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ご　挨　拶
　この度、第52回日本消化器病学会甲信越支部例会、第29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栄誉をうけ、大変光栄に存じます。
　今回、皆様のご協力のおかげで一般演題は50題と多数のご応募をいただきました。
心から御礼申し上げます。応募のうち研修医が10題、専修医が11題と若手医師から
の応募が目立ちました。本例会が、消化器病学を目指す若手医師の研鑽の場となる
ことを一つの伝統としてきたことを考えますと大変嬉しく思います。私ごとで恐縮
ですが、26年前に新潟での第1回例会で研修医として初めて学会発表の機会を与え
られ、非常に緊張したと同時に、発表の準備も含め大変勉強になったことを覚えて
います。今回発表してくださる研修医の先生方にもこれを機にぜひとも消化器病学
の道に進んでいただきたいと願っています。
　前々回より一般演題に加えて、教育講演会、専門医セミナーも同時開催となり、
時間的な制約から以前のような一会場での全員による討論は現実的には難しくなっ
てきています。今回も二会場での開催となりましたが、その分発表・討論時間は十
分に確保できたと思います。多くの先生方に討論に参加していただきたいと思いま
す。
　専門医セミナーでは滋賀医科大学内科学講座消化器内科教授の藤山佳秀先生に

「炎症性腸疾患（IBD）の現状と最近の進歩」と題して御講演いただきます。近年、
炎症性腸疾患は増加傾向にあり、専門施設以外でも症例を経験することが多くなっ
てきていると思います。治療が日々進歩している疾患でもあり、常に最新の知識を
習得しておく必要があると思います。
　教育講演会は食道、大腸、肝臓で３題の講演を企画しました。佐久総合病院胃腸
科部長の小山恒男先生、岩手医科大学医学部病理学講座教授の菅井有先生、信州大
学医学部画像医学講座教授の角谷眞澄先生にそれぞれの分野での最新の知見をお話
いただきます。いずれの先生も各分野での第一人者であり素晴らしいご講演になる
と思います。一人でも多くの方にご参加いただきたいと思います。
　ランチョンセミナーでは、横浜市立大学大学院医学研究科消化器腫瘍外科学の田
中邦哉先生に大腸癌肝転移の治療戦略についてご講演いただきます。近年進歩の著
しい大腸癌化学療法と肝切除術を駆使してさらなる治療成績の向上を目指しておら
れます。肝転移治療における最先端のお話が拝聴できるものと思います。
　甲府盆地を取り巻く山々も清々しい新緑の季節を迎えております。会員の皆様に
とって本例会が有意義なものとなりますよう祈念しております。

平成25年5月吉日
 第52回日本消化器病学会甲信越支部例会
 第29回日本消化器病学会甲信越支部教育講演会

 会　長　飯　野　　　弥　
（山梨大学医学部外科学講座第１教室）
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● 交 通 案 内 ●

会場：アピオ甲府　本館 1 階
〒409−3897

山梨県中巨摩郡昭和町西条3600
TEL 055−222−1111
FAX 055−224−5003

＊JR中央線甲府駅下車、タクシーで約15分位。
＊ 中央自動車道甲府昭和インター下車、東京・大月方面へ向かって、最初の信号を左折してください。
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第 52 回　日 本 消 化 器 病 学 会 甲 信 越 支 部 例 会
第 29 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

【第１会場】本館１階「寿の間」
開会の挨拶 8：55～9：00 会　　長 飯野　　弥

演題番号 時　　間 座　　　長
小腸 １～５ ９：00～９：50 市立甲府病院消化器内科 大塚　博之
小腸・大腸 ６～９ ９：50～10：30 新潟市民病院消化器科 杉村　一仁
大腸1 10～13 10：30～11：10 信州大学消化器外科 石曽根　聡
大腸2 14～16 11：10～11：40 山梨大学第一外科 須藤　　誠

ランチョンセミナー 12：00～13：00 山梨県立中央病院外科 宮坂　芳明
田中　邦哉（横浜市立大学医学部　消化器・腫瘍外科学）

評議員会（本館2階「玉宝の間」） 12：00～13：00

専門医セミナー 13：10～14：10 山梨大学第一外科 飯野　　弥
藤山　佳秀（滋賀医科大学消化器内科主任教授）

胆膵1 17～20 14：15～14：55 山梨大学第一内科 進藤　浩子
胆膵2 21～25 14：55～15：45 新潟県立新発田病院内科 夏井　正明

閉会の挨拶 15：45～15：50 会長 飯野　　弥

教育講演会
教育講演Ⅰ 15：50～16：50 山梨大学第一内科 佐藤　　公
小山　恒男（佐久総合病院胃腸科部長）
教育講演Ⅱ 16：50～17：50 山梨大学人体病理学講座 加藤　良平
菅井　　有（岩手医科大学病理学講座教授）
教育講演Ⅲ 17：50～18：50 山梨大学第一外科 藤井　秀樹
角谷　眞澄（信州大学画像医学講座教授）

【第２会場】本館２階「平安の間」
演題番号 時　　間 座　　　長

肝1 26～29 ９：00～９：40 山梨大学第一内科 井上　泰輔
肝2 30～33 ９：40～10：20 新潟大学消化器内科 山際　　訓
肝3 34～37 10：20～11：00 安曇野赤十字病院消化器内科 一條　哲也
肝4 38～41 11：00～11：40 山梨大学第一外科 河野　　寛

食道・胃・十二指腸1 42～44 14：15～14：45 佐久総合病院胃腸科 高橋亜紀子
食道・胃・十二指腸2 45～47 14：45～15：15 新潟県立がんセンター外科 中川　　悟
腹膜・他 48～50 15：15～15：45 社会保険鰍沢病院外科 小林　正史

※　合同評議員懇親会は19：00より本館2階「玉宝の間」にて行います。
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　1. 当日会場整理費として1,000円を徴収させていただきます。また、教育講演会にご出席の
方は別に1,000円を徴収させていただきます。

　2. 参加者には、日本消化器病学会甲信越支部例会・教育講演会の参加証をお渡しいたします。
また、「日本消化器病学会専門医更新単位登録票」に関しては、必要事項をご記入の上受
付にご提出いただき、確認印を押印した登録控えをお受け取り下さい。

　3. 参加証は、所属・氏名をご記入の上、会場内では必ずご着用ください。
　4. 質問および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

ち下さい。
　5. 原則として、演者への謝辞は不要です。

　1. 座長の先生は、予定時間の30分前までに受付にお越し下さい。
　2. 進行を円滑にするため、演題名の紹介は省略して下さい。
　3. 1演題につき10分の持ち時間です。時間厳守での進行にご協力下さいますようお願いい

たします。

　1. 口演時間は6分、討論時間は4分です。時間厳守でお願いいたします。
　2. 口演はすべてPC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、発表予定時間の1時間前までにPC受付にて、発表データの試写確認なら

びにご提出を行ってください。メディアは、CD-RまたはUSBメモリでお願いいたします
（必ず最新のウイルスチェックソフトでスキャンを行って下さい）。

　4. Macintoshをご使用の場合は、必ずご自身のPCをお持ち下さい。

※発表データを持ち込まれる方へ（Windowsのみ）
　① Microsoft PowerPoint 2003/2007/2010で作成し、次のOS標準フォントをご使用下さい。
　　　［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
　② 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下さい。

Windows 7（OS）及びWindows Media Player で再生可能なものに限ります。動画ファ
イルはWMV形式でお願いいたします。

　③ 発表のためお預かりしたデータは、例会終了後に事務局で責任を持って消去いたします。

※PCをご持参頂く方へ
　① 外部出力端子は、ミニD-sub15ピンとなります。一部のノートパソコンでは本体付属の

コネクターが必要な場合がございますので、必ず各自でご用意下さい。
　② スクリーンセーバー、省電力設定、ウィルスチェックならびに起動時のパスワードは予

め解除しておいて下さい。
　③ 電源ケーブルを必ずご持参下さい。バッテリーでのご使用はトラブルの原因となります。
　④ 念のため予備のバックアップデータをお持ち下さい。

※発表時における利益相反の開示
　発表に際しては、発表演題に関する利益相反状態の自己申告及び開示が必要となります。つ
きましては、COI開示スライドをご発表時にご提示下さいますようお願いいたします。

会員の先生方へのお願い

座長の先生方へのお願い

演者の先生方へのご案内
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　研修医支部奨励賞は、平成25年より評議員会で選出することになりました。評議員会の際に
投票用紙を配付させていただきますので、ご自分の施設以外から研修医1演題、専修医1演題を
お選びいただき、受付横の投票箱にご投票下さい。後日、各県の上位3演題に対して支部事務局
より支部奨励賞が郵送されます。

日　時：平成25年5月25日（土）19：00～（教育講演会終了後）
会　場：アピオ甲府　本館2階「玉宝の間」
会　費：5,000円　懇親会会場受付にてお支払下さい。

評議員の先生方へのお願い

合同懇親会のお知らせ

※学会当日は、抄録集をご持参ください。
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プログラム
〔第１会場：本館１階「寿の間」〕

小腸（9：00～9：50）	 座長　大　塚　博　之（市立甲府病院消化器内科）　

1 小腸部分切除術を要した狭窄型小腸炎の1例－自験例を含めての検討－
新潟市民病院　消化器内科　五十嵐 俊三（専）

2 ワルファリンにより小腸粘膜内出血を来した1例
山梨大学医学部　第一内科　横田 雄大

3 抗凝固薬内服中に発症した小腸壁内血腫の2例
新潟県立十日町病院外科　中嶌 雄高（専）

4 経動脈的血栓溶解療法を用い保存的に軽快した上腸間膜動脈塞栓症の一例
社会保険山梨病院　消化器内科　志村 和政

5 保存的療法が奏功した門脈ガス血症を呈する非閉塞性腸管虚血症の１例
新潟県立十日町病院　外科　吉野 潤（専）

小腸・大腸（9：50～10：30）	 座長　杉　村　一　仁（新潟市民病院消化器科）　

6 抗菌化学療法が奏功し、臨床的にWhipple病と診断し得た1例
厚生連長岡中央綜合病院　消化器病センター内科　堂森 浩二

7 小腸に多発が認められた異所性膵の一例
諏訪赤十字病院　消化器科　芦原 典宏（研）

8 タクロリムスの継続投与にて寛解している潰瘍性大腸炎の1例
山梨県立中央病院　消化器内科　井口 楓（研）

9 filiform polyposisと裂孔形成を伴いクローン病との鑑別に苦慮した潰瘍性大腸炎の1例
済生会新潟第二病院　消化器内科　山田 沙季（研）

大腸1（10：30～11：10）	 座長　石曽根　　聡（信州大学消化器外科）　

10 大腸癌術後再発に対してパニツムマブ＋FOLFOXが著効した1例
町立辰野病院　外科　柘植 善明

11 FOLFOX補助化学療法を施行し無再発生存中の上行結腸の神経内分泌癌多発病変の1例
長野県立木曽病院　外科　西川 明宏（研）

12 大腸癌化学療法中に高アンモニア血症による意識障害をきたした一例
新潟市民病院　消化器内科　佐藤 宗広

13 FOLFOX6療法施行中に間質性肺炎を発症した1例
立川綜合病院　消化器センター　消化器内科　小林 由夏

大腸2（11：10～11：40）	 座長　須　藤　　誠（山梨大学第一外科）　

14 孤立性脳転移を契機に発見された直腸癌の2例
山梨大学医学部　第一外科　望月 加奈（研）

15 診断に苦慮した大腸癌術後孤立性右卵巣転移の1例
NHOまつもと医療センター　松本病院　松村 任泰
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16 転移性痔瘻癌の１例
山梨県立中央病院　丸山 正裕（専）

胆膵1（14：15～14：55）	 座長　進　藤　浩　子（山梨大学第一内科）　

17 化学療法を施行した細胆管細胞癌の１例 
飯田市立病院　消化器内科　玉井 方貴

18 尾側膵管の拡張が腫瘤の発見に先行した膵神経内分泌腫瘍の一例
新潟大学大学院医歯学総合研究科 消化器内科学分野　中村 隆人（専）

19 膵癌の経過中にFusobacterium mortiferumによる急性気腫性胆嚢炎を発症した一例
安曇野赤十字病院　消化器内科　須藤 貴森

20 自己免疫性膵炎の兄弟例
信州大学　小口 貴也

胆膵2（14：55～15：45）	 座長　夏　井　正　明（新潟県立新発田病院内科）　

21 膵十二指腸動脈瘤破裂の1例
山梨大学医学部　第一内科　小宮山 泰之（研）

22 総肝動脈瘤破裂による胆道出血に対し，肝動脈塞栓術が奏功した1例
信州大学　消化器外科　福島 健太郎

23 流入路動脈および流出路門脈の2ルートからの塞栓術を要した膵十二指腸動脈瘤破裂の1例
新潟市民病院　消化器内科　佐藤 里映（専）

24 経乳頭的ドレナージ、経皮的ドレナージおよび手術的ドレナージが奏功した仮性膵嚢胞による 
 縦隔膿瘍の１例

新潟県立新発田病院　青木 洋平
25 脾類上皮嚢腫の1手術例

山梨大学医学部　第一外科　鈴木　 和博（研）

教育講演会（15：50～18：50）

Ⅰ　小　山　恒　男（佐久総合病院胃腸科部長）
 「Barrett's食道癌の内視鏡診断と治療」 座長　佐　藤 　 　公（山梨大学第一内科）
Ⅱ　菅　井　　　有（岩手医科大学病理学講座教授）
 「大腸鋸歯状病変の病理診断と分子異常」 座長　加　藤　良　平（山梨大学人体病理学講座）
Ⅲ　角　谷　眞　澄（信州大学画像医学講座教授）
 「肝細胞癌のMRI」 座長　藤　井　秀　樹（山梨大学第一外科）

ランチョンセミナー（12：00～13：00）
田中　邦哉先生（横浜市立大学医学部　消化器・腫瘍外科学）

専門医セミナー（13：10～14：10）
藤山　佳秀先生（滋賀医科大学内科学講座消化器内科）
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〔第２会場：本館２階「平安の間」〕

肝1（9：00～9：40）	 座長　井　上　泰　輔（山梨大学第一内科）　

26 ペグインターフェロン投与中に血清反応陰性関節リウマチを発症したC型肝炎の1例
立川綜合病院　消化器センター内科　晝間 優隆（研）

27 当院におけるB型肝炎ウイルス再活性化の検討
長野赤十字病院　消化器内科　荒木 太亮（研）

28 最近当院で経験したGenotype AのB型急性肝炎の3例
諏訪赤十字病院　消化器科　溜田 茂仁（専）

29 著明な白血球高値を伴い感染症との鑑別に苦慮したが、ステロイド治療が奏功した重症型アル 
 コール性肝炎の1例

日本歯科大学医科病院　内科　渡辺 和彦

肝2（9：40～10：20）	 座長　山　際　　訓（新潟大学消化器内科）　

30 Desulfovibrio desulfuricansを含む混合感染による細菌性肝膿瘍の1例
信州大学　医学部　消化器内科　山崎 智生（専）

31 根尖性歯周炎が原因と考えられたFusobacteriaによる肝膿瘍の一例
国立病院機構信州上田医療センター　消化器内科　藤田 識志（専）

32 経頸静脈的肝生検で診断した肝アミロイドーシスの1例
山梨大学　医学部　第一内科　加藤 亮（専）

33 肝内シャント由来の肝性脳症に対するIVRの有用性
山梨大学　第一内科　佐藤 光明

肝3（10：20～11：00）	 座長　一　條　哲　也（安曇野赤十字病院消化器内科）　

34 ヨード過敏症、慢性腎不全を伴った肝細胞癌に対し、透析施行下に炭酸ガス血管造影およびガ 
 ドリニウムを用いた肝動脈塞栓術(CO2-DSA+Gd-TAE)を施行した１例

千曲中央病院　内科　宮林 千春
35 食道静脈瘤破裂により自然退縮したC型肝硬変を背景とした肝細胞癌の一例

新潟県立がんセンター新潟病院ンター新潟病院　青柳 智也
36 繰り返す胆道出血をきたしたHCCの１例

佐久総合病院　内科　清水 雄大
37 腫瘍内出血をきたし術前診断が困難であった高分化肝細胞癌の一例

市立甲府病院　消化器内科　雨宮 史武

肝4（11：00～11：40）	 座長　河　野　　寛（山梨大学第一外科）　

38 肝原発扁平上皮癌破裂の一例
新潟市民病院　消化器内科　五十嵐 俊三（専）

39 診断に苦慮した転移性肝神経内分泌癌の１例
山梨県立中央病院　鷹野 敦史

40 肝臓由来のChronic expanding hematomaの一切除例
まつもと医療センター　松本病院　内科　小松 範也



— 10 —

41 尾状葉肝腫瘍との鑑別に苦慮したparagangliomaの1例
信州大学第一外科　横井 謙太

食道・胃・十二指腸1（14：15～14：45）
座長　高　橋　亜紀子（佐久総合病院胃腸科）　

42 食道内圧測定検査で診断し内視鏡的拡張術が有効であったアカラシアの一例
信州大学　医学部　附属病院　消化器内科　中村 真一郎

43 当院におけるA型胃炎およびA+B型胃炎の検討 
長野市民病院　消化器内科　長谷部 修

44 蛋白漏出性胃腸症を伴う胃癌の1例
山梨大学　医学部　第一外科　細村 直弘

食道・胃・十二指腸2（14：45～15：15）
座長　中　川　　悟（新潟県立がんセンター新潟病院外科）　

45 難聴で発症した進行食道癌による癌性髄膜症の一例
市立甲府病院　消化器内科　小松 信俊

46 術前化学療法により根治切除が施行し得た食道胃接合部癌の1例
長野県立木曽病院　外科　小山 佳紀

47 Paclitaxel腹腔内投与併用化学療法が著効し切除し得た高度の腹膜播種胃癌の1例
新潟県立がんセンター　新潟病院　外科　會澤 雅樹

腹膜・他（15：15～15：45）	 座長　小　林　正　史（社会保険鰍沢病院外科）　

48 IgG4関連疾患と考えられた腸間膜脂肪織炎の一例
新潟県立吉田病院　消化器内科　野澤 優次郎

49 十二指腸穿孔に対して保存的加療後、腹腔内デスモイド腫瘍を発症した一例
厚生連篠ノ井総合病院　大野 晃一

50 腫瘍塞栓性肺微小血管障害(PTTM)を来たし急速な経過をたどった腹膜漿液性乳頭状腺癌の１剖 
 検例

済生会新潟第二病院　消化器内科　田中 裕貴（研）
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小腸部分切除術を要した狭窄型小腸炎の1例－自験例を含めての検討－
五十嵐　俊三1、杉村　一仁1、和栗　暢生1、佐藤　理映1、荒生　祥尚1、佐藤　宗広1、相場　恒男1、米山　靖1、
古川　浩一1、五十嵐　健太郎1、須藤　翔2、岩谷　昭2、山崎　俊幸2、渋谷　宏行3、橋立　英樹3、三間　紘子3
1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

1

　小腸部分切除術を要した狭窄型小腸炎の1例を経験した．本症例を含めた自験例3例での比較検討，文献的考察を加
えて報告する．症例は81歳，女性．高血圧症，2型糖尿病，脂質異常症の診断で他院にて外来加療されていた．下腹
部痛，血便を主訴に当科を紹介受診した．主訴に加え身体所見では高度肥満症(BMI 40.3 kg/m2)を認め，血液検査で
炎症反応高値，CTで小腸・腸間膜の浮腫と上腸間膜動脈起始部での高度石灰化所見を認めた．虚血性腸炎，感染性
腸炎の診断で入院し，保存的加療にて経過観察とした．一時は摂食を再開できるまで改善したが，28病日に小腸イレ
ウスを発症した．経鼻的イレウス管留置後の同造影検査で回腸に漏斗状狭窄所見を認め，狭窄型虚血性小腸炎と診断
した．狭窄程度は高度であり，腹腔鏡補助下小腸部分切除術を施行した．回腸には分節状の狭窄があり，組織学的に
は粘膜下層主体の線維化，腸間膜付着部とは無関係のUl-II潰瘍，形質細胞・リンパ球浸潤を伴う肉芽形成を認めた．
基礎疾患，臨床所見，術前画像検査所見と併せて狭窄型虚血性小腸炎と診断した．狭窄型虚血性小腸炎は比較的稀な
疾患であり，動脈硬化性基礎疾患を有する高齢者に多く発症する．自験例3例では，平均年齢は76.7歳，男女比は1：
2であったが文献より男性優位に発症するとされる．初期症状は2例で腹痛，血便を認めた．基礎疾患ではいずれも加
療を要する動脈硬化性疾患を有していた．また経過として全例で小腸部分切除術を施行している．本疾患は一過性型
と狭窄型に分類されるが，後者は一時的に腹痛，嘔気等の初期症状の軽快が得られても狭窄病変は緩徐に進行し，最
終的に完全閉塞に陥ることが多い．保存的治療では治癒することができず，外科的切除が必要となることから本疾患
への認識が重要と考えられる．

小腸　9：00～9：50
座長　大塚　博之（市立甲府病院消化器内科）

ワルファリンにより小腸粘膜内出血を来した1例
横田　雄大、植竹　智義、中岫　奈津子、田中　佳祐、小馬瀬　一樹、末木　良太、大高　雅彦、榎本　信幸
山梨大学　医学部　第一内科

2

　抗凝固療法の合併症として重篤なものに消化管出血がある。出血部位は脳、消化管、呼吸器、皮膚に多いとされて
いる。今回ワルファリン内服中に小腸粘膜内出血を来した症例を経験したため報告する。症例は69歳男性。2009年11
月より糖尿病、慢性心房細動に対して、ワルファリンなどを内服、外来通院中であった。2012年11月15日に3日前か
らの嘔吐と血便が出現したため救急受診した。血液生化学検査上CRP 16.44mg/dl、WBC 15160/μlと炎症反応の上昇、
凝固検査上PT-INR 12.28と著明な延長を認めた。造影CT検査では空腸浮腫、少量の血性を疑う腹水貯留を認め、腸
捻転、上腸間膜血栓症を疑ったが、腸間膜動脈血栓や腸管壊死所見はなく、PT延長を伴う消化管出血と診断。入院後
ビタミンK静注、輸血、絶食補液、抗生剤による保存的加療を行い、その後は腸管壊死や穿孔の発症はなく軽快した。
上部消化管内視鏡検査、経口ダブルバルーン小腸内視鏡（DBE）を施行した。上部消化管内視鏡検査ではびらん性胃
炎を認めるのみであったが、DBEではCTで指摘された病変部と一致した空腸に20cmの間に多発する紫斑を認めた。
同部位からの組織学的検査では活動性炎症と粘膜内出血が認められた。鑑別として細菌性腸炎、血管炎症候群、好酸
球性腸炎、炎症性腸疾患、NSAIDｓ起因性小腸炎を挙げたがいずれも病歴や経過、培養検査、血液生化学検査、病理
組織学的検査より否定的であり、ワルファリンによる過剰な抗凝固状態のための小腸粘膜内出血と診断した。抗凝固
療法中の小腸壁内出血はBettlerらの報告での頻度は1/2500と稀な合併症である。抗凝固療法による腸管壁内血腫は医
中誌で検索し得た範囲では17例の報告があり、部位は小腸13例、結腸3例、十二指腸 1例であった。抗凝固療法中の
脳梗塞や心疾患を伴う急性腹症の患者の診断においては、保存的治療で改善しうる小腸粘膜内出血の可能性も念頭に
置いて診療することで危険性を伴う手術を回避することができると考えられた。
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経動脈的血栓溶解療法を用い保存的に軽快した上腸間膜動脈塞栓症の一例
志村　和政1、曽田　　均2、安村　友敬2、矢川　彰治2、小沢　俊総2、松本　敬子3
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、3社会保険山梨病院　放射線科

4

　上腸間膜動脈塞栓症は急性腹症の鑑別すべき疾患のひとつで、早期に適切な治療が行われなければ腸管壊死を来し、
予後不良となる疾患の一つである。治療は壊死腸管の切除か腸管壊死がなければ血行再開通術となるが、発症直後は
特徴的な所見に乏しく、早期診断は実際には困難なことが多い。そのため、結果的に広範な腸切除が行われることが
多い。今回われわれは、経動脈的血栓溶解療法を用い保存的に治癒した上腸間膜動脈塞栓症の一例を経験したので報
告する。症例は71歳、女性。主訴は下痢、吐気。現病歴は2012年8月11日、夕方から水様性下痢、吐気が出現し夜間
救急外来を受診。採血、レントゲン上は明らかな異常所見は認めず、腹部所見も軟で圧痛などは認めなかった。食欲
不振もあり、補液、経過観察目的に同日入院となった。翌日深夜、血便が出現。腹部症状の増悪は認めなかった。同
日8時に造影CTを施行したところ、上腸間膜動脈根部より約3cm末梢部に造影欠損域を約8cmに渡って認めた。しかし、
血管内部に造影効果を認める部分もあり、不完全閉塞と考えられた。回腸から、上行結腸、横行結腸にかけての軽度
の壁肥厚と、造影効果の低下を認めたが、腹水は認めなかった。以上の所見より、上腸間膜動脈塞栓症の診断となっ
たが、患者の自覚症状、他覚症状が軽度であること、CT所見より塞栓症の発症直後で不完全閉塞であり、腸管壊死
にまでは至っていないと考え経動脈的血栓溶解術を施行した。造影では、上腸間膜動脈造影に血栓を認め、同部から
ウロキナーゼ30万Uを注入したところ、血栓は縮小し、血流の再開通を認めた。同日よりウロキナーゼの持続注入を
行い、翌日の血管造影では腸管への血流はさらに改善していた。血栓溶解療法後も、腹部症状の増悪は認めず、保存
的に改善した。経口摂取開始後、内服による抗血栓療法を行い第26病日に治癒退院となった。今回われわれは血栓溶
解療法で非手術治療に治癒しえた上腸間膜動脈塞栓症の一例を経験したので報告する。

抗凝固薬内服中に発症した小腸壁内血腫の2例
中嶌　雄高1、福成　博幸1、吉野　潤1、岡島　千怜1、設楽　兼司1、林　哲二1、染野　泰典2
1新潟県立十日町病院外科、2東京医科歯科大学　腫瘍外科

3

　ワーファリン内服中に小腸壁内血腫を発症した2例を経験した。症例1：87歳男性。左下腹部痛と嘔吐にて救急搬送
された。前医で下肢静脈血栓症に対してワーファリン3.75mg内服中であり、来院時PT時間：163.9秒(11.0-14.0)、
PT-INR：11.46であった。腹部CTでは下腹部小腸の浮腫性壁肥厚と内腔の狭小化を認め、小腸壁内血腫と診断し、ビ
タミンK製剤による拮抗を行った。翌日にイレウスを発症したためイレウス管を挿入したが、保存的加療にて軽快し
退院となった。症例2：84歳女性。イレウス精査加療目的に紹介入院、心原性脳梗塞に対してワーファリン2mg内服
中であり、来院時PT時間：52.9秒(11.0-14.0)、PT-INR：17.2であった。左上腹部に圧痛を認め、腹部CTでは同部位
に一致して腸管壁の肥厚とtarget signを認め、粘膜下出血と腸重積症が考えられた。イレウス管挿入後緊急開腹手術
施行、術中所見ではTreitz靱帯より40cm肛門側の空腸に壁内血腫部を先進部とした腸重積を認め、同部位を切除した。
また重積部以外の小腸にも多発する壁内血腫を認めた。病理所見では粘膜は壊死しており、血腫は粘膜下層主体で、
粘膜下層～漿膜下層に出血・うっ血・浮腫を認めた。また重積した血腫部より肛門側の腸間膜対側にUL I ～ IIの縦走
潰瘍と、口側に卵円形のびらんおよび二次性の急性炎症を認め、重積による虚血性変化と考えられた。　腸管壁内血
腫は比較的稀な疾患であり、その発生部位は十二指腸がほとんどである。また発生原因としては、外傷によるものが
大半であると報告されているが、今回われわれは抗凝固療法にともなう小腸の壁内血腫を経験したので文献的考察を
加え報告する。
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保存的療法が奏功した門脈ガス血症を呈する非閉塞性腸管虚血症の１例
吉野　潤、福成　博幸、中嶌　雄高、染野　泰典、岡島　千怜、設楽　兼司、林　哲二
新潟県立十日町病院　外科

5

　非閉塞性腸管虚血症( Non occulusive mesenteric ischemia : NOMI )は腸間膜の主幹動脈に器質的な閉塞を認めない
にもかかわらず、腸管の虚血あるいは壊死をきたす予後不良な疾患である。今回塩酸パパベリンの持続動注とその後
にプロスタグランディンE1の全身投与を行い軽快した１例を経験したので文献的考察を加えて報告する。症例：91歳、
男性　　主訴：腹痛、下血　　既往歴：ASOにて左足切断　　　現病歴：平成25年1月31日　腹痛、下血精査目的に
他院より紹介。血液検査ではWBC 12100,CRP 18.54, CPK1307と上昇し、肝腎機能障害、代謝性アシドーシス(HCO3 
16.4,BE -6.0)を認めた。CTでは肝外側区域に門脈ガス像、空腸の浮腫、造影効果の減弱を認めたがSMA、SMVには
異常は認められなかった。またfree airや腹水貯留は認められなかった。以上より腸管梗塞が疑われたが、腹膜刺激症
状が軽度であるため、緊急血管造影を行った。血管造影では、主幹動脈の血流は保たれているものの空腸末梢動脈の
狭小化と造影不良領域を認めNOMIと診断。直ちに塩酸パパベリンの持続動注(40mg/h×24hr)を開始、その後はプロ
スタグランディンE1の全身投与を行った。その後の経過は良好であった。
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小腸に多発が認められた異所性膵の一例
芦原　典宏1、進士　明宏1、池田　義明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

７

　症例は73歳女性。逆流性食道炎で近医通院中に受けた定期上部消化管内視鏡検査で胃体下部前壁に褐色域を伴った
多結節病変を指摘され当院紹介となった。同部生検でMALTリンパ腫と診断された。Gaシンチでは胃限局の集積のみ,
胸腹部CT検査では他臓器への浸潤認めずStage1,尿素呼気試験でピロリ菌陽性であることから除菌療法を施行した。
除菌後同CT検査でみられた左内腸骨動脈瘤に対し瘤切除術を施行された。術後1週間のCT検査で空腸に11mm大の濃
染結節が認められ,retrospectiveにみても術前のCTでは指摘できず,短期間で発育したhigh grade componentの可能性も
考え経口小腸ダブルバルーン内視鏡検査を施行,空腸に2か所のびらんを伴わない粘膜下腫瘍を認めた。診断目的で2病
変(以後A,B)とも腹腔鏡下小腸部分切除術を施行した。切除組織像はAが1.5×1.0cm大で筋層内を中心に粘膜下にかけ
て膵管,腺房やランゲルハンス島が小集簇巣を形成し一部で膵管拡張を伴う粘液産生も認められHeinrich1型,Bは直径
5mmで筋層内に少数の膵管を認めるのみの同3型の異所性膵だった。なお除菌は成功し胃病変は内視鏡,病理所見とも
にCRと判定し経過観察中である。異所性膵は解剖学的にも支配血管からも正常膵と連続性を欠き,異所性に存在する
膵組織を称する。医学中央雑誌で1992年から2012年,『異所性膵』をキーワードに検索したところ464例が報告されて
いた。男女比は1.4:1.0,平均年齢は45.6歳。部位として小腸が195例と最多,胃147例,胆嚢15例,肝内13例と続いた。84例
に腺癌を合併,68例で腸重積を認めた。組織学的にはHeinrich1型が33例,2型が21例,3型が17例確認された。多発例は
464例中4例(0.86%)のみだった。多発症例の異所性膵の部位は小腸で3型と2型で2か所が1例,胃と十二指腸でともに2
型が1例,胆嚢と十二指腸1か所ずつが1例,肝内多発が1例見られた。術前診断されたのは全体の3.5%だった。異所性膵
の術前診断は困難であり,画像所見・内視鏡などで異常が指摘されても確定診断に至ることは稀である。しかし全体の
18.1%の症例では癌化が見られることから異所性膵を疑う病変が見られる症例は切除が必要と考える。

小腸・大腸　9：50～10：30
座長　杉村　一仁（新潟市民病院消化器科）

抗菌化学療法が奏功し、臨床的にWhipple病と診断し得た1例
堂森　浩二、高綱　将史、佐藤　明人、福原　康夫、渡辺　庄治、佐藤　知巳、富所　隆、吉川　明
厚生連長岡中央綜合病院　消化器病センター内科

6

　症例は76歳、男性。下痢と体重減少を主訴に外来を受診した。血液検査上は、著明な低蛋白血症、炎症反応高値、
貧血などを認めた。止痢剤など対症療法を開始するも、症状は軽快しなかった。CTでは、全小腸に限局して、びま
ん性の浮腫状壁肥厚と反応性リンパ節腫大を認め、蛋白漏出性疾患などが疑われた。徐々に、低蛋白血症の増悪が進
んだために入院した。上下部消化管内視鏡検査にて、十二指腸と終末回腸に、びまん性に白色絨毛ないし結節様変化
を認めた。小腸カプセル内視鏡で、全小腸における同様の白色調変化の広がりを確認した。十二指腸と終末回腸の生
検病理組織所見で、HE染色にて粘膜固有層に多数のfoamy macrophagesを認めた。macrophagesはPAS染色強陽性で
ありWhipple病と診断した。リンパ管拡張の所見は認めなかった。抗菌薬投与開始後に、症状と低蛋白血症の劇的な
改善を認めた。現在、経過良好で外来観察中である。放線菌近縁のグラム陽性桿菌であるTropheryma whipplei感染に
よるWhipple病は、世界でもまれな疾患であり本邦の報告は少ない。診断や治療においても確立したものはないのが
現状である。文献的考察も含め、症例報告をする。
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タクロリムスの継続投与にて寛解している潰瘍性大腸炎の1例
井口　楓、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
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　症例は50歳台、男性。
　主訴：血便。現病歴：2008年10月発症の全結腸炎型潰瘍性大腸炎。
　サラゾスルファピリジンで皮疹出現。
　その後ペンタサ4g/日で加療。
　その後も軽度の炎症が持続した。
　2009年10月6メルカプトプリン(6MP)併用するも顆粒球減少のため中止。
　2010年6月顆粒球除去療法を実施するも、寛解せず。2010年7月からプレドニゾロン(PSL)50mg/日開始、その後漸
減し中止している。
　その後再燃し2011年2月よりPSL60mg開始、十分な効果が得られなかったため、2011年3月タクロリムス(FK)開始、 
その後PSL漸減、FKも中止とした。中止1か月後再燃、FKを再開し寛解、患者の同意を得たうえで現在FK継続中であ
る。現在腎機能障害などの副作用は認めていない。
　FKは本邦で開発された経口のカルシニュリン阻害剤であり、保険適応では寛解導入剤として位置づけられており開
始後3か月までの投与と規定されている。
　しかし本症例のように再燃後継続投与している症例もあり、今後の使用方法に関して検討が必要であると考えられ, 
文献的考察を加えて報告する。 

filiform polyposisと裂孔形成を伴いクローン病との鑑別に苦慮した
潰瘍性大腸炎の1例
山田　沙季1、岩永　明人1、青木　洋平2、味岡　洋一3、酒井　靖夫4、石原　法子5、本間　　照1、渡邉　雄介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新潟県立新発田病院内科、3新潟大学第一病理、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

9

　患者は19歳女性。15歳時、腹痛下痢で1年に4kg体重減少し30kgとなったため神経性食思不振症を疑われ、紹介入院
となった。大腸内視鏡検査(CF)で上行結腸に下掘れ潰瘍多発、粘膜橋形成、横行結腸に縦走潰瘍を認め、全大腸に膿
性白点を伴う発赤浮腫状粘膜をび漫性に認めた。病変の変化は右側大腸に高度であったが潰瘍性大腸炎(UC)、全体腸
炎型と診断した。ステロイドとLCAP併用療法で寛解した。3年後再燃しステロイド増量したが改善せず、CFでは上
行結腸が狭窄しscopeは通過しなかった。注腸では上行結腸に炎症性ポリープが多発し狭窄気味で裂孔を認めた。回
腸末端約3cmにわたり高度狭窄を認めた。LCAPを併用したところ2回目までは一旦軽快傾向を示したが、その後再燃
増悪し3回目には反応せず腹膜刺激症状が出現した。CTで回盲部、上行結腸周囲に膿瘍を認め、緊急手術となった。
術中所見では右下腹壁に膿瘍壁が固着し、右結腸はこれと連続して側腹腹膜と固着し、炎症性に腫脹した硬結として
触知した。UCよりクローン病（CD）が疑われる所見と考えられ、結腸亜全摘、回腸S状結腸吻合術が施行された。
切除標本では盲腸～横行結腸にfiliform polyposisがみられ、盲腸～上行結腸に漿膜下層に達するfissuring ulcerが多数
形成され、漿膜下層に膿瘍を認めた。背景粘膜の組織像は粘膜下層までの潰瘍廏痕と再生上皮がびまん性に認められ
た。クローン病に特徴的な非乾酪性類上皮細胞肉芽腫やリンパ管の拡張などはみられなかった。終末回腸の狭窄は膿
瘍による周囲からの締め付けによるものと考えられた。以上からfiliform polyposisと裂孔を伴ったUCと診断した。術
後は、遠位S状結腸～直腸が残存しており、5ASA製剤継続投与下に注意深く経過観察中である。
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大腸癌術後再発に対してパニツムマブ＋FOLFOXが著効した1例
柘植　善明
町立辰野病院　外科

10

　症例は、76歳女性。2010年9月(73歳）、便潜血陽性のため大腸内視鏡検査を行い、横行結腸癌を発見し、横行結腸
切除術を施行した。切除標本の病理結果は、35×28mmの2型、tub2、pT3pN1のstageIIIaであった。その後、ホリナー
ト・テガフール・ウラシル療法で経過観察していたが、2011年5月にCEA11.1ng/mlと高値を示し、6月のPET検査で
後腹膜・左鎖骨上窩リンパ節転移、腹膜播種を認めたためFOLFOXを開始した。4回施行したところで、8月と9月に
腸閉塞を発症、イレウス管で軽快したが、腹膜播種が原因と考え、パニツムマブ＋FOLFOXへ変更した。10月にも腸
閉塞を発症するも、イレウス管で軽快し、パニツムマブ＋FOLFOXを8回施行した。その後、2012年3月にPET検査で
転移巣の消失を確認し、また2013年2月のPET検査でも転移を認めず、若干の文献的考察を加えて報告する。

FOLFOX補助化学療法を施行し無再発生存中の上行結腸の神経内分泌
癌多発病変の1例
西川　明宏1、小出　直彦1、小山　佳紀1、河西　　秀1、秋田　眞吾2、中村　麗那3、竹内　和航3、北原　　桂3、
飯嶌　章博3、小林　基弘4、下条　久志4、久米田　茂喜1
1長野県立木曽病院　外科、2岡谷市民病院　外科、3長野県立木曽病院　内科、
4信州大学医学部付属病院　病理組織学講座

11

「はじめに」FOLFOX補助化学療法を施行し、無再発生存中の上行結腸の神経内分泌癌多発病変の1例を報告する。
「症例」患者は62歳の男性で、腹痛を主訴に来院した。右下腹部に鶏卵大の腫瘤を触れ、圧痛を伴っていた。腹部CT
にて上行結腸の腫瘍性病変による腸閉塞が認められ、大腸癌による腸閉塞を疑い緊急手術を施行した。腫瘍は上行結
腸に触知され、リンパ節郭清を伴う右半結腸切除術を施行した。切除標本にて上行結腸に2つの腫瘍を認め、術前に
CTで指摘された腫瘍径50 x 30 mmの5型病変(病変A)と腫瘍径30 x 30 mmの0-Ip型病変(病変B)であった。病変Aおよ
びBともに免疫染色を含む病理組織検査により一部に腺癌成分を伴う神経内分泌癌と診断された（病変A－pSS pN0 
cM0：pStage IIおよび病変B－pM pN0）。両病変には連続性は認められなかった。病変Aはリンパ管浸潤を伴っていた
が、軽度（ly1）であった。術後に補助化学療法としてFOLFOX療法を施行し、術後2年を超えて無再発生存中である。
なお術後に大腸内視鏡検査を行ったが、その他の大腸癌は認められなかった。

「考察」大腸の神経内分泌癌の多発病変は医中誌webおよびPubMedで検索した限り報告がなく、非常に稀であると考
えられた。大腸のみならず消化管の神経内分泌癌の治療成績は非常に不良で、肺小細胞癌に準じてCDDP・CPT-11・
VP-16などを含めた化学療法がしばしば行われている。しかし、その標準治療は確立されていない。上行結腸の神経
内分泌癌を経験したので、その多発病変およびFOLFOXを用いた術後補助化学療法について考察する。

大腸1　10：30～11：10
座長　石曽根　聡（信州大学消化器外科）
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大腸癌化学療法中に高アンモニア血症による意識障害をきたした一例
佐藤　宗広、五十嵐　俊三、相場　　恒男、米山　靖、和栗　暢生、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

12

【背景】切除不能・進行再発大腸癌に対する化学療法として5-FUおよび様々な抗癌剤が加わり、生命予後の改善を認
めている。しかし、時に重篤な副作用をきたすことがあり注意が必要である。今回、mFOLFOX6療法中に高アンモニ
ア血症による意識障害をきたした症例を経験したので若干の文献的考察をふまえて報告する。

【症例】70歳代、男性。臍部腫瘤の精査目的に近医を受診。腫瘍マーカー (CEA、CA19-9)の上昇を認め、多発性肝腫
瘍とS状結腸腫瘍を指摘された。臍部腫瘤とS状結腸腫瘍の生検でAdenocarcinoma(tub1)と診断。S状結腸癌による臍
転移、肝転移にて当科に紹介され入院。入院中に腸閉塞をきたし人工肛門造設術を施行され、その後mFOLFOX6療法 
1コース目開始。有害事象なく経過し、入院後に2コース目開始。投与2日目から嘔気・嘔吐が出現し心拍数が150/分
と上昇、またJCS10の意識障害を認めたため化学療法は中止となった。血液検査で高カリウム血症をきたし、グルコー
ス・インスリン療法などにてカリウム、心拍数は改善された。また意識障害も自然に改善された。本人・家族は化学
療法の継続を希望され3コース目開始。補液と内服にて高カリウム血症は認めなかったが、投与3日目からJCS100の
意識障害を認めた。頭部CTでは意識障害をきたす所見なし、血液検査でアンモニア320μg/dlと高アンモニア血症を
認めた。分岐鎖アミノ酸製剤（アミノレバン）投与後、翌日にはアンモニア29μg/dlと正常化し、また意識障害も速
やかに改善された。

【考察】大腸癌化学療法による高アンモニア血症は高濃度5-FUが原因と考えられており、本症例もmFOLFOX6療法中
の発症であった。高濃度5-FU投与中に意識障害をきたした場合は高アンモニア血症を念頭に入れ、迅速な対応が必要
であると思われた。

FOLFOX6療法施行中に間質性肺炎を発症した1例
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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【はじめに】FOLFOX療法は、進行・再発大腸がんの一次治療、二次治療、補助化学療法としてひろく使われている。
呼吸器系副作用の頻度は0.2%と報告される。

【症例】79歳、男性
【主訴】咳嗽
【現病歴】平成23年7月、便潜血陽性と貧血を指摘され当院受診した。下部内視鏡検査にて2型盲腸腫瘍を認め、9月回
盲部切除術を行った。術後、0-IIa重複大腸がんおよび1群リンパ節転移を認めたため、術後補助化学療法として11月
よりFOLFOX6療法を開始した。平成24年5月、8クール目施行時に軽度の咳嗽と、胸部CT上淡い間質影を認めた。2
週間後咳嗽および呼吸困難感が出現、胸部レントゲン上間質影が増強したため当院呼吸器内科入院となった。

【経過】入院時採血上白血球数は正常、LDH, KL-6およびSP-Dの上昇を認め薬剤性間質性肺炎と診断した。ステロイ
ドパルス療法を開始後症状はやや改善、1週間後に2回めのパルス療法を行った。以後ステロイドを漸減し、肺線維症
も合併し間質影の吸収は不良であったが在宅酸素療法を導入の上退院となった。その後外来で徐々に酸素を減量し、
平成25年3月には酸素療法から離脱した。

【考察】抗癌剤による間質性肺炎は細胞毒性によって誘発されるものが多いとされ、数週間から数年で発症する。オ
キサリプラチンの市販後調査での間質性肺炎は6例において10週目、死亡例4例中3例が10週目に発症しており、
FOLFOX療法における間質性肺炎の発症はオキサリプラチンの総投与量に依存する可能性がある。また、間質性肺炎
全例が男性であり、高齢や多剤併用療法、喫煙歴や既存の肺疾患に留意する必要がある。治療の基本は早期発見、早
期対応であり胸部レントゲンの定期的施行や初期症状を見逃さずに適切な休薬を行うことが重要と考えられる。
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孤立性脳転移を契機に発見された直腸癌の2例
望月　加奈、森　義之、飯野　弥、須藤　誠、柴　修吾、土屋　雅人、藤井　秀樹
山梨大学医学部　消化器外科

14

　大腸癌の脳転移は約1％とまれであり、約80％に他臓器転移を伴う。今回われわれは、他臓器転移を伴わない脳転
移を契機に発見された直腸癌を2例経験したので報告する。

【症例１】46歳、女性。一過性の右上肢筋力低下、失語を認め近医受診し、MRIで造影効果を伴う多発性脳腫瘍と周
囲の浮腫を認めた。当院脳外科紹介受診し、原発巣検索のためのFDG-PETで直腸に集積を認め、当科紹介となった。
以前から便秘、血便を認めた。下部消化管内視鏡検査で直腸に2型病変を認め、生検で高分化腺癌と診断された。脳
転移による症状が出ていたため、ガンマナイフ治療を先行し、3週間後、直腸癌に対し低位前方切除術を施行した。
病理結果は、低分化腺癌が優位に増殖し、pN0、ly1、v1であった。術後化学療法は施行していないが、術後2年再発
を認めていない。

【症例２】74歳、女性。左半身の脱力を自覚し、進行するため近医受診し、MRIで造影効果を伴う単発性脳腫瘍と周
囲の浮腫を認めた。当院脳外科紹介受診し、転移性腫瘍が疑われたが、麻痺が進行するため、準緊急で腫瘍摘出術を
施行した。病理結果は、低分化な上皮性腫瘍で転移性腫瘍と診断された。下部内視鏡検査で直腸に3型病変を認め、
生検で低分化腺癌、直腸原発とその脳転移で矛盾ない所見と診断された。脳転移切除3週間後、直腸癌に対し腹会陰
式直腸切断術を施行した。病理結果は、低分化腺癌、pN3、ly3、v3であった。術後脳転移切除部にサイバーナイフ治
療を追加した。痙攣が継続し、全身状態を考慮して術後化学療法は施行しなかった。術後6か月のCTで多発脳、肝転移、
リンパ節転移を認めた。緩和医療に移行し、術後8ヵ月で死亡した。

診断に苦慮した大腸癌術後孤立性右卵巣転移の1例
松村　任泰、小池　祥一郎、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
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　症例は40歳代女性。38歳時に両側乳癌手術の既往がある。41歳時に下行結腸癌に対し、結腸部分切除+D2リンパ節
郭清を施行。病理所見ではD,55x35mm,環周率78.6%,type2,adenocarcinoma(tub2＞tub1＞pap＞muc),pSE,int,INFb,ly3,v
2,pN2(4/22),H0,P0,M0,stage 3b,pPM0,pDM0,curAであった。Adjuvant療法としてUFT+UZELを行い、明らかな有害事
象なく内服継続したが、術後7ヶ月頃よりCEAの著明な上昇を認めた。胸腹部CT検査を施行したが明らかな病変を指
摘できなかった。PET-CTでは右卵巣と考えられる部位に集積を認めた。しかし経膣エコー、骨盤部MRIでは明らか
な異常所見を認めなかった。この時点でCEAの急激な上昇から大腸癌の再発転移の可能性が最も高いと考え、
Bevacizumab+mFOLFOX6へと移行した。4コース終了後に再検したPET-CTでは同部位への集積を認めず、CEAも漸
減傾向であった。12コース目頃からCEAの再上昇を認めた。下部内視鏡検査、胸腹部CTでは特記所見を認めなかっ
たが、PET-CTでは右卵巣と考えられる部位に再び集積を認めた。また17コース終了後のCTにて小骨盤右壁の腫瘤の
増大傾向を認めた。術後の経過中、同部位以外に再発転移を認めず、切除の方針とし、初回手術より22ヶ月目に手術
を施行した。術中所見では右卵巣に3cm程の八つ頭状の硬い結節を認めた。懸念された周辺臓器への浸潤はなく、右
卵巣のみを切除した。術後経過は良好で第12病日に退院となった。病理所見では3.2x2.8x2cm,adenocarcinoma(tub2＞
muc＞tub1)であり、大腸癌の転移と考えられた。術後1ヶ月目のCEAは著明に低下していた。本症例のように大腸癌
の孤立性卵巣転移を認める症例は比較的稀である。本症例は初回術前よりCEAの上昇を認め、病勢に応じてCEAの増
減を認めたと考えられる。本症例は卵巣転移の確診に至れずに経過が遷延してしまった。卵巣への明らかな転移経路
は不明であるが、若干の文献的考察を加え、報告する。

大腸2　11：10～11：40
座長　須藤　　誠（山梨大学第一外科）
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転移性痔瘻癌の１例
丸山　正裕1、鷹野　敦史1、宮坂　芳明1、高橋　和徳1、中山　裕子1、古屋　一茂1、須貝　英光1、羽田　真朗1、
中込　　博1、長堀　　薫1、小山　敏雄2
1山梨県立中央病院、2山梨県立中央病院　病理科
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　症例は65歳男性。既往歴として、10数年来の痔瘻の治療歴があった。2012年3月より肛門部腫瘤の急激な腫脹と肛
門痛を自覚した。肛門部腫瘤は6×4ｃｍ大で、自壊排膿していた。サドルブロック下で生検を施行して腺癌の診断で
あった。全身精査を施行すると下部消化管内視鏡検査で直腸Rsに全周性の2型病変あり。生検では中～高分化腺癌の
診断であったため、直腸癌と転移性痔瘻癌の可能性が高いと考えた。PET検査では、直腸、肛門部、左鼠径リンパ節
に集積を認めた。治療としては、腹会陰式直腸切断術（中枢側D3郭清+左鼠径リンパ節摘出）+筋皮弁による再建を
施行した。病理学的には直腸癌と肛門部腫瘤との間には連続性はないが、共に中～高分化腺癌であり、類似組織であ
ることから直腸癌+転移性痔瘻癌の診断となった。痔瘻は日常診療においてしばしば遭遇する疾患であり、長期にわ
たり炎症を繰り返すことで発癌する原発性痔瘻癌の報告は少なくないが、大腸癌が痔瘻内に転移したと考えらえる報
告は稀である。今回我々は、直腸癌からの転移性痔瘻癌を1例経験したので、文献的考察を加え報告する。
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尾側膵管の拡張が腫瘤の発見に先行した膵神経内分泌腫瘍の一例
中村　隆人1、塩路　和彦3、山本　　幹1、渡邉　ゆか理1、兼藤　　努1、小林　正明3、鈴木　健司1、成澤　林太郎3、
青柳　　豊1、仲野　哲矢2、高野　可赴2、黒崎　　功2、梅津　　哉4
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新潟大学大学院医歯学総合研究科　消化器・一般外科学分野、
3新潟大学大学院医歯学総合研究科　光学診療部、4新潟大学大学院医歯学総合研究科　病理部
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　症例は40歳代の女性。1997年前医でスクリーニング目的の腹部エコーが施行され、膵体部と膵尾部にそれぞれ
30mm、20mm大の嚢胞性病変を指摘された。精査目的に当院紹介となり、MRI、CT、ERPが施行されたが悪性所見
を認めなかった。以降、単純性嚢胞として年１回のCTやMRIで経過観察が行われたが、形態や大きさは不変であった。
しかし、2010年7月に施行されたCTで膵頭部門脈腹側に動脈相から門脈相まで濃染する11mm大の多血性腫瘤が初め
て指摘された。MRIではT1で低信号、T2で低信号を呈した。膵体尾部の実質は高度に脂肪変性していた。MRCPでの
形態および位置関係より以前から経過観察していた2つの嚢胞性病変は拡張した主膵管と考えられた。Retrospective
には腫瘤は少なくとも2003年施行のMRIから存在が疑われ、わずかではあるが増大傾向を呈した。腫瘍マーカーは陰
性、膵内分泌腫瘍関連ホルモンは正常範囲内であった。以上の所見から非機能性膵内分泌腫瘍が疑われ、同年11月膵
部分切除術を施行された。病理診断はwell differentiated neuro endocrine tumor(NET G1)であった。本症例は膵内分
泌腫瘍が認識できる以前から腫瘍による主膵管の閉塞をきたしていたと考えられる。膵内分泌腫瘍による主膵管閉塞
については悪性を示唆する所見との報告や、セロトニンの関与などが報告されている。本症例の最終診断はNET G1
で転移や浸潤も認めなかったが、セロトニン染色は弱陽性であった。腫瘍が非常に小さい段階で主膵管閉塞を来した
と考えられ、若干の文献的考察を加え報告する。

化学療法を施行した細胆管細胞癌の１例
玉井　方貴1、下平　雅規3、武田　龍太郎1、高橋　俊晴1、城下　　智4、持塚　章芳1、木畑　　穣3、白旗　久美子3、
岡庭　信司1、堀米　直人2、中村　喜行1
1飯田市立病院　消化器内科、2飯田市立病院　消化器外科、3飯田市立病院　総合内科、
4信州大学医学部附属病院　消化器内科
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　症例は60代男性。25歳時に非A非B型慢性肝炎を指摘されたが自己判断で通院していなかった。60歳時に再発性多
軟骨炎で当院皮膚科を受診し、その際にHCV抗体陽性が判明し、C型慢性肝炎の診断で当科に通院していた。初診時
の腹部CT検査で肝S2、S8にそれぞれ2cm大の不染体領域を認めたが悪性腫瘍と断定できず経過観察とした。63歳時
に施行したCTで増大傾向が見られたため肝細胞癌と診断した。S2病変はRFAを施行したが疼痛が強かったため、S8
病変は本人の希望により摘出術を施行した。病理組織より細胆管細胞癌(cholangiolocellular carcinoma： CoCC)と診断
した。術後4カ月後に施行したCTで肝内再発、リンパ節転移を認めたため追加化学療法を検討したが治療報告が少な
いことから胆管癌に準じてTS-1　120mg/dayによる加療を開始した。TS-1　6クール施行後のCTでリンパ節の増大を
認め、ゲムシタビン1000mg/day　2投1休に変更。9クール施行したところで再びリンパ節の増大を認めた。このため
ゲムシタビン1000mg+シスプラチン50mg　2投1休に変更。4コース施行したがリンパ節の増大、全身状態の悪化があ
り、術後2年1カ月で永眠された。CoCCに対する化学療法は確立しておらず、今回、化学療法を施行した1例を経験し
たので報告する。

胆膵1　14：15～14：55
座長　進藤　浩子（山梨大学第一内科）
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自己免疫性膵炎の兄弟例

小口　貴也1、玉井　方貴1、浅野　純平1、金井　圭太1、渡邊　貴之1、丸山　真弘1、村木　　崇1、浜野　英明1、
新倉　則和2、川　　茂幸3
1信州大学、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　総合健康安全センター
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【症例1：兄】59歳、男性。2003年11月閉塞性黄疸にて当科紹介受診。血液検査では肝胆道系酵素の上昇に加え、IgG4 
206 mg/dlと上昇し、CT・MRIにて膵はびまん性腫大と被膜様構造を呈し、また縦隔・肺門リンパ節腫脹を呈した。
PETでは膵尾部および両側肺門部に集積を認めた。ERPでは膵管はびまん性不整狭細像を呈した。以上より自己免疫
性膵炎（以下AIP）と診断し、治療はプレドニゾロンを 0.6 mg/kg/dayで開始した。ステロイド治療にて膵腫大、膵管
狭細像の改善、および縦隔・肺門リンパ節腫脹の改善を認めたが、その後硬化性胆管炎にて再燃を3回繰り返し、現
在維持量 16 mg/dayで経過観察中である。

【症例2：弟】61歳、男性。2011年3月健康診断にてγ-GTP高値を指摘された。2ヶ月間で、5kgの体重減少も認めたため、
近医を受診。自己免疫性膵炎が疑われ、当科紹介受診された。血液検査ではALP 549、γGTP 170と胆道系酵素の上
昇を認めたが、その他の肝胆道系酵素の上昇は認めなかった。また、IgG4は33 mg/dlと正常であった。CT・MRIにて
膵はびまん性腫大と被膜様構造を呈し、両側耳下腺腫大、顎下腺腫大、縦隔・肺門リンパ節腫大および後腹膜線維症
も認めた。ERPでは膵管はびまん性不整狭細像を呈した。以上よりAIPと診断した。自覚症状なく、また血液検査上、
黄疸や炎症反応上昇などを認めないことより、現在無治療にて経過観察中である。
AIPは遺伝と環境の両要因が関与する多因子疾患と考えられている。本症例では兄が製造業、弟が電車の運転手と職
業が異なること、40年来、別の地域で生活されていることより、共通の環境因子は認めなかった。今回、免疫遺伝学
的検討を含め、報告する。

膵癌の経過中にFusobacterium mortiferumによる
急性気腫性胆嚢炎を発症した一例
須藤　貴森、樋口　和男、望月　太郎、一條　哲也
安曇野赤十字病院　消化器内科
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　症例は62歳男性。狭心症に対して冠動脈バイパス術の既往があり、高血圧、高脂血症、糖尿病のため内服治療中であっ
た。X年4月上旬から腹満感、下腹部痛が出現し当科紹介となった。腹部造影CTにて膵体部に3cm大の腫瘤を認め、
ERCPにて膵体部膵管の不整な狭窄像、尾側膵管の拡張を認めた。膵管ブラシ細胞診class5と併せて膵癌と診断した。
また脾動脈浸潤、腹膜播種を認め、Stage4bの状態であった。手術適応外であり、5月17日から化学療法（GEM1600mg 
3投1休）を開始した。5月19日に38℃の発熱、腹痛が出現し、腹部の圧痛、WBC増多およびCRP上昇、腹部CTで腸
間膜脂肪濃度の上昇を認め、細菌性腹膜炎と診断し、CPZ/SBT 2g/日の投与したところ症状は軽快した。また6月2日、
7月28日にも同様の症状がみられたが、抗生物質投与にて軽快した。同じく化学療法後の8月31日から再度発熱、腹痛
が出現したため、CPZ/SBT 2g/日を開始した。血液培養ではFusobacterium mortiferumを検出した。腹部CTにて気腫
性胆嚢炎を認め、9月11日にPTGBDを施行した。胆嚢内容液からは同菌は検出されなかった。9月10日～23日に
CLDM 1800mg/dayを投与したところ軽快した。その後、腹膜播種による腹水、イレウスを発症し、10月19日に永眠
された。Fusobacterium属は，無芽胞グラム陰性嫌気性桿菌であり，口腔、女性性器、消化管などに常在し、歯科領域
感染症やLemierre症候群の原因菌として知られている。また近年Fusobacterium variumと潰瘍性大腸炎、
Fusobacterium nucleatumと大腸癌との関連が指摘されている。中でもFusobacterium mortiferumによる感染症は頻度
が少なく、他のFusobacterium属の菌とも形態的な違いもあり、報告は極めてまれである。医中誌の検索では
Fusobacterium属による胆嚢炎自体も2例と報告は少ない。最近の知見も含めて報告する。
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総肝動脈瘤破裂による胆道出血に対し，肝動脈塞栓術が奏功した1例
福島　健太郎、本山　博章、大久保　洋平、横井　謙太、北川　敬之、野竹　剛、古澤　徳彦、酒井　宏司、清水　明、
横山　隆秀、小林　聡、宮川　眞一
信州大学　消化器外科
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【症例】63歳男性。2012年11月初旬より背部痛・上腹部痛を認め前医受診。腹部造影CTにて総肝動脈に径25mm大の
動脈瘤を指摘された。12月初旬腹痛及び吐血を主訴に前医受診、画像検査にて総肝動脈瘤破裂による胆道穿破・胆道
出血と診断され、加療目的に当院緊急搬送となった。動脈瘤は固有肝動脈より発生する嚢状瘤で塞栓による肝動脈血
流障害が危惧されたが、膵頭部のアーケードを介した胃十二指腸動脈/右肝動脈への血流を温存することにより肝血
流を損なうことなく止血処置が可能であった。当院初診時より動脈瘤破裂による閉塞性黄疸を来しており、PTGBD
による減黄を要したが経時的に改善した。術後経過は良好で、第20病日退院となった。術後3ヶ月の現在まで瘤の塞
栓状態は良好であり、胆道出血及び閉塞性黄疸の再燃は認めていない。本症例は総肝動脈以外にも上腸間膜動脈分枝
などにも複数の動脈瘤を認め、結節性動脈炎などの背景血管疾患の存在が疑われたが、精査を行ったが明らかな併存
疾患は特定されなかった。

【考察】肝動脈瘤は腹部内臓動脈瘤の約20％を占め、瘤の破裂は20-80％に認められる。破裂症例の43％は腹腔内破裂で、
41%は胆道系への破裂をきたす。胆道系への破裂をきたした場合、Quincke’ s triad(右上腹部痛、上部消化管出血、閉
塞性黄疸)を呈するとされるが、本症例のように三主徴が同時にみられるものは少ない。破裂例においては、全身状
態が急速に悪化することから開腹手術による救命率は低いとされ、診断と同時に可及的に行える塞栓術は、治療効率
の面からも有用と報告されている。本治療では、肝動脈血流障害が危惧されるが、本症例においては、左肝動脈基部
から固有肝動脈にかけて広範に塞栓したが、血管分岐の破格により肝血流を温存することができた。

【結語】総胆管に穿破した総肝動脈瘤の一例を経験した。文献的考察を加えて報告する。

膵十二指腸動脈瘤破裂の1例
小宮山　泰之、高橋　英、加藤　亮、横田　雄大、進藤　浩子、高野　伸一、深澤　光晴、佐藤　公、榎本　信幸
山梨大学　医学部　第一内科
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　腹部内臓動脈瘤は全動脈瘤で占める割合が0.1～0.2％と稀な病態であり、その中でも膵十二指腸動脈に発生するも
のは約2％といわれている。今回われわれは臨床症状、画像所見から急性膵炎と診断されていた膵十二指腸動脈瘤破
裂の1例を経験したので報告する。症例は55歳、男性。突然の腹痛、背部痛、意識消失にて前医救急搬送された。単
純CTで膵頭部周囲から右腎下極以遠に及ぶ液体貯留、脂肪織濃度上昇所見を認め、重症急性膵炎（CTgrade3）とし
て保存的加療の方針となった。採血ではAMY上昇は認めなかった。入院中に再度腹痛、背部痛あり、並行して貧血進
行を認めた。その後血液検査でHb 5.0g/dLと急激に低下、CT画像上も膵仮性動脈瘤破裂が疑われたため当院に緊急
入院となった。転院後緊急血管造影検査を施行。上腸間膜動脈造影にて前上膵十二指腸動脈と後上膵十二指腸動脈の
アーケードに径30mm 大の動脈瘤を認めた。腹腔動脈造影では狭窄している腹腔動脈起始部を認め、CT画像では腹
腔動脈起始部は正中弓状靭帯によって圧迫され狭窄していた。以上より正中弓状靱帯圧迫症候群を原因とする腹腔動
脈起始部狭窄により形成された膵十二指腸動脈瘤破裂と診断した。治療としては動脈瘤を中心とした後上膵十二指腸
動脈、前上膵十二指腸動脈の中枢・末梢両側塞栓を試みた。前上膵十二指腸動脈に関しては動脈瘤からの流出路の塞
栓は行えたものの、流入路を同定することが困難であっため動脈瘤内にもコイリングを行った。術後経過は良好であ
り、治療後評価のため塞栓術後17日で血管造影を施行し動脈瘤への血流や流入血管がないことを確認。その後再出血
なく退院となり、現在外来フォロー中である。膵十二指腸動脈瘤破裂は、死亡率が高く重篤な病態であり迅速な対応
が必要となる。しかし本症例は単純CT所見により重症急性膵炎と診断されたため、膵十二指腸動脈瘤破裂の診断、治
療が遅れる結果となった。単純CTで膵頭部周囲を取り囲むように低吸収域を認めた際は膵炎だけでなく，膵十二指
腸動脈瘤破裂も念頭において早急に造影CTを行うべきと考えられた。若干の文献的考察を加えて報告する。

胆膵2　14：55～15：45
座長　夏井　正明（新潟県立新発田病院内科）
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経乳頭的ドレナージ、経皮的ドレナージおよび手術的ドレナージが
奏功した仮性膵嚢胞による縦隔膿瘍の１例
青木　洋平、夏井　正明、安住　基、瀧澤　一休、岡　宏充、坪井　清孝、松澤　純、渡邉　雅史
新潟県立新発田病院
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　例は60歳、男性。大酒家。2012年6月ころから胸痛を自覚していたが放置していた。また、飲酒も続けていた。同
年8月7日、近医を受診しCTにて縦隔膿瘍、腹腔内膿瘍を疑われ当院胸部外科を紹介受診した。CTでは、膵頭部に主
膵管から連続する嚢胞性病変を認め、肝門部を中心とした腹腔内を介し、食道裂孔から縦隔内へ進展しており上縦隔
まで占拠していた。慢性膵炎に伴う仮性膵嚢胞による縦隔膿瘍と診断し入院した。縦隔膿瘍としては緊急手術による
ドレナージが必要と判断されたが、手術だけでは腹腔内の仮性膵嚢胞や膵液瘻の改善は見込めないと判断し、術前に
膵管ドレナージを行う方針とした。ERPでは膵頭部に主膵管と連続する嚢胞を認め、同部より尾側に先端がくるよう
にENPDを留置した。また、左頚部および上腹部から経皮的に縦隔膿瘍ドレナージチューブを留置した。手術では左
胸腔ドレーンを留置のうえ、右側からのアプローチにて胸腔鏡下縦隔切開術が施行され、右胸腔内にもドレーンを留
置した。術後はシベレスタット、メシル酸ガベキサート、抗生剤（メロペネム、クリンダマイシン）の投与を行った。
経過とともにCRPも改善し、CTでも膿瘍腔の縮小を認めた。第8病日のENPDチューブ造影では膵液瘻は認めず、第
10病日の経皮的ドレナージチューブ造影では縦隔の膿瘍腔はほぼ消失していた。排液量が減少してから胸腔ドレーン
を抜去、経口摂取を開始後も膵炎や膵嚢胞の増悪がないことを確認しのちに、ENPD、経皮的ドレーンを抜去した。
ENPD抜去後に一過性の急性膵炎（軽症）を起こしたが、保存的治療にて軽快し、第40病日に退院した。

流入路動脈および流出路門脈の2ルートからの
塞栓術を要した膵十二指腸動脈瘤破裂の1例
佐藤　里映、和栗　暢生、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
新潟市民病院　消化器内科
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【緒言】腹部内臓動脈瘤は稀な疾患であるが、そのうち膵十二指腸動脈瘤(PDAA）は約2%とさらに低頻度である。し
かしその破裂は出血性ショックを来し、致死的となりうる重篤な疾患である。今回我々は門脈を流出路とするPDAA
破裂に対して、流出路動脈および流入路門脈の2ルートから塞栓術を施行したのでここに報告する。

【症例】79歳の男性。嘔気と腹痛にて他院に入院。入院4日目のCTで入院時に見られなかった腹腔内血腫と瘤状の拡
張血管が認められ、PDAA破裂の疑いで当科に転院搬送された。緊急腹部血管造影の際には血管外漏出像は認めなかっ
たが、25mmのPDAAおよび同部で門脈系への短絡流出が認められた。腹腔動脈起始部狭窄（正中弓状靭帯による圧迫）
を伴うPDAAの門脈穿破と診断し、急遽、経皮経肝門脈アプローチを追加し、瘤内packingと門脈流出路側のコイル塞
栓(distal isolation)を施行して、下膵十二指腸動脈側からは流入路側のコイル塞栓(proximal isolation)を施行。術後合
併症なく、21日で軽快退院した。

【考察】本例は腹腔動脈起始部狭窄によるPDAAと考えらえた。しかし4日の間にPDAAが急速に形成されて破裂の際
に門脈系へ穿破したのか、もともと存在していた動門脈瘻が瘤化したのかについては、瘤の血管壁を病理学的に検討
することなしに確定不可能で推測の域を出ない。しかし、門脈系への流出をみたPDAAの報告はなく、貴重な症例と
考え報告した。治療も緊急的に流出路門脈側からのアプローチを併用して成功しており、臨機応変な対応が必要とい
えた。
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脾類上皮嚢腫の1手術例
鈴木　　和博、川井田　博充、渡辺　光章、牧　章、雨宮　秀武、河野　寛、松田　政徳、藤井　秀樹
山梨大学　医学部　附属病院　第一外科
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　症例は69歳女性、健診でCA19‐9が42.5U/mlと軽度上昇を指摘され当院内科を受診した。CT上腫瘤は15mm、円形
で明らかな造影効果を認なかった。MRIではT1強調画像で高信号、T2強調画像で低信号、DWIでも低信号であった。
腫瘍の発生部位は脾門部または膵尾部と考えられ、その鑑別は困難であった。脾類上皮嚢腫を第一に疑ったが膵嚢胞
性腫瘍との鑑別は困難であり、十分なインフォームドコンセントの後手術を施行した。術中所見でもエコーを含め鑑
別は困難であり、膵尾部に硬結を認めたためこれを切除した。明らかな嚢胞性病変は摘出標本には存在せず、脾内に
腫瘤を認めたため脾臓摘出術を施行した。病理組織学的所見では脾腫瘤は大小の腔形成を認め、内宮面を重層扁平上
皮が覆っていた。周囲には部分的に好中球の集簇を認めた。膵組織には膠原線維の増生を認めた。脾嚢腫の発生頻度
は剖検例で0.076％と報告されており、その発生はまれである。分類はMcClureらのものが一般的に用いられ、真性と
仮性に大きく分類される。類上皮嚢腫は真性のなかでも約30％となっている。若年女性に多く、血清中CA19‐9上昇
を示す例も報告される。今回我々は脾類上皮嚢腫の1手術例を経験したので若干の文献的考察を含め報告する。
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ペグインターフェロン投与中に血清反応陰性関節リウマチを
発症したC型肝炎の1例
晝間　優隆、大関　康志、小林　由夏、上野　亜矢、藤原　真一、飯利　孝雄、杉谷　想一
立川綜合病院　消化器センター内科
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【背景】IFNの副作用は数多く知られているが、関節リウマチの報告は散見される程度である。今回、我々はC型慢性
肝炎に対するPeg-IFN療法中に血清反応陰性関節リウマチと診断された1例を経験したので報告する。

【症例】64歳の男性。検診にて肝機能異常指摘され1999年に当科を受診した。精査にてC型肝炎と診断されたがIFN療
法は拒否され、UDCA内服にて経過観察されていた。2007年9月に肝S8、S6にHCC指摘され手術を行っている。2008
年1月にIFN導入のため当科入院となった。十二指腸潰瘍手術の既往があり、その際に輸血歴がある。身体所見に特記
すべき事項なし。血液検査では軽度の貧血を認めた。肝組織評価はＦ2、A2。SerogroupはGroup2、HCV-RNA量は4.6log.
IU/mlと低ウイルス量であった。以上よりPEG-IFNα-2a単剤24週投与とした。2008年1月にIFN導入し、開始2週目で
HCV-RNAは未検出となりRVRであった。導入してから20週目のころより指、肩などに関節症状現れ徐々に増悪した
ため6月に整形外科を受診し、関節炎として経過観察されたが、症状は遷延していた。11月の血液検査でTP、γグロ
ブリンの著明な上昇あったため、血液内科専門医へコンサルトした。精査にて血液疾患は否定されたが、関節症状よ
り関節リウマチ疑われたため、膠原病内科へコンサルトされた。RF、抗CCP抗体を検査すると共に陰性だったが、症
状より、血清反応陰性関節リウマチと診断され治療開始。抗リウマチ薬にステロイドを追加し関節症状の改善が見ら
れた。

【結語】IFN療法中に発症したと考えられるseronegativeRAの１例を経験した。同様の症例報告は無く、稀な副作用と
考えられるが、IFN治療後に関節症状が遷延した場合は、血清反応陰性でもRAの可能性を考慮する必要がある。

当院におけるB型肝炎ウイルス再活性化の検討
荒木　太亮、田中　景子、徳竹　康二郎、今井　隆二郎、三枝　久能、藤澤　亨、森　宏光、松田　至晃、和田　秀一、
清澤　研道
長野赤十字病院　消化器内科
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【はじめに】近年、様々な疾患に対して免疫抑制効果のある生物学的製剤投与の機会が増え、B型肝炎ウイルス（HBV）
の再活性化、特にHBs抗原陰性、HBc抗体あるいはHBs抗体陽性患者からの再活性化によるde novo B型肝炎が注目さ
れている。今回当院におけるHBV再活性化の状況を明らかにし、臨床的検討を加えたので報告する。

【対象・方法】核酸アナログ製剤の投与が可能になった2001年1月より2013年1月までの12年間に当科で経験したHBV
再活性化例11例を対象とした。再活性化の定義はHBs抗原陰性、HBc抗体あるいはHBs抗体陽性例からのHBV-DNA出
現（既往感染例からの再活性化）と、HBVキャリアが免疫抑制・化学療法を受けてHBV-DNAが1log copy/ml以上の
上昇を示した症例とした。

【結果】11例の内訳は男性8例、女性3例、既往感染からの再活性化が7例、キャリアの再活性化が4例であった。年齢
は　30才から82才で、疾患はリンパ腫等の血液疾患が6例、関節リウマチが2例、乳がん1例、自己免疫性肝炎1例、間
質性肺炎1例であった。治療では同種骨髄移植2例、末梢血幹細胞移植1例、リツキシマブを含む化学療法3例、ステロ
イド投与2例、メソトレキセート2例、制吐剤にステロイドを含む化学療法1例であった。治療開始から再活性化まで
の時期は2ヶ月が最短で、明確にできない例も多く、モニタリングが困難な状況を示していた。肝炎発症は5例で、
2004年には劇症化による死亡例が1例認められた。

【結語】当院におけるHBV再活性化の状況を明らかにした。モニタリングが十分に行えない例もあり、再活性化予防
のガイドラインを遵守するには組織的取り組みも必要と思われた。

肝1　9：00～9：40
座長　井上　泰輔（山梨大学第一内科）
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著明な白血球高値を伴い感染症との鑑別に苦慮したが、
ステロイド治療が奏功した重症型アルコール性肝炎の1例
渡辺　和彦1、廣野　　玄1、長谷川　勝彦1、曽我　憲二1、渡辺　卓也2
1日本歯科大学医科病院　内科、2わたなべ内科・青山クリニック
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　症例は57歳、女性。アルコール性肝硬変で当科通院中であったが発熱、倦怠感、食欲低下を主訴に2012年8月下旬
に当科に入院した。血液検査で好中球優位の白血球上昇、ビリルビン及び肝胆道系酵素の上昇、凝固能の著明な低下
を認めた。腹部CT、US検査で肝腫大、脂肪肝の所見を認めた。当初は細菌感染症を疑い抗生剤治療を行ったが白血
球はさらに上昇した。その後白血球高値は重症型アルコール性肝炎に伴うものと判断、第15病日からステロイド投与
を開始した。投与翌日には症状、検査所見ともに改善傾向となった。ステロイドを漸減し、第70病日退院した。重症
型アルコール性肝炎はエンドトキシン、サイトカインなどが関与して好中球が肝に誘導され肝細胞障害が生じるとさ
れているが、白血球高値は予後不良の指標である。本症例ではステロイド治療に反応したが、血球除去療法などが行
われることもあり、合併症を引き起こさないうちに治療を開始することが重要と思われた。

最近当院で経験したGenotype AのB型急性肝炎の3例
溜田　茂仁、上條　敦、進士　明宏、太田　裕志、武川　建二、山村　伸吉
諏訪赤十字病院　消化器科
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【症例1】40歳女性。倦怠感、褐色尿を自覚し近医で肝機能障害(AST 635 IU/l, ALT 1231 IU/l, Total Bil 1.77 mg/dl)を
指摘され当院紹介となった。健康食品摂取あり、当初薬物性肝障害の可能性も考えられたが、HBs抗原、IgM-HBc抗
体とも陽性、HBV-DNA 5.9 log copy/mlで、B型急性肝炎と診断した。肝生検結果も急性肝炎に矛盾しない結果であっ
た。発症から約3週間で慢性化兆候なく肝機能は速やかに改善し、HBs抗体陽性となり治癒と判断した。

【症例2】52歳女性。倦怠感出現、近医で肝機能障害指摘（AST 751 IU/l, ALT 764 IU/l, Total Bil 1.33 mg/dl）され当
院紹介となった。HBs抗原、IgM-HBc抗体とも陽性、HBV-DNA 7.6log copy/mlで、B型急性肝炎と診断した。肝生検
結果も急性肝炎に矛盾しない結果であった。肝機能障害は遷延したが4週間程でHBe抗体陽性、HBV-DNA未検出とな
り慢性化兆候なく改善を認めた。

【症例3】43歳女性。倦怠感出現し近医で肝機能障害（AST 127IU/l, ALT 231 IU/l, Total Bil 0.89 mg/dl）を指摘され
当院紹介となった。HBs抗原、IgM-HBc抗体とも陽性、HBV-DNA ＞9.1 log copy/mlで、B型急性肝炎と診断した。肝
生検結果も急性肝炎に矛盾しない結果であった。5週間の入院で肝機能は改善傾向であったが、HBe抗原陽性、HBe
抗体陰性、HBs抗体陰性、HBV-DNA高値でB型肝炎は慢性化と考えられたため、外来にてエンテカビル投与を開始し
た。3症例ともgenotype A型で、最近の海外渡航歴なく、不特定の相手との性的接触は否定した。

【考察】B型肝炎ウイルスは、近年都市部を中心にgenotype A型が増加しつつある。感染経路として性行為に伴う水平
感染が増加している。今回の3症例も特定できていないが性的接触の可能性が高い。genotype Aは他の型と比べ、
HBV-DNA量が多く、比較的肝障害が軽度で、HBs抗原陽性期間が長く肝炎が遷延する傾向があることが報告されて
いる。このような特徴から、都市型と言われていたgenotype Aが長野県においても例外でなく今後増加が予想される。
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Desulfovibrio desulfuricansを含む混合感染による細菌性肝膿瘍の1例
山崎　智生、小松　通治、柴田　壮一郎、木村　岳史、森田　進、梅村　武司、田中　榮司
信州大学　医学部　消化器内科
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　症例は70歳代の女性。関節リウマチ、メニエール病、不安神経症にて加療を受けていたが、リウマチ治療薬の内服
歴は無い。2012年6月頃より微熱を自覚し、7月初旬に38℃後半の発熱と意識レベルの低下を認めたため当院へ救急搬
送となった。来院時38.8℃の発熱と129/分の頻脈を認めたが血圧低下は認めず、意識レベルはE4V1M6であった。診
察上、胸腹部に異常所見は認めなかった。血液検査ではWBC 6520 /μl（好中球 65.3%）、CRP 13.7 mg/dl、軽度の
肝機能異常を認め、MEPM 2 g/日の投与を開始した。第2病日に意識レベルは改善したものの収縮期血圧が80 mmHg
台まで低下し、腹部造影CTにて肝S7に25mm大の辺縁に造影効果のある腫瘤を認め、肝膿瘍に伴う敗血症性ショック
と診断した。内科的治療を継続し第10病日に膿瘍穿刺ドレナージを施行した。入院時の血液培養からE.coli・
Desulfovibrio desulfuricans、穿刺排膿液からE.coli・Desulfovibrio desulfuricans ・Streptococcus anginosus・Slackia 
exiguaが検出された。混合感染による細菌性肝膿瘍と考え、各菌株の薬剤感受性を確認後にSBT/ABPC 6g/日へ変更
した。炎症反応は基準値内に低下し、画像検査上肝膿瘍も縮小傾向を認めたため、第30病日に退院となった。
Desulfovibrio desulfuricansは自然界では土壌や地下水中に広く分布する偏性嫌気性グラム陽性桿菌で、本邦では2011
年に初めて臨床検体から同菌種が報告された。本症例では16S rRNA遺伝子解析によりDesulfovibrio desulfuricansを同
定し、混合感染による細菌性肝膿瘍と診断した。臨床的に非常に稀な症例と考えられ、文献的考察を含め報告する。

根尖性歯周炎が原因と考えられたFusobacteriaによる肝膿瘍の一例
藤田　識志1、吉澤　　要1、丸山　康弘1、丸山　雅史1、藤森　一也1、滋野　　俊1、田中　宏和2、宮澤　英樹2
1国立病院機構信州上田医療センター　消化器内科、2国立病院機構信州上田医療センター　歯科口腔外科
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　基礎疾患のない若年男性に発症した化膿性肝膿瘍の一例を経験した。症例は42歳、男性。発熱、全身倦怠感で発症、
近医を受診し、肝機能障害を指摘され当院紹介となった。38℃台の発熱、肝胆道系酵素の上昇を認め、白血球増多、
好中球左方移動、 CRP 19.1 mg/dlと炎症反応は高値であった。腹部超音波および造影CTにて肝後区域に6cm大の単発
性膿瘍を認めた。経皮経肝膿瘍ドレナージにて腐敗臭のある膿性排液を認め、SBT/CPZ投与を開始した。培養結果か
らFusobacterium speciesによる肝膿瘍と判明し、薬剤感受性も良好であることを確認した。自覚症状、炎症反応、肝
機能ともに改善し、腹部超音波画像上も膿瘍の縮小を認め、入院第17病日に退院した。その後AMPCを8週間にわた
り内服し、腹部造影CTにて膿瘍の消失が確認された。化膿性肝膿瘍の起因菌としては、Klebsiella pneumoniae、
Escherichia coliが多いとされているが、嫌気性菌培養技術の向上に伴い、近年ではFusobacteriaによるとされる症例も
報告されている。Fusobacteriaは偏性嫌気性の無芽胞グラム陰性桿菌で、人の口腔・咽頭・腸管に常在しているとされ、
Lemierre syndromeの起因菌として知られている。歯科・口腔領域の膿瘍形成に関わるとともに、全身諸臓器の膿瘍
形成に関与している。感染巣の検索として、口腔内、下部消化管の検査を行った結果、根尖性歯周炎を認め、抜歯を行っ
た。同部位からは抗生剤開始後であったためか菌は検出されなかったが、肝膿瘍の原因と考えられた。本症例では歯痛、
咬合時の違和感など歯周病を疑わせる症状は全くなく、口臭やう歯などの明らかな所見は認められなかった。化膿性
肝膿瘍の診療では、自覚症状の有無に限らず、口腔領域を含めた全身検索が必要であるとともに、Fusobacterium 
speciesのような常在菌も起因菌となりうることを念頭に置くことが重要であると考えられた。

肝2　9：40～10：20
座長　山際　　訓（新潟大学消化器内科）
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肝内シャント由来の肝性脳症に対するIVRの有用性
佐藤　光明1、加藤　　亮1、倉富　夏彦1、小松　信俊1、辰巳　明久1、三浦　美香1、進藤　邦明1、中山　康弘1、
井上　泰輔1、前川　伸哉1、坂本　　穣1、榎本　信幸1、岡田　大樹2、荒木　拓次2、荒木　　力2
1山梨大学　第一内科、2山梨大学　放射線科
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　シャント由来の肝性脳症は保存的加療では難治性のことがあり、近年そのような症例でIVRの有効例が報告されて
いる．なかでも肝内シャントに対してシャント閉塞術を行った報告は多くない．今回我々は肝内シャント由来の肝性
脳症の患者に対しIVRを行った2例について報告する．症例1は70歳男性。以前より検診で非B非Cの軽度肝機能異常を
指摘されている．数年前から自動車運転ミス、性格変化（易怒性）を認め他院受診。認知症疑いで当院精神科紹介さ
れたが認知機能検査で低下を認めなかった．血液検査でNH3高値であり、CTで門脈左枝と左肝静脈の発達した肝内シャ
ントを認め、シャント由来の肝性脳症の診断となった。アミノ酸製剤、ラクツロースによる保存的加療を行ったが
NH3:100以上が持続し性格変化も改善が見られなかった．金属コイルによりシャント閉塞術を行い、すみやかにNH3
は正常範囲に低下し、凝固能も改善傾向を認め、良好な治療効果を得られた。症例2は67歳女性。DM、虚血性心疾患
で入院精査した際、肝S5/8に20mmのHCC指摘されRFA施行．この際CTで前区域に小さなAP-シャントを指摘されて
いた．RFA施行7か月後、意識障害で受診．頭部CTで器質的な異常なく、NH3高値であり、CTでAPシャントの発達と、
動脈相で門脈右枝の早期濃染を認めた。エコーでは門脈右枝は遠肝性の血流を呈しており、APシャント由来の肝性脳
症と診断した．またRCサイン陽性の胃食道静脈瘤を認め、静脈瘤に対しEIS、EVLを施行した後、IVRによるシャン
ト閉塞術を行った．血管造影では多数の細いAPシャントが存在し、完全な閉塞術は広範囲に及ぶため部分的にシャン
ト閉塞術を行い、シャントは一部残存したが治療後すみやかにNH3の低下がみられた．内科的治療で難治性のシャン
ト由来の肝性脳症に対するシャント閉塞術は比較的侵襲が少なく肝機能の改善が期待でき、病態に応じて考慮すべき
治療法と考えられる．長期経過、予後について今後症例の蓄積と検討を要する．

経頸静脈的肝生検で診断した肝アミロイドーシスの1例
加藤　　亮1、進藤　邦明1、佐藤　光明1、小松　信俊1、辰巳　明久1、三浦　美香1、雨宮　史武1、中山　康弘1、
井上　泰輔1、前川　伸哉1、坂本　　穣1、榎本　信幸1、近藤　哲夫2、荒木　拓次3、岡田　大樹3
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、3山梨大学 医学部 放射線医学
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　症例は62歳、男性。2012年3月食思不振で近医受診、肝胆道系酵素上昇を指摘された。2012年9月腹部膨満感、全身
倦怠感出現。2012年11月精査目的に入院した。入院時身体所見では、眼球結膜黄染、腹水貯留を認め、右季肋部に弾
性硬の肝を4横指触知した。血液検査ではWBC  6890 /μl 、Hb 10.1g/dl、Plt 16.1万/μl、TP 6.1g/dl、Alb 3.1g/dl、
T-Bil 2.4mg/dl、D-Bil 1.7mg/dl、AST 43IU/l、ALT 19IU/l、ALP853U/l、γGT140IU/l、PT活性63.3%であった。免疫
学的検査、肝炎ウイルスマーカー、蛋白分画では特記所見がなかった。造影CT検査では肝静脈の造影不良を認めた
ため、Budd-Chiari症候群を疑い腹部血管造影検査を施行したが、上下大静脈、肝静脈に閉塞は認めなかった。CTAP
では門脈血流正常であったが、肝静脈の描出不良、肝全体にまだらな造影効果を認めた。診断のため経頸静脈的肝生
検を施行した。病理組織のHE染色では間質に多量の好酸性物質が沈着し肝細胞は圧迫されやせ細っていた。沈着物
はCongo-red 染色陽性で、免疫染色ではAL-κ（＋）、AL-λ(－)、AA（－）でありAL-κtypeアミロイドーシスと診
断した。肝臓以外に臨床的にアミロイド沈着を疑う所見はなかった。診断後全身化学療法として大量デキサメサゾン
投与を行ったが効果なく肝不全進行し第64病日死亡した。死亡後の病理検査で骨髄中に異型形質細胞を認め多発性骨
髄腫による肝アミロイドーシスと診断した。本症例のように肝アミロイドーシスは稀であり、経頸静脈的肝生検で診
断し得た症例は示唆に富むものとして、文献的な考察を加え報告する。
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ヨード過敏症、慢性腎不全を伴った肝細胞癌に対し、
透析施行下に炭酸ガス血管造影およびガドリニウムを用いた
肝動脈塞栓術(CO2-DSA+Gd-TAE)を施行した１例
宮林　千春1、大西　雅彦1、窪田　芳樹1、池野　龍雄2、松下　　剛3、山田　　哲3、角谷　眞澄3
1千曲中央病院　内科、2厚生連篠ノ井総合病院外科、3信州大学医学部画像医学講座
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【症例】70歳男性
【現病歴】前医でC型慢性肝炎、糖尿病の加療中、2005年（63歳時）にS7に肝細胞癌(HCC)を指摘され肝部分切除を
受けた。2007年糖尿病性慢性腎不全にて透析導入し肝動脈塞栓術(TAE)を5回行った。2010年頃よりヨード過敏症が出
現しその後のTAEは困難となった。2011年5月にS3,S4,S6,S7（再発）部分切除後を施行。術後のMRIにてHCC再発を
認めUFTを投与したが嘔吐にて継続不可能となり紹介。

【初診時現症】身長160cm、体重53.2kg。左手首にシャント造設痕、腹部に手術痕を認めた。肝を正中線上2横指触知。
腹水なし、下腿浮腫なし。

【経過】初診時生化学検査はRBC 342x104/ml、Hb 11.0g/dl、WBC 3100/ml、 Plt. 31.5 x104/ml、 AST 25U/L、ALT 
32U/L、Alb 3.8g/dl、BUN 59mg/dl、Cr 10.3mg/dl、 AFP 652.7ng/ml 、PIVKAII 318mAU/ml、PT 104%、HCV 
genotype 1b、FBS 118mg/dl、HbA1c(JDS) 6.0%であった。紹介時造影MRIにて多発HCC（S3:3.5cm、S4:3.0、
S5:2.8、S7:3.7、S8:3.5）を認めた。ヨード過敏症、慢性腎不全を伴うHCC (T3,N0,M0,stageIII)、Child-Pugh A(5)で
あり、炭酸ガス血管造影(CO2-DSA)およびガドリニウム肝動脈塞栓術(Gd-TAE)とラジオ波焼灼術(RFA)にて加療する
方針とした。2012年4月CO2注入器(ガスター :旭計器社製）を用い、通常撮影条件下でCO2 20mlを固有肝動脈から注
入し血管走行を確認した。その後マイクロカテーテルを右肝動脈前枝まで先進させGdで腫瘍造影後ジェルパートにて
塞栓した。評価EOBMRIにて治療効果ありと診断された。5月上旬にS4 HCCをRFA、5月末に左葉HCCをCO2-
DSA+Gd-TAEした。7月末のEOBMRIでは2回のTAEとRFAはそれぞれ壊死効果を認めたが残存HCCが増大していた。
8月にS8およびS3+4　HCCに対して3回目のCO2-DSA+Gd-TAEを行った。

【考察】ヨード過敏症を伴う肝疾患患者においては，ヨード造影剤を用いた検査や治療が著しく制限される。今回用
いた透析施行下CO2-DSA+Gd-TAEは腎不全合併HCC治療において有用で安全であった。

食道静脈瘤破裂により自然退縮したC型肝硬変を背景とした
肝細胞癌の一例
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ンター新潟病院
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　症例が８４歳男性２００５年より当院にてC型肝炎にて経過観察中。２００７年よりS６S８にHCC出現し
TACE2007.5 TACE(Epi＋Lipio)2008.6.(79歳)CTにて（S6＋S8）再発＋S2→2008.7. TACE(Epi＋Lipio＋Gel)2010.5(81歳)
　　CTにてS4＋S2　10mm,8mmHCC→2010.7 TACE後(Epi＋Lipio　　　＋Gel)血圧６０台に低下SHOCK2010.9(82
歳)S8 LDA出現　肝硬変進行しノバリス困難よりTS-1(80mg)内服 2W服用し2W休薬→以後2011年12月まで服用。そ
の後2012年7月CTでPD　腹水増量あり腹水穿刺くりかえしていたが、2012.10(83歳)　下血、吐血で緊急入院輸血の
みの保存的治療にて経過観察。その後無治療であるにもかかわらずAFP/PIVKA969.4/806→83.2/372と改善をしめし
た。また2012年11月CTでは多発していたS4 S6/7 門脈腫瘍血栓とも縮小傾向を示していた。自然退縮を呈するHCC
の特徴として1990年から2013年までPubMedで検索された19症例の特徴としては腫瘍サイズの５cm以下の被膜を呈す
る造影効果の乏しい腫瘍で何らかの肝臓への血流障害を呈したものが多かった。本症例についても同様の所見を呈し
ていた。本症例はTACE治療後の再発乏欠性腫瘤が食道静脈瘤破裂にともない腫瘍の自然退縮を示した一例である。

肝3　10：20～11：00
座長　一條　哲也（安曇野赤十字病院消化器内科）
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腫瘍内出血をきたし術前診断が困難であった高分化肝細胞癌の一例
雨宮　史武1、早川　　宏1、津久井　雄也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1内科
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症例は75歳男性。アルコール性肝硬変、高血圧症で近医に定期通院しており6カ月に一度の間隔で腹部超音波検査を
うけていた。2012年6月の超音波検査の際には特に指摘はなかったが、同年12月の超音波検査で肝S8に中心に低エコー
領域を伴う30mm大の高エコー結節を認め当科紹介となった。

【患者背景】飲酒歴　日本酒5合/日25-55歳、2合/日55歳-75歳　推定積算飲酒量　1800Kg、日本住血吸虫症既往あり
【検査所見】WBC 7700/μl、RBC 450万/ul、Plt 12.9万、AST 37 IU/l、ALT 27 IU/l、ALP 524 IU/l、γ-GTP 764 IU/
l、T.Bil 0.8 mg/dl、Alb 3.6 g/dl、BUN 20mg/dl、Cr 1.53 mg/dl、eGFR 35.3 ml/min、PT 92.0%、glu 96mg/dl、
HbA1C(NGSP) 5.3%、 ICG R15 17.0%、AFP 17.8％ ng/ml、L3分画5.3％、PIVKA-II 44mAU/ml、CEA 3.4 ng/ml、
CA19-9 27.4 U/ml、HBs抗原(-)、HBs抗体(-)、HBc抗体(-)、HCV抗体(-)、IgG　1700 mg/dl、IgA 1118 mg/dl、IgM 
87 mg/dl、ANA(-)、AMA(-)

【画像所見】＜腹部造影CT＞肝S8に境界やや不明瞭な30mmの結節を認める。結節内部には10mmほどの壊死成分を
疑わせるような造影されない領域を伴い、周囲の充実成分は動脈相で淡い低濃度となり平衡相でも低濃度であった。
　＜腹部単純MRI＞（腎機能不良のためEOB-MRIは施行せず。）肝S8の結節はT1強調像では淡い低信号、T2強調像で
高信号を呈し、内部はT2強調像でさらに強い高信号であった。拡散強調像では結節は全体的に高信号を呈した。

【経過】上記の検査結果から内部に壊死を伴ったCCCと診断し、肝予備能は良好であり肝前区域切除を行う方針とした。
切除標本では径28mmの境界明瞭な内部に出血を伴う黄色調の腫瘍を認め、病理組織は不規則な索状構造をとる高分
化なHCCの所見であった。

【考察】医学中央雑誌で我々が検索しえた範囲では、腫瘍内出血をきたしたHCC10例のうち8例が病理検討されており
中分化6例、低分化2例であり高分化HCCで腫瘍内出血をきたした報告は認めなかった。高分化HCCでも腫瘍内出血
をきたす可能性があり、画像診断において念頭におく必要がある。

繰り返す胆道出血をきたしたHCCの１例
清水　雄大、古武　昌幸、高松　正人、桃井　環、比佐　岳史
佐久総合病院　内科
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【症例】80歳男性。
【既往歴】十二指腸潰瘍術後（幽門側胃切除、Billroth-I 再建）。虫垂炎術後。糖尿病。慢性心房細動（ワルファリン内
服中）。不安定狭心症。非B非C型肝硬変。76歳時、多発HCCに対しTACEおよびRFAを施行した。

【経過】心窩部不快感を主訴に受診し、血液検査上、肝胆道系酵素の上昇を認めたため、当科入院となった。CTにて、
肝S7の多血性HCCから連続する胆道内に高濃度を認めたため、HCCによる胆道出血およびそれによる閉塞性黄疸と
診断した。入院2日目、ERCP施行し、バルンカテーテルにて血腫除去し、ERBD留置を行った。入院8日目、ERBD抜
去目的に内視鏡検査を行うと、ERBDから出血をきたしており、抜去は中止した。入院9日目、TACEを施行した。そ
の後、貧血の進行なく、入院14日目、内視鏡検査で出血を認めなかったため、ERBDを抜去した。その後は出血の再
発を疑う所見なく経過していた。
　約1年半後、腹痛と発熱を主訴に受診した。CTで肝膿瘍が見られ、入院とした。肝S7のHCCによる胆管閉塞が原因
と判断した。抗生剤により加療した。腹痛、発熱は改善したが、入院8日目、突然心窩部不快感および黒色便を訴えた。
血液検査で貧血と胆道酵素上昇がみられた。CTにて、肝S7のHCCから連続する胆道内に高濃度を認め、胆道出血と
診断した。感染合併のために保存的加療を試みたが貧血がさらに進行したため、入院12日目、TACEを施行した。そ
の後は貧血の進行なく、胆道酵素上昇や感染徴候も改善した。
　さらに約半年後、再び同様の症状を訴え、受診した。CTから、胆道出血と診断し、入院とし、TACEを施行した。
その後は貧血の進行なく経過した。胆道出血初発から約2年経過した現在でも生存中である。

【考察】HCCの胆道出血は比較的稀な病態であるが、HCCの患者に急な心窩部痛や貧血の進行を認めた場合は鑑別に
加えるべきである。胆道出血を発症したHCCでは、本邦報告例の検討において約60％で発症後6か月以内に死亡して
おり、予後不良である。本例は胆道出血を3回反復し、その都度TACEが奏功し、初回出血から約2年の生存が得られ
ており貴重な症例と考える。
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肝原発扁平上皮癌破裂の一例
五十嵐　俊三1、和栗　暢生1、佐藤　理映1、荒生　祥尚1、佐藤　宗広1、五十嵐　健太郎1、眞鍋　祥一2、
横山　直行2、大谷　哲也2、三間　紘子3、橋立　英樹2、渋谷　宏行3
1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
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　肝原発扁平上皮癌破裂の1例を経験したので文献的考察を加えて報告する。症例は83歳、女性。高血圧症、胃潰瘍、
骨粗鬆症の診断で外来加療中であった。持続する上腹部痛の増強を主訴に当院救急外来を受診し、CTにて肝左葉外
側区域に巨大腫瘍、腹腔内出血所見を認めた。暫定的に肝細胞癌破裂の診断で緊急肝動脈塞栓術を施行した。腫瘍背
景としてウイルス感染、肝機能低下は指摘できず、また腫瘍マーカー (AFP、PIVKAII、CEA、CA19-9)の上昇も認め
なかった。画像的には嚢胞様部分が多く、肝細胞癌としては非典型的であった。高齢ではあったが単発腫瘍で肝予備
能も保たれていることから、再破裂予防、診断確定のために肝外側区域切除術を施行した。病変は85×95×120mm大
の嚢胞性肝腫瘍であり、組織学的には明瞭な角化を呈する扁平上皮癌の像であった。転移性肝癌を考慮し全身検索を
行ったが原発巣を指摘できず、肝原発扁平上皮癌と診断した。術後は当院消化器外科で経過観察したが、術後6か月
で再発所見(腹膜種播、肺・肝・リンパ節転移)を認めた。S-1による加療を開始したがPDの評価である。肝原発扁平
上皮癌は非常に稀な疾患である。発生機序には諸説あるが現在明らかにされていない。本症例は全割標本でも大部分
は扁平上皮癌の診断で矛盾はなかったが、粘液形成所見を認め、さらに免疫染色でCA19-9、MUC2、MUC5ACが一
部で陽性であり腺癌成分を一部有していると考えた。扁平上皮癌と比し腺扁平上皮癌の報告症例が多いこと、多くの
腺扁平上皮癌症例では腺癌と扁平上皮癌との移行像を認めるといった報告から胆管上皮での腺癌発生後に扁平上皮化
生が起こり、transformationにより発生したとする説を有力と考えている。しかし、嚢胞を裏打ちする癌部の一部で非
腫瘍性扁平上皮の可能性がある部分があり、胆管上皮あるいは嚢胞壁で扁平上皮化生が惹起され、その後癌化したと
する説の可能性も考えられる。本疾患は発見時にはすでに進行していることが多く予後不良とされるが、確固たる診
断法、治療方針がなく今後も症例の蓄積、検討が望まれる。

診断に苦慮した転移性肝神経内分泌癌の１例
鷹野　敦史1、長堀　　薫1、丸山　正裕1、中山　裕子1、高橋　和徳1、古屋　一茂1、須貝　英光1、羽田　真朗1、
宮坂　芳明1、中込　　博1、池上　　淳2、小山　敏雄3
1山梨県立中央病院、2山梨県立中央病院　婦人科、3山梨県立中央病院　病理科
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　症例は50歳女性。2009年に子宮頸部腺癌を発症し、同時に腹膜播種、大動脈リンパ節転移を認めため４ｂ期の診断
となった。手術は施行せず、放射線化学療法にて治療。2010年5月に肝S3に単発肝腫瘍出現。化学療法を再開して、
一時縮小するも2012年5月にS3肝腫瘍の再増大を認めた。ラジオ波焼灼術を施行したが、腫瘍の残存があり再増大あり。
CT,PET検査で肝病変以外はコントロールされているため、子宮頸部腺癌の肝転移の診断で肝外側切除術を施行。肉
眼的には40×35×25mmの結節癒合型の腫瘤を認め、割面は赤褐色のラジオ波焼灼術による壊死部と灰白色のVariable
な腫瘍部位を認めた。病理学的にはクロマチン増量を伴った類円形ないし長円形の核を有する異型細胞が索状、充実
性に増殖していた。免疫染色ではSynaptophysinびまん性陽性、ChromograninAが少量陽性であり、神経内分泌癌の診
断なった。子宮頸癌の病理は腺癌であり、PET、CT、上部、下部消化管内視鏡検査でも異常がなかったため、当初は
肝原発神経内分泌癌を強く疑った。しかしながら、化学療法の効果があったなど臨床的経過と一致しないところがあっ
たため、子宮頸部の生検組織を再度見返してSynaptophysin,ChromograniｎAの免疫染色を施行したところ、ごく少量
の陽性を示す充実性の成分が確認できた。かつ、子宮頸部の生検組織、肝腫瘍に対して、HPVのin situ hybridization
を施行して、ともにドット状の陽性像を認めた。以上より子宮頸部癌は神経内分泌癌を伴った腺癌（HPV陽性）であ
り、その神経内分泌癌成分が肝臓に転移したものと考えらえた。神経内分泌癌の肝転移は稀ではないが、上記のよう
に診断に苦慮した転移性肝神経内分泌癌を１例経験したため、文献的考察を加えて報告する。

肝4　11：00～11：40
座長　河野　　寛（山梨大学第一外科）
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尾状葉肝腫瘍との鑑別に苦慮したparagangliomaの1例
横井　謙太、清水　　明、大久保　洋平、福島　健太郎、北川　敬之、野竹　　剛、酒井　宏司、古澤　徳彦、
本山　博章、横山　隆秀、小林　　聡、宮川　眞一
信州大学第一外科
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　Paraganglioma（PG）は傍神経節細胞に由来する腫瘍で75%は非機能性とされる。今回、肝腫瘍との鑑別に苦慮し
たPGの1例を経験した。症例：87歳女性既往歴：胃癌（2003年幽門側胃切除術施行。M, Less, type0-IIb+IIc, sig, 
t1b(sm1), infγ, ly0, v0, no, m0, p0, cy0, h0, stageIA）高血圧症（2005年～内服加療、control良好）緑内障、白内障、
メニエル病。喫煙歴・飲酒歴・輸血歴なし。現病歴：2012年11月の腹部造影CTにて、肝尾状葉に径25mmの腫瘤を指
摘され当科紹介となった。血液検査：肝逸脱酵素上昇（AST 76IU/L、ALT 69IU/L）を認めたが、T.bil値、腎機能、
血算、凝固能は正常。CEA 5.1mg/mL、CA19-9 74.9U/mLと上昇。HBsAg(-)、HBsAb(+)、HBeAg(-)、HBeAb(-)、
HBcAb(+)、HCVAb(-)。画像検査：腹部造影CT：肝尾状葉辺縁に、2.5x1.5cmの類円形で辺縁に造影効果を有し中心
部は造影効果に乏しい腫瘍を認めた。腫瘍は肝表より突出しており、門脈本幹、下大静脈を圧排していた。腹部EOB-
MRI：腫瘍はT1WIで肝実質より低信号、T2WIで不均一な高信号を呈した。2005年5月前医CTでは明らかな腫瘍は認
めなかった。 画像検査上、肝外性病変を完全には否定できなかったが、腫瘍辺縁にbeak signを認め、肝内胆管癌も
しくは胃癌肝転移が疑われた。手術所見：腫瘍は径３cm大の弾性硬腫瘤として触知。腹腔動脈右縁に存在し、肝尾状
葉を背尾側から圧排していた。肝との明らかな連続性は認めず、肝外性病変と判断し腫瘍摘出術を行った。術中、異
常高血圧などの循環動態変化は認めなかった。病理組織所見：類円形の核と好酸性・顆粒状の豊富な細胞質を持つ細
胞が索状・小胞巣状に配列して増殖。ChromograninA(+),Synaptophysin(+)より PGと診断された。文献的考察を加え
て報告する。

肝臓由来のChronic expanding hematomaの一切除例
小松　範也1、古田　　清1、三井　健太2、松林　　潔2、宮林　秀晴2、松村　任泰3、中川　　幹3、小池　祥一郎3
1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　消化器内科、
3まつもと医療センター　松本病院　外科
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　Chronic expanding hematomaは、全身のいたるところに発生するが、日本では胸腔内の報告が多い。今回肝臓由来
の症例を経験したので報告する。

【症例】64歳、女性。17歳時、列車に接触し、肝破裂、膿胸の既往歴あり。H24年9月、腰痛にて近医を受診。脊柱管
狭窄症の精査目的で施行したMRIで肝腫瘤を指摘され当院紹介となった。身体所見では右側胸部に手術痕を認めるが、
右季肋部に自発痛、圧痛なし。血液検査では貧血なく、凝固系は正常範囲、LDH軽度上昇、CEA、CA19-9は正常。
MRIでは腫瘤内部は、T1、T2像ともにモザイク状に信号が見られた。腹部超音波では、腫瘤内部に泥状物質の貯留が
疑われた。胸腹部造影CTにて、腫瘤壁に石灰化を認め、内部は不均一な濃度が充満しており、造影剤で染まる結節
が複数存在した。腹部血管造影では、腫瘤内部に、右肝動脈の分枝からのpoolingないしstainが見られた。ERCPでは
胆管は造影出来ず、DIC-CTを施行したところ、腫瘤は胆嚢外で、胆嚢の右外背側に接していた。10月12日腫瘤を含
む肝部分切除と胆摘術が行われた。腫瘤は肝実質と連続しており、肝部分切除が必要であった。腫瘤は肉眼的には線
維性皮膜に覆われ境界明瞭で、内部は柔らかく出血を伴っていた。組織学的には、石灰化を伴う硝子様の線維性皮膜
の形成が見られ、内部は小石灰化を伴う好酸性無構造物と網状のフィブリンの混在からなる組織で有核細胞成分はほ
とんど含まれていなかった。辺縁部では比較的新しい出血が見られ、赤血球の形態が確認出来る部位もあった。
Chronic expanding hematomaとして矛盾しない所見であった。

【考察】17歳時の肝損傷後に出現したChronic expanding hematomaと考えた。文献的考察を加えて報告する。
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食道内圧測定検査で診断し内視鏡的拡張術が
有効であったアカラシアの一例
中村　真一郎1、岡村　卓磨1、小林　　聡1、大工原　誠一1、福澤　慎哉1、野沢　祐一1、奥原　禎久1、
山田　重徳1、菅　　智明1、村木　　崇1、新倉　則和2
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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　症例は70歳代男性、生来健康であった。6年前から食事の際につかえ感を自覚するようになり、5年間で20kgの体重
減少を認めた。嚥下困難が増悪したため前医を受診し、食道造影検査で食道胃接合部の拡張不全とその口側の拡張・
蠕動亢進を認めた。上部消化管内視鏡検査では食道胃接合部の狭小化を認め、超音波内視鏡検査で最大12mmの食道
壁肥厚を認めた。造影CTやFDG-PETで悪性腫瘍は否定的と考えられた。また、胸部CTでは嘔吐、誤嚥による肺膿瘍
の形成も認めた。精査加療目的に当科へ紹介となった。食道壁の超音波内視鏡下穿刺吸引法では好中球浸潤を認める
のみ悪性所見は無く、高解像度食道内圧検査（HRM）を施行したところlower esophageal sphincter圧亢進と、一次蠕
動波の消失を認めたため、食道造影検査所見は非典型的であったがアカラシアの亜型と診断した。保存的加療として
ジルチアゼム塩酸塩100mg/dayの投与を開始したところ、嚥下困難などの自覚症状の改善を認めたため退院とした。
しかし4か月後に再度誤嚥性肺炎を発症したため、十分なinformed consentのもと内視鏡的加療としてバルーン拡張術
を施行した。径30mmのバルーンで拡張したところ、食道造影検査では胃内までバリウムがスムーズに流入するよう
になり、嚥下困難などの自覚症状は大幅に改善し、退院となった。その後ジルチアゼム塩酸塩を中止したが、嘔吐や
誤嚥性肺炎は起こさず食道拡張術後8か月現在外来で経過観察中である。食道のつかえ感や嘔吐、嚥下困難などを認め、
食道造影検査や上部消化管内視鏡検査で診断の困難な症例では積極的に食道内圧測定を施行すべきと考えられた。

当院におけるA型胃炎およびA+B型胃炎の検討
長谷部　修、原　悦雄、越知　泰英、関　亜矢子、伊藤　哲也、岩谷　勇吾、多田井　敏治
長野市民病院　消化器内科
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【目的】A型胃炎の中長期成績およびB型胃炎（Hp gastritis）の関与を明らかにする。
【対象と方法】1995年6月～2013年3月までに当院で経験したA型胃炎18例（A型胃炎単独9例，A+B型胃炎9例）。診断
時年齢31～90歳（平均62歳），M/F＝2/16，血清ガストリン330～3000以上pg/ml（平均1645pg/ml），抗壁細胞抗体陽
性11/15例（73％），抗内因子抗体陽性4/9例（44％），観察期間3～174M（平均66M）。悪性貧血・カルチノイド・過
形成性ポリープ・胃癌・他臓器癌の合併頻度および中長期予後をA型胃炎・A+B型胃炎に分けて検討した。

【成績】(1)悪性貧血4例（22％）：全例A型胃炎単独例にみられた。(2)カルチノイド6例（33％）：A型胃炎2例，A+B型
胃炎4例。単発4例・多発2例。1例はESD施行，5例は生検のみで経過観察中であるが，消失～不明瞭化している。(3)
過形成性ポリープ5例（28％）：A型胃炎2例，A+B型胃炎2例。数は1～50個，5例全例でEMR（1～38個）を施行し，2
例に癌合併（m癌）を認めた。(4)胃癌3例（17％）：A型胃炎1例，A+B型胃炎2例。2例は前述した過形成性ポリープ
に合併したm癌（1例は除菌後に発生），1例は1型sm癌で高齢のためESDを施行した。(5)他臓器癌3例（17％）： A型胃
炎1例（メラノーマ），A+B型胃炎2例（膵癌・大腸癌）。(6)予後：A型胃炎単独例のうち2例が28M後・31M後に他病
死（溺水・心不全）した。

【結論】(1 )A型胃炎に合併するカルチノイドは生検で消失～不明瞭化する症例が多く，切除を必要とする症例は少な
い。(2)過形成性ポリープはB型胃炎合併の有無に関わらず発生し，癌化例もあることからEMRが望ましい。(3) A型
胃炎とA+B型胃炎では悪性貧血合併頻度のほかには明らかな差は認めなかった。

食道・胃・十二指腸1　14：15～14：45
座長　高橋　亜紀子（佐久総合病院胃腸科）
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蛋白漏出性胃腸症を伴う胃癌の1例
細村　直弘、河口　賀彦、芦沢　直樹、赤池　英憲、土屋　雅人、藤井　秀樹
山梨大学　医学部　第一外科
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【はじめに】蛋白漏出性胃腸症は胃や腸の消化管粘膜から血漿タンパク、とくにアルブミンが漏出することにより、
低タンパク血症をきたす症候群である。軽度の蛋白漏出は肝臓でのアルブミン合成の促進など代償機構が働くが、そ
れが破たんするほど著しく、また持続的に蛋白漏出が続いた場合に低タンパク血症となる。今回、十分量の栄養管理
を施行したにも関わらず血清アルブミン値の改善を得られず、手術により改善した蛋白漏出性胃腸症を伴う胃癌の1
例を経験したので報告する。

【症例】79歳、女性。食思不振と体重減少があり近医受診し、胃癌を認めて当科紹介受診した。既往歴に無症状の閉
塞性肥大型心筋症がある。入院時身長140cm,体重33.7kg。尿中蛋白55mg/日。腫瘍マーカーはCEA,AFP,CA125,CA72-
4,CA19-9いずれも基準値内。上部消化管内視鏡で胃角から十二指腸球部に至る2型病変を認めた。99mTc標識ヒト血
清アルブミンシンチグラフィでは投与4時間後より腹部に集積を認め、24時間後に結腸に集積した。術前栄養管理と
して経管栄養と高カロリー輸液を併用した。Harris-Benedictの式を用い、BMR879kcal、活動係数1.3、ストレス係数1.5
として、熱量1836kcal(タンパク質320kcal(80ｇ)、脂質612kcal、炭水化物904kcal)を投与した。その後も血清アルブミ
ンは2.1g/dl ～2.4g/dlの間を推移し改善しないため手術を施行した。術前にアルブミン輸液を25g/日5日間施行し血清
アルブミン値は3.6g/dlに上昇した。開腹幽門側胃切除、D1リンパ節郭清、Roux-en-Y再建、胆摘を施行した。術後病
理診断はpor1, se,ly1,v1,n1であった。術後合併症は認めず、血清アルブミンも3.3g /dl以下には低下せず徐々に増加し
た。

【まとめ】術前に低タンパク血症を認める胃癌症例では蛋白漏出性胃腸症を考慮する必要である。また蛋白漏出性胃
腸症の診断がつき、栄養状態の改善が見られない場合は栄養状態にこだわらず手術を施行する必要がある。一方、蛋
白漏出性胃腸症を伴う胃癌の栄養管理に関してはさらに症例を蓄積し改善していく必要がある。
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難聴で発症した進行食道癌による癌性髄膜症の一例
小松　信俊1、山口　達也1、津久井　雄也1、早川　　宏1、小林　祥司1、門倉　　信1、雨宮　史武1、大塚　博之1、
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
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　症例は76歳男性。右肺結節の経過観察のため当院呼吸器内科に通院中。2012年9月頃から難聴、歩行障害が出現し
耳鼻科に通院したが症状は増悪傾向で、翌月からは次第に視力障害も出現した。2ヶ月後には右耳はまったく聞こえ
なくなり、頭痛も出現してきたため、頭部の造影CT検査を施行したところ、右後頭葉に転移性脳腫瘍を疑う8mm大
の病変が認められた。肺の結節が転移を起こすような病変とは考えにくい状況であったため、翌週にPET-CTを撮影
したところ、右肺結節へのFDGの集積は軽度で、むしろ縦郭のリンパ節に多数のFDGの集積を認めた。その頃から嚥
下障害が出現したため、上部消化管内視鏡検査を行ったところ中部食道に1/3周性のヨード不染帯を伴った不整な隆
起性病変があり、生検により扁平上皮癌と診断された。多発するリンパ節転移と脳転移を伴った進行食道癌の疑いで
当科へ紹介された。受診時はほとんど聴力が消失しており、筆談により意思疎通が可能な状態でPS 3であった。眼科
で両側の視力低下(左眼は全盲)を指摘された。頭部MRI検査で癌性髄膜症の可能性を指摘され、腰椎穿刺を行ったと
ころ、髄液細胞診で角化傾向を呈する上皮由来の異型細胞(Class ∨)が見られ、食道癌の髄膜播種に矛盾しない所見
であった。急激に進行する脳神経症状に対して全脳照射(3Gy×10回)を行った。その後も嚥下機能低下や意識障害な
ど病状はさらに進行し、診断から約1ヶ月後に永眠された。癌性髄膜症は肺癌、乳癌、胃癌などで報告が散見される
ものの医中誌で検索しうる限り食道癌に関しては小細胞癌の一例の報告のみである。一般的に癌性髄膜症の予後は数
週間～3月程度と非常に予後不良な病態であるが、文献的には全脳照射+全脊髄照射やMethotrexate(MTX)の髄注が有
効であったとする報告がある。今回、癌性髄膜症による神経症状をきっかけに食道癌が発見された稀な一例を経験し
たので報告する。

術前化学療法により根治切除が施行し得た食道胃接合部癌の1例
小山　佳紀1、小出　直彦1、西川　明宏1、河西　　秀1、久米田　茂喜1、伊東　哲宏2、中村　麗那2、
北原　　桂2、飯嶌　章博2、小林　基弘3、下条　久志3
1長野県立木曽病院　外科、2長野県立木曽病院　内科、3信州大学病理学講座
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【緒言】術前化学療法（CPT-11＋CDDP⇒S-1＋CDDP）を施行し、根治切除が施行し得た食道胃接合部癌の1例を報
告する。

【症例】患者は76歳の女性で、嚥下困難を主訴に来院した。EGDにて食道胃接合部に狭窄を認め、かろうじてスコー
プの挿入が可能で、噴門直下に不整な潰瘍形成を認めた。下部食道から胃体上部前壁の3型病変と判断し、生検にて
低分化腺癌の診断を得た。CTでは遠隔臓器転移はないが、胸部下部食道から食道胃接合部、そして胃体上部の全周
性の壁肥厚を認め、一部心嚢や肝外側区との境界が不明瞭となり浸潤の可能性が考慮された。また胸部下部食道周囲
－噴門周囲、そして左胃動脈周囲と腫大した多数のリンパ節を認めた。以上より食道胃接合部癌 (Siewert type II)、
cT4a N3 M0 : cStage IIIC (TNM)の診断にて術前化学療法を選択した。経口摂取が困難な状況であり、まずCPT-11＋
CDDP療法を施行した。2コース施行後に経口摂取が可能となったため、S-1＋CDDP療法に変更して2コース施行した。
化学療法開始16週間後、EGDおよびCTにて原発巣の縮小、転移リンパ節の縮小を認め、手術（開腹右開胸、胸部下
部食道噴門側胃切除、胸腔内胃管再建術）を施行した。病理組織学的診断はypT3 N2 M0: ypStage IIIBであった。術
後経過は順調で、術後1か月よりS-1内服を開始した。

【考察】経口摂取が困難な進行食道胃接合部癌症例であったが、術前化学療法により病変の縮小を認めてR0の手術が
可能であった。食道胃接合部癌に対する標準化学療法はNCCNではDCF療法とされているが、本邦ではいまだ定まっ
ていない。本例では胃癌に用いられているレジメンによってR0切除が可能となった。

食道・胃・十二指腸2　14：45～15：15
座長　中川　　悟（新潟県立がんセンター新潟病院外科）



— 36 —

Paclitaxel腹腔内投与併用化学療法が著効し切除し得た
高度の腹膜播種胃癌の1例
會澤　雅樹、梨本　篤、藪崎　裕、松木　淳
新潟県立がんセンター　新潟病院　外科
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　症例は37歳，女性。腹部不快感を契機に上腹部消化管内視鏡を施行。胃体部後壁のType 4胃癌を認め，生検は腺癌
(tub2)で，当科へ加療依頼となった。入院時の血液生化学所見では，CA125値が上昇(667.7 U/ml)していた。腹部造影
CTでは原発巣に一致して胃壁が肥厚し，所属リンパ節の腫大，大網内の濃度上昇，腹水貯留像を認めた。審査腹腔
鏡を施行したところ，腹腔全体に腹膜肥厚と播種結節を認め，T4aN2H0P1CY1M0 Stage IVと診断した。腹腔ポート
を留置し，Paclitaxel腹腔内投与併用のS1+Paclitaxel療法を6コース施行したところ著効し，原発巣と腫大リンパ節の
縮小，大網内の濃度の正常化，腹水の減少，CA125値の正常化が得られた。さらに腹腔ポートからの腹腔洗浄細胞診
はCY0で非切除因子は消失した。有害事象としてはCTCAE grade 3の関節炎が発生したが，休薬とステロイド使用に
て軽快した。切除の方針とし胃全摘を施行したところ，開腹所見で腹膜播種を認めず，腹腔洗浄細胞診はCY1で，R1
切除となった。病理組織学的所見はType 4，74×70mm，por2，ypT3N1，sci，INFc，ly1，v1，PM0，DM0，組織学
的効果grade 1bであった。術後は合併症なく退院。その後は同レジメンの化学療法を継続し，術後6ヶ月で無再発生存
中である。集学的治療が奏効した高度の腹膜播種胃癌の1例である。
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腹膜・他　15：15～15：45
座長　小林　正史（社会保険鰍沢病院外科）

十二指腸穿孔に対して保存的加療後、
腹腔内デスモイド腫瘍を発症した一例
大野　晃一、大野　晃一、池野　龍雄、宮本　英雄、坂口　博美、五明　良仁、斉藤　拓康、小山　誠、川口　研二
厚生連篠ノ井総合病院
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　症例は31歳男性、平成23年2月に十二指腸穿孔、腹腔内膿瘍にて当科で保存的加療された。外来フォローアップ中
再度膿瘍形成あるも抗生剤加療にて軽快していた。平成24年11月、フォローアップCTにて腹腔内左側に10cm大の腫
瘤を指摘された。増大傾向を示し、MRIでは周囲浸潤は見られず、PET-CTにて集積有り、肉腫の疑いであったため、
平成25年1月に腹腔内腫瘍切除術を施行した。病理組織診断では増殖細胞間の膠原線維の増生が見られ、核密度は低
く分裂像もほとんど見られず、免疫染色においてα-SMA、desmin、CD34、c-kit、S-100 protein陰性であり、β
-catenin陽性でデスモイド腫瘍と診断された。β-catenin遺伝子は創傷治癒で中心的役割を持つと言われており、腹部
外傷、開腹手術などの機械的刺激により遺伝子変異を起こしデスモイド腫瘍発生の一因となると考えられている。ま
た、APC(Adenomatous polyposis)遺伝子はβ-cateninの調整に関わっているとされ、家族性大腸ポリポーシスにデス
モイド腫瘍が合併することも知られている。今回家族性大腸腺腫症の合併や腹部手術既往のない腹膜原発デスモイド
腫瘍の稀な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。

IgG4関連疾患と考えられた腸間膜脂肪織炎の一例
野澤　優次郎1、坂　　暁子1、中村　厚夫1、八木　一芳1、岡本　春彦2、小野　一之2、田宮　洋一2
1新潟県立吉田病院　消化器内科、2新潟県立吉田病院　外科
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　症例は80歳代、男性。2012年12月黒色便、左下腹部痛を主訴に近医を受診した。上部消化管内視鏡検査で異常を認
めず、腹部エコーで左下腹部に高エコーの腫瘤性病変を指摘された。精査加療目的に当院を紹介受診した。血液検査
ではCRPの上昇、アルブミン・グロブリン比の低下を認めた。CTでS状結腸間膜脂肪織の濃度上昇とS状結腸の全周
性壁肥厚を認めたが、大腸内視鏡検査では浮腫状の狭窄を認めるのみで、粘膜面に異常所見は認められなかった。以
上から腸間膜脂肪織炎を最も疑い、腸管安静、抗生剤の投与を開始した。しかし、炎症所見の改善が乏しく、狭窄症
状が出現したために手術の方針となった。開腹すると、S状結腸間膜は著しく肥厚し、下行結腸、S状結腸と一塊とな
り、後腹膜と強固な癒着を認めた。また、小腸間膜に2 cm大の硬結を認めた。S状結腸および虫垂切除術が施行された。
病理では漿膜下に炎症細胞浸潤と線維化を認めた。炎症細胞はリンパ球、形質細胞からなり、IgG4陽性形質細胞を多
数認めた。術後の血中IgG4は101 mg/dlであった。嘔吐が続くため、術後17日にCTを施行施行すると小腸狭窄と左尿
管の限局性壁肥厚と狭窄、それに伴う左水腎症を認めた。術後18日からステロイドの投与（125 mg/日を3日間静注し
た後、20 mg/日の内服）を開始すると、嘔吐および左水腎症は速やかに改善した。術後31日に退院し、現在ステロイ
ド 20 mg/日の内服を継続している。
　原因不明の腸間膜脂肪組織の慢性非特異的炎症である腸間膜脂肪織炎は、画像所見のみでは確定診断できず、手術
が施行される例も少なくない。ステロイドの使用で改善する例も報告されているが、有効な治療法は確立されていな
い。本例のようにIgG4関連疾患と考えられた腸間膜脂肪織炎の症例報告は少なく、貴重な症例と考えられたため報告
する。
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腫瘍塞栓性肺微小血管障害(PTTM)を来たし
急速な経過をたどった腹膜漿液性乳頭状腺癌の１剖検例
田中　裕貴1、渡邉　雄介1、堀米　亮子1、本間　　照1、石原　法子2、窪田　智之1、岩永　明人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済生会新潟第二病院　病理診断科
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　70歳代、女性。既往歴は高血圧症のみ。3年前から時々労作時の呼吸困難を自覚し、近医を受診していたが胸部単
純写真、心電図上は異常を指摘されなかった。1週間前から急激に症状が増悪し歩行困難となり当科受診。胸部単純
写真で心陰影と縦隔陰影の拡大を認め、肺性心あるいは右心負荷が疑われた。胸部CTでは鎖骨上窩、縦隔、大動脈
周囲に大小多数のリンパ節腫大を認めた。血管内に血栓、塞栓は無く、肺野にも異常は認めなかった。腹部骨盤部CT
では、ダグラス窩に腫瘤と左卵巣付近に充実性腫瘤を認めた。悪性リンパ腫や転移性腫瘍などが疑われ、入院第1,2病
日に上下部消化管内視鏡検査を行ったが、特記すべき異常所見を認めなかった。病理組織確定のため第3病日に頚部
リンパ節から穿刺吸引細胞診を行った。腺癌と診断された。PSは急速に不良となり化学療法の使用は困難と考えられ
た。増悪する呼吸困難に対して全身ステロイド投与を試みたが効果はなかった。第7病日にはさらに呼吸状態が悪化し、
胸部単純写真では縦隔拡大を認めたが肺野は異常なく、微小な腫瘍塞栓による肺塞栓が疑われた。塩酸モルヒネによ
る緩和治療を開始したが、同日死亡された。剖検の結果、腹膜漿液性乳頭状腺癌による腫瘍塞栓性肺微小血管障害
(PTTM)が死因と考えられた。腹膜癌、PTTMは比較的稀な疾患、病態であり、文献的考察を加えて報告する。
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ランチョンセミナー　12：00～13：00

化学療法新時代における大腸癌肝転移治療の新展開
横浜市立大学　消化器・腫瘍外科学

田　中　邦　哉  先生

略　　歴

　田　中　邦　哉　（たなか　　くにや）

学　　歴

　1989年　福島県立医科大学卒業
　1997年　医学博士号 (横浜市立大学第867号)

職　　歴

　1989年  横浜市立大学医学部附属病院臨床研修医
　1991年  横須賀共済病院外科医員
　1992年  横浜市立大学医学部附属病院診療医
　1994年-1995年 米国UCLA medical center留学 (Busuttil RW教授) 
　1997年  横浜市立大学医学部助手
　2001年-2002年 仏国Hôpital Paul Brousse Centre Hépato-Biliare留学
   (Bismuth H教授)
　2005年  横浜市立大学　消化器病態外科学　準教授 (講師相当)
　2007年  横浜市立大学　消化器・腫瘍外科学　准教授

学会活動

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、評議員）、日本臨床外科
学会（評議員）、日本肝胆膵外科学会（高度技能指導医、評議員）、
日本消化器病学会（専門医）、日本臨床腫瘍学会（指導医）、他
Editorial Board：World Journal of Gastrointestinal Surgery、Updates in Surgery (official journal of the 
Italian society of surgery)、World Journal of Surgical Procedures、Journal of Gastrointestinal & 
Digestive System
受　　賞

　2007年　第16回手術手技研究会指定研究賞
　2008年　横浜医学会賞
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　従来、大腸癌肝転移の外科切除は「門脈循環内における転移は局所治療の適応」といった概
念で開始されたが、近年の化学療法 (化療)の進歩と相俟ってその適応は著しく拡大されてき
た。切除は本疾患の治療成績を確実に改善させるため、今後さらなる適応拡大が望まれる。こ
のためには化療のさらなる進歩に加えて肝切除手技の工夫や切除技術の向上が必須であり、さ
らには局所治療といった考えではなく全身病の中での外科治療といった位置づけでの切除戦略
が望まれる。
　肝切除技術の工夫・向上に関しては、「門脈塞栓術あるいはこれに計画的二期的切除を併用
した手技」や「脈管合併切除・再建を伴う肝切除」などが挙げられる。二期的切除の中でも
Associated liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy (ALPPs)手技は近年報
告され、残存予定肝容量の早急な増大を期待した手技として注目されている。一方、全身病の
一部の治療といった概念に基づく戦略としては、「化療により消失したCR病巣を遺残させる切
除」や「切除断端に癌が一部露出するようなR1切除」に加えて、「同時性転移例に対するliver-
first reversed management」、「焼灼治療のTest-of-time approach」などが挙げられる。最近では、

「転移性肝癌に対する肝移植」についても再考する報告が散見されており、さらに当教室では
化療奏効例に対する減量肝切除の可能性も模索している。
　以上、本講演では大腸癌肝転移治療の現状と問題点に関して、上記のような点に注目して教
室の治療成績も踏まえながら報告する。

講演要旨
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座長　飯野　　弥 ( 山梨大学医学部第一外科 )

13:10~14:10

専門医セミナー

日本消化器病学会甲信越支部専門医セミナー

炎症性腸疾患 (IBD) の現状と最近の進歩

藤  山  佳  秀 先生

プログラム

滋賀医科大学内科学講座消化器内科
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専門医セミナー　13：10～14：10

炎症性腸疾患（IBD）の現状と最近の進歩
滋賀医科大学内科学講座消化器内科

藤　山　佳　秀  先生

略　　歴

　藤　山　佳　秀（ふじやま　よしひで）

学　　歴

　1973年３月　京都府立医科大学卒業

職　　歴

　1973年５月　京都府立医科大学附属病院研修医（第三内科）
　1975年４月　伊香郡病院組合立伊香病院内科医員
　1976年４月　北海道大学医学部第一生化学教室に派遣
　1977年４月　滋賀医科大学医学部助手（内科学第二講座）
　1988年１月　滋賀医科大学医学部講師（第二内科）
　1989年10月　コロラド大学医学部消化器内科（文部省在外研究員：1990年12月まで）
　1994年８月　滋賀医科大学医学部助教授（内科学第二講座）
　1999年３月　国際協力事業団ケニア感染症研究対策プロジェクト・フェーズII
  チーフアドバイザー・プロジェクトリーダー（2000年4月まで）
　2002年４月　滋賀医科大学医学部内科学講座教授（消化器内科）
　2006年４月　滋賀医科大学附属病院副病院長兼務（研修担当：2008年3月まで）
　2008年４月　滋賀医科大学保健管理センター長兼務
　2012年４月　滋賀医科大学附属病院病院長補佐（臨床研究開発担当）

学会活動

日本内科学会（前理事、認定医、指導医、評議員）、日本消化器病学会（専門医、指導医、財団評議
員、前近畿支部支部長）、日本消化器内視鏡学会（専門医、指導医、評議員）、日本消化吸収学会（理
事）、日本消化器免疫学会（理事）、日本肝臓学会、日本神経消化器病学会（常任理事）、日本静脈経
腸栄養学会（前理事、監事）、日本高齢消化器病学会（理事）、日本炎症性腸疾患研究会（理事）、日
本癌学会、日本免疫学会、日本老年医学会（指導医、代議員）、日本血液学会（専門医、代議員）、
The American Gastroenterological Association, The American Association for Immunologist, The 
American College of Gastroenterology (Fellow) 、The Society for Mucosal Immunology,

　厚生労働省難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班員
　厚生労働省難治性疾患克服研究事業「腸管不全に対する小腸移植技術の確立に関する研究」班員
　厚生労働省小腸移植の基準などに関する作業班班員（2009）
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炎症性腸疾患（IBD）の現状と最近の進歩

　炎症性腸疾患（IBD）と総称されるクローン病と潰瘍性大腸炎は、ともに消化管に原因不明
の慢性炎症を生じる疾患であり、厚労省難治性疾患克服研究事業対象疾患であり、同特定疾患
治療研究事業により医療費助成の対象となっている。両疾患ともに罹患者数は年々増大の一途
を辿り、平成23年度末現在の特定疾患医療受給者証の交付件数、潰瘍性大腸炎が133,543件で、
クローン病が37,721件に上っている。この増加要因として生活スタイルや食生活あるいは衛生
環境の変化が想定されている。実際、農林水産省食糧需給調査の国民一人・一年当たり供給純
食料の推移によると1960年と比べ2008年には穀類が35％減少し、逆に肉類は3倍、乳製品は2.46
倍、油脂類は2.3倍、鶏卵は1.47倍と増加している。すなわち、脂質摂取量の増加、炭水化物・
食物線維摂取の減少に特徴づけられる。
　IBDの病因は未だ解明されていないが、複数の遺伝的要因を背景として、消化管内環境とく
に腸内細菌叢に対する宿主免疫応答の変調を病因とする流れ主流となっている。GWASにより
炎症性腸疾患感受性遺伝子の報告が数多くなされるようになり、既に100を越える遺伝子の
SNPsが報告されている。その特徴は大きく潰瘍性大腸炎では消化管上皮バリア関連遺伝子群、
クローン病では細胞内細菌処理関連遺伝子群、両者に共通するものとしてIL23シグナル関連遺
伝子群の異常が示されている。一方、腸内細菌叢に関しては分子生物学的プロファイル解析

（16SrRNA、Metagenomics）が行われており、腸内細菌叢多様性の減少とともに、クローン病
では健常人と異なるプロファイルを示すのに対して、潰瘍性大腸炎では健常人とoverlapする
部分があるとされている。免疫応答の変調に関しては本症モデルマウスを中心に従来のTh1/
Th2パラダイムを塗り替える数多くの新たな知見が積み重ねられている。
　本症の治療は、TNFα抗体製剤を初めとする生物製剤の登場や免疫調節・抑制剤の本症への
応用により大きく変貌を遂げてきており、粘膜治癒ひいては機能的治癒がその治療目標と掲げ
られるようになっている。厚労省難治性腸管障害研究班では治療指針の改訂を経年的に行って
いるが、本症の治療にあたっては治療選択とあいまって薬剤代謝や薬剤動態を念頭に置いた
個々症例毎の治療戦略の構築が求められる時代となっている。

講演要旨
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第29回　日本消化器病学会甲信越支部教育講演会

Barrett’s 食道癌の内視鏡診断と治療

小　山　恒　男  先生

座長　佐藤　　公 ( 山梨大学医学部第一内科 )

プログラム

佐久総合病院胃腸科部長

教育講演会Ⅰ
15:50~16:50

大腸鋸歯状病変の病理診断と分子異常

菅　井　　有  先生

座長　加藤　良平 ( 山梨大学人体病理学講座 )

岩手医科大学病理学講座教授

教育講演Ⅱ
16:50~17:50

肝 細 胞 癌 の M R I

角　谷　眞　澄　先生

座長　藤井　秀樹 ( 山梨大学医学部第一外科 )

信州大学画像医学講座教授

教育講演Ⅲ
17:50~18:50
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教育講演Ⅰ

Barrett's食道癌の内視鏡診断と治療
佐久総合病院胃腸科　部長

小　山　恒　男  先生

略　　歴

　小　山　恒　男（おやま　つねお）

学　　歴

　1985年　滋賀医科大学卒業

職　　歴

　1985年　佐久総合病院臨床研修医
　1991年　新潟大学第１病理学教室研究生 
　1992年　佐久総合病院内科医長
　2002年　佐久総合病院胃腸科部長
　2012年　UCLA invited professor

学会活動

日本食道学会（理事）、日本消化器病学会（評議員）、日本消化器内視鏡学会（評議員）、日本胃癌学
会（評議員）、消化管学会（評議員）、他
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1.　疫学
食道癌の組織型は大部分が扁平上皮癌（SCC）で食道腺癌（Esophageal adenocarcinoma: EAC）は稀
であった。しかし、欧米ではEACが急増し、1998年には過半数を占めるに至った1）。一方、日本で
は依然として、食道癌の大部分はSCCで、日本食道学会の全国登録データーベースによる解析では
EACは３％に過ぎない2)。
Barrett食道はEACの危険因子とされてきたがその発生頻度は研究の規模が大きくなるにつれ、低くな
る傾向があり、11028名のBarrett食道患者を中央値5.2年経過観察したデンマークのコホート研究の結
果では、EACの発生頻度は1000人年あたり1.2例と従来より低い結果であった3）。

2.　Barrett食道の定義
米国におけるBarrett食道は円柱上皮で被われた食道で、腸上皮化生を伴うものと定義されている4)。
一方、食道癌取扱い規約第10版では、「胃から連続性に食道に伸びる円柱上皮で、腸上皮化生の有無
を問わない」と明記されている5)。　
Barrett食道の長さは Prague C & M Criteriaを用いて記載する6)。CはCircumferential(全周性)、Mは
Maximum(最長部)の略であり、例えば全周性に2cmだが、後壁側のみが5cmの場合はC2M5と記載する。
また、全周性部が3cmを越えるとLong segment Barrett’ s esophagus (LSBE)、これより短いものを
Short Segment Barrett’ s esophagus (SSBE)と表記する。

3.　Surveillance 
　米国における標準的surveillance法はSeattle protocolすなわち、1-2cm毎の盲目的4点生検とされてい
る7)。初期のEACは内視鏡所見が軽微であり、内視鏡所見からの診断は困難と考えられているからで
ある。
　
4.　EACの内視鏡所見
EACの内視鏡所見は基本的に早期胃癌の内視鏡所見と同様で、色調差、高低差が診断の発見の鍵であ
る。これらを詳細に観察するためにはプロナーゼ前処置で付着粘液を分解し、ガスコン水で洗浄する
事が重要である。

5.　拡大内視鏡による側方進展範囲診断
EACは平坦な病変が多く、時にその側方進展範囲診断は困難である。この場合でもNBI拡大内視鏡を
用いて、その表面構造、血管構造を詳細に検討すると側方進展範囲診断が可能となる8､9)。

6.　EACに対する内視鏡的治療の適応
内視鏡治療の適応はリンパ節転移の危険が極めて低い病変であり、適応を決めるためには深達度別の
リンパ節転移率を検索する必要がある。Dumbarらは外科的手術が施行され、リンパ節転移の検索が
報告されたEAC粘膜内癌1350例を対象としたsystematic reviewを行った結果、粘膜内EACのリンパ節
転移率は1.93% (95% CI 1.19 – 2.66%)であったことを報告した10)。

1).　Devesa SS, Blot WJ, Fraumeni JF Jr : Changing　patterns in the incidence of esophageal and 
gastric　carcinoma in the United States. Cancer 83 ;　2049―2053 : 1998
2).　Soji Ozawa, Yuji Tachimori, Hideo Baba, Mitsuhiro Fujishiro, Hisahiro Matsubara, Hodaka 
Numasaki, Tsuneo Oyama, et al. Comprehensive Registry of Esophageal Cancer in Japan, 
2004,esophagus  9:75–98, 2012
3).　Frederik Hvid-Jensen, Lars Pedersen, Asbjørn Mohr Drewes, Henrik Toft Sørensen and Peter 
Funch-Jensen. Incidence of Adenocarcinoma among Patients with Barrett’ s Esophagus. N Engl J Med 
2011; 365: 1375-83.
4).　Sampliner, R.E.: The Pracice Parameters Committee of the American College of Gastroenterology: 
updated gidelines for the diagnosis, surveillance, and therapy of Barrett’ s esophagus. Am. J. 
Gastroenterol.97; 1888-1895, 2002
5).　日本食道学会編、食道癌取扱い規約、金原出版, 2008.
6).　Sharma, P. et al: The Development and Validation of an Endoscopic Grading System for Barrett’ s 
Esophagus: The Prague C & M Criteria. Gastroenterology 2006; 131: 1392-1399.
7).　ASGE Standards of Practice Committee, The role of endoscopy in Barrett’ s esophagus and other 
premalignant conditions of the esophagus. Gastrointest Endosc 2012; 76:1087-94.
8).　小山恒男、高橋亜紀子、北村陽子、他。胃の潰瘍性病変の拡大内視鏡所見と良悪性鑑別、胃と
腸42：706-710、2007.
9).　小山恒男、友利彰寿、高橋亜紀子、他；Barrett 食道癌の内視鏡診断―拡大内視鏡を併用した側
方範囲診断、胃と腸；46 : 1836–1842，2011
10).　Dumbar K B and Spechler SJ. The risk of lymph-node metastases in patients with high-grade 
dysplasia or intramucosal carcinoma, in Barrett’ s esophagus: a systematic review. Am J Gastroenterol 
2012; 107: 850-62

講演要旨
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教育講演Ⅱ

大腸鋸歯状病変の病理診断と分子異常
岩手医科大学病理学講座教授

菅　井　　　有  先生

略　　歴

　菅　井　　有（すがい　たもつ）

学　　歴

　1984年３月　岩手医科大学医学部卒業

職　　歴

　1984年４月　岩手医科大学医学部第1内科学講座副手
　1986年４月　岩手医科大学医学部中央臨床検査部臨床病理部門助手
　1993年４月　岩手医科大学臨床検査医学講座講師
　1997年５月　千葉県銚子市で内科医院開業
　1998年４月　岩手医科大学臨床検査医学講座講師
　2000年４月　岩手医科大学臨床病理部門助教授 
　2008年４月　同病理学講座分子診断病理学分野准教授
　2008年５月　岩手医科大学附属病院病理診断科部長
　2010年４月　岩手医科大学医学部病理学講座分子診断病理学教授

学会活動

日本病理学会（学術評議委員，コンサルタント病理医）、日本消化器病学会（評議員，大腸ポリープ
ガイドライン作成委員会委員）、日本消化管学会（代議員）、日本消化器癌発生学会（評議員）、日本
消化器病学会（東北支部評議員)，日本消化器内視鏡学会（東北支部評議員)，日本臨床細胞学会（東
北支部理事），日本甲状腺外科学会（評議員），日本胃癌学会（評議員，取り扱い規約委員)，日本食
道学会（評議員），日本婦人科腫瘍学会（評議員），大腸癌研究会（世話人，病理委員会委員，各種
プロジェクト研究委員），日本家族性腫瘍学会（評議員），早期胃癌研究会（運営委員），早期大腸癌
研究会（世話人） 
The American Society for Investigative Pathology (ASIP), regular member
Pathology International 刊行委員，Esophagus 刊行委員，Gastric Cancer刊行委員，ISRN Oncology 
Editorial board，胃と腸　編集委員，病理と臨床　編集委員
受　　賞

　圭陵会褒賞、日本病理学会奨励A演説、早期胃癌研究会最優秀演題賞
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要旨
鋸歯状ポリープは主に過形成性ポリープ、鋸歯状腺腫、sessile serrated adenoma/polyp (SSA/P)、
に分類されるのが一般的である。これらのポリープは互いに関連しているが、独立病変として
承認されている。前癌病変としての観点からは鋸歯状腺腫とSSA/Pが重要で、特に後者はMSI
陽性大腸癌の前駆病変として重要視されている。最近大腸癌研究会プロジェクト研究において、
本邦独自のSSA/Pの診断基準が提案された。それによると、SSA/Pの病理組織像の特徴は、1) 
腺管底部のL字状所見、逆T字状所見、2) 腺管の拡張、3) 不規則な分枝像、などである。この
ポリープの分子発生メカニズムは、BRAF変異、CIMP - high、MSIで特徴づけられる。一方で
鋸歯状ポリープの最終的な病変はMSI陽性大腸癌のみでなく、MSS癌の場合もあることも指摘
されている。鋸歯状ポリープは臨床病理学的、分子病理学的にも従来のadenoma-carcinoma 
sequenceとは異なった経路を構成する病変で、大腸癌の発癌メカニズムを考える上で欠かすこ
とのできない重要な病変である。

講演要旨
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教育講演Ⅲ

肝細胞癌のMRI
信州大学画像医学講座教授

角　谷　眞　澄  先生

略　　歴

　角　谷　眞　澄　（かどや　ますみ）

学　　歴

　1977年　金沢大学医学部卒

職　　歴

　1977年７月　金沢大学医学部附属病院　研修医
　1977年10月　金沢大学医学部附属病院　助　手
　1979年４月　福井県済生会病院放射線科医長
　1981年４月　金沢大学医学部　　　　　助　手
　1986年４月～1987年 3 月
　アメリカ合衆国Duke大学放射線科　Associated Researcher
　1993年４月　金沢大学医学部附属病院　講　師
　1999年２月　金沢大学医学部　　　　　助教授
　2000年11月　信州大学医学部画像医学講座　教　授

学会活動

日本医学放射線学会（理事）、日本磁気共鳴医学会、日本画像医学会、
日本インターベンショナルラジオロジー学会、
日本核医学会、日本肝臓学会、日本肝癌研究会、日本肺癌学会
日本消化器病学会、Radiological Society of North America
日本腹部放射線研究会（理事）
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　肝細胞癌は、進行肝癌と早期肝細胞癌(早期肝癌)に大別されるが、画像所見には病変の腫瘍
径、形状、組織像（細胞異型や構造異型）およびvasucularityが反映される。また、腫瘍内に内
包されるKupffer細胞の多寡や機能、癌細胞の肝細胞性機能の有無や程度なども、MR造影剤で
評価可能である。組織コントラストに優れ、かつ多彩な造影剤を駆使できるMRIの、肝細胞癌
の画像診断における有用性と留意点を解説する。
Ⅰ.　単純MRI
　径2cmを超える単純結節型の進行肝癌の特徴である線維性被膜やモザイクパターンは、高率
に描出可能である。肝細胞癌は脂肪化、出血、偽腺管形成、peliotic changeなどを伴うことが
あるが、T1強調像やT2強調像の信号強度から類推可能である。
Ⅱ.　造影MRI
　細胞外液に分布する非特異性造影剤と細胞内に取り込まれる特異性造影剤に大別され、後者
には網内系と肝細胞胆道系がある。
１. 細胞外液性造影剤
　水溶性ガドリニウム(Gd)製剤は水分子のT1短縮効果を示し、呼吸停止下に施行できるGRE
法によるダイナミックスタディは、進行肝癌を早期濃染病変として検出できる。また、血管外
間質への分布状態は、遅延性濃染として平衡相で描出できる。
２. 網内系造影剤
　超常磁性酸化鉄粒子(SPIO)はクッパー (Kupffer)細胞に取り込まれて局所磁場の不均一をき
たすため、T2*強調像やT2強調像で正常肝の信号は低下する。進行肝癌と異型結節の鑑別が有
用と期待されたが、高分化肝癌の一部はKupffer細胞を有するため異型結節との鑑別診断には
限界がある。
３. 肝細胞胆道系造影剤
　細胞膜に発現するトランスポーター (OATP8)によって肝細胞に取り込まれ、排泄系トラン
スポーター (MRP2)によって胆汁中に排泄されるGd製剤である。細胞外液性Gd製剤と同様、
分布域はT1強調像で高信号を呈する。ダイナミックスタディによって病変のvascularityを評価
できる。造影20分後の肝細胞相では肝実質はT1強調像で高信号を示し、肝細胞癌は低信号に
描出される。早期肝癌の検出能の向上も期待できるが、高度異型結節との鑑別が課題である。

講演要旨
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