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　この度、第51回日本消化器病学会甲信越支部例会、第73回日本消化器内視鏡学会甲信越支部例会、
ならびに第28回日本消化器病学会甲信越支部教育講演会の合同開催を担当させていただくこととな
り、一言ご挨拶申し上げます。
　昨年度から日本消化器病学会の企画として、“専門医セミナー”を行うこととなり、第49回支部例
会では、成澤林太郎会長のもと、３題について討論者とアンサーパッドで全員に参加していただく盛
大な試みがなされました。これを発展させるべき立場ですが、時間的に討論しきれないことも踏ま
え、また支部長の田中榮司教授のアドバイスもあり、２題とし、討論者も２人で会場の皆様の発言機
会を多くとることとし、じっくりと討論する形としました。今後、より持続的発展的修正が加われば
形式が決まってくるものと考えます。
　一般演題には、72題の多数の応募をいただき、御礼申し上げます。一般演題は２会場での開催とさ
せていただきます。日本消化器内視鏡学会の企画である“プレナリーセッション”には、応募が８題
あり、抄録だけで優劣の判断がつきにくく、８題すべてをプレナリーセッションとし、評価者に判定
していただくこととしました。
　日本消化器病学会の教育講演会は例年通り３題企画しました。藤田保健衛生大学医学部外科教授　
宇山一郎先生に“消化器外科におけるロボット手術の最前線”の講演をしていただけることとなり、
折しも、信州大学にダヴィンチが入ったばかりで、外科医にとってはまたとない機会となりました。
本邦でのロボット手術の第一人者の講演は内科系の会員の皆様にも有意義なものとなると確信してお
ります。信州大学医学部画像診断部准教授　上田和彦先生には“肝の画像診断アップデート”という
ことで、豊富な臨床経験から、消化器専門医にわかりやすい画像診断の講演をしていただけます。ま
た、内視鏡学会甲信越支部会長（長野県立須坂病院内視鏡センター長）赤松泰次先生からは、“ヘリ
コバクター・ピロリ感染の現状”と題して、最新の知見を講演していただけます。
　ランチョンセミナーは、若手の先生方が最も希望されている講演として、“早期胃癌に対する内視
鏡治療－適正な術前・術中・術後管理のノウハウ－”ということで、東京医科大学消化器内科准教授
　後藤田卓志先生の講演が聴けることとなりました。
　現在、両学会支部長と事務局のアドバイスをいただきながら、当院スタッフが中心となり、鋭意準
備を進めております。しかしながら、当院は医療僻地の小病院でしかなく、不行き届きなことが多々
あるかと思います。どうか行き届かない点はお許し下さい。
　最後に、甲信越支部の発展と、支部会員の皆様のますますのご活躍とご健勝を祈念いたしまして、
ご挨拶とさせていただきます。
　　　平成24年11月吉日

ご　挨　拶

第51回 日本消化器病学会甲信越支部例会
第73回 日本消化器内視鏡学会甲信越支部例会
第28回 日本消化器病学会甲信越支部教育講演会

会　長 　久米田　茂　喜
（地方独立行政法人 長野県立病院機構

長野県立木曽病院長）
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会 場 案 内 図

会場：キッセイ文化ホール（長野県松本文化会館）
〒390-0311　松本市水汲69-2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

TEL：0263-34-7100　FAX：0263-34-7101

自動車：【高速・長野道「松本IC」利用の場合】
　料金所を出て、市街地へ向かい、「渚一丁目」交差点を直進して下さい（車線注意）。
　ガード下をくぐり抜けて最初の交差点「中央一丁目」を左折。こまくさ道路に進み、
「美須々」交差点の次「総合体育館前」を右方向に曲がリ、駐車場に左折して下さい。
　市街地を抜けるため、30分前後かかると見てください。駐車場は660台駐車できます
が、体育館と共用のため、公共交通機関をできるだけご利用下さい。

バ　ス：松本駅から約20分。バスターミナル１番または２番より乗車。
【１番】信大横田循環線「総合体育館」　で下車。240円。徒歩約３分
【２番】横田信大循環線「松本第一高校」　で下車。240円。徒歩約５分
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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₆分、討論時間は₄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１時間前までに、PC受付にお寄りください。

◎メディアをお持ちの演者の方へ
１　データはMicrosoft PowerPoint（以下PowerPoint）にて作成してください。
２　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、7
　　アプリケーション：PowerPoint　2003、2007、2010

＃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で試写をした上でデータをお持ちください。

　また、万が一に備え、Macintosh版本体のご持参をお願いします。

３　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
４　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。

　作成時に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。

５　CD-RまたはUSBフラッシュメモリー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するファイルのみ記録してください。

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。
　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「.wmv」の「Windows Media Video」のファイルでお願いします。

７　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。
８　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。

◎ご自身のパソコンをお持ちの演者の方へ
１　Windows版PowerPointで発表データを作成し、動画などのリンクするファイルがない場合、できる限りメ
ディアにてデータをお持ちくださいますようお願いいたします。
２　電源アダプターを忘れずにお持ちください。

　バッテリーを使用した状態での発表はトラブルの原因となります。

３　外部出力端子はMini D-sub15ピンとなります。
　Macintoshなどパソコン本体にMini D-sub15ピン端子がない機種をお持ちになる場合には、変換アダプターを忘れず

にお持ちください。

４　スクリーンセーバー並びに省電力設定はあらかじめ解除してください。
　解除されていない場合、試写の際、設定を変更させていただきますので、ご了承ください。

５　故障などのトラブルに備えて、念のためバックアップデータをお持ちください。
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６　日本消化器内視鏡学会甲信越・北陸地方会雑誌ENDOSCOPIC FORUM for digestive diseaseへの投稿論文
をお願いいたします。締め切りは平成25年１月下旬です。

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。

会員の先生方へのお願い

１　当日会場整理費として消化器病学会1,000円、消化器内視鏡学会1,000円を徴収させていただきます。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、消化器内視鏡学会地方会参加証、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。
４　日本消化器病学会甲信越支部として、支部奨励賞を選定、表彰いたします。卒後５年以下の発表者の中か
ら、優秀演題９題を会長が選出し、本会終了時に会場で表彰いたします。
５　日本消化器内視鏡学会甲信越地方会として、優秀演題を選定、表彰いたします。卒後５年以下の発表者の演
題をプレナリーセッションとして発表いただきます。その中から２題を優秀演題として選出し、本会終了時に
会場で表彰いたします。またプレナリーセッションを除く、すべての演題の中から優秀演題を２題選出し、次
回の地方会の際に表彰を行います。

合同懇親会のお知らせ

日　時：平成24年11月17日㈯　18：30～（教育講演会終了後）
会　場：キッセイ文化ホール２Ｆ　レストランパウゼ
会　費：評議員5,000円、一般会員3,000円
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第51回	 日本消化器病学会甲信越支部例会
第73回	 日本消化器内視鏡学会甲信越支部例会
第28回	 日本消化器病学会甲信越支部教育講演会

タイムスケジュール

平成24年11月17日㈯
【第１会場】国際会議室（キッセイ文化ホール３F）
開会の挨拶 9 ：00～ 9 ：05 会　　長　　　　　　　　　　　　久米田茂喜

演題番号 時　　間 座　　　　　　 長
内視鏡学会プレナリーセッションⅠ 1～ 4 9 ：05～ 9 ：45 信州大学内視鏡センター　　　　　新倉　則和
内視鏡学会プレナリーセッションⅡ 5～ 8 9 ：45～10：25 信州大学消化器内科　　　　　　　菅　　智明
肝Ⅰ 9～13 10：25～11：15 新潟大学大学院消化器内科学分野　須田　剛士
肝Ⅱ 14～17 11：15～11：55 信州大学消化器外科　　　　　　　横山　隆秀

ランチョンセミナー 12：00～13：00 信州大学内視鏡センター　　　　　新倉　則和

肝Ⅲ 37～40 13：00～13：40 山梨大学第一内科　　　　　　　　井上　泰輔
胆・膵Ⅰ 41～44 13：40～14：20 新潟県立新発田病院内科　　　　　夏井　正明
膵Ⅱ 45～48 14：20～15：00 山梨大学第一内科　　　　　　　　深澤　光晴

教育講演会
宇山　一朗（藤田保健衛生大学医学部外科教授） 15：00～16：00 信州大学医学部教授　　　　　　　宮川　眞一
上田　和彦（信州大学医学部画像診断部准教授） 16：00～17：00 信州大学医学部教授　　　　　　　田中　榮司
赤松　泰次（長野県立須坂病院内視鏡センター長） 17：00～18：00 長野県立木曽病院長　　　　　　　久米田茂喜

【第２会場】第二会議室（キッセイ文化ホール３F）
食道Ⅰ 18～21 9 ：00～ 9 ：40 新潟大学光学医療診療部　　　　　橋本　　哲
食道Ⅱ 22～24 9 ：40～10：10 信州大学消化器外科　　　　　　　小出　直彦
胃・十二指腸Ⅰ 25～29 10：10～11：00 山梨大学第一内科　　　　　　　　大高　雅彦
胃・十二指腸Ⅱ 30～33 11：00～11：40 佐久総合病院胃腸科　　　　　　　高橋亜紀子
小腸 34～36 11：40～12：10 諏訪赤十字病院消化器科　　　　　進士　明宏

昼食休憩 12：10～13：00

大腸Ⅰ 49～53 13：00～13：50 済生会新潟第二病院消化器内科　　本間　　照
大腸Ⅱ 54～57 13：50～14：30 市立甲府病院消化器内科　　　　　山口　達也
大腸Ⅲ 58～61 14：30～15：10 飯田市立病院外科　　　　　　　　平栗　　学

平成24年11月18日㈰
【第１会場】国際会議室（キッセイ文化ホール３F）

演題番号 時　　間 座　　　　　　 長
膵Ⅲ 62～67 ９：00～10：00 長野市民病院消化器科　　　　　　越知　泰英

専門医セミナー（症例検討）
下部消化器疾患 10：00～11：00 信州大学医学部消化器内科　　　　横沢　秀一
膵・胆道疾患 11：00～12：00 信州大学医学部消化器内科　　　　村木　　崇

閉会の挨拶 12：00～12：05 会　　長　　　　　　　　　　　　久米田茂喜

【第２会場】第二会議室（キッセイ文化ホール３F）
その他 68～72 9：00～ 9：50 長野県立木曽病院内科　　　　　　飯嶌　章博

合同懇親会は11月17日㈯ 18：30からキッセイ文化ホール２Fレストランパウゼにて行います。
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プログラム
第１日〔第１会場：国際会議室〕

01-内-専　家族性大腸腺腫症に併存した若年者H.pylori陰性早期胃癌の１例
  新潟大学医歯学総合研究科　消化器内科学分野　高橋　祥史
02-内-専　カプセル内視鏡を胃内に固定留置しGAVEからの出血をとらえた１例
  新潟大学大学院医歯学総合研究科　消化器内科学分野　渡邊ゆか理
03-内-研　多発膵膿症に対し経乳頭的経鼻膵管ドレナージ術が奏功した一例
  ＪＡ長野厚生連　佐久総合病院　肝胆膵内科　蔵野宗太郎
04-内-研　４型大腸癌の１例  山梨県立中央病院　消化器内科　石田　剛士

内視鏡学会プレナリーセッションⅠ（ 9：05～ 9：45）
  座長　新　倉　則　和（信州大学内視鏡センター）

05-内-専　36年間の長期経過中に、二次性アミロイドーシスを併発した腸管ベーチェット病の１例
  済生会新潟第二病院　消化器内科　本田　博樹
06-内-専　内視鏡的に切除した直腸高分化型神経内分泌腫瘍の１例
  新潟県厚生連　糸魚川総合病院　内科　高取　俊介
07-内-専　閉塞性大腸癌29症例の検討  小諸厚生総合病院　汐月　信仁
08-内-研　精巣腫瘍縦隔転移の診断にEUS-FNAが有用であった１例
  飯田市立病院　消化器内科　生山　裕一

内視鏡学会プレナリーセッションⅡ（ 9：45～10：25）
  座長　菅　　　智　明（信州大学消化器内科）

09-病-専　ステロイド投与が奏功したアルコール性肝炎の一例  新潟市民病院　佐藤　里映
10-病-研　高齢肝細胞癌患者に対する侵襲的治療の予後改善効果
  新潟大学大学院　医歯学総合研究科　消化器内科　高橋　俊作
11-病-専　肝機能異常を契機に診断された肺小細癌の一例  長野厚生連佐久総合病院　内科　高見澤哲也
12-病 　　Ｃ型慢性肝炎に対してPeg-IFNα2b+Ribavirin+Telaprevir ３剤併用療法を行い、中毒性表皮壊死融
　　　　　解症（Toxic Epidermal Necrolysis : TEN）を発症した１例
  山梨大学医学部　第１内科　津久井雄也
13-病 　　HSV2初感染により急性肝炎を起こした62歳健常人の１例
  富士見高原医療福祉センター　富士見高原病院　内科　唐澤　忠宏

肝Ⅰ（10：25～11：15）  座長　須　田　剛　士（新潟大学大学院消化器内科学分野）

14-病-専　繰り返す腹痛発作と肝機能異常を呈した赤芽球性プロトポルフィリン症の１例
  信州大学　医学部　消化器内科　藤森　尚之
15-病-専　切除12年後に肝腫瘤として発見された子宮内膜癌腹膜播種の一例
  信州大学医学部附属病院　消化器内科　小口　貴也
16-病-専　肝嚢胞性腫瘍と鑑別が困難であった肝嚢胞内出血の１例
  信州大学　医学部　附属病院　消化器外科　増尾　仁志
17-病 　　Denver shuntにより肝機能およびADLが著明に改善した難治性腹水合併肝硬変の１例
  千曲中央病院　内科　宮林　千春

肝Ⅱ（11：15～11：55）  座長　横　山　隆　秀（信州大学消化器外科）
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37-病 　　ミリプラチンを用いた肝動脈化学塞栓療法により門脈腫瘍栓Vp3が縮小した肝細胞癌の１例
  新潟県立がんセンター　新潟病院　内科　栗田　　聡
38-病 　　当院におけるIFNβ１日２回投与の試み  長野松代総合病院　消化器内科　新澤　真理
39-病-専　肝細胞癌と門脈血栓症を同時に発症し、ダナパロイドによる門脈血栓治療直後にRFAを行ったＣ型
　　　　　肝硬変の一例  市立甲府病院　消化器内科　早川　　宏
40-病-専　胆管浸潤肝細胞癌に対し放射線治療や胆道系処置など集学的治療が奏功した２例
  山梨大学　医学部　第一内科　高田ひとみ

肝Ⅲ（13：00～13：40）  座長　井　上　泰　輔（山梨大学第一内科）

41-内 　　腹腔鏡下胆嚢摘出術中にランデブー法を用い総胆管結石を治療した一例
  社会保険山梨病院　消化器内科　志村　和政
42-病 　　人間ドックでの血清アミラーゼ値上昇を契機に診断された、若年発症膵腺房細胞癌の１例
  長野市民病院　消化器内科　越知　泰英
43-内 　　嚢胞内出血を伴う膵炎症状を繰り返したIPMAの１例
  長野赤十字病院消化器内科　徳竹康二郎
44-病 　　超音波内視鏡ガイド下穿刺吸引で診断し得た退形成性膵癌の一例
  新潟県立吉田病院　内科　野澤優次郎

胆・膵Ⅰ（13：40～14：20）  座長　夏　井　正　明（新潟県立新発田病院内科）

45-病 　　糖尿病増悪を契機に発見された破骨細胞様巨細胞型退形成性膵管癌（StageΙ）の１例
  長野市民病院　消化器内科　伊藤　哲也
46-病 　　門脈・肺動脈腫瘍塞栓症を合併した膵癌の１例
  新潟県立がんセンター新潟病院　内科　加藤　俊幸
47-病 　　神経内分泌腫瘍への分化を伴う低分化型膵腺癌の１切除例
  信州上田医療センター　消化器内科　丸山　雅史
48-病-専　他臓器に穿破したIPMNの検討  山梨大学　第一内科　中岫奈津子

膵Ⅱ（14：20～15：00）  座長　深　澤　光　晴（山梨大学第一内科）

１　宇　山　一　朗（藤田保健衛生大学医学部）
　　　「消化器外科におけるロボット手術の最前線」
  座長　宮　川　眞　一（信州大学医学部）
２　上　田　和　彦（信州大学医学部画像診断部）
　　　「肝の画像診断アップデート」
  座長　田　中　榮　司（信州大学医学部）
３　赤　松　泰　次（長野県立須坂病院）
　　　「ヘリコバクター・ピロリ感染の現状　― 胃癌との関係を中心に ―」
  座長　久米田　茂　喜（長野県立木曽病院）

教育講演会（15：00～18：00）

ランチョンセミナー（12：00～13：00）
後藤田卓志先生（東京医科大学　消化器内科）
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評議員等合同懇親会　18：30～

第１日〔第２会場：第二会議室〕

18-内 　　Cowden病の一例  新潟県立がんセンター新潟病院　青柳　智也
19-病-研　初発時より食道気管支ろうを伴った食道癌の一例  諏訪赤十字病院　芦原　典宏
20-内 　　通常咽頭観察では発見し得なかった進行下咽頭癌の１例  市立甲府病院　小林　祥司
21-内 　　誤飲した総義歯を内視鏡にて摘出した一例  長野中央病院　消化器内科　小島　英吾

食道Ⅰ（ 9：00～ 9：40）  座長　橋　本　　　哲（新潟大学光学医療診療部）

22-内 　　Cameron病変を伴い大網、小腸および横行結腸が脱出した複合型（type IV）食道裂孔ヘルニアの１
　　　　　例  信州大学　医学部　消化器外科　鈴木　　彰
23-病 　　食道がん肝転移に対する肝動注療法の検討
  立川綜合病院　消化器センター　消化器内科　小林　由夏
24-病 　　食道癌化学放射線療法後の噴門リンパ節転移に対してサルベージ手術を施行した２例
  佐久総合病院　外科　長谷川　健

食道Ⅱ（ 9：40～10：10）  座長　小　出　直　彦（信州大学消化器外科）

25-病 　　肝Riedel葉を伴う胃癌に対して胃全摘術を施行した１例  山梨大学　第１外科　芦沢　直樹
26-病 　　EBウィルス関連重複胃癌の一例  都留市立病院　若菜　弘幸
27-病-専　好酸球性胃腸炎にHelicobacter pylori感染を合併した１例
  信州大学　医学部　消化器内科　中村　　晃
28-病 　　２回の先行性腹膜炎をきたした十二指腸潰瘍の１例  長野県立　木曽病院　外科　秋田　眞吾
29-病-専　ESDにより確定診断を行うことができたIFPの１例
  山梨大学　医学部　第一内科　加藤　　亮

胃・十二指腸Ⅰ（10：10～11：00）  座長　大　高　雅　彦（山梨大学第一内科）

30-内 　　医原性Mallory-Weiss症候群の検討  佐久総合病院胃腸科　若槻　俊之
31-病 　　IgG4関連十二指腸病変が疑われた一例  ＪＡ厚生連　佐久総合病院　肝胆膵内科　桃井　　環
32-内 　　十二指腸ステントの長期開存によりQOLを維持し得た再発食道癌の一例
  社会医療法人　城西医療財団　城西病院　消化器内科　瀬角　英樹
33-病-研　急性膵炎を合併した好酸球性腸炎による十二指腸狭窄の一例
  立川綜合病院　消化器センター　消化器内科　品川　陽子

胃・十二指腸Ⅱ（11：00～11：40）  座長　高　橋　亜紀子（佐久総合病院胃腸科）
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昼食休憩　12：10～13：00

34-病 　　小腸内視鏡にて術前診断しえた腸重積合併回腸Inflammatory fibroid polyp（IFP）の１例
  長野市民病院　消化器内科　長屋　匡信
35-病 　　Meckel憩室による絞扼性イレウスの１例
  山梨大学　医学部　消化器、乳腺、内分泌外科　滝口　光一
36-内 　　多発する小腸血管腫からの出血に対し内視鏡下のポリドカノール局注が有効であった１例
  信州大学　医学部　附属病院　消化器内科　山崎　智生

小腸（11：40～12：10）  座長　進　士　明　宏（諏訪赤十字病院消化器科）

49-病 　　上腸間膜動脈症候群及び大腸イレウスを合併したBlau症候群の１例
  安曇野赤十字病院　消化器内科　樋口　和男
50-病 　　TS-1/CDDP併用化学療法が奏功した直腸扁平上皮癌の１例
  長岡赤十字病院　消化器内科　嘉戸　慎一
51-内 　　Crohn病発症後12年で直腸癌を併発した一例  済生会新潟第二病院　消化器内科　岩永　明人
52-病 　　門脈ガス血症を伴った壊死型腸管虚血症の１例  長野県立木曽病院　外科　小山　佳紀
53-病-研　大動脈炎症候群を合併した潰瘍性大腸炎の一例  済生会　根布屋　悟

大腸Ⅰ（13：00～13：50）  座長　本　間　　　照（済生会新潟第二病院消化器内科）

54-病-研　結核性腹膜炎を合併した腸結核の１例  北信総合病院　消化器内科　仲村　太一
55-病 　　放射線性腸炎に併発した小腸との瘻孔を伴う直腸癌の１例
  新潟県厚生連長岡中央綜合病院　消化器病センター　外科　川原聖佳子
56-病-研　大腸 SSA/P から発生したと考えられる粘膜内癌の１例  下越病院　消化器内科　小畑　洋平
57-病-専　H.pylori除菌療法により退縮した直腸原発MALTリンパ腫の１例
  山梨大学　医学部　第一内科　倉富　夏彦

大腸Ⅱ（13：50～14：30）  座長　山　口　達　也（市立甲府病院消化器内科）

58-病 　　大腸イレウスを合併した腸管子宮内膜症の一例  新潟県立新発田病院　内科　坪井　清孝
59-病 　　術中内視鏡で切除範囲を決定した成人腸重積症の一例
  社会医療法人抱性会　丸の内病院　消化器内科　山本　香織
60-病-研　後腹膜線維症により腸閉塞・横行結腸軸捻転を呈した１例
  山梨県立中央病院　消化器内科　沼野　史典
61-病-専　大腸癌イレウスに対して大腸ステント留置後、一期的に手術し得た５例の検討
  岡谷市民病院　外科　藤井　大志

大腸Ⅲ（14：30～15：10）  座長　平　栗　　　学（飯田市立病院外科）
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第２日〔第１会場：国際会議室〕

62-病 　　当科におけるESWL治療を用いた膵石治療の成績
  信州大学　医学部附属病院　消化器内科　丸山　真弘
63-病 　　膵AVM（arteriovenous malformation）の１例  新潟県立新発田病院　岡　　宏充
64-内 　　ENBD用チューブと経鼻胃管を用いたドレナージシステムによる連日の嚢胞内洗浄と、内視鏡的ネク
　　　　　ロゼクトミーが奏効した感染性膵嚢胞の１例  新潟県立中央病院　内科　有賀　諭生
65-病 　　膵頭切除後、残膵に出現した膵管結石に対し超音波内視鏡（EUS）ガイド下治療が有用であった１例
  ＪＡ長野厚生連　佐久総合病院　内科　比佐　岳史
66-病-専　大腸用自己拡張型金属ステントが有用であった膵癌による大腸イレウスの１例
  山梨県立中央病院　消化器内科　石田　泰章
67-病-専　赤芽球癆を合併した自己免疫性膵炎の一例
  信州大学病院医学部附属病院　消化器内科　金井　圭太

膵Ⅲ（ 9：00～10：00）  座長　越　知　泰　英（長野市民病院消化器科）

第２日〔第２会場：第二会議室〕

68-病 　　腹膜原発漿液性乳頭状腺癌の１例  新潟県立十日町病院外科　中嶌　雄高
69-病 　　傍神経節腫（paraganglioma）にBurkittリンパ腫を合併した１例
  新潟県立十日町病院外科　染野　泰典
70-病-研　除菌療法が著効した下咽頭MALTリンパ腫の１例  諏訪赤十字病院　消化器科　田中　泰裕
71-病-研　Desmoplastic small round cell tumorの一例  長野赤十字病院　消化器内科　貝梅　紘子
72-病-専　循環不全を来し、緊急手術により救命しえた巨大な横行結腸間膜原発extragastrointestinal  stromal 
　　　　　tumor（EGIST）の一例  篠ノ井総合病院　外科　小山　　誠

その他（ 9：00～ 9：50）  座長　飯　嶌　章　博（長野県立木曽病院内科）

専門医セミナー（症例検討）

１　下部消化器疾患（10：00～11：00）  信州大学医学部消化器内科　横沢　秀一
２　膵・胆道疾患（11：00～12：00）  信州大学医学部消化器内科　村木　　崇
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症例は20歳代、男性。父・妹が家族性大腸腺腫症（FAP）。平成24年５月FAPの上部消化管surveillanceのEGDにて体上部前
壁に径10mm大の境界明瞭な白色調顆粒状軽度隆起性病変を認めた。NBI拡大観察では大小不同の顆粒状・乳頭状様構造を呈
し、血管の認識は困難であった。周囲にはFAPに特徴的な胃底腺ポリポーシスを認め、RAC陽性であった。同部からの生検
では低異型度腺腫と診断した。なお便中H.pylori抗原は陰性であった。本人・家族に十分な説明を行い、同意を得たうえで同
年８月ESDにて病変を一括切除した。病理診断は低異型度高分化型粘膜内癌で胃型粘液形質を呈していた。H.pylori陰性の胃
に腫瘍が発生することは稀であり、FAPに伴う胃腫瘍性病変は前庭部を中心とした幽門腺領域に発生する多発腺腫が特徴と
されている。本症例は春間らが報告した病理組織学的に腺窩上皮の過形成を呈し、胃底部に多発する辺縁鋸歯状の白色扁平隆
起（MWFF：Multiple white  f lat  lesion of gastric  fundus）の内視鏡像に類似しているが、隆起の大きさ・NBI観察による不
整な表面微細構造が鑑別点になると考え、当科で経験した同様の症例も合わせて報告する。

症例は50歳代男性。慢性腎不全に対し透析導入後、黒色便を繰り返すため、当科を紹介受診され、EGDにてGAVEと診断さ
れた。アルゴンプラズマ凝固法（APC）を施行されたが、再発を繰り返し、月平均６単位の輸血を要した。2007年および
2009年にGAVEに対し、前庭部計３カ所をESDで粘膜切除施行した。その後出血なく経過良好であったが、約１年後に再び
黒色便が出現し、貧血はHb7g/dl台を推移していた。GAVE以外からの出血の可能性も考えられたため、再度当科にて精査
を行った。EGDでは残存GAVEの増悪はなく、観察時に活動性の出血所見は認められなかった。TCSでは大腸に異常所見な
く、カプセル内視鏡（VCE）でもGAVEを認めたが、胃、小腸では出血所見は得られなかった。月平均４単位の輸血と鉄剤
内服で対応していたが、2012年８月７日貧血精査加療目的で当科入院となった。入院時身長158cm、体重48kg、脈拍55回/
分、血圧154/55mmHg、胸腹部に異常所見を認めなかった。検査所見ではHb 7.9g/dlと著明な貧血を認めた。GAVEからの活
動性の出血を明らかにするため、本人とご家族に十分にICを行い、入院翌日にVCEを胃内に留置固定した。VCEはオリンパ
ス社のEC type1を使用し、固定方法は3-0絹糸でVCEを縛り、２チャンネルスコープ（GIF-2T240）を用いてVCEを胃内に誘
導し、クリップで２本の糸を前庭部大弯に４点固定した。固定数十分後よりGAVEからのoozingを認め、食事摂取時から摂取
後も出血、自然止血を繰り返していた。VCEは約２時間、胃、十二指腸間を移動していたが、その後十二指腸球部から下行
脚に停留していた。留置２日後にEGDを施行し、十二指腸球部内に停留していたVCEを回収し、GAVEに対してAPC（出力
60w 流量2l/分）を施行した。その後再出血なく、現在も経過良好である。一般にGAVEからの活動性の出血をとらえられる
ことは少ないが、今回の観察により生理的な環境下では、少量のoozingと自然止血が繰り返されることが示唆され、貴重な症
例と考えられたため報告する。

内視鏡学会プレナリーセッションⅠ　９：05～９：45
座長　新　倉　則　和（信州大学内視鏡センター）

1 家族性大腸腺腫症に併存した若年者H.pylori陰性早期胃癌の１例
高橋　祥史 1）、竹内　　学 1）、阿部　寛幸 1）、水野　研一 2）、橋本　　哲 2）、上村　顕也 1）、佐藤　祐一 1）、小林　正明 2）、渡辺佳緒里 3）

渡辺　　玄 3）、味岡　洋一 3）、青柳　　豊 1）

1）新潟大学医歯学総合研究科　消化器内科学分野、2）新潟大学医歯学総合病院　光学医療診療部
3）新潟大学医歯学総合研究科　分子診断病理学分野

2 カプセル内視鏡を胃内に固定留置しGAVEからの出血をとらえた１例
渡邉ゆか理 1）、中村　隆人 1）、兼藤　　努 1）、青柳　　豊 1）、橋本　　哲 2）、横山　純二 2）、小林　正明 2）、成澤林太郎 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）新潟大学医歯学総合病院　光学医療診療部
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【症例】40歳代、女性。３週前より心窩部痛が出現し、２週前に近医を受診した。血液検査では白血球およびCRPの上昇を認
めたが、血清アミラーゼは正常であった。USでは異常を指摘されなかった。抗生剤を処方されたが、症状が改善しないため
近医を再受診した。CTにて膵頭部、体部、尾部に各々嚢胞性腫瘤を認め、一部にガス像を伴っていた。急性膵炎が疑われ、
同日当科紹介入院となり、絶食、補液、抗生剤投与を開始した。第２病日のUS、MRIにて、嚢胞性腫瘤と主膵管との交通が
疑われ、膵管破綻による膵液貯留部位への感染、多発膵膿瘍と判断した。発熱、腹痛、背部痛が持続し、第３病日のCTで膿
瘍の増大が認められたため、第４病日に経乳頭的膵管ドレナージ術を試みた。膵管造影にて頭部および体部の膿瘍と主膵管と
の交通を認め、体部膿瘍内に経鼻ドレナージチューブ（Cook社製、5Fr）を留置した。処置中に主乳頭の口側後壁から白色膿
汁の流出を認め、膵頭部膿瘍と十二指腸との瘻孔部と判断した。膿汁培養ではPrevotellabuccae、α-streptococcusが認められ
た。第７病日のCTでは膵頭部および体部の膿瘍の縮小化を認めたが、膵尾部膿瘍は残存していた。発熱、背部痛が持続した
ため、再度ERCPを施行し、尾部嚢胞内にドレナージチューブ（CATHEX社製、5Fr、α型、long type）を留置した。第９病
日のCTでは膵体部および尾部の膿瘍の増大を認め、チューブ先端は尾部膿瘍の乳頭側に留置されていた。血液検査上炎症反
応の改善を認めないため、第10病日にERCPを施行し、膵尾部嚢胞内に再度ドレナージチューブ（Cook社製、5Fr）を留置し
た。その後、症状は徐々に改善し、ドレナージチューブからの排液は透明化し、第24病日に退院となった。退院後12日目、症
状消失およびCTにて膿瘍の縮小化を確認後、ドレナージチューブを抜去した。退院後40日目のCTでは膵尾部に微小な嚢胞が
残存するのみとなり、再発所見は認められていない。【考察】本症例は多発膵膿瘍であったが、各膿瘍と主膵管との交通を認
めたため、経乳頭的経鼻膵管ドレナージ術が奏功したと考えられた。

症例：63歳、女性。主訴：左下腹部痛、腹部膨満感。既往歴：37歳、子宮頸癌のため放射線治療。現病歴：2012年１月中旬よ
り左下腹部痛があり、その後腹部膨満感が悪化したため３月初旬某院受診。CTにてS状結腸から直腸Rsの壁肥厚および狭窄
部より近位側の拡張を認め、同院入院。同院の大腸鏡検査時の狭窄部からの生検では、悪性所見は認められなかった。確定診
断が得られないため、精査目的に当科に転院。転院時、腹部は膨隆し腸蠕動音亢進、左下腹部に圧痛を認めた。CEA 1.4 ng/
mL、CA19-9 18.6U/mLであった。腹部単純レントゲン写真では著明な大腸ガスを認めた。CTでは、前医と同様にＳ状結腸か
ら直腸に壁肥厚・内腔の狭小化があり、有意なリンパ節腫脹は認めなかった。注腸造影では狭窄部位への造影剤の流入を認め
なかった。大腸鏡検査では、狭窄の遠位側は浮腫状で白苔の付着は認めず、近位側への挿入は不可能であった。この段階では
放射線治療に伴う炎症、子宮頚癌再発による腸管浸潤、４型大腸癌、腸間膜脂肪織炎等を考えたが、同部位の生検で低分化型
腺癌との結果であり、Ｓ状結腸からRsの４型大腸癌と診断した。その後当院外科で開腹手術を施行。回盲部に５cmの腫瘤を
認め回盲部およびＳ状結腸から直腸切除、人工肛門造設を行った。切除標本の肉眼所見では病変の主座は直腸Rsでtype4, 90 x 
50 mm, por1, pSE, INF c, ly2, v2, pN1（1/12）, pPM0, pDM0, pRM1, pM1（回盲部）, fStage IVの所見であった。
以上、比較的稀な４型大腸癌を経験したので、文献的考察を加えて報告する。

3 多発膵膿瘍に対し経乳頭的経鼻膵管ドレナージ術が奏功した一例
蔵野宗太郎、比佐　岳史、桃井　　環、清水　雄大、古武　昌幸、高松　正人
ＪＡ長野厚生連　佐久総合病院　肝胆膵内科

4 ４型大腸癌の1例
石田　剛士 1）、廣瀬　純穂 1）、小嶋裕一郎 1）、石田　泰章 1）、川上　　智 1）、久野　　徹 1）、深澤　佳満 1）、岩本　史光 1）、細田　健司 1）

鈴木　洋司 1）、望月　　仁 1）、中山　裕子 2）、古屋　一茂 2）、宮坂　芳明 2）、小山　敏雄 3）、小俣　政男 1）

1）山梨県立中央病院　消化器内科、2）山梨県立中央病院　外科、3）山梨県立中央病院　病理
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腸管ベーチェットの潰瘍は難治であると報告されている。長期予後については未だ不明であるが、近年の生物学的製剤の適用
により今後予後の改善が期待されている。今回われわれは36年間の長期経過を追えた１例を報告する。症例は58歳男性。22歳
時、虫垂切除術後から右下腹部痛が続き、25歳時、回盲部に５cm大の潰瘍形成性腫瘤を指摘され回盲部切除を受けた。１年
後、舌に再発性アフタ出現したが、眼症状、皮膚症状、陰部潰瘍はなかった。この頃から腹痛再燃し、注腸、CFで吻合部回
腸側に２型腫瘍様病変を認めた。８kg/５月の体重減少もあり、28歳時、吻合部切除術を受けた。３cm大のUl-４潰瘍であっ
た。その後サラゾピリンが投与され、４行/日程度の便通であったが腹痛は無かった。しかし手術１年後、再び腹痛、口内ア
フタが頻回にみられるようになった。また、１度だけであったが陰嚢に潰瘍が出現し約１週間で自然軽快した。腹痛のため食
事摂れず中心静脈栄養管理が必要となり、29歳、31歳、33歳時に入院した。この頃血便も見られ貧血のため輸血を繰り返し
た。その後も腹痛は時々みられたが、症状は徐々に軽快し入院までは必要としなかった。しかし48歳時、倦怠感と口渇が増悪
し入院、腎不全と診断された。その後も通院継続、腹痛はずっとなかったが、CF所見上、吻合部潰瘍は大きさに増減はある
もののいつも活動性であった。58歳時、腹痛、発熱出現し、低蛋白悪化し入院。腎生検ならびに十二指腸粘膜の生検からAA
アミロイドーシスと診断された。今後、透析導入ならびに生物学的製剤の使用を検討中である。

症例は69歳男性。検診にて便潜血陽性を指摘され、近医で下部消化管内視鏡検査を施行。直腸に隆起性病変を指摘され、精
査加療目的に当科紹介受診となる。当院で施行した下部消化管内視鏡検査では、直腸内に表面に陥凹を伴った１cm大の粘膜
下腫瘍を認めた。表面に明らかなびらんはなく、EUSを施行したところ第３層に首座をおく、一部に高エコー像を伴った腫
瘤を認めた。内視鏡的粘膜切除を施行し、肉眼的には完全切除できた。病理組織で、腫瘍径12mmの、索状からリボン状配列
を主体とした類縁形で比較的均一な細胞を認めた。免疫組織化学的にはChromograninA陽性、Synaptophysin陽性、CD56陽
性を認め、MIB1 LIは１～1.5％であった。高分化型神経内分泌腫瘍（Well-differentiated neuroendocrine tumor）と診断され
た（2010年WHO分類ではNET G1）。切除断端は陰性であり、血管浸潤・固有筋層への浸潤は認められなかった。この診断結
果を受けて、CT検査を行ったが、明らかな遠隔転移・リンパ節転移などは認められず、血液検査でもガストリン・セロトニ
ンなどのホルモン値やNSEの上昇は認められなかった。その後も慎重に経過観察としているが、切除後約１年経過した現在で
も、再発の徴候は認めていない。神経内分泌腫瘍は増殖能や組織型によって予後が規定される疾患であり、切除後も経過観察
が重要である。今回、内視鏡的に切除し得た直腸の高分化型神経内分泌腫瘍の一例を経験したので、若干の文献的考察を加え
て報告する。

5 36年間の長期経過中に、二次性アミロイドーシスを併発した腸管ベーチェット
病の１例
本田　博樹 1）、岩永　明人 1）、杉山　幹也 2）、石原　法子 3）、味岡　洋一 4）、本間　　照 1）、木村　成宏 1）、堀米　亮子 1）、窪田　智之 1）

関　　慶一 1）、石川　　達 1）、吉田　俊明 1）、上村　朝輝 1）

1）済生会新潟第二病院　消化器内科、2）杉山内科、3）済生会新潟第二病院　病理診断科、4）新潟大学　分子病態病理

6 内視鏡的に切除した直腸高分化型神経内分泌腫瘍の１例
高取　俊介 1）、野々目和信 1）、金山　雅美 1）、月城　孝志 1）、康山　俊学 1）、樋口　清博 1）、石井　陽子 2）、笹原　正清 2）

1）新潟県厚生連　糸魚川総合病院　内科、2）富山大学　付属病院　病理部

内視鏡学会プレナリーセッションⅡ　９：45～10：25
座長　菅　　　智　明（信州大学消化器内科）
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閉塞性大腸癌29症例の検討【目的】閉塞性大腸癌の手術は糞便や腸内容の貯留および口側腸管の浮腫、拡張があり緊急手術で
切除と再建を同時に行うかどうかの判断は難しく患者の安全が第一であり、１回の手術ですませて人工肛門を避ける努力は必
要である。最近では内視鏡下にステントやチューブで閉塞を解除し、口側腸管を減圧して手術する方法が勧められている。そ
こで当院に受診された閉塞性大腸癌の29症例の検討を行った。【方法】2010年５月27日～2012年６月25日までに当院に受診さ
れた閉塞性大腸癌の患者に対する加療のアプローチに対し後ろ向きコホート研究を行った。【成績】閉塞性大腸癌と診断した
症例全症例に対し経肛門的イレウス管による減圧を試みた。閉塞性大腸癌29症例の占拠部位は直腸６症例、S状結腸15症例、
下行結腸３症例、横行結腸３症例、上行結腸２例であった。29症例での下部消化管内視鏡検査処置による穿孔等の重篤な合
併症の発症は認めなかった。経肛門的イレウス管挿入不成功症例は４例であった。癌の占拠部位は直腸１症例、S状結腸２症
例、横行結腸１症例であり、失敗例はいずれも狭窄が高度であるかもしくは結腸の屈曲部に多かった。失敗の原因は大腸の屈
曲部に病変がある場合に多かった。挿入成功症例25例中１症例は減圧不十分であり経肛門的イレウス管挿入翌日に緊急手術を
行った。緊急手術24症例中12症例は待機的に手術による一期的吻合を行い、残り12症例に関しても人工肛門増設術を行った。
【結論】閉塞性大腸癌の加療アプローチに対し緊急手術によるアプローチ以外にも経肛門的イレウス管挿入により待機的に手
術した場合のほうが麻酔リスクの低下、抗凝固薬の作用の減弱、手術法の選択肢の増加等患者にとって有益である場合が多
い。閉塞性大腸癌に対してはまず、経肛門的イレウス管による減圧を行うべきであると考える。

症例は40歳代、男性。2003年両側精巣腫瘍（セミノーマ）に対して両側高位精巣摘除術と後腹膜の所属リンパ節に照射を施行
した。術後再発所見もなく経過観察としていたが、2008年に施行した胸腹部CTにて気管分岐部直下の食道背側に30×17mm
のリンパ節腫大を認めた。PET-CTにても同部位にFDG集積がみられたことから、精巣腫瘍のリンパ節転移や他の悪性腫瘍を
考慮しEUS-FNAを施行した。細胞診にてセミノーマ細胞を認めたことから精巣腫瘍の縦隔リンパ節転移と診断した。信州大
学泌尿器科に転院後BEP療法（ブレオマイシン、エトポシド、シスプラチン）を３クール施行され、2009年胸腹部CTでは上
縦隔病変は消失していた。その後現在まで再発転移所見はない。縦隔病変のEUS-FNAは、比較的容易な手技であり侵襲も少
ないことから、術前の病期診断や術後の経過観察にも有用と考えられる。

7 閉塞性大腸癌29症例の検討
汐月　信仁、小松　信男、林　　征洋、増田　勇毅、汐月　　修
小諸厚生総合病院

8 精巣腫瘍縦隔転移の診断にEUS-FNAが有用であった１例
生山　裕一 1）、岡庭　信司 1）、玉井　方貴 1）、高橋　俊晴 1）、武田龍太郎 1）、中村　喜行 1）、山下　俊郎 2）、伊藤　信夫 3）

1）飯田市立病院　消化器内科、2）飯田市立病院　泌尿器科、3）飯田市立病院　病理検査科
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肝Ⅰ　10：25～11：15
座長　須　田　剛　士（新潟大学大学院消化器内科学分野）

【緒言】アルコール性肝炎は常習飲酒家がさらに過剰な飲酒をした場合に黄疸、発熱、腹痛などで発症することが多いとされ
る。重症型アルコール性肝炎では断酒にかかわらず肝腫大が持続し、肝性脳症や肺炎、急性腎不全、消化管出血などの合併
症やエンドトキシン血症などの全身合併症を伴う予後不良な疾患である。今回、重症型アルコール性肝炎に対してステロイ
ド内服を行い良好な経過をたどった一例を経験したので報告する。【症例】36歳女性。23歳から飲酒を始め、入院前はビール
3500ml/日程度飲酒していた。黄疸、腹部膨満を主訴に当院を受診し精査加療のため入院となった。入院時は著明な黄疸、腹
水、下腿浮腫を認め、意識は清明であった。血液検査では白血球15210/μlと上昇、総ビリルビン22.5mg/dlと上昇、PT25%と
低下していた。以上より重症型アルコール性肝炎と診断した。断酒、補液、輸血、ウリナスタチン投与の保存的治療を行った
が改善を認めず白血球がさらに増加した。顆粒球除去療法を患者が拒否したため、第14病日よりプレドニゾロン40mg内服を
開始した。第15病日頃から黄疸は軽減、その後腹水が減少し白血球低下し、52病日に退院した。【考察】重症型アルコール性
肝炎に対して過去の文献では顆粒球除去療法、ビリルビン吸着療法などを施行した例が報告されているが、本例ではステロイ
ドのみで軽快した。腎不全や消化管出血、感染症などの全身合併症を伴わず、プレドニゾロンが著効したことが寄与したと考
えられた。

近年の社会背景を反映し、肝細胞癌（HCC）患者も高齢化している。侵襲的治療の高齢者に対する適応判断に明確な基準は
無いが、積極的な治療により良好な経過を経ている高齢HCC症例を経験したので報告する。症例は2001年の78歳時、HCV感
染による肝硬変と診断された男性。2008年10月、S６に単発のHCCが初発し肝部分切除術を施行した。2009年２月以後、S６
のHCC再発に対し経動脈的化学塞栓療法とラジオ波焼灼療法による治療を繰り返していたが、2011年５月に門脈後枝から右
枝本管に腫瘍塞栓を伴う急速なHCCの進行を認めた。腫瘍マーカーはPIVKAII 75000 mAU/ml以上、AFP 281 ng/dl、L3分
画56.5%であった。糖尿病およびCCr 56 ml/min、Alb 3.1 g/dl、T-Bil 0.8 mg/dl、PT-INR 1.13、Plt 9.9 万/μlを考慮し、リ
ザーバーから全肝に対して薬剤の用量を減量したFP療法（5-FU 125 mg/body/23h＋CDDP 5 mg/body/1h、体表面積 1.51 
m²）を2012年８月まで適宜施行した（４日/週×３週を１コース、４日/週×２週を１コース、５日/週×１週を４コース）。
治療は奏効し、門脈血流の回復、腫瘍の著明な縮小ならびに腫瘍マーカーの著減を認めた（PIVKAII 27 mAu/ml、AFP 7 
ng/dl、L3分画6.2%）。さらに、経過観察のMRIでS６に単発の新期病変を認めたため、ラジオ波焼灼療法を施行し、現在、外
来で経過観察中である。1996年～2010年の間に当院でHCCに対する初回治療を受けた330例を対象とし、高齢HCC患者の予後
を検討した。性別、HBV/HCV感染の有無、Child分類、腫瘍ステージ、腫瘍マーカー、治療法を用いた多変量ロジスティッ
ク解析により各症例の生死に関する傾向スコアを算出した。80歳以上の30例を高齢群、高齢群に近似する傾向スコアを有す
る30症例を対照群と設定し、生存日数を指標としたlog-rankテストにより予後を両群間で比較した結果、生命予後に有意な差
異を認めなかった（p=0.38）。以上より、80歳以上の高齢患者にも積極的な治療が予後の改善をもたらしているものと推察さ
れ、高齢であること自体を治療法選択の根拠とすべきではないと考えられた。

9 ステロイド投与が奏功したアルコール性肝炎の一例
佐藤　里映、五十嵐健太郎、荒生　祥尚、五十嵐俊三、佐藤　宗広、相場　恒男、米山　　靖、和栗　暢生、古川　浩一
杉村　一仁
新潟市民病院

10 高齢肝細胞癌患者に対する侵襲的治療の予後改善効果
高橋　俊作、須田　剛士、長島　藍子、兼藤　　努、上村　顕也、田村　　康、高村　昌昭、五十嵐正人、川合　弘一、山際　　訓
野本　　実、青柳　　豊
新潟大学大学院　医歯学総合研究科　消化器内科
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【症例】75歳男性。【主訴】食欲低下【既往歴】心不全、心房細動、脳梗塞、肺気腫、陳旧性肺結核症、胆石症【現病歴】患
者は数日間の食欲低下、微熱を自覚していたが自宅で様子を見ていた。訪問看護師来訪時に受診を勧められ近医を受診。肝
胆道系酵素の上昇及び、胆嚢結石を指摘され閉塞性胆管炎の疑いにて当院紹介となった。【経過】当院受診時の血液検査では
T-Bil 1.6mg/dl、AST 184IU/L、ALT 59IU/L、LDH 454IU/L、ALP 2288IU/L、γ-GTP 349IU/Lと肝胆道系酵素の上昇及
び、長径33mmの胆嚢結石を認めた。しかし胸腹部単純CTで明らかな胆管結石や胆管拡張を認めず閉塞性胆管炎とは考えに
くかった。入院後の腹部超音波検査では肝全体に最大10mm程度の類円形低エコー性腫瘤を多数認め、転移性肝腫瘍、粟粒結
核症、肝膿瘍などが考えられた。また入院時のCTで肺に腫瘤性病変を認め、ProGRP 218IU/Lと高値であり肺小細胞癌の存
在が疑われた。精査中DIC傾向が認められたためFFP、ビタミンK製剤を使用しつつ治療方針確定のため肝針生検を施行した
が、結果を待つ間に呼吸不全をきたし入院８日目に永眠された。死亡後生検結果により、超音波で指摘された低エコー性腫瘤
は小細胞癌肝転移であったことが判明した。【考察】肝機能異常を契機に肺小細胞癌多発肝転移と診断され、急激な転機をた
どった一例を経験した。原発性肺癌は転移をきたしやすい腫瘍の一つである。転移の好発臓器として脳、骨、肝、副腎等があ
り、転移先の臓器障害を契機に肺癌遠隔転移の診断がつくことはしばしば経験される。一般的に肺小細胞癌の平均生存期間は
4.5ヶ月と報告されているが、本症例では受診から死亡まで８日間と急速な経過であり、腹部超音波検査で特殊な画像所見が
得られたため若干の文献的考察を加えて報告する。

【背景】Genotype1でC型慢性肝炎に対しPeg-IFNα2b+Ribavirin（RBV）+Telaprevir（TVR）３剤併用療法は高い治療効果
が明らかとなった。しかしTVRは高率に皮疹が出現することが知られている。【症例】50歳代女性【現病歴】2009年３月にC
型慢性肝炎に対してPeg-IFNα2b+RBV 療法を導入、72週間治療を行ったが、再燃した。2012年５月下旬に３剤併用療法導入
目的に入院となった。【経過】Genotype 1b、高ウイルス量、IFN治療再燃例に対してPeg-IFNα2b（80μg）+RBV（400mg）
+TVR（1500mg） ３剤併用療法を開始した。治療開始後５日目より体幹部に紅斑を認めたため、TVRの薬疹と考え、ステロ
イド外用剤、抗ヒスタミン薬内服を開始した。皮疹は改善し、開始後15日目に退院となった。開始後30日目に咳嗽・発熱とと
もに、全身の紅斑が再度出現し、ステロイド外用剤、抗ヒスタミン薬内服を開始したが、拡大傾向となり、開始後34日目に
プレドニゾロン（PSL）20mg内服を開始した。一旦軽快傾向となり、PSL内服を10mgに減量したところ、増悪し、粘膜疹が
出現、治療開始後40日目に当院皮膚科入院となった。入院後IFN、RBV、TVRは中止とし、PSLは60mgに増量した。40mgに
漸減したところで皮疹が増悪し、60mgに増量するも、開始後61日目に粘膜疹が再度出現した。皮膚生検にて表皮内への炎症
細胞浸潤、表皮細胞の壊死が散見され、Stevens-Johnson症候群と診断した。ステロイドパルス療法、血漿交換行うも皮疹は
改善せず、びらんが拡大しTENへ移行した。大量免疫グロブリンの投与を行ったところ、皮疹は改善傾向となり、PSLを漸
減、現在20mgまで減量している。【結語】３剤併用療法中にTENを発症した１例を経験した。TVRは高率に皮疹を合併する
ことが知られているが、本症例のように重症化する症例もある。TVRと皮疹について若干の文献的考察を加え報告する。

11 肝機能異常を契機に診断された肺小細癌の一例
高見澤哲也、清水　雄大、古武　昌幸
長野厚生連佐久総合病院　内科

12 C型慢性肝炎に対してPeg-IFNα2b+Ribavirin+Telaprevir	３剤併用療法を行い、
中毒性表皮壊死融解症（Toxic	Epidermal	Necrolysis：TEN）を発症した１例
津久井雄也 1）、坂本　　穣 1）、高田ひとみ 1）、田中　佳祐 1）、佐藤　光明 1）、進藤　邦明 1）、中山　康弘 1）、井上　泰輔 1）、山本　佐織 2）

安藤　典子 2）、原田　和俊 2）、島田　眞路 2）、榎本　信幸 1）

1）山梨大学医学部　第１内科、2）山梨大学医学部　皮膚科
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コンプロマイズドホストでない、健常人に起きるHSV急性肝炎は稀である。62歳男性が、発熱、咽頭痛で入院した。検査所
見では肝胆道系逸脱酵素・ビリルビンの上昇やPTの低下などから急性肝炎所見を認めた。咽頭所見からはウイルス性咽頭炎
が示唆された。入院第９日に、単血清HSV-IgM高値からHSVによる急性肝炎の疑いが濃厚となった。その後は対症療法・経
過観察主体の治療とした。最終的に、ペア血清によるHSV-IgM・IgG値の上昇、PCR検査によるHSV-DNA入院第１日陽性・
入院第16日陰性、HSV2-IgGの上昇などから、HSV2初感染による急性肝炎と診断した。幸いにも本症例では肝不全・肝移
植・死亡には至らず回復をみたが、文献では重症例、死亡例、剖検で判明した症例が多く報告されている。原因不明の肝炎を
みた場合には、肝炎ウイルス以外に、HSV、EBV、CMV、薬物などの検索を行い、高次医療機関へ転院も念頭に置くべきで
ある。

13 HSV2初感染により急性肝炎を起こした62歳健常人の１例
唐澤　忠宏 1）、小松　　修 1）、松下　智人 2）、矢澤　正信 1）、安達　　亙 3）

1）富士見高原医療福祉センター　富士見高原病院　内科、2）富士見高原医療福祉センター　富士見高原病院　放射線科
3）富士見高原医療福祉センター　富士見高原病院　外科
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症例は20代の男性。幼少期より日光過敏症を認めていた。10代後半に原因不明の腹痛発作を呈し、血液検査で肝機能異常を認
めたため、精査入院の既往が２回ある。各種肝炎ウイルス検査は陰性であり、画像検査でも特記すべき所見を認めなかった。
入院後の保存的加療で腹痛は治まり、肝機能異常は自然に軽快した。２度目の入院時にはエコー下肝生検が施行され、肝組織
中に褐色の沈着物を認めたものの、確定診断には至らず外来で経過観察されていた。
2012年５月に再度腹痛発作が出現したため精査加療目的に当科入院となった。入院時 AST 179IU/l、ALT 406IU/l、T.bil 
6.74mg/dl、PT% 76.8%と肝機能異常を認めたが、ウイルスマーカー、自己抗体など何れも陰性であり原因は不明であった。
再度施行した肝生検所見では前回の標本と比較して線維化の進行を認め、褐色の沈着物は増加していた。偏光顕微鏡で観察す
ると沈着物は赤色調を呈しておりポルフィリンの沈着が疑われた。その後の検査で糞便中プロトポルフィンと赤血球遊離プロ
トポルフィンが著明な上昇を示しており、赤芽球性プロトポルフィリン症（EPP）を強く疑った。EPPはヘム合成経路の最終
段階に関与するフェロケラターゼ（FECH）の活性低下が原因であるため、FECH遺伝子検索を行ったところ遺伝子変異を認
め本症例はEPPの確定診断に至った。
EPPは本邦での報告は150例ほどの稀な疾患である。有効な治療法はないため病態が進行すると肝不全を発症し死亡する報告
例もある。日常診療において日光過敏症の既往があり、腹痛発作・肝機能異常を繰り返す症例では、ポルフィリン症を念頭に
診療すべきである。当症例は母親にも日光過敏症を認めており、現在家族内調査を施行中である。

【症例】75歳女性。【既往歴】52歳：胆嚢結石にて胆嚢摘出術、63歳：子宮内膜癌（漿液性腺癌）にて単純子宮全摘・両側附
属器切除・骨盤内リンパ節郭清・傍大動脈リンパ節郭清術（stageIa、術後化学療法・放射線療法なし）、72歳：横行結腸癌に
て横行結腸切除術（pT3N0M0 stageIIA、補助化学療法なし）。【現病歴】経過観察目的に施行された腹部造影CTにて早期相
で輪状濃染され、後期相で中心部に遅延性濃染される15mm大の肝S4から十二指腸球部に突出する結節影を認めた。横行結
腸癌の肝転移が疑われ、精査加療目的に当院紹介となった。なお、１年前の腹部造影CT検査では上記腫瘤を認めなかった。
【検査結果】CEA、CA19-9の上昇は認めなかった。腹部EOB造影MRIで同病変はT1強調像で低信号、T2強調像で高信号を呈
し、造影早期に輪状濃染し、後期相では中心部に遅延性濃染を認めた。FDG-PETでは肝腫瘤はSUVmax 6.9の集積が認められ
たが他に病変は認めなかった。上部消化管内視鏡検査では十二指腸球部に壁外圧排を認めた。超音波内視鏡検査では肝内へと
連続した境界不明瞭な腫瘤を形成する充実部を内部に伴った嚢胞性病変として描出され、一部十二指腸筋層との連続性が疑
われた。【術前診断】以上より、横行結腸癌肝転移および十二指腸浸潤と診断した。【開腹所見】腫瘤は十二指腸球部腹側面
に癒着していたが、漿膜から剥離可能であった。剥離面から悪性所見を認めなかったため、十二指腸切除術は施行しなかっ
た。【病理学的所見】組織学的には大小の管状や乳頭状、充実性胞巣状を呈して増殖する腺癌で既往の横行結腸癌ではなく
子宮内膜癌に類似しており、免疫染色にてCK7(+)、CK19(+)、CK20(-)、CDX2(-)、Pax8(+)、MUC2(-)、MUC5B(-)、
MUC5AC(-)、MUC6(-)であることから子宮内膜癌の異時性転移と診断した。病変の主座が肝内ではなく肝と十二指腸の間
に存在しており、腹膜播種の肝浸潤と診断した。【術後経過】現在ドセタキセル＋カルボプラチン併用療法を施行中である。
【考察・結論】今回、我々は切除12年後に肝腫瘤として発見された子宮内膜癌腹膜播種の一例を経験した。画像所見を再検討
し報告する。

14 繰り返す腹痛発作と肝機能異常を呈した赤芽球性プロトポルフィリン症の１例
藤森　尚之 1）、小松　通治 1）、山崎　智生 1）、柴田壮一郎 1）、岩谷　勇吾 1）、村木　　崇 1）、木村　岳史 1）、森田　　進 1）、城下　　智 1）

梅村　武司 1）、田中　榮司 1）、古庄　知己 2）

1）信州大学　医学部　消化器内科、2）信州大学医学部附属病院　遺伝子診療部

15 切除12年後に肝腫瘤として発見された子宮内膜癌腹膜播種の一例
小口　貴也 1）、金井　圭太 1）、丸山　真弘 1）、渡邊　貴之 1）、村木　　崇 1）、新倉　則和 2）、本山　博章 3）、近藤　沙織 4）、黒住　昌弘 5）

太田　浩良 6）

1）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　第一外科
4）信州大学医学部附属病院　産婦人科、5）信州大学医学部附属病院　放射線科、6）信州大学医学部　保健学科　生体情報検査学

肝Ⅱ　11：15～11：55
座長　横　山　隆　秀（信州大学消化器外科）
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【はじめに】肝嚢胞は画像検査で、比較的容易に診断される良性疾患である。しかし、嚢胞内出血を合併した場合は多彩な画
像所見を呈し、嚢胞性腫瘍との鑑別が問題となることがある。今回、肝嚢胞性腫瘍との鑑別を要した肝嚢胞内出血を経験した
ので報告する。【症例】69歳女性。59歳時に複数の肝嚢胞を指摘されていた。経過観察のCT検査で嚢胞内に壁在結節を指摘さ
れ、肝嚢胞性腫瘍の疑いで当科紹介受診。CT検査所見：肝右葉に壁在結節を伴う150mm大の嚢胞性病変を認めた。MRI検査
所見：嚢胞内部はT1WI、T2WI共に高信号。壁在結節は45mm大でT1WI及びT2WIにて低信号、T2＊WIにて内部に著明な低
信号域を認め、一部に点状の造影効果を認めた。胆管内乳頭状腫瘍を示唆するような胆管拡張や胆管との交通は認めなかっ
た。以上の所見から、肝嚢胞内出血と肝嚢胞性腫瘍が鑑別として考えられた。MRI検査で壁在結節の大部分は造影効果を認め
ず、結節内部がT2＊WIで著明な低信号を呈す所見から、嚢胞内出血に伴う肉芽形成が示唆されたが、一部点状に造影効果を
認める点で肝嚢胞性腫瘍を完全には否定できず、拡大肝右葉切除術を施行した。切除標本肉眼所見：嚢胞内容液は褐色泥状。
嚢胞内結節は30×50mm大、表面不整で色調は薄い茶褐色。病理所見：嚢胞内結節は内部にフィブリンを密に認め、明かな腫
瘍性病変は認められず、出血による浸出物、血腫と診断された。術後は合併症なく経過し、術後第15病日に退院となった。
【考察】本症例の如く、嚢胞内出血は内部に腫瘤様の所見や隔壁像、壁肥厚等の多彩な所見を呈するため、肝嚢胞性腫瘍との
鑑別が困難である。文献的考察を併せて報告する。

【はじめに】難治性腹水を伴う肝硬変は治療経過中に肝腎症候群を伴い予後が悪くなることが多い。今回Denver shuntが極
めて有用であった肝硬変の１例を経験したので報告する。【症例】70歳、男性。肝硬変（非B非C）に伴う腹水の治療目的で
2008年４月に紹介初診となった。黄疸、下腿浮腫は認めず、腹部膨満を認めた。身長155 cm、体重85 kg、RBC 419x10⁴ /
ml、Hb 13.2 g/dl、WBC 4400 /ml、 Plt. 7.2x10⁴/ml、TB 1.05 mg/dl、 AST 33 U/L、ALT 30 U/L、Alb 3.7 g/dl、ChE 348 
U/L、BUN 19.4 mg/dl、Cr 0.9 mg/dl、ICG 27 %、PT 66 %、Child-Pugh B(8)であった。経口利尿剤（フロセミド 20mg）
で加療開始したが、2010年８月頃から僅かな環境変化で腹水増加、全身浮腫をきたし入退院を繰り返していた。安静、塩
分制限、アルブミン投与、経口利尿剤増量および注射製剤の追加にて対応したが、腹水、下腿浮腫は軽減せず、Alb 3.3、
ChE 211、BUN 35、Cr 1.6、PT 68となった。第６回以降の入院では入院毎に腹水穿刺、濃縮還流を行い体重は72～77.0 kg
で推移していた。2011年７月に再び体重が増加し呼吸困難を伴うため第９回入院となった。難治性腹水として８月初旬に
Denver shunt（腹腔静脈shunt：米国ケアーフュージョン社）を留置した。軽度のDICを起こしたが、ガベキサートメシル酸
塩 1500mg/日、AT III製剤 1500単位（３日間）で対応した。第10病日に退院したが、２週後に腹水が再増加したためshunt
閉塞を疑い入院となった。shunt造影にて閉塞を認めたためウロキナーゼ 2.4万単位注入したところ、再開通し腹水および体重
は減少した。2012年８月には体重75、TB 1.05、Alb 4.0、ChE 257、BUN 19.5、Cr 1.2、PT 80、腹水肝表にごく少量でChild-
Pugh A(6)と改善した。肝容積はshunt留置時1285 mlであり、５ヶ月後1410、９ヶ月後1428と改善した。【考察および結論】
Denver shunt留置により利尿剤投薬なしで良好な腹水コントロールが得られ、肝機能およびADLが著明に改善した。難治性
腹水症例は良い適応であり有用な治療法と考えられる。

16 肝嚢胞性腫瘍と鑑別が困難であった肝嚢胞内出血の１例
増尾　仁志 1）、小林　　聡 1）、横山　隆秀 1）、清水　　明 1）、本山　博章 1）、古澤　徳彦 1）、酒井　宏司 1）、野竹　　剛 1）、北川　敬之 1）

横井　謙太 1）、福島健太郎 1）、山田　　哲 2）、高橋　正明 2）、薄田　誠一 3）、宮川　眞一 1）

1）信州大学　医学部　附属病院　消化器外科、2）信州大学　医学部　附属病院　画像医学講座、3）相澤病院　消化器内科

17 Denver	shuntにより肝機能およびADLが著明に改善した難治性腹水合併肝硬
変の１例
宮林　千春 1）、根石　政男 2）、大西　雅彦 1）、窪田　芳樹 1）

1）千曲中央病院　内科、2）千曲中央病院　検査科
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肝Ⅲ　13：00～13：40
座長　井　上　泰　輔（山梨大学第一内科）

【はじめに】肝細胞癌は経門脈的に転移し、門脈腫瘍塞栓も高率に合併することが知られている。また、門脈内腫瘍栓（Vp3-
4）は肝細胞癌の予後不良因子の一つである。ミリプラチンは第三世代のオキサリプラチン同様に、シスプラチン耐性獲得株に
も感受性を備えたDiaminocyclohexane（DACH）構造をもち、かつ肝細胞癌の動注療法に適した脂溶性プラチナ製剤として
創薬された。今回Vp3門脈腫瘍塞栓を伴った肝細胞癌症例に対し、ミリプラチンを用いた肝動脈化学塞栓療法が奏功した１例
を経験したので報告する。
【症例】60歳代男性。C型慢性肝炎にて経過観察中、2008年に肝細胞癌を発症。同年外科的切除術を受けた。術後Peg-IFNα
-2a＋リバビリン療法を48週受けるもウイルス再燃。2010年10月（術後2.5年）AFP、PIVKAIIの増加とともに、肝左葉S2に門
脈左枝腫瘍塞栓を伴う肝細胞癌の再発を認めた。同病変に対しミリプラチン120mg＋ジェルパートによる肝動脈化学塞栓療法
を施行。2.5ヶ月後に２回目の腹部血管造影を施行した際、肝S2の主腫瘍は濃染を認めず、また腫瘍栓は縮小し門脈左枝は再
開通の所見を呈した。その後も主腫瘍に遺残再発なく腫瘍マーカーも低値を維持している。新規病変に対し５ヶ月後に３回目
の肝動脈化学塞栓療法を、14ヶ月後に定位放射線療法44Gyを追加しているが、門脈腫瘍塞栓の再発なく現在生存中である。
【結語】血管造影時に門脈腫瘍塞栓の供血に相当する動脈を同定でき、同部へ化学塞栓療法が可能であったことが良好な結果
につながったと考えられる。現時点ではミリプラチンと多孔性ゼラチン粒を用いた塞栓術の併用が認可されていないが、本症
例のように肝動脈塞栓を併用することで、さらに抗腫瘍効果が高まることが期待される。

IFNβ１日２回投与はC型慢性肝炎患者のHCV-RNAを低下させる効果に優れるとされている。長野松代総合病院では2012年
５月よりIFN導入時に３剤併用療法やRBV併用療法に適さない症例に対し、IFNβ１日２回投与を２週間行い、その後Peg-
IFN週１回投与に切り替える治療を開始し、３例の経験を得たので報告する。症例１：56歳、女性。血清型１型、HCV-RNA 
5.1 Log IU/mL、F4A3。RBV併用例。IFNβ投与終了時HCV-RNA 2.5 Log IU/mLと低下を示した。Peg-IFNα2bに変更後は
HCV-RNA 3.0～2.9 Log IU/mLで推移したが、６週目でうつ症状が強くなり、本人の希望で抗ウイルス療法は中止となった。
症例２：74歳、男性。血清型２型、HCV-RNA 5.8 Log IU/mL、F1A1。高血圧症・心不全・耐糖能異常合併例。IFNβ単独投
与終了時、HCV-RNA 検出せずとなった。Peg-IFNα2b単独投与に変更後もHCV-RNA検出せずの状態を維持している。症例
３：67歳、女性。血清型１型、HCV-RNA 6.8 Log IU/mL、F1A1。RBV併用例。IFNβ投与終了時HCV-RNA 5.1 Log IU/mL
と低下した。Peg-IFNα2bに変更し、加療継続中である。IFNβ１日２回投与は65歳以上、高血圧症・糖尿病合併患者や肝硬
変進展例などRBV併用療法や３剤併用療法の対象とならないC型肝炎患者の坑ウイルス療法として有効な手段の１つであると
思われ、今後も希望者があれば選択したい治療法であると考えられた。

37 ミリプラチンを用いた肝動脈化学塞栓療法により門脈腫瘍栓Vp3が縮小した肝
細胞癌の１例
栗田　　聡 1）、青柳　智也 1）、佐々木俊哉 1）、船越　和博 1）、本山　展隆 1）、加藤　俊幸 1）、関　　裕史 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

38 当院におけるIFNβ１日２回投与の試み
新澤　真理
長野松代総合病院　消化器内科
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症例は81歳女性。1991年よりC型肝硬変のため定期通院していた。下腿浮腫と腹部膨満感の増悪が２週間ほど前から出現し
たとのことで2012年５月25日に受診。腹部造影CTで門脈本幹、門脈左右枝に壁に沿うような造影欠損像を認め門脈血栓の形
成が疑われた。同時に肝S3に動脈相で濃染し、平衡相で抜けをしめす15mmの結節も認められ、肝細胞癌（HCC）も合併し
ていると診断された。まずは門脈血栓溶解目的で５月27日に入院となった。【入院時身体所見】眼球に黄染なし、腹部は軽
度膨隆、肝は触知せず、両下腿にpitting　edemaあり。【入院時検査所見】WBC 3700/μl、RBC 340万/ul、Plt 7.7万、AST 
53 IU/l、ALT 29 IU/l、ALP 479 IU/l、T.Bil 2.2 mg/dl、D.Bil 0.6 mg/dl、Alb 3.2 g/dl、PT 59.0%、Fib 183mg/dl、AT3 
46%、FDP 21μg/ml、D-Dimer 14.7μg/ml、ICG R15 46.0%、AFP 3.7 ng/ml、PIVKA-2 11mAU/ml【入院後経過】入院当
日からダナパロイドナトリウム1250mg×２回/day 14days、アンチトロンビン３製剤　1500単位　3daysの投与を開始した。
投与後、D-Dimerは低下し、治療終了時のEOB-MRIでは門脈血栓は大部分溶解され、左右分岐部にわずかに残るのみであっ
た。肝予備能も腹水は減少、Alb3.4、T.Bil1.5、PT 71％とC-P 10→８点に改善した。ダナパロイドナトリウムの治療を終了し
た翌日にS3　HCCに対してRFAを施行、治療後６時間後からヘパリン投与を開始した。RFAの治療効果判定が十分であるこ
とを確認し、ヘパリンをワーファリンの内服に切り換えその後も門脈血栓の増悪が無いことを腹部エコーで確認し退院となっ
た。【考察】肝硬変症における門脈血栓の発生頻度は３～10％程度といわれており、また門脈血栓に対するダナパロイドの有
用性が報告されている。本症例もダナパロイドにより門脈血栓が著明縮小し、肝予備能も改善した。また治療に伴う合併症も
なく、治療直後にRFAを行うことができた。適応症にDICしか認められていない等の問題もあるが、門脈血栓症に対してダナ
パロイドは有効な治療法になりうると考えられた。

【初めに】肝細胞癌（HCC）の胆管浸潤は稀であるが、手術不能例の予後は不良である。これまで当科で経験した症例か
ら、胆管ステントや放射線治療が有効であった２例を文献的考察を加えて報告する。【症例１】症例は75歳男性、糖尿病と肝
硬変症（NBNC）で近医通院中。ビリルビンの軽度上昇を認め腹部CTを撮影したところ肝後区域の門脈浸潤（VP2）と肝門
部胆管浸潤を伴う42mmのHCCを認め当院紹介。左肝内胆管にも拡張を認め切除範囲が広範となることから切除困難と判断
され、黄疸の責任病変と考えた左胆管に7Fr7cmのプラスチックステントを留置し、S7腫瘍本体と肝門部の腫瘍栓に対し58Gy
（2Gy/28回）の放射線治療を行った。経過中胆道出血を来したが自然止血された。術後１年以上原発巣はコントロールされ、
その後肝内に異所性再発を認めるも選択的なTACEとPEITを追加し１年８か月現在無再発生存中である。【症例２】症例は82
歳女性、C型肝硬変と心臓弁膜症で近医通院中。AFPが82ng/mlと上昇ありCTを撮影したところS3に21mmのHCCを認め当科
紹介。MRCPで左肝内胆管B2/3分岐部やや末梢のB3が途絶し末梢が拡張し、胆管浸潤ありと診断。認知症ありまたICGR15が
25%であることから切除不能と考え、ラジオ波焼灼術も適応外であり腫瘍栓を含むS3腫瘍本体に対し60Gy（6Gy/10回）の定
位放射線治療を行った。術中放射線性胃炎を発症し、後に胃前庭部の狭窄を来した。しかし術後２年無再発で外来通院し、施
術後３年現在生存中である。【まとめ】当院初発肝細胞癌400例（2005年～2011年９月）のうち来院時脈管浸潤を来していたの
は28例（７％）で、胆管浸潤は４例（１％）に認め全例手術は不能であった。胆管浸潤例４例中２例は肝機能不良、アルコー
ル依存症などで積極的治療が不可であったが、２例に対し胆道系処置や放射線治療を含む集学的治療を行い比較的良好な予後
を得ることができた。【結語】胆管浸潤肝細胞癌は手術不能であっても放射線治療を含む集学的治療で予後の改善を図ること
ができる。

39 肝細胞癌と門脈血栓症を同時に発症し、ダナパロイドによる門脈血栓治療直後
にRFAを行ったC型肝硬変の一例
早川　　宏 1）、雨宮　史武 1）、横田　雄大 2）、小林　祥司 1）、小松　信俊 1）、門倉　　信 1）、山口　達也 1）、大塚　博之 1）、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）

1）市立甲府病院　消化器内科、2）山梨大学　医学部　第一内科

40 胆管浸潤肝細胞癌に対し放射線治療や胆道系処置など集学的治療が奏功した２例
高田ひとみ 1）、佐藤　光明 1）、田中　佳祐 1）、津久井雄也 1）、小松　信俊 3）、辰巳　明久 1）、三浦　美香 1）、進藤　邦明 1）、雨宮　史武 3）

深沢　光晴 1）、中山　康弘 1）、井上　泰輔 1）、前川　伸哉 1）、坂本　　穣 1）、佐藤　　公 1）、大西　　洋 2）、荒木　　力 2）、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　放射線科、3）市立甲府病院　内科
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胆・膵Ⅰ　13：40～14：20
座長　夏　井　正　明（新潟県立新発田病院内科）

総胆管結石に対する治療の第一選択は、内視鏡的治療が用いられることが多い。しかし、症例によってはデバイスの深部挿管
が不成功となり、内視鏡的治療を完遂できないこともある。その場合には、外科的に総胆管切開、排石を行い、その後、狭窄
予防のために外瘻化チューブを挿入する必要があり、患者は術後一定期間チューブを挿入しておかねばならない。我々は、内
視鏡的に総胆管結石の治療ができなかった症例に対して、腹腔鏡下胆嚢摘出術中にランデブー法を用いESTを施行し内視鏡
的に、総胆管結石を治療した一例を経験したので報告する。症例は80歳、男性。2012,6,22夜間に腹痛が出現。症状の改善がな
く、翌23日近医を受診。採血上、肝機能障害、膵酵素、炎症所見の上昇を認め、当院に紹介された。受診時、腹部CT上、８
ｍｍ大の総胆管結石と胆嚢結石を認めたが、自覚症状は消失しており、待機的に26日ERCを施行した。傍乳頭憩室を認め、
造影では８ｍｍ大の総胆管結石を確認できたが、デバイスの深部挿管ができず内視鏡治療は完遂できなかった。そのため、７
月４日腹腔鏡下胆嚢切除術を施行。術中に、経胆嚢管的にガイドワイヤーを十二指腸へ挿入し、ランデブー法を用いてESTを
施行後、切石術を施行した。切石後はERBDチューブを挿入し終了した。術後経過は良好で、翌日より食事を開始するも、腹
部症状の再発なく、後日ERBDチューブを抜去し退院となった。内視鏡的治療が困難な総胆管結石に対して、術中ランデブー
法を用いての治療は選択肢の一つとなると考えられた。

症例は34歳男性、飲酒歴は機会飲酒程度。健診目的に受診した当院人間ドックで、十二指腸潰瘍、WPW症候群と共に血清ア
ミラーゼ値上昇（768IU/L）を指摘された。十二指腸潰瘍に対してはプロトンポンプ阻害薬による治療を受け、WPW症候群
に対しては無症状のため経過観察に留められた。血清アミラーゼ値上昇に関しては、膵炎の既往や特別の腹部症状はなく人間
ドックでの腹部USで膵は描出不良であった。このため精査目的にMRIを施行したところ、膵頭部に長径30mm大の一部に液
体貯留を伴う充実性腫瘤を認め、主膵管は頭部で閉塞し尾側の拡張を伴っていた。CTでは漸増型の造影効果を有する腫瘤と
して描出され、膵被膜を超える浸潤はみられなかった。ERPでは、膵頭部にカニ爪様の陰影欠損と尾側主膵管の拡張を認め、
膵液細胞診は classIIIであった。EUS、IDUSでは、膵頭部に嚢胞様構造を伴う低エコー腫瘤を認め、一部が主膵管内へと進
展していた。以上の画像所見より、嚢胞様構造は典型的ではなかったが、主膵管内進展を伴う漸増型の造影効果を有する腫瘤
の存在よりIPMN由来浸潤癌を考え、膵頭十二指腸切除術を施行した。病理組織所見では、腫瘤には充実性胞巣を形成しなが
ら密に増生する腫瘍細胞を認め、免疫染色で trypsin, chymotrypsin陽性であったことより膵腺房細胞癌と診断した。腫瘍は
主膵管内へ浸潤・進展しており、更に周囲の分枝膵管内にも多数の進展像を伴っていたが、ほとんどは膵内に限局していて 
pT3、N1、M0の stageIIIであった。

41 腹腔鏡下胆嚢摘出術中にランデブー法を用い総胆管結石を治療した一例
志村　和政 1）、苅部　豊彦 1）、土井　愛美 2）、曽田　　均 2）、富岡　寛行 2）、安村　友敬 2）、矢川　彰治 2）、小澤　俊総 2）

1）社会保険山梨病院　消化器内科、2）社会保険山梨病院　外科

42 人間ドックでの血清アミラーゼ値上昇を契機に診断された、若年発症膵腺房細
胞癌の１例
越知　泰英 1）、長谷部　修 1）、原　　悦雄 1）、関　亜矢子 1）、長屋　匡信 1）、伊藤　哲也 1）、多田井敏治 1）、神保　陽子 1）、成本　壮一 2）

林　　　賢 2）、関　　仁誌 2）、大月　聡明 3）、保坂　典子 3）

1）長野市民病院　消化器内科、2）長野市民病院　消化器外科、3）長野市民病院　病理診断科
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症例は77歳男性。2007年９月に急性膵炎のため他院にて入院治療を受けた。その後、膵周囲に嚢胞が認められたため当科に経
過観察を依頼。仮性嚢胞と診断し経過を見る方針とした。2008年８月に急性膵炎を発症し当院入院。仮性嚢胞は膵頭部と尾部
に残存していたが縮小傾向であった。MRCPで膵体部の膵管狭窄が疑われたためERCPを施行したが狭窄は認めず、頭部の嚢
胞は膵管との交通を認めた。膵液細胞診は陰性であった。その後2011年３月、10月、2012年１月に特別な誘引無く膵炎症状で
入院。発症時にはいずれも膵頭部の嚢胞内に出血を疑う高吸収を認めた。膵頭部の嚢胞は30×24mm大で、経過中大きな変化
を認めなかったが、EUSでは内部に薄い隔壁と４mm大の小結節も認められ、IPMNが疑われた。ERCPでは乳頭に異常を認
めず、主膵管内に粘液と思われる少量の透亮像を認めた他は前回と同様の所見で膵液細胞診も陰性であった。検査後の膵炎
予防目的に5Frの膵管ステントを留置したが、約１ヶ月後の2012年４月に再び膵炎を発症した。頻回に膵炎を繰り返し、PET
でも膵頭部の嚢胞に集積を認めたことより手術適応と診断し、2012年７月に膵頭十二指腸切除術を施行した。主膵管は約７
mmに拡張し、膵頭体移行部には10×10×７mmの多房性嚢胞性病変を認め一部内腔に結節を含んでいた。病理組織所見では
嚢胞性病変の内面は、両染性～淡両染性、高円柱状で異型性の乏しい粘液上皮細胞に覆われ、一部で軽い乳頭状凹凸を認め
る以外はほぼ平坦であり、粘液染色ではMUC2陰性、MUC5AC陽性、MUC6陽性の胃型形質を示した。悪性所見を認めず、
Intraductal papillary mucinous adenoma of the pancreasと診断された。嚢胞内の結節様隆起は炎症性肉芽組織であった。嚢
胞出血の原因となった部位は特定できなかった。IPMNにより膵炎症状を来すことは知られているが、嚢胞内出血を伴う膵炎
症状を繰り返した経過は極めて希と考えられたため、若干の文献的考察を加えて報告する。

症例は70歳代、男性。2011年12月、１ヶ月で10kgの体重減少を認めたため、近医を受診した。随時血糖299 mg/dl, HbA1c 
8.8%と糖尿病の増悪を指摘された。2012年１月、原因精査のため当科を初診した。CTで膵は全体に腫大し、不均一に造影さ
れた。膵尾部から脾門部にかけて低濃度腫瘤を認め、膵周囲から肝門部にかけてのリンパ節腫大を認めた。また、肝腫大お
よび肝内に大小不同の低濃度腫瘤を認めた。以上から膵癌、肝転移を疑われたが、腫瘍マーカーはCEA 3.4 ng/ml, CA19-9 7 
U/mlと正常範囲だった。１月中旬、超音波内視鏡ガイド下穿刺吸引（Endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration; 
EUS-FNA）を行い、退形成性膵癌（巨細胞型）と診断された。２月、シスプラチン（100 mg/body, day 1）、ゲムシタビン
（1000 mg/body, day 8, 15）併用療法を開始した。副作用としてGrade 3の貧血を認めたため、シスプラチンを80 mg/bodyに
減量して治療を継続した。９月現在８コースを終了し、画像上は部分寛解を維持している。他臓器転移を有する膵癌の症例で
は、画像診断のみで病理学的検索がなされずに化学療法を行うことが少なからずある。本症例のようにEUS-FNAによる組織
診断を加えることで有効な薬剤を選択できる可能性があり、予後の延長が期待できるかもしれない。化学療法を行う症例には
EUS-FNAを積極的に行うべきと考える。

43 嚢胞内出血を伴う膵炎症状を繰り返したIPMAの１例
徳竹康二郎 1）、田中　景子 1）、今井隆二郎 1）、三枝　久能 1）、藤澤　　亨 1）、森　　宏光 1）、松田　至晃 1）、和田　秀一 1）、清澤　研道 1）

袖山　治嗣 2）、渡辺　正秀 3）、小林実喜子 4）

1）長野赤十字病院消化器内科、2）長野赤十字病院消化器外科、3）長野赤十字病院病理部、4）信州大学医学部附属病院臨床検査部

44 超音波内視鏡ガイド下穿刺吸引で診断し得た退形成性膵癌の一例
野澤優次郎、中村　厚夫、遠藤　新作、八木　一芳
新潟県立吉田病院　内科
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膵Ⅱ　14：20～15：00
座長　深　澤　光　晴（山梨大学第一内科）

症例は74歳女性。1991年に早期胃癌に対し幽門側胃切除術（BillrothΙ法再建）施行。術後より糖尿病と診断され、近医にて
内服治療を受け、HbA1cは6.1から6.7%を推移していた。2010年９月よりCEA高値（11.9ng/ml）を指摘されたが漸増傾向は
なく、上下部消化管内視鏡検査および腹部単純CTにて異常所見を認めず経過観察されていた。2012年４月にHbA1c 9.8%、
CEA 26.6ng/mlと増悪し、それまで基準値未満であったCA19-9が345U/mlに上昇していた。また、体重が４か月で３kg減少
し、膵癌が疑われ精査目的に当科紹介となった。腹部造影CTでは膵頭部に造影後期相で淡く造影される径10mmの結節性病
変を認め、病変より尾側で主膵管は著明に拡張していた。CTおよびMRIでは明らかな遠隔転移やリンパ節腫脹は認めなかっ
た。ERPでは頭部膵管が途絶しており、閉塞部の擦過細胞診ではclassⅢであった。EUSでは12mmの内部エコー不均一な低エ
コー性腫瘤として描出され、EUS-FNAにてclassⅤ（低分化型腺癌）と判定された。以上よりTS1膵管癌と診断し、膵頭十二
指腸切除術を施行した。手術標本の病理組織学的所見では、核異型が目立つ多形性腫瘍細胞が充実性に増殖し、一部に通常型
の管状腺癌を伴っていた。また、腫瘍部には多数の多核巨細胞が混在し、免疫染色にてAE1/3（－）、vimentin（＋）、CD68
（＋）であったことから、破骨細胞様巨細胞型退形成性膵管癌（pT1N0M0、StageΙ）と診断した。退形成性膵管癌は、膵癌
取扱規約第６版では浸潤性膵管癌の１組織型と分類され、巨細胞型、破骨細胞様巨細胞型、多形細胞型、紡錘細胞型に分類さ
れる。日本膵臓学会膵癌登録によれば退形成性膵管癌の頻度は0.16％と稀である。本症は予後不良とされるが、伊志嶺らの検
討によると組織型ごとに生存期間が異なり、破骨細胞様巨細胞型の平均生存期間が44.6カ月と最も良好であった。医学中央雑
誌での検索では、1983年から2012年までに破骨細胞様巨細胞型退形成性膵管癌として18症例が報告されているが、TS1および
StageΙ症例は非常に稀であるため、若干の文献的考察を加えて報告する。

膵癌では門脈血栓を生じ予後不良となることはあるが、肺腫瘍塞栓症はまれである。
患者は70歳代の男性。主訴は食欲不振、体重減少。2009年４月に食欲不振と月５kgの体重減少のため市民胃がん内視鏡検
診を受診し、胸部食道癌0-IIcが発見された。治療前のCTでは３cm大の膵癌を認め、脾動静脈・腹腔動脈浸潤、門脈血栓を
伴っていた。さらに両肺転移、左右の下肺動脈塞栓症、気管分岐部・縦隔LN腫大を認められた。頻脈、ふらつき、歩行後
の低酸素血症があり緊急入院。ＣＥＡ 2.6、ＣＡ19-9　976、SCC 1.2、DUPANII 190、Elastase I 560、p53Ab＜0.4、ANA＜
40、IgG4 59。内視鏡では下部食道癌0-IIa+IIc（SM)と0-IIc（M)、胃癌0-IIc（M)の多重複癌と診断されたが、膵癌T4N1M1
（lung)として化学療法を受けた。呼吸苦は消失し食欲も改善した後は外来化学療法として継続可能となり、S1+GEM療法13
コース、ＧＥＭ単独12コース、さらにS-1+GEM療法９コースを継続し膵癌はSDを維持できた。しかし、２年後の2011年５月
には肝転移が出現し、また食道癌が進行し狭窄症状を呈したため９月に36Gy照射した。９月には両側肺野に浸潤影が広範に
出現して低酸素血症となり、肝転移は増大、腹水も増加し10月に呼吸不全で死亡された。全経過２年６カ月であった。
剖検では膵癌は4.3cm大の浸潤性膵管癌で、肝・胆嚢・肺に転移し門脈・両肺動脈腫瘍塞栓を伴っており、死因は肺出血と肺
梗塞であった。診断時から門脈と肺動脈に塞栓症を認めたが、化学療法が有効であった。

45 糖尿病増悪を契機に発見された破骨細胞様巨細胞型退形成性膵管癌（StageΙ）
の１例
伊藤　哲也 1）、成本　壮一 2）、神保　陽子 1）、田多井敏治 1）、長屋　匡信 1）、関　亜矢子 1）、越知　泰英 1）、原　　悦雄 1）、大月　聡明 3）

保坂　典子 3）、長谷部　修 1）

1）長野市民病院　消化器内科、2）長野市民病院　消化器内科、3）長野市民病院　臨床病理診断科

46 門脈・肺動脈腫瘍塞栓症を合併した膵癌の１例
加藤　俊幸 1）、本山　展隆 1）、青柳　智也 1）、栗田　　聡 1）、佐々木俊哉 1）、船越　和博 1）、西田　浩彰 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　病理検査科
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症例は84歳 男性。2012年６月末より倦怠感が出現したため７月初旬にかかりつけ医を受診したところ黄疸を指摘され閉塞性
黄疸の診断で当科紹介となった。造影CTでは胆管と膵管は拡張し膵頭部に25mm大の境界不明瞭な腫瘤を認め、腫瘤は遅延
性に濃染を呈することから膵癌と診断した。MRI検査では腫瘤の内部はT1、T2ともに比較的低信号を示し、造影MRIでは不
均一な漸増性濃染を呈し浸潤性膵管癌に矛盾しない所見であった。EUSでは膵頭部に不整形低エコー腫瘤を認め、胆管内進展
を伴っており胆管内にはdebrisを疑う等エコー病変を認めた。胆管ドレナージ目的で施行したERCPでは下部胆管に不整な締
め付け狭窄を認め胆管生検を施行したが腫瘍組織は採取されなかった。後日施行したERPではWirsung管内に進展する腫瘤を
認め尾側膵管は造影されなかった。ERP所見から膵管内に進展する腫瘍を疑い神経内分泌腫瘍、腺房細胞癌、膵管内管状腺癌
も鑑別に考え同部の生検を施行、組織学的には顕著な異型は見られないが小型の腺管がやや密に存在する部分がわずかに含ま
れていた。膵悪性腫瘍と診断しインフォームドコンセント後に手術療法を希望されたため８月20日に膵頭十二指腸切除術が施
行された。病理所見は20x15x10mmの腫瘍であり低分化型腺癌に相当、部分的に神経内分泌腫瘍様の組織像も伴うため免疫染
色を施行したところ同部はchromograninA(focal+)、synaptophysin(+)、CD56(+)であり神経内分泌腫瘍分化を伴う低分化
型腺癌の所見であった。最終診断はpoorly differentiated adenocarcinoma with neuroendocrine differentiation  int INFβly2 
v2 pn1 mpd(borderline) pcm(-）bcm(-）dpm(+）s(-）rp(+）n-、進行度stage3であった。膵腺癌と内分泌腫瘍の併存例の
報告は希少であり貴重な症例と考え報告する。

【目的】IPMNは増大により隣接臓器に穿破をきたし瘻孔を形成する症例が報告されているが、穿破をきたす症例の臨床像
は明らかとなっていない。今回、IPMN穿破例を解析し、臨床病理学的特徴と予後について検討した。【方法】対象は当院で
診断したIPMN304例のうち、隣接臓器への穿破をきたした６例。穿破例の背景と画像所見、手術例の病理結果、経過観察例
の予後について検討した。【結果】初診時年齢：中央値78歳（64-86歳）、性別：男性３、女性３、主膵管型２、分枝型４、部
位：主膵管型２例は膵全体、分枝型４例は全例膵頭部であった。診断時画像所見：主膵管型２例は膵管径20mm/20mm、壁在
結節３mm/５mm、分枝型は嚢胞径中央値45mm（32-68mm）、主膵管径4.5mm（3-12mm）、壁在結節高6.5mm（2-17mm）で
あった。分枝型の１例は初診時に隣接臓器との瘻孔を認めたが、他の５例は経過観察中に穿破をきたした。診断から穿破まで
の平均期間は主膵管型４年７ヵ月、分枝型８年４ヵ月であった。穿破時の画像所見は、主膵管型は膵管径37mm/30mm、結節
高29mm/13mm、分枝型は嚢胞径59mm（42-85mm）、膵管径10mm（4-12）mm、結節高9mm（5-17）であった。穿破部位は
胃３例、十二指腸４例、胆管２例、肝１例、脾臓１例、後腹膜１例（重複あり）であり、３例（50%）は複数臓器への穿破を
認めた。分枝型２例に対し膵頭十二指腸切除術を施行、病理結果は２例とも腺腫であり無再発生存中である（2.6年/6.2年）。
他の４例は年齢や併存疾患のために非切除の方針となった。４例全例が経過観察中に腫瘍死し、穿破後の平均生存期間は１年
６ヵ月であった。【結語】IPMN穿破例は高齢者の膵頭部病変に多い。切除２例は腺腫であり、術後長期生存中であるが、非
切除例では穿破後の進行が早く、最終的に腫瘍死に至る可能性が高い。

47 神経内分泌腫瘍への分化を伴う低分化型膵腺癌の１切除例
丸山　雅史、丸山　康弘、藤森　一也、滋野　　俊、吉澤　　要
信州上田医療センター　消化器内科

48 他臓器に穿破したIPMNの検討
中岫奈津子、深澤　光晴、高野　伸一、門倉　　信、進藤　浩子、高橋　　英、横田　雄大、加藤　　亮、佐藤　　公、榎本　信幸
山梨大学　第一内科
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食道Ⅰ　９：00～９：40
座長　橋　本　　　哲（新潟大学光学診療部）

Cowden病は常染色体優性遺伝の全消化管全体に過誤腫性ポリポーシスをきたすことが特徴で、消化器内科では上部消化管検
査時に食道病変で発見され、皮膚病編や多臓器の腫瘍性病変を伴うことが多い。症例は50歳代、男性。41歳時他院で胃ポリー
プ切除を受けていたが、46歳時ドックで胃ポリープと便潜血陽性が指摘され当院紹介された。食道全域に扁平白色隆起が著明
に密集し、生検ではアカントーシスの組織像であった。また胃に過形成性ポリープ、大腸には腺腫ポリープが多発し、肝血管
腫と胆嚢ポリープ、腺腫様甲状腺腫の合併を認めたため経過観察となった。７年間に大腸腺腫の生検を繰り返し、２個EMR
試行。甲状腺細胞診も繰り返しているが、現在のところ悪性細胞を認めてはいない。食道のびまん性白色隆起には変化なく、
生検ではmild dysplasis and glycogenic acanthosisと診断されている。本例は家族歴のない弧発例でPTEN遺伝子変異は検索
していないが、特徴的な食道病変などからCowden病と診断し、甲状腺癌をはじめ悪性疾患の合併に注意している。

症例は58歳男性。２か月前から咳嗽と嚥下困難が出現、近医で上部消化管内視鏡検査（以下EGD）を施行され胸部中部食道
に３型腫瘍を認め、生検でCategory5、中分化のsquamous cell carcinomaの食道癌と診断され、精査加療目的で当院に紹介
となった。食道造影で右気管支６番へのろう孔が見られたが、気管支鏡検査では直接観察することはできなかった。病期分
類ではUICC第７版でcStage4（T4bN2M1）で手術適応はなく、化学放射線療法（5-FU 700mg/m2/day1-4,day29-32+CDDP 
70mg/m2/day1,day29； 20％減量, 60Gy；2Gy×5day/week×6week）を開始した。治療４週間後の食道造影ではろう孔はや
や縮小したが、治療終了後の食道造影でろう孔は拡大しており、胃瘻造設を施行した。追加のFP療法２コースを行った後CT
とEGD/食道造影で縦隔内に腫瘍の残存みられるものの鎖骨上リンパ節は縮小し、食道縦隔婁は残存あるが気管支への造影剤
の流入はほとんど見られなくなっていた。経口摂取によるQOLの改善目的にバイパス手術を施行し、初診時から６か月の時
点で生存している。食道気管支ろうは食道癌の５～10％に合併症とみられる。初診時に見られるものは稀で1995年から2012年
の域で『食道癌、食道気管』をキーワードに医学中央雑誌で検索した所本邦報告例は７例のみで、気管浸潤を伴う症例での化
学放射線療法後の発症が24件と多かった。主な症状としては、咳嗽・発熱などの肺炎による症状と経口摂取困難による低栄養
が中心となり、平均３、４か月で死亡に至ると報告されている。治療として食道、気管両方に対するDouble-stent留置は生命
予後、QOLの改善に有効と報告があるが、再留置や逸脱、穿孔などの有害事象も起こりうる。また、本例のように瘻孔への
アクセスが困難な場合は実施不可能である。こうした場合、本例で行われたバイパス術が一つの選択肢になるものと考える。 

18 Cowden病の一例
青柳　智也、栗田　　聡、佐々木俊哉、船越　和博、本山　展隆、加藤　俊幸
新潟県立がんセンター新潟病院

19 初発時より食道気管支ろうを伴った食道癌の一例
芦原　典宏 1）、進士　明宏 1）、丸山起誉幸 2）、溜田　茂仁 1）、上條　　敦 1）、太田　裕志 1）、武川　建二 1）、山村　伸吉 1）、中村　智次 3）

1）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



―   27   ―

【症例】60歳代男性。【主訴】嚥下時違和感。【現病歴】2012年２月に食道静脈瘤の経過観察目的で上部消化管内視鏡を施行し
た。このときに嚥下時の違和感を自覚していたが、咽頭部には明らかな異常は指摘されなかった。耳鼻科での内視鏡検査でも
異常は指摘されなかった。経過観察をしていたが、嚥下違和感の増悪があり、同年６月に内視鏡再検査を行った。内視鏡抜
去時に下咽頭に出血を認め、かろうじて腫瘍の存在が確認されたが、全体像は確認できなかった。その後、経鼻内視鏡での
Valsalva法を用いることで腫瘍の全体像が明らかとなり、扁平上皮癌と診断がついた。【既往歴】アルコール性肝硬変。食道
静脈瘤。【背景】飲酒はビール大瓶５本を毎日。喫煙１日40本20年前まで。【経過】その後の検査で、下咽頭癌（T3N2M0）と
診断された。食道静脈瘤結紮術を先行させ、現在放射線化学療法を施行している。【考察】頭頚部と食道では、扁平上皮癌の
重複癌が認知されている。中下咽頭癌の早期発見には、上部消化管内視鏡検査時に咽頭口頭領域の観察を同時に行うことが
重要になってくる。被験者の姿勢やScope操作に対する注意、被験者側からの呼吸の補助や発声による補助などの工夫を重ね
て、咽頭観察を行っている。それでも、輪状後部や下咽頭後壁には死角となる部位が存在し、その観察には経鼻内視鏡による
Valsalva法の有用性が示唆されている。本症例も輪状後部と下咽頭後壁との接着する部位に病変を認め、比較的大きな病変で
あったにもかかわらず、通常の咽頭観察では診断できず、経鼻内視鏡によるValsalva法によってのみ、全体像の観察が可能で
あった。咽頭観察の際の手順や工夫について、当院での経験も含めて報告する。

高齢化社会に伴い義歯の誤飲症例に遭遇することも多くなった。しかし、そのほとんどの症例は部分義歯であり、総義歯は極
めて稀である。また、総義歯の多くはX線透過性であるアクリックレジンを用いており、実は診断にも慎重を要する。今回わ
れわれは、CTを用いて総義歯誤飲を診断し、内視鏡にて摘出した症例を経験したため報告する。症例は73歳、女性。主訴は
のどの詰まり感。既往歴として統合失調症のため近医に長期入院中である。平成24年２月某日の夕食中に下顎総義歯がはず
れ、のどに詰まった感じがするとのことで来院された。胸部レントゲンでは咽頭、食道には明らかな異物および異常所見を指
摘することはできなかった。胸部CT coronal像にて上部から中部食道にかけて約６cm×５cm大の総義歯が誤飲されているこ
とが明瞭に描出された。内視鏡的に摘出を試みるために、総義歯中心部にスネアをかけてしっかりと把持した上で引き抜こ
うとしたが、抵抗が強く不可能であった。そこでスネアを総義歯の端にかけて、食道内腔径に対して義歯の最短径である約
５cmの長さで引っ張れるように工夫を行い、内視鏡を適宜回転させながら腕の感触にて抵抗の最も少ない場所を選びながら
ゆっくりと引き抜いたところ摘出に成功した。総義歯はその大きさにより誤飲すること自体が稀であるが、誤飲した際には自
然排泄はほとんど期待できない。食道内に停滞し局所で炎症を惹起したり、食物通過を阻害したりする恐れがあるために早急
に摘出が必要である。有鈎義歯と異なり、縁どりは平滑であるため大きさはあるものの、愛護的に操作すれば内視鏡的摘出が
可能な症例もあるものと思われる。診断にはCTが有用であり、摘出には最短径を食道内腔に合わせるような工夫によって内
視鏡的摘出に成功した下顎総義歯の一例を報告する。

20 通常咽頭観察では発見し得なかった進行下咽頭癌の１例
小林　祥司 1）、山口　達也 1）、大塚　博之 1）、早川　　宏 1）、小松　信俊 1）、門倉　　信 1）、雨宮　史武 1）、大高　雅彦 2）、佐藤　　公 2）

榎本　信幸 2）

1）市立甲府病院、2）山梨大学医学部第一内科

21 誤飲した総義歯を内視鏡にて摘出した一例
小島　英吾、小林奈津子、田代　興一、太島　丈洋、松村真生子
長野中央病院　消化器内科
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食道Ⅱ　９：40～10：10
座長　小　出　直　彦（信州大学消化器外科）

症例は74歳の女性。労作時の呼吸困難を自覚し来院した。胸部X線検査では縦隔から左右両肺野に広がる腫瘤影を認め、内部
に消化管ガス像が認められた。内視鏡検査では食道胃接合部は切歯より30cmに位置し、胃の長軸方向のねじれが存在した。
胃体上部に線状びらんと胃潰瘍が認められた。胸腹部CT検査では食道裂孔ヘルニアにより縦隔に滑脱した胃を認め、ヘルニ
ア嚢内には小腸と結腸も認められた。Cameron病変を合併した複合型（type IV）食道裂孔ヘルニアの診断にて腹腔鏡補助下
手術を行った。食道裂孔には胃、大網、小腸、横行結腸の陥入を認め、大網、小腸、横行結腸を腹腔内に還納した。食道裂孔
の大きさは11 x 9 cmであった。食道裂孔の修復にはポリプロピレン/ポリテトラフルオロエチレンシートを用いた。術後には
呼吸困難や喘息症状は消失し、またPPIの服用を中止しても内視鏡的にびらんや潰瘍病変を認めていない。Cameron病変を伴
い大網、小腸および横行結腸が脱出した複合型（IV型）食道裂孔ヘルニアの１例を経験したので報告する。

【はじめに】大腸がん、胃がんの肝転移に対しては局所に到達する薬剤の濃度が高まることから、肝動注療法の有効性が報
告されている。今回、当院で食道がんの肝転移に対して肝動注療法を行った２例について報告する【症例１】75歳、男性。
2008年６月に認められた異時性単発肝転移再発に対して、８月よりS-1/CDDPにて全身化学療法を行ったが、病変が増大した
ため12月に肝動注療法を導入した。Weekly 5FU/CDDP療法６ヶ月後、PRの判定で切除も検討したがうつ状態となり、以後
はBSCとした。肝転移再発出現２年後に永眠された。【症例２】66歳、女性。2010年食道がん同時性肝転移と診断された。放
射線併用化学療法を導入し、原発巣はCRとなったが肝転移巣は増大した。Standard FP治療の継続により腎機能低下を認め、
2012年５月に肝動注療法を導入した。WHF療法３ヶ月目、腎機能の悪化はなく腫瘍マーカーのCYFRAは４分の１に低下、
腹部CT上もSDにて現在治療を継続中である。【考察】食道がんではリンパ節転移、遠隔転移の混在が多く認められ、平均転
移臓器個数は3.3臓器であったという報告もある。肝単独転移再発例は稀であり肝動注療法施行例の報告も少ないことから、
未だに治療レジメが定まっていない。本例では症例１は肝単独転移再発、症例２は肝転移が予後規定因子になると判断し、肝
動注療法導入を行った。症例１では腫瘍の縮小が得られたが毎週の長時間にわたる化学療法が負担になりその後の治療継続が
困難であった。症例２では肝転移はSDであり、腎機能の増悪も見られず一定の効果が得られている。【結語】肝動注療法には
全身化学療法に比べて副作用を軽減しながら、肝転移に対する治療効果を維持できる可能性があるため、食道がんであっても
肝転移が予後規定因子と考えられる場合には有用である。

22 Cameron病変を伴い大網、小腸および横行結腸が脱出した複合型（type	IV）
食道裂孔ヘルニアの１例
鈴木　　彰 1）、小出　直彦 1）、奥村　征大 1）、竹内　大輔 1）、尾崎　一典 2）、宮川　眞一 1）

1）信州大学　医学部　消化器外科、2）丸子中央総合病院　外科

23 食道がん肝転移に対する肝動注療法の検討
小林　由夏、杉谷　想一、上野　亜矢、藤原　真一、大関　康志、飯利　孝雄
立川綜合病院　消化器センター　消化器内科
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食道癌に対する化学放射線療法（CRT）は、その有用性が明らかとなり標準的治療となっている。また、50Gy以上照射され
たCRT後の癌遺残・再発症例に対しては、救済的な治療としてサルベージ手術が定義されている。今回、われわれは２例の
サルベージ手術を施行し、良好な経過をたどったため報告する。【症例１】60歳代、女性。2008年８月嚥下困難を認め、食道
癌Mt,7cm,2型,扁平上皮癌,cT4N3M0StageIVaと診断し、化学放射線療法を施行（FP５コース、RT60Gy）。CRと判定してい
たが、３年６ヶ月後のCTにて噴門リンパ節の腫大を認めた。EUS-FNAを施行し、扁平上皮癌を認め噴門リンパ節転移と診
断した。開腹下部食道胃全摘、肝横隔膜合併切除術を施行し、R０手術となった。経過は良好で、術後19日目に退院となっ
た。術後５ヶ月、再発・転移を認めず経過観察中である。【症例２】70歳代、男性。2010年11月、食道癌MtLt,7cm,0-IIc+IIa
型,扁平上皮癌,cT1bN4M0,cStageIVaと診断し、化学放射線療法を施行（CDDP+5FU１コース、Nedaplatin+5FU３コース、
Paclitaxel８コース、RT50Gy）。１年３ヶ月後、噴門リンパ節の増大を認めPDと判定し、外科的切除を検討したが本人が同意
せず、経過観察となった。その後貧血が進行し、EGDにて噴門リンパ節の胃内穿破と診断。出血コントロール目的に、開腹
下部食道胃全摘、肝横隔膜合併切除術を施行した。術後10日目に虫垂炎をきたし、虫垂切除術を施行したところ、虫垂体部に
転移性腫瘍を認めた。術後３ヶ月、再発・転移を認めず経過観察中である。【まとめ】食道癌に対するCRTは標準的治療であ
り、治療後の癌遺残・再発症例に対するサルベージ手術も準標準的な治療であり、唯一の救済治療として期待されている。今
回の２例はその可能性を認めた。

24 食道癌化学放射線療法後の噴門リンパ節転移に対してサルベージ手術を施行し
た２例
長谷川　健 1）、竹花　卓夫 1）、山本　一博 1）、大久保浩毅 1）、友利　彰寿 2）、武田晋一郎 2）、宮田　佳典 3）、小山　恒男 2）

1）佐久総合病院　外科、2）佐久総合病院　胃腸科、3）佐久総合病院　腫瘍内科
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胃・十二指腸Ⅰ　10：10～11：00
座長　大　高　雅　彦（山梨大学第一内科）

症例は74歳の男性。検診にて胃癌を指摘され、当科を紹介された。高血圧、前立腺癌、高尿酸血症の既往がある。上部消化管
内視鏡では胃噴門部後壁に白苔を伴う潰瘍性病変を認め、生検では高分化型、中分化型腺癌を認めた。CTでは胃小彎のリン
パ節腫大のほか肝右葉の尾側への突出を認め、Riedel葉と考えられた。2012年９月に胃癌の診断で手術を行った。開腹時、胃
癌のほか肝右葉に舌状の尾側への突出を認めたが、胆嚢や門脈など脈管のanomalyは認めず、開腹胃全摘術、D2リンパ節郭
清、脾臓摘出術、胆嚢摘出摘を施行した。Riedel葉は肝右葉の一部が舌状に尾側に突出する先天的な形態異常であり1888年に
Riedelによって報告された。発生頻度は3.3%から31%と報告され、比較的稀な疾患である。今回Riedel葉を伴った胃癌の１例
を経験したので若干の文献的考察を加え報告する。

症例は49歳の男性。健診異常にて来院、上部内視鏡検査にて噴門部前壁に0－2a＋2c病変を認めた。粘膜下浸潤が疑われ、外
科的加療の方針とし、胃全摘術を施行した。切除標本では、噴門部病変に加えて、体部小彎に0－2c病変を認めた。病理組織
検査では、腫瘍はいづれも粘膜下浸潤をきたし、浸潤部では低分化な組織を示した。脈管浸潤は認めなかった。腫瘍は著明な
リンパ球浸潤を有し、in－situ hybridization施行にて、いずれにもEBV encoded small RNA（EBER）の陽性像を確認、EB
ウィルスとの関連が示唆された。EBウィルス関連胃癌は、日本人の胃癌の約10％を占める比較的予後良好な疾患とされる。
今回、胃切除後に判明したEBウィルス関連重複胃癌の一例を経験したので、報告する。

25 肝Riedel葉を伴う胃癌に対して胃全摘術を施行した１例
芦沢　直樹、土屋　雅人、細村　直弘、赤池　英憲、河口　賀彦、藤井　秀樹
山梨大学　第１外科

26 EBウィルス関連重複胃癌の一例
若菜　弘幸、岡本　廣挙、保坂　　稔
都留市立病院



―   31   ―

【症例】症例は10代後半の女性。2009年11月頃より食欲不振、上腹部痛、食後の嘔吐を認めたため近医を受診した。血液検査
にて好酸球の増加を認め、精査目的に当科紹介となった。当科初診時の血液検査では白血球数は5210/μlと正常であったが、
好酸球比率が16.5%と高値であった。低蛋白血症、貧血は認めず、IgEは454 IU/mlと上昇がみられた。上部消化管内視鏡検査
では前庭部に粗造な粘膜のひび割れ様所見を認め、さらに軽度の萎縮性胃炎、胃潰瘍瘢痕、十二指腸潰瘍瘢痕を認めた。小腸
二重造影検査・大腸内視鏡検査では異常を認めず、腹部造影CT検査では前庭部の壁肥厚を認めた。腹水は認めなかった。前
庭部、胃・十二指腸潰瘍瘢痕からの生検で著明な好酸球浸潤を認め、以上より好酸球性胃腸炎と診断した。アレルギー疾患の
合併は認めなかった。H2-blocker投与開始にて経過観察が行われたが症状は改善しなかった。胃生検ではHelicobacter pylori
（H.pylori）は陰性であり、血清抗H.pylori抗体も陰性であったが、経過観察目的に施行した2010年７月の内視鏡時の生検組織
でH.pylori陽性であったため、８月にクラリスロマイシンによる一次除菌療法を施行した。効果判定目的に11月に内視鏡を施
行したところ十二指腸潰瘍の再発を認め、生検でもH.pyloriの残存を認めた。H2-blockerをPPIに変更したところ若干の症状改
善を認め、2011年３月にメトロニダゾールによる二次除菌療法を施行し、除菌は成功した。しかし、その後も症状は完全に寛
解せず、PPI内服によりある程度の症状改善が得られるため、ステロイドは導入せず現在もPPI継続中である。【考察】好酸球
性胃腸炎とH.pyloriの合併に関しては報告が少なく、両者の関与は明らかではない。類縁疾患である好酸球性食道炎に関して
は、H.pyloriとの罹患率に逆相関がみられることが報告されているが、好酸球性胃腸炎に関しては除菌にて症状が改善した症
例も報告されており、一定の見解は得られていない。本症例ではH.pylori除菌療法施行後も組織の好酸球浸潤や症状に著変は
みられず、両者の関与は少ないと考えられた。

症例は86歳、女性。既往歴に62歳時に左人工関節置換術。2010年10.28当院整形外科にて左股関節人工関節周囲炎の診断でド
レナージ術施行。３病日より心窩部痛出現。腹部所見で腹膜刺激徴候、画像検査においてFreeAirが認められ同日当科紹介。
消化管穿孔・腹膜炎の診断で緊急開腹術施行し十二指腸球部前壁の穿孔が認められ、縫縮・大網被覆・ドレナージ術を施行し
た。PPIを併用し術後経過は順調であり術後の合併症を認めず経過し退院。術後、十二指腸潰瘍の状態とヘリコバクター検索
のために上部消化管内視鏡検査を施行し、十二指腸潰瘍瘢痕がbulbusに認められ、H．Pyloriは陰性であった。PPIを継続処方
としたが、それ以降来院されなかった。術後１年３カ月経過の後、右季肋部の腹痛を主訴に当院受診。腹部所見で腹膜刺激徴
候が、画像検査によりFreeAirが認めらた。PPI内服は来院されなくなってからの１年間は内服中断とのことであった。同日
消化管穿孔・腹膜炎の診断で、緊急開腹術を施行した。十二指腸球部近傍の大網を剥離していくと十二指腸球部前壁に径２
cmの穿孔部を認め、Vater乳頭は穿孔部の肛門側約２cmに位置していた。穿孔部周囲は硬化し、穿孔部が大きく穿孔部の縫
合閉鎖や大網充填・被覆は不可能であると判断し、可及的に穿孔部を含める形で胃切除、B-II再建とした。十二指腸断端は、
断端周囲が炎症により硬化しており断端を確保することが、非常に困難であったが、十二指腸全層と粘膜とを確保しVater
乳頭との距離も確保しつつ、穿孔部を縫合閉鎖し、大網を被覆した。切除した胃の病理検査ではH．Pyloriは認められなかっ
た。術後経過は順調であり再発は認めず経過中である。一般的に十二指腸潰瘍の発生原因としてH．Pyloriまたは、NSAIDs
の内服既往があるとされるが、本症例はH．Pylori、NSAIDs内服の既往がなく２度の潰瘍穿孔をきたした点で比較的稀と思
われ、若干の文献的考察を加え報告する。

27 好酸球性胃腸炎にHelicobacter	pylori感染を合併した１例
中村　　晃 1）、岩谷　勇吾 2）、岩谷　　舞 3）、岡村　卓磨 1）、小林　　聡 1）、大工原誠一 1）、野沢　祐一 1）、福沢　慎哉 1）、中村真一郎 1）

奥原　禎久 1）、山田　重徳 1）、横澤　秀一 1）、菅　　智明 1）、新倉　則和 2）、田中　榮司 1）

1）信州大学　医学部　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

28 ２回の先行性腹膜炎をきたした十二指腸潰瘍の１例
秋田　眞吾 1）、西川　明宏 1）、小山　佳紀 1）、河西　　秀 1）、久米田茂喜 1）、小林　基弘 2）、下条　久志 2）

1）長野県立　木曽病院　外科、2）信州大学　病理組織学講座
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症例は40歳、女性。2010年９月心窩部不快感のため近医で上部消化管内視鏡検査を施行したところ前庭部に隆起を伴う潰瘍
性病変を認め、生検にてGroup１であったためPPI投与で経過観察となった。2011年10月頃には嘔吐が時々みられ上部消化管
内視鏡検査再検したところ投薬にも関わらず潰瘍性病変が不変であったため2011年11月25日当院紹介となった。2011年11月28
日当院での上部消化管内視鏡検査では、前庭部前壁に頂部に潰瘍を有し、周囲粘膜が正常隆起性病変を認めた。潰瘍辺縁を拡
大観察するも、demarcation  lineはなく、異常血管も認められなかった。病理学的検索のため生検を行ったがGroup１であっ
た。2011年12月27日上部消化管内視鏡検査再検したところやはり潰瘍の改善が見られなかったため再度生検を行ったがGroup
１であった。粘膜下腫瘍の可能性も考え2012年２月20日ボーリング生検を行ったところ、Group４を認めた。ESDによる一括
切除が可能か判断するため2012年３月23日EUSを施行した。EUSでは粘膜下層を主体とした20mm大の低エコー腫瘤として描
出され、第４層は保たれていた。確定診断のためESDによる完全生検を2012年４月２日施行した。検体は65×50mmで、内部
に45×35mmの頂部に潰瘍を有する隆起性病変であり、割面では表面平滑な黄白色の充実性腫瘤であり、粘膜下に位置してい
た。病理にてvesicularなクロマチン、小型の核小体を有する紡錘形細胞が、細血管の増生、好酸球浸潤を伴って粘膜下に増生
しており、免疫染色では、CD34陽性、ALK陰性、c-kit陰性を示したため、胃前庭部の炎症性類線維ポリープ（Inflammatory 
fibroid polyp, IFP）の診断となった。SMT様の形態をとり、頂部に潰瘍形成を呈す隆起性病変に際してはIFPも考慮に入れる
必要がある。今回若干の文献的考察を加えて報告する。

29 ESDにより確定診断を行うことができたIFPの１例
加藤　　亮 1）、小馬瀬一樹 1）、高田ひとみ 1）、浅川　幸子 1）、末木　良太 1）、植竹　智義 1）、大高　雅彦 1）、佐藤　　公 1）、榎本　信幸 1）

近藤　哲夫 2）

1）山梨大学　医学部　第一内科、2）山梨大学　医学部　人体病理学
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胃・十二指腸Ⅱ　11：00～11：40
座長　高　橋　亜紀子（佐久総合病院胃腸科）

【目的】医原性Mallory-Weiss症候群の臨床的特徴を明らかにすること。【対象】2006年１月から2010年12月の上部消化管内
視鏡110026件のうち、Mallory-Weiss症候群（MSW）と診断された122症例を対象とした。内視鏡中に発症したものを医原群
（67例）とし、検査時にすでに発症していたものを単純群（55例）とした。男性割合、年齢の中央値は医原群64％（43/67）、
59歳（35-96）、単純群72％（40/55）、66歳（24-89）でありいずれも差は認めなかった。また抗凝固薬、抗血小板薬内服率
は医原群15％（10/67）、単純群25％（14/55）と差は認めなかった（p＝0.23）。【結果】１．医原性MSWの発症率は0.06％
（67/109971）。２．萎縮（木村・竹本分類）の割合は医原群67％（45/67）、単純群65％（36/55）で差はなかった（p＝0.99）。
３．送気伸展時にし開を示す紡錘形裂創率は医原群27％（18/67）、単純群42％（23/55）で差はなかった（p＝0.12）。４．
萎縮と紡錘形裂創率の関連は医原群・萎縮なしで13%（3/22）、医原群・萎縮ありでは31％（14/45）で、単純群・萎縮なし
で42％（8/19）、単純群・萎縮ありで42％（15/36）であり差はなかった。５．扁平上皮まで裂創がおよぶ割合は医原群で
12％（8/67）、単純群で13％（7/55）であり差はなかった（p＞0.99）。６．止血処置を要した割合は医原群７％（5/67）、単
純群25％（14/55）であり単純群で有意に止血を要した（p＝0.01）。また医原群の線状裂創で0％（0/49）、紡錘形裂創で28％
（5/18）に止血処置を要した（p＝0.005）。単純群でも線状裂創で９％（3/32）、紡錘形裂創で48％（11/23）に止血処置を要
した（p＝0.003）。萎縮の有無別では、止血を要したのは医原群・萎縮なしで９％（2/22）、医原群・萎縮ありで７％（3/45）
であり（p＞0.99）、単純群・萎縮なしで32％（6/19）、単純群・萎縮ありで19％（7/36）であった（p＝0.64）。【結語】医原性
Mallory-Weiss症候群は、単純群と比較して男女比、年齢、萎縮の有無、裂創の形態、扁平上皮まで裂創がおよぶ割合におい
て有意な違いはなかった。ただし、止血を要する割合は単純群および紡錘形裂創で有意に高かった。

【症例】80歳代、男性。２日間持続した左下腹部痛と下痢を主訴に当科を受診した。血液検査では白血球および膠質反応の上
昇と血清アルブミン値の低下を認めたが、肝胆道系酵素と腫瘍マーカーは正常であった。USで胆管拡張を指摘されたが、閉
塞機転は不明であった。CTおよびMRIでは肝外胆管壁は全体に肥厚し、膵頭部の乏血性領域で狭窄していた。膵全体に石灰
化を認め、尾部主膵管の一部が拡張していた。一方、膵頭部乏血性領域と離れて、幽門輪から十二指腸球部に著明な壁肥厚を
認めた。EGDでは、幽門輪から十二指腸球部に浮腫状肥厚と内腔狭小化を認め、発赤、びらんを伴っていた。副乳頭および
主乳頭は腫大していた。膵管造影では頭部主膵管がわずかに造影されるのみで、分枝膵管の不整拡張を伴っていた。胆管造影
では膵内胆管に偏位を伴う締め付け様狭窄を認め、同部からの擦過細胞診およびENBDからの胆汁細胞診はClassIIであった。
血液検査ではIgG4の著明な上昇（1210mg/dl）を認め、十二指腸球部の生検では粘膜固有層に多数のリンパ球・形質細胞が浸
潤し、IgG4陽性形質細胞は40個以上/HPFであった。よって、IgG4関連疾患を考え、確定診断目的にステロイド投与（30mg/
日）を施行した。ステロイド開始５週後（10mg/日）のCT、MRIでは、胆管拡張、膵頭部乏血性領域、拡張した尾部主膵
管、幽門輪から十二指腸球部の壁肥厚の著明な改善を認めた。EGDでは、幽門輪から十二指腸球部の浮腫と内腔狭小化は改
善し、発赤、びらんは消失していた。胆管造影では膵内胆管の狭窄は残存していたが改善していた。膵管造影では頭部主膵管
は馬尾状に終わり、分枝膵管は拡張していた。副乳頭からの造影で背側膵管が造影され、膵管癒合不全と診断した。背側膵管
は軽度拡張し、頭部領域に複数の狭窄を認めた。【考察】本例は、慢性膵炎を背景とするIgG4関連膵病変、および膵病変と離
れて存在する十二指腸球部壁肥厚を呈したIgG4関連十二指腸病変の併存と考えられた。

30 医原性Mallory-Weiss症候群の検討
若槻　俊之、小山　恒男、友利　彰寿、高橋亜紀子、篠原　知明、國枝　献治、岸埜　高明、武田晋一郎
佐久総合病院胃腸科

31 IgG4関連十二指腸病変が疑われた一例
桃井　　環、比佐　岳史、清水　雄大、古武　昌幸、高松　正人
ＪＡ厚生連　佐久総合病院　肝胆膵内科
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近年、集学的治療により進行癌の治療成績が向上している。また、緩和的内視鏡治療の技術、デバイスも進歩している。今
回、手術不能と診断され、途中長期の中断を経たが、放射線療法、化学療法、内視鏡治療を適時組み合わせる事でQOLの維
持を図りながら生命を支える事が出来た症例を経験したので報告する。症例は75歳男性。既往歴に特記すべき事は無し。喫煙
歴は無いが、アルコールは若い頃濃い酒を多飲していた。現病歴。2007年８月頃から嚥下時のつかえ感を自覚。改善ないため
９月に当院初診。上部消化管内視鏡検査にて下部食道の狭窄を伴う進行食道癌と診断、他院へ紹介となった。精査の結果多発
リンパ節転移を伴っており、姑息的放射線療法30G/10回にて経過観察の方針となった。その後当院の外来を１回受診した後
中断。３年後の2010年９月腹部膨満感を主訴に当院受診。入院精査にて腹腔内リンパ節腫脹による幽門狭窄と診断。前医へ再
度紹介するも、治療適応なしと判断された。本人、家族と相談の上、もう一度食べたいという希望を叶えるため、化学療法と
十二指腸ステント挿入による症状の緩和を方針とした。FP療法１クールによりリンパ節腫脹が縮小傾向となり、十二指腸ス
テントの挿入を行った。有害事象、偶発症も無く、普通食の経口摂取可能となり退院。化学療法には元来積極的でなかった
事から、TS-1の内服等にて外来経過観察。ステントの開存は13ヶ月維持されたが、リンパ節腫脹の増悪により狭窄症状が出
現。バルーン拡張、stent in stentにて経口摂取を19ヶ月維持出来た。2012年６月再び腹部膨満感出現し入院。リンパ節腫脹は
高度となっており、急速に全身状態悪化、化学療法にて一時軽快したが、多臓器不全となり７月永眠された。姑息的放射線療
法後４年９ヶ月、ステント挿入後１年８ヶ月であった。考察。他の報告より長くステントが開存し、QOLが維持出来た理由
は、原発巣でなかった事、化学療法を組み合わせた事と考えられた。治療不能進行癌においても緩和的内視鏡治療が有用な症
例があり、施行を検討すべきと思われた。

症例は40歳男性。２型DMで近医通院中であった。腹痛で抗生剤処方されたが症状改善せず当科紹介となった。採血上、炎症
反応高値と膵酵素上昇を認め、CTで膵頭部の腫大、膵周囲脂肪織濃度の混濁と十二指腸下行脚の浮腫を認めたため急性膵炎
の診断で入院となった。上部消化管内視鏡（以下GIF）では十二指腸下行脚の発赤、浮腫及び粘膜生検で好酸球浸潤を認め
た。末血で好酸球増多は認めなかった。アルコール多飲歴はなく、IgG4は陰性、胆石の合併は認めなかった。膵炎に準じて
治療し、経過問題なく退院した。その後もカモスタットメメシル酸塩内服で外来経過観察していたが、膵炎発症２か月後の
CTで膵頭部に膵仮性嚢胞の出現を認め、発症４か月後より嘔気・嘔吐及び20Kgの体重減少と食思不振を認めた。CTでは膵
仮性嚢胞は増大、膵周囲への炎症波及、十二指腸にかけての浮腫状の著明な壁肥厚を認め、再入院となった。GIFでは十二指
腸下行脚の発赤・浮腫は増強しており、内腔は狭小化が著しく、そのための通過障害と考えられた。禁食及びナファモスタッ
トメシル酸塩を投与し、炎症改善後に経口成分栄養を開始したが、嘔気のため困難であった。経腸栄養も検討したが、好酸球
性腸炎治療に準じステロイドを導入した。水溶性PSLを開始し、３日後に嘔気は消失した。その後、経口栄養は漸増でき、経
過良好で退院した。外来でステロイドは漸減中であるが、食事摂取良好、体重も回復し、症状の再燃はみられていない。GIF
では十二指腸狭窄は改善し、CT上は仮性嚢胞も縮小していた。好酸球性腸炎と急性膵炎の合併は稀であり因果関係は不明で
あるが、症状の改善に対してステロイドが著効し貴重な症例と考えられたため、報告する。

32 十二指腸ステントの長期開存によりQOLを維持し得た再発食道癌の一例
瀬角　英樹
社会医療法人　城西医療財団　城西病院　消化器内科

33 急性膵炎を合併した好酸球性腸炎による十二指腸狭窄の一例
品川　陽子、大関　康志、上野　亜矢、藤原　真一、小林　由夏、杉谷　想一、飯利　孝雄
立川綜合病院　消化器センター　消化器内科
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小腸　11：40～12：10
座長　進　士　明　宏（諏訪赤十字病院消化器科）

症例は59歳女性。2012年２月中旬に腹痛を認め、近医にてPPI処方されたが改善がなかった。３月初めに前医を受診され、上
部・下部消化管内視鏡検査を施行されたが異常を認めなかった。症状が自然軽快したため経過観察となった。５月16日に再度
腹痛を認め、前医を再診された。レントゲン上小腸ガスニボー像、CTで小腸重積を認めた。絶食、補液加療にて症状は改善
し、ニボー像も消失した。CT上、重積部分に壁肥厚を認め、小腸腫瘍による腸重積が疑われ、精査加療目的に５月23日当院
紹介受診された。精査目的の経口及び経肛門シングルバルーン小腸内視鏡を行い、回腸に立ちあがりがなだらかで、可動性良
好な大きさ40mm程度の亜有茎性腫瘤を認めた。病変の立ち上がりは発赤、腫大した小腸絨毛構造であるが、病変の頭部は絨
毛を認めず褪色調の平滑な構造であり、ずるむけの所見であった。生検では軽度の炎症細胞浸潤と繊維化を伴っており、腫
瘍性変化を示唆する所見はなく、炎症性ポリープの診断であった。内視鏡所見からは小腸癌、悪性リンパ腫、間葉系腫瘍は
否定的であり、CT検査でもリンパ節腫脹など悪性を示唆する所見は認めなかった。以上の結果より小腸Inflammatory  fibroid 
polyp（IFP）が最も疑われた。腫瘍が大きく、腸重積を起こしたことから手術適応と判断し、６月29日に腹腔鏡下小腸部分
切除術を行った。切除標本上腫瘍は40×35mm大のポリープ様病変で、頚部は既存の小腸粘膜に覆われているが、頭部はびら
んを呈していた。組織所見では、病変の主座は粘膜下組織にあり、血管増生が目立つ肉芽組織様間質を背景に、多数の好酸球
が浸潤していた。腫瘍性増生を示唆する所見はなく、IFPと診断した。IFPは胃に多く小腸には比較的少ないとされている。
小腸IFPの多くは腸重積をきたし、術前診断が困難とされ、腸重積・腸閉塞による緊急手術での切除標本病理組織所見で診断
されることが多い。今回われわれは、小腸内視鏡にて術前診断が可能であった回腸IFPを経験したので報告する。

今回我々はMeckel憩室に連続する索状物による絞扼性イレウスを経験したので報告する。症例は50歳男性。１週間前から腹
痛を認め、近医を受診し、腸炎の疑いで経過観察されていた。その後嘔吐、下痢を認め、腹痛も増悪したため、当院救急外来
を受診した。CT検査で回腸を中心に小腸の拡張を認め、イレウスの診断で当科入院となった。入院後、絶飲食、点滴加療、
胃管挿入で症状の改善を認め、食事開始後も問題なく、退院となった。退院後３日目再度腹痛を認め、当科を受診した。腹部
所見は右下腹部から臍周囲に軽度の圧痛を認めたが、筋性防御など腹膜刺激症状は認めなかった。しかし、周期的に強い腹痛
を認めた。CT検査で、腸間膜の渦巻状変化と索状物を認め、明らかな腸管の虚血は認めなかったが、内ヘルニアによる絞扼
性イレウスの診断で緊急手術を施行した。手術所見は、血性の腹水を少量認めた。暗赤色の腸管とそれに連続する暗赤色の
索状物を認めた。索状物の先端は回盲部付近の小腸間膜につながっており、その索状物により小腸が絞扼されていた。絞扼
されていた小腸は軽度の浮腫を認めたが、血流障害の所見は認めなかった。索状物はバウヒン弁より約50cm口側に存在して
おり、Meckel憩室と考えた。Meckel憩室の壊死を認め、小腸部分切除術を施行した。組織学的所見ではMeckel憩室と診断さ
れ、索状物には動静脈を認めた。今回のイレウスはMeckel憩室と憩室間膜帯（mesodiverticular vascular band）による索状
物に小腸がはまり込んだことによる絞扼性イレウスと考えた。

34 小腸内視鏡にて術前診断しえた腸重積合併回腸Inflammatory	fibroid	polyp
（IFP）の１例
長屋　匡信 1）、原　　悦男 1）、神保　陽子 1）、多田井敏治 1）、伊藤　哲也 1）、関　亜矢子 1）、越知　泰英 1）、沖田　浩一 2）、竹本　香織 2）

大月　聡明 3）、保坂　典子 3）、宗像　康博 2）、長谷部　修 1）

1）長野市民病院　消化器内科、2）長野市民病院　消化器外科、3）長野市民病院　病理診断科

35 Meckel憩室による絞扼性イレウスの１例
滝口　光一、飯野　　弥、森　　義之、須藤　　誠、柴　　修吾、中田　晴夏、藤井　秀樹
山梨大学　医学部　消化器、乳腺、内分泌外科
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症例は40歳代の女性。生後７ヶ月に軟口蓋の血管腫の摘出術を施行され、20歳頃には胃の血管腫を指摘された。30歳時に貧血
と大腸の血管腫を指摘され、当科に初診となった。胃・十二指腸にも血管腫を認め、同部からの出血が貧血の原因と考えられ
た。同病変に対して結紮術やクリッピングが行われ、鉄剤、トラネキサム酸、カルバゾクロムの投与継続により貧血は小康状
態となった。その後も、貧血の増悪時には胃・十二指腸・大腸の血管腫に対し、同様の処置を繰り返していた。また、経過中
に咽頭・上顎・鼻腔・肺・肝にも血管腫を認めていた。40歳時には再び貧血症状が出現し、Hb5.7g/dlまで低下したため輸血
を行い入院となった。貧血の原因と思われる胃・十二指腸・大腸の血管腫に対しては、結紮術とクリッピングを行い一旦は退
院となったが、間もなく貧血の再増悪を認めた。小腸カプセル内視鏡検査では小腸全域に多発する血管腫と、複数箇所からの
活動性出血を認めた。小腸血管腫からの出血が貧血の原因と考え、同病変に対してダブルバルーン小腸内視鏡下にポリドカ
ノールを用いた硬化療法を行う方針とした。まずは経口的ダブルバルーン小腸内視鏡を行い、25G局注針にて１カ所につき２
ml程度の局注を行った。術後は特に腹部症状や血液データの悪化は認めず、２日後に退院となった。４週間後には再び貧血
の進行を認めたため、経肛門的ダブルバルーン小腸内視鏡下に同様に下部小腸血管腫の硬化療法を行い、２日後に無事退院と
なった。その後、貧血は劇的に改善し、２ヶ月後の現在も貧血は落ち着いている。全身の血管腫症は非常に稀な疾患であり、
消化管出血の原因になった場合には治療に難渋することが多い。小腸の病変に対してポリドカノールによる硬化療法が有効で
あった症例を経験したので、文献的考察を含め報告する。

36 多発する小腸血管腫からの出血に対し内視鏡下のポリドカノール局注が有効で
あった１例
山崎　智生 1）、菅　　智明 1）、藤森　尚之 1）、日原　　優 1）、長野有紀子 1）、中村　　晃 1）、齊藤　博美 1）、小林　惇一 1）、岡村　卓磨 1）

小林　　聡 1）、大工原誠一 1）、野沢　祐一 1）、福澤　慎哉 1）、中村真一郎 1）、奥原　禎久 1）、山田　重徳 1）、岩谷　勇吾 1）、横澤　秀一 1）

新倉　則和 2）、田中　榮司 1）

1）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
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【はじめに】Blau症候群は関節炎，ブドウ膜炎，皮膚炎を３主徴とする家族性肉芽腫性疾患として知られ、クローン病の原
因遺伝子として同定されたNOD2の恒常活性変異により惹起される常染色体優性遺伝性疾患である。今回我々は上腸間膜動
脈（SMA）症候群と大腸イレウスを合併したBlau症候群の１例を経験したので報告する。【症例】62歳男性【既往歴】小児
期より手足の関節の変形，13歳時虹彩炎で全盲，45歳時多発根神経炎，以後寝たきり【現病歴・経過】患者長男（21歳）に
も小児期より関節炎など症状あり、小児科での遺伝子解析の結果、NOD2遺伝子変異が同定され、Blau症候群と診断された。
その後、当患者の遺伝子解析も行われ、Blau症候群と診断され通院加療中であった。X年２月17日嘔吐出現して18日当院受診
し、イレウスの診断で入院。脱水とWBC, CRPの軽度上昇を認めた。腹部単純CTでは胃から十二指腸水平脚までの拡張とニ
ボー形成を認め、SMAと大動脈の間隔が３mmと狭細でSMA症候群と診断。誘因は長期の経口摂取不良に伴う極度のるい痩
（BMI10.1）と考えられた。経鼻胃管挿入して保存的治療にて軽快し、経口摂取可能となり27日退院となった。しかし、再び
嘔吐出現して３月１日SMA症候群の再燃で入院となった。十二指腸ゾンデ挿入後、経腸栄養導入して加療し、症状は改善中
であった。４月11日腹痛が出現し、精査にて上行結腸の偽性腸閉塞の併発と診断した。最終的に経肛門イレウス管を挿入し、
保存的治療を継続した。５月になり経口摂取再開して経肛門イレウス管を抜去したが、６月８日に腹痛出現して再び経肛門イ
レウス管が必要となった。その後、経口摂取・経肛門イレウス管留置のまま６月26日退院、自宅療養となった。Blau症候群の
消化管病変については報告はあるものの未だ不明な点が多い。NOD2遺伝子変異を有する病態であることから、クローン病と
の関連も示唆される興味深い１例と考えられる。

症例は80才女性。貧血精査のため行われた大腸内視鏡検査にて、下部直腸に粘膜下主体で頂部に潰瘍を伴った隆起性病変を認
めた。精査加療目的で当院外科を紹介受診した。CTにて、両鼡径部、両鎖骨上、傍大動脈など全身に、多発リンパ節転移を
認めた。鼡径部リンパ節からの生検では低分化扁平上皮癌の診断であった。化学療法のため内科転科となった。年齢を考慮し
減量TS-1/CDDP療法を行った。化学療法１コース目施行中に下血を認めた。大腸内視鏡検査を行ったところ腫瘍の壊死を認
め、壊死部分にあった露出血管からの出血が疑われた。HSE局注＋クリップの止血処置を行った。その後下血は落ち着いた。
化学療法３コース終了時点で腫瘍の著明な縮小が得られた。TS-1/CDDP併用化学療法が奏功した、直腸扁平上皮癌の１例を
経験したので報告する。

49 上腸間膜動脈症候群及び大腸イレウスを合併したBlau症候群の１例
樋口　和男 1）、須藤　貴森 1）、望月　太郎 1）、一條　哲也 1）、高山　寛人 2）

1）安曇野赤十字病院　消化器内科、2）安曇野赤十字病院　外科

50 TS-1/CDDP併用化学療法が奏功した直腸扁平上皮癌の１例
嘉戸　慎一 1）、小林　雄司 1）、星　　隆洋 1）、高野　明人 1）、中村潤一郎 1）、三浦　　努 1）、山田　聡志 1）、柳　　雅彦 1）、江村　　巌 2）

1）長岡赤十字病院　消化器内科、2）長岡赤十字病院　病理科

大腸Ⅰ　13：00～13：50
座長　本　間　　　照（済生会新潟第二病院消化器内科）
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潰瘍性大腸炎（UC）の長期罹患例では、大腸癌のリスクが高いことは広く認識され、サーベイランス内視鏡が日常臨床で浸
透しつつある。一方、Crohn病（CD）においては、癌合併例はUCに比してまだ少なく、その発生母地も大腸の他、痔瘻を含
む瘻孔や小腸も考えられ、サーベイランスのあり方は混沌としている。今回我々は、CD発症後12年、Infliximab（IFX）導
入５年後に直腸癌を併発した一例を経験したので報告する。症例は30歳代の男性である。肛門痛の増強を主訴に来院した。
CRP等の炎症反応が高値で、CT上、直腸右壁に辺縁に造影効果を有する３cm大の低吸収領域を認めた。またMRIでは、同
部はT2強調画像にて内部不均一な高信号を呈した。当初、膿瘍を疑い加療するも軽快せず、大腸内視鏡にて直腸～肛門管癌
（tub1,  tub2, muc）の診断を得た。直腸切断術（Miles’operation）を行い、術後化学療法としてmFOLFOX6を施行中、現在
４ヶ月間無再発生存中である。また、本症例においてIFXと発癌の関連性は不明であるが、その使用においては今後注意が必
要である。CDの有病率が増加している近年、発癌症例も今後増加する可能性を認識し、日常診療にあたるべきであると考え
る。

症例は74歳女性。既往に狭心症に対するステント挿入治療歴あり。嘔吐・腹痛を主訴に夜間の救急外来を受診。右下腹部に限
局し反跳痛を認めた。BT 36.3℃、WBC 10900/μl、CRP 0.08mg/dl。CTでは終末回腸から肓腸～上行結腸の一部に顕著な壁
の肥厚・浮腫像を認めた。明らかな憩室の存在は伺われず、何らかの腸炎であると判断し、保存的治療を開始した。肝内後区
域の一部のみに門脈ガス像を認めたが、緊急手術を要する絶対的な所見ではないと判断した。翌朝、腹部の症状・所見は変化
なく、腹膜刺激症状を依然認め、血液検査の再検ではWBC 16640/μl、CRP 10.48mg/dlと受診時よりも増悪傾向を呈してい
た。血液ガス分析はPH 7.436、HCO3- 21.1、BE -1.9。CTの読影では、終末回腸から肓腸～上行結腸の腫大を認め、粘膜の造
影効果が不良であり、一部に壁内ガスと思われる所見を認め、門脈内ガスを伴っており、腸管壊死を来たしている可能性があ
るとの結果であり、この時点で緊急手術を決定、施行した。開腹時、肓腸～上行結腸壁は発赤、浮腫を呈しており、漿膜面の
一部が暗紫色調を呈しているのみであったが、結腸右半切除術を施行し切除組織を確認すると、肓腸～上行結腸の一部まで境
界明瞭に粘膜面が黒色調に壊死変化を来たしている状況であった。病理所見では粘膜の壊死、筋層の菲薄化、壁内への出血が
認められ、循環障害による変化が考えられる組織像であったが、血管炎や血栓などは認められなかった。第４術後病日より経
口摂取を再開し、第13術後病日に退院となった。本症例は、主として動脈硬化を背景に生じた循環障害による腸管粘膜壊死と
考えられた。門脈ガス血症はしばしば腸管壁の壊死・損傷などに伴い認められる所見である。若干の文献的考察を含め報告す
る。

51 Crohn病発症後12年で直腸癌を併発した一例
岩永　明人 1）、木村　成宏 1）、本間　　照 1）、堀米　亮子 1）、本田　博樹 1）、窪田　智之 1）、関　　慶一 1）、石川　　達 1）、吉田　俊明 1）

上村　朝輝 1）、酒井　靖夫 2）、石原　法子 3）

1）済生会新潟第二病院　消化器内科、2）済生会新潟第二病院　外科、3）済生会新潟第二病院　病理診断科

52 門脈ガス血症を伴った壊死型腸管虚血症の１例
小山　佳紀 1）、西川　明宏 1）、秋田　眞吾 1）、河西　　秀 1）、久米田茂喜 1）、小林　基弘 2）、下条　久志 2）

1）長野県立木曽病院　外科、2）信州大学病理学教室
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症例は28歳女性、25歳時に左下腹部痛、血性泥状便が10行/日以上となり、近医でCFを受け、潰瘍性大腸炎UCと診断され
た。病変は直腸と盲腸にスキップしていた。プレドニゾロンPSL20mgで寛解導入されたが、PSLの漸減休薬後に再燃を繰り
返した。３回目の再燃時に38℃台の発熱が出現、軽度の左頸部痛、背部痛を伴っていた。直腸およびS状結腸に活動期粘膜を
認め、PSL30mgの投与にて解熱した。２ヵ月後PSL5mgまで減量したところ、発熱、左頸部痛、背部痛が再出現。PSL依存性
と考えられ、当科に紹介入院した。この時、便通は有形軟便３行/日で粘液の付着があったが、血便や腹痛はなかった。CF
所見は、軽度発赤した浮腫状粘膜が直腸からS状結腸まで斑状にみられ、ところどころに膿性白点の付着を伴っている程度で
あった。腹部症状、CF所見に比して炎症所見が高値（CRP：5.29mg/dl、Fbg：672mg/dl）であったことから、全身検索を
行った。橈骨動脈、足背動脈は両側で良好に触知したが、頚動脈拍動は右が優位であった。眼底に異常所見は認められなかっ
た。頸胸部CTにて上行大動脈および左総頚動脈の壁が層状に肥厚しており、大動脈炎症候群と診断した。血管炎の炎症マー
カーであるPTX-3とMMP-9は正常範囲内であった。HLA-B52は陽性であった。PSL40mgに増量し症状は改善した。IFX導入
の可能性も考えつつ、6MP0.3ｇを併用しPSLをゆっくり漸減中である。大動脈炎症候群はUCの腸管外合併症として現在まで
に78例の報告がある。臨床症状と検査や画像所見に乖離がみられた場合には、こうした稀な合併症の存在も考え診療にあたる
ことが大切と思われた。文献的考察を加え報告する。

53 大動脈炎症候群を合併した潰瘍性大腸炎の一例
根布屋　悟 1）、岩永　明人 1）、八木　一芳 2）、本間　　照 1）、本田　博樹 1）、木村　成宏 1）、堀米　亮子 1）、窪田　智之 1）、関　　慶一 1）

石川　　達 1）、吉田　俊明 1）、上村　朝輝 1）

1）済生会、2）新潟県立吉田病院　内科
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症例は40歳代女性。フィリピン人。2010年大動脈炎症候群に対しBentall手術施行後、当院血管外科通院していた。2012年４
月フィリピンにて腹痛、下痢、悪心、発熱あり、近医受診。腹部エコーで腹水を指摘された。４月11日血管外科定期受診時、
腹部膨満とCRP5.1と異常値を認めた。腹部造影CTでは、著明な腹水と、脂肪、石灰化を伴う両側卵巣腫瘤、ダグラス窩腹膜
の不整を認めた。腹水細胞診はclass IIであったが血液検査の腫瘍マーカー（CA19-9:42.5U/ml、CA125:94U/ml）も高値を認
めており、奇形腫、腹膜播種が疑われた。６月18日試験開腹手術施行。淡黄色腹水多量、腸管、腹膜の表面はφ数mm程度の
小結節が多数あり、病理組織診断は結核性卵管炎、腹膜炎、成熟嚢胞奇形腫であった。ツベルクリン反応は陰性であった。肺
結核症を疑い、喀痰と胃液で塗抹検査、抗酸菌培養、PCR提出したがすべて陰性であり、胸部レントゲン、胸部CTを施行し
たが明らかな病変は認められなかった。クォンティフェロンは陽性であった。腸結核を疑い下部消化管内視鏡検査を施行、横
行結腸に長軸直角方向に引きつれを伴う1/3周性の輪状潰瘍を認めた。病理組織診断にて乾酪性類上皮肉芽腫が証明され、ま
た腸組織抗酸菌培養は陽性であった。腸結核および結核性腹膜炎と診断し４剤併用の結核化学療法（INH、RFP、PZA、EB）
を開始した。今回我々は病理組織診断による結核性腹膜炎、卵管炎の診断を契機に腸結核の診断に至った１例を経験した。原
発性腸結核は特徴的な症状に乏しいが、下部消化管内視鏡所見は最も特徴的で有用であり、炎症性腸疾患、悪性腫瘍との鑑別
が重要である。

症例は80代女性。25年前に子宮頚癌で子宮全摘後、照射を１ヶ月行った既往があった（詳細不明）。約９ヶ月前から食欲不
振、腹部膨満感、４ヶ月前から貧血も認め、消化管精査を勧められていたが、本人が検査を拒否していた。２ヶ月前から水様
性下痢による肛門周囲皮膚炎が生じ、その痛みのため動くことが困難となり入院となった。入院時検査所見では低栄養、貧血
を認めた。大腸内視鏡検査では［RS］に３型の進行癌を認め、scopeは通過しなかった。また［Rb］の粘膜は浮腫状で直腸炎
の所見であった。CTでは右肺S8に２個の小結節を認め、転移と診断した。注腸では［RS］に4.6cm長の全周性狭窄があり、
少なくとも２カ所で回腸と瘻孔を形成していた。直腸癌［RS］cSI（回腸）cN1cH0cP0sM1（肺 LM1）cStage IVの診断で開
腹手術を行った。照射の影響で骨盤の開きが悪く、周囲腹膜や腸間膜は硬くなっており、骨盤腔内に落ち込んだ回腸の漿膜
は白色調で浮腫を伴っていた。回腸との瘻孔は３カ所に認めた。手術はHartmann手術（直腸切除、S状結腸人工肛門造設）、
D2、回腸部分合併切除を施行した。切除標本の病理組織学的検査の結果は［RSRaS］３型 tub1, pSEI（回腸),  ly0, v2, pN2, 
pRM0で総合的進行度はpSEI（回腸）pN2sH0sP0sM1（肺）fStageIVであった。非癌部にdysplasiaは認められなかったが、粘
膜下層の血管壁にフィブリノイド変性が認められ、放射線性腸炎の所見であった。術後経過は概ね良好で、肛門周囲皮膚炎は
治癒し、術後第19病日に退院した。術後２ヶ月のCTで多発肝肺転移を来しているが、高齢を理由に無治療を希望され、外来
経過観察中である。照射後の晩期合併症としての悪性腫瘍発生は、頻度としては多く無いものの、しばしば報告されており、
長期にわたる経過観察が必要であると思われた。

54 結核性腹膜炎を合併した腸結核の１例
仲村　太一、佐藤　淳一、山本　　力、田尻　和男
北信総合病院　消化器内科

55 放射線性腸炎に併発した小腸との瘻孔を伴う直腸癌の１例
川原聖佳子、西村　　淳、新国　恵也
新潟県厚生連長岡中央綜合病院　消化器病センター　外科

大腸Ⅱ　13：50～14：30
座長　山　口　達　也（市立甲府病院消化器内科）
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症例は70歳、女性。主訴は便秘。2012年３月の大腸内視鏡検査にて盲腸に豊富な粘液で覆われた褪色調の20mmの平坦隆起
型病変を認め、病変の内部に６mmと４mmの発赤調の小隆起部を認めた。NBI拡大観察では平坦部分は腺管を取り巻く毛
細血管は不明瞭で小型から中型の円形、類円形の腺管開口部が観察され過形成性の構造と推測された。２箇所の小隆起部は
拡張した毛細血管を認め、その血管走行および White zone の形態から管状ないしは絨毛状構造と推測された。６mmの隆
起部分から１個生検してGroup ５, Adenocarcinoma（tub1）との病理診断であった。５月に大腸ESDを施行した。切除標
本は30x25mmで22x21mmの平坦隆起型病変を認めた。術後の病理組織学的検索にて 平坦部分は Sessile serrated adenona/
polyp, ２箇所の小隆起部は Adenocarcinoma と診断された。最終診断は Adenocarcinoma（tub1,  tub2）in sessile serrated 
adenoma/polyp（SSA/P), pM, ly（-), v（-), pHM0, pVM0, 0-IIa（so-called LST-G）であった。

症例は58歳女性。2011年12月下旬から持続する血便を主訴に、2012年１月、当科初診。下部消化管内視鏡検査では、直腸Rb
に35mm大の表面平滑で立ち上がりの急峻な隆起性腫瘍を認めた。拡大NBI観察で表面粘膜に口径不同な異常血管の増生が
見られ、超音波内視鏡で腫瘍内部は比較的均一な低エコーとして描出、粘膜層構造は２、３層の肥厚が認められ、粘膜下腫
瘍と考えられた。病理組織学的検査では小型から中型の異型リンパ球浸潤や、Lymphoepithelial  lesionを認め、免疫染色は
CD20+、CD79+、CD10-、CD56-、cyclinD1-でB細胞性リンパ腫、特にMALTリンパ腫のパターンが確認された。上部消化
管内視鏡検査および造影CT、PET、ガリウムシンチ、骨髄穿刺を行ったが、直腸以外に病変部位を認めなかった。以上より
Lugano国際会議分類 StageIの直腸MALTリンパ腫と診断した。治療方針決定のために検索したG-bandingは分裂中期の細胞
が得られず解析不能であり、FISH法ではAPI2-MALT1の変異を認めなかった。尿素呼気試験、抗H.pylori抗体ともに陽性、
胃粘膜生検検体中にもH.pyloriを認め、H.pylori陽性のMALTリンパ腫として、十分な説明と同意の上、H.pylori１次除菌療
法を行った。除菌成功後２ヶ月でのCTおよび下部消化管内視鏡で腫瘍の消退が確認された。大腸MALTリンパ腫は大腸原発
悪性リンパ腫のひとつに分類されるが、消化管原発悪性リンパ腫の中でも頻度は少ないとされている。自然史、長期予後や
治療法は十分には明らかでないが、胃MALTリンパ腫と同様に、H.pylori除菌療法の有効性が報告されている。今回我々は
H.pylori除菌療法により著明な退縮を認めた直腸MALTリンパ腫の１例を経験したので、文献的考察を加えて報告する。

56 大腸	SSA/P	から発生したと考えられる粘膜内癌の１例
小畑　洋平 1）、入月　　聡 1）、河内　邦裕 1）、山川　良一 1）、渡辺　　玄 2）

1）下越病院　消化器内科、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 分子病態病理学分野

57 H.pylori除菌療法により退縮した直腸原発MALTリンパ腫の１例
倉富　夏彦、末木　良太、加藤　　亮、吉田　貴史、小馬瀬一樹、植竹　智義、大高　雅彦、佐藤　　公、榎本　信幸
山梨大学　医学部　第一内科
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【症例】36歳女性。【既往歴】平成15年に左卵巣嚢腫にて左卵巣摘出術施行。初経11歳、生理周期28～30日。【現病歴】以前よ
り便秘傾向あり。平成24年５月下旬より左側腹部痛、下痢があり近医を受診。炎症反応高値と、CTにて左半結腸の腸管壁肥
厚を認め当科紹介。外来で大腸内視鏡検査を施行したが、前処置不良で疼痛も強く、直腸までの観察不十分で終了。抗生剤、
整腸剤、下剤の内服で症状軽快し、炎症反応の改善、排便コントロールもつき外来経過観察となっていた。しかし、７月中旬
より再び腹痛が出現し、便秘傾向となる。７月下旬、約２週間排便なく腹部全体に強い膨満感と疼痛が出現し、当院救急外来
を受診。CTでは直腸S状部に狭窄を認め、その口側腸管は著明に拡張し、大腸イレウスの診断で緊急入院。全身状態は落ち着
いており、３日間腸管安静のみで経過観察したがイレウスは解除されず、大腸内視鏡下に経肛門的イレウス管を挿入留置。そ
の際、直腸S状部に高度狭窄を確認したが、明らかな腫瘍性変化はなく狭窄部の生検もGroup1の診断であった。以後、速やか
にイレウス状態は改善したが、イレウス管留置による肛門痛が強いため、イレウス管造影ののち自然排便を期待してイレウス
管を抜去。しかし、その後は排ガス、排便は殆どなく、腹部膨満と腹痛の増悪を認めたため、大腸内視鏡下に経肛門的イレウ
ス管を再挿入した。その際施行した大腸内視鏡検査では、高度狭窄部の粘膜は発赤していたが、生検ではGroup1であった。
結果、保存的治療で改善しない機械的イレウスと判断し、待機的に低位前方切除術を施行。切除検体は、Rsで輪状潰瘍瘢痕
により高度に狭窄し、同部でcaliber changeを認めた。病理組織学的には、悪性所見はなく狭窄腸管の粘膜下層から漿膜下層
に子宮内膜組織を認めた。これにより、イレウスを合併した腸管子宮内膜症と診断し、術後の追加治療としてホルモン療法も
検討したが、本人の挙児希望もあり未治療で経過観察中。【結語】大腸イレウスを合併した腸管子宮内膜症の一例を経験した
ので、若干の文献的考察を加え報告する。

症例は83歳の女性で、2012年８月上旬より腹部不快感、食欲不振があり、近医にて対処療法を施されていたが改善しないため
８月17日に当院へ紹介入院となった。経過中、体重減少、腹痛、嘔吐、血便などはなかった。既往に高血圧症、骨粗鬆症、子
宮筋腫、子宮脱があり、子宮脱に対してはペッサリーを挿入していた。入院時の現症では、貧血や黄疸はなく、胸部にも異常
所見は認めなかった。腹部は平坦で腸雑音は正常、腫瘤は触知しなかった。血液検査では軽度の低アルブミン血症を認めた
が、白血球増多や炎症反応は認められなかった。入院後の経口摂取量は60％前後のため補液を行っていたが、腹痛、嘔吐、血
便などはなかった。その後行った腹部超音波検査にてtarget signが認められ、腹部造影CT検査にて層状構造をもつ腫瘤影を
認め、回盲部の腸重積と診断した。重積腸管の先進部と考えられる腫瘤性病変は確認できなかった。腹部を丁寧に触診すると
臍周辺に腫瘤を触知し、注腸造影検査を行うと横行結腸にいわゆる“カニ爪状”所見を認め、腫瘤と一致していた。しかし、
日によっては腫瘤がはっきりしなくなることもあり、自覚症状が乏しいこともあり重積が解除されている可能性も考慮し、経
口小腸追跡検査を行ったが回腸は16センチに及ぶ狭小化した腸管を認め、カニ爪状の横行結腸に連続しており、圧迫を繰り返
しても重積部分が解除されることはなかった。重積が自然解除される可能性が低いと判断し、発症より約40日後に開腹術を施
行した。回盲部の固定は不良で、上行結腸は容易に挙上可能であった。Hutchingson手技で重積を解除したところ、反転した
盲腸が先進部となっていた。腸重積の原因の確認と重積腸管の血流の確認のため経肛門的に術中内視鏡検査を行ったところ盲
腸に0-Is型の腫瘍を認め、また上行結腸の粘膜も一部菲薄化しており右半結腸切除術を施行した。本症例は腹痛や嘔吐などの
腸重積の典型的症状を欠き、比較的まれと考え報告する。

58 大腸イレウスを合併した腸管子宮内膜症の一例
坪井　清孝、夏井　正明、安住　　基、瀧澤　一休、岡　　宏充、青木　洋平、山崎　和秀、松澤　　純、渡邉　雅史
新潟県立新発田病院　内科

59 術中内視鏡で切除範囲を決定した成人腸重積症の一例
山本　香織 1）、中村　　直 1）、五十嵐　淳 2）

1）社会医療法人抱性会　丸の内病院　消化器内科、2）社会医療法人抱性会　丸の内病院　外科

大腸Ⅲ　14：30～15：10
座長　平　栗　　　学（飯田市立病院外科）
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症例：95歳、男。主訴：嘔吐、腹痛。現病歴：後腹膜線維症による水腎症、尿路感染症、前立腺肥大、および原因不明のネフ
ローゼ症候群、diffuse  large B cell  lymphomaで当院泌尿器科、腎臓内科、血液内科に通院中であった。2011年４月腹痛、嘔
吐のため当科受診。腹部単純レントゲン写真で、下行結腸より近位側の著明な拡張を認めた。CT検査では下行結腸中部に狭
窄機転があり、S状結腸は造影効果不十分であった。イレウス管を経鼻内視鏡を用いて挿入、減圧した。その後症状は徐々に
改善しイレウス管を抜去した。１か月後に実施した大腸鏡検査では下行結腸に狭窄を認めたが、内視鏡は抵抗なく通過可能で
あった。退院後外来経過観察中2011年９月にサブイレウスとなったが、入院翌日に大量の排便があり、改善し退院となった。
2012年６月に再度イレウス様症状にて受診、CT検査で上行結腸から横行結腸に著明な拡張があり、横行結腸はその拡張部位
より遠位側で急峻に狭小化し、下行結腸からS状結腸は虚脱していることから横行結腸軸捻転と診断した。前回入院時に認め
られた下行結腸狭窄は明らかではなかった。経鼻的にイレウス管を挿入、その後大腸鏡にて横行結腸狭窄部より近位側の減圧
を実施、症状は経過し現在外来通院中である。以上、後腹膜線維症のため腸閉塞・横行結腸軸捻転を呈した症例を経験したの
で、文献的考察を加えて報告する。

【背景】大腸癌イレウスに対して人工肛門造設術やイレウス管留置にて減圧し、待機的に手術に臨んでいた。最近大腸ステン
ト留置が保険適応となり、大腸ステント留置が大腸癌イレウスに対する“bridge to surgery”や姑息的治療として良好な結果
が報告されている。【目的】今回我々は当院における大腸癌イレウスに対する大腸ステント留置の有効性を検討した。【方法】
対象は2012年に大腸ステントが健康保険適用となってから現在までの当院における大腸癌イレウスに対し大腸ステントを留置
した５例で、男女比は男性４例・女性１例、平均年齢は65歳（63歳～70歳）であった。【結果】腫瘍部位は上行結腸が３例、
下行結腸が１例、S状結腸が１例であった。全症例とも大腸イレウスにて来院し、５例中３例は緊急で大腸ステントを留置し
た。また、５例中２例ははじめ経鼻的イレウス管を留置したが減圧が思わしくなく、大腸ステントを留置した。大腸ステント
留置後から手術までの平均日数は９日（６日～18日）であった。５例中１例は大腸癌イレウスのため閉塞性腸炎となったが、
保存的に改善し手術を施行し得た。全症例とも大腸ステントにて減圧でき、術前の腸管処理も通常通り行えた。また、穿孔等
の合併症もなく全症例一期的に腹腔鏡下にて根治術を施行し、術後縫合不全等の合併症もなく独歩退院した。摘出標本におい
ては全症例で穿孔はなかったが、虚血性潰瘍状の変化を認めた。【考察】大腸ステントでは左側結腸における有効性が主に報
告されているが、当院では５例中３例が上行結腸であり、右側結腸におけるステント留置も有効であると考える。また留置
後、ステントによる虚血や圧迫による穿孔の報告もあり、留置後早期の手術が望ましいと考える。結果として、当院において
全症例ステント留置が合併症もなく成功し、減圧・腸管処理により待機手術とほぼ同条件の術野が確保できたため、腹腔鏡下
にて一期的に根治術を施行し得たと考える。【結語】大腸癌イレウスに対して低侵襲かつ安全に手術を施行する上で、大腸ス
テントは有用であると考える。

60 後腹膜線維症により腸閉塞・横行結腸軸捻転を呈した１例
沼野　史典、久野　　徹、小嶋裕一郎、石田　泰章、川上　　智、深澤　佳満、岩本　史光、廣瀬　純穂、細田　健司、鈴木　洋司
望月　　仁、小俣　政男
山梨県立中央病院　消化器内科

61 大腸癌イレウスに対して大腸ステント留置後、一期的に手術し得た5例の検討
藤井　大志 1）、一萬田正二郎 1）、荒居　琢磨 1）、佐近　雅宏 1）、阿達　竜介 1）、三輪　史郎 1）、百瀬　芳隆 1）、澤野　紳二 1）

川嶋　　彰 2）、永野　　聡 2）、石井　恵子 3）

1）岡谷市民病院　外科、2）岡谷市民病院　消化器内科、3）岡谷市民病院　病理診断科
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【背景】2010年膵石症の内視鏡治療ガイドラインが発表され、ESWLが中心的治療である。当科では、1996年より積極的に体
外衝撃波結石破砕療法（ESWL）を用い膵管内結石治療を行ってきた。【目的】治療成績を検討し今後の課題を明らかにする
こと。【対象】1996年～2012年８月に、当科でESWLにより膵石治療を施行した100例。【方法】患者背景、治療内容、治療成
績、偶発症、再発率を検討した。ESWL治療の適応は、膵石が主膵管内に存在し、１）慢性疼痛や膵炎発作を繰り返している
例、２）膵機能が残存し膵液流出障害の解除により膵機能の温存が期待される例。結石破砕装置は、2004年まではWolf社製
Piezolith 2500（ピエゾ効果式）、2004年以降はSiemens社製Lithostar（電磁変換方式）。衝撃波回数は3000発／回。【結果】年
齢中央値 59歳（20～85）、男性84%。膵石の成因はアルコール性70%、自己免疫性膵炎（AIP）８%、特発性22%。治療目的
は慢性疼痛または繰り返す膵炎発作75%、膵機能の温存目的25%。治療対象の膵石部位（重複あり）は頭部89%、体部18%、
尾部１%で、膵石乳頭側の膵管狭窄は26%に認めた。ESWL施行回数中央値は４回（１～19）、内視鏡的治療併用率72%、腹痛
改善率88%、膵管内結石完全除去率は76%。また、膵管内結石再発率23%、外科的治療移行率４%であった。ESWL関連偶発
症を８%（急性膵炎４例、膵内胆管狭窄２例、膵のう胞感染２例）で認めた。成因別の検討では、アルコール性で結石数が多
く、結石再発率が高く、また再発例の72%で飲酒継続を認めた。AIPでは、結石の部位が体尾部に多く、乳頭側の狭窄合併例
が高率で結石除去率が低い傾向を示した。【結語】膵石に対するESWL治療は安全かつ有用である。しかし、治療抵抗性の症
例も存在し、膵石溶解療法など他の治療法の検討が必要である。また、再発予防に関しては、アルコール性は禁酒の徹底を、
AIPでは膵石形成予防が重要と思われる。

症例は52歳男性。2010年９月初旬から上腹部痛が出現。９/14、腹痛増強し近医受診。腹部USで膵頭部に腫瘤が疑われ、
９/15当科外来紹介受診。CTで膵頭部に辺縁が早期濃染し内部がlowな腫瘤を認め、同日入院。質的診断ははっきりとせず、
禁食・抗生剤開始し経過観察したが腹痛は続き、９/21のCTで腫瘤の増大を認めた。９/22、Angio施行。SMAGで膵頭部に
網目状の異常血管増生および門脈の早期描出を認め、膵動静脈奇形（AVM）と診断。腹痛の持続および短期間での腫瘤の増
大は局所的な膵炎が関与している可能性も否定出来ず、SMAにカテーテルを留置し、重症急性膵炎に準じた動注療法を開始
した。その後、腹痛は軽快し、５日間で動注療法は中止とした。９/28、CT再検し、腫瘤の縮小を認めた。今後、腹痛の再燃
や出血、門脈圧亢進症の出現の可能性が懸念されることから、患者に十分な説明の上、膵頭十二指腸切除の方針とし、10/14
に退院。しかし、10/28ごろから腹痛が再燃し、11/１再入院。保存的に治療行い、11/12膵頭十二指腸切除術を施行。切除
病理では、十二指腸漿膜下および膵臓間に拡張し屈曲蛇行した異常血管の増生と不規則な分枝および静脈壁の肥厚を認め、
AVMに合致した所見であった。術後は、症状再燃なく外来経過観察中である。膵AVMは稀な疾患であり、若干の文献的考
察を加え報告する。

62 当科におけるESWL治療を用いた膵石治療の成績
丸山　真弘、小口　貴也、金井　圭太、渡邉　貴之、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

63 膵AVM（arteriovenous	malformation）の１例
岡　　宏充、夏井　正明、安住　　基、瀧澤　一休、坪井　清孝、青木　洋平、山崎　和秀、松澤　　純、渡辺　雅史
新潟県立新発田病院

膵Ⅲ　９：00～10：00
座長　越　知　泰　英（長野市民病院消化器科）



―   45   ―

【症例】50代男性。【主訴】上腹部痛。【既往歴】特記事項なし。【生活歴】アルコール：ビール350ml １本＋日本酒１合程
度、ほぼ毎日。【現病歴】X年８月某日、会合にて大量飲酒（飲酒量不明）。２日後の午前６時頃より強度の上腹部痛が出現し
当院救急外来受診、CTで急性膵炎と診断し入院となる。【入院後経過】入院当日（第１病日）の検査では、予後因子、造影
CT gradeともに重症判定には至らなかったが、第５病日の造影CTで後腹膜から横行結腸間膜の液体貯留増加と膵実質の造影
不良域出現を認め増悪傾向であった。その後、血液検査での炎症反応は改善傾向となったが、CTでは膵周囲の液体貯留は増
加傾向となり発熱も遷延していた。第36病日のCTで最大径25cm大の被包化された液体貯留を認め、急性膵炎後仮性嚢胞と診
断した。第37病日に超音波内視鏡下嚢胞ドレナージを施行、７Fr ENBD用チューブを留置した。嚢胞は一時縮小したが第51
病日のCTで嚢胞の再増大を確認、第58病日に瘻孔部をバルーン拡張し嚢胞内を洗浄、7Frの両端pig tail型チューブ２本留置
し内瘻とした。その後２回は同様に嚢胞内洗浄、内瘻チューブ留置したが効果不十分であり、第78病日に内視鏡的ネクロゼ
クトミーを施行、終了時に5Fr ENBD用チューブを嚢胞内に挿入し、このチューブをガイドとして18Fr経鼻胃管を嚢胞内に
留置した。その後、連日でENBD用チューブから生理食塩水1000mlを注入し経鼻胃管から回収する要領で嚢胞内洗浄、ドレ
ナージを継続した。この後、内視鏡的ネクロゼクトミーを４回施行、５回目の時点で嚢胞内に壊死物質を認めなくなったため
ENBD用チューブ・経鼻胃管を抜去し７Frの両端pig tail型チューブ２本を留置し内瘻とした。その後の経過は良好で第134病
日のX+１年１月某日に退院した。【結語】ENBD用チューブと経鼻胃管を用いたドレナージシステムによる嚢胞内洗浄と内視
鏡的ネクロゼクトミーは本症例の治療において非常に有用であったと考えられ、若干の考察を加えて報告する。

【症例】40歳代、女性。10年前、膵頭部漿液性嚢胞腺腫にて十二指腸温存膵頭切除術を施行された。術後フォロー中、残膵
の主膵管拡張および膵管結石が出現し、急性膵炎を繰り返すようになった。今回、急性膵炎で当院外科入院となり、膵炎改
善後、内視鏡的治療目的に当科紹介となった。ダブルバルン小腸内視鏡あるいは超音波内視鏡による治療を提案し、後者を
選択された。コンベックス型EUSおよび19G針を用いて、経胃的に膵管を穿刺しガイドワイヤを膵管内に留置したが、尾側主
膵管への留置となった。穿刺部拡張後、7Fプラスチックステントを留置した。18日後、ステントを抜去し、先端角度可変式
カテーテルを用いてガイドワイヤを吻合部側へ誘導した。吻合部を８mmまで拡張後、バルンカテで結石を空腸内に押し出し
た。処置後、再度プラスチックステントを留置した。処置に伴う偶発症は認められなかった。吻合部狭窄拡張目的にプラス
チックステントを６ヶ月間留置した。ステント抜去１年後の現在、膵管結石の再発なく経過中である。
【考察】残膵に対する膵管結石治療に対し、EUSガイド下治療は一選択肢となりうる。

64 ENBD用チューブと経鼻胃管を用いたドレナージシステムによる連日の嚢胞内
洗浄と、内視鏡的ネクロゼクトミーが奏効した感染性膵嚢胞の１例
有賀　諭生、坂牧　　僚、山川　雅史、津端　俊介、平野　正明
新潟県立中央病院　内科

65 膵頭切除後、残膵に出現した膵管結石に対し超音波内視鏡（EUS）ガイド下治
療が有用であった１例
比佐　岳史 1）、桃井　　環 1）、清水　雄大 1）、古武　昌幸 1）、高松　正人 1）、結城　　敬 2）

1）ＪＡ長野厚生連　佐久総合病院　内科、2）東御市民病院　外科
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大腸イレウスを初発症状とし発見される膵癌は比較的まれであるが、自己拡張型金属ステント（Self Expandable Metallic 
Stent:SEMS）留置により治療した膵癌の１例を経験したので報告する。症例は75歳女性。2012年５月より食欲低下を認め、
近医で糖尿病を指摘されたため６月に当院を受診した。腹部造影CT検査にて、膵尾部から脾湾曲部を巻き込むような腫瘤を
認め大腸イレウスの状態であった。膵尾部癌、横行結腸浸潤、腎静脈浸潤のため手術適応なく経口的にイレウス管を留置し腸
管内減圧をはかったのち、内視鏡的に自己拡張型金属ステントを留置した。その直後から自覚症状は消失、腸管ガス像は激減
し、イレウス管抜去、術後８日目より食事を開始した。化学療法（GEM + S-1）を導入し、術後21日目に退院となった。退院
後の術後42日目にステント閉塞による大腸イレウスのため再入院となった。下部内視鏡検査にて、便塊によるステント閉塞を
認めた。鉗子でできる限り除去したところ翌日大量の排便がみられ食事指導などを行った後退院となった。【考察】大腸イレ
ウスを初発症状とし発見された膵尾部癌に対してはこれまで外科的治療を行った症例がほとんどであった。2011年７月に米国
製の大腸用自己拡張型金属ステントの薬事認可が承認され、2012年からは国内でも保険収載されたことにより同様の症例でも
自己拡張型金属ステントにて加療する報告例が今後増えてくると考えられる。自己拡張型金属ステントによる治療は入院期間
の短縮や患者のQOL向上など様々な点で外科手術に勝る可能性を秘めている。

症例は60歳代、男性。2003年に食後の上腹部痛にて当科受診。閉塞性黄疸を認め、精査にて自己免疫性膵炎(硬化性胆管炎、
両側肺門部リンパ節腫脹合併)と診断した。なお、診断時Hb 13 g/dLと貧血を認めなかった。PSL 40mg/日よりステロイド治
療を開始し、改善後減量したが9mg/日にて硬化性胆管炎で再燃しPSL 13mg/日にて維持していた。2012年３月労作時呼吸困
難を認め、5.8 g/dL(MCV 116.4, MCH 39.7)と貧血の増悪を認めた為、同日当科入院となった。白血球 6670 /μl、血小板 39.1
万 /μlは保たれていた。貧血の原因として、葉酸は正常値であったがVitB12 185 pg/mlと軽度低値もA型胃炎なく抗胃壁抗体
や抗内因子抗体も陰性であり、VitB12の補充も貧血の改善を認めなかった。EPO 1190 mIU/mlと腎性貧血も否定的であり、
上下部消化管内視鏡検査でも貧血の原因となりうる所見は認めなかった。また、溶血を疑う所見も認めなかった。網状赤血球 
2 ‰であり、骨髄液検査にて骨髄は低形成で赤芽球系細胞の高度な減少を認めたことから赤芽球癆と診断した。なお、経過で
新たに追加した薬剤はなかった。赤芽球癆に対する治療方針としてシクロスポリン導入も検討したがCr 1.71 mg/dlであり腎
機能障害の悪化が懸念されたため、ステロイド増量の方針とした。濃厚赤血球輸血を２単位/３週間必要としていたがPSLを
60mg/日(1mg/kg/day)に増量したところ、輸血依存から離脱し、11週目にはHb 9.5 g/dLまで改善を認めた。現在、PSLを減
量中であるが貧血の増悪を認めていない。赤芽球癆は網赤血球および骨髄赤芽球の著減を特徴とする症候群であり、病因とし
て先天性と後天性がある。自己免疫疾患は本邦における後天性慢性赤芽球癆の病因として、約10%を占める。また、自己免疫
性膵炎はIgG4関連疾患の膵病変と位置付けられている。IgG4関連疾患は全身疾患であり、血液疾患を合併することもある。
これまで自己免疫性膵炎と自己免疫性溶血性貧血・特発性血小板減少性紫斑病との合併例は報告されているが、赤芽球癆の合
併は極めてまれである。貴重な症例と考え報告する。

66 大腸用自己拡張型金属ステントが有用であった膵癌による大腸イレウスの１例
石田　泰章、望月　　仁、川上　　智、久野　　徹、深沢　佳満、岩本　史光、廣瀬　純穂、細田　健司、鈴木　洋司、小嶋裕一郎
小俣　政男
山梨県立中央病院　消化器内科

67 赤芽球癆を合併した自己免疫性膵炎の一例
金井　圭太 1）、日原　　優 1）、小口　貴也 1）、岡村　　卓 1）、丸山　真弘 1）、渡邉　貴之 1）、仁科さやか 3）、岩谷　勇吾 1）、小松　通治 1）

村木　　崇 1）、新倉　則和 2）、田中　榮司 1）

1）信州大学病院医学部附属病院　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　血液内科
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稀な腹膜原発表在性漿液性乳頭状腺癌の１例を経験したので、若干の文献的考察を加えて報告する。症例は71歳女性。右下腹
部痛を主訴に当科受診。臍右側に硬い腫瘤を触知し、同部位に圧痛を認めた。血液検査ではWBC10800/μl、CRP10.34mg/dl
と炎症反応高値であり、腫瘍マーカーはCEA、CA19-9は正常範囲内、CA125は2020U/mlと上昇していた。CTでは多量の腹
水と大網腫瘤像（omental cake）を認め、両側横隔膜は不整に肥厚していた。左腎上極には造影効果を伴う腫瘤を認め、左腎
癌が併存していた。GF、CFでは異常を認めなかった。癌性腹膜炎を疑ったが、検査上明らかな消化器腫瘍を認めず、診断的
腹腔鏡検査を行った。腹腔内は、混濁した黄色腹水が中等量貯留し、横隔膜と肥厚した大網を中心に粟粒大の白色結節を多数
認めた。大網と横隔膜の白色結節を生検した。腹腔鏡検査の所見からも消化器腫瘍は認めず、子宮、卵巣は正常であった。以
上から結核性腹膜炎や悪性腹膜中皮腫、表在性漿液性乳頭状腺癌を鑑別に挙げた。クオンティフェロン陰性、腹水・喀痰培養
陰性、PCR陰性などから結核性腹膜炎を否定した。病理では腺癌が疑われ、免疫染色から悪性腹膜中皮腫は否定的であったた
め、腹膜原発の表在性漿液性乳頭状腺癌と診断した。術後からTJ療法を開始し、腹痛は徐々に軽快、腹部腫瘤も縮小した。
現在化学療法を継続中である。

症例は79歳男性。75歳時に肝細胞癌に対して肝右葉切除術を施行。その後、高血圧症で他院に通院し、アンジオテンシンII受
容体拮抗薬を内服していたが、2012年３月頃から頻脈性不整脈が出現したため、β遮断薬を処方された。不整脈の出現と同じ
頃に全身倦怠感、不眠、盗汗、暑さ、浮腫、腹部膨満感が出現。症状が徐々に強くなったため、６月に精査加療目的で入院し
た。腹部CT検査では、大動静脈間に長径３cmのhyper vascularな腫瘤を認めた。また、腸間膜リンパ節腫大と、広汎な腸間
膜の脂肪織濃度上昇および肥厚、終末回腸の腫瘤状壁肥厚、肝表に貯留する腹水を認めた。傍神経節腫を疑いカテコラミン検
査を施行してみると、血中ノルアドレナリン1.39ng/ml、尿中ノルアドレナリン661.4μg/day、尿中VMA 5.76mg/dayとそれ
ぞれ高値であった。アンジオテンシンII受容体拮抗薬およびβ遮断薬の内服を中止し、α遮断薬（ドキサゾシン）の内服を開
始し、血圧および不整脈は改善した。以上より傍神経節腫と診断し、腫瘍摘出術を施行した。また、硬化腫大した大腸脂肪垂
を病理組織学的検査に提出した。患者は手術終了８時間後から急速に進行する徐脈性不整脈を来たし、蘇生に反応せず死亡
した。病理組織学的検査の結果、後腹膜腫瘤は傍神経節腫として矛盾せず、また、腹腔内に広範に進展するBurkittリンパ腫
を合併していたと診断された。今回我々は、傍神経節腫に広範な進展を呈するBurkittリンパ腫を合併した１例を経験したの
で、文献的考察を加えて報告する。

68 腹膜原発漿液性乳頭状腺癌の１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

69 傍神経節腫（paraganglioma）にBurkittリンパ腫を合併した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
新潟県立十日町病院外科

その他　９：00～９：50
座長　飯　嶌　章　博（長野県立木曽病院内科）
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症例は65歳、女性。主訴は健診目的。当院の健診、上部消化管内視鏡検査で右梨状陥凹付近の下咽頭に隆起性病変を認め、非
拡大NBI観察ではbrownish areaとして認識された。生検でCentrocyte-Like cellの著明な浸潤とlymphoepithelial  lesionを認め
MALTリンパ腫と診断され、全身検索で他部位への浸潤はなく、Ann Arbor分類でStage1であった。尿素呼気試験でH.pylori
陽性であり、プロトンポンプ阻害薬、アモキシシリン、クラリスロマイシンによる除菌治療を行ったところ、除菌成功し、除
菌５ヶ月後の内視鏡観察では、病変はほぼ消失し、病理学的にもリンパ腫細胞は検出されず、完全寛解と判定した。胃原発の
低悪性度MALTリンパ腫Stage1に対するH.pylori除菌療法は有用性が証明されている。胃を除いたMALTリンパ腫Stage1に対
しては、『ピロリ除菌』と『MALTリンパ腫』をキーワードに、1998年～2011年の医学中央雑誌で検索したところ、H.pylori
除菌治療の奏功例は甲状腺原発１例と直腸原発１例しか報告がなく、下咽頭MALTリンパ腫に対してH.pylori除菌が奏功した
報告は本例が本邦初である。H.pylori除菌治療は放射線療法や抗癌剤療法に比べ低侵襲であり、Stage1の咽頭病変に対しても
治療法の選択肢に対する治療法の選択肢となる可能性があると考えられる。

症例は23歳男性で、2012年４月に腹部膨満感と下痢を主訴に前医を受診し、右下腹部腫瘤と腹水を指摘され、当院紹介受診
となった。診察上、右下腹部腫瘤を触知し、造影CTで胸膜腫瘤、多量の腹水、左右肝表面・膀胱直腸窩・大綱・結腸間膜な
どに腫瘤を認め、FDG-PETでは胸膜腫瘤、腹膜腫瘤、骨盤内腫瘤に集積を認めた。精査加療目的に入院となった。腫瘍マー
カーはCA125 489.8U/ml、他、CEA,AFP,CA19-9,HCG-β,可溶性IL-2R,Pro-GRPは陰性であった。精巣腫瘍、胎児性腫瘍、
lymphoma、虫垂癌、結核、Behcet’s disease、Crohn’s disease等を考えた。
入院後、胸水穿刺、腹水穿刺施行し、細胞診ClassIV、adenocarcinomaが疑われた。上部・下部消化管内視鏡検査施行、上部
では病変を認めず、下部は直腸全面に硬い壁外腫瘤があり、深部挿入不可能であった。CTガイド下経皮的胸膜生検、胸腔鏡
下胸膜生検を施行するも、確定診断には至らなかった。
癌研究会有明病院へ紹介し、若年男性に生じた広範に拡がる腫瘤であることから、Desmoplastic small round cell  tumor（以
下DSRCT）を疑った。CTガイド下経皮的胸膜生検凍結標本の遺伝子検査にてEWS22.3/WT1-10.1,EWS8.1/WT1-10.1キメラ遺
伝子が陽性であり、DSRCTと確定診断した。
Doxorubicin＋ifosfamideによる化学療法を開始した。Grade4の骨髄抑制を認めたが、胸水・腹水は著明に減少した。腫瘤は
明らかな縮小を認めなかった。現在３クール目まで終了している。
DSRCTは若年男性にみられる稀で非常に予後不良な疾患であり、腹腔内腫瘤としての発生が多い。免疫組織検査にて上皮
系、間葉系、神経系マーカーが共発現する特徴を有し、EWS-WT1キメラ遺伝子陽性となるのが特徴である。若年者における
腹部腫瘤や癌性腹膜炎の症例では本症を考慮する必要がある。

70 除菌療法が著効した下咽頭MALTリンパ腫の１例
田中　泰裕 1）、進士　明宏 1）、溜田　茂仁 1）、上條　　敦 1）、太田　裕志 1）、武川　建二 1）、山村　伸吉 1）、中村　智次 2）

1）諏訪赤十字病院　消化器科、2）諏訪赤十字病院　病理部

71 Desmoplastic	small	round	cell	tumorの一例
貝梅　紘子 1）、田中　景子 1）、徳竹康二郎 1）、今井隆二郎 1）、三枝　久能 1）、藤沢　　亨 1）、森　　宏光 1）、松田　至晃 1）、和田　秀一 1）

清澤　研道 1）、高橋　俊二 2）

1）長野赤十字病院　消化器内科、2）癌研究会有明病院　総合腫瘍科
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症例は76歳男性。近医より腹部腫瘤を指摘され、精査加療目的に当院へ救急搬送となった。来院時、腹部は著明に膨隆し、腹
部全体に腫瘤を触知した。喘鳴、四肢浮腫も著明であり、低酸素血症、乏尿といった循環不全の状態であった。CTでは腹腔
内に22×16cmの巨大腫瘤を認めた。消化管原発gastrointestinal  tumor（GIST）などが疑われたが、確定診断には至らなかっ
た。腫瘤による体循環系への圧迫により全身状態が悪化していると考えられ、緊急入院した。原因解除による循環動態の改善
以外に救命の手段はないと判断し、入院後３日目に緊急手術とした。開腹時に網嚢内にφ25cm強の巨大な腫瘍を認め、横行
結腸間膜を貫いていた。胃、横行結腸、膵体尾部への浸潤が疑われた。手術は腫瘍摘出、幽門側胃切除、横行結腸部分切除、
膵体尾部脾合併切除術を施行した。切除標本で、26×23×20cmと巨大な腫瘍を認めた。病理検査では中型類円形から短紡錘
状細胞が増殖し、免疫染色ではc-kit陽性であった。核分裂像は10以上/50HPFであった。横行結腸間膜より発生しており、同
時に摘出された他臓器への病理学的な浸潤を認めなかったため、横行結腸間膜原発extragastrointestinal  tumor（EGIST）と
診断した。術後は挿管管理を要した。術後12日目、肺炎を合併し気管切開術を施行した。術後37日目に呼吸器を離脱し、術後
56日目に退院となった。modified-Fletcher分類より腫瘍径、核分裂像、原発部位にて高リスク群のEGISTと判断し、イマチニ
ブ300mg/dayを内服し、術後４ヶ月現在無再発で外来通院中である。医中誌にて「横行結腸間膜」、「GIST」をキーワードと
して検索したところ、自験例を含め11例を検索しえたが、循環不全を理由に緊急手術となった症例は本例だけであった。巨大
な横行結腸間膜原発EGISTにより循環不全を来し、緊急手術により救命しえた一例を経験したので、報告する。

72 循環不全を来し、緊急手術により救命しえた巨大な横行結腸間膜原発extra-
gastrointestinal	stromal	tumor（EGIST）の一例
小山　　誠 1）、五明　良仁 1）、大野　晃一 1）、鈴木　一史 1）、斉藤　拓康 1）、池野　龍雄 1）、坂口　博美 1）、宮本　英雄 1）、川口　研二 2）

1）篠ノ井総合病院　外科、2）篠ノ井総合病院　病理科



ランチョンセミナー
（12：00～13：00）
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第51回	 日本消化器病学会甲信越支部例会
第73回	 日本消化器内視鏡学会甲信越支部例会
第28回	 日本消化器病学会甲信越支部教育講演会

合同支部例会
ランチョンセミナー

早期胃癌に対する内視鏡治療
ー	適正な術前・術中・術後管理のノウハウ	ー

日	時

会	場

2012年11月17日㈯ 12：00～13：00

キッセイ文化ホール（長野県松本文化会館）
 （長野県松本市水汲６９−２ ）

■		座	長

■		演	者

新倉 則和 先生

信州大学医学部附属病院　内視鏡センター

後藤田 卓志 先生

東京医科大学　消化器内科

共催：第51回日本消化器病学会甲信越支部例会
　　　第73回日本消化器内視鏡学会甲信越支部例会
　　　第28回日本消化器病学会甲信越支部教育講演会合同支部例会
　　　第一三共株式会社・アストラゼネカ株式会社



第28回
日本消化器病学会甲信越支部

教育講演会

会　期：平成24年11月17日㈯　　
　　　　　　　　　15：00～18：00
会　場：キッセイ文化ホール（長野県松本文化会館）
会　長：久米田　茂　喜（長野県立木曽病院長）
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第28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

教育講演会１　15：00～16：00

消化器外科におけるロボット手術の最前線
藤田保健衛生大学医学部外科教授　　

宇　山　一　朗	先生

教育講演会２　16：00～17：00

肝の画像診断アップデート
信州大学医学部画像診断部准教授　　

上　田　和　彦	先生

教育講演会３　17：00～18：00

ヘリコバクター・ピロリ感染の現状
　　　　　　　　　― 胃癌との関係を中心に ―

長野県立須坂病院内視鏡センター長　　
赤　松　泰　次	先生
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教育講演会１　15：00～16：00

消化器外科におけるロボット手術の最前線
藤田保健衛生大学医学部外科教授　　

宇　山　一　朗	先生

略　　歴

宇　山　一　朗（うやま　いちろう）

学　　歴

1985年　岐阜大学医学部卒業

職　　歴

1985年　慶應義塾大学外科学教室入局

　　　　慶應義塾大学外科学教室助手

1991年　練馬総合病院外科医長

1997年　藤田保健衛生大学医学部外科学講師

2002年　藤田保健衛生大学医学部外科学助教授

2006年　藤田保健衛生大学医学部外科学教授

学会活動

日本胃癌学会評議員

日本食道学会評議員

日本内視鏡外科学会評議員

日本肝胆膵外科学会評議員

内視鏡下胃癌リンパ節郭清手術手技研究会世話人
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講 演 要 旨

目的：本邦は内視鏡手術支援ロボットのアジア最大保有国となったが、消化器科外科領域では未だ普及していると
は言えない。そこで、当院で施行している消化器外科領域でのロボット手術の現状を紹介したい。

方法：daVinci SHD Surgical System（以下ダヴィンチ）による上部消化管手術、肝胆膵手術を対象にビデオを中
心に手技と成績を報告する。

結果：2009年１月から2012年８月までに食道亜全摘（27例）、幽門側胃切除（82例）、胃全摘（35例）、胃噴門側切
除（３例）、胃局所切除（３例）、残胃全摘（３例）、十二指腸部分切除（２例）、肝部分切除（17例）、肝亜
区域切除（４例）、肝区域切除（５例）、肝葉切除（２例）、門脈圧亢進症手術（１例）、膵頭十二指腸切除
（10例）、膵体尾部切除（４例）、総胆管嚢腫切除／胆道再建（１例）、合計199例のロボット手術を施行した。

結論：１）ダヴィンチを使用することにより、食道癌、胃癌手術においては開胸開腹術および通常内視鏡手術より
精緻なリンパ節郭清が可能であった。２）肝切除においては通常腹腔鏡手術では難易度が高い、ドーム状の
部分切除や肝門部での肝外グリソン先行処理が可能であった。３）膵頭十二指腸切除においては通常腹腔鏡
手術では非常に難易度が高い膵空腸吻合が正確かつ安全に施行できた。４）ダヴィンチは消化器外科領域に
おいても有用性の高い機器である。
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略　　歴

上　田　和　彦（うえだ　かずひこ）

学　　歴

1988年　金沢大学医学部卒業

1992年　同大学院医学研究科（放射線医学・病理学）修了

職　　歴

1992年　厚生連高岡病院医員

1993年　富山市民病院医員

1994年　金沢大学医学部附属病院助手

1997年　公立加賀中央病院医長

2002年　金沢大学医学部附属病院助手

2003年　信州大学医学部附属病院講師

2004年　信州大学医学部附属病院放射線部助教授

2007年　信州大学医学部附属病院放射線部准教授

2012年　信州大学医学部附属病院画像診断講座准教授

学会活動

日本医学放射線学会（代議員、専門医）

日本血管造影・IVR学会（指導医）

教育講演会２　16：00～17：00

肝の画像診断アップデート
１．早期肝細胞癌
２．細胆管細胞癌 信州大学医学部画像診断部准教授　　

上　田　和　彦	先生
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講 演 要 旨

　本講演のテーマとして近年、新しい知見が見られ、かつ、日常診療で遭遇する可能性が高い２つの疾患を選ん
だ。
１．早期肝細胞癌
　2009年、International Consensus Group for Hepatocellular Neoplasiaにより早期肝細胞癌を含めた肝細胞結節
の病理組織学的診断基準が提唱された。以来、早期肝細胞癌についての議論は同基準を基調として進められてい
る。本講演では組織学的背景に関する留意点について触れながら、同基準に沿った本症の画像診断について述べ
る。
Early HCC 
（International Consensus Group for Hepatocellular Neoplasia, Hepatology 2009;49:658-664）
肉眼　vaguely nodular
組織
⑴　increased cell density 
⑵　increased nuclear/cytoplasm ratio 
⑶　irregular thin-trabecular pattern
⑷　intratumoral portal tracts
⑸　pseudoglandular pattern
⑹　diffuse fatty change
⑺　varying numbers of unpaired arteries
⑻　stromal invasion
　これらのうち⑻ stromal invasion以外はDysplastic noduleでも共通してみられる。

２．細胆管細胞癌
　原発性肝癌取扱い規約では第５版（2008）において初めて独立した疾患として記載された。約半数は慢性肝炎
あるいは肝硬変を合併する。稀とされてきたが、近年報告例が増加しており、日常的に遭遇し得る疾患であるこ
とがわかってきた。講演では自験例を中心に組織学的背景を踏まえた本症の画像診断について述べる。
細胆管細胞癌　cholangiolocellular carcinoma（原発性肝癌取扱い規約第５版（2008））
肉眼　肝内胆管癌に類似
組織　異型に乏しい小型、類円形の腫瘍細胞が、豊富な線維性間質を伴い、増生細胆管やHering管に類似する
小管腔構造を示し、それらが互いに不規則に吻合するように増殖し、増殖先端部では腫瘍細胞は肝細胞索と連続
している。肝内胆管癌と異なり、粘液産生は認めない。
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略　　歴

赤　松　泰　次（あかまつ　たいじ）

学　　歴

1980年　信州大学医学部卒業

職　　歴

1980年　信州大学医学部第２内科入局

1995年　信州大学医学部附属病院光学診療部助教授

1998年　ベイラー医科大学（米国テキサス州ヒューストン市）客員教授

2002年　信州大学医学部附属病院内視鏡診療部助教授

2007年　信州大学医学部附属病院内視鏡診療部部長（診療教授）

2010年　地方独立行政法人長野県立病院機構長野県立須坂病院内視鏡センター長

2012年　同院副院長

学会活動

日本消化器内視鏡学会甲信越支部長

日本消化器内視鏡学会評議員

日本消化器病学会評議員

日本ヘリコバスター学会評議員

日本消化管学会評議員

早期胃癌研究会運営幹事

長野県消化器検診検討委員長

教育講演会３　17：00～18：00

ヘリコバクター・ピロリ感染の現状
　　　　　　　　　― 胃癌との関係を中心に ―

長野県立須坂病院内視鏡センター長　　
赤　松　泰　次	先生
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講 演 要 旨

Ⅰ．H. pylori感染症の疫学
　わが国では国民の約半数がH. pyloriに感染していると考えられている。特に中高年者における感染率が高く、若
年者での感染率は低い傾向がある。H. pyloriの感染経路には、①環境因子、②接触因子、③医原因子がある。感染
時期は通常幼少期で、従来環境因子（水や食物）が重要といわれていたが、近年わが国の衛生環境の改善によって
環境因子は減少し、現在は接触因子（家庭内感染、特に母親）がメインルートと考えられている。一方、医原因子
として内視鏡を介した感染があり、以前にみられた上部消化管内視鏡検査後の急性胃粘膜病変は、H. pyloriの急性
感染が原因であることが判明している。
Ⅱ．H. pylori感染の胃癌発生への関与
　Sugiyamaらはスナネズミを用いた動物実験で、発癌物質であるN-Methyl-N-nitorosourea（MNU）投与とH. 
pylori感染が合わさると胃癌が発生するが、MNU単独あるいはH. pylori感染単独では胃癌の発生はなかったことか
ら、H. pyloriは胃癌発生のpromoter作用があると報告した。この胃癌発生モデルを用いて愛知がんセンターの研究
グループは、途中でH. pyloriを除菌すると除菌しなかった群に比べて胃癌発生率が有意に減少し、さらにH. pylori
感染後早い時期に除菌するほど胃癌発生の抑制効果が高かったと報告した。Kanekoらは、Ames testという手法を
用いてH. pyloriの変異源性を調べたところ、コントロールに比べてやや高値を示すものの、「発癌性」ありとする
判断基準である２倍を超えないことから、H. pylori自体には変異源性（直接的な発癌性）はないと報告している。
以上のことから、H. pylori感染の胃癌発生への関与はpromoter作用であると考えられる。
　さらに近年、H. pylori感染と胃癌発生の因果関係を証明する臨床データが数多く報告されている。
Ⅲ．胃癌撲滅のための戦略
　動物実験の結果より、H. pylori感染者は、可能な限り若い世代で除菌治療を行うことが、胃癌の一次予防に繋が
ると考えられる。さらに、社会環境が改善した近年におけるH. pyloriの感染経路は、接触因子のひとつである家庭
内感染（特に母子感染）がメインルートになっていることから、H. pylori感染者は結婚前あるいは出産前に除菌を
行えば、本人の胃癌予防だけでなく、次世代への伝播を防ぐことができる可能性がある。演者は2009年度より、高
校生を対象とした学校検診にH. pylori感染のスクリーニング検査を導入することを提唱し、学校検診ではきわめて
高い一次検診受診率が得られること、近年におけるteenagerのH. pylori感染率は５％程度であること、十分なcost-
effectivenessが期待できること、などを報告してきた。
　一方、H. pylori感染率の高い中高年者に対しては、感染者全員に対して除菌治療を行うことは医療経済上無理が
あり、若年者と比べて一次予防効果も劣ることから、効率のよい検診を行って二次予防を中心とした対策をとるこ
とが妥当と考えられる。最近、従来の逐年胃X線検診に対して、H. pylori感染の有無とペプシノーゲン法による胃
粘膜萎縮の評価によって胃癌のリスクを分類し、内視鏡を用いた検診を行うABC検診が注目されている。
Ⅳ．まとめ
　H. pylori感染が胃癌の最大のリスクファクターであることが明らかとなった今日、H. pylori感染症を中心とした
対策を行うことによって、胃癌の撲滅は現実的に可能な状況になりつつある。若年者に対してはH. pylori感染のス
クリーニング検査と除菌治療を行って一次予防を行い、中高年者に対してはABC検診を中心とした二次予防を行
うことが、胃癌撲滅への有力な戦略と考えられる。



日本消化器病学会甲信越支部
専門医セミナー

会　期：平成24年11月18日㈰
　　　　　　　　　10：00～12：00
会　場：キッセイ文化ホール（長野県松本文化会館）
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症例検討Ⅰ　10：00～11：00

症　　例：下部消化器疾患

症例提示：福　澤　慎　哉（信州大学医学部消化器内科）

司　　会：横　沢　秀　一（信州大学医学部消化器内科）

討 論 者：小　嶋　裕一郎（山梨県立中央病院消化器内科）

　　　　　長　屋　匡　信（長野市民病院消化器内科）

病理担当：太　田　浩　良（信州大学医学部保健学科生体情報検査学）
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メ　モ
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症例検討Ⅱ　11：00～12：00

症　　例：膵・胆道疾患

症例提示：渡　邊　貴　之（信州大学医学部消化器内科）

司　　会：村　木　　　崇（信州大学医学部消化器内科）

討 論 者：中　村　厚　夫（新潟県立吉田病院消化器内科）

　　　　　三　枝　久　能（長野赤十字病院内科）

病理担当：太　田　浩　良（信州大学医学部保健学科生体情報検査学）
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メ　モ
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メ　モ











松本営業所 〒399-8760 長野県松本市笹賀 7600-19 TEL :0263-58-1711 FAX:0263-58-8952
長野営業所 〒380-0921 長野 県 長 野 市 栗 田 5 0 1 - 1 TEL :026-227-2952 FAX:026-227-4339

笑顔の社会へ

上條器械店

手から手に伝わる温かい医療へのサポート

私たち上條器械店は長野県内の医療機関、製薬会社、研究所へ、50 , 000品目を超える商品を取り扱う医療機器及び科学機器の最大手総合商社です。 

クオリティ・オブ・ライフの向上が、私たちに課せられている使命です。

医療材料から検査分析装置まで、数多くのメーカー商品を医療機関にお届けしております。

物品の安定供給はもとより、情報提供が強く求められているなか、

私たちは、商品を適正かつ安全に使用していただくために、

高度な専門性をもって、新しい技術に対応してまいります。

様 な々病気と闘っている施設の方々の医療活動、研究開発を側面からお手伝いし、

人々の明るく健康な未来のために貢献してまいります。











医療の現場で求められる製品や情報を通して、 

社会に貢献したい－  私たちの願いです。 
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