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ご　挨　拶

　この度、第 50 回日本消化器病学会甲信越支部例会および第 27 回日本消化器病学会甲

信越支部教育講演会を開催させていただくことになり、大変光栄に存じます。

　春の例会では、初めて専門医セミナーも同時開催となり、一般演題、教育講演会を含め、

� 日で行うには、かなり盛りだくさんの内容になりました。一般演題も、研修医の応募

が 9 題、専修医（後期研修医：3 － 5 年目）の応募は �9 題、全体で 53 題と例年になく

多くの数が集まりました。若手医師の意欲と、指導される先生方の熱意の表れかと思わ

れ、甲信越支部消化器病診療のますますの充実が期待されるかと思います。なお、研修

医・専修医優秀演題は、抄録のみで選ぶのは難しかったのですが、きちんと考察がされ

ていたかを基準の一つとしました。

　先に述べましたように、一般演題が多数となり、また、専門医セミナー、教育講演会

とタイトなスケジュールとなりましたので、やむを得ず一般演題は 2 会場で同時進行と

なりました。このため、消化器全般を学ぶという趣旨は叶いませんでした。また、時間

も � 題 8 分（発表 5 分、討論 3 分）と決して十分とはなりませんでした。短い時間でも、

若手医師を温かく育てていくような建設的な討論をお願いいたします。

　専門医セミナーは、信州大学移植外科の池上先生に、「肝移植の適応基準―とくに脳

死肝移植の選択基準の改正点を中心に」と題してお話していただくことになりました。

消化器専門医として、患者や家族から相談を受けることもあると思いますので理解して

おくことが必要かと思います。

　教育講演会は、それぞれの分野で新進気鋭の先生方に、「胃の拡大内視鏡観察」「IgG4

関連疾患の画像所見」「腹腔鏡下肝・膵切除」のご講演をお願いし、ご快諾いただきました。

実践的な、素晴らしいご講演になると思います。ぜひとも多くの先生方のご参加をお願

いいたします。

　ランチョンセミナーでは、昨年末に承認された話題の新薬を加えた「C 型慢性肝炎の

新規治療法の実際」を虎の門病院　肝臓センター部長の鈴木文孝先生にお話しいただく

ことになりました。まだ治療は始まったばかりであり、また、入院など制約も多いので

すが、多くの患者が期待している治療です。経験豊かな先生ですのできっと参考になる

と思います。

　最後に、会員の皆様にとって、本例会が実り多きものとなりますよう祈念しております。

	 第 50 回日本消化器病学会甲信越支部例会

	 第 27 回日本消化器病学会甲信越支部教育講演会

会長　吉澤　　要
（国立病院機構　信州上田医療センター　地域医療教育センター）
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学会場案内

会場：	信州大学医学部付属病院	外来棟４階	大会議室・中会議室
	 長野県松本市旭3-1-1	TEL.	0263-35-4600

JR松本駅から	●バスターミナル１番線から「信大横田循環線」バスにて「信州大学前」下車	············約 15分
	 　詳しくはアルピコグループのホームページをご確認ください。
	 ●松本駅前バス停から「北市内線」バスにて「信大病院南口」下車	·······························約 15分
	 ●松本駅からタクシーで	·········································································································約 10分
自　動　車	 ●松本インターより	··································································約 20分
	 ●豊科インターより	··································································約 20分	（国道 143号使用の場合）
	 ●上田方面より三才山トンネル経由	·······································約 80分
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会員ならびに演者の先生方へのお願い

Ⅰ．会員の先生方へのお願い

１．当日会場整理費として �,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 �,000 円を徴収させていただきます。

２．参加者には日本消化器病学会支部例会・教育講演会の参加証をお渡しいたします。参加証に

は所属、氏名を記入してください。会場内では参加証を必ずご着用ください。学会参加証は日

本消化器病学会専門医の申請・更新に必要ですので、大切に保管してください。

３．質問やコメントがある場合にはあらかじめ会場に設置してあるマイクの前でお待ちください。

４．原則として、特別な場合を除いて演者への謝辞は不要です。

Ⅱ．座長の先生方へのお願い

１．座長の先生は予定時間の 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．� 演題につき 8 分の持ち時間を厳守の上、実質的な討論をお願い致します。

Ⅲ．演者の先生方へのお願い

１．口演時間は 5 分、討論時間は 3 分です。時間厳守でお願いいたします。

２．口演はすべてコンピューターによるプレゼンテーションに限ります（１面）。

３．演者の先生は口演予定時間の１時間前までにコンピューターまたはメディア（CD-R あるい

は USB）を PC 受付に持参し、動作確認を行ってください。

４．用意しますコンピューターの OS とアプリケーションは以下の通りです。

	 　OS：Windows	XP、Vista、7

	 　アプリケーション：Microsoft	PowerPoint	2003/2007/20�0

５．文字化けを防ぐために下記の 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

６．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。

７．動画ファイルは Windows	Media	Player	で再生可能なものに限ります。
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８．ご自身の PC	を持参される場合は、電源アダプターを持参され、予め省電力ならびにパスワー

ド、スクリーンセーバー設定は解除しておいてください。外部出力端子は Mini	D-sub�5	ピン

となります。

９．演者は前の演者が口演開始後、次演者席にお着きください。

※学会出席時にはこの抄録集をご持参ください。

日時：	20�2 年 5 月 26 日㈯　�9：00 ～（教育講演会終了後）

会場：	レストラン　ソレイユ（信州大学附属病院外来棟 5 階）

TEL：	0263-36-7490

会費：	評議員 5,000 円、一般会員 3,000 円

	 学会受付時あるいは懇親会会場でお支払いください。

 合同懇親会のお知らせ 
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【第 1 会場】大会議室
開会の挨拶	 8：55	～	 9：00	 会長　吉澤　　要

《午前の部》
	 時間	 演題番号	 座長
腹膜　他	 9：00	 ～	 9：42	 １～５	 宮林　秀晴
大腸 �	 9：42	 ～	 �0：�6	 ６～９	 石曾根　聡
大腸 2	 �0：�6	 ～	 �0：42	 �0～�2	 飯合　恒夫
小腸	 �0：42	 ～	 ��：08	 �3～�5	 森　　義之
食道・胃 �	 ��：08	 ～	 ��：40	 �6～�9	 神田　達夫

ランチョンセミナー	12：00	～	13：00	 大会議室

専門医セミナー	 13：10	～	14：10	 大会議室

《午後の部》
	 時間	 演題番号	 座長
胃 2	 �4：20	 ～	 �4：46	 20～22	 山口　達也
胃 3・リンパ腫	 �4：46	 ～	 �5：26	 23～27	 佐藤　祐一

研修医奨励賞授与式	 �5：35	 ～	 �5：45
閉会の挨拶	 �5：45	 ～	 �5：50	 会長　吉澤　　要

第 50 回　日本消化器病学会甲信越支部例会
スケジュール　　平成 24 年 5 月 26 日㈯

第 27 回　日本消化器病学会甲信越支部教育講演会
大会議室　15：50 ～ 18：50

合同懇親会
レストラン ソレイユ　19：00 ～

【第 2 会場】中会議室
《午前の部》
	 時間	 演題番号	 座長
膵 �	 9：00	 ～	 9：34	 28～3�	 村木　　崇
膵 2	 9：34	 ～	 �0：08	 32～35	 岡本　廣挙
肝 �	 �0：08	 ～	 �0：42	 36～39	 横山　隆秀
肝 2	 �0：42	 ～	 ��：08	 40～42	 須田　剛士
肝 3	 ��：08	 ～	 ��：32	 43～45	 井上　泰輔

評議員会	 12：00	～	13：00	 中会議室

《午後の部》
	 時間	 演題番号	 座長
肝 4	 �4：20	 ～	 �4：54	 46～49	 梅村　武司
肝 5	 �4：54	 ～	 �5：26	 50～53	 小松　通治
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第 50 回　日本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

第 1 会場（大会議室）　午前の部

腹膜 他　9：00～9：42　　座長　宮林　秀晴（国立病院機構 まつもと医療センター 松本病院 消化器内科）

１	 Merkel 細胞癌発症 5 年後に腹腔内リンパ節に再発を来した 1 例
	 相澤病院　卒後臨床研修センター　二川　隼人　研）

２	 繰り返す再発に対して手術と化学療法にて良好な成績が得られた S 状結腸間膜平滑筋肉腫
切除後，腹膜転移の一例

	 信州大学　医学部　消化器外科　増尾　仁志　専）

３	 プロテイン C 欠乏症による上腸間膜静脈血栓症の 1 例
	 長野市民病院　消化器内科　長屋　匡信
４	 総肝動脈瘤に対して血管内治療を施行した一例
	 伊那中央病院　消化器内科　丸山　敦史
５	 小腸 GIST を合併した von	Recklinghausen 病にみられた paraganglioma の 1 例
	 済生会新潟第二病院　消化器内科　広瀬　奏恵　専）

大腸 1　9：42 ～ 10：16　　座長　石曾根　聡（信州大学　消化器外科）

６	 当院における大腸内視鏡検査後 5 年以内に発見された浸潤性大腸癌の臨床的特徴と透明
フードを使用した大腸内視鏡検査スクリーニング法の有用性

	 昭和伊南総合病院　消化器病センター　堀内　　朗
７	 特徴的な X 線所見を呈した 4 型大腸癌の 2 症例
	 下越病院　消化器科　入月　　聡
８	 S 状結腸印環細胞癌の一例
	 篠ノ井総合病院　外科　小山　　誠　専）

９	 腹直筋皮弁再建が有効であったフルニエ壊疽合併直腸癌の一例
	 まつもと医療センター松本病院　外科　中川　　幹

大腸 2　10：16 ～ 10：42　　座長　飯合　恒夫（新潟大学　消化器外科）

10	 肺癌の虫垂転移、腹壁転移の 1 切除例
	 山梨大学　医学部　消化器、乳腺・内分泌外科　原井　正太　研）

11	 非観血的整復が可能であった成人特発性腸重積症の 1 例
	 岡谷市民病院　外科　藤井　大志　専）

12	 便秘が原因と考えられた壊死型虚血性腸炎の 1 例
	 長野県立木曽病院　内科　中村　麗娜　専）

小腸　10：42 ～ 11：08　　座長　森　　義之（山梨大学　第一外科）

13	 診断に長期間を要したクローン病の一例
	 安曇野赤十字病院　消化器内科　須藤　貴森
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14	 穿孔を契機に発見された小腸悪性リンパ腫の 3 例
	 済生会新潟第二病院　消化器内科　阿部　寛幸　専）

15	 保存的治療で軽快した胆石イレウスの 2 症例
	 山梨県立中央病院　消化器内科　佐野　瑛貴　研）

食道・胃 1　11：08 ～ 11：40　　座長　神田　達夫（新潟大学　消化器外科）

16	 苛性ソーダ液服用後の緊急内視鏡が、救命と受傷範囲の把握に有効であった腐食性食道炎の
1 例

	 長野赤十字病院　消化器科　藤澤　　亨
17	 緊急手術を行った胃周囲多発膿瘍の 1 例
	 NHO まつもと医療センター　松本病院　松村　任泰　専）

18	 胃壁内転移を認めた胃癌の 1 例
	 山梨大学医学部第一外科　赤池　英憲
19	 胃内分泌細胞癌の 1 例
	 長野県立木曽病院　外科　小山　佳紀

午後の部

胃 2　14：20 ～ 14：46　　座長　山口　達也（市立甲府病院　消化器内科）

20	 胃 GIST 術後 22 年目に肝転移を来たした 1 例
	 新潟県立新発田病院　瀧澤　一休
21	 特異な形態を呈した胃底腺型胃癌の一例
	 山梨大学　医学部　第一内科　中岫奈津子　専）

22	 健常成人に発症したサイトメガロウイルス感染症による肝炎合併胃十二指腸病変の 1 例
	 柏崎総合医療センター　高橋　祥史　専）

胃 3・リンパ腫　14：46 ～ 15：26　　座長　佐藤　祐一（新潟大学　第三内科）

23	 胃癌に胃 MALT および甲状腺悪性リンパ腫を発症した 1 例
	 長野県立木曽病院　内科　西川　明宏　研）

24	 Helicobacter heilmannii 陽性胃 MALT リンパ腫の 1 例
	 信州大学医学部附属病院　消化器内科　岡村　卓磨
25	 胃原発 T 細胞性リンパ腫の一例
	 柏崎総合医療センター　林　　和直
26	 HIV 陰性患者に発症した胃原発 Plasmablastic	Lymphoma（PBL）の一例
	 相澤病院　竹村　勇治　専）

27	 アムルビシンが奏功した高齢者後腹膜悪性リンパ腫の 1 例
	 長野県立木曽病院　外科　稗田　太郎　研）
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第 2 会場（中会議室）　午前の部

膵 1　9：00 ～ 9：34　　座長　村木　　崇（信州大学　消化器内科）

28	 特異な膵管像を呈した自己免疫性膵炎の一例
	 信州大学医学部附属病院　消化器内科　関口　智裕　専）

29	 主膵管損傷を伴う外傷性膵損傷における膵管ステントの意義
	 都留市立病院外科　岡本　廣挙
30	 肝内胆管癌との鑑別が問題となった肝炎症性偽腫瘍の 1 例
	 山梨大学　医学部　第 � 内科　倉富　夏彦　専）

31	 術後 19 年目に消化管出血を契機に発見された腎細胞癌の多発膵転移の 1 例
	 飯田市立病院　消化器内科　玉井　方貴　専）

膵 2　9：34 ～ 10：08　　座長　岡本　廣挙（都留市立病院　外科）

32	 急速に進行し剖検にて診断した退形成性膵管癌の 2 例
	 JA 長野厚生連篠ノ井総合病院　消化器科　児玉　　亮
33	 膵管出血を来たした膵頭部浸潤性膵管癌の一例
	 新潟県立十日町病院　外科　中嶌　雄高
34	 膵原発 clear	cell	carcinoma の一例
	 諏訪赤十字病院　外科　三原　基弘
35	 膵嚢胞として発見された膵神経内分泌腫瘍の 1 例
	 山梨大学医学部第一内科　加藤　　亮　専）

肝 1　10：08 ～ 10：42　　座長　横山　隆秀（信州大学　消化器外科）

36	 当院における巨大肝嚢胞（径 10cm 超）に対する治療法の年次的推移
	 千曲中央病院　内科　宮林　千春
37	 発育経過を振り返ることのできた肝血管筋脂肪腫の 1 例
	 新潟市民病院　消化器内科　佐藤　里映　専）

38	 赤血球増加症を呈し肝へ直接浸潤した褐色細胞腫の一例
	 諏訪赤十字病院　消化器科　武井　智美　研）

39	 小腸 GIST 術後 7 年目に発症した肝転移に対し肝切除した 1 例
	 山梨大学　第一外科　宮澤　智美　研）

肝 2　10：42 ～ 11：08　　座長　須田　剛士（新潟大学　第三内科）

40	 血球貪食症候群と輸血不応症を伴う血管内大細胞型 B 細胞リンパ腫の診断に頸静脈的肝生
検が有効であった 1 例

	 信州大学消化器内科　齋藤　博美　専）

41	 動脈塞栓術が有効であったアルコール性肝硬変に合併した特発性腸骨筋血腫の 1 例
	 県立十日町病院　外科　染野　泰典
42	 肝動脈瘤切迫破裂を契機に発見された結節性多発動脈炎の一例
	 厚生連　長岡中央綜合病院　消化器内科　高橋　一也　専）
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肝 3　11：08 ～ 11：32　　座長　井上　泰輔（山梨大学　第一内科）

43	 甲状腺機能亢進症に伴った肝不全の 1 例
	 山梨大学　医学部　第一内科　高田ひとみ　専）

44	 肝炎型原発性胆汁性肝硬変の一例
	 長野中央病院　松村真生子
45	 急性肝炎で発症した自己免疫性肝炎の 1 例
	 まつもと医療センター　松本病院　内科　小林　正和

午後の部

肝 4　14：20 ～ 14：54　　座長　梅村　武司（信州大学　消化器内科）

46	 Hodgkin 病加療中に HBV が再活性化した 1 例
	 長野市民病院　消化器内科　倉石　康弘　研）

47	 当院にて免疫抑制療法中の関節リウマチ（RA）患者における B 型肝炎感染状況と対策
	 丸の内病院　消化器内科　山本　香織
48	 インターフェロン治療を行った B 型慢性肝炎の 3 例
	 新潟県厚生連　魚沼病院　内科　高橋　　達
49	 PEG-IFN α 2b+RBV	72 週治療後に早期再燃したが、PEGASYS 少量長期投与にて SVR

に至った C 型慢性肝炎の 1 例
	 新潟市民病院　消化器内科　和栗　暢生

肝 5　14：54 ～ 15：26　　座長　小松　通治（信州大学　消化器内科）

50	 顆粒球除去療法を施行した重症型アルコール性肝炎の一例
	 新潟大学大学院　医歯学総合研究科　消化器内科学分野　今井　径卓
51	 腫瘍内出血をきたし非典型的な画像所見がみられた肝細胞癌の検討
	 山梨大学　医学部　第一内科　田中　佳祐　専）

52	 Cool-tip 1cm 電極針が有用であった肝細胞癌の 1 例
	 市立甲府病院　消化器内科　雨宮　史武
53	 短期間に急速な腹膜播種をきたした NASH 肝細胞癌の 1 剖検例
	 済生会新潟第二病院消化器内科　戸塚雄一朗　研）



一　般　演　題
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１

腹膜 他　9：00 ～ 9：42　　座長　宮林　秀晴（国立病院機構	まつもと医療センター	松本病院	消化器内科）

Merkel 細胞癌発症 5 年後に腹腔内リンパ節に再発を来した 1 例

二川　隼人 �）、山本　智清 2）

�）相澤病院　卒後臨床研修センター、2）相澤病院　消化器内科

【症例】76 歳、男性【主訴】腰痛、食欲低下【現病歴】平成 �8 年に左前額部 Merkel 細胞癌に対する
外科的摘出術を施行され、当院受診前日に 5 年間のフォローが終了していた。2 週間ほど前から左腰
背部痛が増強しており、同時に食欲の低下も自覚していたため平成 23 年 8 月 X 日当院救急外来を受
診した。腹部造影 CT にて胃小弯側、肝十二指腸間膜沿い、腹腔動脈周囲～傍大動脈領域～両総腸骨
動脈領域に多数のリンパ節腫大を認め、悪性リンパ腫が疑われ、同日当院消化器内科入院となった。
入院数日後に EUS-FNA にて採取した組織片の病理像は HE 染色にて、核細胞質比の高い小細胞腫瘍
塊が認められ、小細胞癌の所見であった。免疫染色では、腫瘍細胞は CK20 陰性、CAM5.2、AE�/
AE3、c-kit、Chromogranin	A、NSE 陽性であり神経内分泌癌と診断された。Merkel 細胞癌の既往
があることから、同癌の再発と診断した。9 月 2� 日より化学療法（CPT��+CDDP）を開始し、LDH
や NSE の低下は得られたが、骨髄抑制などの副作用が強く、2 クール目以降の治療は中止し、緩和
治療の方針となった。その後は悪液質が進行し、�2 月 X 日死亡した。【考察】Merkel 細胞の正確な
起源・機能については未だに研究段階であるが、上皮と神経内分の両方の起源の特徴を持ち、触覚感
度機能を有する細胞に発生する。Merkel 細胞癌は皮膚悪性腫瘍の中では近年増加傾向にあるが、米
国全体での新規発症例も年間約 �500 例と非常に稀な悪性腫瘍である。Merkel 細胞癌のリンパ節転移
は半数に生じると言われているが、診断から 2 年以内に生じることがほとんどとされる。今回 5 年間
の追跡が終了した Merkel 細胞癌患者で腹腔リンパ節再発を来たした非常に稀な � 例を経験したので
報告する。

２ 繰り返す再発に対して手術と化学療法にて良好な成績が得られた S 状結腸
間膜平滑筋肉腫切除後，腹膜転移の一例

増尾　仁志 �）、小出　直彦 �）、鈴木　彰 �）、奥村　征大 �）、竹内　大輔 �）、唐沢　文寿 �）、上原　剛 2）、宮川　眞一 �）

�）信州大学　医学部　消化器外科、2）信州大学　医学部　附属病院　臨床検査部

【はじめに】第 46 回日本消化器病学会甲信越支部例会にて，切除後数ヶ月で急速に増大する腹膜転移
を認めた S 状結腸間膜平滑筋肉腫の � 例を報告した。今回，同症例の繰り返す再発に対して計 5 回
の手術とイホマイド・アドリアシン（IA）療法により良好な成績が得られたので報告する．【症例】
初発時年齢が 57 歳の女性．腹部腫瘤を主訴に来院した．腹部 CT にて S 状結腸間膜背側に 60 × 43
× 52mm の不均一に造影される境界明瞭な腫瘤を認め，FDG-PET では腫瘍に一致して強い集積を
認めた．S 状結腸間膜腫瘍の診断にて手術を施行した．組織学的には、α-SMA 陽性，desmin 陽性，
h-caldesmon 陽性，calponin 陽性，c-kit 陰性，CD34 陰性，S-�00 陰性であり，平滑筋肉腫と診断された．
初回手術後 9 ヶ月，�3 か月，�7 か月目に再発する腹膜転移巣に対して，切除手術を行った．初回手
術後 �9 か月目に行った腹部 CT で横行結腸間膜に再発巣が指摘された．ご本人・ご家族と相談の上，
IA 療法を行うこととした．IA 療法を 4 コース行ったところ 64 × 36mm の腫瘤が 24 × �2mm に縮
小したほか，新規転移巣の出現が認められなかったため，初回手術より 24 か月目に 5 回目の腫瘤摘
出術を行った．いずれの腫瘍も初回と同様の組織像・免疫染色像を呈し、平滑筋肉腫の腹膜再発と診
断された。Ki-67 陽性率は初回 60%，以降，43%，49%，40%，36%であった．最終手術後，補助化学
療法として IA 療法を � 回施行した．IA 療法では Grade	3 の白血球減少や好中球減少が認められたが，
G-CSF 投与にて回復可能であった．初回手術より 34 か月，最終手術より 9 か月経過した現在無再発
生存中である．【考察】消化管平滑筋肉腫において，Ki-67 陽性率が �0%を越えるものは予後が極め
て悪く，� 年以内に再発・転移を起こすとする報告がなされている．本例は Ki-67 陽性率が 30%以上
と高値であり，繰り返す再発増大傾向を認めたが，計 5 回の手術と IA 療法により良好な成績が得ら
れた．
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３ プロテイン C 欠乏症による上腸間膜静脈血栓症の 1 例

長屋　匡信 �）、成本　壮一 2）、須澤　兼一 �）、原　悦雄 �）、神保　陽子 �）、多田井　敏治 �）、関　亜矢子 �）、越知　泰英 �）、
長谷部　修 �）

�）長野市民病院　消化器内科、2）長野市民病院　消化器外科

　症例は 82 歳男性。20�� 年 �� 月初めより食欲低下、腹部鈍痛及び嘔吐を認め近医を受診、精査加
療目的に当院を紹介受診された。血液検査上白血球	20�90/μl、CRP	��.3mg/dl と高値であり、入院
での抗生剤・補液加療を開始した。第 � 病日に吐血があり、上部消化管内視鏡検査を行ったが出血源
は不明であった。腹部造影 CT 検査にて、上腸管膜静脈・門脈・脾静脈に広範な血栓を認め、小腸の
虚血性変化を伴っており、消化管出血は上部空腸の虚血によるものが考えられた。第 2 病日に経皮経
肝門脈造影、上腸間膜動脈造影を行ったが、上腸間膜静脈は完全閉塞の状態であった。可能な限りの
血栓除去と血栓溶解療法を行い、低分子へパリンの全身投与と経皮経肝門脈カテーテルからのへパリ
ン投与を行った。保存的治療により小腸壊死を回避でき、第 22 病日の腹部造影 CT 検査では小腸の
浮腫は消失し、血栓も著明に縮小していた。食事摂取可能となり、第 24 病日よりワーファリンを開始、
第 42 病日に退院された。血栓の原因として、治療開始前の血液検査にてプロテイン C 抗原、活性と
も著明に低下しており、プロテイン C 欠乏症による静脈血栓症と診断した。20�2 年 � 月に入り、食
後の嘔吐が頻回となり、再入院された。腹部造影 CT 検査にて上部空腸に瘢痕狭窄を認め、口側腸管
の著明な拡張を認めていた。血栓は消失しており、虚血後変化による瘢痕狭窄と判断し、小腸部分切
除を行った。今回われわれは、プロテイン C 欠乏症により、門脈・脾静脈まで広範な血栓を認めた
上腸間膜静脈血栓症を経験したので報告する。

４ 総肝動脈瘤に対して血管内治療を施行した一例

丸山　敦史 �）、井上　勝朗 �）、城崎　輝之 �）、芳澤　淳一 2）、荻原　裕明 2）、中山　中 2）、竹内　信道 2）

�）伊那中央病院　消化器内科、2）伊那中央病院　外科

　症例は 85 歳女性。Home	doctor でたまたま施行された腹部超音波検査で上腹部に嚢胞状病変を指
摘され精査目的に紹介となった。既往歴では 46 歳に子宮摘出術、家族歴に特記事項なし。現症では
胸腹部に異常所見を認めなかった。血液生化学検査でも異常所見を認めなかった。腹部 CT 所見か
ら総肝動脈の径 40mm 超の動脈瘤と診断した。無症候性であり年齢を考慮し血管内治療を選択した。
腹腔動脈造影で動脈瘤が描出され頚部は �5mm、内腔径は 25mm であった。試験的に腹腔動脈根部
をバルーンで閉塞し上腸間膜動脈造影を施行したところ逆行性に胃十二指腸動脈を介して固有肝動脈
への血流が確認できた。瘤と胃十二指腸動脈間の距離が短いため瘤内に計 29 本のコイルを留置して
手技を終了した。特に重篤な合併症を認めず外来で経過観察中である。総肝動脈瘤は稀な疾患で本邦
でも百数十例、欧米でも 4 百数十例程度の報告があるのみである。成因として医原性が大多数を占め
るが近年は segmental	arterial	mediolysis が注目されるようになってきている。本症例のように無症
候性で画像検査の際に偶然指摘されるケースが多いが破裂で発見された場合は致死率が �/3 程度と高
いことが報告されており注意を要する。以前は外科的に切除されていたが最近は血管内治療が選択さ
れることが増えつつある。
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５ 小腸 GIST を合併した von Recklinghausen 病にみられた paraganglioma
の 1 例

広瀬　奏恵 �,	2）、窪田　智之 �）、本間　照 �）、関　慶一 �）、石川　達 �）、吉田　俊明 �）、上村　朝輝 �）、太田　宏信 3）、
武者　信行 4）、酒井　靖夫 4）、石原　法子 5）、青柳　豊 2）

�）済生会新潟第二病院　消化器内科、2）新潟大学　大学院　消化器内科、3）厚生連村上病院　内科、4）済生会新潟第二病
院　外科、5）済生会新潟第二病院　病理診断科

　70 歳代、女性。20 歳時 vonRecklinghausen 病と診断された。4 年前心窩部痛精査の結果、十二指
腸に 5cm 越の粘膜下腫瘍を認め腫瘍切除術が施行された。上部小腸にも小腫瘤が散在し、2cm 前後
の 5 個も一緒に切除され、Vimentin、CD34、KIT、Bcl-2 び漫性陽性で GIST と診断された。術前
CT で右横隔膜脚と下大静脈の間に 24cm 大の腫瘤が指摘され、経過観察となった。CT 上 �6 カ月後
3�mm、30 カ月後 39mm、37 カ月後 45mm と増大し、再手術を勧めたが本人は拒否。NF-�	GIST で
は imatinib の有効性は期待しがたいとされているが反応した症例も報告されており 400mg/ 日を 2
カ月投与後再評価することとした。3 カ月後腫瘤は 50mm と増大していたため、本人の同意を得て手
術となった。切除標本は 55mm 大、腫瘍は毛細血管に囲まれた均一な小型細胞の胞巣状構造を示し、
腫瘍細胞は好酸性顆粒状細胞質を有していた。Grimelius 染色陽性、Masson-Fontana 染色陽性、免
疫染色は内分泌マーカーにび慢性陽性、CD34 陰性、KIT 陰性で、GIST ではなく paraganglioma と
診断された。Ki67 標識率は 2-3/HPF と低値であった。4 年前に切除された GIST と比較すると GIST
は多血性腫瘤として描出されたが、paraganglioma は造影効果の乏しい腫瘤として描出された。von	
Reckinghausen 病（NF-�）では GIST も好発し 5-25%にみられると報告されている。個々の腫瘤の特
性を丁寧に評価することの重要性を認識させられた症例であった。
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６

大腸 1　9：42 ～ 10：16　　座長　石曾根　聡（信州大学　消化器外科）

当院における大腸内視鏡検査後 5 年以内に発見された浸潤性大腸癌の臨床
的特徴と透明フードを使用した大腸内視鏡検査スクリーニング法の有用性

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】大腸内視鏡検査は、大腸癌スクリーニングのためのゴールドスタンダード検査法として広く
使用されているが、近年、左側結腸癌に比べて、右側結腸癌の発見率が低いことが報告されている。
しかし、その原因が大腸内視鏡検査法自体の拾い上げ能に由来するのか、あるいは大腸癌の生物学的
特徴に由来するのかなどは明らかでない。本研究では、大腸内視鏡検査後に発見された浸潤性大腸癌
の臨床的特徴を明らかにすることと大腸腺腫発見率を上げるために施行している透明フードを使用し
た検査法の有用性を検討した。【方法】当院で 2005 年から 2009 年の期間に施行された大腸内視鏡検
査にて発見された浸潤性大腸癌症例の臨床的特徴を後方視的に検討した。また、2009 年にスクリー
ニング目的に施行された大腸内視鏡検査のうち、透明フード使用群 �085 例、未使用群 �056 例の大腸
腺腫発見率を後方視的に比較検討した。尚、この後方視研究は当院の倫理委員会の承認を受けている。

【成績】大腸内視鏡検査 �0�48 例のうち、大腸内視鏡検査後 5 年以内に発見された浸潤性大腸癌は 9
例（左側結腸癌 3 例、右側結腸癌 6 例（67%））。一方、以前の大腸内視鏡検査歴なしに発見された浸
潤大腸癌は 202 例（左側 �29 例、右側 45 例（22%））であった。フード使用群と未使用群の 2 群間に
おける症例背景には有意な差を認めなかった。大腸腺腫を有した症例数は、フード使用群 28.5%、未
使用群 25.5%で有意な差を認めなかったものの（p=0.39）、フード使用群では未使用群に比べて大腸
腺腫の総発見数は有意に増加した（546	vs.	450,	p ＜ 0.0�）。フード使用群では右側結腸の大腸腺腫発
見率が高い傾向にあった。【結論】大腸内視鏡検査後 5 年以内に発見された浸潤性大腸癌は右側結腸
癌が多かった。透明フードを使用した大腸内視鏡検査法は、右側結腸の大腸腺腫発見率を向上させる
ことによって大腸腺腫の総発見数を有意に増加させた。

７ 特徴的な X 線所見を呈した 4 型大腸癌の 2 症例

入月　聡 �）、河内　邦裕 �）、山川　良一 �）、味岡　洋一 2）

�）下越病院　消化器科、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

【症例 �】60 代男性。40 代の時に胃潰瘍の既往がある。20�� 年 7 月頃から便秘・腹部膨満があり、9
月入院した。下部消化管内視鏡検査にて S 状結腸に全周性に壁の肥厚、硬化および狭窄を認めた。生
検では Adenocarcinoma（por2）,SM	invasive であった。注腸造影では S 状結腸に約 30cm にわたり
区域性に狭窄・拡張不良・壁不整を認めた。腹部 CT で S 状結腸に壁の肥厚および左尿管の拡張・水
腎症、腎周囲に炎症の波及を認め、傍大動脈リンパ節の腫大を認めた。以上より 4 型 S 状結腸癌お
よび尿管浸潤による左腎周囲炎と診断した。抗生剤投与などで全身状態を改善したのちに全麻下に開
腹術を施行した。腫瘍は S 状結腸を中心に直腸の腹膜板翻転部まで瀰漫性に浸潤し、40 ～ 50cm に
わたり壁が全周性に肥厚・硬化していた。腸間膜と後腹膜への浸潤が著しく切除不能であり、横行結
腸に双孔式人工肛門を造設して終了した。その後 XELOX ＋ Bevacizumab による化学療法を開始し
た。現在化学療法継続中である。【症例 2】70 代男性。既往歴に特記すべき事項なし。日本酒 400ml
～ 600ml を毎日飲用していた。20�� 年 �2 月上旬より腹部膨満感を認め当院入院した。腹部 CT にて
多量の腹水、肝表面不整・右葉の委縮、下行結腸から S 状結腸にかけて壁肥厚を疑う所見を認めた。
腹水細胞診で ClassV であった。下部消化管内視鏡検査にて下行結腸に発赤した表面不整隆起とその
周囲に上皮は正常で粘膜下腫瘍様の多発する隆起を認め、全周性に壁の硬化、拡張不良を認めた。生
検にて Adenocarcinoma（por2,	sig）であった。注腸造影では下行結腸から横行結腸左側に約 25cm
にわたり狭窄・拡張不良・壁不整を認めた。以上より 4 型下行結腸癌・癌性腹膜炎およびアルコール
性肝硬変と診断された。全身状態不良で積極的な治療は行えず、緩和療法を行い入院 23 病日に死亡
した。【まとめ】4 型大腸癌は全大腸癌の �%程度と頻度は低いものの診断時はすでに進行した状態の
ことが多く予後は不良である。今回我々は注腸造影にて長い区域性の狭窄像を呈した 4 型大腸癌を 2
例経験したので文献的考察を加えて報告する。
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８ S 状結腸印環細胞癌の一例

小山　誠、池野　龍雄、大野　晃一、鈴木　一史、斉藤　拓康、五明　良仁、坂口　博美、宮本　英雄
篠ノ井総合病院　外科

　症例は 64 歳、男性。以前より便潜血を指摘されていたが精査は受けていなかった。20�� 年 5 月、
便秘を主訴に近医を受診した。下部消化管内視鏡検査を施行され、S 状結腸に全周性 4 型病変を認め、
生検にて印環細胞癌と診断された。また肛門側に2ヶ所ポリープを認めた。加療目的に当科紹介となっ
た。なお上部消化管内視鏡検査は慢性胃炎、食道裂孔ヘルニアを認めるのみであった。術前 CT 精査
にて漿膜浸潤及び傍大動脈リンパ節転移が疑われ、臨床病期は SE	N3	M�	StagIV であった。今後狭
窄、イレウスとなる危険性が高いと判断したため、切除あるいは人工肛門造設を予定した。手術所見
で腫瘍の切除は可能であり、低位前方切除術を施行した。病理組織学的所見は S 状結腸印環細胞癌、S,4
型	SS,	ly3,	v3,	n2,	M�,	CY（+）	StageIV であった。またポリープは Cancer	in	adenoma であり、高分
化型腺癌に一部印環細胞癌が含まれる所見であった。経過中腫瘍マーカーの上昇はなく、画像評価
を治療効果判定の指標とした。術後化学療法として FOLFIRI、Panitumumab を開始した。術後 6 カ
月、FOLFIRI�2 コース、Panitumumab�0 コース投与後、PET　CT にて術前に認めた傍大動脈リン
パ節への集積は消失し、その他異常集積は認めなかった。術後 �0 カ月現在、FOLFIRI�8 コース投与後、
CT にて明らかな再発所見は認めず、CR を維持している。結腸印環細胞癌は全大腸癌の 0.32%と稀
な疾患である。壁深達度が高く、静脈、リンパ管侵襲も高度にみられるのが特徴であり、進行した段
階で発見されることが多い。予後も他の大腸癌と比し悪いことが多い。また治療方針、特に化学療法
については一定のコンセンサスは得られていない。本症例では �0 カ月現在 CR を維持している。手術、
FOLFIRI、抗 EGFR 抗体を含む化学療法を併用した集学的治療により、結腸印環細胞癌の予後改善
が期待される。

９ 腹直筋皮弁再建が有効であったフルニエ壊疽合併直腸癌の一例

中川　幹、小池　祥一郎、松村　任泰、飯沼　伸佳、北村　宏
まつもと医療センター松本病院　外科

　フルニエ壊疽は主に男性の陰嚢 , 会陰部を中心とする劇症型壊死性筋膜炎であり、発症後は短時間
で敗血症ショックから DIC, 多臓器不全へと移行しやすいため死亡率も高い。今回我々は、直腸癌が
原因となりフルニエ壊疽を合併した症例を経験したので報告する。症例は独居の 60 歳男性で、全身
衰弱により自宅で動けなくなったため当院に救急搬送された。会陰部が組織壊死により深い潰瘍を形
成しており便で汚染された潰瘍部は左大腿部背面に連続していた。CT で直腸から左臀部 , 左大腿部
背側にかけて広範囲の皮下組織の壊死を認め、フルニエ壊疽と診断した。壊死部に直腸が穿破し便が
流出していたため、緊急手術により壊死組織のデブリードマンおよび S 状結腸単孔式人工肛門造設
を行った。術後に行った下部消化管内視鏡検査で直腸 Rb に腫瘍を認め、腫瘍部で直腸壁が穿破して
いた。生検組織は Adenocarcinoma（tub�+tub2）であり、直腸癌に合併したフルニエ壊疽と診断した。
全身状態が改善し、会陰部の壊死組織が脱落し創部が治癒し始めて来た段階で腹会陰式直腸切断術を
施行、会陰部の組織欠損に対して右腹直筋皮弁による会陰部再建術を行った。術後会陰創に MRSA
感染をきたしたが、皮弁の生着は良好で徐々に会陰創は縮小した。直腸癌が穿破した骨盤左側壁に
腫瘍が残存したため、術後化学療法を継続している。フルニエ壊疽の原因となる感染の経路としては、
外陰部周辺の外傷、尿路感染、肛門周囲部や後腹膜腔の感染からの進展が報告されているが、肛門周
囲からの感染の原因の殆どは肛門周囲膿瘍および痔瘻であり、直腸癌が原因となった症例の報告は本
邦で �3 例目である。フルニエ壊疽の治療の基本はデブリードメントと抗生剤投与であるが、本症例
のように進行癌が原因となる場合は、原疾患の治療も含めた多角的な治療が必要となる。



－ �8 －

10

大腸 2　10：16 ～ 10：42　　座長　飯合　恒夫（新潟大学　消化器外科）

肺癌の虫垂転移、腹壁転移の 1 切除例

原井　正太、飯野　弥、柴　修吾、森　義之、須藤　誠、滝口　光一、藤井　秀樹
山梨大学　医学部　消化器、乳腺・内分泌外科

　今回我々は、肺癌の虫垂転移、腹壁転移に対し、切除を施行した � 例を経験したので、文献的考察
を加え報告する。　症例は 73 歳の男性。20�� 年 4 月、当院呼吸器内科で気管支洗浄液による細胞診
で肺腺癌（T3N2M0）と診断された。化学放射線療法（CDDP ＋ VNR、放射線 70Gy）が施行され、
原発巣は縮小し、経過観察されていた。20�2 年 2 月の CT 検査で、虫垂根部に径 20mm、腹部皮下
脂肪織内に径 ��mm の造影効果を伴う腫瘤を認め、肺癌の転移と診断され、同月化学療法（ペメト
レキセド）が施行された。3 月の CT 検査で、虫垂腫瘍は変化なかったが、腹壁腫瘍は径 �8mm と増
大していた。その後、右下腹部に圧痛を認めたため、当科紹介となった。発熱なく、白血球も正常、
腹膜刺激症状もないこと、原発巣が残存し、腹壁にも転移があることから緊急手術の適応ではないと
判断した。虫垂腫瘍の確定診断のために下部消化管内視鏡検査を予定したが、その前々日 38 度の発
熱を認めた。白血球 �0500/μl、CRP	�6.8mg/dl、右下腹部に反跳痛を認めた。虫垂腫瘍の増大によ
る急性虫垂炎と診断し、同日緊急手術を施行した。開腹時、腹腔内に混濁した腹水を認め、虫垂は腫
大していたが穿孔の所見は認めなかった。虫垂切除術を施行した。腹壁腫瘍も切除した。術後経過は
良好で第 �0 病日に内科へ転科となった。切除標本の病理所見は、虫垂には低分化な腺癌と扁平上皮
癌の増殖を認めた。腹壁腫瘍は低分化な扁平上皮癌の増殖を認めた。いずれも肺癌の転移として矛盾
しない所見と診断された。

11 非観血的整復が可能であった成人特発性腸重積症の 1 例

藤井　大志、荒居　琢磨、佐近　雅宏、阿達　竜介、三輪　史郎、百瀬　芳隆、澤野　紳二
岡谷市民病院　外科

　今回われわれは非観血的整復が可能であった成人特発性腸重積症の � 例を経験したので報告する。
症例は 37 歳、男性。主訴は腹痛。受診前日の午後から臍周囲の自発痛が出現し、軽快しないため翌
日午前に当院救急外来を受診した。腹部診察上腹部は平坦・軟であり圧痛も明らかではなかったが、
腹部 CT および超音波検査所見にて回盲部に target	sign を認めた。以上により、腸重積症の診断で
発症から約 �9 時間後にガストロ注腸造影検査による整復を試みたところ整復し得た。翌日施行した
下部消化管内視鏡検査所見上、盲腸粘膜に発赤・びらんおよび粘膜下浮腫を認めたが、腫瘍はなく
重積の原因は特定できなかった。また同部位からの生検では悪性所見およびその他の特異的所見は認
めなかった。整復後経過は良好であり、第 6 病日に退院となった。退院から 2 週間後に施行した下部
消化管内視鏡検査では、病変部の盲腸粘膜は再生・修復されており、その後も再発なく経過している。
成人腸重積症は腸閉塞の原因の約 �%を占めるが、その約 80 ～ 90%は何らかの器質的病変を伴うと
されており、成人特発性腸重積症はまれな疾患であると考えられる。われわれが医学中央雑誌で「成
人」「特発性腸重積」をキーワードとして �983 年から 20�� 年を対象に検索したところ、34 例の本邦
報告例を確認し得た。本邦報告例の治療内訳は 26 例が開腹手術、3 例が腹腔鏡下整復、� 例が非観血
的整復、4 例が不明であり、外科的治療が大半を占めていた。本症例は CT 検査などの画像診断によ
り発症から比較的早期に確定診断を得ることができたため、非観血的整復が可能であり腸管切除を回
避できたと考えられた。
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12 便秘が原因と考えられた壊死型虚血性腸炎の 1 例

中村　麗娜 �）、西川　明宏 �）、伊東　哲弘 �）、北原　桂 �）、飯嶌　章博 �）、稗田　太郎 2）、秋田　眞吾 2）、小山　佳紀 2）、
河西　秀 2）、久米田　茂喜 2）、小林　基弘 3）、下条　久志 3）

�）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 75 歳女性。20�� 年 8 月、午前 �0 時ごろから間欠的な腹痛が出現したため近医を受診した。
便秘と診断され浣腸を施行された後、ラキソベロンなどを処方され帰宅した。帰宅後ラキソベロン �
本を全て内服したところ、腹痛、冷汗、嘔気が出現したため当院救急外来を受診した。身体所見で
は体温 35.7℃、呼吸数	24 回 /min、腹部全体に軽度圧痛を認めるのみで反跳痛や筋性防御はなかった。
血液検査所見では軽度の白血球上昇を認める以外には大きな異常は認めなかった。腹部 CT 検査では
便の貯留を認めたが、明らかな器質的異常はなく、腸間膜動脈の血栓等も認めなかった。このため便
秘と診断したが腹痛が持続するため絶飲食とし、補液を行い経過観察した。第 3 病日の午前 6 時頃、
血圧低下、脈拍増加、軽度の意識障害を認めショック状態となった。腹部 CT 検査で門脈内、小腸壁
内、静脈内にガス像を認めたため腸管壊死をきたしていると考え緊急手術が施行された。術中所見よ
り上行結腸－右横行結腸壊死、回腸血流障害と診断し、拡大右半結腸切除、回腸ろう造設、横行結腸
ろう造設術を施行した。手術標本肉眼所見では上行結腸から肝彎曲付近にかけて最も強い壊死を認め、
病理組織検査所見では粘膜表層の壊死所見を認めた。静脈内のうっ血が高度であったが明らかな血栓
は認めなかった。術後メロペネムの投与および PMX を施行したが、徐々に全身状態は悪化していき、
第 4 病日に永眠された。壊死型虚血性腸炎などの急性腸間膜虚血症は進行が急速であるにも関わらず
発症初期の身体所見が乏しいことも多く、早期診断、治療に難渋するケースもある。このため致命率
の高い疾患として位置づけられている。今回我々は便秘が原因と考えられた壊死型虚血性腸炎を経験
したため、考察も踏まえて報告する。
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小腸　10：42 ～ 11：08　　座長　森　　義之（山梨大学　第一外科）

診断に長期間を要したクローン病の一例

須藤　貴森 �）、樋口　和男 �）、望月　太郎 �）、一條　哲也 �）、内川　裕司 2）、高山　寛人 2）、島田　良 2）、松下　啓二 2）

�）安曇野赤十字病院　消化器内科、2）安曇野赤十字病院　外科

　症例は 57 歳男性。結核の既往はない。30 歳および 32 歳時に他県にてイレウスの診断で小腸切除
され、その後も � 年に 2 回程度の嘔吐があったが放置されていた。20�� 年 �� 月に腹痛、嘔吐のため
当院に受診された。発熱や体重変化は認めなかった。腹部 CT では回腸の腫大、壁肥厚を認めた。腹
水はなかった。下部消化管内視鏡検査では、バウヒン弁から約 5cm 口側の回腸に全周性狭窄を認め、
スコープは通過不能であった。また狭窄の肛門側に縦走潰瘍瘢痕、不整形びらんを認めた。大腸に
は病変を指摘できなかった。狭窄部・びらんからの生検では非特異的な炎症所見であり、連続切片で
も肉芽腫を認めず、クローン病の確定診断に至らなかった。また悪性所見はみられなかった。FDG-
PET では回腸広範囲に maxSUV	��.4 の集積を認めた。保存的治療によりイレウス症状は軽快したが、
高度の狭窄で再発が予想されたため、同年 �2 月に回盲部切除術を施行した。手術標本では壁全層性
のリンパ球集簇、肉芽腫形成を認めクローン病と診断した。本症例はレトロスペクティブには 27 年
前の症状もクローン病の一連のものと考えられた。しかし当時は診断に至らず、その後も炎症性腸疾
患を示唆する発熱、下血、腹痛、便通異常、低栄養、貧血などの症状がなかった事も、診断に長期間
を要した誘因と考えられた。

14 穿孔を契機に発見された小腸悪性リンパ腫の 3 例
阿部　寛幸 �,	2）、関　慶一 �）、本間　照 �）、窪田　智之 �）、石川　達 �）、吉田　俊明 �）、上村　朝輝 �）、酒井　靖夫 3）、
石原　法子 4）、青柳　豊 2）

�）済生会新潟第二病院　消化器内科、2）新潟大学　大学院　消化器内科、3）済生会新潟第二病院　外科、4）済生会新潟第
二病院　病理診断科

　小腸原発悪性リンパ腫は、穿孔例での術前診断は困難で、重症化しやすく進行例が多いことから、
予後不良と考えられている。穿孔を契機に発見された小腸悪性リンパ腫を 3 例経験したので報告する。
症例 �.80 歳代女性。突然の下腹部痛が出現し 5 時間後当院へ救急搬送された。下腹部圧痛のみで反
跳痛はなかった。CT で血性腹水を伴う小腸穿孔と診断した。空腸部分切除が施行された。症例 2.60
歳代男性。C 型慢性肝炎に対する IFN 治療中、突然の腹痛と発熱が出現し 3 日後に受診した。腹部
は硬く圧痛と反跳痛を認めた。CT で小腸腫瘍の穿孔が疑われ、回腸部分切除と横行結腸切除術が施
行された。症例 �、2 は Diffuse	large	B	cell	lymphoma であった。症例 3.80 歳代女性。食欲不振と発
熱で発症し 4 日後当院入院となった。腹部は軽度膨隆し硬く圧痛は軽度だった。CT で穿孔性腹膜炎
を伴う小腸腫瘍と診断され回腸部分切除が施行された。潰瘍限局型類似の腫瘍でTcell	lymphomaだっ
た。以上、3 例とも穿孔初期に腹部症状と所見が乏しかった。腹膜炎が重篤化する前に開腹術を施行
できた 2 例は術後の短期予後は良好であった。小腸の限局性の全周性壁肥厚を伴う拡張所見は悪性リ
ンパ腫に特徴的でかつ穿孔の危険性が高く注意が必要と考えられた。
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15 保存的治療で軽快した胆石イレウスの 2 症例

佐野　瑛貴 �）、深澤　佳満 �）、細田　健司 �）、小嶋　裕一郎 �）、石田　泰章 �）、川上　智 �）、久野　徹 �）、岩本　史光 �）、
廣瀬　純穂 �）、津久井　雄也 �）、鈴木　洋司 �）、望月　仁 �）、鷹野　敦史 2）、古屋　一茂 2）、小俣　政男 �）

�）山梨県立中央病院　消化器内科、2）山梨県立中央病院　消化器外科

　症例 �：79 歳女性。嘔吐、腹痛を主訴に某院入院。腹部全体に圧痛を認め、腹部 CT にて小腸に石
灰化結石を認め、小腸拡張、小腸内腔の液体貯留を伴っていた。以前の CT で認められていた胆嚢結
石が消失していることから胆石によるイレウスと診断し、イレウス管挿入後当院に転院した。保存的
に加療し、第 �0 病日の腹部 CT で結石は上行結腸内へ移動していた。イレウスは改善し、第 �5 病日
にイレウス管を抜去した。第 �6 病日に大腸鏡検査を施行し、直腸内に黄色調の 30mm 大の楕円形の
結石を認めたため、バスケットで回収した。結石成分はコレステロールが 98%以上であった。症例 2：
60 際男性。左側腹部痛、嘔吐を主訴に来院。左側腹部の圧痛を認めた。腹部レントゲン検査、腹部
CT からイレウスと診断した。腹部 CT では、小腸内に石灰化結石を認め、その近位側腸管は拡張し
内部に液体貯留を認めた。結石によるイレウスと診断し、イレウス管を挿入した。イレウス管は結石
部位まで到達し、外科的治療も検討しつつ、保存的に経過観察していた。第 9 病日に排便を認め、以
後イレウス管からの排液も減少、第 �� 病日の腹部 CT で結石は上行結腸に移動していた。第 �2 病日
に濃緑色調の 30mm 大の楕円形の結石が自然排泄された。結石成分はコレステロール 6�%、炭酸カ
ルシウム 3�%、ビリルビンカルシウム 8%であり、その成分から胆嚢結石によるイレウスと診断した。
今回、胆嚢胆石が原因と考えられるイレウス 2 症例を経験したので若干の考察を加えて報告する。
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食道・胃 1　11：08 ～ 11：40　　座長　神田　達夫（新潟大学　消化器外科）

苛性ソーダ液服用後の緊急内視鏡が、救命と受傷範囲の把握に有効であっ
た腐食性食道炎の 1 例

藤澤　亨 �）、田中　景子 2）、徳竹　康二郎 �）、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　消化器科、2）長野赤十字病院　総合診療科

　症例は 50 歳代女性。20�2 年 � 月にペットボトルに保管していた業務用アルカリ洗剤（苛性ソーダ
液 5%）を誤飲し、強い咽頭痛、嚥下痛と発声困難が出現したため、服用後約 2 時間後に当院の救急
外来を受診した。来院時、意識レベルやバイタルサインは正常であった。緊急上部消化管内視鏡を施
行したところ、舌から中下咽頭の浮腫、発赤が著明で、食道全域にかけて黒色で粘液付着を伴う著明
な浮腫状粘膜の所見を全周性に認め、重度の腐食性食道炎と診断した。食道に明らかな出血や穿孔の
所見は認めなかった。胃、十二指腸所見は、粘膜損傷は軽度であったが、胃内には大量の食物残渣
と苛性ソーダ液の残存と思われる液体を認めたため、可及的な内視鏡的吸引を行った。胸部 CT では、
胸水の貯留や縦隔炎の所見を認めなかったため、絶飲食、補液、中心静脈栄養、抗生剤投与、ステロ
イドバルス療法による保存的な加療を約 � カ月施行した。経過中、食道穿孔や大量出血などの重篤な
事象は出現しなかった。� カ月後の食道造影では、食道入口部と下部食道に著明な狭小化を認め、上
部消化管内視鏡検査では、食道入口部に著明な狭窄があり、細径スコープ（内径 5.9mm）も挿入は
困難であった。現在、在宅中心静脈栄養療法を施行し、今後の治療について検討中である。強アルカ
リ誤飲による腐食性食道炎は、加水分解作用による組織融解作用が強く、病変が深部にまで及びやす
いため消化管穿孔や大量出血による死亡例も多いとされる。このため、緊急内視鏡による強アルカリ
液の可及的な吸引と受傷範囲の把握が、救命とその後の治療方針の決定に重要であると考えられた。

17 緊急手術を行った胃周囲多発膿瘍の 1 例

松村　任泰、小池　祥一郎、飯沼　伸佳、中川　幹、荒井　正幸、北村　宏、遠藤　真紀、中澤　功
NHO まつもと医療センター　松本病院

　症例は 60 歳代、独身独居の女性。�0 年前に子宮筋腫で手術、5 年前に胃潰瘍の既往がある。初診
2 週間前より上腹部痛、嘔気嘔吐、発熱を自覚し、A 及び B 病院受診し、内服加療続けたが改善認め
ず、発症 2 週間後に近医より当院内科を紹介され受診した。身体所見では上腹部を中心に腹膜刺激症
状を認めた。体温 37.2℃、血液検査では WBC 増多、CRP の上昇を認めた。腹部 CT 検査では胃壁の
不整な肥厚とともに小網内に含気を有する多発膿瘍を認めた。胃潰瘍の既往があり、十分に治療され
ていない可能性があったため、潰瘍の穿孔による膿瘍を第一に考え、緊急手術を行った。潰瘍や胃癌
の有無、部位同定のため、全身麻酔導入後に上部消化管内視鏡検査施行したが、明らかな潰瘍性病変
や腫瘍を指摘できなかった。術中所見では、肝周囲に大網の癒着を認め、胃前庭部から十二指腸、胆
嚢は一塊となり、同部位に数ヶ所白色膿汁を有する膿瘍を認めた。膿瘍とともに幽門側胃切除を行い、
R-Y 法で再建した。切除標本では肉眼的に胃に明らかな潰瘍を認めず、病理所見では漿膜面に膿瘍形
成を認めたが、表層粘膜から筋板は保たれており潰瘍瘢痕の所見は認めなかった。また膿瘍の培養は
陰性であり、H.pylori も陰性であった。術後は十二指腸断端からの胆汁瘻を認めたが、保存的に改善
し 7 病日より経口摂取開始、�9 病日に軽快退院となった。術後 2 ヶ月目の腹部 CT では膿瘍の遺残
や再発を認めなかった。　腹腔内膿瘍の成因として魚骨や針、爪楊枝などの異物誤飲、憩室や潰瘍の
穿孔、放線菌やアメーバの感染などがあるが、本例はいずれにも該当せず、原因の特定が困難であった。
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18 胃壁内転移を認めた胃癌の 1 例

赤池　英憲、芦沢　直樹、井澤　伸一郎、柴　修吾、渡邉　光章、土屋　雅人、河口　賀彦、藤井　秀樹
山梨大学医学部第一外科

　症例は 63 歳，女性．腹部膨満感，食欲不振を主訴に近医受診．原因精査目的で上部消化管内視鏡
検査を施行したところ，胃角部後壁に潰瘍性病変を認めた．生検の結果，胃癌と診断され当科紹介と
なった．当院で内視鏡を再度施行したところ，既知の主病巣のほか，幽門輪前壁に 0-IIc 病変を認め
た．さらに，主病巣より約 3cm 口側の後壁に SMT 様の隆起病変を認め，胃癌の壁内転移が疑われた．
全身精査にて遠隔転移などは認めず，手術の適応と判断した．主腫瘍の口側に壁内転移の疑いがあっ
たため，口側は十分な切除距離をとり幽門側胃切除術，Roux-Y 再建を施行した．術後の病理組織学
検査で，術前に壁内転移が疑われた病変は粘膜下層を主座に癌細胞の集簇を認め，一部粘膜面に癌が
露出していた．主病巣との連続性はなく，主病巣と同一の組織像を呈しており，主病巣の壁内転移と
診断した．また，この他にも術前には同定できなかったが，主病巣の肛門側，後壁に肉眼で確認でき
る壁内転移を認めた．さらに肉眼では確認できない微小な壁内転移も認めた．複数個の胃癌を胃内に
同時に認める多発胃癌はしばしば経験することがあるが，胃癌の胃壁内転移は稀であり，本邦におけ
る報告例は少ない．一般に胃癌の胃壁内転移は，胃の原発巣が粘膜下層や漿膜下層のリンパ管網や静
脈網を通じて原発巣と離れた粘膜下や漿膜下に転移巣を形成するもので，原発巣，転移巣は組織学的
に同一であり，病巣間に連続性があってはならないと定義されている．本症例はこれらの条件に一致
していた．今回我々は，胃壁内転移を認めた胃癌の � 例を経験したので文献的考察を加え報告する．

19 胃内分泌細胞癌の 1 例

小山　佳紀 �）、稗田　太郎 �）、秋田　眞吾 �）、河西　秀 �）、久米田　茂喜 �）、西川　明宏 2）、中村　麗那 2）、伊藤　哲弘 2）、
北原　桂 2）、飯嶌　章博 2）、小林　基弘 3）、下条　久志 3）

�）長野県立木曽病院　外科、2）長野県立木曽病院　内科、3）信州大学医学部　病理学教室

　症例は 6� 歳男性。20�� 年 �2 月にスクリーニング目的に施行した上部消化管内視鏡検査で、胃体
下部大弯側後壁よりに IIc 病変を認め、生検にて Group5、内分泌細胞癌が疑われた。20�2 年 � 月
に手術：幽門側胃切除術＋ Billroth	I 法再建を施行。病理結果は M,	Gre,	3 型,	�6X�9mm,	Endocrine	
carcinoma ＞ tub�+pap,	T3,	ss,	 int,	INFβ,	ly2,	v2,	N2（4/24）、PM0,	DM0,	stage	IIIA であり、大細
胞型内分泌細胞癌と考えられた。特記すべき術後合併症はなく、第 24 術後病日に退院した。胃内分
泌細胞癌は比較的稀で、悪性度が高く予後不良であると言われている。確立された治療のレジメンは
なく、術後補助化学療法を施行するにあたっても、従来通り胃癌の補助化学療法にのっとり S-� 投与
を選択している施設と、内分泌細胞癌を重要視し肺小細胞癌の化学療法に準じ CDDP ＋ CPT-�� 療
法を選択している施設とがあるようである。我々は本人・家族と相談した上で、CDDP ＋ CPT-�� 療
法を選択し、現在も継続中である。若干の文献的考察を含め、報告する。
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胃 2　14：20 ～ 14：46　　座長　山口　達也（市立甲府病院　消化器内科）

胃 GIST 術後 22 年目に肝転移を来たした 1 例

瀧澤　一休、渡辺　雅史、中村　隆人、水澤　健、岡　宏充、坪井　清孝、青木　洋平、松澤　純、夏井　正明
新潟県立新発田病院

　今回、われわれは切除後 22 年目に肝転移をきたした症例を経験したので文献的考察を加え報告す
る。症例は 72 歳男性で、平成元年 �2 月、胃噴門部の粘膜下腫瘍に対して噴門側胃切除術を施行された。
腫瘍は 47 × 34mm で、当時の病理組織学的検査で平滑筋肉腫と診断された。今回、人間ドックの腹
部エコーにて肝腫瘍を指摘され当院を受診。CT では、肝 S7 に 20mm 大の境界明瞭な低吸収腫瘤を
認め、dynamic	study では辺縁から緩徐に造影された。平衡相で iso	density として描出され、鑑別
として肝血管腫を考えた。MRI では、T� 強調画像で低信号、T2 強調画像で淡い高信号を呈する境
界明瞭な腫瘤として描出された。3 か月後のエコー、CT、MRI にて増大傾向を認めたため肝腫瘍生
検を施行した。腫瘍部には、均一な紡錘形細胞が束状に配列している像を認め、免疫染色にて、c-kit
陽性、CD34 陽性、デスミン陰性、S�00 蛋白陰性より GIST と診断した。原発巣検索のため、上部、
下部消化管内視鏡、カプセル内視鏡を施行したが、原発巣は認めなかった。平成元年の胃腫瘍の病理
学的検索を行ったところ、c-kit 陽性、CD34 陽性で胃 GIST と診断した。核分裂像は肝臓の GIST に
比べて少なく、強拡大 50 視野あたり 5 ～ �0 個認め中間リスクであった。平成 23 年 �� 月、拡大右葉
切除を施行した。肉眼所見では、径 35mm の中心部のやや陥凹した白色の腫瘍で、HE 染色、免疫染
色にて GIST と診断した。Ki67 染色率は原発巣では 8%であったが、転移巣では 30%と転移巣におけ
る増殖能の亢進を認めた。現在、術後補助療法は施行せず無再発にて経過観察中である。�0 年以上
経過後に再発が明らかになる場合があり、長期にわたる厳重な経過観察が必要である。

21 特異な形態を呈した胃底腺型胃癌の一例

中岫　奈津子、小林　祥司、大高　雅彦、高田　ひとみ、加藤　亮、浅川　幸子、小馬瀬　一樹、末木　良太、植竹　智義、
佐藤　公、榎本　信幸
山梨大学　医学部　第一内科

　近年、免疫組織化学染色の進歩に伴い、胃癌において形質発現による分類が報告されている。20�0
年に八尾らにより低異型度分化型腺癌の中から、胃底腺への分化を示す特徴的臨床病理像を呈するも
のを、胃底腺型胃癌という名称で新しい概念として提唱された。当科においても同様の症例を経験
したため、報告する。症例は 80 歳代男性。2009 年 4 月に前医で体中部大弯後壁に IIa ＋ IIc 様の病
変を指摘されたが、組織検査は group	I、II であり、定期経過観察とされていた。20�� 年 3 月の生検
で groupIV と診断されたため、当科に紹介された。20�� 年 6 月に ESD 目的で入院となった。既往
には肺結核、S 状結腸癌の手術歴がある。術前検査では遠隔転移は認めなかった。上部消化管造影で
は胃体中部大弯後壁に、辺縁不整な陰影欠損として認識された。上部消化管内視鏡および超音波内視
鏡では、体中部大弯に周囲から正常粘膜が覆いかぶさるようにして半球状の隆起があり、その内部に
は絨毛状の結節性病変を認めていた。第 3 層は保たれており、腫瘤の口側後壁よりには粘膜下嚢胞を
伴っていた。治療は ESD による一括切除を行った。摘出標本は 6.0x4.0cm で、病変は 2.0x�.7cm の
大きさであった。病理組織学的には、腫瘍は淡明ないし淡好酸性の細胞質を有する腫瘍細胞からなる
幽門腺に類似した腺管から主に構成され、表層では腺窩上皮に分化した腫瘍細胞が乳頭状に増殖し
ていた。免疫染色では pepsinogen	I が陽性で、H+/K+-APTase はごく数個の細胞の陽性。MUC6 は
pepisinogen が陽性部のみならず、ほぼ全体に陽性であった。MIB-� の標識率は低く低悪性度と考え
られた。以上のことから、胃底腺型胃癌と診断された。内視鏡像も特異的な形態を呈しており、比較
的まれな組織型である胃底腺型胃癌を経験した。これまでの報告も踏まえ、文献的考察を加えて報告
する。
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22 健常成人に発症したサイトメガロウイルス感染症による肝炎合併胃十二指
腸病変の 1 例

高橋　祥史、林　和直、佐藤　俊大、五十川　修
柏崎総合医療センター

【はじめに】ヘルペスウイルス科に属する Cytomegalovirus（CMV）は感染後、多くの場合、不顕性
に経過し潜伏したウイルスは終生保有されるものと考えられている。成人日本人の場合、90%以上が
このウイルスに感染していると報告されている。CMV 感染に起因する消化管病変のほとんどは免疫
能力の低下した患者に合併するが今回我々は基礎疾患を有しない健常成人の CMV 感染による肝炎合
併胃十二指腸病変の � 例を経験したので文献的考察を加えて報告する。【症例】4� 才男性【既往歴】
35 歳時	巨大肺嚢胞症で手術　38 歳時上行結腸憩室炎【主訴】腹痛、発熱【現病歴】�0 日前から感
冒様症状が出現し、市販薬内服や近医を受診で改善を認めず、腹痛の増悪もあり当院を受診した。受
診時に肝機能異常と白血球上昇を認め、入院後も肝機能異常、白血球上昇は持続した。その後白血
球上昇はリンパ球優位にかわり、異型リンパ球も認めた。上部消化管内視鏡では十二指腸球部に A2
潰瘍、胃前庭部に潰瘍瘢痕とびらんを認め、生検にて CMV を認めた。血清学的にも CMV	IgG 陽
性、CMV	IgM 陽性、CMV 抗原陽性であり、CMV 感染症による肝炎合併胃十二指腸病変と診断した。
保存的治療のみで第 9 病日頃から徐々に解熱し腹痛や肝機能異常、白血球上昇も改善傾向となったた
め、抗ウイルス薬は使用しなかった。十二指腸潰瘍に対しては PPI，粘膜保護薬を処方した。約 6 週
間後の上部消化管内視鏡では十二指腸潰瘍は H� 潰瘍となり、胃前庭部のびらんも改善していた。そ
の際に十二指腸潰瘍周囲粘膜からの生検検体の PCR で CMV の残存を認めた。現在、自覚症状は特
になく外来経過中である。【考察 / 結論】サイトメガロウイルスは稀に健常成人にも上部消化管病変
も来たしうることを念頭に置くべきものと思われた。
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23

胃 3・リンパ腫　14：46 ～ 15：26　　座長　佐藤　祐一（新潟大学　第三内科）

胃癌に胃 MALT および甲状腺悪性リンパ腫を発症した 1 例

西川　明宏 �）、中村　麗那 �）、伊藤　哲弘 �）、北原　桂 �）、飯嶌　章博 �）、稗田　太郎 2）、秋田　眞吾 2）、小山　佳紀 2）、
河西　秀 2）、久米田　茂喜 2）、小林　基弘 3）、下条　久志 3）

�）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 78 歳女性。2004 年 9 月に胃角部 0-IIa に対して EMR を施行された（tub�	with	adenoma）。
2005 年 8 月その近傍の 0-I ＋ IIa に対して EMR が施行された（tub�	with	adenoma）。2005 年 �2 月
の胃生検にて MALT リンパ腫と診断され、2006 年に除菌治療を行った。2007 年 6 月より胃 MALT
リンパ腫の残存病変に対して放射線治療を実施した。2009 年 �2 月に胃角部瘢痕近傍の 0-IIa に対し
てESDが施行された（tub�）。20��年�月に甲状腺腫瘍に対して甲状腺左葉切除術を施行した（follicular	
lymphoma	grade3）。さらに術後頸部放射線治療を実施した。20�� 年 �2 月に胃体下部小彎の IIa ＋
IIcに対してESDを施行したが断端陽性となり20�2年�月に胃亜全切除＋D2郭清術を施行した（tub�,	
T�a,	 ly0,	v0,	n0,	stage�A）。経過で 2 回の骨髄穿刺生検結果では、リンパ腫の浸潤は見られなかった。
以上の経過で、現在は無病経過観察中である。胃癌に胃 MALT リンパ腫および甲状腺濾胞性リンパ
腫を発症した稀なケースと考えられたため、若干の文献的考察を加えて報告する。

24 Helicobacter heilmannii 陽性胃 MALT リンパ腫の 1 例
岡村　卓磨 �）、岩谷　勇吾 �）、小林　聡 �）、大工原　誠一 �）、中村　真一郎 �）、野沢　祐一 �）、奥原　禎久 �）、山田　重徳
�）、横澤　秀一 �）、菅　智明 �）、新倉　則和 2）、松本　竹久 3）、荻原　直子 3）、吉澤　明彦 3）、太田　浩良 4）、田中　榮司 �）

�）信州大学医学部附属病院　消化器内科、2）信州大学医学部附属病院　内視鏡センター、3）信州大学医学部附属病院　臨
床検査部、4）信州大学　医学部　保健学科　生態情報検査学

　症例は 40 歳代男性。20�� 年 3 月に近医で施行された上部消化管内視鏡検査にて前庭部に粗造な
粘膜とびらん性病変を認めた。体部は RAC 陽性で萎縮を認めなかった。前庭部からの生検組織で
centrocyte	 like	cell の浸潤と lymphoepithelial	 lesion（LEL）を認め、MALT リンパ腫の診断にて
精査加療目的に当科紹介となった。当科での検査では組織培養で Helicobacter pylori	（H. pylori）は
認めず、尿素呼気試験、血清抗 H. pylori 抗体もいずれも陰性であった。胃生検組織の免疫染色と電
子顕微鏡にて H. pylori に比べ大型で螺旋状を呈した菌を認め、�6S	rRNA を用いた PCR 法により
Helicobacter heilmannii （H. heilmannii）と同定した。以上より H. heilmannii 陽性 H. pylori 陰性胃
MALT リンパ腫と診断した。全身検索の結果、Lugano 国際分類 stage	I であり、H. pylori 除菌療法
に準じて 3 剤併用療法（Rabeprazole	20mgday、Amoxicillin	�500mg/day、Clarithromycin	800mg/
day）による除菌を施行した。除菌 3 ヶ月後に施行した上部消化管内視鏡検査では前庭部のびらん性
病変は改善し、生検組織では H. Heilmannii は認めず、除菌成功と考えられた。前庭部の生検組織で
はLELの消失と異型リンパ球の減少を認め、GELA基準でprobable	minimal	residual	disease（pMRD）
と考えられた。除菌 9 ヶ月後には生検組織も complete	histological	remission（CR）となった。H. 
heilmannii は H. pylori に比べ炎症所見に乏しく、胃炎は軽度であるものの MALT リンパ腫の合併
が多いと言われている。内視鏡上明らかな H. pylori 感染を疑う所見を認めない場合でも、不自然な
びらんなどの異常所見を認めた際には H. heilmannii 陽性 MALT リンパ腫を念頭に置き、生検組織
の検討を行うべきである。
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25 胃原発 T 細胞性リンパ腫の一例

林　和直、高橋　祥史、佐藤　俊大、五十川　修、井田　桃里、藤原　正博
柏崎総合医療センター

【症例】70 歳代	男性。【既往歴】62 歳	S 状結腸軸捻転症に対し S 状結腸切除術【主訴】吐血【現病
歴】20�2 年 7 月吐血を主訴に当院に救急搬送された。Hb7.5g/dl と貧血を認め、上部消化管内視鏡で
胃体部小弯全体を占める周堤を伴う巨大潰瘍性病変を認めた。観察時には活動性出血は認めなられな
かった。リンパ腫を含む悪性疾患を疑い潰瘍性病変から 3 回の生検を行ったが、組織診断では壊死物
質のみであった。そのため 4 回目には潰瘍性病変の周堤を針状メスで切開し、壊死物質を除去して生
検を行った。免疫染色では CD4 陽性、CD8 陰性で EB	virus 陽性であり組織診断は T 細胞性悪性リ
ンパ腫であった。抗 HTLV-� 抗体は陰性で胃病変以外に胃周囲リンパ節および傍大動脈リンパ節腫大、
胸腹水貯留を認めた。胃原発 T 細胞性悪性リンパ腫と診断し、化学療法として CHOP 療法を行った。
2 コース終了時点の評価 CT では胸腹水の減少し、原発巣・リンパ節の縮小を認めた。上部消化管内
視鏡でも胃病変の縮小を認めた。しかし、4 コース終了後に胃病変からの大出血を来たし、出血コン
トロール不能と判断し胃全摘術を施行した。切除標本では胃の潰瘍性病変の縮小を認めたが T 細胞
性リンパ腫細胞の残存を認めた。切除したリンパ節にリンパ腫細胞は認めず、化学療法により消失し
線維化を来たした所見を認めた。術後 �.5 ヶ月後に原病死した。【考察 / 結論】本症例では胃出血も
来たしており手術を含めた集学的治療が必要であった。胃原発 T 細胞性リンパ腫は B 細胞性に比べ
予後不良であると言われているが頻度が低く治療法が確立されておらず、さらなる症例の集積が望ま
れる。

26 HIV 陰性患者に発症した胃原発 Plasmablastic Lymphoma（PBL）の一例

竹村　勇治、山本　智清、五十嵐　	亨、宮田　和信、薄田　誠一、久保田　大輔、白津　和夫
相澤病院

【症例】76 歳　女性【主訴】食思不振【既往歴】くも膜下出血【病歴】平成 23 年 6 月より主訴出
現。� 年間で 5kg の体重減少あり、同年 7 月の外来受診時に軽度の貧血、低栄養を指摘された。腹
部 CT で胃に巨大な腫瘤性陰影を認め入院となる。上部消化管内視鏡検査では、胃体部の大彎から
後壁中心に巨大な腫瘤性病変を認めた。胃生検では、腫大した核小体を � ～数個有する異型細胞が
シート状に増生し、悪性リンパ腫、低分化型腺癌、悪性黒色腫などが鑑別にあげられた。免疫染色を
追加したところ AE�/AE3（-）,	vimentin（+）,	TdT（-）,	LCA（-）,	CD3（±）,	CD4（±）,	CD5（-）,	CD8（-）,	
CD�5（-）,	CD20（-）,	CD30（+）,	CD38（+）,	CD56（-）,	CD79a（-）,	CD�38（+）,	ALK	protain（-）,	EBER（-）,	
chromogranin	A（-）,	S�00（-）,	HMB45（-）で形態とあわせて PBL を疑った。PET-CT 検査では、腫
瘍は胃及び周囲リンパ節を主座とし、骨・終末回腸にも進展を疑う所見を認め悪性リンパ腫に矛盾
しない病像であった。HIV 陰性であり、免疫不全を来たす素因・家族歴なく、尿中 BJP 陽性　血清
M 蛋白（IgM	λ）陽性であることから、骨髄腫の可能性も考慮したが、最終的には PBL と診断した。
CHOP 療法　2 クール施行したところ食思不振は改善し、内視鏡所見でも腫瘍の著明な縮小をみとめ
たが、CT 上は腎周囲傍大動脈リンパ節の増大を認めたため Progressive	Disease と評価。一旦退院
後に再入院とし、ベンダムスチンでの加療を試みたが加療中にせん妄状態となったため治療を中断し
Best　Supportive　Care の方針に変更したが、発症より 5 ヶ月で永眠された。PBL は極めて稀な疾
患であり、その診断・治療について若干の文献的考察を加え報告する。
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27 アムルビシンが奏功した高齢者後腹膜悪性リンパ腫の 1 例

稗田　太郎 �）、秋田　眞吾 �）、小山　佳紀 �）、河西　秀 �）、久米田　茂喜 �）、北原　桂 2）、飯嶌　章博 2）、小林　基弘 3）、
下条　久志 3）

�）長野県立木曽病院　外科、2）長野県立木曽病院　内科、3）信州大学病理学教室

　症例は 84 歳男性。主訴は腰痛と左下肢腫脹。高血圧と高尿酸血症および両側多発性空洞性陰影に
て当院内科および呼吸器内科通院中であった。20�� 年 6 月腰痛出現し当院整形外科で治療を受けた。
その後左下肢腫脹を認めるようになり、7 月当科を受診した。血液検査では、白血球増多、CRP 上昇、
LD 上昇を認めた。CT 検査では、両側肺腫瘤影の増大を認め、左後腹膜腎周囲から大腰筋・左側腹
壁にかけて巨大な腫瘤病変を認め、腸骨を破壊し臀筋に及んでいた。両側鼠径部、大動脈周囲、腸間
膜に多数のリンパ節腫大を認めた。穿刺細胞診では、クラス V（小細胞癌、未分化癌の疑い）で、鼠
径部リンパ節生検では悪性リンパ腫（diffuse	 large	B-cell	 lymphoma）と診断された。確実な組織診
断が出る前に、小細胞癌を念頭にアムルビシンを投与（3 日投与 3 週間毎）したところ、著効を認め、
臨床症状の改善をみた。確定診断が出たあとも、アムルビシンを継続したところ、腫瘍縮小、リンパ
節消失を認めた。現在 �� クール終了し、無症状である。
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28 特異な膵管像を呈した自己免疫性膵炎の一例

関口　智裕 �）、中村　真一郎 �）、森田　進 �）、渡邉　貴之 �）、丸山　真弘 �）、伊藤　哲也 �）、丸山　雅史 �）、村木　崇 �）、
浜野　英明 �）、新倉　則和 2）、田中　榮司 �）

�）信州大学医学部附属病院　消化器内科、2）信州大学医学部附属病院　内視鏡センター

膵 1　9：00 ～ 9：34　　座長　村木　　崇（信州大学　消化器内科）

【症例】74 歳、女性。【主訴】膵腫瘤精査。【既往歴】50 歳	C 型慢性肝炎。65 歳	左水腎症。70 歳	腹
部大動脈瘤。【経過】20�� 年 �� 月 C 型慢性肝炎の定期経過観察目的の腹部超音波検査で膵体部に
�5mm 大の類円形で内部均一な低エコー腫瘤を認め、精査目的に当科紹介となった。腹部造影 CT
で膵体部に境界不明瞭な遅延性濃染を呈する腫瘤性病変を認め、前医での超音波検査から � ヶ月で
20mm 大にまで増大していた。MRI で同病変は T� 強調像で低信号、T2 強調像で軽度高信号、また
拡散能の低下が認められた。EUS では同腫瘤の腹側を膵管が走行しており、尾側膵に膵体部腫瘤と
同様な 6mm 大の低エコー腫瘤を 2 病変認めた。ERP では、膵体部主膵管が �5mm 長にわたり平滑
に狭小化しており、造影圧で変形を認めた。ERC では異常所見は認めなかった。以上より、膵神経
内分泌腫瘍を第一に疑い、EUS-FNA を施行した。採取膵組織検体では病理組織学的に腫瘍性変化を
認めず、膵組織間質中に多くの IgG4 陽性形質細胞浸潤（IgG4/IgG 陽性細胞	60%）を認めた。また
血清 IgG4 値は 374mg/dl と高値であり、自己免疫性膵炎と診断した。その後、心窩部痛、体重減少
を認めるようになったためステロイド治療を開始したところ、膵体部腫瘤の縮小を認めた。【考察】
自己免疫性膵炎の膵管像はびまん不整狭細像と表現される。しかし、本症例の膵管像は腫瘤による圧
排所見のみであった。自己免疫性膵炎の活動性の時期による差異と思われ、IgG4 関連疾患は膵管像
のみならず、各種画像検査で多彩な像を呈することがある。本症例のように、IgG4 関連疾患の可能
性のある水腎症や大動脈瘤（後腹膜線維症）などの既往を認める膵腫瘤を診断する際は、自己免疫性
膵炎も鑑別に挙げ、血清 IgG4 の測定や併存病変の検索を行い、総合的評価が必要であると考えられた。

29 主膵管損傷を伴う外傷性膵損傷における膵管ステントの意義

岡本　廣挙 �）、保坂　稔 2）、若菜　弘幸 �）、川島　健司 �）、深沢　敏男 �）

�）都留市立病院外科、2）都留市立病院内科

【背景】外傷性膵損傷は、診断治療に難渋することが多く時に致命的となる。治療方針の決定には、
損傷部位診断のみではなく、主膵管損傷の有無が重要である。また、治療法は手術を含めて統一した
見解がないのが現状である。【目的】外傷性膵損傷に対し膵管ステント挿入の有用性を検討した。【症
例】スポーツ外傷による主膵管損傷を伴う鈍的単独膵損傷型に対し、ERP 下膵管ステント挿入し軽
快。ステント挿入後 3 日目には経口摂取開始し �0 日目に軽快退院した。ステントを 3 カ月後に抜去。
短期経過は問題なし。長期経過を MRCP で 6 か月、�2 か月、24 か月、30 カ月と経時的フォローした。
主膵管損傷部の狭窄を認め狭窄部より遠位部の膵管拡張を認めているが、自覚症状はなく、膵内外分
泌能に異常を認めていない。【結語】主膵管損傷を伴う外傷性膵損傷に膵管ステントは有用である。【考
察】短期的には、主膵管損傷を伴う膵損傷は、膵管ステントで軽快する症例があり治療の選択肢とな
りうる。長期成績に関しては膵管狭窄、末梢膵機能障害の問題があり、今後の課題として手術を含め
たドレナージ術など考慮に入れる必要があると考える。
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30 肝内胆管癌との鑑別が問題となった肝炎症性偽腫瘍の 1 例

倉富　夏彦 �）、門倉　信 �）、進藤　浩子 �）、高野　伸一 �）、深澤　光晴 �）、俵　章夫 2）、佐藤　公 �）、榎本　信幸 �）

�）山梨大学　医学部　第 � 内科、2）山梨厚生病院

　症例は 7� 歳、男性。他院にて 2009 年より IgG4 陽性自己免疫性膵炎の診断にてプレドニゾロン
5mg 維持投与中であった。20�� 年 5 月肝胆道系酵素の上昇および左肝内胆管の拡張を指摘。経過観
察中に胆管拡張の増悪来たし、同年 �� 月精査目的に紹介入院となった。入院時の CT にて左肝内胆
管の拡張とその下流に境界不明瞭で遅延性に造影効果を有する 3cm 大の腫瘤を認め、AUS・MRI・
ERCP（IDUS）でも同様の肝腫瘤が認識された。膵は腫大なく自己免疫性膵炎の再燃の所見は認め
なかった。血液検査所見では肝胆道系酵素は正常化しており、腫瘍マーカー（CEA/CA�9-9/AFP）
は正常範囲内であり血清 IgG4 は 80-�00mg/dl で経過していた。肝内胆管癌を疑うも背景に自己免疫
性膵炎あり、IgG4 関連胆管炎・炎症性偽腫瘍も否定できず ERCP 下の擦過細胞診および ENBD から
の吸引細胞診繰り返すも悪性細胞は検出されず、経皮的生検は播種の可能性を考慮し施行せず。診断
確定は得られていない状況であったが、全身状態は良好であり、肝内胆管癌であった場合の悪性度を
考慮し、外科的切除を行う方針となった。しかし、術前（20�2 年 � 月）に MRI を再検したところ腫
瘤の著明な縮小および肝内胆管拡張の改善を認め、AUS では病変認識困難であった。肝内胆管癌よ
りも炎症性偽腫瘍の可能性が高いと考え、プレドニゾロン増量にて抗炎症治療を行う方針とした。プ
レドニゾロン増量後 � か月時点での画像評価では腫瘤は縮小維持をしている。自己免疫性膵炎には多
彩な膵外病変合併が知られている。肝炎症性偽腫瘍もその � 型として知られているが本症例を含め肝
内胆管癌との鑑別は時として困難であり、若干の文献的考察を含め報告する。

31 術後 19 年目に消化管出血を契機に発見された腎細胞癌の多発膵転移の 1 例

玉井　方貴 �）、高橋　俊晴 �）、武田　龍太郎 �）、持塚　章芳 �）、木畑　穣 2）、白旗　久美子 2）、岡庭　信司 �）、中村　喜行 �）

�）飯田市立病院　消化器内科、2）飯田市立病院　総合内科

　症例は 80 代女性。30 代に卵巣のう腫、60 代に腎細胞癌にてそれぞれ手術歴があり、高血圧にて内
服加療中であった。眩暈を主訴にかかりつけ医を受診し、血圧低下と貧血（Hb6.5g/dl）を認めたた
め当院に紹介となった。US にて膵に多血性腫瘤を複数認め、造影 CT にても膵の多発多血性腫瘤と
十二指腸浸潤を認めたが、他の腹部臓器には転移を認めなかった。上部消化管内視鏡検査では十二指
腸乳頭部口側にコアグラの付着した易出血性の腫瘍性病変を認めた。後日同部位より施行した生検に
より �9 年前に切除された腎細胞癌の十二指腸浸潤と診断した。80 代と高齢であったため膵頭十二指
腸切除術などの手術治療は困難と判断し、泌尿器科とかかりつけ医にて経過観察となった。その後下
血などのエピソードは認めていなかったが、5 年後に吐血と大量のタール便を認めたため近医に入院
となった。入院時の CT にて膵転移は著明に増大しており、十二指腸の腫瘍浸潤部より出血を認めた。
その後再出血にて当院に救急搬送となったが、全身状態が不良であったため内視鏡は施行せず対症
療法にて経過をみたが � ヶ月後に死去された。本例は術後 �9 年目に膵転移の十二指腸浸潤による消
化管出血にて発症したが、その後も保存治療のみで 5 年間生存が得られたこと、24 年目にも膵臓と
十二指腸以外に明らかな転移を認めなかったことなど、腎細胞癌による膵転移の自然経過を知る上で
興味深い症例と考え報告する。
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膵 2　9：34 ～ 10：08　　座長　岡本　廣挙（都留市立病院　外科）

急速に進行し剖検にて診断した退形成性膵管癌の 2 例

児玉　亮、牛丸　博泰
JA 長野厚生連篠ノ井総合病院　消化器科

【はじめに】退形成性膵管癌は，日本膵臓学会膵癌登録によると膵癌 ��829	例中 �9 例（0.�6%）と稀
な腫瘍であり，予後も非常に不良とされている．今回われわれは急速に進行し剖検にて診断した多形
細胞型退形成性膵管癌の 2 例を経験したので報告する．【症例 �】70 歳代，男性．2008 年 7 月上旬よ
り食後に左上腹部痛を自覚するようになった．腹部超音波検査・CT 検査・MRI 検査で膵尾部を中心
とした巨大な膵腫瘤を指摘され，膵管癌の疑いで精査のため 7 月下旬に入院となった．ERCP では尾
部主膵管は腫瘤に一致してほぼ不整狭小化していたが尾側まで造影された．狭小化部の擦過細胞診で
は classIIIb の異型細胞が認められ悪性が強く疑われる所見であった．8 月上旬より疼痛が出現し食欲
減退した．9 月上旬より呼吸苦あり CT 検査を行ったところ 2 ヶ月間の経過で膵尾部腫瘤は著明に増
大していた．また胸水貯留を認めた．9月下旬に死亡した．剖検を行い，退形成性膵管癌と診断した．【症
例 2】60 歳代，女性．20�0 年 7 月下旬より下腹部痛を自覚していた．7 月 29 日ビールの箱を動かし
た後から腰背部痛を自覚し，徐々に体動困難となった．8 月 �6 日整形外科受診し後日腰椎 MRI 検査
の予定となったが，8 月 �7 日午前 3 時トイレへ起きた時に転倒し当院救急搬送となった．動脈解離
などの除外目的に施行した胸腹部 CT 検査にて両側胸水貯留，両肺多発結節，縦隔から後腹膜に多数
のリンパ節腫大，肝内多発腫瘤，膵尾部の腫瘍の疑いなどを指摘され，精査目的に入院となった．左
側胸部より胸腔穿刺を施行し細胞診にて ClassV,	adenocarcinoma であった．8 月 �8 日腹部 MRI 検査・
MRCP を施行したが，膵が原発かは不明であった．消化管の検索も検討したが全身状態が急激に悪
化し，内視鏡検査自体が困難となった．8月20日死亡した．剖検を行い，退形成性膵管癌と診断した．【結
語】急速に進行し剖検にて診断した退形成性膵管癌の 2 例を経験したので文献的考察を加え報告する．

33 膵管出血を来たした膵頭部浸潤性膵管癌の一例

中嶌　雄高、福成　博幸、染野　泰典、高橋　英徳、設楽　兼司、林　哲二
新潟県立十日町病院　外科

　膵管出血を来した膵頭部浸潤性膵管癌の一例膵管出血（Hemosuccus	pacreaticus）は慢性膵炎で
の報告は多いが、膵癌では稀である。膵管出血を来した浸潤性膵管癌の � 手術例を経験したので報告
する。症例は 5� 歳男性。アルコール常用歴あり。食欲不振と皮膚黄染を主訴に近医受診、閉塞性黄
疸の精査加療目的に当科紹介され入院となった。入院時黄疸と軽度貧血を認めた。T.Bil	��.89	D.Bil	
9.53	AST86	ALT54 と閉塞パターンを認め、腫瘍マーカー高値を認めた。CT および MRCP から径
4cm 大の膵頭部浸潤癌が疑われた。入院後タール便と貧血の進行を認め、緊急 EGD にて十二指腸乳
頭からの活動性出血を認めたため PTCD 後緊急 angiography を行った。明らかな動脈瘤や造影剤の
漏出は認めなかったが、胃十二指腸動脈の分枝に不整像を認め、同部を中心にコイル塞栓術を行った。
翌日の EGD にて乳頭からの出血は認められなかった。減黄した後、2009 年 3 月 �6 日膵頭十二指腸
切除術を施行した。術中所見では慢性膵炎による hard	pancreas を呈していたが、明らかな周辺臓器
への浸潤は認めなかった。病理診断は高 ? 低分化型膵管癌 T3N0M0stageIII であった。術後補助化学
療法として Gemcitabine 投与を施行していたが CA�9-9・CEA の上昇を認め、CT 所見等から胃膵吻
合部を中心とした残膵再発と診断し，20�� 年 7 月残存膵全摘・残胃全摘術を施行した。病理診断は
高分化型膵管癌 T3N�M0stageIII であった。現在外来にて経過観察中である。
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34 膵原発 clear cell carcinoma の一例

三原　基弘 �）、梶川　昌二 �）、阿部　光俊 �）、池田　義明 �）、野首　元成 �）、五味　邦之 �）、島田　宏 �）、丸山　起誉幸 �）、
代田　廣志 �）、梅村　穣 2）、竹原　延治 2）、矢澤　和虎 2）、武川　建二 3）、中村　智次 4）

�）諏訪赤十字病院　外科、2）諏訪赤十字病院　救急部、3）諏訪赤十字病院　消化器科、4）諏訪赤十字病院　病理部

〈諸言〉Clear	cell	carcinoma（明細胞癌）は，腎，卵巣，肺などを原発とするものは比較的みられる．
肝癌の場合，肝癌取扱規約には「淡明細胞型」のように variant として言及される．が，膵原発のも
のはきわめてまれであり，かつ，膵癌取扱規約にはその分類もない．今回膵原発と診断しうる Clear	
cell	carcinoma の一例を経験したので報告する．〈症例〉68 歳，男性．高血圧症にて他院通院中であっ
た．咳嗽と胸部レ線上の異常陰影の精査のため施行された胸部 CT にたまたま膵体部腫瘍が指摘され，
精査目的に当院紹介となった．腹部 CT 上，膵体部に早期濃染を示す腫瘍を認めた．EUS では嚢胞
らしき所見を得た．膵神経内分泌腫瘍，漿液性嚢胞腺腫など鑑別診断とされた．手術目的に当科紹介
となり，膵体尾部切除術を施行した．術中所見では，腫瘍は硬く，横行結腸間膜に強く癒着していた．
腫瘍浸潤と判断し，膵体尾部切除，横行結腸部分切除術を施行した．手術検体の病理組織学的診断は，
Clear	cell	carcinoma であった．本腫瘍以外に病変を認めず，膵原発明細胞癌と診断された．〈考察〉
膵原発明細胞癌は，きわめてまれな腫瘍で，検索しえた限りでは現在まで 7 例の報告しかない．明細
胞癌は腎細胞癌，卵巣癌，乳癌，肺癌などでは比較的みられ，分類もされている．また肝細胞癌，肝
外胆管癌などでは，variant	type として規定されている．膵癌ではこのような分類がなく，諸家の報
告によれば，WHO 分類では miscellaneous	carcinoma に分類される．本邦の膵癌取扱規約でも「そ
の他のまれな上皮性腫瘍」に分類せざるを得ない．膵癌自体の悪性度については報告が少なく定まっ
た知見はないが，本症例は浸潤性を示し，通常の膵癌と同程度の悪性度であることが示唆される．極
めて稀な膵原発明細胞癌の一例を経験した．文献的考察を含め報告する．

35 膵嚢胞として発見された膵神経内分泌腫瘍の 1 例

加藤　亮 �）、進藤　浩子 �）、早川　宏 �）、小林　祥司 �）、高橋　英 �）、門倉　信 �）、高野　伸一 �）、深澤　光晴 �）、佐藤　公 �）、
榎本　信幸 �）、細村　直弘 2）、雨宮　秀武 2）、川井田　博充 2）、河野　寛 2）、板倉　淳 2）、藤井　秀樹 2）

�）山梨大学医学部第一内科、2）山梨大学医学部第一外科

　症例は 50 歳代女性。健康診断の腹部エコー検査にて膵嚢胞を指摘され、当科紹介受診。腹部エ
コーを再検したところ、膵体部に �5mm 大の隔壁を有する嚢胞性病変を認め、辺縁に低エコー部を
認めたため精査目的で入院となった。なお、3 年前の健診エコーでも膵嚢胞を指摘されていた。造
影 CT 所見では膵体部に低濃度結節を認め内部は造影効果なく、辺縁にわずかに早期相で造影される
部分を認めた。造影 MRI では T2WI で高信号を呈し、造影パターンは CT と同様であった。超音波
内視鏡（EUS）所見では �5mm 大の類円形腫瘤であり、中心は無エコーで辺縁に低エコー充実部を
認めた。ソナゾイド造影では辺縁の充実部は周囲膵実質より強い造影効果を認めた。主膵管との交
通、主膵管拡張は認めなかった。以上の画像所見より充実性腫瘍の嚢胞変性と考えられ、造影パター
ンから膵神経内分泌腫瘍（pNET）を疑った。病理学的診断目的に EUS-FNA を施行し、病理組織所
見では plasmacytoid	appearance を伴う腫瘍細胞が充実性や索状の胞巣形成を示し、免疫組織学的
に chromogranin	A 陽性、synaptophysin 陽性であった。血中ガストリン値、インスリン値は正常範
囲であり非機能性 pNET と術前診断し、膵体部分節切除を施行した。切除標本の病理所見では 9 ×
7mm の被膜を有する境界明瞭な腫瘍であり、内部には嚢胞変性を認めた。また切除範囲に �mm 大
の微小な NET も認められた。分裂像は強拡大で �0 視野あたり � 個、免疫染色で chromogranin	A
陽性、synaptophysin 陽性、glucagon 陽性、insulin 陰性、somatostatin は一部陽性、Ki-67	index	�%
で NET	G�	T�N0M0	Stage�（ENETS	TNM 分類）と最終診断した。発見の契機が健診の膵嚢胞で
あった pNET の � 例を経験した。膵病変の拾い上げとして示唆に富む � 例と考えられる。また CT
や MRI では充実部が描出されにくく、造影 EUS が鑑別に有用であった。
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肝 1　10：08 ～ 10：42　　座長　横山　隆秀（信州大学　消化器外科）

当院における巨大肝嚢胞（径 10cm 超）に対する治療法の年次的推移

宮林　千春 �）、大西　雅彦 �）、窪田　芳樹 �）、橋本　伊佐也 2）、根石　政男 3）

�）千曲中央病院　内科、2）千曲中央病院　外科、3）千曲中央病院　検査科

【はじめに】肝嚢胞の多くは無症状であるが、大きくなると症状を呈するため治療対象となる。当科
で経験した径 �0cm 超の巨大肝嚢胞の治療法について検討した。【対象】20�0 年 � 月から 20�2 年 3
月に経験した 5 症例。【結果】平均年齢は 73 歳で、男女比 �:4、総治療回数 7 回であった。多発嚢胞
3 例、単純性嚢胞 2 例（うち � 例は多房性嚢胞）で、全例に超音波誘導下嚢胞穿刺後ドレナージチュー
ブ（Pigtail	7Fr）を留置し、嚢胞液を吸引排液した。初診時嚢胞径は �2-20（平均 �5）cm、初回穿刺
吸引嚢胞液量は 650-3200（平均 �650）ml であった。穿刺後の加療は排液のみ � 例、排液後薬剤注入
5 例、開腹肝切除 � 例であった。注入薬剤は塩酸ミノサイクリン（MINO）のみ 2 例、MINO ＋エタノー
ル � 例、エタノール＋ 5%	monoethanolamine	oleate	（EO）� 例、EO のみ � 例であった。薬剤の � 回
注平均入量は MINO	�33mg、エタノール �43.8ml、EO	60ml で、チューブ留置期間は平均 28.4 日で
あった。【症例 �】77 歳、女性。20�0 年 9 月肝右葉切迫破裂で近医入院。超音波誘導下に嚢胞穿刺し
淡黄色透明の嚢胞液 2000ml を吸引したが再増大（�6 × �� × �7cm 大）したため、20�� 年 4 月に紹介。
超音波誘導下に嚢胞ドレナージチューブを留置し 2500ml 排液後、エタノール 5 回（合計 230ml）注
入。薬効不十分であり第 36 病日に排液洗浄後、調製した 5% EO	60ml を注入、体位変換後排液を行った。
第 47 病日にチューブ抜去し退院。【症例 2】73 歳、男性。20�� 年 8 月に腹部膨満感にて近医より巨
大肝嚢胞（�3.7x�2.8cm 大）の加療目的で紹介。嚢胞穿刺にて黄色透明の嚢胞液 ��50ml を吸引排液した。
症例 � を経験したため、5% EO	60ml を注入し硬化療法を行った。経過良好で第 20 病日にチューブ
抜去し退院した。【考察】多発肝嚢胞治療の全国アンケートによれば嚢胞内容穿刺吸引、肝切除、嚢
胞開窓術、肝移植の順で加療が行われているが未だ十分なコンセンサスは得られていない。年次的に
みると当院では MINO、エタノール、EO を用いてきたが、同順で嚢胞内上皮細胞障害効果が強いと
思われ、現在は EO を第一選択としている。EO による硬化療法は安全で極めて有用である。

37 発育経過を振り返ることのできた肝血管筋脂肪腫の 1 例
佐藤　里映 �）、和栗　暢生 �）、薛　徹 �）、林　雅博 �）、荒生　祥尚 �）、五十嵐　俊三 �）、佐藤　宗広 �）、相場　恒男 �）、米
山　靖 �）、古川　浩一 �）、杉村　一仁 �）、五十嵐　健太郎 �）、池野　嘉信 2）、眞部　祥一 2）、豊田　亮 2）、横山　直行 2）、
大谷　哲也 2）、三間　紘子 3）、橋立　英樹 3）、渋谷　宏行 3）

�）新潟市民病院　消化器内科、2）新潟市民病院　消化器外科、3）新潟市民病院　病理科

【緒言】肝血管筋脂肪腫（hAML）は稀な良性腫瘍ではあるが、これまで肝細胞癌との鑑別に苦慮し
た報告などが多い。今回、増大傾向のある嚢胞様腫瘤として紹介され、hAML を含む脂肪性腫瘤を
考えて肝切除を行った � 例を報告する。

【症例】60 歳代の女性。2003 年より近医で肝 S2	20mm 強の血管腫としてフォローされていた。2009
年には血管腫は不変であったが、S2 の背側肝裏面に嚢胞様の腫瘤が出現し、20�� 年には 53mm 大
に増大したため、当科に紹介受診した。フォローされていた血管腫は消失していた。S2 背側腫瘤は
MRI では T�,T2 ともに高信号で、脂肪抑制画像で低信号化し、脂肪性腫瘤と判断された。またダイ
ナミックスタディ、DSA、CTHA で不均一な濃染を認めた。脂肪成分の多い hAML、肝では稀だが
高分化脂肪肉腫などを鑑別診断とし、数年の経過で増大した腫瘤であることから肝左葉外側区域切除
を行った。腫瘍は成熟脂肪組織に加えて、SMA 染色陽性の紡錘形平滑筋細胞、CD3� 陽性の多数の
血管成分がみられ、HMB45 陽性であり hAML と診断した。

【考察】本例は嚢胞様腫瘤として紹介されたが、CT 値は -80HU と極めて低吸収で内容は液体ではな
く脂肪であることが明白であった。US や MRI も行えば脂肪成分の診断は容易だが、限局性低吸収域
の診断に CT 値の測定は有用である。また良性の過誤腫とされてきた hAML にも悪性化例の報告が
散見され、近年そのマネージメントの指針を提唱する報告も現れている。本症例は 5cm を超え、増
大傾向であるので切除は妥当と考えられた。増大の経過を画像で捉えた hAML の報告は少なく、貴
重な症例と考えられた。腫瘍体積倍化時間や細胞増殖能も検討に加えて報告する。
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38 赤血球増加症を呈し肝へ直接浸潤した褐色細胞腫の一例

武井　智美 �）、進士　明宏 �）、三原　基弘 2）、溜田　茂仁 �）、上條　敦 �）、太田　裕志 �）、武川　建二 �）、山村　伸吉 �）、
中村　智次 3）

�）諏訪赤十字病院　消化器科、2）諏訪赤十字病院　外科、3）諏訪赤十字病院　病理部

【症例】26 歳、男性。【主訴】多血症、腹部腫瘤。【現病歴】健診で Hb	�9.7g/dl、γ-GTP	287IU/l と
高値であり近医を受診した。腹部 US で右側腹部腫瘤を指摘され、当科紹介された。エリスロポエチ
ン 56.0mIU/ml と増加していた。腹部 CT で肝右葉後区～右副腎におよぶ不均一に増強される ��.5cm
大の分葉状腫瘤を認めた。肝炎ウイルスは陰性で腫瘍マーカーは正常値であった。またノルアドレ
ナリンが 4458ng/ml と高値であったが血圧は正常範囲内で、褐色細胞腫を強く疑う所見はなかっ
た。血管造影で腫瘤は hypervascular で、主たる栄養血管は右肝動脈であった。MRI では T� 低信号、
T2 高信号だった。fibrolamellar	hepatocellular	carcinoma を鑑別と考え、いずれにしても悪性と考え
られ、肝右葉切除術、右副腎合併切除を施行した。術後ノルアドレナリン、エリスロポエチン、Hb
は正常化した。病理像は右副腎原発で肝内浸潤した褐色細胞腫で、Ki-67	 labeling	 index は � ～ 2%で
あったが、大きさ、浸潤像から悪性と考えた。術後施行した MIBG シンチで、左下肺に 2 か所異常
集積を認め、転移巣と思われた。【考察】褐色細胞腫は推定患者数約 2900 人、うち約 �0%が悪性である。
カテコールアミンの過剰分泌により高血圧、頭痛、動悸、発汗など多彩な症状を呈するが、正常血圧
で副腎偶発腫として発見される例もある。本例のようにエリスロポエチン産生により赤血球増加症を
生じることは稀で、�988 年～ 20�2 年まで医中誌で褐色細胞腫と多血症をキーワードとして検索した
範囲で、国内では 3 例報告があった。悪性例での有効な治療法は未確立で、5 年生存率は 40%である。

39 小腸 GIST 術後 7 年目に発症した肝転移に対し肝切除した 1 例

宮澤　智美 �）、松田　政徳 �）、雨宮　秀武 �）、細村　直弘 �）、川井田　博充 �）、河野　寛 �）、藤井　秀樹 �）、松田　秀哉 2）、
新藤　邦明 2）、井上　泰輔 2）、坂本　穣 2）、榎本　信幸 2）

�）山梨大学　第一外科、2）山梨大学　第一内科

【はじめに】GIST 切除後の再発形式は約 2/3 が肝転移であるが，多くは術後 2 年以内に再発し，5 年
以上経過してから再発することは比較的稀である．今回我々は，小腸 GIST 術後 7 年目に肝転移で再
発し，肝切除術を施行した症例を経験したので報告する．【症例】症例は 6� 歳，男性．既往歴に特記
事項なし．平成 �6 年 �0 月，当科において小腸 GIST の診断で小腸部分切除施行した．術後 5 年まで
は当科外来に経過観察目的で通院していたが，再発所見はなかった．平成 23 年 �2 月，健診の腹部超
音波検査で肝腫瘤指摘され，平成 24 年 � 月，当院第一内科を紹介受診した．腹部造影 CT 検査で肝
S8 に �8mm，S3 に ��mm，S4 に 9mm の早期濃染腫瘤を指摘された．肝 S8 腫瘤に対し，エコーガ
イド下に生検を施行した．病理学的に紡錘形細胞の増生からなり，免疫染色で KIT（+）であることか
ら，小腸 GIST 肝転移と診断された．同年 2 月，当科に手術目的で入院し，3 月，肝部分切除を施行
した．病理学的に 3 つの腫瘤はいずれも KIT（+）で小腸 GIST 肝転移と診断された．術後経過良好で，
第 �5 病日に退院した．【考察】再発 GIST の治療の原則はイマニチブ投与であるが，肝転移切除症例
が非切除症例より予後良好であったのとの報告や，術後 2 年以上経過して再発した肝転移症例が 2 年
未満の肝転移症例より有意に予後良好であったとの報告があり，初回手術から 2 年経過して再発した
肝転移症例は，肝切除の適応と考えられた．しかし，肝転移が何個までが肝切除の適応かは今後の検
討が必要である．肝切除後の再々発が 80-90%であることから，本症例は KIT 遺伝子解析で Exon	��
に変異を認めたので，イマチニブ投与を行う予定である．
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40

肝 2　10：42 ～ 11：08　　座長　須田　剛士（新潟大学　第三内科）

血球貪食症候群と輸血不応症を伴う血管内大細胞型 B 細胞リンパ腫の診断
に頸静脈的肝生検が有効であった 1 例

齋藤　博美、城下　智、木村　岳史、丸山　康弘、伊藤　哲也、児玉　亮、小松　通治、横沢　秀一、梅村　武司、
田中　榮司
信州大学消化器内科

　症例は 67 歳，女性。家族歴・既往歴に特記すべきことなし。転院の約 2 か月前から発熱・咳嗽を
認めるようになり，近医にて上気道炎として加療を受けたが発熱は持続した。約 � か月前から全身
倦怠感が生じ，前医にて肝脾腫，貧血（Hb	7.8g/dL），血小板減少（Plt	9.9 万），肝機能障害（AST	
54IU/L，ALT	44IU/L），高 LDH 血症（795IU/L），高フェリチン血症（742ng/mL），可溶性 IL-2 レ
セプター高値（9,�96U/mL）を指摘され，精査・加療目的に同院へ入院した。骨髄検査では血球貪
食像を認め，悪性リンパ腫や自己免疫性疾患の鑑別を目的とした自己抗体検査，FDG-PET 検査，ラ
ンダム皮膚生検等が施行されたが確定診断には至らなかった。持続する発熱のため全身状態が悪化
し，転院前にステロイドセミパルス療法を施行された。しかし，効果が乏しく，さらなる精査・加療
を目的に当院へ転院した。入院時，前医と同様の所見に加え，凝固異常（PT	20.3 秒，APTT	78.6 秒），
血小板減少の進行（Plt	2.9 万），さらに血小板輸血不応症も認めたため，第 6 病日，頸静脈的肝生検
を施行した。特に偶発症は認めなかった。組織学的には，小葉内，類洞内に CD20 陽性の異型リンパ
球細胞を認め，血管内大細胞型 B 細胞リンパ腫と診断した。第 7 病日よりステロイド治療を先行し，
第 �3 病日より CHOP 療法を開始した。輸血不応症と化学療法による影響により，Plt	0.2 万へ低下し，
第 �7 病日，肺胞出血による喀血と呼吸状態の悪化を認め，第 �8 病日永眠された。病理解剖では，血
管内大細胞型 B 細胞リンパ腫，血球貪食症候群，肺胞出血の診断であった。血小板減少・凝固異常
を伴う肝障害の診断には頸静脈的肝生検による組織学的検索が有用であり，本例ではより早期の施行
が必要と考えられた。

41 動脈塞栓術が有効であったアルコール性肝硬変に合併した特発性腸骨筋血
腫の 1 例

染野　泰典、福成　博幸、中嶌　雄高、高橋　英徳、設楽　兼司、林　哲二
県立十日町病院　外科

　肝硬変では出血傾向から歯肉出血や鼻出血などの粘膜出血や皮下出血がたびたび経験されるが、深
部出血である筋肉内血腫を来すことは非常に稀である。原因疾患として C 型および B 型肝硬変に比
し、アルコール性肝硬変に多く、止血困難で致死率の高い合併症である。今回われわれはアルコール
性肝硬変患者に生じた特発性腸骨筋血腫に対し動脈塞栓術を施行し止血し得た症例を経験したので報
告する。症例は 42 歳男性。全身の強直性痙攣、意識障害を主訴に当院救急搬送。焼酎 500ml/ 日の
大酒家であり、アルコール性肝硬変、アルコール性てんかんと診断された。抗てんかん薬内服し入院
経過観察中、左大腿部痛、感覚障害および股関節伸展障害が出現し、左側腹部、左大腿部後面に出血
斑、左大腿部腫脹を認めた。CT にて左腸骨筋から大腿部にわたる血腫を認め特発性腸骨筋血腫と診
断した。左内腸骨動脈および外腸骨動脈の分枝である深部回旋動脈に対しマイクロコイルおよびヒス
トアクリルを用いて動脈塞栓術を施行した。塞栓術後血腫の縮小を認め、以降再出血を認めていない。
文献的考察を加え報告する。
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42 肝動脈瘤切迫破裂を契機に発見された結節性多発動脈炎の一例
高橋　一也 �）、外池　祐子 �）、佐藤　知巳 �）、渡邊　ゆか理 �）、佐藤　明人 �）、福原　康夫 �）、渡辺　庄治 �）、富所　隆 �）、
吉川　明 �）、高田　琢磨 2）、田川　実 3）、木口　貴雄 4）

�）厚生連　長岡中央綜合病院　消化器内科、2）厚生連　長岡中央綜合病院　腎内科、3）厚生連　長岡中央綜合病院　循環
器内科、4）厚生連　長岡中央綜合病院　放射線科

　症例は 44 歳男性、右季肋部痛を主訴に当院外来を受診。理学所見では 38 度台の発熱と右季肋部か
ら上腹部にかけての圧痛を、血液検査では炎症反応上昇と貧血を認めた。造影 CT で多発両腎梗塞・
脾梗塞と右肝内門脈前区域枝の頭側に接する 8mm の血管と等濃度の構造を認め、単純 CT ではその
近傍に限局性の高吸収域があり、血腫が疑われた。同日入院とし、安静の上、厳重な血圧管理を行っ
た。入院翌日の Dynamic	CT では右肝動脈前区域枝と右腎動脈に動脈瘤が認められ、また追加の血
液検査で PR3-ANCA 陽性であり、精査の結果、結節性多発動脈炎（PAN）と診断した。全身状態が
安定しており PAN の治療を優先して行うこととしステロイドパルス療法を 2 コース行い経過中に肝
動脈瘤は血栓化した。PAN は稀な疾患であるが消化器病変をきたす頻度が高く急性腹症の鑑別疾患
として挙げるべきと考えられた。
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肝 3　11：08 ～ 11：32　　座長　井上　泰輔（山梨大学　第一内科）

甲状腺機能亢進症に伴った肝不全の 1 例

高田　ひとみ �）、辰巳　明久 �）、原井　正太 �）、横田　雄大 �）、中山　康弘 �）、小松　信俊 �）、進藤　邦明 �）、井上　泰輔 �）、
前川　伸哉 �）、坂本　穣 �）、志村　浩己 2）、小林　哲郎 2）、榎本　信幸 �）

�）山梨大学　医学部　第一内科、2）山梨大学　医学部　第三内科

　症例は 34 歳女性。20�� 年 � 月より動悸、下肢浮腫・腹水を認め、近医受診、甲状腺機能亢進症の
診断で入院。チアマゾール内服治療で症状軽快したため一旦退院。その後 6 月に胸水腹水の増悪、全
身浮腫・摂食不良のため再入院。症状の改善を認めないため、当科紹介転院となった。転院時、体
温 36.8 度、脈拍 �40 回 / 分　不整、血圧 �00/58mmHg、著明なるいそう、皮膚黄染、眼球突出、甲
状腺腫大、仙骨部褥瘡、心雑音、腹部膨隆、下腿の浮腫を認めた。血液検査では TP	6.�g/dl、Alb	
2.0g/dl、T-Bil	�5.0mg/dl、D-Bil	��.6、AST	72U/l、ALT	39U/l、ALP	424U/l、γGT	35U/l、PT 活
性	52.9%、アンモニア	42μg/dl、BUN	68.4mg/dl、Cre	�.06mg/dl、CRP	8.88mg/dl、TSH	0.005μU/
ml 以下 f-T3	4.90pg/ml、f-T4	�.350pg/ml、HCVAb（-）、HBsAg（-）、HBcAb（-）、抗核抗体 320 倍、
画像検査では全身 CT 検査にて、甲状腺腫大、両側胸水、肺水腫、心拡大、肝の著明な萎縮、大量腹
水、全身浮腫を認めた。病態は急性肝不全と考えられ、その原因としては、甲状腺機能亢進症に伴う
肝機能障害、自己免疫性肝炎の合併、抗甲状腺薬に伴う薬物性肝障害、栄養障害に伴う肝障害、心不
全によるうっ血肝などが考えられた。治療は高カロリー輸液、輸血、アルブミン点滴で支持療法を行
うとともに、利尿薬による心不全の改善、チアマゾールによる甲状腺機能コントロール、また抗生剤・
抗真菌剤による治療を行ったところ、徐々に肝不全の改善がみられ、約 3 カ月にて黄疸が正常化した。
甲状腺機能亢進症による黄疸を伴う肝不全の報告は稀であり、示唆に富む貴重な症例であると考え報
告する。

44 肝炎型原発性胆汁性肝硬変の一例

松村　真生子、小林　奈津子、田代　興一、太島　丈洋、田中　忍、小島　英吾
長野中央病院

　症例は 76 歳男性．H�8 年に軽度の肝機能障害が指摘され，その際 ANA 陽性，AMA 陽性と判明
していたが，特に治療をせずに肝機能は改善したため，経過観察されていた．H2� 年 7 月から再度肝
機能障害が出現したとして紹介された．来院時の採血では，AST/ALT	98/�09IU/L,	γGTP	65IU/L,	
ALP	249IU/L と中等度の肝機能障害を認めた．飲酒歴はなく，各種ウイルス検査は陰性であった．
IgG	23�2mg/dl,	 IgM	256mg/dl と上昇を認め，ANA�60 倍，AMA80 倍とそれぞれ陽性であった．9
月某日施行した肝生検では PBC には矛盾しないが，AIH と言い難い病理像が得られたこと，AIH 簡
易版スコアは 6 点と疑診であったことから PBC と診断し，UDCA600mg/day の内服を開始した．し
かし，その後も肝障害は遷延し，H22 年 8 月には両下肢浮腫，腹水が出現した．採血にて ANA が
2560 倍と高値を示し，再度施行した肝生検では AIH に矛盾しない像が得られ，簡易版スコア �0 点
と AIH の基準を満たした．このため，肝炎型 PBC と診断し，H22 年 9 月某日より PSL30mg/day の
内服を追加した所，データおよび症状は速やかに改善に至った．PBC の治療方針はまず UDCA を使
用し，抵抗例にはベサフィブレートの投与が推奨されている．更に AIH の病像を併せ持つ症例には
ステロイドの併用が考慮される．しかし，UDCA はためらいなく使用出来るものの，多様な副作用
を伴うステロイドを加えるかどうか判断に迷う場合がある．今回我々は AIH の病像を捉えるのが遅
れて悪化させてしまった PBC の一例を経験したので報告する．
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45 急性肝炎で発症した自己免疫性肝炎の 1 例
小林　正和 �）、古田　清 �）、松田　賢介 2）、松林　潔 2）、宮林　秀晴 2）、中澤　功 3）

�）まつもと医療センター　松本病院　内科、2）まつもと医療センター　松本病院　消化器科、3）まつもと医療センター　松
本病院　臨床検査科

　症例は 6� 歳男性。既往歴に肝機能異常を認めず、飲酒暦なし。20�0 年 2 月初旬より尿濃染を自
覚した。2 月 �3 日、白色便、黄疸を主訴に当科受診。AST	793U/l、ALT	�037U/l、T.bil	7.8mg/dl、
PT	67.5%と肝機能障害を認め精査目的で入院となる。腹部超音波検査と CT では器質的肝胆道疾患
は否定され、急性肝炎が疑われた。A、B、C、E 型肝炎ウイルスマーカーは陰性。抗核抗体 40 倍と
低力価陽性、抗平滑筋抗体は陰性、抗 LKM-� 抗体が 55 と陽性であった。IgG は �550mg/dl と正常で、
肝生検では急性肝炎に合致する組織所見で線維化は軽度であった。初診時より好酸球増多を呈したた
め薬物性肝障害も検討したが否定的で、自己免疫性肝炎（AIH）国際診断基準スコア �3 点（AIH 疑診）、
抗 LKM-� 抗体陽性より急性発症した AIH と診断した。プレドニン 30mg/ 日内服を開始し、内服後
速やかに肝障害は正常化するが、プレドニン中止後再燃を認めた。プレドニン再投与にて肝障害の正
常化が得られている。　AIH 全国集計では、組織学的に急性肝炎と診断された症例は �0.9%（95/87�）
を占める。但し、急性発症型 AIH は、AIH 国際診断基準スコアが低く、抗核抗体が陰性あるいは 40
倍以下の症例や IgG が 2000mg/dl 以下などの非典型例が多いとされる。本例も IgG が正常で、抗核
抗体も 40 倍と低力価であり、肝組織所見も AIH に特徴的な所見に乏しく診断に難渋した。急性肝炎
の原因には AIH も鑑別に挙げ、各種自己抗体測定が必要と考えた。
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46

肝 4　14：20 ～ 14：54　　座長　梅村　武司（信州大学　消化器内科）

Hodgkin 病加療中に HBV が再活性化した 1 例
倉石　康弘 �）、須澤　兼一 �）、長谷部　修 �）、原　悦雄 �）、越知　泰英 �）、長屋　匡信 �）、多田井　敏治 �）、神保　陽子 �）、
平井　一也 2）、保坂　典子 3）、市川　直明 4）、梅村　武司 5）

�）長野市民病院　消化器内科、2）長野市民病院　呼吸器内科、3）長野市民病院　病理診断科、4）長野赤十字病院　血液内科、
5）信州大学附属病院　消化器内科

　症例は 80 歳代男性．肝炎の既往なし．20�0 年 � 月に発熱と全身倦怠感があり近医を受診したが，
症状が改善せず，当院に紹介受診となった．身体所見上頚部リンパ節腫脹を認め，CT 検査では頚部，
腹腔内のリンパ節腫大，脾臓内腫瘤を認め，Hodgkin リンパ腫（Stage3B）と診断し，ABVd 療法を
開始した．化学療法前の血液検査では HBs 抗原陰性，HBc 抗体陽性，HBs 抗体陰性，HBV	DNA 未
検出であった．化学療法 3 クール終了後より呼吸困難が出現し，胸部レントゲン上両肺野に網状影
が出現したためブレオマイシン肺臓炎と診断し，ブレオマイシンのみを中止してステロイドによる
内服治療を開始した．ステロイド治療開始 2 週後の血液検査では肝機能異常は出現していなかった
が，HBV	DNA が 2.5	LOG	copy/ml と陽性化した．HBV の再活性化と判断し，エンテカビルの内服
を開始したところ，2 ヵ月後の検査で HBV	DNA は未検出となり，その後化学療法を 6 クールまで
施行したが，リンパ腫は CR が得られ再発なく経過している．本症例は Hodgkin リンパ腫加療中に
HBV の再活性化を認めたが，肝炎発症を予防することができた．しかし化学療法開始後から定期的
な HBV	DNA の測定を行っておらず，HBV	DNA 陽性化後エンテカビル投与まで � ヵ月程度の時間
を要したという問題点が残った．当院では本症例の反省をもとに，de	novo	B 型肝炎対策として組織
的な取り組みを検討中であるため報告する．

47 当院にて免疫抑制療法中の関節リウマチ（RA）患者における B 型肝炎感染
状況と対策

山本　香織、中村　直
丸の内病院　消化器内科

【背景と目的】HBV キャリアまたは既往感染例に対する免疫抑制薬や抗悪性腫瘍薬投与の際、HBV
の再活性化による de	novo 肝炎が問題となるため、研究班から出された「免疫抑制・化学療法によ
り発症する B 型肝炎対策ガイドライン」に準拠した方策をとる必要がある。当院リウマチセンターは、
RA の基幹病院として �,000 名以上の患者を抱え、これまでも免疫抑制療法を積極的に行ってきたが、
幸いにも HBV 再活性化による肝炎を経験したことはない。今回対象となる免疫抑制療法を行ってい
る全 RA 患者に対して B 型肝炎感染状況につき調査を行った。【方法】当院通院中の RA 患者のうち、
免疫抑制作用を有する抗リウマチ薬（メトトレキサート、タクロリムス、レフルノミド、ミゾリビン）、
抗リウマチ生物学的製剤（インフリキシマブ、エタネルセプト、アダリムマブ、ゴリムマブ、トシリ
ズマブ、アバタセプト）を継続的に投与している 688 例（男性 ��6、女性 572）、�9-87 歳（平均 60.8
歳）を対症とし、HBs 抗原、HBs 抗体、HBc 抗体を調べた。【結果】HBc 抗体陽性は 86 例（�2.5%）
で、そのうち HBs 抗原陽性は 5 例のみであった。また、HBc 抗体陽性例では、HBs 抗原陰性であっ
ても HBV-DNA 量を測定したが（リアルタイム法）、現在までに検出された例はない。【考察】これ
までの HBs 抗原による感染確認のみでは既往感染例の拾い出しが不十分であり、ガイドラインの有
用性を裏付けた。de	novo	B 型肝炎症例は大部分がリツキシマブ投与例であるが、一方で RA 治療で
の de	novo	B 型肝炎症例も報告されており、劇症化すれば致死率は高い。しかし、移植や悪性腫瘍
症例と異なり、RA 治療においては長期間継続的な免疫抑制療法が必要であり、HBV-DNA 定量での
モニタリングを毎月行うことは時間的、医療経済的にも困難である。免疫抑制療法を安全に施行する
ために、厚生労働省の事業としても、リツキシマブ以外の免疫抑制・化学療法による HBV	再活性化
の実態研究が実施されている。現行のガイドラインが、さらに実臨床に沿って使いやすいものに改定
されていくことを期待する。
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48 インターフェロン治療を行った B 型慢性肝炎の 3 例

高橋　達
新潟県厚生連　魚沼病院　内科

【目的】B 型慢性肝炎（CH-B）治療のゴールデンスタンダードは核酸アナログ製剤（NA）であるが、
催奇形性などの問題から厚生労働省の研究班作成によるガイドライン上でも 35 歳以下の場合や、挙
児希望がある場合などは適応外であり、他の治療法が必要である。今回、我々は NA 適応外の CH-B	
3 例にインターフェロン（IFN）治療を行ったので報告する。【症例】対象とした 3 例はいずれも濃
厚な familial	clustering を有する母児感染例で、HBV キャリアからの発症であり、遺伝子型は全例 C
であった。3 例とも入院の上、最初に天然型α-IFN	600 万単位を 4 週間連日筋肉内投与した。� 例目
の 30 歳男性は同 IFN を外来で週 2 回、次いで週 � 回まで漸減したところ、e 抗原から e 抗体へのセ
ロコンバージョンを来し、肝機能正常となった。2 例目の 35 歳女性は CH（F4/A2）で、外来で同様
に漸減後、Peg-IFN	α2a	90μg 週 � 回皮下注としたところ、e 抗原持続陽性ながら肝機能正常を現在
まで維持している。3 例目の 4� 歳独身男性は CH（F3/A3）で、外来で同様に漸減後 Peg-IFN	α2a	
90μg 週 � 回、その後 �80μg 週 � 回に増量したが、e 抗原持続陽性のままトランスアミナーゼが動
揺している。いずれの例においても HBs 抗原は高力価、HB コア関連抗原は 3.5Log	IU/ml 以上で推
移しており、IFN 治療を継続としている。【考察と結論】CH-B	3 例に IFN 治療を施行し、うち 2 例
では肝機能正常となり、IFN は有効と考えられたが、残りの � 例は IFN 治療抵抗性であり、HBV の
遺伝子配列などに何らかの治療抵抗性因子が存在することが推測された。NA 適応外の CH-B に IFN
を投与する際には投与薬剤や投与法などを工夫しながら継続し、短期的には e 抗原のセロコンバー
ジョン、最終的には HBs 抗原の消失を目標とすべきである。また、治療効果のモニタリングには従
来の e 抗原抗体、HBV	DNA に加えて HBs 抗原の力価や、肝内 cccDNA を反映する HB コア関連抗
原が有用である。

49 PEG-IFNα2b ＋ RBV 72 週治療後に早期再燃したが、PEGASYS 少量長
期投与にて SVR に至った C 型慢性肝炎の 1 例

和栗　暢生、薛　徹、林　雅博、荒生　祥尚、五十嵐　俊三、佐藤　里映、佐藤　宗広、相場　恒男、米山　靖、古川　浩一、
杉村　一仁、五十嵐　健太郎
新潟市民病院　消化器内科

【緒言】プロテアーゼ阻害薬の登場により難治性とされる genotype	�b,	高ウイルス量症例の SVR も
高い確率で狙える時代になってきた。しかし、その強い副作用などから恩恵を受けられない症例も少
なくない。PEG-IFNα2a 少量長期投与を行い SVR となった症例を報告する。

【症例】50 歳代の女性。初回治療の natural	 IFNα	24 週治療では再燃。2 次治療としての IFNα2b/
RBV	24 週治療では NR。3 次治療としての PEG-IFNα2b/RBV	72 週治療では終了後 � か月で早期再
燃した。その後 HCV-RNA 量の増加に遅れて ALT の上昇がみられた。ALT 正常化、肝発癌抑制目的に、
4 次治療として PEG-IFNα2a	90μg の週 � 回長期投与の方針とした。28 週で HCV-RNA 陰性化した
ため、さらに �00 週治療を継続した。その後 SVR を確認し、現在経過観察中である。

【考察】PEG-IFN 治療の登場前から 2 年以上の長期 IFN 治療の高い SVR 率が報告されている。我々
もそれに倣い、以前も 2 年半にわたる natural	 IFNα少量長期投与で SVR に至った C 型肝硬変症例
を経験し、報告してきた。本例も IL28B	SNP や HCV コアアミノ酸変異、ISDR など、IFN 治療の効
果に関わる各種因子は測定されていないが、おそらく有利な条件が揃っていたと思われる。IFN 少
量長期療法でも HCV-RNA 陰性化が得られれば、その後長期の治療継続に期待してもよいと思われた。
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50

肝 5　14：54 ～ 15：26　　座長　小松　通治（信州大学　消化器内科）

顆粒球除去療法を施行した重症型アルコール性肝炎の一例
今井　径卓 �）、坂牧　僚 �）、水野　研一 �）、上村　顕也 �）、竹内　学 �）、須田　剛士 �）、野本　実 �）、青柳　豊 �）、土田　
陽平 2）、細島　康宏 2）、田邊　繁世 2）、風間　順一郎 2）、吉岡　大雄 3）、梅津　哉 3）

�）新潟大学大学院　医歯学総合研究科　消化器内科学分野、2）新潟大学大学院　医歯学総合研究科　血液浄化療法部、
3）新潟大学大学院　医歯学総合研究科　分子細胞病理学分野

要旨：症例は 45 歳、女性、大酒家。ホタルイカの摂食後に下痢、黄疸、腹水、肝障害を認めて近医に
入院後、症状の増悪、肝不全の進行を認め当科に紹介転院した。入院時現症では意識は清明であった
が著明な肝腫大、黄疸、浮腫、腹水徴候を認めた。検査成績では多核白血球優位の白血球増加、総ビ
リルビンの上昇、プロトロンビン時間の延長を認め、IL-6、IL-8 が著明に上昇し、腹部超音波、CT
検査にて著明な肝腫大、肝脂肪変性、腹水を認めたことから重症型アルコール性肝炎と診断した。腸
管滅菌、抗生剤投与に加えて白血球による直接的肝障害に対して顆粒球除去療法を、高サイトカイン
血症による重症化のネットワークを断つ目的でシベレスタットナトリウム水和物、ウリナスタチンの
投与等を中心に治療し、白血球、IL-6、IL-8 の低下、肝脂肪変性の改善傾向を認めた。胸腔出血を合
併し、第 26 病日に永眠されたが、病態の中心である白血球に対する治療が有効であり今後の治療法
の検討も含め示唆に富む症例であった。

51 腫瘍内出血をきたし非典型的な画像所見がみられた肝細胞癌の検討

田中　佳祐、進藤　邦明、小松　信俊、辰巳　明久、三浦　美香、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

【はじめに】EOB-MRI や造影超音波が普及し乏血性の肝細胞癌（HCC）が診断される頻度が増加し
てきているが，典型的な HCC は多血性を示し肝細胞相，平衡相，kupffer 相で wash	out されるのが
特徴である。2008 年 � 月から当院にて診断された初発 HCC のうち非典型的な画像所見を呈し診断に
苦慮した 3 例を経験したため報告する。【症例 �】80 代男性，慢性 C 型肝炎にて外来通院中，CT 検
査にて肝 S4 に 35mm の腫瘤を認め精査加療のため入院した。腫瘍マーカーは AFP，DCP ともに正
常，画像所見は AUS では内部出血を疑う高エコー域を伴う低エコー結節であり，CT 動脈相で辺縁
に造影効果を認め，内部は低濃度域の中に高濃度域が存在，平衡相では周囲肝実質と等濃度であっ
た。外科的切除を行うと高～中分化 HCC で内部に出血が見られた。【症例 2】70 代男性，C 型肝硬変，
糖尿病にて近医通院中，DCP 斬増認めたが CT，MRI では肝外に突出する出血性嚢胞の診断のみで
あり精査加療目的に当科入院した。腫瘍マーカーは AFP	3.9ng/ml，DCP745mAU/ml，画像所見は
MRI で T�	低信号，T2	淡い高信号，DWI で高信号を示し，動脈相では全体的に乏血性だが一部に
点状染まり，肝細胞相では低信号であった。CTHA でも同様に腫瘍内に点状の濃染がみられ，腫瘍
辺縁も厚く濃染され，CTAP では造影されなかった。外科的切除を行うと腫瘍の大部分は血腫であ
り，充実性な部分は低分化 HCC であった。【症例 3】60 代男性，発熱，多発肝腫瘍精査目的に当科
紹介入院した。腫瘍マーカーは AFP	�.2ng/ml，DCP はワーファリン内服中であり測定せず。画像所
見は AUS では肝内に多発する高エコー結節，CT では 20mm までのやや高信号な結節が多発し，動
脈相で濃染なし，平衡相でも抜けは不明瞭であった。肝腫瘍生検では血液成分のみ認めた。入院後第
�7 病日に永眠。剖検所見は多発する未分化肝細胞癌で腫瘍内に出血を伴っていた。【結語】診断に苦
慮した HCC　3 例を経験した。いずれも乏血性 HCC で腫瘍内に出血を伴っていたことが診断に苦慮
した一因と考えられた。腫瘍内出血により非典型的な画像所見を示す HCC について文献的な考察を
加え報告したい。
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52 Cool-tip 1cm 電極針が有用であった肝細胞癌の 1 例

雨宮　史武 �）、佐藤　光明 �）、横田　雄大 �）、吉田　貴史 �）、高橋　英 �）、山口　達也 �）、大塚　博之 �）、小松　信俊 2）、
進藤　邦明 2）、中山　康弘 2）、井上　泰輔 2）、前川　伸哉 2）、坂本　穣 2）、榎本　信幸 2）

�）市立甲府病院　消化器内科、2）山梨大学　医学部　第 � 内科

【はじめに】ラジオ波焼灼療法（RFA）は肝細胞癌（HCC）に対する局所療法として広く普及している。
RFA に使用する針はわが国では cool-tip 針が一般的であり、規格は 3cm 電極針が最も使用頻度が高い。
しかし、HCC が肝突端などに存在し正常肝を介す穿刺ラインが取れないときは 3cm 電極針での焼灼
では腹壁や周辺臓器まで焼灼範囲が及んでしまう可能性があり、安全な治療ができない。今回我々は
肝 S3 突端の HCC に対して �cm 電極針を用いて RFA を行い、合併症なく十分な治療を行うことが
できたので報告する。【症例】72 歳　男性。2000 年から C 型肝硬変を指摘され、2008 年 2 月に HCC
初発（S4　�5mm　単発）し、RFA で治療された。その後 HCC は 5 回再発し、その都度 TACE、
RFA で治療されてきた。今回、20�2 年 2 月の腹部造影 CT で肝 S3（やや S4 より）�3mm、S3 突
端 �2mm の 2 つの HCC 再発を指摘され入院となった。【入院時血液検査】WBC	2600/μl、RBC	329
万 /μl、Hb	�0.7g/dl、Ht	32.3%、Plt	7.7 万 /μl、Alb	3.�g/dl、CHE	58IU/l、T.Bil	�.7	mg/dl、D.Bil	
0.9	mg/dl、ALP	784IU/l、γ-GTP	73	IU/l、AST	64IU/l、ALT	36	IU/l、PT	70%、AFP	8�.7	ng/ml

（L3 分画	�2.0%）、PIVKA-2	25mAU/ml【経過】術前造影エコー検査で S3 突端の HCC は胃側から造
影され始め、胃の栄養動脈が feedeer となっている可能性もあり、TACE は出来ない恐れもあった
ため RFA 単独で治療することとした。S4 よりの HCC は通常の 3cm 電極針で �2 分間焼灼し、突端
の HCC は人工腹水も使用しながら �cm 電極針を用いて計 3 回穿刺、5 セッション焼灼した。出力は
�0W から開始し � 分ごとに 5W ずつ up し、30W までとした。すべてのセッションとも � セッショ
ンの焼灼時間は 5 分程度とした。術後の造影 CT、及び造影エコーでは 2 つの HCC ともに焼灼範囲
は十分であり、また術後胃潰瘍の出現や腹腔内出血を認めなかった。【結語】肝突端に位置する HCC
に対し、cool-tip　�cm 電極針を使用することにより安全かつ十分な RFA が可能である。

53 短期間に急速な腹膜播種をきたした NASH 肝細胞癌の 1 剖検例

戸塚　雄一朗 �）、石川　達 �）、阿部　寛幸 �）、堀米　亮子 �）、窪田　智之 �）、長島　藍子 �）、廣瀬　奏恵 �）、冨樫　忠之 �）、
関　慶一 �）、本間　照 �）、吉田　俊明 �）、石原　法子 2）

�）済生会新潟第二病院消化器内科、2）済生会新潟第二病院　病理検査科

【緒言】肝細胞癌の治療は進歩し、長期生存可能な症例も増加している。しかし、その一方で肝外転
移をきたした症例の予後は不良である。第 �8 回原発性肝癌追跡調査報告によると肝外転移部位とし
て腹膜播種の頻度は比較的稀であり、その予後についても明らかではない。今回われわれは TACE
経過観察中、短期間のうちに急速な腹膜転移が出現し、病勢コントロール不良となった肝細胞癌腹
膜播種症例を経験したので、若干の文献的考察を含めて報告する。【症例】79 歳、女性。主訴：右季
肋部痛。現病歴：�989 年に脂肪肝を指摘され、A 病院にて経過観察されていた。経過中胃食道静脈
瘤を認め、200� 年原因不明の肝硬変で当科紹介となった。2002 年胃食道静脈瘤増悪を認め、BRTO、
EVL を施行。20�0 年 4 月の CT で肝 S8 領域に �8mm 大の早期濃染と wash	out を認める病変を指摘
され、AFP�28ng/ml と上昇あり、肝細胞癌と診断された。TACE にて S8 病変は制御されたが、S�
再発を認め TACE を繰り返し外来経過観察中であった。20�� 年 �0 月 28 日頃に右季肋部痛が出現し、
次第に増強、�� 月 8 日に当科受診し、腹水著明にて緊急入院となった。経過：腹水穿刺にて血性腹水
を認め、緊急血管造影施行。A3 から肝外に流出する動脈を認め、腹膜播種巣への責任血管及び肝外
への流出血管と考え TAE を施行。また、肋間動脈から栄養される腹膜結節に対しても TAE を施行
した。しかし、その後肝不全進行し永眠された。剖検が得られ、剖検所見では腹膜に無数の播種を認
め、未分化肝細胞癌であった。初発 S8 病変は高 - 中分化肝細胞癌、S� 病変は未分化肝細胞癌で浸潤
性発育を呈していた。【結語】肝細胞癌の腹膜播種経路は自然破裂、穿刺治療後、術中散布などが報
告されている。本症例は穿刺治療なども行なっていないが、尾状葉病変の制御が充分できず、悪性転
化が著明となった。肝細胞癌のもともとの悪性度が高い病態が腹膜播種となった可能性はあるが、完
全制御できない治療介入がより悪性度を Accelerate した可能性は否定できず、肝細胞癌の今後の治
療戦略も含め、報告する。
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C 型慢性肝炎の新規治療法の実際
～テラプレビル三者併用療法をどのように使うか～

演者：虎の門病院　肝臓センター肝臓内科部長

　　　　　　　　　　　　　鈴木　文孝　先生

座長：長野赤十字病院院長　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　清澤　研道　先生

第 50 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
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第 50 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 型慢性肝炎の新規治療法の実際
～テラプレビル三者併用療法をどのように使うか～

虎の門病院　肝臓センター　　
鈴木　文孝　先生

講演要旨
　C 型慢性肝炎に対する治療法は、飛躍的に進歩している。とくにウイルス蛋白を直接標的に開

発された Direct	Antiviral	Agents	（DAAs）の臨床試験が行われ高い効果が得られている。プロ

テアーゼ阻害剤のテラプレビルは DAAs のひとつであり、20�� 年 �� 月に日本で Genotype	� 型、

高ウイルス量の C 型慢性肝炎の治療に対してペグインターフェロンとリバビリンとの併用療法

で薬事承認された。この 3 剤併用療法の治療成績と効果に関係する因子、副作用や注意すべき点

について述べる。

　初回治療例の日本での治療成績は、Sustained	virological	response（SVR）率は 73%（92/�26

例）であった。ウイルス動態からみると RVR 達成例の SVR 率は 75%（8�/�08 例）、非達成例で

は 6�%（��/�8 例）であった。一方前治療再燃例の SVR 率は 88%（96/�09 例）、前治療無効例

は 34%（��/32 例）であった。ウイルス動態からみると RVR 達成例の SVR 率は前治療再燃例で

92%（90/98 例）、非達成例では 55%（6/�� 例）であり、前治療無効例ではそれぞれ 39%（9/23 例）、

非達成例では 22%（2/9 例）であった。さらに効果に関係する重要な因子として IL28B の遺伝子

多型（SNPs;	rs80999�7,	TT	genotype）、HCV の core 領域 70 番目のアミノ酸（wild	type）、前

治療の効果が無効例でないこと、RVR であることが重要な因子であった。

　3 剤併用療法では、重要な副作用として、皮膚症状と貧血がある。皮膚症状は、85%（226/267

例）の患者に認められた。スティーブンス・ジョンソン症候群（SJS）や薬剤性過敏症症候群

（DIHS）および粘膜症状を伴う多型紅班の出現［�.5%（4/267 例）］には注意が必要である。皮

膚症状に対する処置は皮膚科医との連携のもと、皮膚症状の程度に応じてステロイド剤の外用、

抗アレルギー剤の内服を中心に重症例ではステロイド剤の全身投与など適切な治療を早期に行

う必要がある。貧血はテラプレビルを併用した 3 剤併用療法でも重要である。ITPA	gene が CC	

genotype の症例では、治療開始早期において有意に Hb 値の低下が認められた。貧血の進行に

対しては Hb 値を短期間で測定しリバビリンまたはテラプレビルを早期に減量する必要がある。

女性、BMI ＜ 23、ITPA	gene	CC	genotype、年齢 50 歳以上の症例では、Hb 値の推移に注意し

たい。また、高尿酸血症、クレアチニンの上昇にも注意する必要がある。

　今後、このような副作用予防の点や日本人の体格からテラプレビルの減量投与についても検討

が必要である。



－ 47 －

ご略歴　　鈴木　文孝　先生

�963 年（昭和 38 年）１月 29 日生　　出身；静岡県

【学歴】
�988年３月（昭和63年）	 弘前大学医学部卒業
�988年６月（昭和63年）	 浜松医大第二内科入局　研修医
�989年６月（平成元年）	 県西部浜松医療センター　消化器科　研修医、医員
�992年６月（平成４年）	 浜松医大第二内科　医員
�993年６月（平成５年）	 虎の門病院　消化器科　医員
�994年６月（平成６年）	 浜松医大第二内科　医員
�998年７月（平成�0年）	 県西部浜松医療センター　消化器科　副医長
�999年４月（平成��年）	 虎の門病院　消化器科　医員
2007年２月（平成�9年）	 虎の門病院　肝臓センター　医長
20��年４月（平成23年）	 虎の門病院　肝臓センター　肝臓内科部長

【学位】
2007 年４月 20 日取得（浜松医科大学）

【所属学会、専門医、指導医】
日本消化器病学会専門医・指導医
日本肝臓学会専門医・指導医
日本消化器内視鏡学会指導医
日本内科学会専門医・指導医
日本分子生物学会

日本消化器病学会評議員
日本消化器病学会関東支部評議員
日本肝臓学会評議員
日本肝臓学会東部会評議員

【その他】
平成 24 年厚生労働科学研究費補助金肝炎等克服緊急対策研究事業（肝炎分野）「ウイルス性肝
炎の病態に応じたウイルス側因子の解明と治療応用」分担研究員





日時：5 月 26 日㈯　13：10－14：10
場所：信州大学附属病院大会議室

第 50 回 日本消化器病学会甲信越支部例会
専門医セミナー
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肝移植の適応基準
とくに脳死肝移植における選択基準の改正点を中心に

演者：信州大学医学部准教授　附属病院医療福祉支援センター副センタ―長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　池上　俊彦　先生

座長：信州大学消化器内科教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　榮司　先生

第 50 回 日本消化器病学会甲信越支部例会
専門医セミナー
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肝移植の適応基準
とくに脳死肝移植における選択基準の改正点を中心に

信州大学医学部准教授附属病院医療福祉支援センター副センタ―長　　
池上　俊彦　先生

講演要旨
　和田心臓移植や医療一般に対する不信感から、我が国では長らく心停止下の提供で行える腎臓
以外の臓器移植は行われず、肝疾患で肝移植が有効であると考えられる患者でも国内での治療を
うけることはできなかった。�989 年に島根医科大学で脳死論議を避けられる生体肝移植が小児
慢性肝疾患に対して行われ、その後小児急性肝不全、そして成人へと適応が拡げられていき、生
体ドナーに対するリスクという根本的な問題を抱えながらも、本邦の肝不全の患者にとって、肝
移植が現実的な選択肢の一つになった。
　一方、様々な議論の末 �997 年 �0 月に臓器移植法が施行され、我が国での脳死下臓器移植の幕
開けとなったが、脳死下臓器移植の第一例目の施行には �999 年 2 月まで待たなければならなかっ
た。その後も脳死下臓器提供数はなかなか増加せず、20�0 年 6 月までに施行された脳死肝移植
数は 67 例に過ぎなかった。このような状況から改正臓器移植法が 20�0 年 7 月に施行された。そ
の後脳死下臓器提供数は増加し施行後 � 年間で 5� 例の脳死肝移植が行われた。この間、多くの
疾患に対する肝臓移植が保険適用化され、また、20�0 年 4 月から、肝臓移植後の免疫抑制療法
施行中の患者に対し身体障害者手帳（� 級）の交付が認められた。そして、20�� 年 9 月に脳死肝
移植の選択基準が改正された。
　本邦では 20�0 年末までに生体肝移植が 6097 例施行され、脳死肝移植は 20�� 年末までに �38
例施行された。本邦での 20�0 年までに施行された肝移植後の � 年、5 年、�0 年累積生存率は、
成人生体肝移植例では 8�、72、66%、小児生体肝移植例では 88、85、80%、であった。
　肝移植の適応は慢性肝疾患、急性肝疾患、代謝性肝疾患で考え方が異なるが、日常経験する機
会の多い慢性肝疾患では、非代償性肝硬変とされている。慢性肝疾患で脳死肝移植の登録のため
には、疾患により特異的なものもあるが従来から基本的には Child-Pugh 分類により疾患重症度
が決められてきた。具体的には Child-Pugh	A では � 点、B では 3 点、C では 6 点とされ、さら
に C の中で劇症肝炎同等のものについて 9 点とされることがあった。これが、昨年の改正により、
Child-Pugh で A での脳死肝移植新規登録ができなくなり、アルコール性肝硬変症に対する基準
が厳格になった。そして従来あった疾患重症度の 9 点を廃止し Child-Pugh	C のうち score が �3
点以上でかつ MELD	score	25 点以上を 8 点とした。急性肝不全については、従来疾患重症度劇
症肝炎と移植後グラフト不全が 9 点であったものを �0 点とした。
　今回は本邦における肝移植現状と主要疾患の肝移植の適応基準、改正された脳死肝移植の選択
基準を中心に概説する。
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ご略歴　　池上　俊彦　先生

【学歴】
昭和59.３.3�	 東北大学医学部卒業
昭和59.６.１	 岩手県立中央病院医師（研修医）
昭和62.４.１	 信州大学医学部附属病院医員
昭和63.�0.１	 市立大町総合病院医師
平成元.�0.１	 信州大学医学部附属病院医員
平成２.４.１	 厚生連松代総合病院外科医師
平成３.４.１	 信州大学医学部附属病院第一外科助手
平成４.��.４	 研究休職（スペイン・バルセロナ大学並びにフランス．パリ大学）
	 平成5.2.�5まで）
平成６.４.１	 国立長野病院外科医長
平成７.８.１	 信州大学医学部外科学第一講座助手
平成�5.４.１	 信州大学医学部外科学講座助手
平成�5.７.１	 信州大学医学部附属病院外科講師
平成�6.１.１	 信州大学医学部講師附属病院医療福祉支援センター副センター長
平成2�.２.１	 信州大学医学部准教授附属病院医療福祉支援センター副センター長

【所属学会名・役職名、社会における活動等】
日本外科学会（専門医、指導医）
日本消化器外科学会（専門医、指導医）
日本消化器病学会（専門医）
日本移植学会
日本肝臓学会（専門医）
日本血管外科学会
日本肝胆膵外科学会
日本肝移植研究会





日時：2012 年 5 月 26 日㈯　15：50－18：50
会場：信州大学医学部附属病院　南 4 階大会議室
　　　390-8621　松本市旭 3-1-1
会長：吉澤　要（信州上田医療センター　地域医療教育センター）

第 27 回 日本消化器病学会
甲信越支部教育講演会
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教育講演Ⅰ　�5：50－�6：50

胃の拡大内視鏡観察
新潟県立吉田病院　内科部長　八木　一芳　先生

座長　長野県立須坂病院　内視鏡センター長・副院長　赤松　泰次　先生

教育講演Ⅱ　�6：50－�7：50

IgG4 関連疾患の画像所見
信州大学附属病院放射線部　講師　藤永　康成　先生

座長　信州大学健康安全センター　教授　川　茂幸　先生

教育講演Ⅲ　�7：50－�8：50

腹腔鏡下肝・膵切除
信州大学消化器外科　准教授　小林　聡　先生

座長　信州大学消化器外科　教授　宮川　眞一　先生

第 27 回 日本消化器病学会甲信越支部
教育講演会
プログラム
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教育講演Ⅰ　�5：50－�6：50

胃の拡大内視鏡観察

新潟県立吉田病院　　　　
八木　一芳　先生

講演要旨
【はじめに】胃の拡大内視鏡診断において演者はプレパラート組織像をイメージして診断する方
法を提唱してきた。それは NBI 拡大観察で視認される血管と粘膜模様から組織像を思い描くと
いう意味である。それには拡大像と組織像の一対一対応を繰り返し、どのような拡大像がどのよ
うな組織像に対応するのか、を整理しておく必要がある。演者は上皮成分が白い縁として観察さ
れることに以前から注目し、それを white	zone（WZ）と命名し、その所見を血管とともに重要
視し組織像との対比から診断学を構築してきた。

【癌周囲粘膜の拡大像】胃癌はその背景粘膜の性状を読み取ることが重要である。癌の組織型と
その背景粘膜とは関係が強いからである。円形開口部（A-B 分類の B-0、B-�）は胃底腺がびっ
しりと存在する。そこから出現する癌は未分化型癌および胃底腺型胃癌が多い。開口部に楕円
が混じり溝が出現すると胃底腺は薄くなり（B-2）、楕円と溝が多くなると胃底腺はまばらになる

（B-3）。そこでは未分化型と未分化型様進展 tub2 癌が出現する。WZ からなる溝のみとなり管状
模様（A-�）または乳頭顆粒状模様（A-2）では完全な萎縮であり偽幽門腺化生または腸上皮化
生である。分化型腺癌が圧倒的に多い。

【WZ の観察】WZ は弱拡大・斜め観察でよく視認される。観察されれば上皮成分はある。そし
て拡大をあげて観察する。WZ が鮮明に観察される場合は �00μm 以上の窩間部と腺窩のしっか
りした表層粘膜構造をイメージする。不鮮明な場合は狭い窩間部からなる密な腺管構造または浅
い腺窩からなる表面構造をイメージする。Tub� 癌では WZ パターンの形状不均一、方向性不同
が観察される。しかし腺管密度が高い tub� では WZ が不鮮明化することが多い。その場合は血
管を参考にする。Tub2 癌で表層にその成分が露呈している場合は腺窩形成ができそこないのた
め WZ が不鮮明化することも多い。しかし粘膜中層を未分化型癌様に進展する tub2 癌または表
層に非癌上皮を残した未分化型胃癌では WZ パターンは胃炎様または胃炎そのものである。こ
のような tub2 では表層にも極めて分化した癌細胞が出現することが多いので形状不均一と方向
性不同を慎重に読影する。未分化型癌では未分化型癌細胞がパラパラと進展しながら表層非癌上
皮の腺窩を徐々に破壊するので WZ が漸次的に消失する所見が観察される（WZ のゴースト様消
失）。しかし腺頸部のみに癌細胞が存在する場合の WZ 像は胃炎と同様であり、生検が必須である。

【血管の観察】血管はフルズームで観察する。腸型形質の tub� 癌は円形開口部の癌腺管で密度は
高く WZ は不鮮明なことが多い。これら癌腺管の周りをネットワーク状の血管が取り囲み、そ
れが網目血管として観察される（Mesh	pattern）。Tub2 では腺管の融合、内腔の消失、開口部
の消失などからネットワークが崩れる（irregular	mesh	pattern）。未分化型では「お互いに連
結することなく曲線や螺旋を描きながら消失する」像を呈する wavy	micro-vessels が出現する。
そこに WZ のゴースト様消失が観察されればほぼ未分化型癌である。
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ご略歴　　八木　一芳　先生

【学歴】
昭和59年	 新潟大学医学部卒業

【職歴】
昭和59年５月より	 県立がんセンター新潟病院で内科研修
昭和6�年４月	 新潟大学第 3 内科入局
昭和6�年５月より	 埼玉県川口済生会病院に勤務
昭和62年５月より	 第 3 内科医局にて消化管を中心に研究
平成４年５月より	 南部郷総合病院に勤務
平成６年５月より	 新潟県立吉田病院に内科医長として勤務
平成�2年４月より	 同病院、内科部長として現在に至る。

【所属学会】
日本消化器内視鏡学会
日本消化器病学会
日本内科学会
胃癌学会
日本消化管学会
日本食道学会

【学会専門医・評議員・職務】
日本消化器内視鏡学会指導医・評議員・和文誌査読委員・英文誌査読委員・専門医試験問題作
成委員
日本消化器病学会指導医・甲信越支部評議委員
日本食道学会・GERD 検討委員

【研究会】
拡大内視鏡研究会　世話人
早期胃癌研究会・運営委員
新潟バレット食道癌研究会　代表世話人
新潟拡大内視鏡研究会　代表世話人　　　　　　など

【専門】
消化管内視鏡診断学・治療学　胃炎・胃癌・バレット食道・食道腺癌の拡大内視鏡診断
酢酸、酢酸・インジゴカルミン法の内視鏡診断
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教育講演Ⅱ　�6：50－�7：50

IgG4 関連疾患の画像所見

信州大学医学部附属病院放射線部　　　
藤永　康成　先生

講演要旨
　血清 IgG4 の上昇は自己免疫性膵炎（AIP）の特徴的所見であるが，近年，AIP に膵外病変を

伴うことが明らかになってきたとともに，全身の多臓器で IgG4 陽性形質細胞浸潤がみられる疾

患が相次いで報告されている．これらの疾患は，IgG4 関連疾患と総称され，現在では我が国で

認められる AIP のほとんどが IgG4 関連疾患の一部と考えられている．

　AIP の典型像として報告されてきた所見は，びまん性膵腫大，膵分葉状構造の消失（Sausage-like	

appearance）および膵周囲被膜様構造（capsule-like	rim）であるが、これらはびまん性 AIP で

報告された CT および MR 所見である．一方，症例の蓄積とともに非典型像として限局性膵病

変の存在が注目され，膵癌との鑑別が重要課題となってきた．血清 IgG4 は AIP の診断に極めて

有用であるものの，まれに膵癌でも高値を示すことがある．また，びまん性 AIP でみられた典

型的 CT および MRI 像は，限局性 AIP ではみられないことが多く，限局性膵病変の画像所見を

詳細に検討し，AIP を示唆する直接所見を見いだす必要に迫られた．組織コントラストに優れる

MRI での我々の検討では，限局性 AIP 病変では脂肪抑制 T� 強調像もしくは dynamic	MRI 早期

相にて病変内に正常膵と同程度の高信号点状域（speckled	hyperintensity）が認められ，膵癌と

の鑑別に有用な特徴的所見であることが明らかになった．さらに，造影法や撮影条件を工夫すれ

ば，CT でも同様の画像所見を描出できることもわかってきた．

　AIP の膵内限局性病変は同時性または異時性に多発するうえに経時的に変化し自然軽快するこ

ともある．自己免疫性膵炎の膵外病変，すなわち膵以外の IgG4 関連疾患でも，同時性および異

時性に多彩な臨床像を呈する．その臓器は唾液腺，肺，縦隔リンパ節，胆道，腎，後腹膜，前立

腺など多岐にわたり，これらの病変の検出は AIP の診断においても有用である．ただし，IgG4

関連疾患においては膵病変を伴わないことがあり，それぞれの臓器で IgG4 関連疾患との鑑別が

必要な疾患が存在する．このため近年では，各臓器の IgG4 関連疾患の診断基準が提唱されている．

しかしながら，各領域における実情が色濃く反映されており，臓器によっては診断基準の作成に

難渋しているという側面もあることから，今後の検証が必要と思われる．

　本講演では，自己免疫性膵炎と中心とした IgG4 関連疾患の画像診断について概説するととも

に，問題点などについても触れる．
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ご略歴　　藤永　康成　先生

【学歴・職歴】
平成５年３月	 神戸大学医学部　医学科卒業
平成５年４月	 金沢大学医学部附属病院医員（研修医）
平成６年４月	 金沢大学大学院　医学研究科入学
平成�0年３月	 金沢大学大学院　医学研究科修了
平成�0年４月	 市立敦賀病院　医長
平成�2年４月	 福井県済生会病院　医長
平成�3年４月	 信州大学医学部附属病院放射線科　助手
平成�7年４月	 信州大学医学部附属病院放射線科　助教

（平成22年８月～平成23年３月：カリフォルニア大学アーヴァイン校留学）
平成24年４月	 信州大学医学部附属病院放射線部　講師，副部長

【学位・資格】
医学博士，日本医学放射線学会専門医，日本 IVR 学会専門医

【所属学会】
日本医学放射線学会
日本磁気共鳴学会
日本インターベンショナルラジオロジー学会
Radiological	Society	of	North	America
American	Roentgen	Ray	Society
European	Society	of	Radiology

【専門分野】
腹部画像診断（MRI，CT）
Interventional	Radiology
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腹腔鏡下肝・膵切除

教育講演Ⅲ　�7：50－�8：50

信州大学医学部消化器外科　　
小林　聡　先生

講演要旨
　�980 年代、主として産婦人科領域で行われていた鏡視下手術は、医療機器の進歩により �987
年に初めて胆嚢摘出術に応用され、以降欧米を中心に急速にその普及が進んだ。本邦でも腹腔鏡
下胆嚢摘出術が �990 年に導入され、瞬く間に普及した。その後手術手技の進歩などにより、胃、
大腸などの消化管領域のみならず、膵臓外科領域や、さらには内視鏡外科手術が最も適応となり
にくい領域と考えられていた肝臓外科領域においても鏡視下手術の普及が進んでいる。
　実際、第 �0 回内視鏡外科手術に関する全国アンケート調査によると、�993 年には 8 例であっ
た腹腔鏡下肝切除はその後右肩上がりに増加して、2009 年 � 年間では 488 件を数え、2009 年ま
での 20 年間で累計件数は 2384 件に達している。一方、腹腔鏡下膵体尾部切除術は同期間内に
452 例、2009 年 � 年間では 94 件が施行されている。
　また、平成 22 年度の診療報酬改定で、腹腔鏡下肝部分切除と外側区域切除が、平成 24 年度か
らは腹腔鏡下膵体尾部切除術が保険適応となり、今後さらなる手術件数の増加が予想される。
　一方、本邦における開腹肝切除の術死率は全国平均で �%を切り、諸外国と比較してその安全
性は高いレベルで確立されていることを考慮すると、体壁の破壊が少なく患者の肉体的な負担を
軽減可能という腹腔鏡手術のメリットは、手術の安全性、根治性が担保されたうえでの話でなけ
ればならない。
　本教育講演会では、当科で施行した手術ビデオを供覧しつつ、腹腔鏡下肝、膵切除について概
説したい。
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ご略歴　　小林　聡　先生

【学歴】
平成２年３月3�日	 東北大学医学部医学科卒業
第 84 回医師国家試験合格

【学位】
平成�3年9月30日	 博士（医学）（信州大学）

【職歴・研究歴】
平成�2年�2月�6日～平成�7年８月30日	 信州大学医学部付属病院第一外科助手
平成�7年８月3�日～平成�8年２月28日	 研究休職（フランス　ボジョン病院）
平成�8年３月１日～	 信州大学医学部付属病院消化器外科助手
平成�9年�0月�6日	 信州大学医学部付属病院消化器外科講師
平成23年１月１日	 信州大学医学部付属病院消化器外科准教授

【所属学会・役職名】
日本外科学会：指導医　専門医
日本消化器外科学会：指導医　専門医
日本消化器病学会：専門医
日本肝臓学会：専門医
日本癌治療認定医
日本肝胆膵外科学会評議員
日本肝癌研究会
日本癌治療学会
日本内視鏡外科学会



第 50 回 日本消化器病学会甲信越支部支部例会
第 27 回 日本消化器病学会甲信越支部教育講演会

抄　録　集

会　長	 吉澤　　要

事務局	 国立病院機構
	 信州上田医療センター　地域医療教育センター
	 〒 386-86�0　長野県上田市緑が丘 �-27-2�
	 TEL.	0268-22-�890




