察が必要であるが、化学療法無効後の乳癌
多発肝転移に対し、内分泌療法とともに多発肝転移に対して肝動注、RFAによる局所療法を継続的に施
行することで、多発肝転移のMass Reduction に成功し、肝内病変を制御している一例を経験し、若干の
文献的考察を加え、報告する。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）

２９ 膵原発悪性 glucagonoma の肝転移に対しTACEを行い、治療効果良好な
一例

石田 泰章、雨宮 史武、村岡 優、進藤 浩子、小松 信俊、進藤 邦明、中山 康弘、井上 泰輔、前川 伸哉、
坂本 穣、榎本 信幸
山梨大学 医学部 第一内科

症例は８１歳男性。２００６年８月に膵尾部の５cmの glucagonoma に対し膵尾部脾臓合併切除を他院で受け
た。その後定期 follow されていたが２００９年７月以降自己判断で通院を中断していた。２０１０年９月に受け
た検診腹部エコーで肝腫瘤を指摘され同年１１月１４日に当科を紹介受診し入院となった。血液検査ではHBs
抗原陰性、HBs 抗体陰性、HCV抗体陰性、血算、血液生化学に特記すべきことなし。腫瘍マーカーでは
AFP１．９ng/ml、PIVKA-２２８mAU/ml、CEA４．８ng/ml、CA１９-９５．８U/ml、シフラ３．２ng/ml であった。
ホルモン検査ではグルカゴン３０pg/ml 以下、ガストリン６０pg/ml、他下垂体・副甲状腺ホルモンは正常範
囲内であった。腹部CTでは肝 S５に２２mmの結節を最大として肝内に多数の動脈相でリング状に濃染
し、平衡相でぬけを呈する結節を認めた。同結節はEOB-MRI 肝細胞相では低信号、T２強調像および拡
散強調像でも高信号に描出された。造影超音波では S５２２mmの結節を観察、周囲に halo を伴うmosaic
状の結節として認められ、造影早期相では周囲から均一に染まり３０秒ほど持続したあと早期に hypoechoic
となった。腫瘍生検を行ったところ円形の核と好酸性細胞質を有する腫瘍細胞の増殖を認めた。免疫染色
ではシナプトフィジン強陽性、クロモグラニンA陰性、グルカゴン弱陽性、ソマトスタチン±、インス
リン陰性であった。以上より非機能性の悪性 glucagonoma の多発肝転移と診断し、ドキソルビシンを用
いてTACEを行った。術後のリピオドール集積は比較的良好であり、３ヵ月後のCTでは一部 biloma を
認めたが、明らかに濃染を認める腫瘍は認めず、効果良好と考えられる。膵 glucagonoma は膵神経内分
泌腫瘍のうち４％と稀な疾患である。神経内分泌腫瘍の肝転移に対してはシスプラチン、ドキソルビシン、
ストレプトゾシン、ダカルバジンの使用経験が散見されるが、今回我々は膵 glucoganoma の肝転移に対
しドキソルビシンを用いてTACEを行い効果良好な一例を経験したのでここに報告する。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）



－３０－

３０ 生体肝移植を施行した成人発症２型シトルリン血症の一例
坂田 佑輔１）、上村 博輝２）、濱 勇２）、本田 穣２）、田村 康２）、横山 純二２）、山際 訓２）、野本 実２）、青柳 豊２）、
原 義明３）、大矢 洋３）、山本 智３）、佐藤 好信３）、窪田 智之４）、石川 達４）、吉田 俊明４）、上村 朝輝４）、佐藤 正久５）
１）新潟大学医歯学総合病院 総合臨床研修センター、２）新潟大学医歯学総合病院 第三内科、３）新潟大学医歯学総合病
院 第一外科、４）済生会新潟第二病院 消化器科、５）済生会新潟第二病院 神経内科

症例は４３歳の男性。幼少時より豆腐、豆類、牛乳を好み白米を嫌う偏食傾向を認めた。２０１０年８月、繰
り返す傾眠傾向を主訴に入院した。高アンモニア血症を伴う意識障害、幼少時よりの偏食、血漿アミノ酸
分析で高シトルリン血症を認めたことから成人発症２型シトルリン血症が疑われた。また、プリモビスト
造影MRI で S８に肝細胞癌を疑う腫瘤性病変を認めた。確定診断及び、根治治療として生体肝移植術を
施行する目的で当院に転院した。同意を得て施行した遺伝子解析にて SLC２５A１３変異遺伝子のホモ接合体
であることを認め、成人発症２型シトルリン血症と確定診断した。肝移植術までの内科的治療として、高
蛋白高脂質低炭水化物の食事療法、ラクツロースの内服、アルギニン製剤の内服を行い、当院入院後は意
識障害をきたさなかった。１０月中旬に妻をドナーとした生体肝移植術を施行した。摘出肝は病理的には
NASHと診断され、S８の腫瘤性病変は中分化型肝細胞癌であった。術後経過は良好である。肝細胞癌を
伴う成人発症２型シトルリン血症という比較的まれな疾患を経験したため、若干の文献的考察を含めて報
告する。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）

３１ 当科における腹腔鏡（補助）下肝切除の検討

代田 智樹、横山 隆秀、福島 健太郎、古澤 徳彦、北原 弘恵、本山 博章、窪田 晃治、鈴木 史恭、
清水 明、中田 岳成、小林 聡、宮川 眞一
信州大学 医学部 消化器外科

昨今の腹腔鏡手術の技術及びデバイスの進歩は目覚ましく、従来高難度と考えられていた肝臓外科領域
においても、同術式への適応拡大が積極的に行われている。今回、当科における腹腔鏡（補助）下肝切除
術について検討を行った。当科においては２００８年６月の第１例から、２０１１年３月までに全１６症例、２０病変
に対して腹腔鏡（補助）下肝切除を施行している。症例は肝細胞癌１１例、転移性肝腫瘍２例、胆管細胞癌
１例、良性疾患２例で、男女比は３：１（男性１２例、女性４例）、年齢は６２歳（４２～７８歳）であった。術
式の内訳は外側区域切除３例、亜区域切除４例、部分切除９例／１２病変であり、転移性肝癌の２症例にお
いては、直腸切除術を併施した。症例全体において、手術時間は２４１分（１１８～６７１分）、出血量は７５ml（５～
１１８０ml）であった。直腸癌同時性肝転移症例で直腸吻合部縫合不全に対し人工肛門造設術を施行した１
例を除いて、再開腹を要するような術後合併症は認めなかった。また亜区域切除を施行した４例において
は、同期間に施行した肝細胞癌に対する開腹亜区域切除３６例と比較して有意な術後在院日数の短縮を認
め、腹腔鏡補助下肝切除の導入が入院期間の短縮に寄与する可能性が示唆された。【結語】当科における
腹腔鏡（補助）下肝切除術の成績を報告した。実際の症例を供覧し、手技的な留意点について考察する。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）



－３１－

胆道・膵�� １４：４８－１５：１２
座長 塩路 和彦（新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科学分野）

３２ スクリーニング検査で発見されたリンパ節転移を伴う膵神経内分泌癌の１例

北條 真代１）、小口 貴也１）、福澤 慎哉１）、北原 桂１）、飯嶌 章博１）、秋田 眞吾２）、小山 佳紀２）、河西 秀２）、
久米田 茂喜２）、増本 純也３）、下条 久志３）
１）長野県立木曽病院 内科、２）長野県立木曽病院 外科、３）信州大学医学部付属病院 病理学教室

症例は７３歳、女性。糖尿病、高血圧などで通院中であったが、スクリーニング目的に施行した腹部US、
CTにて膵鉤部に１４mm大の腫瘤と下腸間膜動脈左側に１２mm大のリンパ節腫脹を認めた。両者とも腹部
造影CTでは早期層で著明に濃染し、腹部MRI ではT１WIで低信号、T２WIで周囲膵実質とほぼ等信号、
dynamic MRI 動脈相で造影効果を認めた。EUSでは膵鉤部の充実性低エコー腫瘤として描出され、ERCP
では主膵管に異常所見は認めなかった。血液検査では各種腫瘍マーカーは陰性であり、インスリン、ガス
トリンなども有意な上昇はなく、臨床症状にも乏しかった。以上より非機能性の膵内分泌腫瘍が強く疑わ
れ、外科的手術が施行された。なおMEN-１の合併を疑う所見は認めなかった。術後の病理組織検査では
膵鉤部腫瘤、リンパ節はともに柵状、島状に配列する腫瘍を認め、免疫染色にてシナプトフィジン陽性、
クロモグラニンA陽性でありKi-６７陽性率は１．１％であった。リンパ節転移を伴うことから高分化型神経
内分泌癌と診断した。今回我々は比較的稀な膵神経内分泌癌を経験したため考察を加えて報告する。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）

３３ 胆管生検にて診断したALK陰性未分化大細胞型リンパ腫（ALK negative,
Anaplastic Large Cell Lymphoma）の１例

田代 興一、小島 英吾、太島 丈洋、松村 真生子
長野中央病院 消化器内科

症例は７４歳男性、主訴は息切れ。既往歴に胃潰瘍がある。２０１０年５月に胸痛にて当院を受診し、鉄欠乏
性貧血及び、内視鏡検査にて胃潰瘍と診断し保存的加療により軽快した。しかし７月頃より息切れを自覚
するようになり再び貧血を認めた。精査を行ったところ、腹部CT検査にて、左下腹部の腹腔内に径８０
mm、膵頭部の近傍に径５０mmの類円形腫瘤を認めた。腫瘤は全体に斑状に淡く造影された。腫瘤により
下部胆管は狭窄し、肝側胆管の拡張を来していたためERCP、胆管 IDUSを行ったところ、下部胆管に壁
外腫瘍からの浸潤を疑う不整狭窄像を認めた。狭窄部より生検を行ったところ、勾玉様の核を有する大型
の異型リンパ球が密に増殖していた。CD２０陰性、CD３０陽性、ALK陰性より、ALK陰性未分化大細胞型
リンパ腫と診断した。Ann Arbor 病期分類 stage Ⅱ Bと考え、CHOP療法を選択した。第２クール後に
血便を認め、小腸に浸潤した腫瘤からの出血を疑ったが、輸血のみで保存的治療を行い止血を得た。第３
クール終了後には腫瘤は著明に縮小したものの、腫瘤に接した小腸の通過障害を来した。内視鏡的拡張術
では穿孔や出血のリスクがあると考えられ、小腸部分切除術を行った。第５クール後より腫瘍の増大を認
めたことから、CEPP療法に変更し現在施行中である。ALK陰性未分化大細胞型リンパ腫はT細胞リン
パ腫の２．６％と非常に稀な疾患である。未分化大細胞型リンパ腫においてALK発現の有無は重要であり、
陰性例の予後は不良とされる。１９９８年から現在までALK陰性未分化大細胞型リンパ腫の本邦での症例報
告は１６例あるが、胆管生検により診断した症例はなかった。ALK陰性未分化大細胞型リンパ腫は臓器浸
潤性が高いとされており、胆管狭窄を認めた場合には積極的な生検にて診断できる可能性が示唆された。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）



－３２－

３４ EUS-FNAにて組織診断し得た膵胆管合流異常症合併胆嚢小細胞癌の一例

丸山 真弘、丸山 康弘、渡邊 貴之、伊藤 哲也、丸山 雅史、米田 傑、児玉 亮、村木 崇、新倉 則和、
田中 榮司
信州大学 医学部附属病院 消化器内科

症例は７０代、女性。リウマチ性多発筋痛症に対し PSL５mg/day 内服中であった。２０１０年１２月初旬に左
頸部のしこりを自覚し近医を受診した。超音波検査で胆嚢内隆起性病変及び周囲リンパ節腫大を認め、精
査加療目的に当科へ紹介された。CT検査では胆嚢体部に肝との境界不明瞭な径３０mmの腫瘤影を認め、
周囲及び傍大動脈、縦隔、Virchowリンパ節の腫大、右副腎腫大、門脈本管内腫瘤影を認めた。ERCPで
は乳頭括約筋が及ばない部位での膵・胆管の合流と総胆管の拡張を認めた。通常型の胆嚢癌と比較してリ
ンパ節転移が目立つため特殊型を考慮して、傍大動脈リンパ節に対して超音波内視鏡下吸引針生検
（EUS-FNA）を施行した。病理組織学的にはN/C比の高い小型細胞が一部に偽ロゼット構造を伴って充
実性に増殖しており、chromogranin A（＋）、synaptophisin（＋）であることから小細胞癌と診断した。以
上より、膵胆管合流異常症（胆管拡張型）合併胆嚢小細胞癌と診断した。２０１１年１月初旬より肺小細胞癌
に準じてCBDCA/VP-１６療法を開始し、２クール終了後CT検査にて肝浸潤影の拡大を認めたが、原発巣・
腫大リンパ節及び門脈腫瘍栓は縮小傾向であった。現在同化学療法を継続中である。小細胞癌の原発臓器
として肺以外は比較的稀である。胆嚢に関しては、画像検査のみでは腺癌と小細胞癌の鑑別は困難であり、
切除不能胆嚢癌の場合両者で化学療法が異なるため、原発巣に比して転移巣が広範に及ぶ場合は積極的に
組織診を施行すべきと思われる。また、膵胆管合流異常症では胆道癌が高率に合併するが、胆嚢小細胞癌
との因果関係は不明である。今回我々は、EUS-FNAにて病理組織学的に小細胞癌と診断し、肺小細胞癌
に準じた化学療法を施行し得た膵胆管合流異常症合併胆嚢小細胞癌の一例を経験したので報告する。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）
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胆道・膵�Ⅱ １５：１２－１５：３６
座長 小島 英吾（長野中央病院消化器内科）

３５ 膵体尾部切除術における腹腔鏡下膵切除術の有用性

福島 健太郎、横山 隆秀、代田 智樹、北原 弘恵、古澤 徳彦、窪田 晃治、本山 博章、清水 明、
中田 岳成、小林 聡、宮川 眞一
信州大学 医学部 第一外科

【背景】昨今の腹腔鏡手術技術の進歩は目覚しく、従来高難度と考えられていた膵臓外科領域にも腹腔鏡
手術への適応拡大が積極的に行われ、われわれも当院倫理委員会承認のもと、２００９年７月より膵良性疾患
に対して腹腔鏡下膵体尾部切除術を導入した。当科で現在までに施行した腹腔鏡下膵体尾部切除術症例に
ついて開腹手術症例と比較検討を行った。
【対象と方法】１９９７年１月から２０１１年２月までに当科にて施行した腹腔鏡下膵体尾部切除術８例と膵癌を
除いた開腹膵体尾部切除術３０例を対象とした。術後膵液瘻の診断及びGrade 分類はThe International
Study Group of Pancreatic Fistula（ISGPF）に準拠した。
【結果】開腹手術と腹腔鏡下手術、両群の症例の内訳は性別：男性／女性１４／１８vs. ３／５、年齢：６０歳
（１１－７４歳）vs.６０歳（４４－８２）、疾患は膵内分泌腫瘍１５例 vs. ３例、IPMN５例 vs. １例、serous cystic tumor
０例 vs. ２例、慢性膵炎・膵石症・仮性のう胞４例 vs. １例、その他５例 vs. １例であった。両群間で手
術時間（分）（３２５．６±１１４．２４vs.３０８．３±７２．５、P＝０．３４３１）に差は認めなかったものの、術中出血量（ml）
（２５２±１８４vs.７１±４９、p＜０．００４５）、ドレーン抜去日数（日）（２５±１５vs. ８±３、P＝０．０００５）及び術後
在院日数（日）（３７±１８vs.１４±２、P＝０．０００１）は腹腔鏡下手術群において有意に短縮していた。膵液瘻
発症率はGrade A４３．３％ vs.８７．５％、Grade B３０．０％ vs. ０％、Grade C は両群とも認めず、腹腔鏡下手
術群ではGrade B 以上の膵液漏は認めなかった。
【結語】腹腔鏡下膵体尾部切除術は従来の開腹手術と比べても、遜色なく安全に施行できる術式であると
考えられた。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）

３６ 特異的な膵管像を示した退形成膵癌の１剖検例

中村 厚夫１）、遠藤 新作１）、八木 一芳１）、関根 厚雄１）、櫻田 潤子２）
１）新潟県立吉田病院 内科、２）新潟大学大学院医歯学総合研究科 細胞機能講座分子細胞病理学分野

６６歳女性、下腹部から胸部まで痛みが続き当科紹介受診。腹部CTでは少量の腹水と胃小弯側から膵体
尾部にかけて一塊化した９x６cmの低吸収域巨大腫瘍を認め造影効果は僅かであった。傍大動脈リンパ
節も腫大しており悪性リンパ腫が疑われ入院。EUSでは全体に低エコーで一部結節状、FNAで腫瘍は柔
らかく１０ストローク、１回の穿刺で十分組織が得られた。病理診断は poorly differentiated
adenocarcinoma、膵未分化癌と診断した。ERCPでは主膵管は頭部で一度途絶したがワイヤーを先行し
カテを進め造影すると全体に細く膵管狭細型膵炎類似の膵管像でその後の途絶の所見はなく尾側まで追え
た。造影剤の腫瘍内への漏出が一部認められた。膵液細胞診もFNAの結果と同様だった。通常膵癌の治
療では効果なしと考え day１に CDDP９０mg、day８、１５に gemcitabine １５００mgを投与、腫瘍の縮小を認
めたがその後効果不十分、治療後２ヶ月で永眠された。剖検が得られ退形成膵癌と診断された。特徴的な
膵管像を認め剖検が得られた貴重な症例と考え報告する。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）
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３７ S-１＋Gemcitabine（GEM）併用化学療法が奏効し、長期生存中の進行膵
癌の一例

窪田 智之、阿部 寛幸、長島 藍子、廣瀬 奏恵、樋口 和男、関 慶一、石川 達、本間 照、吉田 俊明、
上村 朝輝
済生会新潟第二病院 消化器内科

【症例】６０歳代女性【主訴】食欲不振、黄疸【現病歴及び経過】高血圧、脂質異常症にて近医通院中。２００９
年４月黄疸を伴う食欲不振あり、当科を初診。US・CTにて膵頭部に４５mm大の腫瘤を認め、両葉の肝内
胆管は拡張していた。肝内に多数の腫瘤を伴い、膵癌による閉塞性黄疸、多発肝転移と診断した。腫瘍マー
カーはCEA１０６ng/ml、CA１９-９２０７８５０U/ml と著増していた。上部消化管内視鏡では上十二指腸角対側
に十二指腸浸潤による消化管狭窄を認め、生検組織では中分化から低分化の管状腺癌であった。経皮経肝
胆管ドレナージを施行した後、金属ステントを留置し、S-１８０mg/日（day１－１４）内服とGEM１０００
mg/body（day１、day８）を併用した化学療法（１コース day１－２１）を開始した。３コース終了時に
CA１９-９は８９U/ml まで減少し、６コース終了時にCEA・CA１９-９は正常化した。１１コース目以降、S-１の
副作用と思われる角膜上皮障害が出現し、用量を５０mg/日に減量した。１７コース終了時には原発巣と肝転
移巣はともにCTで指摘できなくなった。３１コース終了時の PET-CTでも FDG集積は認めなかった。発
病から約２年が経過した現在、S-１を中止しGEM単独投与で維持化学療法を継続中であるが、腫瘍マー
カーは正常値を保っている。【考察】切除不能進行膵癌に対する化学療法はGEMと S-１が key drug であ
る。GEST試験の結果も加味し、この２剤を併用するかあるいは sequential 治療とするかは議論の余地が
残る。いずれにしても S-１の導入に伴い、全生存期間中央値は１年前後まで延長したとの報告が散見され
るが、両剤使用後の次薬剤については今後の症例の集積が待たれる。本症例は化学療法が極めて奏効して
いる稀なケースであり、経過を紹介する。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）



第４８回 日本消化器病学会甲信越支部例会

ランチョンセミナー

日時：２０１１年５月２１日（土） １２：１０－１３：００

会場：朱鷺メッセ 中会議室３０１

〒９５０－００７８ 新潟市中央区万代島６－１

TEL ０２５－２４６－８４００

「C型慢性肝炎に対する個別化医療の展望」

演者：名古屋市立大学大学院医学研究科 病態医科学

田中靖人 先生

座長：新潟大学大学院医歯学総合研究科 消化器内科

大越章吾 先生

－３５－



第４８回 日本消化器病学会甲信越支部例会 ランチョンセミナー

「C型慢性肝炎に対する個別化医療の展望」

名古屋市立大学大学院医学研究科 病態医科学

田中 靖人 先生

講演要旨

ヒトゲノム計画の成功により、ヒト遺伝子は個人差として約３００個に１個の遺伝子変異（SNP）

が存在し、この SNPが個々の疾患感受性や薬剤応答性に大きく関与することが続々と明らか

となってきている。近年、ゲノムワイドに均一に配置された約１００万箇所の SNPs を一括タイ

ピングすることが可能となった（GWAS）。このゲノムワイド関連解析により、我々を含む世

界３つのグループ（日本、アメリカ、欧州）からC型慢性肝炎に対する Peg-IFN/RBV併用

療法の有効性に関連する遺伝要因が同定された（Tanaka Y et al. Nat Genet２００９）。すなわち、

１９番染色体の IL28B 遺伝子周辺に位置する代表的な SNPである rs８０９９９１７（マイナーアレル

G）を持つC型肝炎患者は、危険率約３０倍の確率（P＝２．６８×１０－３２）で PEG-IFN/RBV併用療

法が無効となることがわかっており、現在は先進医療にも認可され、実際の臨床でも応用され

つつある。今年度保険収載見込みのプロテアーゼ阻害剤を組み合わせた３剤併用療法において

も、その有用性は報告されており、個別化医療として期待されている。この IL２８B遺伝子は

通常C型肝炎の治療に使用されている IFN-αや βとは異なる IFN-λの１種でその下流に存在

する IFN誘導遺伝子群を誘導して抗ウイルス効果をもたらすため、今後この IL２８Bを制御す

る新規薬剤を開発することで、現在 Peg-IFN併用療法で効かない人達や効果の不十分な人達

も根治が望める可能性がある。

一方、C型肝炎患者は高齢化しており、治療に伴う副作用が問題視されているのも事実であ

る。３剤併用療法に伴う重篤な有害事象も報告されている中で、治療効果に加えて、こうした

有害事象を事前に予測することは重要である。昨年、リバビリンに伴う貧血を規定する ITPA

遺伝子多型も同定され、今まさにC型慢性肝炎に対する個別化治療の時代に突入したと言え

る。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：MSD株式会社、中外製薬株式会社、ブリストル・

マイヤーズ株式会社）
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ご略歴 田中 靖人 先生

学歴

１９９１年３月 名古屋市立大学医学部卒業

１９９１年５月～１９９３年３月 名古屋市立大学病院 臨床研修医

１９９３年４月～１９９６年３月 名古屋第二赤十字病院 消化器内科医師

１９９６年４月～１９９７年３月 遠州総合病院 消化器内科医師

１９９７年４月～２００１年３月 名古屋市立大学大学院医学研究科

１９９９年～２００１年 米国立保健研究所（NIH）留学（Visiting Fellow）

２００１年８月～２００２年１０月 名古屋市立大学病院 助手

２００２年１１月～２００６年８月 名古屋市立大学病院 講師

２００６年９月～２００９年９月 名古屋市立大大学院 臨床分子情報医学 助教授（准教授）

２００８年４月～現在 名古屋市立大学病院肝疾患センター 副センター長兼任

２００９年１０月～現在 名古屋市立大大学院病態医科学講座（ウイルス学） 教授

中央臨床検査部 部長

所属学会等

平成３年５月 医師免許取得（第３３７０４５号）

日本内科学会 認定医、地方会評議員

日本肝臓学会 専門医、指導医、総会評議員、欧文誌編集委員、学会賞選考委員

日本消化器病学会 専門医、指導医、総会（学会）評議員

日本臨床検査医学会 専門医、評議員

日本内視鏡学会 認定医

厚生労働省

平成２０－２１年度．厚生労働省肝炎等克服緊急対策研究事業：テーラーメイド治療を目指した

肝炎ウイルスデータベース構築に関する研究（代表）

平成２２－２４年度．厚生労働省肝炎等克服緊急対策研究事業：ウイルス性肝炎に対する応答性

を規定する宿主因子も含めた情報のデータベース構築・治療応用に関する

研究（代表）

受賞学術賞

平成１１年度 ウイルス肝炎研究財団研究奨励賞

平成１４年度 東海学術奨励賞

平成１４年度 財団法人桜仁会医学研究助成ヒポクラテス賞

平成１４年度 Liver Forum in Kyoto 奨励研究賞

平成１５年度 日本肝臓学会 Schering-Plough Award

２００４．１２．１４ AASLD-APASL Joint Workshop Award
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平成１６年度 上原記念生命科学財団研究奨励賞

平成１７年度 第１８回日本消化器病学会奨励賞

平成１７年度 名古屋市立大学医学会賞

平成１７年度 第１８回肝臓フォーラム（西部）奨励賞

平成１８年度 日本肝臓学会Hepatology Research 賞

平成１８年度 日本臨床検査医学会奨励賞

２００７．３．２７ APASL Presidential Award（アジア太平洋肝臓学会議、会長賞）

平成１９年度 日本臨床検査医学会学会賞学術賞

平成１９年度 Liver Forum in Kyoto 奨励研究賞

平成２２年度 上原記念生命科学財団研究推進特別奨励賞

研究業績

HBVの基礎的・臨床的研究（HBV複製モデルを用いた検討）

世界各国における肝炎ウイルスの分子疫学的研究（分子進化学的手法を用いた感染ルートの

解明及び拡散時期の推定）

肝疾患におけるゲノムワイド関連解析

論文発表（２０１０．１０．２６現在）

原著論文 １７５報（英語）、３７報（日本語）

著書・総説 １０５報（英語２報）

国際学会 １５０発表 国内シンポジウム ７９発表
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第 25回日本消化器病学会

甲信越支部教育講演会

日時：２０１１年５月２１日（土）

会場：朱鷺メッセ 中会議室３０１

会長：曽我憲二（日本歯科大学医科病院 内科）
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第２５回日本消化器病学会甲信越支部

教育講演会

プログラム

開会の挨拶 会長 曽我 憲二

教育講演Ⅰ １５：５０－１６：５０

消化管間質腫瘍（GIST）の集学的治療

－分子標的時代の外科の役割

新潟大学大学院医歯学総合研究科 消化器・一般外科学分野 神田達夫 先生

座長 日本歯科大学 外科 須田武保 先生

教育講演Ⅱ １６：５０－１７：５０

消化管悪性リンパ腫に対する除菌と分子標的薬

新潟県立がんセンター新潟病院 内科 加藤俊幸 先生

座長 新潟県立吉田病院 内科 関根厚雄 先生

教育講演Ⅲ １７：５０－１８：５０

ホスト因子・ウイルス因子のデータマイニング解析にもとづく

C型慢性肝炎の治療戦略

日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院 黒崎雅之 先生

座長 新潟県厚生連魚沼病院 内科 高橋 達 先生



－４２－

教育講演Ⅰ １５：５０－１６：５０

「消化管間質腫瘍（GIST）の集学的治療
－分子標的時代の外科の役割」

新潟大学大学院医歯学総合研究科 消化器・一般外科学分野

神田 達夫 先生

講演要旨

分子標的薬メシル酸イマチニブは、切除不能・転移性消化管間質腫瘍（GIST）治療の第一

選択である。イマチニブは、GIST細胞においてリガンド非依存性に活性化しているKIT受容

体を阻害することにより、その抗腫瘍効果を発揮する。イマチニブ治療を受けた切除不能・転

移性GIST患者の５０％生存期間（MST）は５７か月であり、イマチニブの登場はGIST治療に革

新をもたらした。一方、イマチニブには治療途中に増悪に転じる二次耐性という現象が知られ、

その克服が臨床上の課題となっている。

イマチニブ二次耐性は新病変として出現することは少なく、イマチニブ治療時に存在してい

た病巣の一部が再び悪化する場合が多い。このような限局性の増悪に対しては手術による増悪

腫瘍の摘出が有効である。新潟大学医歯学総合病院では、これまで２０名のイマチニブ二次耐性

患者に対し、計３６回の耐性腫瘍切除術を行った。うち２８手術（７８％）で増悪病変の完全切除が

行われた。全２０名の術後の無増悪期間の中央値は８か月、２年全生存率は５５％、MSTは２年

９か月であった。概ね良好な成績と思われるが、無増悪期間の短さに課題が残る。

イマチニブ二次耐性腫瘍の遺伝子学的特徴として、KIT遺伝子のキナーゼ領域の点変異に

よる付加的な遺伝子異常（二次変異）が上げられる。このような耐性クローンの発生を予防す

ること、あるいは早期に排除することが、長期の疾患コントロールにつながる可能性がある。

このような仮説のもと、イマチニブ奏効中に残存した腫瘍を切除する試みが行われ始めてい

る。

このように分子標的薬イマチニブは既存の抗腫瘍薬にない高い効果を示す一方、特定分子を

標的にしているため、その治療効果に限界をもつ。集学的治療の一手段として外科切除の果た

す役割は大きい。GISTに限らず、このような補完的な外科治療の効果と限界を明確にしてゆ

くことが今後の消化器癌臨床の重要テーマとなるであろう。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）



－４３－

ご略歴 神田 達夫 先生

学歴

１９８５年 新潟大学医学部卒業

職歴

１９９１年 新潟大学大学院医学研究科修了

１９９２年 県立がんセンター新潟病院外科医師

１９９２年 フランス国立栄養応用生物学院博士研究員

１９９３年 日本学術振興会特別研究員（新潟大学医学部生化学第二講座）

１９９７年 新潟大学医学部附属病院第一外科助手

２００２年 新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器・一般外科学分野講師

学会活動

日本消化器病学会評議員、日本食道学会評議員、日本胃癌学会評議員、GIST研究会運営委

員、日本癌治療学会がん診療ガイドライン委員会GIST分科会協力委員

受賞歴

平成７年１１月 第３７回日本消化器病学会大会 精選演題

平成１５年８月 第５７回日本食道学会学術集会 優秀演題賞

平成２０年６月 第６１回日本食道学会学術集会 会長賞（共同演者）

平成２１年１０月 第４７回日本癌治療学会学術集会 優秀演題賞（共同演者）

平成２１年１１月 The Journal of Pathology ２００８ Jeremy Jass Prize for Research

Excellence in Pathology（共著者）

平成２２年３月 第８２回日本胃癌学会 ポスター優秀賞（共同演者 ３件）

平成２２年３月 第４６回日本腹部救急医学会総会 会長賞

平成２２年１１月 The Poster Presentation Award, The ６th International Symposium on

Cancer Research and Therapy

専門領域

消化器外科学（食道癌・胃癌の外科治療、GISTの集学的治療）

現在、上部消化管グループ チーフ



－４４－

教育講演Ⅱ １６：５０－１７：５０

「消化管悪性リンパ腫に対する除菌と分子標的薬」

新潟県立がんセンター新潟病院 内科

加藤 俊幸 先生

講演要旨

消化管悪性リンパ腫は、低悪性度のMALTリンパ腫と高悪性度のびまん性大細胞B細胞性

リンパ腫（diffuse large B-cell lymphoma : DLBCL）が大半を占める。胃におけるリンパ腫は

H. pylori 感染と密接な関係があり、限局期MALTリンパ腫には除菌治療が極めて有効で第１

選択となっている。また除菌抵抗例には放射線療法や分子標的薬が有効である。一方、DLBCL

など高悪性度に対する除菌奏効例も報告されているが、２００１年に分子標的治療薬の導入により

B細胞リンパ腫の予後は大きく改善された。抗CD２０抗体リツキシマブと化学療法の併用がす

でに標準的治療となり、今や完全治癒が期待される代表的な悪性疾患である。

従来の治療薬は細胞分裂の早い細胞に作用し重い副作用を伴っていたが、分子標的薬は腫瘍

細胞に選択的かつ効果的に作用して正常細胞への作用が相対的に少なく、従来の細胞毒性の薬

剤に比べて薬剤の標的が明確であり、併用療法として加える意義は大きい。２００１年にリツキシ

マブ、２００８年にはRI 標識抗 CD２０抗体イブリツモマブが承認され、さらにプロテアソーム阻

害薬などの開発が進められている。なお、これらの分子標的薬は従来の抗がん剤とは異なる副

作用も有するため、その特徴を熟知し、とくにリツキシマブ投与時には輸注反応やB型肝炎

ウイルス再活性化への注意を怠ってはならない。悪性腫瘍患者における再活性化による劇症肝

炎は、HBs 抗原陽性例の２１．３％に生じ、死亡率２７．７％と高い。HBs 抗原陰性でもHBs 抗体陽

性＋/－HBc 抗体陽性例では、４０．０％に発生し死亡率５０．０％と極めて予後不良である。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）



－４５－

ご略歴 加藤 俊幸 先生

学歴

１９７６．３． 新潟大学医学部 卒業

職歴

１９７６．５．～ 新潟県立がんセンター新潟病院 内科研修

１９７８．５．～ 東京女子医科大学消化器病センター 消化器内科研修

１９７８．９．～ 新潟県立がんセンター新潟病院 内科勤務

１９９２．４．～ 同 内科部長現在に至る

（兼）新潟大学医学部 医学科 臨床准教授

学会活動

日本内科学会 指導医 認定内科医

日本消化器病学会学会評議員 指導医 専門医

日本消化器内視鏡学会 学会評議員 指導医 専門医

日本胃癌学会

日本大腸肛門病学会 指導医 専門医

日本肝臓学会 専門医

日本癌治療学会 試験登録医

日本がん治療認定医機構 暫定教育医

日本消化器病学会甲信越支部 評議員

日本消化器内視鏡学会甲信越支部 評議員 監査

日本ヘリコバクター学会 H. pylori 感染症認定医

日本消化器がん検診学会

日本がん臨床試験推進機構 JACCRO施設代表

IGCA（International Gastric Cancer Association）member

編集委員 ENDOSCOPIC FORUM for digestive disease

査読委員 日本消化器内視鏡学会会誌



－４６－

教育講演Ⅲ １７：５０－１８：５０

「ホスト因子・ウイルス因子のデータマイニング解析に
もとづくC型慢性肝炎の治療戦略」

日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院 消化器科

黒崎 雅之 先生

講演要旨

C型肝炎は肝細胞癌へ進展する疾患であるため、個々の症例で発癌リスクを予測することは

重要である。C型慢性肝炎に対する標準治療はペグインターフェロン・リバビリン併用療法だ

が、ゲノタイプ１b、高ウイルス量の難治例でのウイルス排除率は５０％にとどまる。治療成績

を向上させるためには、個々の症例における難治要因に基づいた個別化治療法を確立する必要

がある。データマイニングは大量のデータを網羅的に解析することで有用な知識を発掘する技

術であり、簡単な臨床データの組み合わせで発癌リスクや治療効果の予測を行うことができ

る。

本セミナーでは、データマイニングによる発癌予測モデル、治療効果予測モデル、副作用予

測モデルについて解説する。発癌リスク予測に最も重要なのは血小板数であり、次いでアルブ

ミン値、AST値、γGTP値である。これらの因子の組み合わせにより、５年発癌率が０％か

ら２１％までの、様々な発癌リスクを有するグループを同定できる。ペグインターフェロン・リ

バビリン併用療法の治療効果予測に最も重要なのは年齢であり、次いでAFP値、血小板数、

γGTP値、および性別である。これらの因子の組み合わせにより、著効率が２２％から７７％まで

のグループが同定できる。C型肝炎ウイルス遺伝子検査（ISDR）や、ホスト遺伝子である IL

２８B遺伝子多型を含む予測モデルではさらに予測精度が向上し、著効率が７％のグループから

９０％のグループまでを治療開始前に予測することが可能である。HCVが陰性化した後に再燃

を予測するモデル、治療中の高度貧血を予測するモデルからは、薬剤の最適な使用法について

のエビデンスが得られる。治療効果の予測は、現在の標準治療で治療すべきか、新規治療薬ま

で待つべきか判断する基準となる。これらの予測モデルにより、どのような患者さんをどのよ

うな治療薬で、いつまで治療すべきかが明確となる。

（本演題内容に関連する発表者の利益相反：なし）



－４７－

ご略歴 黒崎 雅之 先生

学歴

昭和６２年３月 東京医科歯科大学医学部卒業

職歴

昭和６２年 東京医科歯科大学医学部 第二内科入局

平成７年 東京医科歯科大学医学部 第二内科助手

平成１１－１２年 文部科学省 学術調査官（併任）

平成１３年 東京医科歯科大学医学部 消化器内科助手、医局長

平成１５年６月 武蔵野赤十字病院 消化器科 副部長

平成２１年４月 武蔵野赤十字病院 内視鏡センター長（併任）

平成２２年４月 武蔵野赤十字病院 消化器科 部長

平成１８年～ 東京医科歯科大学 臨床准教授（併任）

厚労省研究班員

平成１９年～ 「テーラーメイド治療を目指した肝炎ウイルスデータベース構築に関する

研究（研究代表者：田中靖人）」

平成２０年～ 「データマイニング手法を用いた効果的なC型肝炎治療法に関する研究

（研究代表者：泉 並木）」

平成２１年～ 「B型肝炎ジェノタイプA型感染の慢性化など本邦における実態とその

予防に関する研究班（研究代表者：溝上雅史）」

学会活動

日本内科学会認定専門医、指導医

日本消化器内視鏡学会専門医、指導医、関東支部評議員

日本消化器病学会専門医、指導医、評議員

日本肝臓学会専門医、指導医、評議員

受賞暦

平成７年共済医学会研究奨励賞

平成９年国際科学振興財団フォーラム第５回浜名湖シンポジウム研究奨励賞

平成１２年国際科学振興財団フォーラム第８回浜名湖シンポジウム研究奨励賞

平成１２年ウイルス肝炎研究財団研究奨励賞

平成１３年 Liver forum in Kyoto 研究奨励賞

平成１８年Hepatology Research 賞

平成２０年第４４回日本肝臓学会総会優秀演題賞

平成２０年日本肝臓学会冠Award シェリング・プラウAward 臨床分野優秀賞

平成２０年 Liver forum in Kyoto 研究奨励賞



－４８－

〈メ モ〉


