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消化器病・消化器内視鏡合同分科会

（第113回日本消化器病学会北海道支部例会）

（第107回日本消化器内視鏡学会北海道支部例会）

日　時：  平成25年8月31日㈯　8：55～18：10 

平成25年9月1日㈰ 　9：00～16：15

会　場：  札幌コンベンションセンター 

第1会場204会議室 -2階 

第2会場小ホール  -2階 

第3会場206会議室 -2階 

札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1 

TEL（011）817-1010

会　長：  第113回日本消化器病学会北海道支部例会 

旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野　教授　羽田　勝計 

第107回日本消化器内視鏡学会北海道支部例会 

製鉄記念室蘭病院消化器・血液腫瘍内科　副院長　前田　征洋

・合同シンポジウム1「消化管疾患における画像診断の進歩」

 日時：平成25年9月1日（日）        14：00～16：10

・合同シンポジウム2「肝胆膵疾患における画像診断の進歩」

 日時：平成25年9月1日（日）        9：00～12：00

・第5回 日本消化器病学会北海道支部専門医セミナー 症例検討会　

 日時：平成25年8月31日（土）       15：30～17：00

・ランチョンセミナー

 日時：平成25年8月31日（土）・9月1日（日） 12：20～13：15

	 	 消化器病分科会事務局：	旭川医科大学内科学講座	病態代謝内科学分野　講師　麻生　和信

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 TEL	（0166）68-2454　FAX	（0166）68-2459

消化器内視鏡分科会事務局：	製鉄記念室蘭病院　消化器・血液腫瘍内科　副院長	前田　征洋

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 TEL	（0143）44-4650　FAX（0143）47-4353

1.		一般演題：口演6分、討論2分　シンポジウム：口演8分、残り時間にて総合討論　	

内視鏡プレナリー：口演6分、討論3分

2.		ご自身のPCを使用される場合はACアダプターを、又Machintoshをご使用の方はMini	D-sub	15	

pin対応コネクターもご持参下さい。

3.		ご発表の30分前までにはPC受付へお越し下さい。

4.		参加者は参加費2,000円を受付でお支払い下さい。
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消化器病・消化器内視鏡合同分科会

（第 113回日本消化器病学会北海道支部例会）

（第 107回日本消化器内視鏡学会北海道支部例会）

日　時：  平成25年8月31日㈯　8：55～18：10 

平成25年9月1日㈰ 　9：00～16：15

会　場：  札幌コンベンションセンター 

第1会場204会議室 -2階 

第2会場小ホール  -2階 

第3会場206会議室 -2階 

札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1 

TEL（011）817-1010

会　長：  第113回日本消化器病学会北海道支部例会 

旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野　教授　羽田　勝計 

第107回日本消化器内視鏡学会北海道支部例会 

製鉄記念室蘭病院消化器・血液腫瘍内科　副院長　前田　征洋

・ランチョンセミナー1：平成25年8月31日（土）　12：20～13：15　第1会場

「進行肝細胞がんに対するソラフェニブの治療成績～早期治療効果およびPD判定後の治療工夫～」

　座長：　武冨　紹信 （北海道大学大学院　消化器外科学Ⅰ　教授）

　演者：　葛谷　貞二 （名古屋大学大学院　消化器内科学　助教）

・ランチョンセミナー2：平成25年8月31日（土）　12：20～13：15　第2会場

「ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎の診断と治療」

　座長：　藤谷　幹浩 （旭川医科大学　内科学講座　消化器・血液腫瘍制御内科学分野　准教授）

　演者：　加藤　元嗣 （北海道大学病院　光学医療診療部　診療教授）

・ランチョンセミナー3：平成25年8月31日（土）　12：20～13：15　第3会場

「ラジオ波焼灼療法の基礎知識」「困難症例における治療戦略」

　座長：　坂本　直哉 （北海道大学　大学院　医学研究科　内科学講座消化器内科分野　教授）

　演者：　大村　卓味 （JA北海道厚生連　札幌厚生病院　第3消化器内科　主任部長）

　　　　　山下　竜也 （金沢大学附属病院　地域医療教育センター　消化器内科　特任教授）

・ランチョンセミナー4：平成25年9月1日（日）　12：20～13：15　第1会場

「Barrett食道・表在癌　-本邦の現状と世界の動向-」

　座長：　鈴木　潤一 （KKR札幌医療センター　副院長）

　演者：　郷田　憲一 （東京慈恵会医科大学　内視鏡科　講師）

・ランチョンセミナー5：平成25年9月1日（日）　12：20～13：15　第2会場

「3剤併用療法によって近づいたC型肝炎根治の時代」

　座長：　高後　裕  （旭川医科大学　内科学講座　消化器・血液腫瘍制御内科学分野　教授）

　演者：　中牟田　誠 （九州医療センター　消化器科　科長）

・ランチョンセミナー6：平成25年9月1日（日）　12：20～13：15　第3会場

「H.pylori感染胃炎除菌時代の経鼻内視鏡」

　座長：　黒河　聖  （JA北海道厚生連　札幌厚生病院　第1消化器内科　主任部長）

　演者：　圓尾　隆典 （日本赤十字社　大阪赤十字病院　消化器内科　副部長）

・第5回　日本消化器病学会北海道支部専門医セミナー　症例検討会：

　平成25年8月31日（土）15：30～17：00
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第 1会場
〔 8月31日(土)  （第1日目）〕

消化器専修医-肝胆膵1（9：00～9：24）

 座長 高木　秀安（  札幌医科大学消化器・免疫・リウマチ内科）

1（消）．  サイトメガロウイルスによる急性肝炎重症型の1例

○ 林　　 秀 美，   河 端　 秀 賢，   伊 東　　 誠，   富 永 三 千 代，   富 永　 素 矢，   藤 井　 常 志，   

長谷部千登美   （旭川赤十字病院消化器内科）

2（消）．  脾摘後門脈血栓症・慢性DICにトロンボモジュリンアルファの長期投与が奏効した1例

○ 相馬　　学，   澤田　康司，   中嶋　駿介，   前田　重明，   阿部　真美，   大竹　孝明，   藤谷　幹浩，   

高後　　裕   （旭川医科大学消化器・血液腫瘍制御内科学分野）

3（消）．  erythromycin内服を契機に発症し長期間持続した肝障害の1例

○ 櫻田　　晃  1  ，  宮西　浩嗣  1  ，  河野　　豊  1  ，  保木　寿文  1  ，  田村　文人  1  ，  堀口　拓人  1  ，  林　　　毅  1  ，  

佐藤　　勉  1  ，  佐藤　康史  1  ，  瀧本　理修  1  ，  小船　雅義  1  ，  加藤　淳二  1  ，  鹿毛　政義  2     （札幌医科大

学医学部腫瘍・血液内科学講座  1  ，久留米大学病院病理部  2  ）

消化器専修医-肝胆膵2（9：24～9：40） 座長 古家　　乾（  北海道社会保険病院消化器病センター）

4（消）．  広範な腹膜播種を伴った肝外発育型肝細胞癌の1例

○ 永井　一正，   辻　　邦彦，   山崎　　大，   松居　剛志，   姜　　貞憲，   桜井　康雄，   児玉　芳尚，   

真口　宏介   （手稲渓仁会病院消化器病センター）

5（消）．  進行肝細胞癌患者に対するソラフェニブの治療効果と高血圧に関する検討

○ 平山　大輔  1  ，  阿久津典之  1  ，  福田昂一郎  1  ，  若杉　英樹  1  ，  志谷　真啓  1  ，  本谷　雅代  1  ，  高木　秀安  1  ，  

佐々木　茂  1  ，  金戸　宏之  2  ，  米澤　和彦  3  ，  矢和田　敦  4  ，  安達　雄哉  5  ，  篠村　恭久  1     （札幌医科大

学消化器・免疫・リウマチ内科学講座  1  ，市立室蘭総合病院消化器内科  2  ，市立釧路総合病院消化器内

科  3  ，函館五稜郭病院消化器内科  4  ，市立小樽病院消化器内科  5  ）

消化器専修医-肝胆膵3（9：40～10：12） 座長 横山　和典（  日鋼記念病院消化器センター）

6（消）．  胆嚢癌との鑑別に苦慮した底部型胆嚢腺筋症の1切除例

○ 木井　修平，   小笠原和弘，   島田　慎吾，   小柳　　要，   徳渕　　浩，   小林　篤寿，   河合　朋昭，   

小林　清二，   草野　満夫   （釧路労災病院外科）

7（消）．  分枝型膵管内乳頭粘液性腫瘍の経過観察中に発見されたpT1膵癌の1切除例

○ 在原　洋平  1  ，  久居　弘幸  1  ，  小柴　　裕  1  ，  宮崎　　悦  2  ，  前田　喜晴  3  ，  佐藤　正文  3  ，  川崎　亮輔  3  ，  

行部　　洋  3  ，  平子　　匡  4  ，  池田　裕貴  4     （伊達赤十字病院消化器科  1  ，伊達赤十字病院内科  2  ，伊達

赤十字病院外科  3  ，札幌医科大学腫瘍・血液内科学講座  4  ）

8（消）．  局所過進展及び#16リンパ節転移を伴うStage4b膵体尾部癌に対する放射線化学療法後に根治切除が

可能であった1例

○ 石井　雅之  1  ，  木村　康利  1  ，  信岡　隆幸  1  ，  目黒　　誠  1  ，  西舘　敏彦  1  ，  伊東　達哉  1  ，  水口　　徹  1  ，  

古畑　智久  1  ，  荻野　次郎  2  ，  長谷川　匡  2  ，  平田　公一  1     （札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分

泌外科  1  ，札幌医科大学病理部  2  ）

9（消）．  Cystic Pancreatic Neuroendocrine Tumorの1例

○ 内海　辰哉  1  ，  後藤　拓磨  1  ，  河本　　徹  1  ，  藤林　周吾  1  ，  笹島　順平  1  ，  佐々木貴弘  1  ，  坂谷　　慧  1  ，  

田中　一之  1  ，  堂腰　達矢  1  ，  安藤　勝祥  1  ，  上野　伸展  1  ，  稲場　勇平  1  ，  伊藤　貴博  1  ，  盛一健太郎  1  ，  

藤谷　幹浩  1  ，  及川　賢輔  2  ，  三代川斉之  2  ，  高後　　裕  1     （旭川医科大学消化器・血液腫瘍制御内科

学分野  1  ，旭川医科大学病理部  2  ）
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消化器研修医-肝胆膵1（10：12～10：36） 座長 米澤　和彦（  市立釧路総合病院消化器内科）

10（消）．  腹水の出現を契機に診断された特発性胆嚢穿孔の1症例

○ 渡部真裕子  1  ，  佐藤　雄太  1  ，  神山　勇太  1  ，  根間　洋明  1  ，  横山　和典  1  ，  蔵谷　勇樹  1  ，  舩越　　徹  1  ，  

喜納　政哉  1  ，  高田　譲二  1  ，  浜田　弘巳  1  ，  藤岡　保範  2     （日鋼記念病院消化器センター  1  ，日鋼記念

病院病理診断科  2  ）

11（消）．  低アルブミン血症と胸腹水を合併した主膵管型IPMNの1症例

○ 萩原　　光  1  ，  佐藤　雄太  1  ，  神山　勇太  1  ，  根間　洋明  1  ，  横山　和典  1  ，  蔵谷　勇樹  1  ，  舩越　　徹  1  ，  

喜納　政哉  1  ，  高田　譲二  1  ，  浜田　弘巳  1  ，  藤岡　保範  2     （日鋼記念病院消化器センター  1  ，日鋼記念

病院病理診断科  2  ）

12（消）．  胃癌膵転移の1例

○ 田川　　愛，   小池　祐太，   藤田　與茂，   遠藤　文菜，   小野　雄司，   中村　路夫，   工藤　俊彦，   

永坂　　敦，   西川　秀司   （市立札幌病院消化器内科）

消化器研修医-肝胆膵2（10：36～11：08） 座長 辻　　邦彦（  手稲渓仁会病院消化器病センター）

13（消）．  横隔膜交通症に伴う難治性肝性胸水の1例

○ 中島　正人，   堀井　　享，   眞坂　智寛，   三関　哲矢，   奥　　隆臣   （帯広第一病院消化器内科）

14（消）．  amiodarone 服用中に肝実質のCT 値上昇を伴う肝機能障害を呈した2例

○ 佐々木博敏，   後藤　　学，   三浦　洋輔，   千坂　賢次，   森合　哲也   （恵み野病院消化器内科）

15（消）．  非典型的な染影パターンを示した中分化型肝細胞癌の1例

○ 川浪康太郎  1  ，  古家　　乾  1  ，  馬場　　英  1  ，  小泉　忠史  1  ，  定岡　邦明  1  ，  関谷　千尋  1  ，  数井　啓蔵  2  ，  

中西　一彰  2  ，  市川　伸樹  2  ，  服部　淳夫  3     （北海道社会保険病院消化器センター消化器内科  1  ，北海

道社会保険病院外科  2  ，北海道社会保険病院病理部  3  ）

16（消）．  クモ膜下出血を契機に発見された肝細胞癌の1例

○ 大竹　　晋  1  ，  太田　　雄  1  ，  須藤　隆次  1  ，  玉木　陽穂  1  ，  岡田　充巧  1  ，  麻生　和信  1  ，  高添　　愛  1  ，  

鈴木　裕子  1  ，  今澤　雅子  1  ，  山北　圭介  1  ，  北野　陽平  1  ，  羽田　勝計  1  ，  谷口　雅彦  2  ，  及川　賢輔  3     

（旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野  1  ，旭川医科大学外科学講座消化器病態外科学分野  2  ，

旭川医科大学病理部  3  ）

消化器専修医-消化管1（11：08～11：32） 座長 清水　勇一（  北海道大学消化器内科）

17（消）．  食道原発mucoepidermoid carcinomaの1症例

○ 斉藤健太郎，   大島　隆宏，   上坂　貴洋，   西澤　竜矢，   奥田　耕司，   菊地　一公，   武田　圭佐，   

大川　由美，   三澤　一仁，   佐野　秀一   （市立札幌病院外科）

18（消）．  内視鏡的粘膜下層剥離術にて一括切除し得た巨大平滑筋腫の1例

○ 嘉 成　 悠 介，   佐 藤　 康 史，   平 川　 昌 宏，   大 沼　 啓 之，   二 階 堂 と も み，   大 須 賀 崇 裕，   

櫻田　　晃，   井畑　壮司，   林　　　毅，   佐藤　　勉，   宮西　浩嗣，   瀧本　理修，   小船　雅義，   

加藤　淳二   （札幌医科大学腫瘍・血液内科）

19（消）．  急性食道粘膜病変（AEML）において緊急上部内視鏡検査は必要か

○ 巽　　亮二  1  ，  太田　智之  1  ，  松原　　悠  1  ，  好崎　浩司  1  ，  坂本　　淳  1  ，  佐藤　　龍  1  ，  網塚　久人  1  ，  

木村　圭介  1  ，  古川　　滋  2  ，  前本　篤男  2  ，  折居　史佳  2  ，  蘆田　知史  2     （札幌東徳洲会病院消化器セ

ンター  1  ，札幌東徳洲会病院IBDセンター  2  ）

消化器専修医-消化管2（11：32～11：56）

 座長 信岡　隆幸（  札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座）

20（消）．  トラスツズマブ併用療法後根治切除を施行し組織学的CRが確認されたHER2陽性胃癌の1例

○ 我 妻　 康 平  1  ，  斉 藤 真 由 子  1  ，  矢 島　 秀 教  1,2  ，  鈴 木　 一 也  2  ，  石 黒　 一 也  1  ，  一 色　 祐 介  1  ，  

村上　佳世  1  ，  小野寺　馨  1  ，  能正　勝彦  1  ，  山下健太郎  1  ，  有村　佳昭  1  ，  信岡　隆幸  3  ，  米澤　勝彦  2  ，  

篠村　恭久  1     （札幌医科大学消化器・免疫・リウマチ内科学講座  1  ，市立釧路総合病院消化器内科  2  ，

札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座  3  ）
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21（消）．  十二指腸癌肉腫の1例

○ 飯田　智哉  1  ，  金戸　宏行  1  ，  佐々木　基  1  ，  永縄由美子  1  ，  石上　敬介  1  ，  内藤　崇史  2  ，  中垣　　卓  1  ，  

佐藤　修司  1  ，  清水　晴夫  1  ，  永山　　稔  3  ，  佐々木賢一  3  ，  澁谷　　均  3     （市立室蘭総合病院消化器内

科  1  ，札幌医科大学第一内科  2  ，市立室蘭総合病院外科  3  ）

22（消）．  十二指腸乳頭部原発神経内分泌癌の1例

○ 松野　鉄平  1  ，  藤井　重之  1  ，  佐藤　昌則  1  ，  山田　充子  1  ，  安部　智之  1  ，  櫻井　　環  1  ，  定免　　渉  1  ，  

黒田　裕行  1  ，  前田　征洋  1,2  ，  藤田　美悧  2  ，  仙丸　直人  3  ，  平子　　匡  4     （製鉄記念室蘭病院消化器

内科・血液腫瘍内科  1  ，製鉄記念室蘭病院病理・臨床検査室  2  ，製鉄記念室蘭病院外科・呼吸器外科  3  ，

札幌医科大学医学部腫瘍・血液内科  4  ）

第112回日本消化器病学会北海道支部例会 奨励賞表彰式（13：20～13：30）

消化器専修医-消化管3（13：30～14：02） 座長 野村　昌史（  手稲渓仁会病院消化器病センター）

23（消）．  小腸出血性病変に対するダブルバルーン内視鏡下アルゴンプラズマ凝固止血術の長期予後

○ 大 須 賀 崇 裕，   佐 藤　 康 史，   平 川　 昌 宏，   大 沼　 啓 之，   二 階 堂 と も み，   井 畑　 荘 詞，   

櫻田　　晃，   嘉成　悠介，   林　　　毅，   佐藤　　勉，   宮西　浩嗣，   瀧本　理修，   小船　雅義，   

加藤　淳二   （札幌医科大学腫瘍・血液内科）

24（消）．  糖尿病患者に発症した腸管嚢胞状気腫症の1例

○ 永縄由美子，   清水　晴夫，   飯田　智哉，   佐々木　基，   石上　敬介，   中垣　　卓，   佐藤　修司，   

金戸　宏行   （市立室蘭総合病院消化器内科）

25（消）．  結腸十二指腸瘻を形成したクローン病の1例

○ 佐藤　昌則  1  ，  藤井　重之  1  ，  松野　鉄平  1  ，  山田　充子  1  ，  安部　智之  1  ，  櫻井　　環  1  ，  黒田　裕行  1  ，  

前田　征洋  1  ，  藤田　美悧  2  ，  仙丸　直人  3  ，  平子　　匡  4  ，  定免　　渉  4     （製鉄記念室蘭病院消化器・

血液腫瘍内科  1  ，製鉄記念室蘭病院同病理・臨床検査室  2  ，製鉄記念室蘭病院外科・呼吸器外科  3  ，札

幌医科大学医学部腫瘍・血液内科  4  ）

26（消）．  胃・十二指腸病変を指標としたクローン病の診断能および診断一致率の検討

○ 坂谷　　慧  1  ，  藤谷　幹浩  1  ，  嘉島　　伸  1  ，  内海　辰哉  1  ，  佐々木貴弘  1  ，  田中　一之  1  ，  堂腰　達矢  1  ，  

藤林　周吾  1  ，  安藤　勝祥  1  ，  上野　伸展  1  ，  後藤　拓磨  1  ，  笹島　順平  1  ，  稲場　勇平  1  ，  伊藤　貴博  1  ，  

盛一健太郎  1  ，  横田　欽一  2  ，  高後　　裕  1     （旭川医科大学内科学講座消化器・血液腫瘍制御内科学分

野  1  ，慶友会吉田病院  2  ）

消化器専修医-消化管4（14：02～14：34） 座長 佐川　　保（  北海道がんセンター消化器内科）

27（消）．  憩室を伴う大腸手術の切除範囲決定に関する3D-CTの有用性

○ 及能　拓朗，   古畑　智久，   沖田　憲司，   植木　知身，   秋月　恵美，   水口　　徹，   川本　雅樹，   

平田　公一   （札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座）

28（消）．  大腸ステント留置後の腸管損傷に関する臨床病理学的検討

○ 高橋慶太郎  1  ，  後藤　　充  1  ，  立花　靖大  1  ，  佐藤　智信  1  ，  河本　　徹  1  ，  藤永　明裕  1  ，  斉藤　義徳  1  ，  

柳川　伸幸  1  ，  折居　　裕  1  ，  柴田　　好  1  ，  佐藤　啓介  2  ，  櫻井　宏治  2     （旭川厚生病院消化器科  1  ，

旭川厚生病院臨床検査科  2  ）

29（消）．  膵転移をきたした直腸癌術後症例

○ 八木澤允貴  1  ，  石川　麻倫  1  ，  立野　貴大  1  ，  澤田憲太郎  1  ，  村中　徹人  1  ，  梅村真知子  1  ，  加藤　　励  1  ，  

高坂　琢磨  1  ，  高橋　一宏  1  ，  曾我部　進  1  ，  太宰　昌佳  1  ，  小田　　寿  1  ，  宮城島拓人  1  ，  小林　清二  2  ，  

小笠原和宏  2  ，  高橋　達郎  3     （釧路労災病院内科  1  ，釧路労災病院外科  2  ，釧路労災病院中央検査科  3  ）

30（消）．  mFOLFOX6 + Bevacizumab療法が著効した多発肝転移を有する胃癌・大腸癌の1例

○ 大原　正嗣，   岩永　一郎，   杉浦　　諒，   宮本　秀一，   水島　　健，   江平　宣起，   上林　　実   

（北見赤十字病院消化器内科）
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消化器研修医-消化管2（14：34～15：14） 座長 宮城島拓人（  釧路労災病院内科）

31（消）．  non-surgical pneumoperitoneumの1例

○ 平田　　翔，   安達　雄哉，   伊志嶺　優，   内藤　崇史，   矢花　　崇，   後藤　　啓，   鈴木　　隆，   

近藤　吉宏，   篠村　恭久   （市立小樽病院）

32（消）．  慢性下痢症例に対する大腸粘膜生検の検討

○ 齋藤　　敦，   松原　　悠，   巽　　亮二，   好崎　浩司，   坂本　　淳，   佐藤　　龍，   網塚　久人，   

木村　圭介，   太田　智之   （札幌東徳洲会病院消化器センター）

33（消）．  クローン病における顆粒球吸着療法の有効性と効果予測因子に関する検討

○ 鬼頭　健一，   田中　浩紀，   那須野正尚，   本谷　　聡，   今村　哲理   （札幌厚生病院IBDセンター）

34（消）．  造影検査が診断に有用であった潰瘍性大腸炎合併直腸狭窄の1例

○ 藤山　朋代，   川内　宏仁，   杉山　隆治，   中村　和正，   助川　隆士，   小澤賢一郎，   千葉　　篤，   

垂石　正樹，   斉藤　裕輔   （市立旭川病院）

35（消）．  緩和目的の大腸ステント留置後に化学療法を行った進行直腸癌の1例

○ 住川　拓哉，   後藤　　充，   高橋慶太郎，   河本　　徹，   藤永　明裕，   立花　靖大，   佐藤　智信，   

柳川　伸幸，   斎藤　義徳，   折居　　裕，   柴田　　好   （旭川厚生病院消化器科）

〔 9月1日(日)  （第2日目）〕

シンポジウム2 「肝胆膵疾患における画像診断の進歩」（9：00～12：00）

 座長 大村　卓味（  札幌厚生病院第3消化器内科）

  真口　宏介（  手稲渓仁会病院消化器病センター）

S2-01（消）．  造影超音波による小肝細胞癌治療後再発予測に関する検討

○ 玉木　陽穂，   麻生　和信，   岡田　充巧，   須藤　隆次，   太田　　雄，   大竹　　晋，   高添　　愛，   

鈴木　裕子，   今澤　雅子，   山北　圭介，   北野　陽平，   羽田　勝計   （旭川医科大学内科学講座病

態代謝内科学分野）

S2-02（消）．  Smart Fusion を用いた肝腫瘍の診断と治療

○ 横浜　吏郎  1  ，  安尾　和裕  1  ，  辻　　忠克  1  ，  辻　　　賢  2  ，  斉藤　裕樹  2  ，  松本　学也  2  ，  平野　史倫  2  ，  

西村　英夫  2     （旭川医療センター総合内科  1  ，旭川医療センター消化器内科  2  ）

S2-03（消）．  Multimodality fusion imagingの進歩～新しい自動位置認識システム　Active Trackerと治療支援

装置Virtu TRAX～

○ 町田　卓郎，   目黒　高志，   堀田　彰一，   木下　幸寿，   藤澤　良樹，   碇　　修二，   加藤　貴司，   

佐々木清貴，   山田　裕人，   加賀谷英俊，   中村　英明   （北海道消化器科病院内科）

S2-04（消）．  肝腫瘍の診断・治療におけるCT・MRI fusion造影超音波の有用性

○ 鈴木　康秋，   井尻　学見，   芹川　真哉，   杉山　祥晃   （名寄市立総合病院消化器内科）

S2-05（消）．  肝疾患診療における超音波診断装置の肝硬度評価機能とFusion画像機能の役割

○ 中嶋　駿介  1  ，  阿部　真美  1  ，  澤田　康司  1  ，  前田　重明  1  ，  鈴木　康秋  2  ，  大竹　孝明  1  ，  藤谷　幹浩  1  ，  

高後　　裕  1     （旭川医科大学内科学講座消化器血液腫瘍制御内科学分野  1  ，名寄市立総合病院消化器

内科  2  ）

S2-06（消）．  肝弾性度の解釈と臨床応用

○ 古家　　乾，   馬場　　英，   定岡　邦昌，   小泉　忠史，   関谷　千尋   （北海道社会保険病院消化器

センター消化器内科）

S2-07（消）．  EOB-MRIの肝細胞相で低信号を呈する乏血性病変の検討

○ 堀本　啓大  1  ，  中馬　　誠  1  ，  横尾　英樹  2  ，  神山　俊哉  2  ，  宮本　憲幸  3  ，  夏井坂光輝  1  ，  荘　　拓也  1  ，  

中 井　 正 人  1  ，  佃　　 曜 子  1  ，  佐 藤　 史 幸  1  ，  常 松　 聖 司  1  ，  須 田　 剛 生  1  ，  中 西　　 満  1,4  ，  

柿坂　達彦  2  ，  武冨　紹信  2  ，  坂本　直哉  1     （北海道大学病院消化器内科  1  ，消化器外科I  2  ，放射線科  3  ，

琴似ファミリークリニック  4  ）
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S2-08（消）．  Gd-EOB-DTPA造影MRIの肝細胞相で低信号を呈する乏血性結節の自然経過に関する検討

○ 永井　一正，   辻　　邦彦，   山崎　　大，   松居　剛志，   姜　　貞憲   （手稲渓仁会病院消化器病セ

ンター）

S2-09（消）．  HCCに対するTACE：肝特異性造影剤とcone beam CTの有効活用

○ 作原　祐介   （北海道大学病院放射線診断科）

S2-10（消）．  膵癌の体外式超音波-主に造影CTとの対比-

○ 廣川　直樹   （札幌医科大学医学部放射線医学講座）

S2-11（消）．  造影超音波検査による膵管癌の動脈周囲神経浸潤診断の可能性

○ 西 田　　 睦  1,2  ，  佐 藤　 恵 美  2,3  ，  工 藤　 悠 輔  1,2  ，  河 上　　 洋  4  ，  三 橋　 智 子  5  ，  蒲 池　 浩 文  6  ，  

平野　　聡  7  ，  清水　　力  1     （北海道大学病院検査・輸血部  1  ，北海道大学病院超音波センター  2  ，放

射線部  3  ，消化器内科  4  ，病理部  5  ，消化器外科I  6  ，消化器外科II  7  ）

S2-12（消）．  膵腫瘤のスクリーニングとしての非造影MRI検査の有用性

○ 松本　和幸，   真口　宏介，   高橋　邦幸   （手稲渓仁会病院・消化器病センター）

S2-13（内）．  膵疾患の診断における電子ラジアル型超音波内視鏡の新展開　－Real-time tissue Elastography

とContrast-enhance法を中心に－

○ 長川　達哉，   松薗　絵美，   北川　　翔   （JA北海道厚生連札幌厚生病院第2消化器内科）

S2-14（内）．  一般病院の内科における肝胆膵領域へのEUS-FNAの導入～地域における新規診断モダリティの

導入の成果と今後～

○ 小野寺　学  1  ，  松田　可奈  1  ，  藤田　弘之  1  ，  川岸　直樹  1  ，  阿部　暢彦  1  ，  長　いく弥  1  ，  内田多久實  1  ，  

藤永　　明  1  ，  宮城島拓人  2     （網走厚生病院内科消化器科  1  ，釧路労災病院内科  2  ）

S2-15（消）．  超音波内視鏡によるmicrocystic componentを有する膵嚢胞性病変に対する診断能

○ 林　　　毅，   石渡　裕俊，   小野　道洋，   加藤　淳二   （札幌医科大学腫瘍・血液内科学講座）

S2-16（消）．  IPMN観察例からの膵癌拾い上げにおける画像診断の現状と課題

○ 林　　明宏，   丹野　誠志，   羽廣　敦也，   金野　陽高，   上野　敦盛，   本村　　亘   （イムス札幌消

化器中央総合病院消化器病センター）

内視鏡プレナリー（13：25～13：52）

 座長 藤谷　幹浩（  旭川医科大学消化器・血液腫瘍制御内科学）

36（内）．  当院にて経験した食道pyogenic granulomaの3例

○ 高梨　訓博  1,2  ，  勝木　伸一  1  ，  藤田　朋紀  1  ，  和賀永里子  1  ，  北岡　慶介  1  ，  小松　悠弥  1     （小樽掖済会

病院消化器病センター  1  ，札幌医科大学第四内科  2  ）

37（内）．  カプセル内視鏡適応拡大後のPatency Capsuleの安全性、臨床的効果に関する検討

○ 久保　智洋，   佐川　　保，   佐藤　康裕，   中村とき子，   藤川　幸司，   高橋　康雄   （国立病院機構

北海道がんセンター消化器内科）

38（内）．  胃癌術後に発症したbiliary cast syndromeの1例

○ 松原　　悠  1  ，  齋藤　博哉  2  ，  巽　　亮二  1  ，  好崎　浩司  1  ，  坂本　　淳  1  ，  佐藤　　龍  1  ，  網塚　久人  1  ，  

木村　圭介  1  ，  太田　智之  1     （札幌東徳洲会病院消化器センター  1  ，札幌東徳洲会病院画像・IVRセン

ター  2  ）

第107回日本消化器内視鏡学会北海道支部例会 奨励賞表彰式（13：50～14：00）

シンポジウム1 「消化管疾患における画像診断の進歩」（14：00～16：10）

 座長 佐藤　康史（  札幌医科大学腫瘍・血液内科）

  平山　眞章（  KKR札幌医療センター斗南病院消化器内科）

S1-01（内）．  食道上皮内腫瘍におけるNBI観察時の血管間色調変化 “Inter-vascular background coloration”

の検討

○ 高橋　正和  1  ，  清水　勇一  1  ，  加藤　元嗣  2  ，  坂本　直哉  1     （北海道大学病院消化器内科  1  ，北海道大学

病院光学医療診療部  2  ）
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S1-02（内）．  胃腺腫と癌の鑑別にNBI拡大観察はどの程度寄与するのか？

○ 小平　純一  1  ，  山本　桂子  2  ，  安孫子怜史  1  ，  穂刈　　格  1  ，  塚越　洋元  1  ，  大橋　広和  3  ，  岡原　　聡  3  ，  

松本　岳士  3  ，  高橋　宏明  3  ，  小池　容史  3     （社会医療法人恵佑会札幌病院消化器科  1  ，市立函館病院

消化器科  2  ，社会医療法人恵佑会第2病院消化器科  3  ）

S1-03（消）．  早期胃癌の分化度診断におけるNBI拡大観察の有用性

○ 田沼　徳真  1  ，  木村　有志  1  ，  田中　一成  1  ，  永井　一正  1  ，  浦出　伸治  1  ，  栗原　弘義  1  ，  野村　昌史  1  ，  

真口　宏介  1  ，  村上　佳世  2  ，  小野寺　馨  2  ，  赤保内正和  2  ，  我妻　康平  2     （手稲渓仁会病院消化器病セ

ンター  1  ，札幌医科大学消化器・免疫・リウマチ内科  2  ）

S1-04（内）．  カプセル内視鏡の更なる診断能の向上を目指して-FICE・Blue modeの活用法-

○ 大 須 賀 崇 裕，   佐 藤　 康 史，   平 川　 昌 宏，   大 沼　 啓 之，   二 階 堂 と も み，   櫻 田　　 晃，   

嘉成　悠介，   林　　　毅，   佐藤　　勉，   宮西　浩嗣，   瀧本　理修，   小船　雅義，   加藤　淳二   

（札幌医科大学病院血液・腫瘍内科）

S1-05（内）．  小腸疾患における画像診断の進歩

○ 佐々木清貴，   加藤　貴司，   木下　幸寿，   藤澤　良樹，   町田　卓郎，   碇　　修二，   中村　英明，   

加賀谷英俊，   目黒　高志，   堀田　彰一   （北海道消化器科病院）

S1-06（内）．  AFIによる大腸上皮性腫瘍の組織学的および分子生物学的特徴の予測

○ 盛一健太郎，   藤谷　幹浩，   高後　　裕   （旭川医科大学内科学講座消化器・血液腫瘍制御内科学分野）

S1-07（消）．  胃X線検査におけるCアーム式装置の有用性

○ 武藤桃太郎，   下田　瑞恵，   石川　千里，   井上　充貴   （JA北海道厚生連遠軽厚生病院内科）

S1-08（消）．  平面検出器を搭載したCアーム式装置と高濃度低粘性バリウムによる胃X線造影検査

○ 萩原　　武，   黒河　　聖，   今村　哲理   （札幌厚生病院第1消化器内科）

S1-09（消）．  血便症例における体外式超音波検査

○ 西田　　睦  1  ，  間部　克裕  3  ，  桂田　武彦  4  ，  畑中佳奈子  5  ，  三橋　智子  5  ，  加藤　元嗣  3  ，  清水　　力  1     

（北海道大学病院検査・輸血部  1  ，北海道大学病院超音波センター  2  ，北海道大学病院光学医療診療部  3  ，

北海道大学病院消化器内科  4  ，北海道大学病院病理部  5  ）

S1-10（消）．  超音波検査に造影剤を用いることで，腸管虚血は評価可能である

○ 武 藤　 修 一  1,2  ，  高 橋　 亜 季  3  ，  小 西　 康 平  2  ，  江 藤　 和 範  2  ，  宮 本　 秀 一  2,4  ，  大 原　 行 雄  1  ，  

木村　宗士  1  ，  中原　生哉  1  ，  田中　道寛  1  ，  渡邊　修平  1  ，  馬場　　麗  1     （北海道医療センター消化器

内科  1  ，苫小牧市立病院消化器内科  2  ，苫小牧市立病院検査科  3  ，北見日赤病院消化器内科  4  ）

S1-11（消）．  特発性孤立性上腸間膜動脈解離の早期診断におけるmulti-detector CT（MDCT）の重要性

○ 坂本　　淳，   太田　智之，   巽　　亮二，   松原　　悠，   好崎　浩司，   佐藤　　龍，   網塚　久人，   

木村　圭介   （札幌東徳洲会病院）

S1-12（消）．  大腸CT検査と大腸内視鏡検査の被験者受容性の比較検討

○ 加 藤　 貴 司  1,2  ，  佐 々 木 清 貴  1  ，  木 下　 幸 寿  1  ，  藤 澤　 良 樹  1  ，  町 田　 卓 郎  1  ，  碇　　 修 二  1  ，  

山田　裕人  1  ，  中村　英明  1  ，  加賀谷英俊  1  ，  目黒　高志  1  ，  堀田　彰一  1     （北海道消化器科病院・内

科  1  ，大腸3次元CT研究会  2  ）

S1-13（内）．  大 腸3D-CTか らみた大腸内視鏡（CS）の見落とし率の検討-Japanese National CT 

Colonography Trial（JANCT）症例の検討から-

○ 土 井　 綾 子  1,2  ，  平 山　 眞 章  1,2  ，  藤 井　 亮 爾  1  ，  藤 江　 慎 也  1  ，  溝 口　 亜 樹  1  ，  皆 川　 武 慶  1  ，  

高橋　　祥  2,3  ，  木村　朋広  1,4  ，  庵原　秀之  1,4  ，  住吉　徹哉  1  ，  由崎　直人  1  ，  近藤　　仁  1,2     （KKR札

幌医療センター斗南病院消化器内科  1  ，大腸3次元CT研究会  2  ，岩手県立高田病院内科  3  ，札幌医科大

学第四内科  4  ）
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第 2会場
〔 8月31日(土)  （第1日目）〕

内視鏡研修医1（9：00～9：32） 座長 足立　　靖（  札幌しらかば台病院消化器科）

39（内）．  内視鏡的拡張術が有効であった食道壁内偽憩室症の1例

○ 小田切信介，   小澤賢一郎，   杉山　隆治，   川内　宏仁，   中村　和正，   鈴木　　聡，   助川　隆士，   

千葉　　篤，   垂石　正樹，   斉藤　裕輔   （市立旭川病院消化器病センター）

40（内）．  十二指腸転移を合併した高度進行胃癌の2症例

○ 萩原　　光  1  ，  佐藤　雄太  1  ，  神山　勇太  1  ，  根間　洋明  1  ，  横山　和典  1  ，  藤岡　保範  1     （日鋼記念病

院消化器センター  1  ，日鋼病院病理診断科  2  ）

41（内）．  高周波凝固で内視鏡的に止血しえた十二指腸憩室出血の1例

○ 瀧本　理子，   井尻　学見，   芹川　真哉，   杉山　祥晃，   鈴木　康秋   （名寄市立総合病院）

42（内）．  出血を繰り返した重複腸管内翻症の1例

○ 伊藤　　憲  1  ，  大野　正芳  1  ，  鈴木　美櫻  1  ，  大森　沙織  1  ，  高橋　正和  1  ，  吉田　武史  1  ，  森　　泰明  1  ，  

中川　　学  3  ，  小野　尚子  2  ，  中川　宗一  3  ，  間部　克裕  2  ，  加藤　元嗣  2  ，  坂本　直哉  1     （北海道大学

病院消化器内科  1  ，北海道大学病院光学医療診療部  2  ，中川胃腸科  3  ）

内視鏡研修医2（9：32～9：56） 座長 松本　学也（  旭川医療センター消化器内科）

43（内）．  超音波内視鏡ガイド下ドレナージ術が有用であった肝門部化膿性リンパ節炎の1例

○ 横山　翔大，   江藤　和範，   小林　智絵，   小西　康平，   山本　文泰   （苫小牧市立病院消化器内科）

44（内）．  胆管空腸吻合部狭窄を超音波内視鏡下順行性胆道ステント留置術（EUS-guided antegrade 

stenting: EUS-AGS）にて治療し得た1例

○ 脇田　雅大  1  ，  河上　　洋  1  ，  桑谷　将城  1  ，  川久保和道  1  ，  久保　公利  1  ，  工藤　大樹  1  ，  阿部　容子  1  ，  

坂本　直哉  1  ，  清水佐知子  2     （北海道大学消化器内科  1  ，NTT東日本札幌病院消化器内科  2  ）

45（内）．  膵頭部癌術後19年目に発症した肝内結石症に対して再建空腸を用いた空腸瘻を介して内視鏡的に治

療した1症例

○ 渡部真裕子  1  ，  佐藤　雄太  1  ，  神山　勇太  1  ，  根間　洋明  1  ，  横山　和典  1  ，  蔵谷　勇樹  1  ，  舩越　　徹  1  ，  

喜納　政哉  1  ，  高田　譲二  1  ，  浜田　弘巳  1  ，  藤岡　保範  2     （日鋼記念病院消化器センター  1  ，日鋼記念

病院病理診断科  2  ）

内視鏡専修医1（9：56～10：28） 座長 小野　尚子（  北海道大学病院）

46（内）．  内視鏡的粘膜生検後の出血に関する検討

○ 福田昂一郎  1  ，  山下健太郎  1  ，  赤保内正和  1  ，  一色　裕之  1  ，  小野寺　馨  1  ，  村上　佳世  1  ，  斎藤真由子  1  ，  

山本英一郎  1  ，  能正　勝彦  1  ，  有村　佳昭  1  ，  篠村　恭久  1  ，  佐藤　康史  2     （札幌医科大学医学部消化

器・免疫・リウマチ内科学講座  1  ，札幌医科大学医学部腫瘍・血液内科  2  ）

47（内）．  胃内視鏡検診における胃癌偽陰性の検討

○ 清水佐知子  1  ，  吉井　新二  1  ，  羽場　　真  1  ，  川本　泰之  1  ，  横山　朗子  1  ，  赤倉　伸亮  1  ，  間部　克裕  2  ，  

加藤　元嗣  2  ，  坂本　直哉  3     （NTT東日本札幌病院消化器内科  1  ，北海道大学病院光学医療診療部  2  ，

北海道大学大学院医学研究科内科学講座消化器内科学分野  3  ）

48（内）．  Double Pylorusを伴った進行胃癌の1例

○ 平田　裕哉，   関　　英幸，   横山　文明，   菅井　　望，   三浦　敦彦，   藤田　　淳，   鈴木　潤一   

（KKR札幌医療センター消化器内科）

49（内）．  神経内分泌腫瘍との鑑別にEUS-FNAが有用であった十二指腸消化管間質腫瘍（GIST）の1例

○ 池田　裕貴  1  ，  久居　弘幸  1  ，  小柴　　裕  1  ，  宮崎　　悦  2  ，  前田　喜晴  3  ，  佐藤　正文  3  ，  川崎　亮輔  3  ，  

行部　　洋  3  ，  上野　　峰  3  ，  在原　洋平  4  ，  平子　　匡  4     （伊達赤十字病院消化器科  1  ，伊達赤十字病

院内科  2  ，伊達赤十字病院外科  3  ，札幌医科大学腫瘍・血液内科学講座  4  ）
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内視鏡専修医2（10：28～11：00） 座長 住吉　徹哉（  KKR札幌医療センター斗南病院消化器内科）

50（内）．  腹腔鏡内視鏡合同手術を施行した胃inflammatory fibroid polypの1例

○ 佐々木　基，   中垣　　卓，   飯田　智哉，   永縄由美子，   石上　敬介，   佐藤　修司，   清水　晴夫，   

金戸　宏之   （市立室蘭総合病院消化器内科）

51（内）．  ESDにて診断・治療をした胃顆粒細胞腫の1例

○ 中嶋　千紗  1  ，  南　　伸弥  1  ，  早坂　尚貴  1  ，  植村　尚貴  1  ，  奥田　敏徳  1  ，  神原　悠輔  2  ，  藤見　章仁  2  ，  

蟹沢　祐司  2  ，  鈴木　　昭  3     （王子総合病院消化器内科  1  ，同血液腫瘍内科  2  ，北海道大学医学研究科

分子病理分野  3  ）

52（内）．  一般地方病院でのESD研修～ESD初学者の成績を中心に～

○ 松田　可奈  1  ，  小野寺　学  1  ，  藤田　弘之  1  ，  川岸　直樹  1  ，  阿部　暢彦  1  ，  内田多久實  1  ，  藤永　　明  1  ，  

佐野　逸紀  2     （網走厚生病院内科・消化器科  1  ，市立稚内病院  2  ）

53（内）．  悪性胃・十二指腸狭窄に対するステント治療の現状

○ 田中　一成，   三井　慎也，   野村　昌史，   田沼　徳真，   栗原　弘義，   浦出　伸治，   木村　有志，   

真口　宏介   （手稲渓仁会病院消化器病センター）

内視鏡専修医3（11：00～11：32） 座長 小澤賢一郎（  市立旭川病院）

54（内）．  ダブルバルーン内視鏡にて診断し得た空腸MALTリンパ腫の1例

○ 田中　一之，   内海　辰哉，   佐々木貴弘，   坂谷　　慧，   堂腰　達矢，   藤林　周吾，   安藤　勝祥，   

上野　伸展，   嘉島　　伸，   後藤　拓磨，   笹島　順平，   稲場　勇平，   伊藤　貴博，   盛一健太郎，   

藤谷　幹浩，   高後　　裕   （旭川医科大学内科学講座消化器・血液腫瘍制御内科学分野）

55（内）．  ダブルバルーン内視鏡にて診断し得た二次性回腸形質細胞腫の1例

○ 重沢　　拓，   工藤　俊彦，   小池　祐太，   藤田　與茂，   遠藤　文菜，   小野　雄司，   中村　路夫，   

永坂　　敦，   西川　秀司   （市立札幌病院消化器内科）

56（内）．  鋸歯状腺腫に併存した大腸低分化腺癌の1例

○ 赤保内正和，   村上　佳世，   福田昂一郎，   一色　裕之，   小野寺　馨，   齊藤真由子，   山本英一郎，   

能正　勝彦，   山下健太郎，   有村　佳昭，   篠村　恭久   （札幌医科大学消化器・免疫・リウマチ内科

学講座）

57（内）．  当院における内視鏡的大腸ステント挿入例の検討

○ 沼田　泰尚，   仲地　耕平，   高村　毅典   （帯広協会病院消化器内科）

消化器研修医-消化管1（11：32～12：12） 座長 関　　英幸（  KKR札幌医療センター）

58（消）．  初老期になり診断された先天性食道気管支瘻の1例

○ 太田　勝久  1  ，  斉藤　裕樹  1  ，  辻　　　賢  1  ，  横浜　吏郎  1  ，  安尾　和裕  1  ，  松本　学也  1  ，  平野　史倫  1  ，  

西村　英夫  1  ，  前田　　敦  2  ，  青木　裕之  2     （独立行政法人国立病院機構旭川医療センター消化器内

科  1  ，独立行政法人国立病院機構旭川医療センター外科  2  ）

59（消）．  Helicobacter pylori陰性胃癌の1例

○ 赤松　　幸  1  ，  吉井　新二  1  ，  清水佐知子  1  ，  川本　泰之  1  ，  羽場　　真  1  ，  横山　朗子  1  ，  赤倉　伸亮  1  ，  

間部　克裕  2  ，  加藤　元嗣  2  ，  坂本　直哉  3     （NTT東日本札幌病院消化器内科  1  ，北海道大学病院光学

医療診療部  2  ，北海道大学大学院医学研究科内科学講座消化器内科学分野  3  ）

60（消）．  imatinibが奏効したPDGFRA遺伝子変異を伴う胃原発GISTの1例

○ 松田　千佳  1  ，  小野寺　馨  1  ，  山下健太郎  1  ，  福田昂一郎  1  ，  赤保内正和  1  ，  一色　裕之  1  ，  村上　佳世  1  ，  

斉藤真由子  1  ，  山本英一郎  1  ，  能正　勝彦  1  ，  有村　佳昭  1  ，  長谷川　匡  2  ，  篠村　恭久  1     （札幌医科大

学消化器・免疫・リウマチ内科学講座  1  ，札幌医科大学病理部  2  ）

61（消）．  十二指腸狭窄を契機に診断されたクローン病の1例

○ 奥田　洋輝  1  ，  一色　裕之  1  ，  福田昴一郎  1  ，  赤保内正和  1  ，  村上　佳世  1  ，  小野寺　馨  1  ，  斉藤真由子  1  ，  

山下健太郎  1  ，  有村　佳昭  1  ，  篠村　恭久  1  ，  信岡　隆幸  2  ，  平田　公一  2     （札幌医科大学消化器・免疫・

リウマチ内科学講座  1  ，札幌医科大学消化器・総合，乳腺・内分泌外科学講座  2  ）
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62（消）．  診断的治療目的の腹腔鏡下脾摘術が有用であった胃癌術後の1例

○ 近藤　知大，   奥芝　俊一，   佐藤　　理，   大場　光信，   森　　綾乃，   岩城久留美，   加藤　航司，   

山本　和幸，   境　　剛志，   小野田貴信，   鈴木　善法，   川田　将也，   川原田　陽，   北城　秀司，   

大久保哲之，   加藤　紘之   （KKR札幌医療センター斗南病院外科）

食道1（13：30～13：46） 座長 高橋　宏明（  社会医療法人恵佑会第2病院）

63（内）．  食道化膿性肉芽腫の1例

○ 吉田　武史  1  ，  清水　勇一  1  ，  高橋　正和  1  ，  大野　正芳  1  ，  大森　沙織  1  ，  鈴木　美櫻  1  ，  小野　尚子  2  ，  

中川　　学  3  ，  森　　康明  1  ，  中川　宗一  3  ，  間部　克裕  2  ，  加藤　元嗣  2  ，  坂本　直哉  1  ，  熊谷磨理子  4     

（北海道大学病院消化器内科  1  ，北海道大学病院光学医療診療部  2  ，中川胃腸科  3  ，仙台循環器病センター

内科  4  ）

64（内）．  当院における早期食道がんに対する内視鏡的粘膜下層切開剥離術の現状

○ 紺 野　　 潤  1  ，  廣 田 ジ ョ ー ジ ョ  1  ，  大 北　 一 郎  1  ，  児 嶋　 哲 文  1  ，  池 田　　 仁  1  ，  吉 田　 武 史  2  ，  

伊藤　　淳  3     （社会福祉法人函館厚生院函館中央病院  1  ，北海道大学病院  2  ，岩見沢市立総合病院  3  ）

食道2（13：46～14：10） 座長 七戸　俊明（  北海道大学消化器外科学分野Ⅱ）

65（内）．  上部内視鏡検査中に発生した脳空気塞栓の1例

○ 中嶋　駿介  1  ，  斉藤　裕輔  2  ，  杉山　隆治  2  ，  中村　和正  2  ，  鈴木　　聡  2  ，  助川　隆士  2  ，  小澤賢一郎  2  ，  

千葉　　篤  2  ，  垂石　正樹  2     （旭川医科大学内科学講座消化器血液腫瘍制御内科学分野  1  ，市立旭川病

院消化器病センター  2  ）

66（内）．  術後吻合部難治性狭窄に対してRIC（Radial Incision and Cutting）を施行した1例

○ 栗原　弘義，   三井　慎也，   田沼　徳真，   浦出　伸治，   田中　一成，   野村　昌史，   真口　宏介   

（手稲渓仁会病院消化器病センター）

67（消）．  当院における食道アカラシアに対する単孔式腹腔鏡手術の検討

○ 山本　和幸，   奥芝　俊一，   大場　光信，   森　　綾乃，   岩城久留美，   加藤　航司，   小野田貴信，   

境　　剛志，   鈴木　善法，   川原田　陽，   北城　秀司，   加藤　紘之   （KKR札幌医療センター斗南

病院外科）

その他（14：10～14：42） 座長 藤井　重之（  製鉄記念室蘭病院消化器・血液腫瘍内科）

68（内）．  原発不明癌頸部リンパ節転移として精査加療中に上部消化管内視鏡にて発見された中咽頭癌の1例

○ 高橋　正和  1  ，  清水　勇一  1  ，  吉田　武史  1  ，  大野　正芳  1  ，  鈴木　美櫻  1  ，  大森　沙織  1  ，  森　　泰明  1  ，  

中川　　学  3  ，  小野　尚子  2  ，  中川　宗一  3  ，  間部　克裕  2  ，  加藤　元嗣  2  ，  坂本　直哉  1     （北海道大学

病院消化器内科  1  ，北海道大学病院光学医療診療部  2  ，中川胃腸科  3  ）

69（消）．  治療経過中に大量下血を来たした腸間膜由来末梢性T細胞リンパ腫の1例

○ 山科　哲朗  1  ，  岡和田　敦  1  ，  熊谷　研一  1  ，  室田　千晶  2  ，  金井　錫基  2  ，  黒川　貴則  2  ，  金子　行宏  2  ，  

高橋　　弘  2  ，  本原　敏司  2  ，  市村　　健  3     （函館市医師会病院消化器内科  1  ，函館市医師会病院外科  2  ，

函館市医師会病院放射線科  3  ）

70（内）．  Cronkhite-Canada症候群の1例

○ 横山　文明  1  ，  関　　英幸  1  ，  平田　裕哉  1  ，  大原　克人  1  ，  菅井　　望  1  ，  三浦　淳彦  1  ，  藤田　　淳  1  ，  

鈴木　潤一  1  ，  藤澤　孝志  2  ，  岩崎　沙理  2  ，  鈴木　　昭  2     （KKR札幌医療センター消化器内科  1  ，KKR

札幌医療センター病理科  2  ）

71（消）．  当院におけるReduced Port Surgeryへのとりくみ

○ 服部　優宏，   三野　和宏，   後藤　順一，   土橋誠一郎，   飯田　潤一，   堀江　　卓，   小野寺和彦，   

古井　秀典，   玉置　　透，   久木田和丘，   目黒　順一，   米川　元樹   （札幌北楡病院外科）
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〔 9月1日(日)  （第2日目）〕

胃・十二指腸1（9：00～9：40） 座長 間部　克裕（  北海道大学病院光学医療診療部）

72（内）．  術前診断が困難であった早期胃癌の1例

○ 小泉　忠史  1  ，  馬場　　英  1  ，  定岡　邦昌  1  ，  古家　　乾  1  ，  関谷　千尋  1  ，  服部　淳夫  2     （北海道社会

保険病院消化器センター  1  ，北海道社会保険病院病理  2  ）

73（内）．  多発早期胃癌の危険因子の検討

○ 水島　　健，   岩永　一郎，   大原　正嗣，   杉浦　　諒，   宮本　秀一，   江平　宣起，   上林　　実   

（北見赤十字病院消化器内科）

74（内）．  比較的急速な再発をきたし、再内視鏡治療が不可能であった分化型早期胃癌の1例

○ 安孫子怜史  1  ，  小平　純一  1  ，  穂刈　　格  1  ，  塚越　洋元  1  ，  三橋　　慧  2  ，  大橋　広和  2  ，  岡原　　聡  2  ，  

工平美和子  2  ，  松本　岳士  2  ，  高橋　宏明  2  ，  小池　容史  2  ，  武内　利直  3     （恵佑会札幌病院消化器内

科  1  ，恵佑会第2病院内科・消化器内科  2  ，恵佑会札幌病院臨床病理研究所  3  ）

75（消）．  胃壁内転移を来たした胃癌の1例

○ 下田　瑞恵  1  ，  堂腰　達也  1  ，  石川　千里  1  ，  武藤桃太郎  1  ，  井上　充貴  1  ，  高橋　裕之  2  ，  萩原　正弘  2  ，  

青木　貴徳  2  ，  橋本　道紀  2  ，  稲葉　　聡  2  ，  矢吹　英彦  2     （JA北海道厚生連遠軽厚生病院内科  1  ，JA

北海道厚生連遠軽厚生病院外科  2  ）

76（消）．  Stage4の胃癌の術後6.5年後に初めて、大腸に再発癌が見つかった1症例

○ 河原崎　暢  1  ，  山本　洋一  1  ，  大瀧　敏裕  1  ，  小笹　　茂  1  ，  立石　　直  2  ，  近藤　伸夫  3  ，  村岡　俊二  4  ，  

河上　彩恵  1     （札幌逓信病院第一内科  1  ，札幌逓信病院外科  2  ，ジェネティックラボ病理  3  ，札幌厚生

病院病理  4  ）

胃・十二指腸2（9：40～10：20） 座長 村松　博士（  札幌清田病院消化器内科）

77（内）．  アニサキスにて出血性胃潰瘍を発症した1例

○ 小松　悠弥，   北岡　慶介，   和賀永里子，   高梨　訓博，   藤田　朋紀，   勝木　伸一   （小樽掖済会病

院消化器病センター）

78（内）．  異所性膵に胃壁内膿瘍の合併が疑われた1例

○ 鈴木　美櫻  1  ，  大野　正芳  1  ，  大森　沙織  1  ，  高橋　正和  1  ，  工藤　大樹  1  ，  吉田　武史  1  ，  中川　　学  3  ，  

森　　康明  2  ，  山本　純司  1  ，  桑谷　将城  1  ，  中川　宗一  1  ，  小野　尚子  2  ，  間部　克裕  2  ，  清水　勇一  1  ，  

加藤　元嗣  2  ，  坂本　直哉  1     （北海道大学病院消化器内科  1  ，北海道大学病院光学医療診療部  2  ，中川

胃腸科  3  ）

79（内）．  NBI拡大観察にて癌併存を指摘しえた胃過形成性ポリープの1例

○ 安部　智之  1  ，  藤井　重之  1  ，  山田　充子  1  ，  櫻井　　環  1  ，  黒田　裕行  1  ，  前田　征洋  1  ，  藤田　美悧  2  ，  

松野　鉄平  3  ，  佐藤　昌則  3  ，  定免　　渉  3     （製鉄記念室蘭病院消化器・血液腫瘍内科  1  ，製鉄記念室

蘭病院病理臨床検査室  2  ，札幌医科大学腫瘍・血液内科  3  ）

80（内）．  吐血で発症した胃Burkittリンパ腫

○ 中村　正弘  1  ，  遠藤　高夫  1  ，  菊地　剛史  1  ，  秋野　公臣  1  ，  安達　靖代  1  ，  高橋　秀明  1  ，  吉田　幸成  1  ，  

足立　　靖  1  ，  原田　　拓  1  ，  石井　良文  2  ，  石田　禎夫  3  ，  見田　裕章  1  ，  林　　敏明  3     （札幌しらか

ば台病院・消化器科  1  ，札幌しらかば台病院・病理  2  ，札幌医科大学第一内科  3  ）

81（消）．  胃癌と胃原発悪性リンパ腫が併存した1例

○ 出水　孝章，   長島　一哲，   佐野　逸紀，   中積　宏之，   羽田　政平，   国枝　保幸   （市立稚内病院

内科）
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胃・十二指腸3（10：20～11：00） 座長 南　　伸弥（  医療法人王子総合病院消化器内科）

82（内）．  アルゴンプラズマ凝固療法 （ APC ） により胃穿孔を認めた1症例

○ 武藤　修一，   馬場　　麗，   渡邊　修平，   田中　道寛，   中原　生哉，   木村　宗士，   大原　行雄   

（北海道医療センター）

83（消）．  繰り返す胃前庭部血管拡張（GAVE）からの出血に対し左右胃動脈塞栓術および部分脾動脈塞栓術

が有効であった高齢者肝硬変の1例

○ 高 橋　　 稔  1  ，  秋 山　 剛 英  1  ，  田 中　 信 悟  1,2  ，  大 井　 雅 夫  1  ，  土 井　　 忠  1  ，  女 澤　 慎 一  3  ，  

宮西　浩嗣  2  ，  森井　一裕  4  ，  平田健一郎  5  ，  竹内　幹也  6  ，  古川　勝久  4  ，  本間　久登  1,2     （札幌共立五

輪橋病院消化器病センター内科  1  ，札幌医科大学第四内科  2  ，札幌共立医院  3  ，札幌共立五輪橋病院血

液腫瘍内科緩和医療センター  4  ，札幌共立五輪橋病院健診センター  5  ，札幌共立五輪橋病院消化器病セ

ンター外科  6  ）

84（内）．  内視鏡的粘膜下層切開剥離術にて切除し得た、十二指腸浸潤を伴う幽門輪部3/4周性のIIa+IIbの1例

○ 紺野　　潤  1  ，  廣田ジョージョ  1  ，  大北　一郎  1  ，  池田　　仁  1  ，  伊藤　　淳  2     （社会福祉法人函館厚生

院函館中央病院  1  ，岩見沢市立総合病院  2  ）

85（内）．  内視鏡切除がされた十二指腸上皮性腫瘍の臨床的特徴

○ 大野　正芳  1  ，  大森　沙織  1  ，  鈴木　美櫻  1  ，  高橋　正和  1  ，  清水　勇一  1  ，  小野　尚子  2  ，  間部　克裕  2  ，  

加藤　元嗣  2  ，  山本　純司  3  ，  中川　　学  4  ，  中川　宗一  4  ，  坂本　直哉  1     （北海道大学消化器内科  1  ，

北海道大学光学医療診療部  2  ，太黒胃腸科  3  ，中川胃腸科  4  ）

86（消）．  ESD後、病理学的に側方断端陽性と診断された早期胃癌の取り扱いと経過の検討

○ 中 川　　 学  1,2  ，  中 川　 宗 一  1,2  ，  小 野　 尚 子  1  ，  間 部　 克 裕  1  ，  清 水　 勇 一  1  ，  加 藤　 元 嗣  1  ，  

大野　正芳  3  ，  鈴木　美櫻  3  ，  大森　沙織  3  ，  高橋　正和  3  ，  吉田　武史  3  ，  坂本　直哉  3     （北海道大学

病院光学医療診療部  1  ，中川胃腸科  2  ，北海道大学大学院消化器内科  3  ）

胃・十二指腸4（11：00～11：24）

 座長 山下健太郎（  札幌医科大学消化器・免疫・リウマチ内科）

87（内）．  胃内分泌細胞癌の1切除例

○ 植村　尚貴  1  ，  南　　伸弥  1  ，  中嶋　千紗  1  ，  早坂　尚貴  1  ，  奥田　敏徳  1  ，  神原　悠輔  2  ，  藤見　章仁  2  ，  

蟹沢　祐司  2  ，  京極　典憲  3  ，  鈴木　　昭  4     （王子総合病院消化器内科  1  ，王子総合病院血液腫瘍内科  2  ，

王子総合病院外科  3  ，北海道大学医学研究科分子病理分野  4  ）

88（消）．  胃神経内分泌細胞癌（neuroendcrine carcinoma（NEC））6例の検討

○ 中村とき子，   久保　智洋，   佐藤　康裕，   佐川　　保，   藤川　幸司，   高橋　康雄   （国立病院機構

北海道がんセンター消化器内科）

89（内）．  胃カルチノイド腫瘍（Neuroendocrine tumor:NET）の治療法の選択

○ 柳原志津妃  1  ，  黒河　　聖  1  ，  今村　哲理  1  ，  小澤　　広  1  ，  前田　　聡  1  ，  萩原　　武  1  ，  渡邊　義行  1  ，  

西岡　　均  1  ，  菊池　　仁  1  ，  乙黒　雄平  1  ，  鈴木　　肇  1  ，  寺門　洋平  1  ，  西園　一郎  1  ，  道上　　篤  1  ，  

賀集　剛賢  1  ，  宮川　麻希  1  ，  山口　大介  1  ，  市原　　真  2  ，  後藤田祐子  2  ，  村岡　俊二  2     （札幌厚生病

院第1消化器科  1  ，札幌厚生病院臨床病理  2  ）

胃・十二指腸5（11：24～11：48） 座長 辻　　　靖（  KKR札幌医療センター斗南病院腫瘍内科）

90（消）．  術前化学療法が奏功し治癒切除となった進行胃癌の1例

○ 馬場　　英  1  ，  古家　　乾  1  ，  小泉　忠志  1  ，  定岡　邦昌  1  ，  関谷　千尋  1  ，  市川　伸樹  1  ，  脇坂　和貴  1  ，  

中西　一彰  1  ，  数井　啓蔵  1  ，  服部　淳夫  2     （北海道社会保険病院消化器センター  1  ，北海道社会保険

病院病理部  2  ）

91（消）．  切除不能進行胃癌に対するDCS-Trastuzumab（DCS-T）療法によるconversion therapyの可能性

○ 佐藤　康史  1  ，  大沼　啓之  1  ，  平川　昌宏  1  ，  佐川　　保  2  ，  佐藤　康裕  2  ，  高橋　康雄  2  ，  勝木　伸一  3  ，  

奥田　敏徳  4  ，  林　　　毅  1  ，  佐藤　　勉  1  ，  宮西　浩嗣  1  ，  瀧本　理修  1  ，  小船　雅義  1  ，  信岡　隆幸  5  ，  

平田　公一  5  ，  加藤　淳二  1     （札幌医科大学腫瘍・血液内科  1  ，北海道がんセンター消化器内科  2  ，小

樽掖済会病院消化器病センター  3  ，王子総合病院消化器科  4  ，札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分

泌外科  5  ）
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92（消）．  当科における切除不能進行胃癌に対するConversion therapyの適応と治療成績

○ 大沼　啓之  1  ，  佐藤　康史  1  ，  三浦　翔吾  1  ，  嘉成　悠介  1  ，  大須賀崇裕  1  ，  平川　昌宏  1  ，  林　　　毅  1  ，  

佐藤　　勉  1  ，  宮西　浩嗣  1  ，  瀧本　理修  1  ，  小船　雅義  1  ，  信岡　隆幸  2  ，  平田　公一  2  ，  加藤　淳二  1     

（札幌医科大学腫瘍・血液内科学講座（第四内科）  1  ，札幌医科大学消化器・総合，乳腺・内分泌外科

学講座（第一外科）  2  ）

胃・十二指腸6（11：48～12：12） 座長 高橋　典彦（  北海道大学病院消化器外科Ⅰ）

93（内）．  ESD後幽門狭窄に対する予防的ステロイド局注の検討

○ 栗原　弘義，   三井　慎也，   田沼　徳真，   浦出　伸治，   田中　一成，   野村　昌史，   真口　宏介   

（手稲渓仁会病院消化器病センター）

94（消）．  当院におけるmalignant gastric outlet obstruction （mGOO）に対する緩和治療の検討

○ 大和　弘明  1  ，  山梨　香菜  1  ，  木下　賢治  1  ，  山本　桂子  1  ，  小川　浩司  1  ，  畑中　一映  1  ，  山本　義也  1  ，  

成瀬　宏仁  1  ，  原　　　豊  2  ，  倉内　宣明  2  ，  遠山　　茂  2     （市立函館病院消化器病センター消化器内

科  1  ，市立函館病院消化器病センター消化器外科  2  ）

95（消）．  胃癌に対する腹腔鏡下胃切除の進歩 - Dual Port Laparoscopic Gastrectomyの実際 -

○ 川村　秀樹  1  ，  柴崎　　晋  1  ，  皆川のぞみ  1  ，  本間　重紀  1  ，  高橋　典彦  1  ，  武富　紹信  1  ，  高橋　周作  2  ，  

高橋　昌宏  2     （北海道大学消化器外科I  1  ，札幌厚生病院外科  2  ）

肝臓1（14：00～14：32） 座長 荘　　拓也（  北海道大学病院消化器内科）

96（消）．  B型慢性肝疾患に対するEntecavirの抗ウイルス効果の検討

○ 小関　　至，   木村　睦海，   荒川　智宏，   中島　知明，   桑田　靖昭，   大村　卓味，   佐藤　隆啓，   

髭　　修平，   狩野　吉康，   豊田　成司   （札幌厚生病院第3消化器科（肝臓科））

97（消）．  Lamivudine耐性出現後の核酸アナログ治療の抗ウイルス効果の検討

○ 小関　　至，   木村　睦海，   荒川　智宏，   中島　知明，   桑田　靖昭，   大村　卓味，   佐藤　隆啓，   

髭　　修平，   狩野　吉康，   豊田　成司   （札幌厚生病院第3消化器科（肝臓科））

98（消）．  治療困難が予想されるC型慢性肝炎（肝硬変）症例に対する　IFN-β/RBV併用療法の有用性

○ 熊谷　研一   （函館市医師会病院消化器科）

99（消）．  Simeprevir（TMC435）を用いた3剤併用療法の有効性と有害事象について

○ 中島　知明，   山口　将功，   木村　睦海，   荒川　智宏，   桑田　靖昭，   小関　　至，   佐藤　隆啓，   

大村　卓味，   髭　　修平，   狩野　吉康，   豊田　成司   （札幌厚生病院第3消化器内科）

肝臓2（14：32～14：56） 座長 澤田　康司（  旭川医科大学消化器・血液腫瘍制御内科）

100（消）．  リュープロレリンの投与によりHBVの再活性化を来したと考えられた1例

○ 東　　直樹，   福田　一寿，   佐藤　康永，   関山　伸男，   岡村毅與志   （札幌徳洲会病院消化器内科）

101（消）．  インターフェロンβ治療により腹水の消失と低アルブミン血症の改善を認めたC型肝硬変の1例

○ 信岡　　純   （社会医療法人鳩仁会札幌中央病院）

102（消）．  難治性腹水に対するMidodrineの使用経験

○ 土 居　　 忠  1  ，  田 中　 信 悟  1,5  ，  秋 山　 剛 英  1  ，  大 井　 雅 夫  1  ，  森 井　 一 裕  1  ，  高 橋　　 稔  1  ，  

古川　勝久  1  ，  本間　久登  1  ，  竹内　幹也  2  ，  平田健一郎  3  ，  女澤　慎一  4     （札幌共立五輪橋病院消化器

病センター内科  1  ，札幌共立五輪橋病院消化器病センター外科  2  ，札幌共立五輪橋病院健診センター  3  ，

札幌共立医院消化器内科  4  ，札幌医科大学第四内科  5  ）
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肝臓3（14：56～15：20）

 座長 山本　義也（  市立函館病院消化器病センター消化器内科）

103（消）．  内視鏡的乳頭括約筋切開術後の経過中に認められた感染性肝嚢胞の2例

○ 小柴　　裕  1  ，  久居　弘幸  1  ，  平子　　匡  1  ，  宮崎　　悦  2  ，  前田　喜晴  3  ，  佐藤　正文  3  ，  川崎　亮輔  3  ，  

行部　　洋  3  ，  上野　　峰  3  ，  在原　洋平  4  ，  池田　裕貴  4     （伊達赤十字病院消化器科  1  ，伊達赤十字病

院内科  2  ，伊達赤十字病院外科  3  ，札幌医科大学腫瘍・血液内科学講座  4  ）

104（消）．  肝偽リンパ腫の1例

○ 小川　浩司  1  ，  山梨　香菜  1  ，  木下　賢治  1  ，  山本　桂子  1  ，  大和　弘明  1  ，  畑中　一映  1  ，  山本　義也  1  ，  

成瀬　宏仁  1  ，  砂原　正男  2  ，  倉内　宣明  2  ，  工藤　和洋  3  ，  下山　則彦  3     （市立函館病院消化器病セン

ター消化器内科  1  ，市立函館病院消化器病センター消化器外科  2  ，市立函館病院臨床病理科  3  ）

105（消）．  自己免疫性肝炎に合併したAFPが著明な高値を示し鑑別に苦慮した肝炎症性偽腫瘍の1例

○ 笠原　　薫，   牛島　慶子，   須藤　豪太，   柾木　喜晴，   岡　　俊州，   谷津　高文，   小林　寿久，   

矢和田　敦   （函館五稜郭病院消化器内科）

肝臓4（15：20～15：44） 座長 町田　卓郎（  北海道消化器科病院）

106（消）．  成因別に検討した肝細胞癌の年齢階層別特徴

○ 山本　義也，   山梨　香菜，   木下　賢治，   大和　弘明，   山本　桂子，   小川　浩司，   畑中　一映，   

成瀬　宏仁   （市立函館病院消化器病センター消化器内科）

107（消）．  乏血性結節から多血流性への経過を13年間観察し得た肝癌の1症例

○ 田辺　利男   （道東勤医協釧路協立病院）

108（消）．  低分化型肝細胞癌と肝内胆管癌の画像所見からの鑑別

○ 荘　　拓也  1  ，  中馬　　誠  1  ，  常松　聖司  1  ，  佐藤　史幸  1  ，  寺下　勝巳  1  ，  佃　　曜子  1  ，  中井　正人  1  ，  

堀本　啓大  1  ，  須田　剛生  1  ，  夏井坂光輝  1  ，  横尾　英樹  2  ，  神山　俊哉  2  ，  武富　紹信  2  ，  坂本　直哉  1     

（北海道大学大学院医学研究科消化器内科  1  ，北海道大学大学院医学研究科消化器外科I  2  ）

肝臓5（15：44～16：08） 座長 谷口　雅彦（  旭川医科大学消化器病態外科）

109（消）．  多臓器播種を合併した肝膿瘍の1例

○ 森園竜太郎，   古山　準一，   高木　秀雄，   西尾　　仁，   森田康太郎，   後藤　　哲，   松崎　伸幸，   

濱本　洋輔   （勤医協中央病院）

110（消）．  大腸癌肝転移切除における術中造影エコーの有用性

○ 若山　顕治，   神山　俊哉，   横尾　英樹，   柿坂　達彦，   折茂　達也，   蒲池　浩文，   敦賀　陽介，   

武冨　紹信   （北海道大学大学院医学研究科消化器外科学分野1）

111（消）．  当院における同時性肝転移症例に治療成績

○ 中西　一彰，   脇坂　和貴，   市川　伸樹，   数井　啓蔵   （北海道社会保険病院外科）

第 3会場
〔 8月31日(土)  （第1日目）〕

膵臓1（9：00～9：24） 座長 後藤　　学（  恵み野病院消化器内科）

112（内）．  重症膵炎による膵管損傷により生じた膵仮性嚢胞に対し、EUS下膵仮性嚢胞ドレナージ術が奏功

した1例

○ 高添　　愛  1  ，  山北　圭介  1  ，  鈴木　裕子  1  ，  岩本　英孝  2  ，  今澤　雅子  1  ，  北野　陽平  1  ，  太田　　雄  1  ，  

須藤　隆次  1  ，  玉木　陽穂  1  ，  麻生　和信  1  ，  和田佳緒利  1  ，  羽田　勝計  1     （旭川医科大学第二内科  1  ，

国立がん研究センター東病院  2  ）
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113（内）．  膵炎をきたした膵体部動静脈奇形に対し尾側膵切除を施行した1例

○ 松薗　絵美  1  ，  長川　達也  1  ，  北川　　翔  1  ，  奥　　大樹  1  ，  岡村　圭也  1  ，  平山　　敦  1  ，  宮川　宏之  1  ，  

田中　栄一  2  ，  平野　　聡  2     （札幌厚生病院第2消化器内科  1  ，北海道大学病院消化器外科II  2  ）

114（消）．  自己免疫性膵炎における悪性腫瘍の合併について

○ 友成　暁子，   真口　宏介，   潟沼　朗生，   高橋　邦幸，   小山内　学，   矢根　　圭，   高木　　亮，   

金　　俊文，   松本　和幸，   松森　友昭，   権　　勉成   （手稲渓仁会病院消化器病センター）

膵臓2（9：24～9：48） 座長 今澤　雅子（  旭川医科大学第二内科）

115（消）．  切除例からみた分枝型IPMNの悪性化に関わる因子

○ 金　　俊文，   真口　宏介，   小山内　学，   高橋　邦幸，   潟沼　朗生，   矢根　　圭，   高木　　亮，   

松本　和幸，   権　　勉成，   松森　知昭，   友成　暁子   （手稲渓仁会病院消化器病センター）

116（消）．  主膵管型IPMNの検討

○ 権　　勉成，   真口　宏介，   高橋　邦幸，   潟沼　朗生，   小山内　学，   矢根　　圭，   金　　俊文，   

高木　　亮，   松本　和幸，   松森　友昭，   友成　暁子   （手稲渓仁会病院消化器病センター）

117（消）．  診断に苦慮したBMI32の膵Lymphoepithelial Cystの1例

○ 岡本　哲郎  1  ，  村松　博士  1  ，  猪股　英俊  1  ，  宮島　治也  1  ，  平田健一郎  1  ，  長町　康弘  2  ，  山内　尚文  2  ，  

井原　康二  2  ，  小山　隆三  2  ，  西里　卓次  3  ，  山田　秀久  3  ，  福島　正之  3  ，  矢野　智之  3     （清田病院消

化器内科  1  ，清田病院内科  2  ，清田病院外科  3  ）

膵臓3（9：48～10：12）

 座長 本谷　雅代（  札幌医科大学消化器・免疫・リウマチ内科学講座）

118（消）．  膵上皮内癌の1例

○ 平子　　匡  1  ，  久居　弘幸  1  ，  小柴　　裕  1  ，  宮崎　　悦  2  ，  前田　喜晴  3  ，  佐藤　正文  3  ，  川崎　亮輔  3  ，  

行部　　洋  3  ，  上野　　峰  3  ，  池田　裕貴  4  ，  在原　洋平  4     （伊達赤十字病院消化器科  1  ，伊達赤十字病

院内科  2  ，伊達赤十字病院外科  3  ，札幌医科大学腫瘍・血液内科学講座  4  ）

119（消）．  慢性膵炎の経過観察中に発症した膵上皮内癌の1切除例

○ 山田　裕人  1  ，  木下　幸寿  1  ，  藤澤　良樹  1  ，  町田　卓郎  1  ，  碇　　修二  1  ，  加藤　貴司  1  ，  佐々木清貴  1  ，  

中村　英明  1  ，  加賀谷英俊  1  ，  目黒　高志  1  ，  堀田　彰一  1  ，  森本　浩史  2  ，  楢崎　　肇  2  ，  中山　智英  2  ，  

加藤健太郎  2  ，  岡本　圭祐  2  ，  藤田　美芳  2  ，  森田　高行  2  ，  高橋　利幸  3     （北海道消化器科病院内科  1  ，

北海道消化器科病院外科  2  ，北海道消化器科病院病理  3  ）

120（消）．  膵の形態変化を観察しえた早期膵癌の1例

○ 岡村　圭也，   宮川　宏之，   長川　達哉，   平山　　敦，   奥　　大樹，   北川　　翔，   松薗　絵美   

（札幌厚生病院第2消化器内科）

膵臓4（10：12～10：36） 座長 柳川　伸幸（  JA北海道厚生連旭川厚生病院内視鏡センター）

121（消）．  地方病院におけるStage I膵癌の検討

○ 久居　弘幸  1  ，  平子　　匡  1  ，  小柴　　裕  1  ，  宮崎　　悦  2  ，  前田　喜晴  3  ，  佐藤　正文  3  ，  川崎　亮輔  3  ，  

行部　　洋  3  ，  上野　　峰  3  ，  在原　洋平  4  ，  池田　裕貴  4     （伊達赤十字病院消化器科  1  ，伊達赤十字病

院内科  2  ，伊達赤十字病院外科  3  ，札幌医科大学腫瘍・血液内科学講座  4  ）

122（消）．  pTS1膵癌42例の検討

○ 松森　友昭，   真口　宏介，   高橋　邦幸，   潟沼　朗生，   小山内　学，   矢根　　圭，   金　　俊文，   

高木　　亮，   松本　和幸，   権　　勉成，   友成　暁子   （手稲渓仁会病院消化器病センター）

123（消）．  膵頭部癌術後11年7ヶ月後に診断した異時性膵癌の1例

○ 河本　　徹  1  ，  柳川　伸幸  1  ，  高橋慶太郎  1  ，  藤永　明裕  1  ，  立花　靖大  1  ，  佐藤　智信  1  ，  後藤　　充  1  ，  

斉藤　義徳  1  ，  折居　　裕  1  ，  櫻井　宏治  2  ，  柴田　　好  1     （JA北海道厚生連旭川厚生病院消化器科  1  ，

JA北海道厚生連旭川厚生病院臨床検査科  2  ）
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膵臓5（10：36～11：08） 座長 林　　　毅（  札幌医科大学腫瘍・血液内科）

124（内）．  シングルバルーン内視鏡を用いた術後膵管空腸吻合部狭窄の治療成績

○ 矢根　　圭，   小山内　学，   真口　宏介，   高橋　邦幸，   潟沼　朗生，   金　　俊文，   高木　　亮，   

松本　和幸，   権　　勉成，   松森　友昭，   友成　暁子   （手稲渓仁会病院消化器病センター）

125（内）．  通電ダイレーターを用いたInterventional EUSの成績

○ 矢根　　圭，   潟沼　朗生，   真口　宏介，   高橋　邦幸，   小山内　学，   金　　俊文，   高木　　亮，   

松本　和幸，   権　　勉成，   松森　友昭，   友成　暁子   （手稲渓仁会病院消化器病センター）

126（消）．  悪性十二指腸狭窄に対し留置した胃十二指腸用ステントが断裂した1例

○ 秋 山　 剛 英  1  ，  本 間　 久 登  1,3  ，  高 橋　　 稔  1  ，  大 井　 雅 夫  1  ，  土 居　　 忠  1  ，  田 中　 信 悟  1,4  ，  

古川　勝久  1  ，  森井　一裕  1  ，  平田健一郎  1  ，  女澤　愼一  3  ，  竹内　幹也  2     （札幌共立五輪橋病院消化器

病センター内科  1  ，札幌共立五輪橋病院消化器病センター外科  2  ，札幌共立医院消化器内科  3  ，札幌医

科大学第四内科  4  ）

127（消）．  切除不能膵胆道癌における十二指腸狭窄へのSEMS留置術の検討

○ 羽廣　敦也  1  ，  丹野　誠志  1  ，  林　　明宏  1  ，  金野　陽高  1  ，  上野　敦盛  1  ，  本村　　亘  1  ，  野村　友祐  2  ，  

野村　昭嘉  2  ，  吉田　美佳  2  ，  吉田　行範  2     （イムス札幌消化器中央総合病院消化器病センター  1  ，砂

川市立病院内科  2  ）

膵臓6（11：08～11：32）

 座長 倉内　宣明（  市立函館病院消化器病センター消化器外科）

128（消）．  膵癌剖検例における胆道ステント留置症例の病理組織学的検討

○ 高木　智史，   今井　亜希，   藤澤　倫子，   吉田　純一   （札幌社会保険総合病院消化器科）

129（消）．  当科で施行した脳死膵/膵腎移植6例の検討

○ 腰塚　靖之  1  ，  加藤　紘一  1  ，  深作　慶友  1  ，  高橋　　徹  1  ，  後藤　了一  1  ，  青柳　武史  1  ，  山下健一郎  1  ，  

嶋村　　剛  1  ，  武冨　紹信  1  ，  堀田記世彦  2  ，  森田　　研  2  ，  近藤　琢磨  3     （北海道大学消化器外科I  1  ，

北海道大学泌尿器科  2  ，北海道大学内科II  3  ）

130（消）．  膵癌術前補助化学療法としてのGemcitabine＋S-1（GS）療法の検討

○ 高木　　亮，   真口　宏介，   高橋　邦幸，   潟沼　朗生，   小山内　学，   矢根　　圭，   金　　俊文，   

松本　和幸，   松森　友昭，   権　　勉成，   友成　暁子   （手稲渓仁会病院消化器病センター）

EUS-FNA（13：30～14：10） 座長 河上　　洋（  北海道大学消化器内科）

131（内）．  膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）の癌化の診断にEUS-FNAが有効であった1例

○ 小野寺　学  1  ，  松田　可奈  1  ，  藤田　弘之  1  ，  川岸　直樹  1  ，  阿部　暢彦  1  ，  長　いく弥  1  ，  内田多久實  1  ，  

藤永　　明  1  ，  市原　　真  2  ，  村岡　俊二  2     （網走厚生病院内科消化器科  1  ，札幌厚生病院臨床病理

科  2  ）

132（消）．  膵腫瘤性病変に対する25G穿刺針を用いた超音波内視鏡ガイド下穿刺吸引法（EUS-FNA）におけ

る通常陰圧吸引法と高陰圧吸引法の組織採取に関する多施設共同前向き無作為化研究

○ 工藤　大樹  1  ，  河上　　洋  1  ，  林　　　毅  2  ，  伊佐山浩通  3  ，  安田　一朗  4  ，  潟沼　朗生  5  ，  向井　　強  6  ，  

井上　宏之  7  ，  三橋　智子  8     （北海道大学病院消化器内科  1  ，札幌医科大学附属病院第四内科  2  ，東京

大学病院消化器内科  3  ，岐阜大学地域腫瘍学  4  ，手稲渓仁会病院消化器病センター  5  ，岐阜市民病院消

化器内視鏡部  6  ，三重大学病院消化器・肝臓内科  7  ，北海道大学病院病理部  8  ）

133（内）．  剖検にてEUS-FNAによる播種を確認した膵癌の1例

○ 成瀬　宏仁  1  ，  山梨　香菜  1  ，  木下　賢治  1  ，  山本　桂子  1  ，  大和　弘明  1  ，  小川　浩司  1  ，  畑中　一映  1  ，  

山本　義也  1  ，  工藤　和洋  2  ，  下山　則彦  2     （市立函館病院消化器病センター消化器内科  1  ，市立函館

病院病理検査科  2  ）

134（内）．  サルコイドーシスの診断におけるEUS-FNAの有用性

○ 久居　弘幸  1  ，  平子　　匡  1  ，  小柴　　裕  1  ，  宮崎　　悦  2  ，  在原　洋平  3  ，  池田　裕貴  3     （伊達赤十字

病院消化器科  1  ，伊達赤十字病院内科  2  ，札幌医科大学腫瘍・血液内科学講座  3  ）
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135（内）．  EUS-FNAが適切な治療選択に寄与した肺癌リンパ節転移の1例

○ 羽場　　真，   吉井　新二，   川本　泰之，   清水佐知子，   横山　朗子，   赤倉　伸亮   （NTT東日本札

幌病院消化器内科）

〔 9月1日(日)  （第2日目）〕

大腸1（9：00～9：32） 座長 唐澤　学洋（  唐沢病院消化器科）

136（消）．  当センターにおける経口腸管洗浄剤モビプレップの使用経験

○ 北岡　慶介，   小松　悠弥，   高梨　訓博，   和賀永里子，   藤田　朋紀，   勝木　伸一   （小樽掖済会病

院消化器病センター）

137（内）．  狭窄型虚血性大腸炎の1例

○ 東　　直樹  1  ，  福田　一寿  1  ，  佐藤　康永  1  ，  関山　伸男  1  ，  岡村毅與志  1  ，  斉藤　琢巳  2  ，  大原みずほ  2  ，  

城田　　誠  2  ，  長尾　知哉  2  ，  紀野　泰久  2  ，  小谷　裕美  2     （札幌徳洲会病院消化器内科  1  ，札幌徳洲会

病院外科  2  ）

138（内）．  当院におけるcytomegalovirus腸炎の検討

○ 定免　　渉  1  ，  黒田　裕行  1  ，  山田　充子  1  ，  吉田　正宏  1  ，  松野　鉄平  1  ，  佐藤　昌則  1  ，  安部　智之  1  ，  

櫻井　　環  1  ，  藤井　重之  1  ，  前田　征洋  1  ，  藤田　美悧  2     （製鉄記念室蘭病院消化器内科・血液腫瘍

内科  1  ，製鉄記念室蘭病院病理・臨床検査室  2  ）

139（消）．  当院での重症潰瘍性大腸炎に対する治療の検討

○ 古川　　滋  1  ，  前本　篤男  1  ，  折居　史佳  1  ，  蘆田　知史  1  ，  巽　　亮二  2  ，  松原　　悠  2  ，  坂本　　淳  2  ，  

好崎　浩司  2  ，  佐藤　　龍  2  ，  木村　圭介  2  ，  網塚　久人  2  ，  太田　智之  2  ，  河野　　透  3  ，  北川　真吾  3     

（札幌東徳洲会病院IBDセンター  1  ，札幌東徳洲会病院消化器内科  2  ，札幌東徳洲会病院外科  3  ）

大腸2（9：32～10：12） 座長 佐藤　　龍（  札幌東徳洲会病院消化器内科）

140（消）．  免疫学的便潜血陰性大腸腫瘍の検討

○ 吉井　新二  1  ，  清水佐知子  1  ，  羽場　　真  1  ，  川本　泰之  1  ，  横山　朗子  1  ，  赤倉　伸亮  1  ，  間部　克裕  2  ，  

加藤　元嗣  2  ，  坂本　直哉  3     （NTT東日本札幌病院消化器内科  1  ，北海道大学病院光学医療診療部  2  ，

北海道大学大学院医学研究科内科学講座消化器内科学分野  3  ）

141（消）．  胃蜂窩織炎で発見された横行結腸全周性狭窄を伴う、区域性潰瘍性大腸炎合併colitic cancerの1例

○ 宮下　憲暢  1  ，  小笹真理子  1  ，  工藤　真弓  1  ，  佐賀　啓良  1  ，  三和　公明  1  ，  斉藤　　誠  2  ，  森岡　正信  2  ，  

村上　貴久  3  ，  竹之内伸郎  3  ，  屋比久　孝  3  ，  浅香　正博  4  ，  石田　雄介  5  ，  木村　太一  5  ，  谷野美智枝  5  ，  

田中　伸哉  5     （愛育病院消化器内科  1  ，愛育病院内科・血液内科  2  ，愛育病院外科  3  ，北海道大学大学

院医学研究科がん予防内科学講座  4  ，北海道大学大学院医学研究科腫瘍病理学分野  5  ）

142（消）．  胃癌切除後4年目, 8年目と二度の転移性大腸癌を認めた1症例

○ 高坂　琢磨  1  ，  小田　　寿  1  ，  石川　麻倫  1  ，  立野　貴大  1  ，  八木澤允貴  1  ，  澤田憲太郎  1  ，  村中　徹人  1  ，  

梅村真知子  1  ，  加藤　　励  1  ，  高橋　一宏  1  ，  曽我部　進  1  ，  太宰　昌佳  1  ，  宮城島拓人  1  ，  小笠原和宏  2     

（釧路労災病院内科  1  ，釧路労災病院外科  2  ）

143（消）．  集学的治療にて長期生存を得られた直腸癌、多発脳転移、肝転移の1例

○ 藤澤　倫子  1  ，  今井　亜希  1  ，  高木　智史  1  ，  吉田　純一  1  ，  高橋　秀徳  2  ，  谷　　安弘  2  ，  高橋　　学  2  ，  

中川　隆公  2  ，  松岡　伸一  2  ，  佐々木文章  2     （札幌社会保険総合病院消化器内科  1  ，札幌社会保険総合

病院外科  2  ）

144（消）．  mFOLFOX6療法における末梢神経障害発症の危険因子探索～寒冷と末梢神経障害との関連はある

か？～

○ 岩永　一郎，   江平　宣起，   杉浦　　諒，   大原　正嗣，   宮本　秀一，   水島　　健，   上林　　実   

（北見赤十字病院消化器内科）
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大腸3（10：12～10：44） 座長 後藤　　充（  JA北海道厚生連旭川厚生病院消化器科）

145（内）．  当院における大腸癌イレウスに対する処置の現況

○ 金野　陽高，   林　　明宏，   羽廣　敦也，   上野　敦盛，   本村　　亘，   丹野　誠志   （イムス札幌消

化器中央総合病院消化器内科）

146（消）．  当院における大腸ステント留置症例の検討

○ 成瀬　宏仁  1  ，  山梨　香菜  1  ，  木下　賢治  1  ，  山本　桂子  1  ，  大和　弘明  1  ，  小川　浩司  1  ，  畑中　一映  1  ，  

山本　義也  1  ，  笠島　浩行  2  ，  遠山　　茂  2     （市立函館病院消化器病センター消化器内科  1  ，市立函館

病院消化器病センター消化器外科  2  ）

147（内）．  当科における悪性大腸狭窄に対する大腸ステントの使用経験

○ 杉山　隆治，   川内　宏仁，   中村　和正，   助川　隆士，   小澤賢一郎，   千葉　　篤，   垂石　正樹，   

斉藤　裕輔   （市立旭川病院消化器病センター）

148（内）．  当科における悪性大腸狭窄に対する大腸ステント6例の治療経験

○ 廣岡　映治  1  ，  松山　秀樹  1  ，  福田　千文  2  ，  岡本　史樹  2  ，  伊藤　眞史  1  ，  佐藤　　純  1     （イムス富士

見総合病院外科  1  ，イムス三芳総合病院  2  ）

大腸4（10：44～11：08） 座長 勝木　伸一（  小樽掖済会病院消化器病センター）

149（内）．  当院における大腸ESDの現状について

○ 安部　智之  1  ，  藤井　重之  1  ，  山田　充子  1  ，  櫻井　　環  1  ，  黒田　裕行  1  ，  前田　征洋  1  ，  松野　鉄平  2  ，  

佐藤　昌則  2  ，  定免　　渉  2     （製鉄記念室蘭病院消化器・血液腫瘍内科  1  ，札幌医科大学腫瘍・血液内

科  2  ）

150（内）．  早期大腸癌に対するESDの中長期予後

○ 浦出　伸治，   三井　慎也，   田沼　徳真，   野村　昌史，   栗原　弘義，   田中　一成，   木村　有志，   

真口　宏介   （手稲渓仁会病院消化器病センター）

151（内）．  大腸ESDにおける創部閉鎖による偶発症対策

○ 吉井　新二  1  ，  清水佐知子  1  ，  羽場　　真  1  ，  川本　泰之  1  ，  横山　朗子  1  ，  赤倉　伸亮  1  ，  穂刈　　格  2  ，  

塚越　洋元  2  ，  間部　克裕  3  ，  加藤　元嗣  3  ，  坂本　直哉  4     （NTT東日本札幌病院消化器内科  1  ，恵佑会

札幌病院消化器内科  2  ，北海道大学病院光学医療診療部  3  ，北海道大学大学院医学研究科内科学講座消

化器内科学分野  4  ）

小腸（11：08～11：32） 座長 黒河　　聖（  JA北海道厚生連札幌厚生病院第1消化器内科）

152（内）．  内視鏡下で虫体の腸管吸着部を確認し，ガストログラフィンでの駆虫を行った広節裂頭条虫の1例

○ 藤田　朋紀  1  ，  小松　悠弥  1  ，  北岡　慶介  1  ，  和賀永里子  1  ，  高梨　訓博  2  ，  勝木　伸一  1     （小樽掖済会

病院消化器病センター  1  ，札幌医科大学第四内科  2  ）

153（消）．  カプセル内視鏡が診断に寄与した小腸アニサキス症の1例

○ 和賀永里子  1  ，  小松　悠弥  1  ，  北岡　慶介  1  ，  藤田　朋紀  1  ，  勝木　伸一  1  ，  高梨　訓博  2     （小樽掖済会

病院消化器病センター  1  ，札幌医科大学第四内科  2  ）

154（内）．  Patency capsuleの消化管開通性判定とCEの排出確認不能症例における低線量CTの有用性

○ 藤田　朋紀  1  ，  小松　　悠  1  ，  北岡　慶介  1  ，  和賀永里子  1  ，  高梨　訓博  2  ，  勝木　伸一  1  ，  加藤　淳二  2     

（小樽掖済会病院消化器病センター  1  ，札幌医科大学第四内科  2  ）

胆道1（14：00～14：24） 座長 久居　弘幸（  伊達赤十字病院消化器科）

155（内）．  総胆管結石症に対するendoscopic papillary large balloon dilatation （EPLBD）の治療成績

○ 久居　弘幸  1  ，  平子　　匡  1  ，  小柴　　裕  1  ，  宮崎　　悦  2  ，  前田　喜晴  3  ，  佐藤　正文  3  ，  川崎　亮輔  3  ，  

行部　　洋  3  ，  上野　　峰  3  ，  在原　洋平  4  ，  池田　裕貴  4     （伊達赤十字病院消化器科  1  ，伊達赤十字病

院内科  2  ，伊達赤十字病院外科  3  ，札幌医科大学腫瘍・血液内科学講座  4  ）
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156（内）．  上部消化管狭窄例に対するERCPの工夫 -ファーター乳頭到達困難例に対する回転把持鉗子先行法

の有用性の検討-

○ 林　　　毅，   小野　道洋，   石渡　裕俊，   三浦　翔吾，   岡川　　泰，   佐藤　　勉，   宮西　浩嗣，   

佐藤　康史，   小船　雅義，   瀧本　理修，   加藤　淳二   （札幌医科大学腫瘍・血液内科学講座）

157（内）．  当院における総胆管結石例に対するEPLBD （Endoscopic papillary large balloon dilation） の治療成績

○ 江藤　和範，   小林　智絵，   小西　康平，   山本　文泰   （苫小牧市立病院消化器内科）

胆道2（14：24～14：48）

 座長 木村　康利（  札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座）

158（消）．  診断が困難であったIgG4関連硬化性胆管炎の1例

○ 馬場　　英  1  ，  古家　　乾  1  ，  小泉　忠志  1  ，  定岡　邦昌  1  ，  関谷　千尋  1  ，  服部　淳夫  2     （北海道社会

保険病院消化器センター  1  ，北海道社会保険病院病理部  2  ）

159（消）．  肝内胆管から肝外胆管へ発育を来したmucinous cystic neoplasmの1切除例

○ 佐藤　大介  1  ，  松本　　譲  1  ，  大森　優子  2  ，  三橋　智子  2  ，  佐藤　暢人  1  ，  倉島　　庸  1  ，  海老原祐磨  1  ，  

田本　英司  1  ，  村上　壮一  1  ，  中村　　透  1  ，  土川　貴裕  1  ，  七戸　俊明  1  ，  田中　栄一  1  ，  平野　　聡  1     

（北海道大学病院消化器外科II  1  ，北海道大学病院病理部  2  ）

160（内）．  胆汁瘻に対する経乳頭的ドレナージの有用性に関する検討

○ 小野　道洋  1  ，  石渡　裕俊  1  ，  林　　　毅  1  ，  三浦　翔吾  1  ，  岡川　　泰  1  ，  佐藤　　勉  1  ，  宮西　浩嗣  1  ，  

佐藤　康史  1  ，  瀧本　理修  1  ，  小船　雅義  1  ，  木村　康利  2  ，  平田　公一  2  ，  加藤　淳二  1     （札幌医科大

学腫瘍・血液内科  1  ，札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科  2  ）

胆道3（14：48～15：12） 座長 田中　栄一（  北海道大学病院消化器外科Ⅱ）

161（消）．  胆管炎を繰り返した粘液産生胆嚢癌の1例

○ 岡川　　泰  1  ，  石渡　裕俊  1  ，  林　　　毅  1  ，  三浦　翔吾  1  ，  小野　道洋  1  ，  佐藤　　勉  1  ，  宮西　浩嗣  1  ，  

佐藤　康史  1  ，  瀧本　理修  1  ，  小船　雅義  1  ，  木村　康利  2  ，  平田　公一  2  ，  中西　勝也  3  ，  長谷川　匡  3  ，  

奈良崎　亘  4  ，  渡辺　秀樹  4  ，  加藤　淳二  1     （札幌医科大学腫瘍・血液内科  1  ，札幌医科大学消化器・

総合、乳腺・内分泌外科  2  ，札幌医科大学病理部  3  ，千歳市民病院消化器科  4  ）

162（消）．  胆嚢小細胞癌と右乳癌の重複癌に対してCBDCA+VP-16とHERの追加投与が有効であった1例

○ 藤田　弘之，   小野寺　学，   松田　可奈，   川岸　直樹，   佐野　逸紀，   阿部　暢彦，   内田多久實，   

藤永　　明   （網走厚生病院）

163（消）．  当院における胆道癌の治療成績

○ 志谷　真啓  1  ，  松永　康孝  1  ，  本谷　雅代  1  ，  高木　秀安  1  ，  小野　道洋  2  ，  石渡　裕俊  2  ，  林　　　毅  2  ，  

石井　雅之  3  ，  木村　康利  3  ，  廣川　直樹  4  ，  佐々木　茂  1  ，  坂田　耕一  4  ，  加藤　淳二  2  ，  平田　公一  3  ，  

篠村　恭久  1     （札幌医科大学第一内科  1  ，札幌医科大学第四内科  2  ，札幌医科大学第一外科  3  ，札幌医

科大学放射線科  4  ）

胆道4（15：12～15：44）

 座長 長川　達哉（  JA北海道厚生連札幌厚生病院第2消化器内科）

164（内）．  生分解ステントを使用した良性胆管狭窄の2症例

○ 松原　　悠  1  ，  齋藤　博哉  2  ，  巽　　亮二  1  ，  好崎　浩司  1  ，  坂本　　淳  1  ，  佐藤　　龍  1  ，  網塚　久人  1  ，  

木村　圭介  1  ，  太田　智之  1     （札幌東徳洲会病院消化器センター  1  ，札幌東徳洲会病院画像・IVRセン

ター  2  ）

165（内）．  切除不能中下部悪性胆道狭窄に対するcovered self-expandable metallic stent の開存期間とその

危険因子についての検討

○ 阿部　容子，   河上　　洋，   桑谷　将城，   川久保和道，   久保　公利，   工藤　大樹，   坂本　直哉   

（北海道大学病院消化器内科）
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166（消）．  胆嚢癌あるいは肝内胆管癌による悪性肝門部胆管狭窄に対する術前胆道ドレナージ

○ 桑谷　将城  1  ，  河上　　洋  1  ，  川久保和道  1  ，  久保　公利  1  ，  工藤　大樹  1  ，  阿部　容子  1  ，  平野　　聡  2  ，  

坂本　直哉  1     （北海道大学消化器内科  1  ，北海道大学消化器外科II  2  ）

167（内）．  胆管狭窄に対する胆管内留置用チューブステントIT stentの有用性に関する多施設共同研究

○ 石渡　裕俊  1  ，  高橋　邦幸  2  ，  桑谷　将城  3  ，  小山内　学  2  ，  潟沼　朗生  2  ，  河上　　洋  3  ，  林　　　毅  1  ，  

真口　宏介  2  ，  坂本　直哉  2  ，  加藤　淳二  1     （札幌医科大学腫瘍・血液内科  1  ，手稲渓仁会病院消化器

病センター  2  ，北海道大学消化器内科  3  ）
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1（消）．サイトメガロウイルスによる急性肝炎重症型の1例
○�林　秀美，河端秀賢，伊東　誠，富永三千代，富永素矢，

藤井常志，長谷部千登美 （旭川赤十字病院消化器内科）

症例は60 歳代男性。生来健康。2013 年 1 月下旬の職員検診でAST�

1318、ALT�1397と高度の肝機能異常を指摘され2月上旬に前医受診

し、入院となった。その後、AST・ALTは低下傾向となったが黄疸

は進行し、腹水も出現した。ステロイドパルス療法を行ったが、腹水

はさらに増加したため2月下旬に当科紹介され、入院となった。入院

時採血では、WBC�11720/mm 3、Alb�2. 3g/dL、T-Bil�13. 5mg/dL、

AST�76�IU/L、ALT�184�IU/L、LDH�365�IU/L、PT%�25%であり、

各種肝炎ウイルスマーカーは陰性だった。CTでは高度の肝萎縮と

腹水貯留を認めた。異型リンパ球や脾腫は認めなかった。サイトメ

ガロウイルス（以下CMV）に対するIgM・IgG抗体がともに陽性で

あったためCMVによる急性肝炎と考えられたがCMV抗原（C 7-

HRP）は陰性であったためガンシクロビルは投与せず対症的に肝庇

護療法を行った。さらにFFPやアルブミン、利尿剤の投与を行い、

徐々に肝機能の改善をみた。入院1か月後にはT-Bil�5. 2、PT%�39ま

で改善し、さらに半月後にはPT%�が50をこえたため退院となった。

CMVは初感染後宿主内にゲノムの形で潜伏感染し、免疫低下状態で

再活性化することがあるものの、初感染・再活性化ともに無症候性

であることが多いと言われている。本症例では肝炎ウイルスによる

肝炎や、薬剤・アルコールによる肝炎は否定的であり、CMV�IgM

抗体陽性であったことからCMVによる急性肝炎重症型と診断した。

免疫抑制を起こすような基礎疾患や薬剤の使用歴はないため、高齢

初感染例である可能性が高いと考えられた。本症例のようにCMV

肝炎による黄疸の遷延や重症化は非常に稀とされており興味深い症

例と思われるので報告する。

2（消）．脾摘後門脈血栓症・慢性DICにトロンボモジュリンア
ルファの長期投与が奏効した1例

○�相馬　学，澤田康司，中嶋駿介，前田重明，阿部真美，大竹孝明，

藤谷幹浩，高後　裕 （旭川医科大学消化器・血液腫瘍制御内科

学分野）

【症例】60歳代の女性。1989年の胃がん検診にてポリープを指摘さ

れ上部消化管内視鏡を施行したところ食道静脈瘤を指摘され当科紹

介となった。以降当科に入院し、数回にわたり硬化療法を施行した。

1992年の食道静脈瘤治療のために入院した際に、腹腔鏡検査を施行

したが、肝硬変の所見を認めず、特発性門脈圧亢進症と診断され、以

降当科外来フォローとなっていた。2006 年のフォローのCTにて脾

静脈瘤および脾静脈の一部に壁在血栓が認められ、定期的に外来で

経過観察を行っていた。2012年3月のCTでは脾静脈瘤内血栓と胃静

脈瘤の悪化を認めたため、同年 6月に当院外科にて脾臓摘出術を施

行。術後は門脈血栓症に対してヘパリンβワーファリンによる抗凝

固療法を施行した。しかし、血栓の著明な改善は認められず、

FDP 322 . 4μg/mlおよびD-dimeお 103 . 6μg/mlと上昇を認め、慢性

DICと考えられた。そのため同年 9月より門脈血栓および慢性DIC

に対して、トロンボモデュリンアルファ（TM）の投与を開始した。

投与後、CT画像上血栓の縮小が認められ、FDP 8 . 2μg/mlおよび

D-dimeお3.1μg/mlと改善が認められたため退院し、外来でTM25600

単位の投与を週 1回施行していた。しかし、FDPおよびD-dimeおの

再上昇が認められたため、再入院し、TM25600単位の連日投与で再

治療し、以降外来にてTM25600単位の週2回投与とし、増悪なく経過

している。【結語】脾摘後門脈血栓症・慢性DICに対してTMの長期

投与が奏功している症例を経験したので多少の文献的考察を加えて

報告する。

3（消）．eおけがhおomけcin内服を契機に発症し長期間持続した肝障
害の1例

○�櫻田　晃�1�，宮西浩嗣�1�，河野　豊�1�，保木寿文�1�，田村文人�1�，

堀口拓人�1�，林　毅�1�，佐藤　勉�1�，佐藤康史�1�，瀧本理修�1�，

小船雅義�1�，加藤淳二�1�，鹿毛政義�2� （札幌医科大学医学部腫瘍・

血液内科学講座�1�，久留米大学病院病理部�2�）

患者は50歳台女性．2010年1月に咳嗽と喀痰にて当院呼吸器内科受

診し，びまん性汎細気管支炎の診断で8月よりeおけがhおomけcinが処方

された．10月の採血で肝障害（AST/ALT=109/144）が出現し，当科

紹介入院となった．同薬剤休薬後も肝障害が改善せず，PSL内服が

開始された．その後肝障害は改善し2011年 4月にはPSLの休薬が可

能 と な っ た． 同 年 10 月 に 咽 頭 痛 と 発 熱， 肝 障 害（AST/

ALT= 230/ 445）の再出現を認め，精査加療目的に当科再入院．

SBT/CPZ投与後にアナフィラキシーショックとなり，mPSL大量

療法を開始．その後症状の軽快と肝障害の改善を認めた．2012 年 3

月にも肝障害（AST/ALT=107/243）を認めたが，UDCA投与にて

改 善 し た． し か し 同 年 6月 に 再 び 肝 障 害 の 増 悪（AST/

ALT= 259/ 602）を認めたため当科再入院．今回の入院を含めこれ

までの経過中に施行した4回の肝生検ではいずれも同様の所見で，肝

細胞の脱落，肝細胞の多核巨細胞化を認めていた．高度の肝細胞傷

害が認められたことからPSL 50mgより再開した．しかしPSL減量

時に肝障害の悪化を認めたためCけAを併用したところ肝細胞障害

の増悪なくPSL減量が可能となった．2013 年 6 月現在PSL 10mgγ�

CけA�140mgに て 外 来 経 過 観 察 中 で あ る． 本 症 例 は 当 初

eおけがhおomけcinを被疑薬とする薬物性肝障害と考えられたが，被疑薬

中止後も肝障害が長期間持続しており，続発的に何らかの肝障害が

発症，持続したものと考えられた．AIHの診断基準は満たさないも

のの，肝細胞の多核巨細胞化の存在からAIHに類似した肝障害であ

ることが推測された．

4（消）．広範な腹膜播種を伴った肝外発育型肝細胞癌の1例
○�永井一正，辻　邦彦，山崎　大，松居剛志，姜　貞憲，桜井康雄，

児玉芳尚，真口宏介 （手稲渓仁会病院消化器病センター）

【背景】肝外発育型の肝細胞癌（以下、HCC）はHCC全体の0.2〜3.0%

と比較的まれである。一方、HCCの腹膜播種も頻度は少なく、破裂

後や医原性あるいは末期にみられる病態である。今回、未治療の初

発時に極めて広範囲に高度の腹膜播種を伴ったHCCの�1例を経験し

たので報告する。【症例】60歳代男性。2012年9月、検診で胃の壁外

性圧排所見を指摘され前医を受診。腹部USにて胃近傍に5cm大の

腫瘤性病変を認めたため、精査目的に当センター紹介となる。入院

時血液検査で肝機能はAST�43U/l、ALT�58U/l、肝炎ウイルスマー

カーはHBかAg、HCV抗体ともに�陰性であり、腫瘍マーカーはAFP

が213000ng/ml、PIVKA-IIが75000mAU/mlと異常高値であった。

腹部US検査では肝左葉と胃の間に6cm大の不整な低エコー腫瘤像

を認め、造影US検査で同病変は血管相で辺縁から全体に濃染し、後

血管相でdefecがを呈した。腹部CT検査でも、横隔膜直下に肝外側区

と接して6cm大の腫瘤を認め、動脈相で強く濃染し平衡相でくaかh�

oきがされる多血性の病変であった。さらに上腹部から下腹部の腹膜

には、強く濃染される結節性病変が広範に認められた。腫瘍の発生

部位を診断するために腹部血管造影を施行したところ、同病変は左

肝動脈A 2が支配動脈であり、肝外側区から発育したHCCと広範な

腹膜播種と考えられた。診断確定の目的で審査腹腔鏡検査を施行し

たところ肝外側区より突出するHCCを認め、腹腔内には広汎な腹膜

播種巣がみられた。同部位からの生検の結果、HE染色では腫大し

た核と豊富な細胞質を有する異型細胞がシート状に配列し、細胞間

の間質成分は少なく、細い血管網を伴い、HCCに矛盾のない所見が

認められた。以上より、広範な腹膜播種を伴った肝外発育型のHCC

と診断し、肝内病変に対してはTACEを施行、腹膜播種には

Soおafenibの投与を開始した。治療開始後、8か月が経過した現在、

Soおafenibは投与継続中である。【まとめ】広範な腹膜播種を認めた

肝外発育型HCCの1例を経験した。まれな症例であり腹腔鏡所見を

合わせて報告する。
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5（消）．進行肝細胞癌患者に対するソラフェニブの治療効果と
高血圧に関する検討

○�平山大輔�1�，阿久津典之�1�，福田昂一郎�1�，若杉英樹�1�，志谷真啓�1�，

本谷雅代�1�，高木秀安�1�，佐々木茂�1�，金戸宏之�2�，米澤和彦�3�，

矢和田敦�4�，安達雄哉�5�，篠村恭久�1� （札幌医科大学消化器・免疫・

リウマチ内科学講座�1�，市立室蘭総合病院消化器内科�2�，市立釧

路総合病院消化器内科�3�，函館五稜郭病院消化器内科�4�，市立小

樽病院消化器内科�5�）

【背景】ソラフェニブは進行肝細胞癌における標準治療となったが

その治療効果予測は困難である。腎癌を中心にVEGF阻害薬で発症

する高血圧が治療効果予測に有用とする報告が散見される。進行肝

細胞癌のソラフェニブ治療における高血圧発症が治療予測因子に有

用かをレトロスペクティブに検討した。【対象】2010年1月〜2013年

3月までに当科および当科関連施設でソラフェニブ投与を1ヶ月以上

受けた進行肝細胞癌患者38例。【方法】高血圧の定義はソラフェニブ

投与後に収縮期血圧が140mmHgあるいは拡張期血圧が90mmHg以

上に上昇し、かつ血圧上昇が2日以上に渡って観察され内服治療が開

始された場合とした。ソラフェニブ治療後高血圧発症した群を高血

圧群、それ以外を非高血圧群とし、2群に分けて治療効果をレトロス

ペクティブに検討した。画像評価はmodiでed�RECISTを用いて無増

悪期間を評価した。【結果】ソラフェニブ投与開始後に高血圧定義を

満たした症例は全体の58％であった。奏効割合は高血圧群と非高血

圧群で比較すると高血圧群で有意に良い結果であった。無増悪期間

中央値は高血圧群で183．5日、非高血圧群で46日であり高血圧群で

長かった（P＜0.01）。【結論】ソラフェニブ投与による高血圧発症は

治療効果予測因子となり得る可能性がある。

6（消）．胆嚢癌との鑑別に苦慮した底部型胆嚢腺筋症の1切除例
○�木井修平，小笠原和弘，島田慎吾，小柳　要，徳渕　浩，

小林篤寿，河合朋昭，小林清二，草野満夫  （釧路労災病院外科）

【はじめに】胆嚢腺筋症は胆嚢壁肥厚を呈する良性疾患の一つであ

り、その診断として画像的にcomeが�like�echo、peaおl�neckleかか�かign

などとしてRokiがanかkけ-Aかchof�かinきかおよび壁内結石を描出できれ

ば診断は比較的容易である。しかし、典型的な画像所見を示さず、胆

嚢癌との鑑別が困難な症例では診断的治療として胆嚢摘出術を要す

ることもある。今回、我々は術前に胆嚢癌との鑑別に苦慮したため、

手術を施行した底部型胆嚢腺筋症の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】61歳、女性。一ヶ月前から右季肋

部の違和感を自覚し、前医を受診した。腹部造影CTで胆嚢に一部造

影効果を有する腫瘤を認めたため、精査加療目的に当院内科を紹介

受診した。精査にて胆嚢腺筋症が疑われたが、胆嚢癌を否定できず、

当科紹介となった。術中所見で胆嚢底部に腫瘤を触知したため、胆

嚢摘出術および肝部分切除術を施行した。術中迅速診断を施行した

結果、底部型胆嚢腺筋症の診断で手術を終了した。術後経過は良好

で第9病日に退院した。また、永久標本でも底部型胆嚢腺筋症の診断

であった。【考察】胆嚢腺筋症は日常臨床でよく見られる疾患である

が、一部は典型的な画像所見を示さず、悪性が否定できなければ外科

的治療を要することもある。本症例では臨床症状を伴う胆嚢腺筋症

を第一に考えたが、悪性の可能性も否定できないため、手術を施行し

た。近年では胆嚢腺筋症と胆嚢癌の関連および合併例についての報

告も散見され、悪性が否定できなければ積極的切除も考慮すべきと

考えられた。

7（消）．分枝型膵管内乳頭粘液性腫瘍の経過観察中に発見され
たpT1膵癌の1切除例

○�在原洋平�1�，久居弘幸�1�，小柴　裕�1�，宮崎　悦�2�，前田喜晴�3�，

佐藤正文�3�，川崎亮輔�3�，行部　洋�3�，平子　匡�4�，池田裕貴�4� （伊

達赤十字病院消化器科�1�，伊達赤十字病院内科�2�，伊達赤十字病

院外科�3�，札幌医科大学腫瘍・血液内科学講座�4�）

近年、分枝型膵管内乳頭粘液性腫瘍�（BD-IPMN）と通常型膵管癌�

（膵癌）が高率に合併することや、BD-IPMNの経過観察中に膵癌が

比較的高率に発生することが報告されているが、pT1膵癌の発生例

の報告は散見されるのみである。今回我々は、BD-IPMNの経過観

察中に発見されたpT1 膵癌の1切除例を経験したので貴重な症例と

考え報告する。

症例は84歳、男性。平成14年11月の検診のUSで主膵管拡張を指摘さ

れ、同年12月当科受診。家族歴や既往歴では特記すべきことなく、血

液検査でも腫瘍マーカーを含め異常は認めなかった。MRCP/EUS

では、膵頭部に10mmの嚢胞性病変を2個認め、主膵管は5mmであっ

たが、明らかな壁在結節は指摘できなかった。十二指腸内視鏡では

主乳頭はやや開大し、ERCPでは主膵管との交通と粘液と考えられ

る主膵管内の透亮像を認め、BD-IPMNと診断した。膵液細胞診では、

claかか�Iであった。その後、1年に1回の定期検査を施行していたが�（平

成17年、20年、24年は本人の都合により受診できず）、平成25年2月

のMRCPでBD-IPMNに著変はないものの、体部主膵管の狭窄所見あ

り、EUSでは、1. 1x 0. 8cmの不整形低エコー腫瘤を認めた。経胃的

にEUS-FNAを施行し、細胞診でclaかか�V�（腺癌）、組織診でも腺癌疑

いと診断された。

同年 3月に当院外科で膵体尾部切除を施行。病理では、Pb、pTS 1

（1 . 0x 0 . 9cm）、結節型、がきb 1、inがeおmediaがe�がけpe、INFβ、lけ 1、

ぎ0、ne0、mpd（β）、pS（-）、pRP（-）、pPV（-）、pA（-）、pPL（-）、

pOO（-）、pT 1N 0M 0、pPCM（-）、pDPM（-）、Sがage�Iであり、

PanIN 1 - 2 相当の異型上皮が主膵管および分枝膵管内に広範囲に認

められた。術後経過は良好で、4月に退院し、現在外来にて

gemciがabineによる術後補助化学療法を施行中である。

8（消）．局所過進展及び#16リンパ節転移を伴うSがage4b膵体尾
部癌に対する放射線化学療法後に根治切除が可能で

あった1例

○�石井雅之�1�，木村康利�1�，信岡隆幸�1�，目黒　誠�1�，西舘敏彦�1�，

伊東達哉�1�，水口　徹�1�，古畑智久�1�，荻野次郎�2�，長谷川匡�2�，

平田公一�1� （札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科�1�，

札幌医科大学病理部�2�）

【はじめに】今回我々は、Sがage 4b膵体尾部癌に対し放射線化学療

法を施行しdoくn�かがageが得られ根治切除が可能となった1例を経験

したので報告する。【症例】65 歳男性。健診で異常を指摘され精査

施行した。膵体部に4cm大の腫瘍を認め、FNAでadenocaおcimaと

診断された。画像上、上腸間膜動脈・腹腔動脈周囲神経叢浸潤及び

# 16リンパ節転移を疑いSがage 4b膵癌と診断された。当初は根治切

除不能と診断し、S-1併用放射線化学療法（50.4Gけ/28Fお）を施行した。

放射線化学療法後の評価では局所過進展の所見は残存していたた

め、その後にGEMβS-1を施行した。治療開始から15ヶ月で腫瘍マー

カーは陰性化し、画像上、神経叢浸潤及びリンパ節転移が退縮したと

考えられ手術を施行した。胃合併症対策として残胃の血流温存を念

頭におき、左胃動脈を温存する方針として、術前のコイリングは総肝

動脈のみに行った。【手術】# 16リンパ節をサンプリングし転移陰

性を確認した。治療前に神経叢浸潤が疑われた箇所では癌の退縮を

示唆する瘢痕を認めた。SMA周囲神経叢切離面、腹腔動脈周囲神経

組織を術中迅速診断でnaぎigaがeした。膵切離前に術中USでASPDA

の走行を確認し、腫瘍から18mmのマージンを確保して、アーケード

からの血流が温存されることを確認した。手術は左胃動脈温存の腹

腔動脈合併切除兼膵体尾部切除、門脈合併切除を施行した。手術時

間474分、出血275ml。【病理】SMA周囲神経叢切離面、腹腔動脈周囲

並びに、脾動静脈周囲の神経組織では癌細胞が消失していた。病理

所見は、けpT1N0M0、Sがage1、R0、治療効果判定はEぎanか�gおade�3

であった。【まとめ】局所過進展及び# 16リンパ節転移を伴う

Sがage 4b膵体尾部癌に対し、放射線化学療法を施行し根治切除が可

能となった1例を経験したので文献的考察を加えて報告する。

HmcAbs6_消化器病・消化器内視鏡.indd   31 13/08/05   17:04



32

9（消）．Cけかがic�Pancおeaがic�Neきおoendocおine�Tきmoおの1例
○�内海辰哉�1�，後藤拓磨�1�，河本　徹�1�，藤林周吾�1�，笹島順平�1�，

佐々木貴弘�1�，坂谷　慧�1�，田中一之�1�，堂腰達矢�1�，安藤勝祥�1�，

上野伸展�1�，稲場勇平�1�，伊藤貴博�1�，盛一健太郎�1�，藤谷幹浩�1�，

及川賢輔�2�，三代川斉之�2�，高後　裕�1� （旭川医科大学消化器・血

液腫瘍制御内科学分野�1�，旭川医科大学病理部�2�）

症例は60歳代女性．平成23年12月より上腹部に腫瘤を触知するも放

置していた．平成24年9月にかけて腹部違和感の増強，食欲不振を認

め近医を受診．画像検査より膵頭部腫瘤が疑われ当科紹介初診と

なった．血液生化学検査は軽度膵酵素上昇を認めるのみで腫瘍マー

カーは正常であった．CTにて，膵頭部に約75mmの境界明瞭，辺縁

平滑な単房性嚢胞性腫瘤を認めた．嚢胞成分が主体で，淡い漸増性

造影効果を伴う被膜は薄く，内腔にむかって丈の低い乳頭状隆起を

呈していた．またMRI拡散強調画像にて点在する高信号域を認めた

が，PETのMax�SUV値は1. 8 → 2. 2と低値であった．超音波内視鏡

検査では低〜高輝度が混在するHeがeおogeneoきかな乳頭状隆起を呈し

ていた．なお，いずれの画像検査にても嚢胞内は不均一であり，膵胆

管・十二指腸などの周囲臓器は圧排されているが，主膵管拡張は認

め な か っ た． 以 上 よ り，�Pancおeaがic�Neきおoendocおine�Tきmoお�

（PNET）�やSolid-pかeきdopapillaおけ�neoplaかm�（SPN）�が考えられ，症

状を伴うことからも，膵頭十二指腸切除術を施行した．病理組織学

的検査では，繊維性被膜を有する嚢胞性腫瘍で，被膜を裏打ちするよ

うに淡好酸性顆粒状胞体とSalが�&�Peppeお類円形核を有する腫瘍細

胞 を 認 め た．Chおomogおanin�A・Sけnapがophけかin・CD 56 陽 性，

ぎimenがin・CD 10 陰性，β-caがheninも核陽性を認めないことから

PNETが考えられ，Miがoかiか�1/ 10HPF，Ki- 67�index�6%よりG2と診

断した．嚢胞を有するCけかがic�PNETの頻度はPNETの約10％と少な

いものの，他の嚢胞性疾患との鑑別が困難とする報告も散見される．

特に本症例のように大部分が嚢胞成分の場合には，術前診断に難渋

することがあるため，本疾患の臨床的特徴につき考察し報告した．

10（消）．腹水の出現を契機に診断された特発性胆嚢穿孔の1症例
○�渡部真裕子�1�，佐藤雄太�1�，神山勇太�1�，根間洋明�1�，横山和典�1�，

蔵谷勇樹�1�，舩越　徹�1�，喜納政哉�1�，高田譲二�1�，浜田弘巳�1�，

藤岡保範�2� （日鋼記念病院消化器センター�1�，日鋼記念病院病理

診断科�2�）

急性胆嚢炎に合併する穿孔の頻度は2%〜15%と報告され、その局所

合併症である胆汁性腹膜炎や胆嚢周囲膿瘍を併発した場合には重症

胆嚢炎と診断し、緊急胆嚢摘出術の適応とされる。今回我々は、無痛

性の腹水の出現を契機に診断された特発性胆嚢穿孔の一症例を経験

したので報告する。症例は69歳、男性。下腹部痛と下痢、嘔吐を自覚

し、前医に入院してMEPMを5日間投与された。症状は軽快したが、

初診時には認めなかった腹水を肝周囲に認めるようになったために

第 6病日に当科に紹介となった。初診時の血液検査では白血球増多

はなく、胆汁うっ滞型の生化学検査異常を認めた。腹痛を認めなかっ

た。CTでは胆嚢には結石を認めず、体部から底部に壁肥厚を認め

た。第 12 病日のCTでは腹水が増大し肝臓を凸レンズ状に圧排して

おり、肝被膜下の液体貯留と診断したが、その原因は特定できなかっ

た。第20病日に試験穿刺を施行して暗赤色の漿液性腹水を認め、赤

血球多数、蛋白�2. 0g/dL、T-bil�6. 7mg/dL、LDH�767U/Lと胆汁の

漏出を疑った。各種画像診断では肝損傷や腫瘍を認めず、DIC-CT

でも造影剤の漏出は認めなかった。EUSでは胆嚢壁肥厚が体部か

ら底部にかけて増大し、液体貯留部に接していた。以上から特発性

胆嚢穿孔による無症候性胆汁性腹膜炎と診断し、第31病日に肝被膜

下ドレナージを施行した。その後液体貯留と排液は消失したが、確

定診断を目的に第59病日に胆嚢摘出術を施行した。病理組織学的に

は胆嚢粘膜には著変を認めず、底部の漿膜下層の壊死と胆汁をまじ

えた化膿性滲出物を全層に認め、壊死性胆嚢炎による特発性胆嚢穿

孔と診断した。特発性胆嚢穿孔は背景胆嚢に炎症や結石を伴わずに

発症するまれな疾患であり、本例では発症当初の腹痛以外に特有な

所見を認めなかったために術前診断に難渋した。

11（消）．低アルブミン血症と胸腹水を合併した主膵管型IPMN
の1症例

○�萩原　光�1�，佐藤雄太�1�，神山勇太�1�，根間洋明�1�，横山和典�1�，

蔵谷勇樹�1�，舩越　徹�1�，喜納政哉�1�，高田譲二�1�，浜田弘巳�1�，

藤岡保範�2� （日鋼記念病院消化器センター�1�，日鋼記念病院病理

診断科�2�）

膵IPMNに特異的な症状はなく、腹痛などの非特異的症状から画像

診断により発見されることが多い。今回我々は、両側胸水、腹水、低

アルブミン血症を主訴に受診し、主膵管型IPMNと診断された一症

例を経験したので報告する。症例は75歳男性。呼吸困難感と下腿の

浮腫を主訴に近医を受診し、両側胸腹水と低蛋白血症を指摘されて

当科に紹介となった。初診時TP�4.2g/dL、アルブミン�1.4g/dLと著

明な低アルブミン血症を認めた。EUSでは主膵管内に22mm大の結

節状腫瘤を認め、明らかな周囲への浸潤所見は認めず、主膵管型の

IPMNと診断した。腹水は漏出性で細胞成分の異常は認めなかった。

低蛋白血症の明らかな原因は不明であった。入院後に利尿剤、分枝

鎖アミノ酸製剤、栄養剤、高力価パンクレアチンを投与したところ、

体重は62. 9kgから46. 5kg、BMIは25. 2kg/m2から18. 6kg/m2に低下

し、腹水もほぼ消失したたが、低アルブミン血症が改善せず第20病日

に退院とした。外来で栄養状態の改善を促し、初診後約8ヶ月目に幽

門輪温存膵頭十二指腸切除術を施行した。術前のEUSでは腫瘍は

30mm大に軽度増大していたが、明らかな周囲浸潤を認めず、体尾部

膵管は一層の高エコーとして描出され、膵実質も著明な低エコー化

を認め、主膵管内浸潤の評価は困難であったために術中迅速病理診

断も施行された。病理組織学的診断は微小浸潤をともなう膵管内乳

頭腺癌であった。尾側膵は膵実質が消失し、線維性結合組織と肉芽

様組織に置換されていた。低アルブミン血症と胸腹水を合併した膵

IPMNは我々が検索した範囲では報告例はなかったが、臨床経過と

治療反応性から、膵外分泌機能の低下による栄養障害が原因と推察

している。術後8ヶ月が経過しているが、再発や低アルブミン血症の

再発は認めていない。

12（消）．胃癌膵転移の1例
○�田川　愛，小池祐太，藤田與茂，遠藤文菜，小野雄司，中村路夫，

工藤俊彦，永坂　敦，西川秀司 （市立札幌病院消化器内科）

【症例】60歳代，男性．【主訴】黄疸．【現病歴】2009年3月，胃癌

（mきcinoきか�adenocaおcinoma，T4aN3bM0γ�かがageIIIc）に対して幽門

側胃切除術（BillおoがhII法再建）が施行された．術後補助化学療法

（TS- 1/CDDP）4コース施行後に本人の強い希望があったため治療

は終了となった．その後明らかな再発所見は認められなかったが，

2012年1月，黄疸を主訴に当科を受診され精査したところ，腹部造影

CTにて膵頭部に15mm程度の腫瘤性病変を認めた．原発性膵癌も

しくは胃癌膵転移の可能性が考えられ，経皮経肝胆管ドレナージ後

に手術が施行された．術中腹水迅速細胞診は陽性であり，その細胞

診の結果から胃癌再発の可能性が第一に考えられたが、局所コント

ロール目的にPDが施行され，病理組織診により胃癌の膵転移と診断

された．【考察】胃癌の膵転移はまれであり，手術適応となる症例は

少ないとされている，本症例が手術適応になるかどうかは議論の余

地が残るところではあるが，今回われわれは，胃癌に対して幽門側胃

切除術後に膵頭部転移をきたし，切除された1例を経験したので若干

の文献的考察を加えここに報告する．
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13（消）．横隔膜交通症に伴う難治性肝性胸水の1例
○�中島正人，堀井　享，眞坂智寛，三関哲矢，奥　隆臣 （帯広第

一病院消化器内科）

【症例】60歳γ�男性.�【主訴】呼吸苦.�【現病歴】B型肝硬変にて当科外

来に通院中であったがγ�平成24年11月より労作時の呼吸苦を自覚す

るようになった.�胸部単純X線およびCT検査にて右胸水の貯留を認

めγ�肝性胸水が疑われた.�利尿剤を増量し経過をみたが改善せずγ�そ

の後症状が増悪しγ�同年 12 月に入院となった.�【入院後経過】胸腔ド

レーンを留置しγ�大量の胸水を排出し症状は改善した.�利尿剤の静

注γ�アルブミン製剤の投与を行ったがγ�その後も胸水の貯留は治ま

らなかった.�胸水貯留と同時に腹水の減少を認めたことからγ�横隔

膜交通症を疑いγ�診断および治療を目的にγ�腹腔鏡検査を施行した

ところγ�横隔膜に小孔を認めた.�それを縫縮しγ�吸収性ポリグリコー

ル酸フェルトにて被覆した.�また本症例では肝S 8に肝外に突出する

肝細胞癌を合併しておりγ�これについては腹腔鏡下にラジオ波焼灼

療法を行った.�術後γ�胸水は消失し腹水の貯留も経口利尿剤にてコ

ントロールが可能となりγ�外来にて経過観察中である.�【考察】肝性

胸水は心肺に基礎疾患のない肝硬変患者にみられγ�腹水が横隔膜の

瘻孔を通してγ�陰圧の胸腔内へ貯留するためにおこる.�しばしば保

存的治療に抵抗性となり治療に苦慮することも少なくない.�本症例

では腹腔鏡下に比較的低侵襲に治療することが可能であった.�肝性

胸水の診断および治療について、若干の文献的考察を加えて報告す

る。

14（消）．amiodaおone�服用中に肝実質のCT�値上昇を伴う肝機
能障害を呈した2例

○�佐々木博敏，後藤　学，三浦洋輔，千坂賢次，森合哲也 （恵み

野病院消化器内科）

抗不整脈薬である�amiodaおone�常用量服用中の副作用として、肝機

能障害は1.2％程度と少ないが、肝硬変や肝不全に至り、それが致命

傷となる症例の報告もみられる。今回我々は、amiodaおone�服用中

に肝機能障害を呈し、特徴的なCT所見を示した2例を経験したので

報告する。

症例1：86歳�女性、平成15年に肥大型心筋症と�Bおきgada�症候群のた

め、埋め込み型除細動器（ICD）留置術を施行。amiodaおone�200�mg�/

日を服用していたが、平成25年3月14日、息切れ、倦怠感を主訴に当院

循環器内科を受診。うっ血性心不全の診断で入院。入院時GOT�43�

IU/l、GPT�32�IU/l�と肝機能障害は軽度で�amiodaおone�を継続服用

していたが、4月になって肝機能は徐々に悪化。腹部単純CT�にて

肝実質全体のCT� 値は均一に高く、平均 110�HU� であった。

amiodaおone�による副作用と考え服用を中止したが、肺炎の併発に

より4月13日永眠した。症例2：64歳男性、平成22年、狭心症と心弁膜

症にて開胸術を施行。その後、amiodaおone�200�mg/日を服用して

いたが、平成24年年4月から軽度の肝機能障害を繰り返した。平成25

年4月27日、うっ血性心不全により当院循環器内科に入院。GOT�65�

IU/l、GPT�52�IU/l�で、amiodaおone�による肝機能障害と考え、100�

mg/日に減量。しかし、さらに肝機能が悪化し、5月17日、GOT�180�

IU/l、GPT�146�IU/l�まで上昇したため、服用を中止。腹部単純CT�

にて肝実質全体のCT�値は均一に高く、平均103�HU�であった。肝生

検を施行し、病理組織学的に肝細胞内に小脂肪滴の沈着、末梢細胆管

の胆汁うっ滞、グリソン鞘の炎症細胞浸潤および線維化などを認め

た。

amiodaおone�長期服用による副作用としての肝機能障害は、必ずし

もその総投与量や血中濃度に相関しないとされるが、肝実質が均一

なCT値上昇を呈する特徴的なCT�所見は�amiodaおone�による薬剤

性肝障害の鑑別診断に有用であると考えられた。

15（消）．非典型的な染影パターンを示した中分化型肝細胞癌
の1例

○�川浪康太郎�1�，古家　乾�1�，馬場　英�1�，小泉忠史�1�，定岡邦明�1�，

関谷千尋�1�，数井啓蔵�2�，中西一彰�2�，市川伸樹�2�，服部淳夫�3� （北

海道社会保険病院消化器センター消化器内科�1�，北海道社会保

険病院外科�2�，北海道社会保険病院病理部�3�）

症例は70代男性．平成23年11月に検診で肝障害とメタボリック症候

群を指摘され．平成24年1月初診．腹部エコーで脂肪肝と肝弾性度

10.5kPaより，NASHと診断され，外来で食事療法をしながら経過観

察となった．同年12�月近医のエコーで肝腫瘤を指摘され紹介となっ

た．既往歴では脂肪肝と高血圧症を認めた．飲酒歴はなく，前喫煙

者であった．身長 172. 5�cmγ�体重　77. 2kgγ�BMI�26. 7と軽度の肥満

を認めた．血液検査では，WBC�3820/μlγ�Hb�10. 8�g/dlγ�Pl�27. 2 万/

μlγ�Tb�1. 8�mg/dlγ�Alb�4. 4�g/dlγ�AST/ALT/おGTP�43/ 53/ 64�U/lγ�

PT�60. 3%γ�PIVKA-II�186�mAU/lγ�AFPγ�CEAγ�CA 19- 9は正常範囲，

HCVAbとHBかAgは陰性であった．腹部エコーでは門脈右枝と前区

枝の腹側のS 4に肝外に突出するような47 . 2x 37 . 1mmの中心やや

high�echoicで辺縁がiかo-loく�echoicの腫瘤を認めた．辺縁には動脈

性血管が走行し，中間静脈を頭側右側に圧排していた．Dけnmic�CT

では，単純でloくγ�動脈相で辺縁が淡く不正に造影された．門脈優位

相から平衡相にかけて求心性に徐々に腫瘍全体が濃染されていった

が，中心部はLDAの部分が残存した．EOB-MRIではT 1�loくγ�T 2�

highγ�一部にぎeおけ�highγ�dけnamicのぎaかcきlaお�phaかeではCTと同様の

染影パターンで，肝細胞相ではloく�inがenかiがけを示した．ソナゾイド

造影エコーでは血管層では動脈〜平行相にかけて求心性に腫瘍全体

が遷延性に造影される経過がより鮮明に描出され，後血管相では辺

縁がloく，中心部high�echoicなパターン示した．硬化型肝癌，混合型

肝細胞癌，細胆管癌などを疑った．T2N0M0γ�Sがage�IIγ�Child�A（6

点），LHL 15�0. 91として拡大内側区切除を行った．病理所見は著明

なpelioがic�changeを伴う中分化型肝細胞癌であった．非典型的な染

影パターンをとった原因について考察する．

16（消）．クモ膜下出血を契機に発見された肝細胞癌の1例
○�大竹　晋�1�，太田　雄�1�，須藤隆次�1�，玉木陽穂�1�，岡田充巧�1�，

麻生和信�1�，高添　愛�1�，鈴木裕子�1�，今澤雅子�1�，山北圭介�1�，

北野陽平�1�，羽田勝計�1�，谷口雅彦�2�，及川賢輔�3� （旭川医科大学内

科学講座病態代謝内科学分野�1�，旭川医科大学外科学講座消化

器病態外科学分野�2�，旭川医科大学病理部�3�）

【症例】48歳、女性。【現病歴】平成25年1月7日より腹痛、嘔吐を認め、

1月8日午前3時頃、頭痛、痙攣発作を来たし前医に救急搬送された。同

院でのCT、MRI検査でクモ膜下出血を認め、血液検査で閉塞性黄疸

を呈しておりCTで肝内に腫瘤性病変を認めたため当院脳神経外科に

転院。【血液検査】肝胆道系酵素およびビリルビンの上昇を認め、炎症

反応は軽度高値であった。肝炎ウイルスマーカーはHBVが陽性であ

り、肝予備能は肝障害度:A。AFP、PIVKA-II、CA19-9の上昇を認めた。

【画像所見】CTでは単純で胆嚢内、総胆管内に高吸収構造を認めた。

またDけnamic�かがきdけでは肝S 7/ 1に早期濃染およびくaかh�oきがを呈する

辺縁不整な径 7cm大の腫瘤を認め、腫瘍は門脈右枝に接しP 6、P 8グ

リソン周囲への進展が認められた。肝右葉内の肝内胆管は末梢で軽

度拡張し腫瘍内に血腫と考えられる淡い高吸収域を含む低吸収域と

それに連続してB6の拡張を認め同部からの胆道出血、閉塞性黄疸と考

えられた。EOB-MRI�ではCTと同様に平衡相ではくaかh�oきがされ、肝細

胞相では八ツ頭状の形態を呈する欠損像として描出された。PET-

CTでは腫瘍に一致して強いFDG集積を認めたが転移性病変は認めな

かった。【経過】クモ膜下出血は保存的加療により軽快し1月10日に当

科転科。画像上、肝細胞癌が第一に考えられたが、混合型肝癌や肝内

胆管癌との鑑別も考慮し肝腫瘍生検を施行し中分化型肝細胞癌と診

断、外科にて肝右葉切除術を施行した。病理診断はModeおaがelけ-

difeおenがiaがed�hepaがocellきlaお�caおcinomaγ�ぎp2γぎぎ0γぎa0γb2であった。【考

察】本例では画像上、脳動脈瘤は認めず特発性クモ膜下出血と診断さ

れ保存的に軽快したが経過から胆道出血に伴う腹痛、嘔吐が誘因とな

りクモ膜下出血を発症したものと考えられた。検索した限り、クモ膜

下出血を契機に診断された肝細胞癌の報告は認めず極めて稀であり、

示唆に富む症例と考え報告する。
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17（消）．食道原発mきcoepideおmoid�caおcinomaの1症例
○�斉藤健太郎，大島隆宏，上坂貴洋，西澤竜矢，奥田耕司，

菊地一公，武田圭佐，大川由美，三澤一仁，佐野秀一 （市立札

幌病院外科）

症例は73歳女性。嚥下困難を主訴に近医を受診し、上部消化管内視

鏡により食道狭窄を指摘され、精査目的に当院消化器内科を紹介受

診となった。上部消化管内視鏡では鼻孔より30- 35cmの部位に潰瘍

を伴う腫瘍性病変を亜全周性に認め、3型の食道癌が疑われた。上

部消化管造影では胸部中部食道に最大長径 25mm程度の陰影欠損を

認めた。生検の病理検査で扁平上皮癌と診断された。造影CT検査

では明らかな所属リンパ節転移や遠隔転移は認められなかった。以

上により、中部食道癌（T2N0M0�cSがageII）と診断され、2領域郭清

を伴う食道亜全摘を施行した。手術検体の組織診断で

mきcoepideおmoid�caおcinomaの診断であった。術後はADL低下から

の回復に若干時間を要したが、経過は概ね良好で第67病日に退院と

なった。現在は外来でフォローしている。mきcoepideおmoid�

caおcinomaは一般的には唾液腺や涙腺、気管支腺などに発生する腫

瘍であり、食道癌には非常にまれで、その報告例も少ない。今回我々

は食道原発のmきcoepideおmoid�caおcinoma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。

18（消）．内視鏡的粘膜下層剥離術にて一括切除し得た巨大平
滑筋腫の1例

○�嘉成悠介，佐藤康史，平川昌宏，大沼啓之，二階堂ともみ，

大須賀崇裕，櫻田　晃，井畑壮司，林　毅，佐藤　勉，宮西浩嗣，

瀧本理修，小船雅義，加藤淳二 （札幌医科大学腫瘍・血液内科）

食道平滑筋腫は良性の非上皮性腫瘍であるが、経過中に増大傾向を

示す症例や何らかの自覚症状を呈する例、悪性を否定できない症例

などは治療適応とされている。食道平滑筋腫に対する内視鏡的切除

例の報告は散見されるが、内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）による切

除の報告は少ない。今回、我々はESDにて一括切除し得た巨大食道

平滑筋腫の1例を経験したので報告する。【症例】40歳代、男性。食

道のつかえを主訴に近医を受診。上部消化管内視鏡検査で食道に粘

膜下腫瘍を認め、精査加療目的に当科紹介となった。上部消化管内

視鏡検査では食道胃接合部に35mm大の中心陥凹を伴う病変を認

め、食道は軽度の狭窄を呈していた。超音波内視鏡検査（EUS）では

病変は境界明瞭、内部均一な低エコー腫瘤であり、また粘膜筋板由来

と考えられた。同病変に施行した超音波内視鏡下吸引術（EUS-

FNA）では平滑筋腫を疑われた。自覚症状を有し、病変の中心に陥

凹を伴うなど悪性を否定できない所見も認め、治療適応と考えられ

た。EUS上、粘膜下層は保たれ、内視鏡治療が可能と考えられたが、

病変のサイズが大きく、食道胃接合部から噴門部にまで及ぶ病変で

あり、内視鏡的粘膜切除術（EMR）は困難と考え、切除法としてESD

を選択した。術中、特記すべき偶発症なく、一括切除した。切除検体

の病理所見では好酸性の豊富な胞体をもつ紡錘形細胞がまばらに増

殖し、核分裂は殆ど認められず、免疫染色ではぎimenがin、deかmin、

αSMA陽性、KIT、CD34、S-100、KCTD12陰性であり、平滑筋腫

に矛盾しない所見であった。術後経過良好でESD後第 7病日に退院

となった。【考察】これまで、食道平滑筋腫の内視鏡的切除例の報告

は概ね2cm以下の病変であり、巨大病変ではEMRは困難と考えられ

る。巨大平滑筋腫をESDにて切除した報告は少ないものの、開胸も

しくは胸腔鏡下手術に比べ、低侵襲であり、選択肢の一つとなり得る

ものと考えられた。

19（消）．急性食道粘膜病変（AEML）において緊急上部内視
鏡検査は必要か

○�巽　亮二�1�，太田智之�1�，松原　悠�1�，好崎浩司�1�，坂本　淳�1�，

佐藤　龍�1�，網塚久人�1�，木村圭介�1�，古川　滋�2�，前本篤男�2�，

折居史佳�2�，蘆田知史�2� （札幌東徳洲会病院消化器センター�1�，札

幌東徳洲会病院IBDセンター�2�）

【背景と目的】緊急内視鏡検査を要する上部消化管出血のなかで、急

性食道粘膜病変（AEML）は重要な鑑別疾患として挙げられる。しか

し、AEMLを有する症例では併存疾患のために全身状態不良例も多

く、緊急内視鏡検査の施行が躊躇される症例も存在する。そこで

AEMLを認めた症例を後ろ向きに調査し緊急内視鏡検査の必要性を

検討した。【方法】2006年1月から2013年9月までに当院受診後12時間

以内に緊急内視鏡検査を実施したAEML66例を検討した。【結果】平

均年齢は69歳、男性41例、女性25例であり、来院時主訴は吐血が25例

（38%）、黒色嘔吐が33例（50%）、黒色便が8例（12%）であった。入院加

療を要した併存疾患の合併例は40例（61%）であり、急性アルコール中

毒が10例（25%）、出血性胃・十二指腸潰瘍が5例（13%）、肺炎が3例

（8%）などであった。バイタルサインとして収縮期血圧・拡張期血圧・

脈拍の平均は各々124mmHg、71mmHg、95回/分であったが、収縮

期血圧が100mmHg未満または脈拍数が100 回/分以上のバイタルサ

インが不安定な症例が半数存在した。血液検査では発症時のヘモグ

ロビン（Hb）値の平均は12.1g/dl（4.8-18. 4）で、うち49例（74%）が10g/

dl以上であり高度貧血症例は少なかった。すなわちバイタルサイン

不良は消化管出血以外で惹起されている症例も多かった。発症時に

CTが撮影された36 例において食道壁は浮腫状に肥厚しておりその

厚さは平均6.1mmであった。止血術施行例は8例（12%）存在しAEML

自体から3例（4.5%）、他は併存する消化性潰瘍やMalloおけ-Weiかか症候

群からの出血であった。【結論】AEMLは高齢男性で併存疾患を伴う

症例が多く、半数はバイタルサインが不安定な症例であったがHbの

低下は軽度であった。止血術施行例が少数であることを考慮すると

CTでの食道壁肥厚所見なども参考にしながら、上記の特徴を有する

症例では緊急内視鏡を回避できる可能性が高いと考えられた。

20（消）．トラスツズマブ併用療法後根治切除を施行し組織学
的CRが確認されたHER2陽性胃癌の1例

○�我妻康平�1�，斉藤真由子�1�，矢島秀教�1γ2�，鈴木一也�2�，石黒一也�1�，

一色祐介�1�，村上佳世�1�，小野寺馨�1�，能正勝彦�1�，山下健太郎�1�，

有村佳昭�1�，信岡隆幸�3�，米澤勝彦�2�，篠村恭久�1� （札幌医科大学消

化器・免疫・リウマチ内科学講座�1�，市立釧路総合病院消化器

内科�2�，札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講

座�3�）

症例は66歳，男性．2011年12月頃より心窩部不快感を自覚し，2012

年6月上部消化管内視鏡検査にて胃前庭部の2型進行胃癌（生検病理：

Adenocaおcinomaγ�がきb2γ�HER2�3β（IHC法））と診断された．術前診

断cT3N2M0，かがageIIIAにて切除を試みたが，腫瘍と幽門下リンパ

節が一塊となり，結腸間膜にも浸潤していたため根治切除不能と判

断され，バイパス手術となった．HER2 陽性切除不能局所進行胃癌

に対し，2012年7月よりカペシタビンβシスプラチンβトラスツズマ

ブ療法を開始し，画像上原発巣γリンパ節ともに著明に縮小した．有

害事象は，食欲不振がGおade3γ疲労がGおade2，悪心がGおade1であっ

たが，用量減量により安全に治療継続可能であった. 9サイクル目以

降はトラスツズマブ単剤で治療を継続していたが，画像的にCRであ

り根治性が期待できると判断し，2013年3月に再び根治切除術を試

みた．初回の開腹時に剥離困難であったリンパ節は比較的容易に処

理可能であり，幽門側胃切除術を施行した．最終的な病理組織学的

検査では原発巣，周囲リンパ節ともに腫瘍細胞の残存を認めず，化学

療法の効果はGおade 3�と診断された．�本症例はγ初回手術時には根

治切除不能であったが，化学療法後に根治切除可能となった．本例

のような根治性がBoおdeおlineの症例に対するトラスツズマブ併用療

法では化学療法後の切除を含めて最適な治療戦略を構築する必要性

があり，切除のタイミングなどの検討が必要と考えられた．
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21（消）．十二指腸癌肉腫の1例
○�飯田智哉�1�，金戸宏行�1�，佐々木基�1�，永縄由美子�1�，石上敬介�1�，

内藤崇史�2�，中垣　卓�1�，佐藤修司�1�，清水晴夫�1�，永山　稔�3�，

佐々木賢一�3�，澁谷　均�3� （市立室蘭総合病院消化器内科�1�，札幌

医科大学第一内科�2�，市立室蘭総合病院外科�3�）

【症例】59歳、男性【主訴】上腹部痛、背部痛【現病歴】平成21年11月頃

から上腹部痛、背部痛を自覚し近医にて上部消化管内視鏡検査が施

行されるも慢性胃炎の所見のみであり、経過観察となっていた。そ

の後も症状改善せず、発熱も伴ってきたため平成22年1月下旬、精査

目的に当科紹介、同年2月初旬、当科入院となった。【入院後経過】腹

部単純CTで十二指腸に腫瘍性病変の存在が疑われ、直視鏡及び側視

鏡で十二指腸下行脚に半周性で5cm大の1型腫瘍を認めた。腫瘍に

より肛門側の観察は困難であり、十二指腸乳頭は確認できなかった。

生検では紡錘形細胞の増生、免疫染色でぎimenがin陽性、KITが核に

のみ陽性で、CD34、SMA、deかmin、S-100、AE1β3はいずれも陰

性であり、十二指腸GISTと診断した。PETではその他の部位に明ら

かな異常集積を認めなかった。入院時より連日38度台の発熱を認め

ていた。主膵管の拡張はなかったが軽度総胆管の拡張があり、胆管

炎を疑ってLVFXの内服を開始したところ速やかに解熱傾向を示し

た。全身状態が落ち着いたため2月下旬に外科に転科し、膵頭十二指

腸切除術が施行された。病変は6. 8cm× 6. 5cmの1型腫瘍で、Vaがeお

乳頭とは連続していなかった。管状腺癌と紡錘形細胞の増生で構成

されており、AE 1β 3が管状腺癌で陽性、紡錘形細胞で陰性、

ぎimenがinが管状腺癌で陰性、紡錘形細胞で陽性であり、十二指腸癌肉

腫と診断された。7mmの膵浸潤を認め、リンパ節転移陽性（＃ 8a、

＃13a、＃13b、#14d）であり、T4N2M0γSがageIIIB（UICC）と診断さ

れた。その後多発肺転移及び骨転移を認め、緩和的化学放射線療法

を行い全身状態は一時改善したが、術後23ヶ月で永眠された。【考察】

消化管の癌肉腫の報告は稀で、中でも十二指腸原発癌肉腫は本邦で

は数例のみの報告に留まっている。今回我々は十二指腸原発癌肉腫

の一切除例を経験したので、若干の文献的考察を加えて報告する。

22（消）．十二指腸乳頭部原発神経内分泌癌の1例
○�松野鉄平�1�，藤井重之�1�，佐藤昌則�1�，山田充子�1�，安部智之�1�，

櫻井　環�1�，定免　渉�1�，黒田裕行�1�，前田征洋�1γ2�，藤田美悧�2�，

仙丸直人�3�，平子　匡�4� （製鉄記念室蘭病院消化器内科・血液腫

瘍内科�1�，製鉄記念室蘭病院病理・臨床検査室�2�，製鉄記念室蘭

病院外科・呼吸器外科�3�，札幌医科大学医学部腫瘍・血液内

科�4�）

神経内分泌腫瘍（neきおoendocおine�がきmoお�:�NET）は、神経内分泌細胞

に由来する腫瘍であり、同細胞が全身に分布することから全身諸臓

器に発生することが確認されている。最近は疾患概念の普及に伴い

その報告は増えてきているが、Vaがeお乳頭部原発のものは非常に稀

である。今回、我々は、術前生検にて診断し、手術を施行した、Vaがeお

乳頭部原発神経内分泌癌の1例を経験したので報告する。症例は、

62歳男性。平成25年1月、発熱を主訴に近医受診。肝機能障害、貧血

を認め、精査目的に当院紹介受診された。各種画像検査にて総胆管

〜肝内胆管の拡張所見を認め、CTにて十二指腸乳頭部に一致して

maかかを認めたことから、同部位の腫瘍性変化が示唆された。ERCP

施行時の内視鏡観察では、Vaがeお乳頭部は腫瘤状に膨隆しており、

生検では、低分化な上皮性腫瘍の増殖像を認め、一部に中分化腺癌や

角化を伴う扁平上皮部分も混在していた。特染では、CGA（β-）、

SPY（β-）�がo�focallけ（β）、CD56（β）�がo�focallけ（-）で、Ki-67染色で

は60%以上の陽性像を認めたことから、腺癌を合併し、一部に扁平上

皮への分化を伴ったneきおoendocおine�caおcinoma�の診断となった。

当院外科に依頼し、3月に膵頭十二指腸切除術を施行した。Vaがeお

乳頭部原発は非常に稀であり若干の文献的考察を加え報告する。

23（消）．小腸出血性病変に対するダブルバルーン内視鏡下ア
ルゴンプラズマ凝固止血術の長期予後

○�大須賀崇裕，佐藤康史，平川昌宏，大沼啓之，二階堂ともみ，

井畑荘詞，櫻田　晃，嘉成悠介，林　毅，佐藤　勉，宮西浩嗣，

瀧本理修，小船雅義，加藤淳二 （札幌医科大学腫瘍・血液内科）

【背景】本邦において、小腸出血に対してダブルバルーン小腸内視鏡

（DBE）下にアルゴンプラズマ凝固止血術（APC）による止血術が広

く行われているが、その長期成績については不明である。【目的】当

科での小腸出血性病変に対してDBE下にAPCにて止血を行った症

例の長期成績を調査し、その有効性をあきらかにする。【対象と方法】

2004年4月から2013年5月までに当科で行った504回のDBE施行症例

のうち小腸出血性病変に対してAPCにて止血を行った23 例を解析

対象とし、その長期成績を検討した。【結果】観察期間中央値は16ヵ

月（3-85ヶ月）であった。男性14例、女性9例。年齢の中央値は64歳

（41-85歳）。Rendき-Oかleお-Webeお�かけndおome症例が3例含まれていた。

抗凝固薬・抗血小板薬投与中の症例は6例であった。APCを行った

病変は、血管性病変が68%、びらん・潰瘍病変が27%、腫瘍性病変が

5%であった。病変の部位は十二指腸水平脚に見られた症例が9%、

空腸が64%、回腸が41%であった。APC前のヘモグロビン平均値は

7.8�g/dLであり、APC後は9.2�g/dLであった（p＜ 0.01）。輸血が必

要な患者の割合はAPC前では50%であったが、APC後では24%で

あった。再出血率は25%であり、APCから再出血までの期間の中央

値は29日（18-729日）であった。再出血を来たした患者も小腸病変に

ついては全ての症例で再度のAPCにて止血可能であった。小腸出

血による死亡例はなく、合併症は遅発性穿孔が1例（4%）に見られた。

【結語】当科での小腸出血性病変に対するAPCを用いた止血法の長

期成績は良好であり、その有効性が示唆された。

24（消）．糖尿病患者に発症した腸管嚢胞状気腫症の1例
○�永縄由美子，清水晴夫，飯田智哉，佐々木基，石上敬介，

中垣　卓，佐藤修司，金戸宏行  （市立室蘭総合病院消化器内科）

【症例】77歳　女性【主訴】腹部不快感【現病歴】糖尿病に対しα-グル

コシダーゼ阻害薬を内服中。2011年4月頃より腹部膨満感、軟便、排

便後の残便感などが出現。近医受診し下部消化管内視鏡検査が施行

されたところ、S状結腸に粘膜下嚢胞状の多発する隆起性病変が認

められたため精査目的で当科を受診した。当科での下部消化管内視

鏡検査でもS状結腸に多発する隆起性病変を認め、また、造影CTで

もS状結腸に限局した腸管壁内に特徴的な気腫像を認めた。肺気腫

等の基礎疾患は認められず、糖尿病に対して内服継続していたα-グ

ルコシダーゼ阻害薬が原因薬剤として考えられたため内服を中止し

たところ、腹部症状は著明に改善しその後の定期検査でも特に症状

の増悪は認めていない。【考察】腸管嚢胞状気腫症の貴重な一例を経

験した。腸管嚢胞状気腫症は腸管壁の粘膜下または漿膜下に多房性

あるいは直線状の含気性嚢胞を形成する比較的まれな疾患である。

発症機序としてはいくつか考えられているが、腸管内圧の上昇によ

り腸管壁内にガス貯留を来す場合、ガス産生菌が腸管粘膜を通過し

腸管壁内でガスを産生する場合、化学薬品への曝露による場合など

が考えられる。また、肺気腫などの肺疾患により肺胞が損傷し漏れ

た空気が縦隔・後腹膜を経由して腸間膜・腸管壁に達して気腫を形

成する場合、α-グルコシダーゼ阻害薬、ステロイド剤などの薬剤内

服による場合なども原因として考えられている。今回の症例では呼

吸器の基礎疾患はなく、糖尿病に対するα-グルコシダーゼ阻害薬の

内服を中止したことによって症状改善が見られたことから、薬剤性

の腸管嚢胞状気腫症であったと考えられ、若干の文献的考察を加え

て報告する。
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25（消）．結腸十二指腸瘻を形成したクローン病の1例
○�佐藤昌則�1�，藤井重之�1�，松野鉄平�1�，山田充子�1�，安部智之�1�，

櫻井　環�1�，黒田裕行�1�，前田征洋�1�，藤田美悧�2�，仙丸直人�3�，

平子　匡�4�，定免　渉�4� （製鉄記念室蘭病院消化器・血液腫瘍内

科�1�，製鉄記念室蘭病院同病理・臨床検査室�2�，製鉄記念室蘭病

院外科・呼吸器外科�3�，札幌医科大学医学部腫瘍・血液内科�4�）

クローン病の局所合併症として、瘻孔形成は良く知られているが、そ

の多くは回腸結腸瘻、回腸回腸瘻、回腸膀胱瘻であり、結腸十二指腸

瘻は稀とされている。今回、我々は、上行結腸周囲に著明な炎症の波

及を伴い、十二指腸と上行結腸との間に瘻孔を形成したクローン病

の1例を経験したので報告する。

症例は、28歳男性。20歳時に肛門周囲膿瘍、敗血症にて発症し、ク

ローン病の診断を受けた。以後、加療を継続していた。平成20年か

らはインフリキシマブによる治療を開始したが、腹痛や炎症所見な

どがなかなか改善せず、他の生物学的製剤なども試みたが、病状のコ

ントロールが不良であった。

平成25年2月に貧血の進行を認めたことから、精査目的に入院。下部

消化管内視鏡検査を施行した所、上行結腸に著明な腸管狭窄を認め

た。ガストログラフィンによる造影を行った所、後腹膜への造影剤

流出を認め、穿通が疑われた。また、十二指腸との瘻孔形成の可能性

も示唆されたことから、後日、バルーンを利用した十二指腸造影を施

行した所、上行結腸との瘻孔形成が確認された。

後腹膜の炎症が高度であり、瘻孔形成も認めたことから、当院外科で

右半結腸切除術＋瘻孔切離、漿膜筋層縫合を施行した。

若干の文献的考察を加え報告する。

26（消）．胃・十二指腸病変を指標としたクローン病の診断能
および診断一致率の検討

○�坂谷　慧�1�，藤谷幹浩�1�，嘉島　伸�1�，内海辰哉�1�，佐々木貴弘�1�，

田中一之�1�，堂腰達矢�1�，藤林周吾�1�，安藤勝祥�1�，上野伸展�1�，

後藤拓磨�1�，笹島順平�1�，稲場勇平�1�，伊藤貴博�1�，盛一健太郎�1�，

横田欽一�2�，高後　裕�1� （旭川医科大学内科学講座消化器・血液

腫瘍制御内科学分野�1�，慶友会吉田病院�2�）

【目的】クローン病（CD）は全消化管に異常をきたす炎症性腸疾患で

あり、上部消化管にも多彩な病変を認める。我々は、CD患者の胃に

高頻度に竹の節状外観が認められることを報告してきた。CDに特

徴的な胃・十二指腸病変は厚生労働省研究班の診断基準の副所見と

して取り上げられている。しかし、各所見のCDに対する特異性や診

断医間での再現性は明らかにされていない。本研究では、CDの胃・

十二指腸病変を解析して各所見の診断能や再現性を明らかにする。

【方法】1.�2010年4月-2012年12月に当科で上部消化管内視鏡検査を

施行したCD患者81例、年齢・性別をマッチさせた他疾患患者81例，

マッチしていない他疾患患者236例を対象として、胃・十二指腸病変

の出現頻度およびこれらの病変を指標とした場合の診断能をプロス

ペクティブに検討した。2.�CD患者 81 例の上部消化管内視鏡写真を�

6人の内視鏡医に提示し、胃・十二指腸病変の有無について診断一致

率を検討した。【成績】�1.�CD群、マッチング群、非マッチング群にお

ける各所見の出現頻度は、胃竹の節状外観が63%、0%、0.8%、十二

指腸ノッチ状外観 11 . 1%、1. 2%、0. 8%、十二指腸びらん・潰瘍

27. 2%、8. 6%、9. 7%であり、CD群で有意に高かった。非マッチン

グ群と比較した場合、胃竹の節状外観は感度63%、特異度99%、十二

指腸ノッチ状外観は感度11%、特異度99%、十二指腸びらん・潰瘍は

感度27%、特異度90%であった。また、胃竹の節状外観を認めた場合

のCD罹患のオッズ比は198. 9と高かった。2.�ケンドール一致係数W

は、胃竹の節状外観が0. 67と良好であり、十二指腸ノッチ状外観は

0.56、十二指腸びらん・潰瘍は0.38であった。【結論】胃竹の節状外

観は、CDに特徴的で、再現性も高い所見であった。上部消化管検査

で本所見を認めた場合は、積極的にCDを疑い精査する必要がある。

27（消）．憩室を伴う大腸手術の切除範囲決定に関する3D-CT
の有用性

○�及能拓朗，古畑智久，沖田憲司，植木知身，秋月恵美，水口　徹，

川本雅樹，平田公一 （札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分

泌外科学講座）

大腸憩室とは、抵抗減弱部において大腸粘膜が腸管壁の筋層を貫い

て外部に突出し嚢状になった状態を指すが、近年本邦では食生活の

欧米化および高齢者の増加により大腸憩室疾患が増加している。一

般に大腸癌などの手術において切除範囲を決める際、病変部から十

分な距離での切離、適切なリンパ節郭清、支配血管、再建方法などを

考慮する必要があるが、切除範囲周辺に憩室が多発している場合に

は、術後の縫合不全や穿孔を回避するために憩室を含めて切除する

ことが望ましい。憩室の散在範囲や腫瘍との位置関係などを把握す

るには、下部消化管内視鏡検査や造影検査なども有用であるが、十分

な同定ができないことも多い。その点、大腸に空気を注入して撮影

する3D-CT画像では憩室の描出が容易であり、その分布や主病変部

との位置関係を理解しやすい。我々は大腸手術を受ける患者の術前

評価に3D-CT画像を積極的に取り入れている。　今回、多発憩室を

伴う大腸手術の切除範囲の決定に際し、術前の3D-CTが有用であっ

た5症例を報告する。症例1：S状結腸癌の70代女性。CSでは腫瘍の

肛門側 10cmの範囲に多発憩室を認めたが、3D-CTでは全周性に憩

室が分布しており、手術では憩室より肛門側で切除した。症例2：直

腸膀胱瘻の60代男性。直腸S状部と膀胱との間に瘻孔を形成。CSで

は瘻孔は観察されず、S状結腸に多発憩室を認めた。3D-CTでは瘻

孔部位を推察でき、憩室の分布も把握できた。手術では憩室を含め

て高位前方切除術ならびに膀胱部分切除術を施行した。症例 3：大

腸憩室症の60 代男性。CSではS状結腸全体に渡り憩室が多発。

3D-CTではさらに壁肥厚と短縮を認め、狭窄状態となっていた。手

術は憩室を含めて腹腔鏡下S状結腸切除術を行った。他、憩室を伴

うS状結腸癌の60代男性、結腸憩室炎の30代男性の症例も提示する。

　いずれの症例も手術は問題なく終了し、術後合併症は生じていな

い。

28（消）．大腸ステント留置後の腸管損傷に関する臨床病理学
的検討

○�高橋慶太郎�1�，後藤　充�1�，立花靖大�1�，佐藤智信�1�，河本　徹�1�，

藤永明裕�1�，斉藤義徳�1�，柳川伸幸�1�，折居　裕�1�，柴田　好�1�，

佐藤啓介�2�，櫻井宏治�2� （旭川厚生病院消化器科�1�，旭川厚生病院

臨床検査科�2�）

大腸ステント留置後の合併症としてステント辺縁でのびらん、潰瘍

や穿孔といった腸管損傷が報告されている。今回、我々はBおidge�

To�Sきおgeおけ目的に大腸ステントを留置した症例においてステント

辺縁での腸管損傷を病理学的に検討した。【対象】2012年1月〜2013

年5月までに大腸ステントを留置して外科切除を行った8例。ステン

ト留置部位はS状結腸：3例、下行結腸：3例、横行結腸：2例。ステ

ントは全例でWallとex�colonic�かがenが�φ22mmを使用し、留置したス

テント長は6cm：4例、9cm：4例。ステント留置期間中央値は13.5

日（10〜21日）であった。【検討項目】（1）留置ステント口側端および

肛門側端の腸管損傷の深度、（2）深部損傷例における留置部位、ステ

ント長、手術までの留置期間と臨床経過を検討した。【結果】（1）口側

端の損傷深度は漿膜下層までが1例、固有筋層1例、粘膜下層6例であ

り、肛門側端では8例全例が粘膜下層までであった。（2）漿膜下層ま

で損傷していた症例では下行結腸癌に対して9cmのステントを13日

間留置し、固有筋層まで損傷していた症例では下行結腸癌に対して

6cmのステントを16 日間留置していた。2症例とも手術までの期間

に経口摂取を再開しても腹痛など腹部症状は認めず、術中所見でも

ステントの影響は認めなかった。手術は一期的吻合術が施行され、

術後経過は良好であった。【結語】ステント端による非癌部の腸管損

傷は屈曲部に留置した症例で多くみられるとされるが、今回の検討

では比較的直線的な下行結腸において深い損傷がみられた。腹痛な

ど臨床症状を認めなくてもステント口側端で深い損傷を来している

可能性があることに留意する必要がある。
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29（消）．膵転移をきたした直腸癌術後症例
○�八木澤允貴�1�，石川麻倫�1�，立野貴大�1�，澤田憲太郎�1�，村中徹人�1�，

梅村真知子�1�，加藤　励�1�，高坂琢磨�1�，高橋一宏�1�，曾我部進�1�，

太宰昌佳�1�，小田　寿�1�，宮城島拓人�1�，小林清二�2�，小笠原和宏�2�，

高橋達郎�3� （釧路労災病院内科�1�，釧路労災病院外科�2�，釧路労災

病院中央検査科�3�）

55歳男性。2006年12月直腸癌Rabに対して低位前方切除術D3郭清

施行、術後病理組織結果はがきb2γp�かか-Aγlけ2γぎ1γpN1（251:1/14）γかがage3a

でありR0切除であった。2009年11月のCTにて右肺に結節影出現、

経過観察となったが2011年3月のCTにて増大あり転移と診断。同年

4月右肺部分切除術施行し、病理組織結果は直腸癌肺転移の診断で

あった。2012年11月よりCEA上昇認めたため12月にPET-CT撮像し

たところ膵尾部に集積亢進を認めた。病理診断目的に2013年1月に

EUS-FNA施行したところ直腸癌膵転移の診断に至った。同年3月膵

尾部・脾切除（R0）施行し、術後病理組織結果も同様に直腸癌膵転移

の所見であった。現在は直腸癌かがage 4�R0 切除後として術後補助化

学療法（XELOX）を施行中である。直腸癌膵転移の報告はまれであ

り、膵癌との鑑別が問題となる。本症例ではEUS-FNAにて術前に膵

転移の確定診断に至った。若干の文献的考察を加え報告する。

30（消）．mFOLFOX6�β�Beぎaciげきmab療法が著効した多発肝
転移を有する胃癌・大腸癌の1例

○�大原正嗣，岩永一郎，杉浦　諒，宮本秀一，水島　健，江平宣起，

上林　実 （北見赤十字病院消化器内科）

重複癌としての大腸癌・胃癌を有する症例はしばしば経験される．

しかし，多発肝転移を有する大腸癌・胃癌の症例において，大腸癌に

準じた化学療法を施行し，多発肝転移・胃癌の縮小・消失が認めら

れたという報告は少ない．今回，我々は，多発肝転移を有する大腸癌

（cSがageIV;�SSγN 1γH 1），胃癌（cSがageIIA� ;�T 2γN 1γM 0）に対して

mFOLFOX6�β�Beぎaciげきmab（BV）療法が著効した一例を経験した．

症例は，70代男性．2012年3月26日に胃前庭部前壁の2型腫瘍の精査

加療目的に当院紹介．スクリーニングの下部内視鏡検査で上行結腸

に半周性の2型腫瘍を認めた．全身CTでは多発肝転移の他，胃周囲

及び上行結腸周囲にリンパ節の腫大を認めた．多発肝転移の原発巣

に関しては，腫瘍サイズなどを考慮して大腸癌由来と判断し，胃癌の

合併例と診断した．4月9日に化学療法導入目的に当科入院となった．

以後，4月 11 日よりmFOLFOX 6�β�BV療法を開始した．11コース

目で，末梢神経障害がGおade�2に達したため，オキサリプラチンを終

了しかLV 5FU 2�β�BV療法として治療を継続した．治療を中断する

程の重篤な有害事象は認めず，抗腫瘍効果としてはPRであった．25

コース終了後の2013年4月22日に施行した上部内視鏡検査では，治療

開始時に認めた病変はすでに瘢痕化しており，生検検体で悪性所見

を認めなかった．また同時期の評価CTでは，多発肝転移は消失して

おりCRと判断した．追加で下部内視鏡検査も実施し，肉眼的に腫瘍

の縮小を認めた．現在，原発切除を検討中である．胃癌に対しても，

オキサリプラチンベースのレジメンが有効であったと考えられる症

例である．大腸癌，多発肝転移に胃癌を合併した症例に，

mFOLFOX6�β�BV療法を施行し，多発肝転移・胃癌がCRに達した

稀な症例を経験したので，報告する．

31（消）．non-かきおgical�pneきmopeおiがoneきmの1例
○�平田　翔，安達雄哉，伊志嶺優，内藤崇史，矢花　崇，後藤　啓，

鈴木　隆，近藤吉宏，篠村恭久 （市立小樽病院）

【はじめに】腹腔内にfおee�aiおを認めつつも腹膜炎を伴わず、保存的

に経過観察できるnon-かきおgical�pneきmopeおiがoneきmと呼ばれるケー

スが稀に存在する。今回、我々はその一例を経験したので過去の症

例報告のレビューを加えて報告する。【症例】82 歳、男性。

paおkinかoniかm（多系統萎縮症疑い）のため当院神経内科を定期受診

した際、体重増加、軽度の貧血進行を認めた。このためCTを撮影し

たところ腹腔内fおee�aiおおよび肺水腫を認め、消化管穿孔疑いにて当

科紹介となった。外科と相談の上、保存的に経過観察の方針となり、

入院にて上下部消化管内視鏡検査を施行したがいずれも穿孔所見は

認めなかった。腹膜炎の出現なく症状もないため、入院後 8日目に

fおee�aiおが残存したまま退院となった。その後施行した小腸ガスト

ログラフィン造影検査でも異常を認めず、現在もfおee�aiおは残存して

いるが、無症状で外来経過観察中である。【考察】腹腔内にfおee�aiおが

認められる症例の90％以上は消化管穿孔によるもので、腹膜炎の存

在を根拠に緊急手術の適応となる。今回の症例は腹膜炎が存在しな

いnon-かきおgical�pneきmopeおiがoneきmで あ っ た。non-かきおgical�

pneきmopeおiがoneきmの多くは経過中に腹腔内あるいは胸腔内にfおee�

aiおの原因となる病態を特定しうるが、その中でも原因が特定できな

い症例を特発性気腹症かponがaneoきか�pneきmopeおiがoneきmと呼ぶ。今

回の症例は各種検査で穿孔部位を特定できなかったため、現在のと

ころ特発性気腹症と診断している。

32（消）．慢性下痢症例に対する大腸粘膜生検の検討
○�齋藤　敦，松原　悠，巽　亮二，好崎浩司，坂本　淳，佐藤　龍，

網塚久人，木村圭介，太田智之 （札幌東徳洲会病院消化器セン

ター）

【目的】4週以上続く下痢は慢性下痢と定義され、その原因は多岐に

及ぶ。今回我々は慢性下痢の患者に器質的疾患の除外目的で下部消

化管内視鏡検査（CS）を施行し、内視鏡所見が非特異的で正常に近い

場合に大腸粘膜生検を行い、その病理検査結果から導かれる慢性下

痢の原因を検討した。【方法】2007年11月から2013年3月までの期間、

非血性の慢性下痢を主訴として来院した患者に対しCSを行い、内視

鏡所見で明らかな感染性腸炎や炎症性腸疾患の所見がない症例を対

象に、上行結腸、横行結腸、直腸の3か所からランダムに大腸粘膜生検

を行い、その病理検査結果を検討した。【結果】症例は120 例（M/

F=72/48）、平均47.2歳であった。内視鏡診断は、重複を含め多い順

から異常なし�45例、軽度の発赤・びらん18例、粘膜浮腫10例、毛細血

管異常7例、その他（ポリープ、痔疾、憩室、白斑など）70例であった。

病理検査結果は、non-かpeciでc�coliがiか�48 例（40 . 0%）、collagenoきか�

coliがiか�6 例（5.0%）、inがeかがinal�かpiおocheがoかiか�2 例（1.7%）、iかchemic�

coliがiか�1例（0.8％）、non-おemaおkable�colonic�mきcoかa�63例（52.5%）で

あった。再度内視鏡所見を見直したところ、collagenoきか�coliがiかと

診断された症例では6例中2例に粘膜浮腫、毛細血管異常のminimal�

changeが指摘でき、inがeかがinal�かpiおocheがoかiかでは2例中1例に回盲部

びらんを認めた。【結論】慢性下痢におけるランダム生検にて6. 7％

の器質的疾患（collagenoきか�coliがiかとinがeかがinal�かpiおocheがoかiか）が認め

られた。詳細な内視鏡観察で拾い上げの可能性はあるが、本症状の

患者に対しては積極的な大腸粘膜生検が推奨される。
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33（消）．クローン病における顆粒球吸着療法の有効性と効果
予測因子に関する検討

○�鬼頭健一，田中浩紀，那須野正尚，本谷　聡，今村哲理 （札幌

厚生病院IBDセンター）

【背景と目的】顆粒球吸着療法（Gおanきlocけがe-monocけがe�adかoおpがiぎe�

apheおeかiか;�GMA）はクローン病（CD）に対する有用な治療選択肢のひと

つであるが，インフリキシマブ（IFX）抵抗例に対するGMAの有効性や

GMAが著効する症例の特徴は明らかにされていない．今回我々は，

CDにおけるGMAの有効性と効果予測因子について検索した．【対象と

方法】2002年10月から2012年8月の間に当院にてGMAが施行されたCD�

39例を対象とした．GMA�1回目，3回目，10回目施行時（または中止時）

のCDAIを評価し，CDAI変化量を検討した．また，CDAI�150未満となっ

た症例を寛解，CDAI�が70 以上減少した症例を有効と定義し，10 回目

施行時における寛解率および有効率を検討した（中止例は無効とした）．

さらに，寛解率・有効率に影響を与える患者背景を単変量解析により比

較検討した．【結果】患者背景は，男性�19例・女性�20例，平均年齢�29.5歳，

平均罹病期間�9.4 年，小大腸型�29 例・大腸型�9例・小腸型�1例，平均

CDAI�295.2，平均GMA施行回数�8.9回（4-10回），腸管手術歴�18例であっ

た．28 例が抗TNF-α抗体製剤抵抗例であり，20 例がIFX二次無効，5

例がIFXとアダリムマブ（ADA）の2剤で二次無効，3例がIFX不耐であっ

た．IFXおよびADAいずれも未使用であった症例は11 例であった．

GMA�3回目施行後，CDAIは295.2（1回目）から236.1（3回目）へ有意に

低下を認めた（P＜ 0. 001）．GMA�10 回目施行時の寛解率は25 . 6%

（10/39），有効率は61.5%（24/39）であった．単変量解析においては，寛

解例で平均CDAIが有意に低値であり（寛解例�262.8�ぎか�非寛解例�306.4;�

P= 0. 046），IFX/ADA未使用例で寛解率が有意に良好であった（IFX/

ADA未使用例�54.5%�ぎか�IFX/ADA抵抗/不耐例�14.3%;�P=0.017）．一方，

有効率に影響する患者背景は認められなかった．【結論】CDに対する

GMAの有効性は3回目施行時において評価可能であり，有効率は61.5%

と患者背景に関わらず良好であった．一方，寛解率は25.6%と良好とは

言い難い成績であったが，比較的活動性の低いIFX/ADA未使用例を対

象とすることでより高い寛解率が得られる可能性が示唆された．

34（消）．造影検査が診断に有用であった潰瘍性大腸炎合併直
腸狭窄の1例

○�藤山朋代，川内宏仁，杉山隆治，中村和正，助川隆士，

小澤賢一郎，千葉　篤，垂石正樹，斉藤裕輔  （市立旭川病院）

【症例】48歳男性。【主訴】便が細い【現病歴】H18年12月に血便が出

現し、H 19 年 2 月に左側大腸炎型の潰瘍性大腸炎の診断となった。

ステロイド注腸と5-ASA内服で寛解したが、以後は直腸に限局した

慢性持続型となり、ステロイド注腸や坐剤の使用を適宜使用してい

た。H21年 2月からは5-ASAの注腸と内服となった。H22年、H23

年の大腸内視鏡検査では直腸に限局したMaががか' 2の炎症を認めるも

著変はなく、狭窄所見も認められなかった。H24年9月から便が細く

なったことを自覚した。しかし、その他に自覚症状はなく、大腸内視

鏡検査の予定となるも、仕事の都合で延期となった。H25年4月に大

腸内視鏡検査が行われたところ、下部直腸に狭窄が認められ、大腸内

視鏡は通過しなかった。Coliがic�canceお疑いにて精査加療目的で入

院となった。

【入院後経過】大腸内視鏡では粘膜面に悪性所見は明らかではなく、

超音波内視鏡検査でも壁構造は保たれていた。後日の大腸内視鏡検

査時と合わせた2回の生検でも悪性所見は認められなかったが、癌の

疑いは捨てきれなかった。注腸造影検査にて硬化像を伴わない短い

範囲の狭窄が描出され、良性狭窄と診断し現在も経過観察中である。

【考察】潰瘍性大腸炎の良性狭窄は比較的稀とされており、粘膜下層

以深の線維化などが原因とされる。本症例の狭窄原因は明らかでは

ないが、直腸に限局した炎症の持続に加えて、長期にわたる注腸療法

の物理的刺激も狭窄を引き起こした要因の可能性を考えた。潰瘍性

大腸炎の経過例における狭窄病変は常に悪性の鑑別が重要である

が、本症例は各種検査でも悪性所見は明らかではなく現時点では良

性狭窄と判断した。しかしながら、今後も悪性所見の出現に十分注

意して慎重な経過観察が必要である。

35（消）．緩和目的の大腸ステント留置後に化学療法を行った
進行直腸癌の1例

○�住川拓哉，後藤　充，高橋慶太郎，河本　徹，藤永明裕，

立花靖大，佐藤智信，柳川伸幸，斎藤義徳，折居　裕，

柴田　好 （旭川厚生病院消化器科）

【症例】60歳代、女性【主訴】体重減少、腹部膨満、不正出血【現病歴】

前述の主訴で2013年1月近医産婦人科を受診した。多量の腹水と卵

巣腫瘍を認めて当院産婦人科に紹介入院した。消化管精査目的に大

腸内視鏡を施行したところ、直腸Rかに全周性2型進行癌（くell-dif.　

adenocaおcinoma　EGFR陰性　KRAS変異あり）を認めた。内視鏡

が通過できない狭窄を呈していた。CTでは多発肝転移、肺転移を認

めた。進行直腸癌、癌性腹膜炎、卵巣転移、多発する肝および肺転移

と診断した。PS 3であった。緩和目的に大腸ステントを留置し、腹

水ドレナージを行った。経口摂取が可能となりPS 2に回復した。十

分に説明したうえで化学療法（FOLFOX）を開始した。Gおade2まで

の嘔気は出現したが、2コース終了時には腹水はドレナージを要し

ない程度まで減量した。ステントに関わる合併症なく6コースまで

入院で行った。腹水が減量したので外科手術による原発巣切除（人

工肛門造設術）が可能と判断したが、患者本人は選択しなかった。7

コース目以降は外来で化学療法を継続している。ステント留置後の

化学療法についてはベバシズマブ併用例での穿孔の報告例があり、

安全性や有用性については明らかではない。これまでのところステ

ント留置後の合併症なく化学療法が奏功している1例を経験した。

若干の文献的考察を加えて報告する。

S2-01（消）．造影超音波による小肝細胞癌治療後再発予測に関
する検討

○�玉木陽穂，麻生和信，岡田充巧，須藤隆次，太田　雄，大竹　晋，

高添　愛，鈴木裕子，今澤雅子，山北圭介，北野陽平，

羽田勝計 （旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野）

【背景】肝細胞癌肉眼型が予後と相関することはよく知られている

が、造影CTによる正診率は満足いくものではなかった。近年造影

USが肝癌肉眼型診断に有用であるとの報告が散見されるが実際に

予後予測に有用であるかの検討は十分になされていないのが現状で

ある。今回我々は3cm以下の肝細胞癌再発予測における造影USの

有用性について検討を行ったので報告する。【方法】1）�造影USの肉

眼型正診率の検討は2007年1月から2010年1月に肝切除術を施行した

多血性肝細胞癌19例22結節（単純結節型9結節、単純結節周囲増殖型8

結節、多結節癒合型5結節）を対象に行った。血管相で小結節集簇を

示さないものを1型、示すものを2型とし、さらに1型のうち後血管相

で円形の陰影欠損を呈するものを1a型、不整形の陰影欠損を呈する

ものを1b型に細分類した。2）�再発予測の検討は2007年1月から2011

年 8 月に肝切除もしくはラジオ波焼灼療法で治療した3cm以下の多

血性肝癌32例（平均観察期間31.8ヵ月）について無再発生存期間を

Kaplan-Meieお法で求めLog-おank�がeかがで検定を行った。再発予測因

子についてCox比例ハザードモデルを用いて単変量及び多変量解析

を行った。【結果】1）1a型を単純結節型、1b型を単純結節周囲増殖型、

2型を多結節癒合型とみなした場合の正診率はそれぞれ91%、87%、

95%であった。2�）治療前の造影US所見により1a型（19例）と非1a型

（13 例）の2群にわけて検討した。無再発生存期間中央値は1a型

41 . 4ヵ月に対し非 1a型�16 . 8ヵ月であり、両群間で有意差を認めた

（p=0. 0048γ�Log-おank�がeかが）。再発に関する因子の検討では単変量解

析では造影超音波肉眼型（p=0.09）とヒアルロン酸（p=0.037）が有意

な因子として抽出されたが、多変量解析では造影超音波肉眼型のみ

が有意な因子として抽出された。【結語】造影USは肝癌肉眼型の正

診率が高く、3cm以下の小肝癌の治療前の再発予測に有用な可能性

がある。
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S2-02（消）．Smaおが�Fきかion�を用いた肝腫瘍の診断と治療
○�横浜吏郎�1�，安尾和裕�1�，辻　忠克�1�，辻　賢�2�，斉藤裕樹�2�，

松本学也�2�，平野史倫�2�，西村英夫�2� （旭川医療センター総合内科�1�，

旭川医療センター消化器内科�2�）

【目的】Toかhiba�APLIO 500に搭載されたSmaおが�Fきかionは、CT・

MRIのボリュームデータと超音波画像を、磁気センサーで位置情報

を関連付けて表示することができる。この装置により、超音波だけ

では同定が困難な病変をリアルタイムにCT・MRI画像と比較しな

がら検索することが可能となった。今回我々は同装置を用いた肝腫

瘍の診断・治療について報告する。【目的】2012年12月から2013年6

月までにSmaおが�Fきかionを用いて超音波検査を施行した、12症例13結

節の肝腫瘍（肝細胞癌12結節、転移性肝腫瘍1結節）を対象とした。

おefeおence画像として、6例ではdけnamic�CTの動脈相を、2例では

dけnamic�CTの門脈相を、5例ではGd-EOB-MRIの肝細胞相を使用し

た。このうち8結節については、ソナゾイドによる造影超音波を同時

に行った。また、10 結節に対しては、検査同日あるいは後日改めて

内科的局所療法を施行した。【成績】Smaおが�Fきかionを用いて、目標と

した13 結節全てを同定することができた。造影超音波でも同様に肝

腫瘍を同定できたが、1結節では腫瘍深部の血流を確認できなかっ

た。内科的局所治療を行った結節のうち、RFAを選択した7結節では、

6結節でTE4が達成された。maかか�おedきcがion目的の1結節も、目標部

位を焼灼することができた。造影超音波と比較したSmaおが�Fきかionの

長所として、1）�検査時の造影剤投与が不要で時間を気にせず描出に

専念できる、2）�深部病変でも比較的描出能が保たれる、3）�モニター

に使用する超音波画像の分解能が良好といった点が挙げられる。そ

の一方、1）�小病変ではおefeおence画像との一致が困難である、2）�検

査中に体位を変えることができない、3）�CT・MRIの撮影後に臓器

が変位するとおefeおence画像との一致が困難となる、4）�おeal-がimeに

実際の血流を確認できないことが欠点と思われた。【結論】Smaおが�

Fきかionは肝腫瘍に対する診断・治療の精度を向上させる有力ながool

となり得る。特に造影超音波との併用は、互いに機能を補うことに

よって、内科的局所療法の精度および安全性向上に寄与しうる。

S2-03（消）．Mきlがimodaliがけ�fきかion�imagingの進歩〜新しい自
動位置認識システム　Acがiぎe�Tおackeおと治療支援

装置Viおがき�TRAX〜

○�町田卓郎，目黒高志，堀田彰一，木下幸寿，藤澤良樹，碇　修二，

加藤貴司，佐々木清貴，山田裕人，加賀谷英俊，中村英明 （北

海道消化器科病院内科）

当院では、2010年8月より、Mきlがimodaliがけ�fきかion�imaging機能を持

つGEヘルスケア社のLOGIQ�E-9を導入し、超音波診断、治療に活用

してきた。この機能は、CTγMRIなどのVolきme�Daがaを超音波装置

に取り込み、磁場発生装置と超音波プローブに装着した磁気セン

サーで間接的に位置情報を検知し、実際の超音波画像と同一断面の

CTγMRIなどの画像を同期し、Fきかion画像を表示することができる

システムである。これまで、同期後の患者の体動や磁場発生装置の

移動により、位置情報にずれが生じ位置合わせをやり直す必要が

あった。　　　2013年7月に専用のセンサー、ブラケットを使用する

ことにより位置情報の同期を維持できるRefeおence�Senかoお機能と、

CT撮影時にブラケットを装着して撮影するとFきかion利用時に自動

位置合わせを行うAcがiぎe�Tおackeお機能が追加され、今回、我々は先

行してこの新しいシステムを使用する機会を得た。また、仮想の針

先の位置をUS画像、おefeおence画像に表示させることができるViおがき�

TRAXが2012年9月より追加された。汎用の針の手元にGPSセンサー

を取り付け、針先の位置情報を登録することで仮想の針先を投影す

る、この新しい技術は、針先が視認しづらい病変や、穿刺ルートが安

全に確保しづらくプローブより離れた場所から穿刺する病変に対す

るUSガイド下治療をより安全に施行するための手助けになると思

われる。今回、我々は、2012年9月〜2013年5月までにViおがき�TRAX

を用いて肝腫瘍生検を施行した1症例と、RFAを施行した13症例を

経験した。最新の自動位置情報認識システムAcがiぎe�Tおackeおの使用

経験、および、治療支援システムViおがき�TRAXを用いた検査・治療手

技について、その安全性・操作性・問題点を検討し報告する。

S2-04（消）．肝腫瘍の診断・治療におけるCT・MRI�fきかion造
影超音波の有用性

○�鈴木康秋，井尻学見，芹川真哉，杉山祥晃  （名寄市立総合病院

消化器内科）

【はじめに】近年、磁気センサー搭載超音波装置を用い、CTやMRIなど

の他画像との統合技術による肝腫瘍の診断・治療支援が可能となった。

我々は、1，慢性肝疾患患者の肝細胞癌（HCC）スクリーニングCTで指摘

された腫瘍性病変の精査、2，消化器悪性腫瘍患者の肝転移スクリーニ

ングCTで指摘された径 10mm以下の小腫瘍性病変の鑑別診断、3，

CT・MRIで指摘されるも超音波で同定不可能なHCCのRFA治療支援、

にCT・MRI�fきかion下で造影超音波を施行している。今回、これら肝腫

瘍の診断・治療におけるCT・MRI�fきかion造影超音波（fきかion�CEUS）の

有用性について報告する。【結果】1，HCCスクリーニングCTで指摘さ

れた腫瘍性病変の精査：対象は慢性肝疾患患者 26 例 31 結節（平均径

15mm）。CTにてHCC確診 5結節は全例fきかion�CEUSでもHCCと診断さ

れた。HCC疑診14結節は、fきかion�CEUSにてHCC�（1）、血管腫�（5）、AP�

かhきnが�（7）、異型結節�（1）と診断された。血管腫と診断された9結節は、

fきかion�CEUSにて血管腫�（8）、AP�かhきnが�（1）�と診断された。その他の3

結節（異型結節、限局性非脂肪化）はfきかion�CEUSも同診断であった。2，

消化器悪性腫瘍患者の肝転移スクリーニングCTで指摘された径 10mm

以下の小腫瘍性病変の鑑別診断：対象は消化器悪性腫瘍患者14例（大腸

7、胃4、膵臓2，食道1）47結節（平均径7mm）。fきかion�CEUSによる確定診

断は肝嚢胞40、血管腫2、偽病変5結節であった。肝嚢胞はfきかion�CEUS

により無エコーで描出され、血管腫はfきかion�CEUSの造影パターンより

診断され、また偽病変はfきかion�CEUS�の後血管相で欠損しないことより

肝転移を否定できた。さらに、4結節がCTで指摘されずfきかion�CEUS

で新たに同定され、うち1結節は肝転移であった。3，CT・MRI�fきかion�

CEUS下RFA：対象はCT・MRIで指摘されるも超音波で同定不可能な

HCC�3 症例 4結節（平均径 11mm）。fきかion�CEUSの後血管相で腫瘍を

defecがとして同定後にRFAを施行し、全例CRを得た。【結語】CT・MRI�

fきかion造影超音波は、HCCや肝転移を疑う小病変の鑑別診断や、B�

mode超音波で同定困難な小型HCCのRFA治療支援に有用である。

S2-05（消）．肝疾患診療における超音波診断装置の肝硬度評価
機能とFきかion画像機能の役割

○�中嶋駿介�1�，阿部真美�1�，澤田康司�1�，前田重明�1�，鈴木康秋�2�，

大竹孝明�1�，藤谷幹浩�1�，高後　裕�1� （旭川医科大学内科学講座消

化器血液腫瘍制御内科学分野�1�，名寄市立総合病院消化器内

科�2�）

【背景】最近の超音波診断装置には種々の機能が加わり，特に肝線維化判定におい

て非侵襲的評価法Elaかがogおaphけが侵襲的な肝生検の代替検査となりつつある．ま

た，CT・MRI等他のモダリティとのFきかion画像による治療支援が可能となって

きている．これら肝組織硬度評価機能・Fきかion画像に関する当科の検討を述べる．

【 方 法 】SIEMENS�ACUSON�S 2000/S 3000のViおがきal�Toきch�Tiかかきe�Imaging�

（VTTI）またはViおがきal�Toきch�Tiかかきe�Qきanがiでcaがion�（VTTQ）機能で肝硬度を評価

し，肝線維化の指標としてのFib-4�indexおよび血小板数，4型コラーゲン7か，ヒア

ルロン酸と比較検討した，また，治療支援システムとしてのeSie�Fきかion�Imaging�

（EFI）機能の使用経験についても報告する．

【対象患者】2009年2月から2013年6月までの間に当科肝臓外来通院または入院中

の肝疾患患者のうちVTTI/VTTQ測定を行った患者205例（平均年齢61.7歳，男性

110例，女性95例）を対象とした．内訳はウイルス性慢性肝炎（CH）65例，肝硬変（LC）

74例，その他（Oがheおか）66例（非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD），アルコール

性肝障害（ALD），原発性胆汁性肝硬変（PBC）等））である．また，正常ボランティア

13例（平均年齢32歳，男性10例，女性3例）を比較対照群とした．

【成績】

各群のVか（m/か）は，正常群1.14±0.08に対し，CH群1.27±0.36，LC群2.10±0.57

であり，線維化進行により有意に数値の上昇を認めた．Vかと各線維化パラメーター

の相関係数はFib-4�index�0. 41，4型コラーゲン7か�0.69，ヒアルロン酸�0.61，血小板

数�- 0 . 53であり，VTTI/VTTQによる肝硬度評価は他の線維化の指標と同程度に

有用であることが示唆された．また，CT/MRI�Fきかionを24例施行し，eSie�Fきかion�

ImagingによるCT画像との1クリックFきかionは診断・治療支援に簡便かつ実用的

であった．また，ヨード造影剤禁忌症例においてもmanきal�おegiかがおaがionでのMRI画

像Fきかionの有用性が確認された．

【結語】VTTI/VTTQを用いた肝硬度評価およびCT/MRIとのFきかion画像による

診断・治療支援は肝疾患診療において有用である．
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S2-06（消）．肝弾性度の解釈と臨床応用
○�古家　乾，馬場　英，定岡邦昌，小泉忠史，関谷千尋  （北海道

社会保険病院消化器センター消化器内科）

FibおoScanはフランスで開発された肝の弾性度を直接測定する装置

である．肝の線維化を測定するGold�Sがandaおdはもちろん肝生検で

あるが，その浸襲性による合併症，サンプルエラー，病理診断医の不

一致性などが指摘されていた．血小板数，生化学的線維化マーカー，

さらに各種のインデックス（APRIなど）がその代表例だがが，線維化

を直接測定してはいないため限界がある．当センターでは2005年の

秋からこのFibおoScanを導入し，これまでのべ1万5000人を超える症

例に対して測定を行ってきた．弾性度の測定原理は，低周波のせん

断波を肝臓に伝播させ，そのゆがみを超音波で画像化し，そのせん断

波の伝播速度から肝臓の固さをヤング率を用いて算出する．この測

定原理からすると肝弾性度=肝の硬さ（かがifneかか）である.肝弾性度は

線維化を強く反映するが，線維化以外にも影響する因子が存在し，炎

症細胞浸潤、浮腫、脂肪化�，閉塞性黄疸，うっ血などを考慮する必要

がある．我々は，まず日本人の肝弾性度の正常値を設定し，さらに検

診例における非アルコール性脂肪性肝障害やアルコール性肝障害の

ハイリスクグループの抽出を試みた．もちろん，ウイルス性慢性肝

炎や自己免疫性肝炎などの線維化ステージ推定にも役立つが，その

ほか急性肝炎やうっ血肝，閉塞性黄疸などでも弾性度が上昇する．

しかし，その変化は数時間から数日で変化する．また透析患者の肝

炎では，AST/ALTが低値を示し，肝炎の活動性や進展度を低めに

評価されるが，このような状態でも評価可能である．従って，肝弾性

度が背景肝疾患により線維化以外の様々な病態を反映しており，逆

に言えばこれが線維化ステージの低い群での肝生検との不一致性に

つながる．このような背景を理解すれば，でbおoかiかとは独立して

Liぎeお�かがifneかかの臨床応用範囲が広がってくる．2011年2月に本邦で

保険適応が認められたが，道内での使用経験は少ないと思われ，肝弾

性度の解釈と臨床応用について，当センターでの経験とおeぎieくを含

めて紹介する．

S2-07（消）．EOB-MRIの肝細胞相で低信号を呈する乏血性病
変の検討

○�堀本啓大�1�，中馬　誠�1�，横尾英樹�2�，神山俊哉�2�，宮本憲幸�3�，

夏井坂光輝�1�，荘　拓也�1�，中井正人�1�，佃　曜子�1�，佐藤史幸�1�，

常松聖司�1�，須田剛生�1�，中西　満�1γ4�，柿坂達彦�2�，武冨紹信�2�，

坂本直哉�1� （北海道大学病院消化器内科�1�，消化器外科I�2�，放射線

科�3�，琴似ファミリークリニック�4�）

【背景と目的】EOB-MRIにおいて微小病変の検出が可能となった

が、EOB-MRI肝細胞相で低信号を呈する乏血性病変の定期的な

folloく、治療時期については苦慮することが多い。今回、肝細胞癌

（HCC）�根治後の乏血性病変の多血化、他部位での新規病変までの期

間をおeがおoかpecがiぎeに解析した。

【対象と方法】2008年9月より2012年3月までの当院におけるHCCで

肝切除またはRFA施行された425 例のうち、HCC根治後にEOB-

MRIにて乏血性病変を認め、1年以上経過観察された44例、94結節

について同部位の多血化までの期間、他部位での新規多血化病変出

現までの期間の検討を行った。

【結果】1）�44例の患者背景は、平均年齢65.5歳、男性/女性；9/35、肝

炎ウイルス（HBV/HCV/NBNC;�25/ 15/ 4 例）、肝硬変/非肝硬変；

18/26 例�であり、乏血性病変の平均かiげeは8. 2mmであった。病変同

部位の多血化までの期間は、7.2�%�（1年）、17.2%�（2年）であり、大

きさ別では、12mm以上�ぎか�以下で�57. 1�%�ぎか 11. 8%�（24ヶ月γ�P�＜

0 . 05）であり、多変量解析で多血化に寄与する因子として腫瘍径

（12mm以上）、腫瘍径増大が抽出された。また他部位多血化病変出

現の頻度は、12.7%（1年）、30.8%（2年）であり、同部位の多血化ま

でと比較してやや高い頻度であるが、統計学的有意差はなかった

（P=0.28）。

【考案および結語】EOB-MRIの肝細胞相において低信号を呈する

乏血性病変は、腫瘍径12mm以上、腫瘍径増大が多血化に関与する因

子であり、また同部位の多血化のみならず、他部位の多血化新規病変

の出現も念頭において定期folloくする事が望ましいと考えられた。

S2-08（消）．Gd-EOB-DTPA造影MRIの肝細胞相で低信号を呈
する乏血性結節の自然経過に関する検討

○�永井一正，辻　邦彦，山崎　大，松居剛志，姜　貞憲 （手稲渓

仁会病院消化器病センター）

【背景】Gd-EOB-DTPA造影MRI検査（以下、EOB-MRI）は、肝細胞癌

（以下、肝癌）の拾い上げに有用な検査法として普及している。しかし、

EOB-MRI肝細胞相で低信号を呈する乏血性結節の自然経過は未だ明

らかではなく、治療の時期や適応についても一定の見解がない。【目

的】EOB-MRI肝細胞相で低信号を呈する乏血性結節の自然経過につ

いて検討した。【対象と方法】2008年3月から2012年12月までの期間に

当院でEOB-MRIを施行した1706例中、EOB-MRI肝細胞相で低信号を

呈する乏血性結節を認め、2回以上のEOB-MRI検査で経過観察し得

た129例を対象とした。多血化については造影MRI、造影CT、血管造

影下CT、造影超音波のいずれかのmodaliがけで判定し、多血化した時点

で観察終了とした。【検討項目】1）臨床背景、2）累積多血化率、3）多

血化までの期間、4）多血化に関与する要因。なお経過中に3mm以上

増大した結節を「増大」と定義した。【結果】1）年齢の中央値は71歳、成

因はHBV18例、HCV86例、アルコール12例、その他13例。観察期間中

央値は679日（87〜1737日）。2）累積多血化率は12か月14.2％、24ヶ月�

27.1%。3）多血化までの期間の中央値は352日。4）多血化に寄与する

要因としては、結節径の増大と過去に肝細胞癌の治療歴が有ることが

多血化に関与する有意な因子として認められた（P＜0.05）。さらに多

血化に寄与する要因に関して、肝細胞癌治療歴のある群（74結節：既

治療群）とない群（55結節：未治療群）に分けて比較検討した。未治療

群では結節径の増大が多血化に関与する傾向が認められたが、有意差

はなく、既治療群ではAFPが10ng/ml以上および結節径の増大が多血

化の有意な因子として認められた。既治療群で多血化に寄与する因

子について多変量解析を施行したところ、結節径の増大がオッズ比：

9.74（95%信頼区間：2.59-36. 58，P=0.00075で独立した要因であった。

【結語】EOB-MRI肝細胞相で低信号を呈する乏血性結節において、肝

細胞癌治療歴のある結節は多血化しやすく、特に増大傾向にある結節

に対しては厳重な経過観察が必要であると考えられた。

S2-09（消）．HCCに対するTACE：肝特異性造影剤とcone�
beam�CTの有効活用

○�作原祐介 （北海道大学病院放射線診断科）

HCCの画像診断において、肝特異性造影剤から得られる情報は非常

に重要である。特にMR画像では、Gd-EOB-DTPA（EOB・プリモ

ビスト）が血流診断と肝細胞機能診断を同時に行うことを可能にし、

HCC診断は著しく発展した。CTに劣っていた空間分解能は

3D-VIBE法で大きく改善し、本来の長所であるコントラスト分解能

の高さも相まって、MR画像の診断精度はCTAP/CTHAと比較され

るまでになった。勿論CTAP/CTHAのメリットは今も大きいが、他

のモダリティの診断精度が向上した今日、HCC診療における位置

づけについては再考する余地があると考えている。

DSA装置では、cone�beam�CT（以下CBCT）の開発でCT機器を備

えずともCTに近い画像（CT-like�imageか）を得ることが可能になっ

た。画質はCTに劣るが、MR画像と併せることで病変検出能は向

上する。また、各種アプリケーションの開発により、単に“CT-like�

imageかを得るための機能”ではなく、“IVR治療をアシストする機能”

を持つようになり、その有用性は飛躍的に高まった。アプリケーショ

ンの一つである血管内デバイス誘導支援ツール（かけngo�

Emboliげaがion�gきidance）は、術中のCBCTで得た画像データから、腫

瘍の栄養血管を自動抽出して経路を表示する機能を有し、栄養血管

の判別を容易にする。さらに、CBCTデータから作成した血管の

3D再構成画像および栄養血管への経路は、リアルタイムで透視ライ

ブ画像に重ね合わせることが可能で、再構成画像は透視角度の変化

にも連動するので、斜位像での血管撮影も最小限にとどめることが

できる。これらは治療時間の短縮、被曝や造影剤投与量の低減に大

きく寄与する。

今回は、MR画像とCBCTの組み合わせによるHCC診断と、血管内

デバイス誘導支援ツールを活用した症例を紹介し、より低侵襲で高

効率のTACE治療について考察する。
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S2-10（消）．膵癌の体外式超音波-主に造影CTとの対比-
○�廣川直樹 （札幌医科大学医学部放射線医学講座）

超音波診断は高い空間分解能より小結節の早期存在診断ならびに進

展度診断が可能となる．超音波内視鏡が必要とされることも多いが，

まず行う検査として体外式の優位性があるのは異論のないところで

ある．病理診断にてT 1γT 2 膵癌と確認できた体外式超音波（US）

B-mode，造影超音波，造影CTとの存在診断能の比較では，それぞ

れγ80％（12/15結節）γ�100％（15/15結節），53.3%（8/15結節）であ

る．この他に，PET-CTやMRI拡散強調画像の小さな膵癌の存在診

断能のついても当院データと対比し，さらには文献的な現状を報告

する．USで客観的表現が困難な場合がある．一方，造影CTが客観

的表現像として膵癌の進展度診断に大きく寄与している．切除例に

おける当科のMDCT進展度診断能の検討では脈管侵襲正診率は9割

を超え他報告と同様であり，ほぼ確立されている．この膵癌進展度

診断CT時代において，体外式超音波（US）診断がどのように寄与す

るか検討した．門脈系静脈（PV）浸潤の術前前向き診断能を造影CT

単独の診断能と比較し，診断一致率やUSの診断能上乗せ効果がある

のか41症例で検討した結果，造影CT診断した後のUS診断能は，陽性

的中率100%，陰性的中率91%だった．一方，造影CTの単独では，陽

性的中率55%，陰性的中率96%だった．病理で浸潤があった4例や明

らかに浸潤のない19例においてUSとCTは全て一致したが，門脈と

腫瘤が1/2周未満で接している場合には16例中 9例で不一致となっ

た．環周率に関してはCTに，微小門脈突出診断に関してはUSに優

位性があった．膵癌進展度診断能に関しては課題が残り，前方後方

進展に関しては随伴膵炎を所見とすることも多く偽陽性率が高くな

る傾向にある．十二指腸進展やリンパ節転移診断は微小な進展を見

逃し偽陰性率が高くなる傾向にある．神経叢進展の画像診断は事実

上不可であり，他モダリティを含めた今後の検討が待たれる．上記

MDCTの進展度診断能について述べる．実際，膵癌の診断には超音

波内視鏡，膵管造影やEUS-FNAも含めて多モダリティでの横断的

な精査が必要である．以上，USや造影CTの膵癌診療における役割

について述べ，USの位置付けの再認識の一助としたい．

S2-11（消）．造影超音波検査による膵管癌の動脈周囲神経浸潤
診断の可能性

○�西田　睦�1γ2�，佐藤恵美�2γ3�，工藤悠輔�1γ2�，河上　洋�4�，三橋智子�5�，

蒲池浩文�6�，平野　聡�7�，清水　力�1� （北海道大学病院検査・輸血

部�1�，北海道大学病院超音波センター�2�，放射線部�3�，消化器内

科�4�，病理部�5�，消化器外科I�6�，消化器外科II�7�）

【はじめに】胆膵悪性腫瘍における動脈周囲神経浸潤診断は術式決

定や予後予測に重要であるが、術前診断は困難な場合が多い。最近、

体外式超音波検査（US）機器の進歩により高周波プローブを用いて

高分解能画像を取得可能となってきた。われわれは、腫瘍から連続

する動脈周囲の淡い低エコー像を神経浸潤陽性とし検討した。肝右

葉（尾状葉）切除を施行した肝外胆管癌31例のRHA周囲神経浸潤診

断は感度64.3％、特異度93.3％、正診率79.3％、陽性的中率90.0％、陰

性的中率 73 . 7％であった。膵管癌 96 例のPLかma浸潤診断は感度

53.3%、特異度92.6%、正診率86.5%、陽性的中率52.9%、陰性的中率

91.5%であった。今回、造影超音波検査（CEUS）による膵頭部膵管癌

のPLかma浸潤診断を後方視的に検討したので報告する。【対象・方

法】2012年2月〜2013年5月の期間中CEUSを術前に施行し、外科的切

除を施行した14例（男性6例、女性8例、平均年齢67.4歳）。装置は東芝

Aplio�XG/500、探触子は中心周波数帯3.75/6MHげ/7.5MHげ、造影剤

はSonaげoid�（0.0075�ml/kg）を用いた。検査は臨床検査技師6名、診

療放射線技師2名（検査経験年数は2〜29年）で行い読影は技師のダブ

ルチェックで行った。CEUSは腫瘍とSMA短軸像を同一断面に描

出された画像にて行った。腫瘍から連続する淡い低エコー域に一致

して造影増強効果の不良領域を認めた場合をPLかma（β）とし、病理

組織学的所見と対比して検討した。検討項目は、1）�腫瘍とSMA短

軸像の描出、2）�CEUSによるPLかma診断能とした。【結果・考察】

腫瘍とSMA短軸像は全例で描出可能であった。CEUSによる

PLかma診断は感度100％、特異度91.7％、正診率92.9％、陽性的中率

66.7％、陰性的中率100.0％であった。偽陽性の1例は化学放射線療

法後でPLかma領域に淡い造影効果不良領域が観察された。CEUSは

膵頭部癌におけるPLかma診断に有用である可能性が示唆された。

S2-12（消）．膵腫瘤のスクリーニングとしての非造影MRI検査
の有用性

○�松本和幸，真口宏介，高橋邦幸 （手稲渓仁会病院・消化器病セ

ンター）

【目的】膵腫瘤のスクリーニングには低侵襲で効率的であることが望まれる。

最近ではMRIが進歩し、MRCP、DWIなど造影剤を用いない検査法が登場して

きている。非造影MRI検査の有用性について検討する。【対象】2007年12月から

2012年12月までに切除した膵腫瘤のうち、pTS2以下の膵癌�59例：平均腫瘤径�

26（8-40）mm、p-NET�23例：20（3.5-60）mm、SPN�6例:27（10-60）mmの計88

例を対象とした。MRI撮像法は、T 1WI（in-phaかeγ�oきが-of-phaかe）、T 2WI、

MRCP、DWI（ADC画像を含む）を基本とし、総撮像時間は15分である。【検討

項目】1.�T1/T2WIでの腫瘤描出率　2.�MRCPでの異常指摘率�3.�DWIでの腫瘤

描出率�4.�MRI全体の腫瘤描出率�5.�腫瘍径 20mm以下に対する腫瘤描出率。【結

果】1.�T1/T2WIでの腫瘤描出率は、膵癌�55.9%（33/59）、p-NET�73.9%（17/23）、

SPN�83.3%（5/6）であった。内部inがenかiがけは膵癌ではT1:loく、T2:iかoを呈する

ものが�63.6%（21/33）と多く、一方p-NET、SPNではT1:loく、T2:high（loく混

在を含む）を呈するものが、52.9%（9/17）、100%（5/5）と多かった。2．MRCP

での異常指摘率は、膵癌�88.1%（37/42）、p-NET�35.5%（7/20）、SPN�33.3%（2/6）

であった。3．DWIでの腫瘤描出率は、膵癌�93 . 2%（55/ 59）、p-NET�82 . 6%

（19/23）、SPN�100%（6/6）であった。また、DWIで明瞭な高信号を示したのは

膵癌�74.5%（41/55）、p-NET�63.2%（12/19）、SPN�100%（6/6）であり、さらに

SPNの50%（3/6）は腫瘤内に部分的な高信号を呈していた。4.�MRI全体の腫瘤

描出率は、膵癌�93.2%（55/59）、p-NET�91.3%（21/23）、SPN�100%（6/6）であっ

た。なお、描出困難であった膵癌4例のうち、3例はMRCPで異常指摘が可能で

あった。5.�腫瘍径 20mm以下の腫瘤描出率は、膵癌�100%（13/ 13）、p-NET�

87.5%（14/16）、SPN�100%（3/3）であり、うちDWIでの腫瘤描出率は膵癌100%

（13/13）、p-NET�75.0%（12/16）、SPN�100%（3/3）であった。DWIで描出困難

であったp-NET4例のうち2例はT1/T2WIで腫瘤描出可能であったが、2例は描

出困難であり、それらの腫瘍径はいずれも5mm以下であった。【結語】膵腫瘤に

対する非造影MRI検査の腫瘤描出率は高く、特にDWIでは小腫瘤の描出も高率

に可能であった。また、MRCPは間接所見の拾い上げに有用である。非造影

MRI検査は膵腫瘤のスクリーニングに有用性が高いと考える。

S2-13（内）．膵疾患の診断における電子ラジアル型超音波内視
鏡の新展開　−Real-がime�がiかかきe�Elaかがogおaphけと

Conがおaかが-enhance法を中心に−

○�長川達哉，松薗絵美，北川　翔  （JA北海道厚生連札幌厚生病院

第2消化器内科）

電子ラジアル型超音波内視鏡（以下ER-EUS）は2002年に臨床応用さ

れて以来，観測装置のフルデジタル化，多機能化，内視鏡機器の改良

などの技術導入が継続的に行われ，次世代超音波内視鏡システムと

して長足の進歩を遂げている．今回は膵疾患の診断におけるER-

EUSの有用性を以下の3項目につき検討した．主な使用機種は

Penがax社製EG- 3670URKγHiがachi-medico社製EUB- 7500である．【膵

小腫瘤性病変の診断における有用性】ER-EUSを施行した最大径

15mm以下の腫瘤性病変 16 例を対象とした．B-mode画像の検討で

はMR-EUSを同時に施行した8例（50%）において病変の境界や辺縁

の明瞭化など画像の改善により質的診断が容易となった．また

CDI/PDIの併用により，膵管癌を除く13例（81%）に血流信号が表示

され，Leぎoぎiかがによる造影後は腫瘤形成性膵炎の2例を除く14 例

（88%）において周囲膵実質とのコントラストが鮮明となった．

【Real-がime�がiかかきe�Elaかがogおaphけによる膵疾患診断】膵疾患22例を対

象に組織弾性イメージングを施行した．膵管癌 8例では青色の表示

（Haおd�image）が得られ周囲膵組織より硬度が増しており，一方慢性

膵炎では赤色，青色の表示が入り混じり膵実質の硬度が不均一にな

る傾向が見られた．B-mode上境界不明瞭であった腫瘤形態が硬化

性病変として明瞭に描出された症例を4例経験した．【Conがおaかが-

enhance法による膵疾患診断の有用性】血液循環により破壊されに

くい超音波造影剤であるSonaげoidの臨床導入とPきlかe-inぎeおかion法に

よるBきbbleからの高調波の画像化により病変のぎaかきcきlaお�かがおきcがきおe

を可視化することが可能となった．膵疾患28例を対象とした検討で

は平衡相の観察により腫瘍性病変のぎaかcきlaおiがけの判定が容易とな

り，腫瘍進展部と随伴性膵炎の鑑別や壁在結節の明瞭化に有用で

あった．従来からの形態診断に組織弾性，血流評価という新たな画

像情報が加わることにより診断精度向上が期待される．
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S2-14（内）．一般病院の内科における肝胆膵領域へのEUS-
FNAの導入〜地域における新規診断モダリティ

の導入の成果と今後〜

○�小野寺学�1�，松田可奈�1�，藤田弘之�1�，川岸直樹�1�，阿部暢彦�1�，

長いく弥�1�，内田多久實�1�，藤永　明�1�，宮城島拓人�2� （網走厚生病

院内科消化器科�1�，釧路労災病院内科�2�）

【背景】近年EUS-FNAが普及し，地方でも施行されるようになってき

た．私は2010年5月から2病院（2010年度；釧路，2012年度；網走）で

EUS-FNAの導入を経験した．【目的】一般病院の内科における肝胆膵

領域へのEUS-FNAの導入の現状と結果を報告し，地域におけるEUS-

FNAの意義を検討すること．【対象と方法】対象は2010年5月から2013

年5月までにEUS-FNAを施行した100病変（釧路53病変，網走47病変）中

の肝胆膵領域と周囲を穿刺した46症例51病変とした．�EUS-FNAは胃

または十二指腸からコンベックス内視鏡で観察可能な病変を穿刺し

た．検討項目1）部位2）平均最大径3）平均穿刺回数4）細胞/組織採取率4）

正診率（EUS-FNAで診断不能例は，他の手技もしくは経過観察後の診

断による）5）転帰　について，レトロスペクティブに検討した．【結果】

1）部位：膵病変38（膵頭部26，膵体尾部12）�（74.5%），副腎5（9.8%），腹

腔内リンパ節5（No12：3γNo16：2）（9.8%），肝3（5.9%），2）平均最大径：

膵病変28.7mm，副腎29.5mm，腹腔内リンパ節16.5mm，肝16.1mm，3）

穿刺回数：膵病変3.0回，副腎病変3.0回，腹腔内リンパ節3.2回，肝3.0回，

4）細胞/組織採取率：膵病変100/97.4%，副腎病変，腹腔内リンパ節，肝，

100/100%，5）正診率：膵病変89%（膵癌31，転移性膵腫瘍3，漿液性嚢

胞腫瘍1，膵内分泌腫瘍1，膵SPN1，AIP1），副腎病変80%（転移性副腎

腫瘍3（肺癌2悪性リンパ腫1），腺腫1，神経鞘腫1），腹腔内リンパ節100%

（転移性病変（胆嚢癌2膵癌1膵癌再発1炎症性腫大1），肝100%（膵癌転移

性腫瘍3），6）転帰：化学療法25例，手術15（自院11，他院4）例，　BSC4例，

経過観察2例【考案/結語】約2年間の2病院での導入であったが，両病院

ともに導入初期から検査件数も多く，診断能も良好であった．地域病

院への新規診断モダリティの導入により地元での早期診断が可能とな

り，迅速に地域内で手術や加療へとつなげられた．今後は診断能の向

上を目指した学習と術者の育成も含めた教育の継続が必要である．

S2-15（消）．超音波内視鏡によるmicおocけかがic�componenがを有
する膵嚢胞性病変に対する診断能

○�林　毅，石渡裕俊，小野道洋，加藤淳二 （札幌医科大学腫瘍・

血液内科学講座）

【背景・目的】Seおoきか�cけかがic�neoplaかmか�（SCN）�の悪性化は極めて

まれであり、他の膵嚢胞性腫瘍と異なり切除する必要性はほとんど

ない。したがって、方針決定において発見時に確定診断することの

意義は大きい。前向き研究による詳細な検討はないが、一般に

Endoかcopic�きlがおaかoきnd�（EUS）� に よ るmicおocけかがic�componenが�

（MCC）�の描出がSCNの特異的所見とされており、その診断能につ

いて検討した。【方法】2010年6月から2012年年8月までの内視鏡デー

タベースからEUSでMCCを有し、かつ病理学的に確定診断のついた

膵嚢胞性病変を抽出し解析した。【結果】19例が同定され、年齢中央

値（おange）:�72�（51-82）�歳、男女比:�6/13、症状有/無:�4/15、辺縁形態�

分葉/類円:�17/2、占拠部位�h/b/が:�7/7/5、病変の最大長径中央値:�32�

（17 - 59）�mm、MCCの占拠状態�全体/部分:�2/ 17、MCC最大長径:�

18�（8-32）�mm、中心石灰化:�2例、中心瘢痕:�0例、dけnamic�CTによる

MCC濃染:�2 例、主膵管最大径:�4�（2- 6）�mmであった。14 例でEUS-

FNA�（でne�needle�aかpiおaがion）検体、5例でEUS-FNAと外科的切除

検体の両者によって病理学的確定診断がなされていた。最終診断は

SCN�（嚢胞内容液:�漿液性、立方上皮から構成され、α-inhibin陽性、

MUC�5AC:�陰性）が8例、胃型IPMN�（嚢胞内容液:粘液性、円柱上皮か

ら構成され、α-inhibin:�陰性、MUC�1/ 2/ 5AC:�陰性/陰性/陽性）�

が11 例であり、IPMNのうち2例は上皮内癌を含んでいた。【結論】

膵嚢胞性病変の鑑別診断において、EUSによるMCCの描出はSCN

を示唆するが、胃型IPMNでも同様の所見が得られ特異的所見とは

言い難い。EUS-FNAなど他検査の追加で確定診断を得るべきであ

る。

S2-16（消）．IPMN観察例からの膵癌拾い上げにおける画像診
断の現状と課題

○�林　明宏，丹野誠志，羽廣敦也，金野陽高，上野敦盛，

本村　亘 （イムス札幌消化器中央総合病院消化器病センター）

【目的】近年、高危険群からの膵癌早期発見に期待が寄せられてい

る。膵癌の画像診断には造影CT、MRCP、EUSなどが中心的役割

を果たしているが、高危険群に対してどのような間隔と方法でサー

ベイランスを行うべきか定まってはいない。本検討では、膵癌高危

険群とされる分枝型IPMNの観察例に発生した膵癌をもとに、膵癌

診療における画像診断の現状および課題について検討した。【対象

と方法】定期画像検査で観察中に膵癌の発生を認めた分枝型IPMN

症例14例（男女比9：5、平均年齢72.6歳、平均観察期間74.9か月）を対

象とした。他院から紹介となった症例では、過去の画像所見を検討

可能な場合を対象とした。膵癌は病理学的に管状腺癌であることが

確認された病変と定義し、膵癌の臨床的特徴、診断契機画像、定期検

査間隔、腫瘍倍加時間について検討した。【結果】平均腫瘍径は

23.7mm、部位はPh�5例（35.7％）、Pbが�9例（64.3％）、IPMNとの位置

関係はIPMNの近傍3例（21.4％）、頭側5例（35.7％）、尾側6例（42.9％）、

JPS�かがage�III�2例（14.3％）、IVa�9例（64.3％）、IVb�3例（21.4％）、診

断時症状は黄疸3例（21.4％）、腹痛2例（14.3％）、体重減少1例（7.1％）、

無症状8例（57.1％）であった。検査間隔は6〜12か月ごとが8例（A群）、

12〜24か月ごとが6例（B群）、検査間隔A群におけるJPS�かがageはIII�2

例（25％）、IVa�6例（75％）、B群ではIVa�3例（50％）、IVb�3例（50％）

であった。診断契機となった初回の画像検査は造影CT�13 例

（92.9％）、PET�1例（7.1％）、EUSによる膵癌の描出は施行例で全例

可能で、画像所見をもとに推定された腫瘍倍加時間は180.3日であっ

た。【結論】IPMN観察例からの膵癌拾い上げには、無症状例であっ

ても検査間隔を6か月以上に延ばさず、短くすることで早期発見でき

る機会が増えると考えられた。現状では診断契機画像の大部分が造

影CTだが、EUSとMRCPを組み合わせることによって膵実質と膵

管の異常を早期検出する工夫等が今後必要になると考えられた。

36（内）．当院にて経験した食道pけogenic�gおanきlomaの3例
○�高梨訓博�1γ2�，勝木伸一�1�，藤田朋紀�1�，和賀永里子�1�，北岡慶介�1�，

小松悠弥�1� （小樽掖済会病院消化器病センター�1�，札幌医科大学

第四内科�2�）

【背景】Pけogenic�gおanきloma（化膿性肉芽腫）は主に皮膚や口腔粘

膜に発生する良性の血管腫であり、消化管領域で同病変に遭遇する

ことは比較的稀である。今回我々は食道pけogenic�gおanきlomaの3 例

を経験し、本邦報告例の検討も含め報告する。【症例1】78歳、男性。

スクリーニング上部内視鏡検査にて食道に隆起性病変が認められ当

科紹介となった。病変は中部食道に存在する10mmほどの亜有形性

隆起性病変であり、表面は全体に発赤調、一部分葉状で不整所見は認

められなかった。前医で生検が施行されており血管腫であったが、

本人の希望にて内視鏡的粘膜切除術（以下EMR）が施行された。病

理は上皮下に血管の造成と高度の浮腫が認められ、pけogenic�

gおanきlomaと診断された。【症例2】79歳、女性。総胆管結石にて当科

入院となり、その際のスクリーニング上部内視鏡検査にて上部食道

に5mm大血豆様発赤が認められた。1年後の内視鏡検査再検では同

病変は10mm大、表面一部白苔を有する発赤の強い有茎性隆起性病

変へと変化していた。内視鏡上pけogenic�gおanきlomaと考えられ、生

検は行われなかった。切除も考慮されたが本人が経過観察を希望し、

さらに1年後内視鏡検査が施行された。病変は完全に消失しており、

同病変の遺残と考えられる小さな白苔が残存しているのみであっ

た。【症例3】66歳、男性。喉頭癌の既往にて近医耳鼻咽喉科にて経

過観察されていたが、頸部違和感精査のため施行した上部バリウム

検査にて食道に病変が疑われ、当科紹介となった。当科の上部内視

鏡検査では食道胃接合部直上に有茎性、一部白苔を有する10mm大

の分葉状隆起性病変が認められた。生検では炎症性肉芽であったが、

本人の希望にてEMRが施行され、pけogenic�gおanきlomaと診断され

た。【結語】食道pけogenic�gおanきlomaの内視鏡像は有茎、亜有形性病

変で、強い発赤調、白苔を有するなど特徴的であり、自験例も同様の

内視鏡像を呈していた。遭遇する頻度は少ないものの内視鏡診療に

おいて念頭におくべき疾患と考えられる。
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37（内）．カプセル内視鏡適応拡大後のPaがencけ�Capかきleの安全
性、臨床的効果に関する検討

○�久保智洋，佐川　保，佐藤康裕，中村とき子，藤川幸司，

高橋康雄 （国立病院機構北海道がんセンター消化器内科）

【背景】小腸用カプセル内視鏡（CE）は2007年10月に本邦で保険承認

されたが、臨床病像（腹部X線検査、腹部超音波検査）、病歴や手術歴、

臨床所見などで消化管の閉塞、狭窄、瘻孔が既知又は疑われる症例は

滞留の可能性があるため原則禁忌とされていた。この滞留を回避す

るために事前に消化管開通性を評価するPaがencけ�Capかきleが2012年7

月に保険承認された。【目的】当院におけるPaがencけ�Capかきleの使用

状況、対象症例やその背景および臨床的効果について検討する。【対

象】当院においてPaがencけ�Capかきleを施行した12症例【結果】男/女　7

例/5例、CE前腹部症状：腹痛3例、腹部膨満2例、腹部腫瘤4例、下痢1

例、下血・血便6例、腹部症状なし3例、腹部手術歴あり/なし�2例/10

例、腹部放射線照射歴あり/なし�4例/8例であった。パテンシーカプ

セル開通性あり/なし�10例/2例、開通性なしの2例はいずれもイレウ

スを発症した。1例はイレウス管挿入し、ガストロ造影にて狭窄部を

確認した。もう1例では胃管挿入した。パテンシーカプセルにて開

通性の確認された1症例でも臨床的には無症状であったもののCE滞

留を認めた。【結論】Paがencけ�Capかきleは狭窄が疑われる患者がCE

検査を安全に施行かどうかを確認するのに有用かつ非侵襲性なツー

ルであると考えられた。しかし、パテンシーカプセル自体でもイレ

ウスを発症することがあり、消化管狭窄が疑われる患者に対しては

臨床症状、他のmodaliがけによる事前評価も重要であると考えられた。

38（内）．胃癌術後に発症したbiliaおけ�caかが�かけndおomeの1例
○�松原　悠�1�，齋藤博哉�2�，巽　亮二�1�，好崎浩司�1�，坂本　淳�1�，

佐藤　龍�1�，網塚久人�1�，木村圭介�1�，太田智之�1� （札幌東徳洲会病

院消化器センター�1�，札幌東徳洲会病院画像・IVRセンター�2�）

症例は59歳男性，H25年9月胃癌に対して幽門輪胃切除＋胆嚢摘出

術を施行し，Roきx-en-Y吻合にて再建を行った．退院後，同年10月

に発熱と嘔吐が出現し，悪寒も認められたため当院外来を受診した．

血液検査にて肝胆道系酵素の上昇，炎症反応の上昇を認め，腹部造影

CTにて肝内胆管の拡張を認めたため，閉塞性黄疸，急生胆管炎の診

断にて入院となった．入院後行った腹部エコーにて総胆管と左右肝

内胆管内に不整形の高エコー像が認められ，またMRCPでも同領域

に不整形なdefecが像が認められた．2度内視鏡でのドレナージを試

みたものの，Roきx-en-Y吻合再建のためカニュレーションが困難で

あり，経皮胆道ドレナージを行った．胆管造影では左右胆管に狭窄

を認め，左右からの数回に及ぶアプローチで内瘻化に成功した．経

皮胆道鏡による観察では胆道内に黒色粘調組織が充満していたた

め，内視鏡下でその除去を行い，狭窄部に生分解ステントを留置し

た．その後の経過は良好であり，現在外来でのfolloくを行っている．

本症例は胃癌術後に結石，悪性腫瘍とは異なる慢性炎症組織により

胆管が充満し，閉塞性黄疸と急生胆管炎を起こした1例である．胆管

内に鋳型に高ビリルビン濃度の胆汁成分やcollagenなどを含む壊死

組織が充満しており，biliaおけ�caかが�かけndおomeと考えられた．biliaおけ�

caかが�かけndおomeは肝移植者に主に認められるとされるが，肝移植を

行っていない患者にも稀ながら発症し，胆管炎，胆管虚血，腹部手術

が原因になるとされている．内視鏡などを用いた除去や肝移植が治

療手段となり，症状によっては致命的となる場合もあるため，疾患の

理解に基づく早期診断が必要と考える．肝移植に伴わないbiliaおけ�

caかが�かけndおomeという希少な症例を経験したため，若干の文献的考

察を合わせて報告する．

S1-01（内）．食道上皮内腫瘍におけるNBI観察時の血管間色調変
化“Inがeお-ぎaかcきlaお�backgおoきnd�coloおaがion”の検討

○�高橋正和�1�，清水勇一�1�，加藤元嗣�2�，坂本直哉�1� （北海道大学病院

消化器内科�1�，北海道大学病院光学医療診療部�2�）

【背景・目的】食道上皮内腫瘍の内視鏡診断において，ヨード染色によ

るpink-coloお�かign�（PCS）の有無がLoく�gおade�inがおaepiがhelial�neoplaかia�

（LGIN）�とHigh�gおade�inがおaepiがhelial�neoplaかia�（HGIN）�の鑑別に有用

であり広く活用されている．近年，食道上皮内腫瘍の内視鏡診断にお

いて，腫瘍部のNBI観察におけるIPCL間の色調変化�（Inがeお-ぎaかcきlaお�

backgおoきnd�coloおaがion�;�IVB）�が注目されているが，IVBの診断能，ま

たその詳しい機序については不明である．今回我々は，PCSと比較し

たIVBの正診率と診断一致率，IVBの機序として，腫瘍表層に残存した

非腫瘍上皮の厚さについて前向きに検討した．【方法】2010年9月から

2012年8月までに当院でEGDが施行され，食道NBI観察でのIPCLの拡

張と，ヨード染色での不染帯を認め，生検またはEMR/ESDが施行され

た病変を対象とした．【結果】87 症例 103 病変（SCC/HGIN�48 病変，

LGIN/non-aがけpia�55 病変）について検討が行われた．IVBを鑑別指標

とした場合，SCC/HGINとLGIN/non-aがけpiaの診断能は，感度93.8％，

特異度88.2％ γ�正診率91.3%であり，PCSを鑑別指標とした場合の感度

97.9％，特異度88.2％ γ�正診率93.2%と有意差は認めなかった（p�=�0.79）．

全103病変における内視鏡専門医3名の診断一致率は，k（IVB）�=�0.644，

k（PCS）�=�0.827と，どちらも高い一致率であった．また，IVBと残存

非腫瘍上皮の厚さについての検討結果は，IVB（-）で残存非腫瘍上皮

の厚さは118. 2μm±15. 3μm，IVB（β）では14. 3μm±12. 0μmと有

意な差を認めた（p�＜�0.01）．【考察】IVBを用いた正診率は，PCSの正

診率とほぼ同等であったものの，感度および診断一致率がIVBで低い

傾向にあった．これらは，まだらヨード不染を呈する症例ではIPCL拡

張が散在しており，血管間色調変化が認識しづらくなることが一つの

要因である可能性が考えられた．残存非腫瘍上皮の厚さについては，

IVBの有無に強く相関しており，IVB出現の機序に最も関与している

と予想された．【結語】多くの症例においてNBI血管間色調変化はヨー

ド染色Pink-coloお�かignに取って代われるものと考えられた．

S1-02（内）．胃腺腫と癌の鑑別にNBI拡大観察はどの程度寄与
するのか？

○�小平純一�1�，山本桂子�2�，安孫子怜史�1�，穂刈　格�1�，塚越洋元�1�，

大橋広和�3�，岡原　聡�3�，松本岳士�3�，高橋宏明�3�，小池容史�3� （社

会医療法人恵佑会札幌病院消化器科�1�，市立函館病院消化器科�2�，

社会医療法人恵佑会第2病院消化器科�3�）

【背景・目的】生検ではGおoきp3（腺腫）だが、内視鏡治療後に腺癌と

診断されることはしばしば経験される。これは鉗子で採取可能な組

織量の問題の他、多彩な組織像を呈する胃癌において生検（点の診

断）には限界があるためである。この問題にNBI拡大内視鏡観察が

どの程度寄与するのか自院内視鏡治療例で検討した。【方法】2011

年から2012年に内視鏡治療が行われた胃腫瘍病変を病理台帳から抽

出。そのうち治療前生検診断がGおoきp 3かつNBI拡大内視鏡観察が

施行された67病変（最終病理診断腺腫34、腺癌33）を対象とした。腺

腫と癌の鑑別に有用であることがすでに報告されている4つの通常

内視鏡所見（腫瘍径、肉眼型が陥凹型、発赤、潰瘍合併）およびNBI拡

大内視鏡所見（構造不整あるいは血管不整の有無）と内視鏡治療検体

病理診断の関係を解析した。なお、拡大内視鏡診断は、八尾らの提唱

するVS�Claかかiでcaがionに準じており、トレーニングを受けた内視鏡

専門医 2名が検査終了直後に良悪の最終診断を下している。【結果】

単変量解析では、腫瘍径30mm以上、陥凹型、発赤、NBI拡大観察で

不整有の4つの因子が腺癌であることと優位な相関し、多変量解析で

は、腫瘍径30mm以上（Oddか�おaがio�10. 0）およびNBI拡大観察で不整あ

り（Odd�おaがio�35. 7）の2因子が抽出された。【結論】NBI拡大観察は、

腺腫と腺癌の鑑別に非常に有用であると考えられた。本検討は、あ

る程度経験を積んだ内視鏡専門医に限った検討であり、拡大内視鏡

初学者に当てはまるのか否か追加検証が必要と考えられた。
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S1-03（消）．早期胃癌の分化度診断におけるNBI拡大観察の有用性
○�田沼徳真�1�，木村有志�1�，田中一成�1�，永井一正�1�，浦出伸治�1�，

栗原弘義�1�，野村昌史�1�，真口宏介�1�，村上佳世�2�，小野寺馨�2�，

赤保内正和�2�，我妻康平�2� （手稲渓仁会病院消化器病センター�1�，

札幌医科大学消化器・免疫・リウマチ内科�2�）

【背景】早期胃癌の治療方針は、その組織分化度により異なる。近年、

胃癌の質的診断におけるNBI拡大観察（以下、NBI）の有用性が報告

されているが、分化度診断にどの程度有用かは明らかではない。【目

的】早期胃癌の分化度診断におけるNBIの有用性を検証する。【対象】

内視鏡切除または手術が施行された早期胃癌のうち、通常観察（白色

光＋インジゴカルミン散布）とNBIの画像が揃った30病変（高分化

15、中分化5、低分化10）。【方法】2施設10名の消化器内科医（NBI：

50例以上経験者3名、初学者7名。内視鏡経験2ヶ月〜24年、中央値4年）

に対し、以下の手順で画像テストを行った。1．通常観察およびNBI

による分化度診断のレクチャーを行う（NBIは八木らの分類に従

う）。2．A.通常観察のみ、B.NBIのみ、C.通常観察βNBIの画像集（病

変順は不同）を順番に提示し、それぞれの病変の分化度を3択（高分

化・中分化・低分化）形式で回答する。3．A〜Cの正答率を比較検

討する。【結果】正答率はA. 46 . 7%B. 51 . 7％ C. 55 . 3％（Aぎか.C:�

P=0.08）であった。分化度別の正答率は高分化型A.53.3％ B.54.7％

C.54.7％、中分化型A.36％ B.42％ C.60％（Aぎか.C:�P=0.04）、低分化

型A.44.4％ B.52.2％ C.54.4％（Aぎか.C:�P=0.16）であった。NBI経験

別では、経験者A.45.6%B56.7%C63.3%（Aぎか.C:�P=0.004）、初学者

47.1%B49.5%C51.9%であった。【考察】早期胃癌の分化度診断にお

いてNBIは有用であることが示唆された。特に中分化型腺癌や低分

化型腺癌の診断においてNBIの上乗せ効果が認められた。また、

NBI経験者では診断能上昇がより顕著であり、熟練によりNBIの診

断精度が向上することが分かった。今後さらに追加検討を行う予定

である。

S1-04（内）．カプセル内視鏡の更なる診断能の向上を目指して
-FICE・Blきe�modeの活用法-

○�大須賀崇裕，佐藤康史，平川昌宏，大沼啓之，二階堂ともみ，

櫻田　晃，嘉成悠介，林　毅，佐藤　勉，宮西浩嗣，瀧本理修，

小船雅義，加藤淳二 （札幌医科大学病院血液・腫瘍内科）

【目的】カプセル内視鏡（CE）は、2012年7月より小腸疾患が既知又

は疑われる患者全てに適応が拡大され、小腸のスタンダードな検査

法として確立してきているものの、その診断能はいまだ十分なもの

とはいえない。これまでFICEやBlきe�Modeといった画像強調シス

テムを用いた、診断能の向上が試みられているものの、その至適モー

ドや活用法については一定の見解は得られておらず、更なる検討が

必要と考えられる。そこで当科におけるCE施行症例につき、

FICE・Blきe�modeを使用した際の、病変の視認性や検出能につき解

析し、その活用法を明らかにすることを目的とした。【対象/方法】

2009年1月から2013年5月までに当科でCEを施行した159例を対象と

した。視認性については、それぞれの症例を3人の医師により解析し、

FICE1/2/3/Blきe�Mode�について通常観察を0点とし、β2点〜-2点

の間でスコアリングし比較検討した。また検出能については、上記

対象のうちpillcam�SB2を導入後の70例の中で、全小腸を観察し得た

53例を、2人の医師により解析し、実際の病変検出数を通常画像と比

較した。【結果】視認性については、血管性病変ではFICE1、2、Blきe�

Modeにおいて有意にスコアの向上が得られた。また、びらん・潰瘍

性病変では、FICE 1、2を用いることで有意に視認性の向上が得ら

れた。腫瘍性病変ではいずれのモードにおいても視認性の向上は認

めなかった。検出能については、血管性病変ではFICE 1、2におい

て通常観察と比べ有意に向上が得られ、びらん・潰瘍性病変では、

FICE 2を用いることで有意に向上した。腫瘍性病変については、

FICEやBlきe�Modeによる検出能の向上は得られなかった。【結語】

血管性病変、びらん・潰瘍性病変についてはFICEを用いることで、

診断能が向上する可能性が示唆された。今後、通常観察による見逃

し病変の拾い上げや、初学者の病変検出率の向上におけるFICEの有

用性につき、前向きな検討を予定している。

S1-05（内）．小腸疾患における画像診断の進歩
○�佐々木清貴，加藤貴司，木下幸寿，藤澤良樹，町田卓郎，

碇　修二，中村英明，加賀谷英俊，目黒高志，堀田彰一 （北海

道消化器科病院）

＜はじめに＞2003年DBEにより、小腸疾患診療に大きな進歩がもた

らされ、これまで診断困難とされてきた疾患をより早期の治療に導

くことができるようになった。更に2007 年VCEがOGIBに適応とな

り、出血性疾患をより低侵襲に精査することができるようになった。

2012年よりPaがencけ�capかきleが承認されVCEの非OGIBへの適応拡大

となり、IBDなどもVCEにて精査できるようになった。小腸検査の

需要が拡大するなかで、小腸検査における現況と今後の課題につき

検討をおこなった。＜対象と方法＞2003年より当院にて小腸内視鏡

検査（DBEγVCE）を施行された862 例につき検討をおこなった

＜結果＞当院にて2003 年〜 2012 年小腸内視鏡検査はDBE 500 例、

VCE362例の862例に施行された。VCEにおいては約60％がOGIB、

約40％が非OGIBに対する精査にて、それぞれ約40％の診断率であっ

た。1例の滞留例を除き、明らかな合併症は認めず、低侵襲に小腸疾

患の一次精査を施行することができた。一方、DBEにおいては小

腸疾患の確定診断、内視鏡治療に際して施行している。その診断率

は72％と高く、腫瘍性病変における術前診断や、出血性病変に対する

診断および止血処置などの内視鏡的治療を施行しえた。現在は

VCEによる一次精査、DBEによる確定診断を基本としているが、積

極的に検査を導入することにより、多くの症例に病変の早期診断が

可能となり、疾患予後の改善を認めることができた。＜結論＞

DBE、VCEにおける小腸画像診断にて小腸疾患診療は飛躍的な進

歩をとげた。また、次世代カプセル内視鏡など、より高性能な機器の

開発に更なる診療の進歩が期待されている。現在は限られた施設で

の小腸内視鏡検査であることから今後病診連携なども考慮する必要

があると考えられる。

S1-06（内）．AFIによる大腸上皮性腫瘍の組織学的および分子
生物学的特徴の予測

○�盛一健太郎，藤谷幹浩，高後　裕 （旭川医科大学内科学講座消

化器・血液腫瘍制御内科学分野）

【背景と目的】近年，従来の白色光内視鏡に加えて、狭帯域内視鏡

（NBI）や自家蛍光内視鏡（AFI）などの画像強調内視鏡（IEE）が臨床

応用されるようになった．しかし，その有用性については一定の見

解が得られていない．本検討では，大腸上皮性腫瘍に対するAFIの

有用性について明らかにする．【方法】当院でAFIによる観察が行わ

れ，組織が得られた大腸上皮性腫瘍を対象として以下の検討を行っ

た．1）大腸上皮性病変108例（過形成性ポリープ15例，腺腫72例，早期

癌21例）と正常大腸粘膜72例を対象として，AFIによる腫瘍・非腫

瘍の鑑別診断能を検討した．AFI画像の蛍光強度を色度解析ソフト

にて数値化（自家蛍光/反射光Flきoおeかcence�index;�FI）して評価し

た．2）大腸上皮性病変58症例（過形成性ポリープ5例，腺腫27例，早期

癌26例）を対象に組織所見（腫瘍腺管密度，腫瘍細胞密度，NC比，炎

症細胞密）とFI値の関係について検討した．3）検討2）の症例を対象

にki- 67を用いた細胞増殖能および，大腸癌関連遺伝子（�APC，�
E-cadheおin，�p16，�Rきnx 3，�hMLH1）のメチル化異常，p53 発現とFI
値の関係について検討した．【成績】1）組織型別のFI�値は正常が1.12

±0.30，過形成ポリープ0.81±0.20，腺腫0.61±0.16，癌0.52±0.11と

各群間で有意差を認めた（p＜0.005，p＜0.01，p＜0.05）．肉眼型，

腫瘍径，深達度はFI値と有意な相関を認めなかった．2）組織学的所

見とFI値の検討ではNC比のみがFI値と有意な相関を認めた（p＜

0.05）.�検討3）Ki-67，p53はいずれも陽性群で有意（p＜0.0001，p＜

0. 05）にFIが低かった．遺伝子メチル化の検討では�p 16の異常メチ
ル化を認めた群で有意（p＜0.05）にFIが低かったがその他の遺伝子

では有意差を認めなかった．【結論】AFIは蛍光強度を数値化する

ことによって，大腸上皮性腫瘍の組織型を客観的に予測することが

可能である．腫瘍細胞のNC比の増加，Ki-67 発現増加，p53過剰発

現および�p16の異常メチル化とFI値の低下が有意に相関することか
ら，細胞異型や腫瘍増殖能を反映することが示唆された．
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S1-07（消）．胃X線検査におけるCアーム式装置の有用性
○�武藤桃太郎，下田瑞恵，石川千里，井上充貴  （JA北海道厚生連

遠軽厚生病院内科）

【背景】冠動脈造影に使用されているCアーム式寝台を用いて、角度

を変えて撮影する斜入撮影法をX線検査に取り入れたところ、従来

のX線検査の欠点の多くが解決できることがわかった。【目的】上部

精密X線検査におけるCアーム式装置の有用性を臨床的に検討した。

【方法および対象】多方向X線透視撮影装置CアームテーブルSF-

VA 200（Pおiきか-C）（日立メディコ）でCアームを用いて、cおanial〜

caきdal（頭尾側）およびRAO〜LAO（左右側）の任意方向から斜入撮

影法を行った。対象は2009年10月から2013年4月までの間に施行し

た上部精密X線検査70例72病変で、全て胃癌（早期癌39病変、進行癌

33病変）である。これらの病変の範囲・進展診断において、斜入撮影

法が寄与したかどうかを判定した。具体的には、適宜切除標本と対

比して、斜入撮影法により、実像に近い画像が得られたか、病変を正

面視できたか、病変と噴門や幽門との距離が正確に測定できたかな

どを、A：非常に有用（斜入撮影法が必須であった）、B：有用（病変

の質的診断には関わらなかったが、画質が向上して診断に寄与し

た）、C：特に有用ではない、の3段階に分けて評価した。【結果】胃

癌全 72 病変でA/B/C= 14/ 28/ 30と、AβBが58. 3%を占めた。進行

度別では早期癌39病変でA/B/C=7/15/17、進行癌33病変でA/B/

C=7/13/13であった。病変部位別で検討すると、大弯24病変でA/

B/C=3/10/11、前壁14病変でA/B/C=3/4/7、小弯21病変でA/B/

C=6/9/6、�後壁13病変でA/B/C=2/5/6と、有意差はないが小弯病

変で若干有用性が高い傾向であった。胃の形別で検討すると、鉤状

胃29病変でA/B/C=2/12/15、下垂胃6病変でA/B/C=0/2/4、牛角胃

14病変でA/B/C=6/6/2、瀑状胃23病変でA/B/C=6/8/9と、牛角胃

で有意に有用性が高かった（p＜0.05）。【結論】上部精密X線検査に

おいて、特に小弯病変や、牛角胃では、積極的に斜入撮影法を使用す

る事が精度向上につながると考えられた。

S1-08（消）．平面検出器を搭載したCアーム式装置と高濃度低
粘性バリウムによる胃X線造影検査

○�萩原　武，黒河　聖，今村哲理 （札幌厚生病院第1消化器内科）

平面検出器（FPD）を搭載したCアーム式装置（Cアーム）と高濃度低粘性バリウム

（Ba）の使用により良好な画像を得られるようになったので、手技の実際と症例を

提示する。

前処置として、胃液が多いと画質が低下するのでPPIの内服を行い、便が残存する

とコントラストが低下するので前日の下剤内服や当日朝の浣腸を行っている。

Baは60-80度温水で230％に直前に作成している。

キシロカインゼリーで鼻腔に麻酔を行い、先端に側孔を作った15Fおの胃管を経鼻

的に胃角部まで挿入、鎮痙剤を筋注し開始する。

胃が全体的に軽度伸展の空気を注入、胃液が残存している場合には吸引、プロ

ナーゼMS20000単位と重曹1gを温水30ccに溶解したものとBa30ccを混合、胃に

注入して体下部から穹窿部を洗浄し吸引する。

小彎、後壁、大彎中心の病変では胃がやや過伸展の空気を注入、Baを180cc-240cc

注入、胃管を食道まで抜去する。寝台の起倒と左右のピッチングでBaを関心領域

に付着させ撮影する。胃管を再挿入し空気を減らして、空気量の違った写真を撮

影、最後に圧迫可能な部位では圧迫を行う。

前壁中心の病変では、Baを120cc-180cc注入、胃管を体上部まで抜去、圧迫用の布

団を病変部位に置き圧迫像から撮影する。その後、寝台を半立位として過伸展の

空気を注入、左右の交互変換を行いながら寝台を起倒して関心領域にBaを付着さ

せ、胃角部より肛門側では頭低位で、胃角部より口側では半立位で撮影を行う。

次第に空気が十二指腸より流出し空気量が減少した状態で写真を撮影する。

小彎や大彎、体上部後壁の病変では、接線像になりやすいのでCアームで斜入撮影

を行う。

FPDは濃度分解能が改善されており、Baを付着させる回数が少なくても、検査時

間が長くても良質な画像を得られ、Cアームで病変が正面像として描出できる。

範囲診断が困難な、未分化型の腺頸部進展はバリウムの付着むらとして、分化型

の横這い型は陥凹面やバリウムの付着むら、アレア陥溝の開大等として描出され

る。良質な画像は酢酸インジコカルミン混合液散布像と同等の画質と思われる。

S1-09（消）．血便症例における体外式超音波検査
○�西田　睦�1�，間部克裕�3�，桂田武彦�4�，畑中佳奈子�5�，三橋智子�5�，

加藤元嗣�3�，清水　力�1� （北海道大学病院検査・輸血部�1�，北海道

大学病院超音波センター�2�，北海道大学病院光学医療診療部�3�，

北海道大学病院消化器内科�4�，北海道大学病院病理部�5�）

体外式超音波検査（US）は多くの消化管疾患に用いられるように

なってきている。また、最近の放射線被曝に対する患者意識の高ま

りからもより低侵襲な検査が望まれている。今回はUSが血便症例

に対してどのように適応可能かを当施設の現況を中心に報告する。

血便を呈する疾患はキャンピロバクター腸炎、O-�157などの細菌性

腸炎、薬剤起因性腸炎、憩室出血、潰瘍性大腸炎（UC）やクローン病な

どの炎症性腸疾患、虚血性腸炎（IC）、小腸・大腸癌、SMTなどの腫

瘍性病変と多岐に及ぶ。血便症例に対し、どの画像診断を最初に選

択するかはコンセンサスが得られていない。CTでは被曝や造影剤

の問題が考慮され、内視鏡ではO-�157などの感染症では感染管理の

観点からできるだけ避けることが望まれる。USは簡便無侵襲に検

査施行可能であるため、ある程度の疾患推定を行い、次に選択される

検査法、治療法の選択を行うことが可能となる。USで消化管の各固

定点を基点とした系統的走査を行うことで病変の存在診断、部位の

同定を行う。次に層構造の観察により特徴的な所見をとらえる。細

菌性腸炎では層構造が比較的温存された右半結腸の肥厚、憩室炎で

は憩室のエコーレベル低下、肥厚、周辺脂肪織の肥厚など、UCでは

直腸から連続する比較的層構造の温存されたm〜かm層中心のびま

ん性の肥厚、ICでは左半結腸のかm層のエコーレベルが低下し、層構

造の不明瞭化した中等度以上の壁肥厚、大腸癌では限局的な内腔面

の不整な肥厚をとらえる。この方法で、感染性腸炎正診率 83 . 6%

（112/134例）、憩室炎正診率炎82.6%（19/23）と報告され、自験例で

はUC例の内視鏡との一致率 0. 71（15 例 96 部位）、IC正診率 90. 9%

（100/110例）、大腸癌存在診断率88.0%（22/25例）�、SMT存在診断

率89.7%（52/58例）であった。血便症例にてUSを最初に選択するこ

とで、ある程度の疾患の篩い分けをすることが可能で、侵襲的な検査

を低減させることができると考えられる。

S1-10（消）．超音波検査に造影剤を用いることで，腸管虚血は
評価可能である

○�武藤修一�1γ2�，高橋亜季�3�，小西康平�2�，江藤和範�2�，宮本秀一�2γ4�，

大原行雄�1�，木村宗士�1�，中原生哉�1�，田中道寛�1�，渡邊修平�1�，

馬場　麗�1� （北海道医療センター消化器内科�1�，苫小牧市立病院

消化器内科�2�，苫小牧市立病院検査科�3�，北見日赤病院消化器内

科�4�）

【背景】急性腹症の画像診断は腹部CTが施行されるが，造影剤は高

齢者や腎障害を疑う患者に対して使用が難しい場合がある．近年，

腹部超音波検査が腸の虚血や絞扼の診断に有用との報告がある。【目

的】急性腹症の患者2例と腹部症状の原因の判別が付かなかった1例

に対する腹部造影エコー検査について報告する．【症例】症例1.�40歳

代女性．下腹部痛が増強し、前医にて鎮痛薬の効果無く当院救急搬

送．CTでは腸管壁の虚血は判断できなかった．造影超音波検査では，

造影剤の流入が遅く，血流が乏しい虚血の状態が疑われ、緊急手術と

なった。症例2.�50歳代男性．化学療法による骨髄抑制後の発熱・右

下腹部痛にて当科紹介される．CTでは，上行結腸に著明な壁肥厚を

認めた．重症腸炎か壁在膿瘍か判別が困難であり造影超音波検査を

施行．肥厚した結腸壁は造影されず，膿瘍か壊死を疑う所見であり

手術治療が選択された．症例3.�60歳代男性．嘔吐と下痢の後，意識

が消失し当院救急搬送される．腹部造影CTでは上行から横行結腸

に壁肥厚と浮腫が見られた．腸管壁の造影は一部不良であったが，

SMAやSMVは開存し虚脱は見られなかった．造影超音波検査を行

うと上行結腸壁の造影効果は消失し膿瘍か壊死を疑う所見であった

ため，緊急手術となった．【結果】全て手術所見は虚血，もしくは疎血

後の所見であった．造影超音波検査による血流評価は有用であった．

【考察】急性腹症を診療する際，臨床所見と併用して画像検査を行い，

治療方針を決定する．腹部CT単独よりも，造影超音波検査を併用す

る事で，絞扼イレウスや腸管虚血の評価がより有用であった．ソナ

ゾイドは，血管外に移行しないため正確な虚血の判定が可能とされ

る．腸管の虚血を評価するために，造影超音波検査は非常に有用で

ある．
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S1-11（消）．特発性孤立性上腸間膜動脈解離の早期診断におけ
るmきlがi-deがecがoお�CT（MDCT）の重要性

○�坂本　淳，太田智之，巽　亮二，松原　悠，好崎浩司，佐藤　龍，

網塚久人，木村圭介 （札幌東徳洲会病院）

【背景と目的】特発性孤立性上腸間膜動脈解離（以下SMA解離）は比

較的まれな疾患で，報告の多くは救急・循環器領域からなされてお

り，消化器領域での認知度は高くない．しかし，急性腹症として受診

することが多く，緊急手術や血管内治療を必要とする場合もあり，早

期の診断は極めて重要である．血管病変ではあるが消化器領域の診

療にたずさわる医師も留意すべき疾患の一つと考えられる．近年の

CT画像診断能の向上により，以前よりも早期診断が容易になってき

たため，当院でSMA解離と診断した症例を調査しMDCTの重要性に

ついて検討した．【対象】当院では2008年10月から2012年10月までの

間に，SMA解離と診断した11 例を対象とした．【結果】男性が9例

（82%）を占め平均年齢は55.2歳であった．既往歴として高血圧が5例，

脂質代謝異常症は6例，喫煙歴は7例に認めた．症状の発症転機は8例

（73%）が突発性で，3例（27%）は緩徐に発症していた．全例にCTが

施行され診断に至っていた．当院のCTはLighがSpeed�Ulがおa（GE社

製，2.5mm×8素子）とBおilliance64（Philipか社製，0.625mm×64素子）

の2機種を使用．急性腹症の患者に対して，横隔膜から骨盤腔の範囲

で，単純CT，2�phaかeの造影CT（早期相，平衡相）を行っている．ど

ちらの機種で検査を行っても検出可能だったが，造影早期相では全

例で解離の診断ができたにもかかわらず，平衡相では4例で解離の診

断が困難であった．またMDCTの利点を活かしてSMAを中心に血

管像を再構築することで病変をより鮮明に描出することができた．

診断後，3例で血管造影下にステント留置を行い，残りの8例は保存

的治療が選択されていた．すべての症例で治療経過は良好であった．

【結論】急性腹症の鑑別診断には」SMA解離も念頭におき2�phaかeの

造影CT検査を行うことが必須と考えられた．

S1-12（消）．大腸CT検査と大腸内視鏡検査の被験者受容性の
比較検討

○�加藤貴司�1γ2�，佐々木清貴�1�，木下幸寿�1�，藤澤良樹�1�，町田卓郎�1�，

碇　修二�1�，山田裕人�1�，中村英明�1�，加賀谷英俊�1�，目黒高志�1�，

堀田彰一�1� （北海道消化器科病院・内科�1�，大腸3次元CT研究会�2�）

【目的】本邦の大腸癌検診に大腸CT（3DCT）を導入することを目的

に施行された多施設共同臨床試験（JANCT）において、3DCTの良好

な診断精度が報告され、3DCTは大腸内視鏡検査（TCS）を補完しうる

新しい大腸精密検査法として期待されている。今後3DCTを検診に導

入するにあたり被験者の受容性を評価する必要がある。JANCTのア

ンケート調査から3DCT�の受容性についてTCSと比較し検討した。

【方法】JANCTでは3DCTとTCSの共通の前処置を用いた。TCSは消

化器内視鏡専門医が行った。3DCTはCO2自動注入器を用いて施行し

た。アンケートでは前処置、3DCT、TCSについてとても楽からとて

も大変まで5段階の項目から一つ回答を得た（質問1）。また各検査で

大変であった点について、ガスを入れられること、痛み、検査時間の長

さ等から複数の回答を得た（質問2）。さらに今後に希望する検査につ

いて、3DCT、TCS、どちらでもかまわないから一つ回答を得た（質問

3）。【成績】1260例の登録症例のうち脱落例79例およびアンケート未

回収の1例を除く1180例のアンケート結果を解析した。男性669例、女

性511例であり、平均年齢は60.6歳であった。質問1において前処置は

3DCTおよびTCSの各2群間比較においてそれぞれ有意差を認め（p＜

0. 001）、前処置は3DCT、TCSと比較し有意に大変と回答される傾向

にあった。一方、3DCTとTCSの間では有意差を認めなかった。質問

2においては、3DCTではTCSと比較しガスを入れられることが、また

TCSでは3DCTに比較し痛みが有意に高値であった（p＜0.001）。質問

3においては、3DCTが38.5％、TCSが28.1％、とちらでもかまわない

が33.4％であり、一様性の検定で有意差を認めた（p＜0.001）。【結論】

今回の調査において次回希望される検査に3DCTを選択した被験者が

TCSよりも多かったことから、3DCTは本邦においてもTCSと同様に

大腸がん検診に受け入れられる可能性が高いと思われる。またさら

なる前処置法の改善が受容性の向上に結び付く可能性が示唆された。

S1-13（内）．大腸3D-CTからみた大腸内視鏡（CS）の見落と
し率の検討-Japaneかe�Naがional�CT�Colonogおaphけ�

Tおial（JANCT）症例の検討から-

○�土井綾子�1γ2�，平山眞章�1γ2�，藤井亮爾�1�，藤江慎也�1�，溝口亜樹�1�，

皆川武慶�1�，高橋　祥�2γ3�，木村朋広�1γ4�，庵原秀之�1γ4�，住吉徹哉�1�，

由崎直人�1�，近藤　仁�1γ2� （KKR札幌医療センター斗南病院消化器

内科�1�，大腸3次元CT研究会�2�，岩手県立高田病院内科�3�，札幌医

科大学第四内科�4�）

【目的】昨年本邦でも保険収載された大腸3D-CTは，欧米を中心に発展し

た新しい大腸腫瘍性病変の検査法として注目されている．本邦では大腸

腫瘍性病変の検査は主に大腸内視鏡検査（CS）がGold�かがandaおdとして用

いられている．しかし，そのCSにある程度の見落としがあることはあま

り認知されていない．その理由の一つとしてCSの見落とし症例の検討で

は，癌登録や複数回のCSをかがandaおdとした報告があるが，明確なおefeおence�

かがandaおdは存在しないと考えられるからである．JANCTでは大腸3D-CT

で10mm以上のポリープを指摘したにも関わらず、内視鏡で認めない場合

を追加CSの適応としている．そこでJANCT登録症例のうち初回CSで見

落とされた病変について，その肉眼型や部位，見落としたCSの検査時間等

について検討するとともに，大腸3D-CTをCSのおefeおence�かがandaおdとする

可能性について検討した．【方法及び対象】対象はJANCTに登録された

1257例のうち，脱落症例を除いた1181例である．CT装置はすべて16列以

上で，前処置にはPEG-C法を用い，読影にはコンピューター支援診断

（CAD）付きのAZE�Viおがきal�Placeを用いた．初回のCSは大腸3D-CTと同

日に施行され、追加CSは4ヶ月以内に施行された．【成績】初回CSで見落

とされたことが確認された症例・病変は9症例 11 病変，全体の0. 76%，

10mm以上の病変の内で4.78%であった．部位はA，T，D，S，Rで各々�3，

2，1，3，2病変であった．肉眼型はIIa（1病変），Ip（4病変），Iか（6病変）

であった．平均腫瘍径は13.3mmで，このうち2例2病変がadenocaおcinoma

であった．これらの症例の初回CS施行時間は挿入から抜去まで処置時間

を含めて24.8±9.4分であった．これら11病変の全てが3D-CTでCS前に指

摘されていた．【結論】以上よりJANCTのプロトコールによる大腸3D-CT

はCSの見落としを補完する可能性が高いことが示された．

39（内）．内視鏡的拡張術が有効であった食道壁内偽憩室症の1例
○�小田切信介，小澤賢一郎，杉山隆治，川内宏仁，中村和正，

鈴木　聡，助川隆士，千葉　篤，垂石正樹，斉藤裕輔 （市立旭

川病院消化器病センター）

60歳代女性。幼少期からしばしば嚥下障害を自覚していたが、自然

に軽快するため放置していた。2011年9月検診の上部消化管造影検

査で食道アカラシアが疑われ当科受診。上部消化管内視鏡検査にて

下部食道の狭窄は認めるものの、粘膜面はほぼ正常、食道拡張や食物

残渣の停滞など、アカラシアを積極的に疑う症状に乏しく確定診断

には至らなかった。食道造影検査では下部食道のなだらかな狭窄と

痙攀様の食道壁不整を認めるが、バリウムは停滞せず、胃への流出は

良好だった。び漫性食道痙攀症と考え鎮痙剤・抗不安剤・Ca拮抗

剤の調整で対応していた。しかし2013年5月中旬から狭窄症状が悪

化したため精査加療目的で入院となった。再検した食道造影検査に

て下部食道の狭窄と微小なフラスコ型のバリウム突出像を認め、内

視鏡では食道カンジダ症と微小憩室の開口部が確認され、食道壁内

偽憩室症と診断した。食道カンジダ症の治療としてミコナゾールの

服用を行ったが効果はなく、内視鏡的バルーン拡張術を施行。口径

15mmまで拡張し自覚症状が改善したため退院となった。食道壁内

偽憩室症は、食道腺の導管や腺が嚢胞状に拡張したことに由来し、偽

憩室周囲の炎症、繊維化により食道狭窄が形成され、嚥下困難を主な

症状とする疾患である。特徴的な造影所見を呈するが、比較的まれ

なため、治療法も確立されたものがない。本症例は内視鏡的拡張術

が有効だった一例として報告する。
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40（内）．十二指腸転移を合併した高度進行胃癌の2症例
○�萩原　光�1�，佐藤雄太�1�，神山勇太�1�，根間洋明�1�，横山和典�1�，

藤岡保範�1� （日鋼記念病院消化器センター�1�，日鋼病院病理診断

科�2�）

十二指腸転移をきたす癌腫は肺癌、腎癌、乳癌、悪性黒色腫などが報

告され、胃癌での報告は検索し得た過去20年間で4例のみである。今

回我々は、十二指腸球部および下行脚に非連続性の転移病巣を認め

た高度進行胃癌を2例経験したので報告する。症例1は73歳、女性。

4ヶ月前から間歇的な心窩部痛を自覚して当科に受診した。EGDで

は胃角部全壁に一部健常粘膜で立ち上がる5cm大の2型病変を認め

た。内部は易出血の腫瘍性病変で、生検で腺癌（がきb�2とpoお）と診断

された。また、十二指腸球部の前壁に3cm大で白色顆粒状の小結節

が集簇する平皿状病変を認め、非連続性に後壁にも同様な病変を認

めた。生検で十二指腸粘膜固有層にリンパ管浸潤を認め、胃癌と同

様の組織型であった。CTでは膵管拡張を伴う膵頭部腫大、腹膜播

種、大動脈周囲リンパ節腫大を認め、PETでも同様な所見でかがage�

IV胃癌と診断した。全身的化学療法を施行した。症例2は77歳、女性。

胃部不快感で当科に紹介受診した。EGDで胃角を中心に胃壁の進

展不良を伴う広範な3型病変を認めた。前庭部には白色調でチュー

ブ状の形態を呈する隆起性病変が錯綜していた。原発巣の、隆起性

病変からの生検は腺癌（poおとかig）であった。また、十二指腸前壁に

は20mm大の発赤をともなう不整形の平坦病変と十二指腸下行脚の

乳頭近傍に10mm大の発赤をともなう結節状病変を認めた。生検は

固有筋層に浸潤するpoおで、リンパ管浸潤をともなっていた。CTで

は肝十二指腸間膜や大動脈周囲の多数のリンパ節腫大、腹膜播種を

認め、PETでも同様な所見でかがage�IV胃癌と診断した。全身的化学

療法を検討していたが、腹水と急速な黄疸の進行を認めたために治

療を断念して、緩和ケア科に転科して治療をおこなった。固形癌の

消化管転移は一般に粘膜下腫瘍形態を呈することが多いと報告され

ている。胃癌の十二指腸転移はまれな病態であり、症例1の内視鏡所

見はリンパ行性転移を示唆するものと思われた。

41（内）．高周波凝固で内視鏡的に止血しえた十二指腸憩室出
血の1例

○�瀧本理子，井尻学見，芹川真哉，杉山祥晃，鈴木康秋 （名寄市

立総合病院）

【症例】80歳代、女性。高血圧、認知症にて近医通院中で抗血栓薬内

服中であった。3日前より短時間の意識消失発作を繰り返すため、心

原性失神が疑われ当院循環器内科受診。心エコー、心電図は異常な

く、Hb�5.7と高度貧血があり、タール便を認めたため当科紹介となっ

た。緊急上部消化管内視鏡検査を施行したところ、胃から十二指腸

下降脚までには明らかな血液残渣や出血源となる病変は認めなかっ

た。しかし、十二指腸水平脚まで観察したところ、水平脚にある十二

指腸憩室より潰瘍や露出血管を伴わない活動性出血を認めた。内視

鏡での視認性が不良であり、クリップによる止血は困難と判断し、出

血部位及びその近傍を高周波凝固にて焼灼し止血しえた。その後は

再出血なく経過し第12病日に退院となった。【考察】十二指腸憩室は

消化管憩室では大腸についで多く見られるが、大半は無症状に経過

し、直径10mm以上のものでは出血、憩室炎、穿孔などの合併症の頻

度が増加する。しかし、出血することは稀であり、上部消化管出血の

わずか0. 07%と報告されている。さらに本症例のように水平脚から

の出血は、十二指腸憩室出血の約31%と報告されている。十二指腸

憩室出血はクリップなどによる内視鏡的止血が多く行われている

が、高周波凝固を用いて止血した報告は少ない。【結語】十二指腸水

平脚の憩室出血の1例を経験した。十二指腸水平脚の憩室出血は診

断や内視鏡的止血操作が困難な例もあるが、高周波凝固により内視

鏡的に止血しえたので報告する。

42（内）．出血を繰り返した重複腸管内翻症の1例
○�伊藤　憲�1�，大野正芳�1�，鈴木美櫻�1�，大森沙織�1�，高橋正和�1�，

吉田武史�1�，森　泰明�1�，中川　学�3�，小野尚子�2�，中川宗一�3�，

間部克裕�2�，加藤元嗣�2�，坂本直哉�1� （北海道大学病院消化器内科�1�，

北海道大学病院光学医療診療部�2�，中川胃腸科�3�）

症例は60 歳代男性．下咽頭癌のため当院耳鼻咽喉科folloくとなって

いた．H24年12月に血便によるショックのため近医に救急搬送，緊

急で施行された上部消化管内視鏡検査（EGD）および下部消化管内

視鏡検査（CS）では出血源は認めなかった．著明な貧血に対して輸

血・輸液が施行され，全身状態が安定したため翌日当院転院となっ

た．当院で施行した腹部造影CT検査では，骨盤内小腸内腔に管腔状

構造を認め，内翻したメッケル憩室の存在が疑われた．その後も繰

り返す消化管出血を認めたためカプセル内視鏡を施行したところ，

下部小腸が出血源と同定された．引き続き径肛門ダブルバルーン小

腸内視鏡で，短縮操作にてバウヒン弁から40cmの部位に，コアグラ

の付着を伴う隆起性病変を認めた．観察中に同病変から動脈性の出

血を認めたが出血点は確認できず，自然止血されたため検査を終了

した．諸検査の結果から内翻した出血性メッケル憩室と診断し，後

日臨時外科手術を施行した．切除標本では，回盲部から75cm口側，

腸間膜付着側近傍に，内腔に突出する3cm大の隆起性病変を認めた．

病理組織所見では，びらんおよび炎症性肉芽組織を伴うinぎeおがed�

polけpの診断であった．以上の結果から，本症例は内翻した重複腸管

からの出血であったと考えられた．術後は下血を認めることはな

かった．重複腸管は回腸・回盲部に多く，多彩な症状を呈するため

に術前診断は難しいといわれている．メッケル憩室との鑑別が困難

な場合もあるが，本症例では病変が腸間膜付着側近傍であったこと

から，腸間膜付着対側に存在するメッケル憩室ではなく重複腸管の

内翻であったと診断した．今回我々は，出血源検索にカプセル内視

鏡・ダブルバルーン小腸内視鏡が有用であった重複腸管内翻症の1

例を経験したので，文献的考察を加えて報告する．

43（内）．超音波内視鏡ガイド下ドレナージ術が有用であった
肝門部化膿性リンパ節炎の1例

○�横山翔大，江藤和範，小林智絵，小西康平，山本文泰 （苫小牧

市立病院消化器内科）

症例は84歳　男性．急性胆嚢炎の診断で前医入院．絶食・抗生剤治

療にて一時改善するも，炎症反応再燃を認め，胆嚢近傍に膿瘍形成疑

われたため当科紹介入院となった．入院時現症では，体温38度と発

熱を認め，右季肋部から心窩部にかけて圧痛を認めた．血液検査所

見では，炎症反応に加え，軽度の肝胆道系酵素異常を認めた．腹部超

音波検査では，胆嚢の著明な腫大を認め，胆嚢頸部近傍には胆嚢とは

非連続性の膿瘍形成が疑われた．腹部造影CT検査では，胆嚢の著名

な緊満とその近傍の肝門部リンパ節の膿瘍形成がみられ，総胆管の

圧排狭窄を認め，肝内胆管の軽度拡張を伴っていた．これらの検査

結果より，急性胆嚢炎を契機に発症した肝門部化膿性リンパ節炎と

診断した．保存的加療に不応であること，急性胆嚢炎の遷延も疑わ

れたことから，PTGBDを施行したが発熱や炎症反応の改善はえら

れなかった．そのため，肝門部化膿性リンパ節炎に対して超音波内

視鏡ガイド下ドレナージ術を施行した．ドレナージ術後は速やかに

炎症反応改善を認めた．近年超音波内視鏡下ドレナージ術が広く普

及してきており，その有用性が各種報告されている．そんな中，胆嚢

炎を契機に発症した肝門部化膿性リンパ節炎に対して超音波内視鏡

ガイド下ドレナージ術が有用であった1例を経験した．認知力の低

下のみられる高齢者に対し，一期的な内外瘻チューブ留置を行うこ

とにより有用であるとともに安全に施行可能であった．
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44（内）．胆管空腸吻合部狭窄を超音波内視鏡下順行性胆道ス
テント留置術（EUS-gきided�anがegおade�かがenがing:�EUS-

AGS）にて治療し得た1例

○�脇田雅大�1�，河上　洋�1�，桑谷将城�1�，川久保和道�1�，久保公利�1�，

工藤大樹�1�，阿部容子�1�，坂本直哉�1�，清水佐知子�2� （北海道大学消

化器内科�1�，NTT東日本札幌病院消化器内科�2�）

超音波内視鏡下胆道ドレナージ術には，胆道消化管吻合術，ランデ

ブー法，順行性ステント留置術（EUS-gきided�anがegおade�かがenがing:�

EUS-AGS）の3種類があり，近年，その有用性が数多く報告されてい

る．今回我々は，胆管空腸吻合部狭窄に対しEUS-AGSにて治療し得

た症例を経験したので報告する．症例は70 歳代女性．背部違和感を

主訴に前医を受診し，膵頭部癌と診断されて開腹手術が行われたが，

周囲への浸潤が強く剥離困難であり，2012年11月姑息手術としての

胆管空腸吻合術のみが施行された．GemciがabineとTS- 1 併用化学療

法を7コース施行され，原病はSDの評価であったが，胆管炎を頻回に

繰り返し，胆管空腸吻合部狭窄が疑われた．狭窄部解除法として内

瘻化を患者が強く希望したため，2013 年 5 月当科に紹介入院となっ

た．コンベックス型EUSで肝外側区を観察したが，肝内胆管B 2は

2mm程度と拡張は軽度であった．22G穿刺針にて経食道経肝的にB 2

を穿刺したところ，胆管造影に成功した．0.018�inchガイドワイヤー

を穿刺針内に慎重に挿入し，胆管内から胆管空腸吻合部を経由して

空腸内に先端を留置し得た．穿刺針を抜去後，ERCPカテーテルに

より瘻孔および吻合部狭窄を拡張後，0. 025inchガイドワイヤーに交

換した．一期的にメタリックステント留置は困難であり，6Fお通電

ダイレーターにより吻合部を拡張後，アンカバードメタリックステ

ント（径10mm，長さ40mm）を順行性に吻合部に留置した．施行直後

の単純CTでは腹腔内fおee�aiおや造影剤の漏出はみられなかった．施

行後は，一過性の軽度胆管炎がみられたが，保存的加療にて軽快し

た．術後9日目に退院となった．現在，全身化学療法を継続中である．

上部消化管術後再建腸管を有する患者に対するEUS-AGSの有用性の

報告は散見されるが，本例のように軽度の肝内胆管拡張に対する

EUS-AGSの報告は稀であり，若干の文献的考察を加えて報告する．

45（内）．膵頭部癌術後19年目に発症した肝内結石症に対して
再建空腸を用いた空腸瘻を介して内視鏡的に治療し

た1症例

○�渡部真裕子�1�，佐藤雄太�1�，神山勇太�1�，根間洋明�1�，横山和典�1�，

蔵谷勇樹�1�，舩越　徹�1�，喜納政哉�1�，高田譲二�1�，浜田弘巳�1�，

藤岡保範�2� （日鋼記念病院消化器センター�1�，日鋼記念病院病理

診断科�2�）

術後肝内結石症に対しては手術や経皮経肝胆道鏡（PTCS）のほか、最近

は小腸内視鏡による経口的内視鏡治療の報告も増加している。しかし、

胆管空腸吻合部への到達の困難さや処置用器具のスペックの問題など

課題は多い。今回我々は、19 年前にPPPD-II法が施行された膵頭部癌

術後肝内結石症に対して、再建空腸を用いた空腸瘻を介して内視鏡的

に治療した一症例を経験したので報告する。症例は72歳男性。19年前

に膵頭部癌（低分化型腺癌、かがage�I）で手術が施行され、術後の糖尿病

に対してインスリン治療を継続していた。朝食後に強い腹痛を認めて

当院外来を受診、入院となった。画像診断で肝内結石症と診断した。

入院後速やかに症状は軽快し黄疸は合併しなかった。肝内胆管径は

B2で約3mmで、PTCSによる砕石は困難と思われた。また、シングル

バルーン小腸内視鏡では内視鏡を肝門部まで挿入できなかった。再建

空腸を用いた空腸瘻からの内視鏡的結石治療目的に、開腹下に空腸瘻

を作製し16Fおの外瘻チューブを留置した。術後の消化管運動低下のた

めに経口摂取が遅れたが、術後22日目に経鼻内視鏡を挿入して吻合部

を観察した。吻合部までは約 30cmで到達も極めて容易であった。瘻

孔をPTCSチューブで22Fおまで拡張し、術後29日目に処置用気管支鏡

を用いてガイドワイヤー下にIDUSを挿入した。結石であることを確

認し、狭窄部をEPLBD用バルーンで拡張、バルーンカテーテルで除去

した。術後33日目に経鼻内視鏡を用いてバスケットや把持鉗子で遺残

結石を除去し、胆管内腔も観察して処置を終了した。カテーテルを抜

去して瘻孔が自然に閉鎖したのを確認して術後49日目に退院した。本

手技は開腹手術を伴い侵襲が大きいが、内視鏡手技は極めて容易で各

種鉗子も使用可能であり、有用な手技と思われる。今後もPTCSや経口

内視鏡治療以外の治療法として、適応を検討していきたい。

46（内）．内視鏡的粘膜生検後の出血に関する検討
○�福田昂一郎�1�，山下健太郎�1�，赤保内正和�1�，一色裕之�1�，

小野寺馨�1�，村上佳世�1�，斎藤真由子�1�，山本英一郎�1�，能正勝彦�1�，

有村佳昭�1�，篠村恭久�1�，佐藤康史�2� （札幌医科大学医学部消化器・

免疫・リウマチ内科学講座�1�，札幌医科大学医学部腫瘍・血液

内科�2�）

　【目的】内視鏡的粘膜生検は出血低リスク手技に分類され、生検後

出血はまれな合併症である。大規模な検討が少なく正確な発症頻度

は不明であるが概ね0. 2%以下という報告が多い。抗血栓薬継続下

での生検後出血の頻度も不明であるが、欧米ガイドラインおよび

2012年の日本消化器内視鏡学会ガイドラインのいずれも、単剤の抗

血栓薬服用例では生検時の休薬は不要と記載されている。今回我々

は当院で施行した内視鏡的粘膜生検を対象に、生検後出血の合併に

ついて検討した。【方法】2011年1月より2013年6月の期間に当院で

上下部内視鏡を受けた症例を対象とし、内視鏡的止血、輸血、入院等

の介入を必要とするいわゆるmajoお�bleedingを生検後に来した例を

調査した。抗血栓薬服用者のうち同意を取得できた例は札幌コンセ

ンサスに登録し抗血栓薬継続下で生検を施行した。同意未取得例は

院内ガイドラインに準拠し一定期間の休薬後に生検した。【成績】上

記期間に2γ770例の粘膜生検が施行され2例で生検後出血を来し、発

症頻度は0.07%であった。2γ770例中376例（13.6%）に抗血栓薬が処

方されており、376例中158例（42%）では抗血栓薬継続下に、残り218

例（58%）では休薬後に生検を行った。生検後出血の2例はいずれも

抗血栓薬服用例で、1例はアスピリンとチクロピジンを継続下に胃

体部の小発赤から1点、他の1例はシロスタゾールを7日間休薬後に食

道胃接合部の小びらんから1点生検した。いずれも早期癌の可能性

を考慮した生検であったが、病理組織学的に癌は否定的であった。

抗血栓薬服用例に限定すると、生検後出血の発症頻度は0.5%（2/376）

であった。【結語】今回の検討において生検後出血の発症頻度は0.07%

であった。抗血栓薬服用例に限定すると0.5%に上昇したが、休薬下

の生検後出血例も存在し、抗血栓薬と生検後出血の因果関係は更な

る検討が必要である。

47（内）．胃内視鏡検診における胃癌偽陰性の検討
○�清水佐知子�1�，吉井新二�1�，羽場　真�1�，川本泰之�1�，横山朗子�1�，

赤倉伸亮�1�，間部克裕�2�，加藤元嗣�2�，坂本直哉�3� （NTT東日本札

幌病院消化器内科�1�，北海道大学病院光学医療診療部�2�，北海道

大学大学院医学研究科内科学講座消化器内科学分野�3�）

【背景・目的】胃内視鏡による検診の受診者は年々増加している．

しかし，実際には見落とし・見逃しと判断せざるを得ない偽陰性例

が存在する．今回，我々は胃内視鏡検診における胃癌偽陰性例の原

因を検討する．【方法】2004年4月から2011年3月までの期間に当院

の胃内視鏡検診で診断された胃癌41例中，3年以内の胃内視鏡検診

で胃癌なしとされた32例を偽陰性例とし，前回内視鏡画像を見直し

てその原因を検討した．【成績】胃癌検診偽陰性 32 例の平均年齢は

55.4歳，男女比29：3で，診断前の平均内視鏡回数4.5回，検査間隔平

均12.9か月とほぼ逐年検診に近い受診歴であった．前回経鼻内視鏡

1例，経口細径内視鏡4例で，肉眼型は0-IIa�2例，0-IIb�1例，0-IIc�18例，

0-III�1例，2型1例，3型2例，組織型は分化型21例，未分化型11例，深

達度はpM�21例，pSM�8例，pMP以深3例であった．最大腫瘍径は

10mm以下8例，11〜20mm12例，21mm以上12例で，部位別ではL大

弯（8例）とM後壁（6例）に多く見られた．治療は，内視鏡治療10例，外

科手術22例で胃癌死亡例は認めなかった．偽陰性の原因は，1.病変

を指摘しているが癌を疑わず未生検，または生検しているが非悪性

の診断等の質的診断不良9例（28.1％），2.病変は撮影されているがレ

ポートに記載されてない存在診断不良6例（18.8％），3.病変部未撮影・

洗浄不十分等の観察不十分6例（18.8％），4.病変部位の比較照合可能

だが指摘困難11例（34.4％）であった．指摘困難11例を除くと胃内視

鏡検診で発見された胃癌における偽陰性率は51.2％（21/41）であっ

た．前回画像の見直しにより病変として認識できる例が偽陰性の

71.4％（15/21）で，pMP以深の3例はいずれも生検非悪性診断によ

るものであった．【結論】かなりの偽陰性例があることを念頭に置い

て逐年検診をすすめることが重要であるが，その半数以上は指摘で

きた可能性がある為，質の高い観察を心掛ける必要がある．
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48（内）．Doきble�Pけloおきかを伴った進行胃癌の1例
○�平田裕哉，関　英幸，横山文明，菅井　望，三浦敦彦，藤田　淳，

鈴木潤一 （KKR札幌医療センター消化器内科）

Doきble�Pけloおきかは正常の幽門以外に胃と十二指腸が交通をきたした

状態である。今回我々はDoきble�Pけloおきかに胃癌を合併した症例を経

験したので報告する。症例は65歳男性、近医で胃潰瘍、高血圧、脂質

異常症で経過観察されていた。胃潰瘍は難治性であり、2009年の内

視鏡検査では胃と十二指腸の間に瘻孔を指摘されていた。今回 3年

ぶりに上部消化管内視鏡を行ったところ、胃癌を指摘され、当科紹介

となった。当科で上部消化管内視鏡を施行したところ、噴門部から

胃体下部小彎中心に前後壁に広がる3型進行胃癌を認め、胃体上部後

壁と十二指腸球部に瘻孔形成が確認された。瘻孔部は器質化し、再

生粘膜に被われていた。胃X線検査でも瘻孔、及び幽門の2か所から

十二指腸球部に交通が確認され、Doきble�Pけloおきかに進行胃癌を伴っ

た症例と診断した。本症例のようにDoきble�Pけloおきかに進行胃癌を合

併した症例は稀と考えられたので若干の文献的考察を加え報告す

る。

49（内）．神経内分泌腫瘍との鑑別にEUS-FNAが有用であった
十二指腸消化管間質腫瘍（GIST）の1例

○�池田裕貴�1�，久居弘幸�1�，小柴　裕�1�，宮崎　悦�2�，前田喜晴�3�，

佐藤正文�3�，川崎亮輔�3�，行部　洋�3�，上野　峰�3�，在原洋平�4�，

平子　匡�4� （伊達赤十字病院消化器科�1�，伊達赤十字病院内科�2�，

伊達赤十字病院外科�3�，札幌医科大学腫瘍・血液内科学講座�4�）

十二指腸消化管間質腫瘍�（GIST）は全GISTの3-5％の発生頻度であ

り、比較的まれな疾患である。今回、十二指腸の神経内分泌腫瘍との

鑑別に際し、EUS-FNAが有用であったGISTの1切除例を経験した

ので報告する。症例は55歳、女性。平成6年甲状腺癌�（乳頭癌）手術。

術後当院外科に通院中、平成24年6月のスクリーニングのCTで膵頭

部近傍に辺縁に著明な造影効果示す20mm大の低吸収値腫瘤を認め

たため、当科紹介となった。上部消化管内視鏡検査では十二指腸下

行脚に粘膜下腫瘍様病変を認め、EUSでは筋層と連続する類円形の

一部に無エコー域を伴う低エコー腫瘤として描出された。確定診断

目的に22G針�（Expecが、Boかがon�かcienがiでc）を用いてEUS-FNAを施

行し、組織診では紡錘形細胞集塊を認め、免疫染色にてc-kiが陽性、α

-SMA陽性、ぎimenがin陽性、CD34一部陽性、deかmin陰性、S-100陰

性でありGISTと考えられた。隣接臓器への明らかな浸潤や遠隔転

移を認めなかったため、同年11月に当院外科で十二指腸部分切除術

が施行された。病理組織学的には腫瘍径は23mm、異型の乏しい核

を持つ紡錘形細胞が多数の血管増生を伴って、細胞密度低く束状に

錯綜しており、腫瘍壊死は認めなかった。免疫染色では、c-kiが陽性、

α-SMA陽性、ぎimenがin陽性、CD34陰性、deかmin陰性、S-100陰性、

MIB- 1� index�1%であり、GISTと診断した。核分裂像＜ 5/ 50HPF�

（G 1）で転移リスク分類�（Mieががinen）では低リスク、T 2N 0M 0、

Sがage�I�（UICC-TNM）であった。現在まで術後 7か月が経過してい

るが、無再発生存中である。

50（内）．腹腔鏡内視鏡合同手術を施行した胃inとammaがoおけ�
でbおoid�polけpの1例

○�佐々木基，中垣　卓，飯田智哉，永縄由美子，石上敬介，

佐藤修司，清水晴夫，金戸宏之 （市立室蘭総合病院消化器内科）

消化管Inとammaがoおけ�でbおoid�polけpは1953 年にHelくigらが独立した

疾患概念として初めて報告した比較的稀な炎症性腫瘤である。胃に

最も多くみられ、前庭部に発生するものが最多である。肉眼型は小

さなものでは表面平滑な亜有茎性〜有茎性の粘膜下腫瘍の形態を示

すことが多く、腫瘤の増大に伴い表面に潰瘍を形成し、ドーム状の二

段隆起の形成や陰茎亀頭様の外観と呈する事もある。超音波内視鏡

所見では，均一な低エコーが典型的とされるが、腫瘤内の血管の状態

により高エコーを呈する事もあり，診断に苦慮することが多い．悪

性化のリスクは低いとされており、治療は局所治療で十分と考えら

れるが、術前診断が困難なため過大侵襲手術となる事も稀ではない。

今回我々は，術前診断が困難であった1例を経験したので報告する．

症例は62歳，女性。平成24年の健診で胃前庭部後壁に異常を指摘さ

れ来院。上部内視鏡検査で前庭部小彎に2cm大の表面平滑な粘膜下

腫瘍を認めた．色素散布では頂部に浅い陥凹を認めた．超音波内視

鏡では第3〜4層に首座を置く、内部エコー不均一な病変として認め

られた。表面粘膜からの生検は正常胃粘膜の診断であった．以上の

所見よりGISTを第一に疑った．形態，腫瘍径から経過観察を検討し

たが，患者から切除の強い希望があり、診断的治療目的に腹腔鏡内視

鏡合同手術（Lapaおoかcopけ�and�Endoかcopけ�coopeおaがiぎe�かきおgeおけ：

LECS）を施行した。術後病理組織学的所見では、腫瘍は粘膜下層由

来で、VimenがinγCD34が陽性、かmooがh�mきかcle�acがinγ�deかminγ�S-100γ�

CD 10γ�bcl- 2γ�KITは陰性、間質には膠原繊維の中に好酸球の浸潤を

伴い，血管周囲には繊維芽細胞の同心円状の配列を認め，胃

inとammaがoおけ�でbおoid�polけpと診断された。術前診断が困難であっ

たがLECSにより比較的低侵襲な加療を施行できた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．

51（内）．ESDにて診断・治療をした胃顆粒細胞腫の1例
○�中嶋千紗�1�，南　伸弥�1�，早坂尚貴�1�，植村尚貴�1�，奥田敏徳�1�，

神原悠輔�2�，藤見章仁�2�，蟹沢祐司�2�，鈴木　昭�3� （王子総合病院消

化器内科�1�，同血液腫瘍内科�2�，北海道大学医学研究科分子病理

分野�3�）

症例は49歳女性。1か月前からの心窩部不快感を主訴に2013年1月近

医受診。上部消化管内視鏡検査にて胃粘膜下腫瘍を指摘され、精査・

加療目的に同年2月当科紹介初診となった。当院での精査において、

上部消化管内視鏡検査では胃体上部後壁に立ち上がりが比較的に急

峻で正色調、表面にごくわずかな陥凹を伴う10mmの粘膜下腫瘍を

認めた。腫瘍は超音波内視鏡検査において第 3層に主座を置く均一

で低エコーな腫瘤として描出された。さらに生検を施行したところ、

顆粒細胞腫の診断を得た。CTでは特記所見を認めなかった。胃顆

粒細胞腫は稀だが悪性化の報告があること、また詳細な組織診断を

得る目的もあり、患者さんと相談の結果ESDにて切除する方針とし

た。穿孔などの合併症の可能性ならびにESDは診断的治療であるこ

とを説明し、十分な同意を得て同年4月にESDを施行、合併症なく手

技は終了した。切除標本径は27mm�x�25mm、病変径は10mm�x�

9mm�x�4mmであり、割面像は黄白色調の腫瘤であった。病理組織

学的所見では、腫瘍は粘膜下層から粘膜層にかけて存在、紡錘形から

類円形の腫瘍細胞よりなっていた。腫瘍細胞は好酸性顆粒を豊富に

含んだ細胞質に小型の楕円形核を有しており、小型の充実胞巣を形

成して増生していた。被膜形成は認めなかった。免疫染色において、

S- 100 蛋白陽性、CD 34 陰性、c-kiが陰性、deかmin陰性であったため

最終的に良性の胃顆粒細胞腫と診断した。切除断端は水平・垂直断

端ともに陰性であった。その後は経過良好であったため術後第 6病

日に退院、現在経過観察中である。今回、比較的にまれとされる胃顆

粒細胞腫に対しESDにて診断・治療を行った経験をしたので、文献

的考察をふまえて報告する。
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52（内）．一般地方病院でのESD研修〜ESD初学者の成績を中
心に〜

○�松田可奈�1�，小野寺学�1�，藤田弘之�1�，川岸直樹�1�，阿部暢彦�1�，

内田多久實�1�，藤永　明�1�，佐野逸紀�2� （網走厚生病院内科・消化

器科�1�，市立稚内病院�2�）

【目的】当院は若手（11年目以下）が中心に内視鏡関連手技を行い，

ESDを専門に行う医師が不在の地方病院である．我々が赴任した

2011年4月から胃腫瘍性病変に対してESDを積極的に導入し，年々

症例数は増加傾向である．ESD初学者の2年間における治療成績に

ついて検討を行った．【対象・方法】H23年4月からH25年5月までに

施行したESD症例77例．施行医は5名．それぞれ13-19例のESDを行っ

た．ESD手技の経験のある2名（9γ11年目）をA群，ESD初学者3名（4γ6

年目）をB群とし，治療成績（術時間，切除標本径，治癒切除率，一括切

除率，手技の完遂率）の比較検討を行った．術者の当院における経験

症例数の1〜7例目までを「前半」，8例目以降を「後半」とし，経験症例

数（前半と後半）および領域（L領域とMU領域）に分けて検討を行っ

た．【結果】症例数：A群30例（L領域�16例，MU領域�14例）；B群で

47例（L領域�35例，MU領域�12例）．平均切除時間�A群70.9分；B群�

55.1分，平均標本径�A群34.5×28.6mm；B群27.7×22.3mm，治癒切

除率A群83.3%；B群97.7%，一括切除率A群93.3%；B群97.9%であっ

た．�経験症例数および部位別に検討を行うとAγB両群ともに全領域

で後半において術時間の短縮を認め，特にB群において後半の治療

時間が有意に短縮していた．B群のL領域の後半の治療時間は有意

差を持って大幅に短縮している一方，MU領域の治療時間に有意差

は認めないことがわかった．また，B群の完遂率は前半 66 . 7%から

後半93.6%と上昇していた．【結論】後期研修医における施行でも十

分な切除率であり，合併症等もなく安全に施行し得た．しかし，現在

は症例を限定しているため，今後はより困難な部位へ対応できる技

術を習得していく必要があると考える．

53（内）．悪性胃・十二指腸狭窄に対するステント治療の現状
○�田中一成，三井慎也，野村昌史，田沼徳真，栗原弘義，浦出伸治，

木村有志，真口宏介 （手稲渓仁会病院消化器病センター）

【背景】悪性腫瘍やリンパ節転移により胃・十二指腸狭窄を生じる

と、嘔吐、食思不振、腹部膨満感などが出現し、QOLが著しく低下す

る。2010年に悪性胃・十二指腸狭窄に対してステント留置術が保険

収載され、以後同法はバイパス治療に代わり標準治療となりつつあ

る。【目的】悪性胃・十二指腸狭窄に対するステント留置術の有用性

について検討する。【対象】2010年8月から2013年1月までの期間に、

悪性胃・十二指腸狭窄に対してかelf-expandable�meがallic�かがenが

（SEMS）を留置した17例、20病変を対象とした。【方法】（1）年齢（2）

男女比（3）原疾患（4）狭窄長（5）ステント長（6）�成功率（7）摂食状況お

よび症状（嘔気・腹部膨満感）の改善率（8）偶発症（9）留置後の生存期

間（10）狭窄の部位別の特徴について検討した。摂食状況に関しては

Gaかがおic�Oきがleが�Obかがおきcがion�Scoおing�Sけかがem（GOOSS）を用いて数値

化した。（0：飲水すらできない、1：飲水できる、2：流動食を摂取

できる、3：流動食以上を摂取できる）【結果】（1）42〜95歳、中央値

69歳（2）男性：女性=9：8（3）胃癌5病変、胆管癌3病変、膵癌12病変�（4）

20〜80mm、中央値65mm（5）60〜120mm、中央値90mm（6）100％（7）

ステント施行前のGOOSSの平均は0.47であったが、施行後は2.42と

著明な改善が得られた。症状の改善率は嘔気：100%（13/13）、腹満：

91％（11/12）であった。（8）疼痛2例、胆管炎1例、migおaがion1例、再

狭窄 1例であった。Migおaがion、再狭窄例に対してはいずれもおe‐

inがeおぎenがionを行った。（9）中央値63日、18-133日（10）狭窄部を前庭

部〜球部、下行部、水平脚に分けて検討したところ、成功率、偶発症発

生率、ステント留置後の生存期間に差を認めなかったが、ステント施

行前の摂食障害が下行部でGOOSS�0. 17と強い傾向にあった。【まと

め】成功率は100%であり、重篤な偶発症を認めなかった。ステント

留置術により摂食状況が改善し、特に下行部におけるQOLの改善が

期待された。

54（内）．ダブルバルーン内視鏡にて診断し得た空腸MALTリ
ンパ腫の1例

○�田中一之，内海辰哉，佐々木貴弘，坂谷　慧，堂腰達矢，

藤林周吾，安藤勝祥，上野伸展，嘉島　伸，後藤拓磨，笹島順平，

稲場勇平，伊藤貴博，盛一健太郎，藤谷幹浩，高後　裕 （旭川

医科大学内科学講座消化器・血液腫瘍制御内科学分野）

MALTリンパ腫は1983 年にIかaacかonらにより提唱された疾患概念で，

粘膜関連リンパ組織に由来する節外性のリンパ腫の総称である．消化

管原発のMALTリンパ腫の報告例の多くは胃原発であり，小腸原発は

比較的稀である．今回，ダブルバルーン内視鏡にて診断し得た空腸

MALTリンパ腫の一例を経験したので報告する．

症例は80歳代男性．2012年8月頃より腹痛があり，同年10月に前医を受

診．上下部消化管内視鏡検査にて異常を認めなかったが，CTで小腸

の拡張及び腸重積を疑う所見を認めた．保存的加療で改善なく，12月

に精査・加療目的で当科紹介，入院となった．CT・PET所見にて，骨

盤内小腸の全周性壁肥厚と腹腔内リンパ節腫大を認めた．小腸造影検

査では空腸に狭窄を認め，狭窄部の口側腸管は拡張していた．経口的

ダブルバルーン内視鏡検査（DBE）を施行，空腸に全周性の腫瘍を認め

た．腫瘍は柔らかく，腫大した絨毛粘膜に覆われ，一部に潰瘍形成を認

めたことから悪性リンパ腫を疑った．生検組織所見ではMALTリンパ

腫が疑われたが確診には至らなかった．内視鏡的に悪性リンパ腫が疑

われること，狭窄症状があること，化学療法施行により穿孔の危険性が

あることから，空腸部分切除術を施行した．切除標本において，空腸狭

窄部に乳頭状に発育する腫瘍を認め，HE染色では不正形の核を有す

る小型異型リンパ球様細胞が腸管壁を破壊するようにびまん性に増殖

していた．免疫染色では，CD20（β），CD79a（β），CD3（-），CD5（-），

CD10（-），Bcl-2（β），cけclinD1（-）であり，MALTリンパ腫と確定診

断した．術後は食事摂取可能となり，経過良好で退院となった．

空腸原発のMALTリンパ腫は比較的稀であり，診断不明のまま手術さ

れる例も少なくない．本症例のようにDBEによる形態学的診断および

生検組織診断が空腸悪性リンパ腫の診断およびその後の治療選択に有

用であると考えられた．

55（内）．ダブルバルーン内視鏡にて診断し得た二次性回腸形
質細胞腫の1例

○�重沢　拓，工藤俊彦，小池祐太，藤田與茂，遠藤文菜，小野雄司，

中村路夫，永坂　敦，西川秀司 （市立札幌病院消化器内科）

【症例】82歳男性【主訴】血便【現病歴】2011年3月、腰痛と下肢のしび

れを主訴に当院整形外科を受診。MRIで腰椎L 5に腫瘍性病変が疑

われたため、椎体生検と骨髄生検を試行され、多発性骨髄腫（IgG-κ

型、国際病期分類基準�かがageI）と診断された。放射線治療（部位�L4-

S 1、40. 0Gけ/ 16 回）を施行された後、外来で経過観察されていた。

2012年11月、血便が出現し、下部消化管内視鏡検査を施行したところ

回盲弁上に腫瘤性病変を認めた。生検の結果、髄外性形質細胞腫と

診断され、VMP療法を開始した。経過は良好で、治療終了後に施行

した下部消化管内視鏡検査では回盲部の病変は消失していた。以降

2013年4月までにVMP療法を3コース施行され経過観察されていた。

同年5月に再度血便を認めたため、精査目的に当科入院となった。腹

部造影CTにて、回腸に造影効果を有する腫瘍性病変を認めた。ダブ

ルバルーン小腸内視鏡検査を試行したところ、回腸から口側約50cm

に、表面は比較的平滑で一部に白苔を伴う発赤調の隆起性病変を認

めた。病変により管腔は狭窄しており、内視鏡は通過できなかった。

病理診断の結果、形質細胞腫の再発病変であったため、救援化学療法

としてVAD療法を開始し、現在治療継続中である。【考察】形質細胞

腫は多発性骨髄腫、形質細胞性白血病、孤立性形質細胞腫、髄外性形

質細胞腫の4種類に分類されている。形質細胞腫の小腸病変に関す

る報告は非常に少なく、我々が調べたところによると、海外も含めて

これまでに61 例のみの報告である。小腸病変の内訳は、十二指腸

33％、空腸39％、回腸28％であった。また、その多くは原発性腫瘍で

あり、多発性骨髄腫による二次性回腸形質細胞腫は本症例が本邦初

である。ダブルバルーン小腸内視鏡を用いて診断に至った貴重な一

例と考えられたため報告する。
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56（内）．鋸歯状腺腫に併存した大腸低分化腺癌の1例
○�赤保内正和，村上佳世，福田昂一郎，一色裕之，小野寺馨，

齊藤真由子，山本英一郎，能正勝彦，山下健太郎，有村佳昭，

篠村恭久 （札幌医科大学消化器・免疫・リウマチ内科学講座）

症例は64歳，女性．合併症に関節リウマチと間質性肺炎．2012年11月，

前医にてS状結腸の径 20mm大の隆起性病変に対して内視鏡的粘膜

切除術が行われた．病理組織学的所見では，鋸歯状腺腫に併存して

低分化腺癌のSM深部浸潤を認めた（poお 1，SM 2 以深，INFb，

med，lけ 1，ぎ 1，HM1，VM1）．追加腸切除を行う方針となり，同

年 11 月に当科紹介となった．内視鏡治療時のCTでは明らかな肝転

移は認めていなかったが，術前精査として同年12月（内視鏡治療より

第44病日）に施行したCTにて多発肝転移の出現を認めた．当初は化

学療法を希望されていなかったが，急激な肝転移増悪に伴い腹痛が

出現したため，症状緩和目的に化学療法を行う方針となった．2013

年2月（第99病日）よりcapeciがabine＋beぎaciげきmab併用療法を開始し

たが，1コース終了時に腹痛の増悪，全身状態の低下を認め，臨床的

増悪と判断し，化学療法は中止とした．以後は緩和ケアの方針とし，

同年3月（第148病日）に原病のため永眠された．鋸歯状腺腫の癌化率

については様々な報告がなされているが，明らかではない．鋸歯状

腺腫に併存した癌について，癌成分は粘膜内成分よりも粘膜下層浸

潤成分の方が大きいとの報告や，浸潤部では粘液癌や低分化腺癌成

分へ進展することが多いとの報告がある．また，鋸歯状腺腫由来で

急速に進行した大腸癌の報告もみられる．本症例では，鋸歯状腺腫

由来と推測される大腸低分化腺癌に対して内視鏡的切除を行った後

に，臨床的に急激な悪化の経過をたどった．内視鏡所見と臨床経過，

分子病理学的所見を含めて報告する．

57（内）．当院における内視鏡的大腸ステント挿入例の検討
○�沼田泰尚，仲地耕平，高村毅典 （帯広協会病院消化器内科）

【背景】大腸用ステントが2012年1月に保険収載され、悪性腫瘍によ

る大腸閉塞に対する術前の閉塞症状の解除及び緩和的外科治療が困

難な患者における姑息的治療を、内視鏡的に行うことが可能になっ

た。当院における同ステントの治療成績について報告する。【対象】

2012年4月から2013年5月までに、当院において悪性大腸閉塞に対し

Boかがon�Scienがiでc社のWallFlex�Colonic�Sがenがを使用し内視鏡的大腸

ステント挿入術を行った11例について検討した。【結果】患者の平均

年齢は84.5歳（76-94歳）、疾患の内訳は、大腸癌10例、肝内胆管癌結腸

浸潤1例であった。ステント挿入部位は、直腸2例、S状結腸5例、横

行結腸4例であった。疾患に対する治療方針は、緩和治療9例、外科切

除1例、化学療法1例であった。ステント挿入は全例で可能であった

が、横行結腸癌の1例では閉塞部をデバイスが越えられなかったた

め、処置用内視鏡を使用して挿入に成功した。全例で閉塞症状の改

善を認めた。観察期間中における再閉塞は1例に認められ、162日で

再閉塞をきたし、待機的にハルトマン手術を施行した。ステント開

存期間中央値は162日（11-227日）であった。合併症は腹膜炎を2例に

認めたが、保存的に軽快した。【考察】悪性大腸閉塞に対する内視鏡

的大腸ステント挿入術は、ステント挿入成功率、臨床的有効率とも高

く、安全に施行でき、閉塞解除の目的を果たしていた。合併症として

腹膜炎を認めており、慎重な挿入手技と術後管理を要すると考えら

れた。

58（消）．初老期になり診断された先天性食道気管支瘻の1例
○�太田勝久�1�，斉藤裕樹�1�，辻　賢�1�，横浜吏郎�1�，安尾和裕�1�，

松本学也�1�，平野史倫�1�，西村英夫�1�，前田　敦�2�，青木裕之�2� （独

立行政法人国立病院機構旭川医療センター消化器内科�1�，独立

行政法人国立病院機構旭川医療センター外科�2�）

症例は60 歳代女性。6歳時に髄膜炎と肺結核の既往あり。幼少期か

ら発熱、咳嗽、胸痛がしばしばあり、38歳頃から咳嗽時に飲食物が混

じることを自覚していたが、その症状で20年以上受診することなく

経過していた。平成23年11月に四肢の痺れと脱力感で他医を受診し、

胸椎MRIを施行したところ、縦隔に異常所見を認めたため、平成23年

12月に当院紹介初診。胸部CTを施行したところ、中部食道に憩室を

疑う所見を認めた。上部消化管内視鏡検査にて切歯から25cmの3時

方向に瘻孔形成があり、瘻孔内を約1cm内視鏡を進めたら、気管支と

考える管腔構造を確認できた。食道造影では中部食道に径1cmの瘻

孔形成を認め、立位から徐々にシャツキー位にすることにより造影

剤が右気管支内に流入することが確認できた。食道気管支瘻の診断

となり、その後も頻回に咳嗽、発熱が見られたため、平成24年6月に当

院外科で瘻孔切除術が施行された。中部食道にて分岐し、気管支側

に伸びる食道壁を確認し、瘻孔を切除した。病理組織所見は重層扁

平上皮、粘膜筋板、粘膜下層、筋層が存在する食道組織であり、先天性

食道気管支瘻の最終診断となった。術後経過はほぼ良好で飲食時の

咳嗽反射は消失し、術後第20病日で退院となった。今回比較的まれ

な疾患を経験したので、文献的考察を加え報告する。

59（消）．Helicobacがeお�pけloおi陰性胃癌の1例
○�赤松　幸�1�，吉井新二�1�，清水佐知子�1�，川本泰之�1�，羽場　真�1�，

横山朗子�1�，赤倉伸亮�1�，間部克裕�2�，加藤元嗣�2�，坂本直哉�3� （NTT

東日本札幌病院消化器内科�1�，北海道大学病院光学医療診療部�2�，

北海道大学大学院医学研究科内科学講座消化器内科学分野�3�）

【症例】50歳代，男性．IgA腎症のため当院受診．スクリーニング目

的の上部消化管内視鏡検査にて，胃角小彎にびらん性病変を認めた．

胃粘膜に萎縮を認めず，胃癌を疑う蚕食像も認めなかった為，内視鏡

所見から胃癌は疑えなかったが，生検にてgおoきp 5 γ�かigneが-おing�cell�

caおcinomaの所見であった．病変のかiげeが小さいことと患者の希望

から，がoがal�biopかけとして内視鏡的粘膜下層剥離術を施行した．病

理組織学的所見は0-IIaβIIc，17×8mm，かig/poお2，SM2（750μm），

lけ0，ぎ1，HM0，VM0であった為，腹腔鏡下幽門側胃切除術を施行

し癌の遺残は認めなかった．H.pけloおi除菌歴はなく，治療前の迅速

ウレアーゼ試験，尿素呼気試験，血清H.pけloおi�IgG抗体はいずれも陰

性であった．病理組織所見でも背景の胃粘膜に萎縮を認めず，

H.pけloおi陰性胃癌と考えられた．【考察】H.pけloおi陰性胃癌は全胃癌

の約1%と報告されており稀な病態である．しかし，近年，H.pけloおi

感染率が低下していることから，今後，このような症例が増加すると

考えられる為，若干の文献的考察を加えて報告する．
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60（消）．imaがinibが奏効したPDGFRA遺伝子変異を伴う胃原発
GISTの1例

○�松 田 千 佳�1�， 小 野 寺 馨�1�， 山 下 健 太 郎�1�， 福 田 昂 一郎�1�，

赤 保 内 正 和�1�， 一 色 裕 之�1�， 村 上 佳 世�1�， 斉 藤 真 由子�1�，

山本英一郎�1�，能正勝彦�1�，有村佳昭�1�，長谷川匡�2�，篠村恭久�1� （札

幌医科大学消化器・免疫・リウマチ内科学講座�1�，札幌医科大

学病理部�2�）

【症例】症例は42歳，男性．2010年10月，腹痛を契機に前医で胃腫瘍

を指摘された．精査にてT細胞型胃原発悪性リンパ腫と診断され，

2010年12月に胃全摘術が施行された．病理組織所見ではGISTが疑わ

れたが，c-kiが陰性・CD34陰性であり診断確定に至らず，さらなる精

査目的に当科紹介となった．免疫染色にてPDGFRA陽性であり，遺

伝子検索にてPDGFRA遺伝子exon 12のV 561D変異と判明した．胃

原発GIST，pT 4N 0M 0，Sがage�IIと診断，腫瘍径 11cm・核分裂像

4/ 50HPFかでありFleがcheお分類：high�おiかk群であった．術後補助化

学療法の適応であったが，診断確定時にすでに術後6ヶ月が経過して

いたこと，本人が希望されなかったことから，術後補助化学療法は行

わずに経過観察の方針となった．しかし，術後24ヶ月目の2012年12

月，多発肝転移をきたし，imaがinib�400mg/daけによる薬物療法を開

始した．治療開始 2ヶ月後のCTにて肝転移はいずれも縮小し，液状

変性を伴っていた．6ヶ月後のCTでは肝転移はさらに縮小しており，

治療効果はPRと考えた．有害事象はGおade�1の下痢を認めるのみで

あり，減量・休薬を要することなくimaがinib�による治療を継続中で

ある．【考察】GISTの診断においては免疫染色によるKIT陽性ある

いはCD34陽性が重要な所見であるが，自験例のようにKIT陰性かつ

CD34陰性のGISTも報告されており，GISTが疑われるも病理組織学

的・免疫組織学的に診断に難渋する場合にはKIT，PDGFRAの遺伝

子検索を考慮する必要がある．PDGFRA遺伝子変異はGISTの約10%

と少なく，しかもそのほとんどはimaがinib抵抗性であるexon 18の

D 842V変異であり，imaがinib感受性であるexon 12の変異例はまれと

されている．今回われわれはimaがinibが奏効したPDGFRA遺伝子変

異を伴う胃原発GISTの1例を経験したので報告する．

61（消）．十二指腸狭窄を契機に診断されたクローン病の1例
○�奥田洋輝�1�，一色裕之�1�，福田昴一郎�1�，赤保内正和�1�，村上佳世�1�，

小野寺馨�1�，斉藤真由子�1�，山下健太郎�1�，有村佳昭�1�，篠村恭久�1�，

信岡隆幸�2�，平田公一�2� （札幌医科大学消化器・免疫・リウマチ

内科学講座�1�，札幌医科大学消化器・総合，乳腺・内分泌外科

学講座�2�）

症例は22歳，男性．2012年12月上旬より嘔気・嘔吐が出現し，同月中

旬前医受診し、上部消化管内視鏡検査に十二指腸狭窄を指摘された．

入院のうえ絶食，PPI投与にて治療を行うも狭窄は改善せず，2013

年 1 月下旬悪性腫瘍による十二指腸狭窄の疑いにて精査加療目的に

当院転院となった．上部消化管造影検査では胃から十二指腸への造

影剤の流出は認められず，上部消化管内視鏡検査では十二指腸球部

から上十二指腸角にかけて粘膜の浮腫性変化と狭窄が認められ，同

部位の生検組織より非乾酪性類上皮細胞肉芽腫が認められた．下部

消化管内視鏡検査では終末回腸にびらん・小潰瘍と直腸・回盲弁に

びらんが認められ，生検組織からは同様に類上皮肉芽腫が認められ

た．小腸造影検査では狭窄や潰瘍等の異常所見は認められなかった．

以上よりクローン病による狭窄の可能性が高いと考え，Inとiximab

の投与を行ったが、症状および内視鏡上，十二指腸狭窄の改善は認め

られなかった．このため同月下旬，当院第一外科にて幽門側胃切除

術＋十二指腸切除術が施行された．病理組織では狭窄部位に潰瘍お

よび肉芽腫を認め，10mm大の異所性膵を認めたが，そのほか特記

すべき所見はなく、クローン病とそれによる十二指腸狭窄と診断し

た．クローン病では十二指腸のアフタ・びらんなどの微小病変は比

較的多く認められるが，狭窄による治療が必要となるものは0. 5 〜

5%程度とされる．多くは原病の経過中に出現し十二指腸狭窄症状

が初発症状となることは稀であり，我々が検索しえた限りではこれ

まで十数例の報告しかなく，文献的考察を加えて報告する．

62（消）．診断的治療目的の腹腔鏡下脾摘術が有用であった胃
癌術後の1例

○�近藤知大，奥芝俊一，佐藤　理，大場光信，森　綾乃，

岩城久留美，加藤航司，山本和幸，境　剛志，小野田貴信，

鈴木善法，川田将也，川原田陽，北城秀司，大久保哲之，

加藤紘之 （KKR札幌医療センター斗南病院外科）

胃癌術後、約1年経過した時点で脾腫瘍を認め、診断的治療目的の腹

腔鏡下脾摘術が有用であった1例を経験したので報告する。症例は

66才、男性。近医で胃癌を指摘され、手術目的に当院紹介。精査で幽

門側小彎前壁に腫瘍を認め、生検で、poおγ�かig。画像上リンパ節転移

なし。腹腔鏡下胃幽門側切除術（D 2廓清）施行した。病理診断は

pT3（SS）γN0γM0γP 0γCY0γpSがage 2A。術後経過は良好で合併症な

く退院。術後は化学療法施行せずに外来にて経過観察していた。術

後CEA10前後の高値で推移したため、慎重にフォローしていたが、

約 1年後のCTで脾腫瘍を認めた。PETで脾腫瘍のみ陽性で他の領

域に新たな病変は認めなかった。胃癌の脾転移を疑い、脾単発転移、

病期4として胃癌の化学療法を考慮したが、本人の手術による脾摘出

の希望も強く、脾腫瘍の確定診断のために診断的治療目的として腹

腔鏡下残胃摘出、脾摘、ルーワイ空腸による再建を施行した。術後経

過良好で術後 12 日目に退院した。病理結果は胃癌の転移ではなく、

Difきかe�laおge�B�cell� lけmphomaであった。現在、血液内科で化学療

法施行中である。胃癌術後に脾腫瘍を認めた場合には胃癌再発以外

の可能性を考慮し、診断的治療目的の腹腔鏡下脾摘出術による確定

診断が有用であったので文献的考察を加えて報告する。

63（内）．食道化膿性肉芽腫の1例
○�吉田武史�1�，清水勇一�1�，高橋正和�1�，大野正芳�1�，大森沙織�1�，

鈴木美櫻�1�，小野尚子�2�，中川　学�3�，森　康明�1�，中川宗一�3�，

間部克裕�2�，加藤元嗣�2�，坂本直哉�1�，熊谷磨理子�4� （北海道大学病

院消化器内科�1�，北海道大学病院光学医療診療部�2�，中川胃腸

科�3�，仙台循環器病センター内科�4�）

　症例は60歳代の男性．2011年8月，高血圧症と脂質異常症で前医通

院中に施行したスクリーニング目的の上部消化管内視鏡検査

（EGD）にて，食道上部に約1cm大の隆起性病変を認め，生検にて血管

腫が疑われた．精査加療のため同年11月に当科受診．外来で施行さ

れたEGDでは，食道門歯から20cm下壁に22×11mm大の発赤調で光

沢のある有茎性ポリープを認めた．ポリープは一部分葉状で白苔を

有していた．前医で2010 年に施行したEGDでは同部位に病変は指

摘されておらず，比較的短期間に増大した可能性と，出血の危険を考

慮し，ご本人と相談の上，2012年2月，内視鏡治療目的に入院となっ

た．　同病変に対し、意識下鎮静にてEMRを施行し，出血予防のた

めクリッピングを行い終了した．切除標本は23× 11× 7mmのY-IV

ポリープで，病理組織標本では，重層扁平上皮下の粘膜固有層内に，

毛細血管内皮細胞の巣状・分葉状の増生を伴う肉芽組織の形成を認

め，さらに頂部側の上皮は剥離し，フィブリンの析出と炎症細胞浸潤

を認め，化膿性肉芽腫（pけogenic�gおanきloma）の診断であった．断端

は陰性で，悪性所見は認めなかった．術後出血などの合併症なく退

院した．　化膿性肉芽腫は，皮膚や口腔粘膜にみられることが多い

後天性の良性血管腫であり，消化管発生例は極めて稀とされている．

海綿状血管腫と異なり，急速に増大し出血のリスクを伴う事が報告

されており，今回，内視鏡治療し得た一例を経験したので，若干の文

献的考察も含めて報告する．
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64（内）．当院における早期食道がんに対する内視鏡的粘膜下
層切開剥離術の現状

○�紺野　潤�1�，廣田ジョージョ�1�，大北一郎�1�，児嶋哲文�1�，

池田　仁�1�，吉田武史�2�，伊藤　淳�3� （社会福祉法人函館厚生院函

館中央病院�1�，北海道大学病院�2�，岩見沢市立総合病院�3�）

早期食道がんに対する内視鏡的粘膜下層切開剥離術（以下ESD）は、

保険適応にはなったが、未だ一般市中病院では、手技が高難度な事と

穿孔等により縦隔炎などの重篤な合併症が起こりうる事により、普

及していないのが現状である。当地函館でも、我々のグループ以外

の在住の術者は1人程度で、当院以外ではほとんど施行されていない

のが現状である。当院では4年前より施行しているが、最近2年6ヶ月

間の現状を報告する。

【対象と方法】2010年10月から2013年3月までの2年6ヶ月の間に、当

院で早期食道癌のESDを施行した男8名、女3名、年齢は61-83歳まで

の平均72.6歳の計11名、13病変を対象とし、腫瘍の占拠部位、形態、

大きさ、深達度、組織型、施行時間、一括切除率、合併症、術後の拡張の

有無について検討した。

【結果】腫瘍の占拠部位はUがが1例、Mがが8例、Lがが2例、MがからLが

にまたがるのが1例、UがからMがにまたがるのが1例。形態は0−IIb7

例、0−IIcが5例、0−IIcβIIaが1例。大きさは切除標本の大きさで

あるが、5-60mm大の平均22.5深達度はEP9例、LPM4例。組織型は、

高異型度上皮内腫瘍10例、扁平上皮がん3例（高分化1例、中分化1例、

低分化1例）。施行時間は平均104分。一括切除率は81.8％であるが、

今のところ局所再発はない。合併症は微少穿孔を2例に認めたが、保

存的に軽快している。術後の拡張を要したのが5例であった。

今回、これから早期食道がんのESDを始めようとする消化器医に対

してのアドバイスとともに報告する。

65（内）．上部内視鏡検査中に発生した脳空気塞栓の1例
○�中嶋駿介�1�，斉藤裕輔�2�，杉山隆治�2�，中村和正�2�，鈴木　聡�2�，

助川隆士�2�，小澤賢一郎�2�，千葉　篤�2�，垂石正樹�2� （旭川医科大学

内科学講座消化器血液腫瘍制御内科学分野�1�，市立旭川病院消

化器病センター�2�）

【はじめに】本邦では上部内視鏡検査における偶発症の発生は稀であ

る．さらに偶発症として生じた脳の空気塞栓の報告は世界で28例（本

邦6例，海外22例）認めるのみと極めて稀である．今回内視鏡検査中に

脳空気塞栓を生じた1例を経験したため，文献的考察を踏まえて報告

する．

【症例】60歳代男性．2012年10月総胆管結石のため入院し，内視鏡的

乳頭切開術（EST）により排石した．入院中の超音波内視鏡（EUS）時

の食道観察でまだら食道を認め，11 月に食道病変精査目的に来院し

た．検査は通常の方法で行い，胃・十二指腸の観察後に食道病変の精

査（通常観察→NBI観察→色素法）を行った．ルゴール散布後に嘔吐反

射を誘発し，下部食道に裂創を認め，同部位から出血を認めた．内視

鏡的止血処置中に意識レベルが低下し，右側への共同偏視を認めた．

直ちに検査を中断し全身状態を安定させてから頭部CT，MRIを撮影

したところ，右中大脳動脈領域を中心に空気塞栓を認めた．脳神経外

科のある病院に搬送し，搬送後右脳浮腫およびMidline�かhifがが出現し

た．同日緊急で頭蓋骨開放および右脳部分切除を行ったが2日後に再

び脳浮腫が増悪し再度開頭減圧術を行った．その後全身状態は安定

し，左半身麻痺はあるがリハビリを継続している．

【考察】内視鏡検査に伴う空気塞栓は極めて稀であるが，発症すると

重篤な転機を辿る場合が多く本邦報告の6例中 5例が死亡している．

内視鏡検査中は送気による圧勾配が生じ，血管内に空気が流入しやす

い状況にある．静脈内に入った空気が肺の毛細血管網を抜け，もしく

は何らかのシャントにより動脈系に流入し発症すると考えられるが，

明確な機序は不明である．極めて稀で予測困難であるが，内視鏡検査・

治療時に発生しうる重大な偶発症であることを知っておくべきであ

る．また，内視鏡検査中に重篤な循環呼吸器系または神経系の症状を

呈する患者において空気塞栓についても考慮すべきである．

66（内）．術後吻合部難治性狭窄に対してRIC（Radial�Inciかion�
and�Cきががing）を施行した1例

○�栗原弘義，三井慎也，田沼徳真，浦出伸治，田中一成，野村昌史，

真口宏介  （手稲渓仁会病院消化器病センター）

症例は60歳台男性。平成24年12月20日、胃体上部を主座とする4型胃

癌に対して前医で胃全摘術（R-Y再建）が施行された。病理結果は

pT4a（SE）N0M0�かがageIIBであり、治癒切除と判定された。平成25

年1月につかえ感が出現。1月28日に上部消化管内視鏡検査（EGD）

が施行され、食道空腸吻合部狭窄を指摘された。1月から2月にかけ

て計4回の内視鏡的バルーン拡張術が行われ、4回目の拡張時にpin�

hole状のmicおo�peおfoおaがionを認めた。保存的に加療可能であったが、

その後も狭窄症状の訴えが強く、手術を念頭においた精査加療目的

に当院紹介となった。4月9日に当院初回のEGDを施行した際には、

細径スコープ（7.9mm）でも狭窄部を通過できなかった。ステロイ

ド局注併用内視鏡的バルーン拡張術を2回施行したところ細径ス

コープは通過可能となったが、狭窄症状が遺残したため4月30日に

RIC（Radial�Inciかion�and�Cきががing）を施行した。RIC施行後は狭窄症

状の改善を認め、最終的に手術を回避することができた。RICとは

ITナイフを用いて狭窄部を放射状に切開した後に瘢痕部をそぎ落

とす手技であるが、吻合部難治性狭窄に対する治療法として近年注

目を集めており、本症例でも症状改善効果と手術を回避するメリッ

トが得られた。若干の文献的考察を加えて報告する。

67（消）．当院における食道アカラシアに対する単孔式腹腔鏡
手術の検討

○�山本和幸，奥芝俊一，大場光信，森　綾乃，岩城久留美，

加藤航司，小野田貴信，境　剛志，鈴木善法，川原田陽，

北城秀司，加藤紘之 （KKR札幌医療センター斗南病院外科）

【背景・目的】消化器疾患に対す腹腔鏡手術は手術侵襲や術後疼痛

の軽減に寄与していた。一方で整容性においては腹腔鏡手術により

満足度は上がってはいるものの、少しでも創を小さくしてほしいと

いう患者側の要求はさらに強くなってきている。単孔式腹腔鏡手術

は術後にほとんど創が目立たない手術で、当院では胆石、虫垂炎の良

性疾患はもちろん、現在では胃癌、大腸癌などの悪性疾患にも導入

し、安全に施行可能であることを示してきた。食道アカラシアの治

療は薬物療法やバルーン拡張術が広く行われているが、それらに抵

抗性の症例は手術適応となる。これまで我々は腹腔鏡下食道アカラ

シア根治術を18例に施行してきたが、今回、単孔式腹腔鏡手術につき

従来の多孔式腹腔鏡手術との比較検討を行った。【対象】対象は2007

年6月より2013年2月までに施行した食道アカラシア18症例。2007年

6月から2010年10月までは多孔式腹腔鏡手術を10例、それ以降は単孔

式腹腔鏡手術を8例施行した。【結果】年齢中央値は47（23−75）歳。

平均手術時間は多孔式手術：単孔式手術の順（以下同）で236.7分：

294.1分であった。平均出血量は5ml：5ml、術後平均在院日数11日：

7.8日、合併症はいずれの症例にも認めなかった。全例で症状の改善

を認めた。【考察】近年、外科的治療がバルーン拡張に比較し効果の

点で優れていることが報告されており、特に単孔式腹腔鏡手術の低

侵襲性を考慮すると、薬物療法の奏効例や手術拒否例、基礎疾患のた

めの手術不能例を除いて、すべてのアカラシアが単孔式腹腔鏡手術

の適応と考えられる。【結語】通常の多孔式手術に比較して手術時間

は若干長くなる傾向はあるが、安全性を担保した上で単孔式手術を

行うことは整容性の観点からも有用であると考えられる。
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68（内）．原発不明癌頸部リンパ節転移として精査加療中に上
部消化管内視鏡にて発見された中咽頭癌の1例

○�高橋正和�1�，清水勇一�1�，吉田武史�1�，大野正芳�1�，鈴木美櫻�1�，

大森沙織�1�，森　泰明�1�，中川　学�3�，小野尚子�2�，中川宗一�3�，

間部克裕�2�，加藤元嗣�2�，坂本直哉�1� （北海道大学病院消化器内科�1�，

北海道大学病院光学医療診療部�2�，中川胃腸科�3�）

　症例は50歳代男性．2010年8月に右頸部の腫脹を自覚したため9月

4日近医を受診し，胸腹部CT検査およびEGDを施行するも明らかな

異常所見は認めなかったが，血液検査でSCC�3 . 9ng/mlと高値であ

り，悪性疾患が疑われたため当院腫瘍内科紹介受診となった．耳鼻

咽喉科に入院の上10月14日に右頸部リンパ節摘出術施行，病理診断

は低分化型扁平上皮癌の診断であった．原発同定のため10月25日に

扁桃摘出＋おandom�biopかけを施行したが，悪性所見は得られなかっ

た．10月29日に当科にてEGDを施行したところ，食道切歯列34cmに

12mm大の0-IIc病変を認め，生検にて扁平上皮癌の診断であったが，

頸部リンパ節転移の原発としては否定的であった．早期食道癌と原

発不明癌の重複癌と考え，11月11日に食道癌に対してEUSを施行し

た際に，舌根から喉頭蓋谷にかけて0-IIa病変を認め，生検にて扁平上

皮癌の診断，リンパ節転移の原発巣で矛盾はないと考えられた．以

上の結果から，中咽頭癌（T2γ�N1γ�M0），食道癌（cT1a-MMγ�N0γ�M0）

の診断となり，11月25日より中咽頭癌に対して化学放射線療法開始

となった．Weeklけ�CDDP�6コース＋RT�（70�Gけ�/�35�Fお）を完遂し，

中咽頭癌はCRとなった．食道癌も一時消失していたが，再燃を認め

たため，2011年 7月28日にESDを施行した．病理組織学的診断は，

Lがγ�Sqきamoきか�cell�caおcionomaγ�pT 1a-LPMγ�INFaγ�lけ 0γ�ぎ 0γ�pHM 0γ�

pVM0.であった．2013年6月現在，中咽頭癌，食道癌ともに再発を認

めていない．

69（消）．治療経過中に大量下血を来たした腸間膜由来末梢性T
細胞リンパ腫の1例

○�山科哲朗�1�，岡和田敦�1�，熊谷研一�1�，室田千晶�2�，金井錫基�2�，

黒川貴則�2�，金子行宏�2�，高橋　弘�2�，本原敏司�2�，市村　健�3� （函

館市医師会病院消化器内科�1�，函館市医師会病院外科�2�，函館市

医師会病院放射線科�3�）

症例は61歳、男性。腹部腫瘤精査にて紹介を受けた。腹部CT検査で

は下腹部正中に約30mm×40mm大の腫瘍を認め、小腸原発のGIST

を疑った。診断、治療のため当院外科で手術を行ったところ腸間膜

由来の悪性リンパ腫（抹消性T細胞リンパ腫）と診断された。術後化

学療法目的のため再度消化器科に転科し、CHOP療法を施行後 2週

間目に突然の大量下血を来たしショック状態に陥った。腹部CT検

査では右下腹部に再発腫瘍を認め、腫瘍動脈の腸管への穿破による

出血と診断された。直ちに動脈塞栓術が施行され止血に成功した。

その後病態は安定し、再度化学療法を再開した。腹腔内原発の抹消

性T細胞リンパ腫は比較的まれであり、また予後も不良とされてお

り、定まった化学療法も未だ確立していないが、現在治療5クールを

終了し再発腫瘍の縮小を認めている。今回は術後短期間で再発を来

たし、腫瘍動脈の破綻にて大量下血を来すも動脈塞術にて止血し、現

在も化学療法施行中の抹消型T細胞リンパ腫の1症例を経験したの

で報告する。

70（内）．Cおonkhiがe-Canada症候群の1例
○�横山文明�1�，関　英幸�1�，平田裕哉�1�，大原克人�1�，菅井　望�1�，

三浦淳彦�1�，藤田　淳�1�，鈴木潤一�1�，藤澤孝志�2�，岩崎沙理�2�，

鈴木　昭�2� （KKR札幌医療センター消化器内科�1�，KKR札幌医療

センター病理科�2�）

症例は76歳女性。2012年9月ごろより食欲低下を自覚し、12月より

下痢、血便を認めるようになっていた。2013年3月に入り腹痛が出現

する様になり、3月7日腹痛が改善しないため当院に救急搬送となっ

た。入院時の身体所見では脱毛、皮膚色素沈着、爪の変形、下腿浮腫

を認めた。上部消化管内視鏡検査では食道には異常を認めないもの

の、胃から十二指腸に浮腫状で発赤の強いポリープがびまん性に見

られた。下部消化管内視鏡検査でも回腸末端から結腸・直腸粘膜に

多発するポリープを認めた。以上からCおonkhiがe-Canada症候群と

診断しPSL30mgの内服を開始した。その後自覚症状は改善し、現在

はPSL漸減しつつ外来経過観察中である。Cおonkhiがe-Canada症候群

は、下痢を主症状とし、脱毛、皮膚色素沈着、爪甲異常、味覚異常およ

び消化管ポリポーシスをきたす非遺伝性疾患である。原因は不明で

あり、臨床経過も多様なため、確立された治療法が現在のところない

が、副腎皮質ステロイドが有効であったという報告が散見される。

今回我々はCおonkhiがe-Canada症候群の1例を経験したので、若干の

文献的考察を含め報告する。

71（消）．当院におけるRedきced�Poおが�Sきおgeおけへのとりくみ
○�服部優宏，三野和宏，後藤順一，土橋誠一郎，飯田潤一，

堀江　卓，小野寺和彦，古井秀典，玉置　透，久木田和丘，

目黒順一，米川元樹 （札幌北楡病院外科）

【はじめに】消化器外科領域における内視鏡外科手術の浸透と技術

向上により、患者への侵襲をさらに縮小することを目的として

Redきced�Poおが�Sきおgeおけ（RPS）が普及してきている。当院でも2010

年から腹腔鏡下胆嚢摘出術（LC）と腹腔鏡下結腸直腸切除術

（LACR）でRPSを導入している。当院における腹腔鏡手術とRPS導

入後の現状について報告する。【対象と方法】2010年1月から2012年

12 月まで当院における開腹移行例を除いたLCとLACRについて検

討した。LCの従来法（LC-4P）は4-5ポートで行い、LCのRPS（LC-

RPS）はSILSポートあるいはEZアクセス（70mm）を装着し5mmポー

ト3本で行い、状況により心窩部に1本 5mmポートを追加した。

LACRの従来法（LACR-5P）は4-5ポートで行い、そのうちの一つを

4cmの小切開で行った。LACRのRPS（LACR-RPS）は臍部にEZア

クセス（100mm）を装着し5mmポート3本で行い、状況により片側あ

るいは両側下腹部に1-2本の5-12mmポートを追加した。【結果】LC�

205 例のうちLC-4Pは121 例で、LC-RPSは84例であった。それぞれ

平均年齢は62歳ぎか.60歳（N.S.）、平均手術時間は93分ぎか.�90分（N.S.）、

術後平均在院日数は8日ぎか.5日（p＜0.01）であった。LACR�90例のう

ちLACR- 5Pは54 例で、LACR-RPSは36 例であった。それぞれ平均

年齢は66歳ぎか.64歳（N.S.）、平均手術時間は273分ぎか.224分（p＜0.05）、

術後平均在院日数は20日ぎか.15日（N.S.）であった。【まとめ】RPSは

導入後の期間が短いため、症例の適応、術式選択や癌症例の長期予後

などでは開腹症例との比較も考えると課題も多い。しかし、RPSは

整容性にも優れ、従来法の腹腔鏡下手術と比べて手術時間、在院日数

などでは遜色なく行えた。標準治療の一つになり得ると考えられた。
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72（内）．術前診断が困難であった早期胃癌の1例
○�小泉忠史�1�，馬場　英�1�，定岡邦昌�1�，古家　乾�1�，関谷千尋�1�，

服部淳夫�2� （北海道社会保険病院消化器センター�1�，北海道社会

保険病院病理�2�）

症例は70歳代男性。2006年7月に便潜血陽性を指摘され当科外来を

初診した。CS，CT検査により直腸癌の診断で当院外科にて同月に

低位前方切除術を施行した。その際の上部消化管内視鏡検査にて

HP陽性の胃潰瘍を認め，同月に除菌治療を施行した。一時除菌は失

敗し2007年8月に二次除菌を施行した。2008年8月にUBT陰性を確

認した。以後定期的に内視鏡検査を行うも同じ部位に難治性の潰瘍

を認めPPI内服を継続していた。潰瘍部より生検を行うも数回にわ

たりGおoきp2が検出されるため，完全生検目的にESDを施行する方針

とした。2013年3月に施行した上部消化管内視鏡検査では前庭部小

弯にS1�かがageの潰瘍を認めており拡大内視鏡観察では明らかな血管

異型は認めなかったが，軽度の構造異型を認めた。EUSでは胃癌と

考えても進達度はMと考えられた。胸腹部造影CT検査では周囲リ

ンパ節腫脹や多臓器転移は認めなかった。2013年5月にESD目的に

当科入院となった。入院時現症では下腹部正中に手術痕を認めるも

他に特記すべき所見は認めなかった。血液検査では腫瘍マーカーを

含め特記すべき所見は認めなかった。第 2病日にESDを施行した。

経過は良好で，病理結果を待ち第10病日に退院となった。病理では

くell�diffeおenがiaがed�がきbきlaお�adenocaおcinoma，0-IIbβIIc，M，lけ 0，

ぎ0，HM0.7mm，VM0.7mm，R0，p53（ββ），Ki67（β）であり早

期胃癌の確定診断となった。2010 年に変更された組織生検診断の

Gおoきp分類では，Gおoきp2は「腫瘍性か非腫瘍性か判断の困難な病変」

とされており，原因としては組織量が不十分，またはびらんや炎症が

強い，また，病理組織の挫滅や障害が強いことが挙げられている。�

生検結果がGおoきp 2の場合は免疫染色や完全生検目的のESDなどを

検討することが望ましいと考えられる。今回拡大観察を含めた内視

鏡検査やHE染色では確定診断に至らなかったが，複数回の生検で

Gおoきp2が認められていたため，完全生検目的にESDを施行した結果

早期胃癌であった一例を経験したので報告する。

73（内）．多発早期胃癌の危険因子の検討
○�水島　健，岩永一郎，大原正嗣，杉浦　諒，宮本秀一，江平宣起，

上林　実 （北見赤十字病院消化器内科）

【背景】�ピロリ菌の除菌で胃癌発生のリスクを減少させる事が可能

となり，DNAメチル化異常の蓄積の程度が多発胃癌のリスクであ

る可能性が解明されつつあり，高リスク群の絞り込みが将来的には

可能となっていく．一方で早期胃癌に対する治療は内視鏡的粘膜下

層剥離術（ESD），腹腔鏡下手術などの縮小手術が普及し胃の温存が

可能となったが，発癌母地が残存するため今後は同時性・異時性の

多発胃癌の拾い上げが重要となる．【目的】多発胃癌に関しての危険

因子の探索を行うと共に，その臨床的特徴の検討を行う．�【対象・

方法】2006年6月〜2011年12月に当院でESD，外科手術を施行した早

期胃癌234症例273病変を対象とした．多発胃癌の危険因子として性

別，年齢，部位，黄色腫の有無，肉眼型，組織型，委縮の程度（木村・竹

本分類に準じcloかe/open�がけpe），腫瘍径，深達度の9項目を挙げロジ

スティック回帰分析を用いて解析を行った．次に多発胃癌39症例85

病変を抽出し，深達度が深い病変または径の大きな病変を第一癌と

定義し，その他の多発胃癌46病変に対して局在，組織型，肉眼型，色調

に関して検討した．尚，本検討では同時・異時性癌は区別せず検討

を行った．【結果】多発胃癌の危険因子として年齢［オッズ比:1.052，

P=.008］，open�がけpeの委縮［オッズ比:6.484，P＜0.001］が検出された．

臨床的特徴は局在に関しては第一癌と同一領域：50％，隣接領域：

45.7％，遠隔領域：4.3％，組織型，色調に関しては91.3％，82.6％で

第一癌と同組織型，同色調であった．【結語】高齢，委縮の程度が強い

場合は多発胃癌の存在に注意し内視鏡観察を行う必要がある．また，

多発胃癌の臨床的特徴は第一癌に比較的近い部位に存在し同色調で

ある事が多く，内視鏡時にはそれらの情報が多発胃癌の拾い上げの

手助けとなる可能性があるが，一方で胃全域を入念に観察していく

必要もあると考えられた．

74（内）．比較的急速な再発をきたし、再内視鏡治療が不可能
であった分化型早期胃癌の1例

○�安孫子怜史�1�，小平純一�1�，穂刈　格�1�，塚越洋元�1�，三橋　慧�2�，

大橋広和�2�，岡原　聡�2�，工平美和子�2�，松本岳士�2�，高橋宏明�2�，

小池容史�2�，武内利直�3� （恵佑会札幌病院消化器内科�1�，恵佑会第

2病院内科・消化器内科�2�，恵佑会札幌病院臨床病理研究所�3�）

症例は76 歳女性。進行食道癌（かqきamoきか�cell�caおcinomaγ�T 3γ�N 2γ�

M 0 γ�Sがage�III）と早期胃癌の精査加療目的に当院紹介入院となっ

た。。胃癌の内視鏡治療を先行する方針となり、ESDが施行された。

切除検体病理診断は、Lγ�Anがγ�38× 16mmγ�0-IIc＋IIbγ�がきb 1 ＞がきb 2γ�

T1a（M）γ�UL（-）γ�lけ（-）γ�ぎ（-）γ�HM0（600μm）γ�VM0。腫瘍は背

景の萎縮化生粘膜に酷似した絨毛様構造を示し、内視鏡による境界

診断困難例であった。食道癌根治術と補助化学療法後（ESD施行か

ら12か月経過後）に施行された上部消化管内視鏡検査でESD瘢痕上

にやや不整な開放性潰瘍が認められた。潰瘍底から採取された組織

には、胞巣形成しながら間質浸潤する腫瘍細胞（cけがokeおaがin陽性）が

認められた。再内視鏡治療は困難であり、胃管切除はリスクが高い

と判断され化学放射線療法が施行された。治療後に施行した上部消

化管内視鏡検査で病巣は瘢痕化し、生検で腫瘍細胞は確認されな

かった。2004 年から2011 年に当院でESDが施行された早期胃癌の

うち、第3版胃癌治療ガイドラインにおける適応拡大治癒切除かつ当

院で1年以上経過観察された261病巣中、局所再発が疑われたのは本

例を含む2例2病巣であった。他の1例も食道癌術後再建胃管に比較

的急速に生じた再発で、開放性潰瘍を伴うかm癌のために内視鏡治療

で根治不可能であった。ともに希少例と考えられた。また、本例の

再発機序として食道扁平上皮癌のESD潰瘍への生着や血行性転移

も推測された。示唆に富む症例と考えられたために報告する。

75（消）．胃壁内転移を来たした胃癌の1例
○�下田瑞恵�1�，堂腰達也�1�，石川千里�1�，武藤桃太郎�1�，井上充貴�1�，

高橋裕之�2�，萩原正弘�2�，青木貴徳�2�，橋本道紀�2�，稲葉　聡�2�，

矢吹英彦�2� （JA北海道厚生連遠軽厚生病院内科�1�，JA北海道厚生

連遠軽厚生病院外科�2�）

【症例】70歳代女性【既往歴】糖尿病、高血圧【現病歴】平成25年4月に

胃腫瘍精査目的に当院紹介となった。【経過】上部消化管内視鏡検査

を施行し、胃体上部大弯に長径70mmの2型腫瘍を認めた。更にその

近傍に長径40mmのSMT様病変を認めた。胃X線検査では胃体上部

大弯に周堤を伴った潰瘍性病変とそれに隣接してSMT様の立ち上

がりを呈する表面平滑な隆起性病変を認めた。2型腫瘍からの生検

結果はがきb 1であった。SMT様病変は腹部超音波検査で病変の主座

が固有筋層にあり、GIST等の間葉系腫瘍を第一に疑った。CT検査

では肺、肝に多発転移性腫瘍を認めた。貧血予防、転移性腫瘍の原発

巣検索目的に胃全摘術、胆嚢摘出術を施行した。術中、肝腫瘍の一部

からと腹膜結節、大網結節から生検を施行した。　病理組織結果は、

2型腫瘍部分はがきb 1 ＞がきb 2のadenocaおcinomaであった。SMT様病

変は表層に正常な粘膜を有し、粘膜下層から筋層および漿膜層にか

けてnodきleを形成し、がきb 1 -がきb 2で2 型腫瘍部分と同様の組織像で

あった。両者は近接するも連続性が確認できず、2型胃癌を原発とし、

SMT様病変は胃癌壁内転移の診断となった。肝腫瘍、腹膜、大網か

らの生検結果もすべてがきb 1 -がきb 2�adenocaおcinomaの診断で転移性

腫瘍の結果であった。【考察】胃癌の胃壁内転移は胃の粘膜下層や漿

膜下層の豊富なリンパ管網を経路として、原発巣と離れた粘膜下や

漿膜下に転移巣を形成することにより生じると言われている。胃癌

壁内転移に関する報告は少なく、以前より多発癌との鑑別の際に論

じられているが、明確な定義は存在していない。一般的に壁内転移

とする判定は、同じ病理組織像を有し、各々に連続性がなく、脈管侵

襲が著しく、また肉眼的にSMT様に隆起したものとされる。比較的

稀と考えられる胃癌壁内転移の症例を経験したので、報告する。
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76（消）．Sがage4の胃癌の術後6.5年後に初めて、大腸に再発癌
が見つかった1症例

○�河原崎暢�1�，山本洋一�1�，大瀧敏裕�1�，小笹　茂�1�，立石　直�2�，

近藤伸夫�3�，村岡俊二�4�，河上彩恵�1� （札幌逓信病院第一内科�1�，札

幌逓信病院外科�2�，ジェネティックラボ病理�3�，札幌厚生病院病

理�4�）

【症例】75才男性。平成18年11月に3型胃癌の胃摘出手術を他院で

施行されかがage 4と診断された。胃全摘を施行し、摘出病理所見は、

UM�pTけpe 3�poお 2 ＞かig�pSSでpP 1だった。腹膜播腫部分は肉眼的

には切除したが根治性が疑われ脾摘はしなかった。その後無治療で

再発所見が無かったが、平成25年3月に大腸の脾わん曲部に非典型的

な2型様腫瘍を指摘し生検でかigが検出され、4月22日に結腸切除＋

脾摘術をした。摘出標本は、結腸脾わん曲に30mmの2型様腫瘍で、

かig〜poお 2であった。脾被膜浸潤が主体で転移性を疑った。HE染色

と免疫染色の結果 6. 5 年前に摘出した胃癌と同一で転移性癌で矛盾

が無いと判断された。【考察】2008 年の日本胃癌学会総会での発表

では、根治度A、Bで胃癌のかがage3a以上は1〜2年以内に再発した。

Sがage4の再発までの期間は、中央値7カ月（3〜23カ月）であった。【結

論】今回、我々は、術後かがage4の胃癌と診断された患者が、その後再発

症状は無く約6.5年後に大腸腫瘍を指摘され、大腸の術後病理所見で

胃癌からの再発癌と診断された1症例を経験した。

77（内）．アニサキスにて出血性胃潰瘍を発症した1例
○�小松悠弥，北岡慶介，和賀永里子，高梨訓博，藤田朋紀，

勝木伸一 （小樽掖済会病院消化器病センター）

症例は71 歳女性.黒色便を主訴としγ近医を受診.貧血を指摘されγ当院

へ紹介入院.入院当日に施行した上部消化管内視鏡検査にて胃体下

部大弯に一部露出血管を伴う潰瘍病変を認めたため高周波凝固法に

て止血処置を施行した.翌日止血確認の目的に上部消化管内視鏡検

査を行ったところγ潰瘍辺縁にアニサキス刺入ありγ鉗子にて摘出し

た.第 9 病日の上部消化管内視鏡検査では潰瘍病変はH 1相当に改善

したためγ第13病日に退院となった.3カ月後の上部消化管内視鏡検査

ではγ潰瘍病変はS 1 相当に改善しγ生検にても悪性所見は認めなかっ

た.今回、アニサキスによって出血性胃潰瘍を発症した一例を経験し

たので若干の文献的考察を加えて報告する.

78（内）．異所性膵に胃壁内膿瘍の合併が疑われた1例
○�鈴木美櫻�1�，大野正芳�1�，大森沙織�1�，高橋正和�1�，工藤大樹�1�，

吉田武史�1�，中川　学�3�，森　康明�2�，山本純司�1�，桑谷将城�1�，

中川宗一�1�，小野尚子�2�，間部克裕�2�，清水勇一�1�，加藤元嗣�2�，

坂本直哉�1� （北海道大学病院消化器内科�1�，北海道大学病院光学

医療診療部�2�，中川胃腸科�3�）

症例は50 歳台女性。2012 年 8 月急激な心窩部痛にて近医受診した。

急性胃炎を疑われ投薬治療を受けたが、症状に改善なく、同日夜より

38〜39℃の発熱も認めたため2日後に当科初診となった。当科での

CTでは胃前庭部の壁肥厚を認め、腹部エコーでは胃前庭部に低エ

コーを呈し内腔に突出する、粘膜下層由来の隆起性病変を認めた。

引き続き施行したEGDでは胃前庭部後壁に、40mm大の頂部に陥凹

を伴う粘膜下腫瘍（SMT）を認めた。腹痛の原因が同部と断定はで

きなかったが、これまでに症状改善なくCRP15. 6と著明な炎症反応

高値も認めたため、入院管理とした。入院後は絶食としたが、以後発

熱を認めず腹痛は軽快した。

腹痛軽快後の第 7病日、SMT精査目的にEUS-FNAを行うこととし

た。SMTは全回より緊満感を失って縮小しており、頂部からは白色

の膿汁の流出を認めた。EUSではSMT内部はモザイク状の高エ

コーとして描出された。同部より生検及びEUS-FNAを施行したが、

炎症組織を認めるのみであり、採取した膿汁の培養でも有意な菌の

発育は見られなかった。

2週後の腹部エコーでは胃前庭部のSMT様病変は認められなかった

が、EGDでは柔らかく緊満感を失ったSMTが観察され、EUSで

SMT内には導管と思われる低エコー帯が認められ、SMTは異所性

膵である可能性が高いと判断した。従って、今回のエピソードは同

部に感染を起こし、胃壁内膿瘍を形成していたものと思われた。

以後腹痛の再燃なく、無治療で外来経過観察中である。

異所性膵は正常膵に起こる全ての病変がおこり得るとされるが、そ

の頻度は極めて少ない。今回異所性膵に感染を合併したと考えられ

る一例を経験したため、若干の文献的考察を加え報告する。

79（内）．NBI拡大観察にて癌併存を指摘しえた胃過形成性ポ
リープの1例

○�安部智之�1�，藤井重之�1�，山田充子�1�，櫻井　環�1�，黒田裕行�1�，

前田征洋�1�，藤田美悧�2�，松野鉄平�3�，佐藤昌則�3�，定免　渉�3� （製

鉄記念室蘭病院消化器・血液腫瘍内科�1�，製鉄記念室蘭病院病

理臨床検査室�2�，札幌医科大学腫瘍・血液内科�3�）

　NBI併用拡大観察にて癌併存を指摘しえた胃過形成性ポリープの

1例を経験した。　症例は72歳、男性。近医にてスクリーニング目的

に施行された上部消化管内視鏡検査にて噴門直下にポリープを認め

た。同医にて2年前にも上部消化管内視鏡検査を施行されており、そ

の際には病変を認めなかったことから、増大傾向のあるポリープと

いうことで内視鏡治療を含めた精査加療目的に2011年11月に当科紹

介となった。上部消化管内視鏡所見では、噴門直下小弯に径 20mm

弱のY-IIIポリープを認めた。NBI拡大観察では、ポリープの表面の

大部分は白苔が付着し血管が透見できない状態であったが、基部の

一部に蛇行した不整な微小血管を認め、胃癌の可能性を考慮した。

また、ポリープの白色粘膜の一部が基部を超え、口側へ拡がっている

ことも観察できたため、一括切除による病理学的診断が必要と判断

し、内視鏡的粘膜下層切開剥離術（ESD）を行った。病理結果は、

Adenocaおcinomaγ�がきb1�aおiかing�fおom�hけpeおplaかがic�polけpγ�lけ（-）γ�ぎ（-）γ�

pHM 0γ�pVM 0�であった。胃の過形成ポリープは基本的には非腫瘍

性病変と考えられているが、径10mm以上になると1〜3%で癌の併

存を認め、ポリープの径が大きくなるほど、癌併存率が高くなるとい

われている。しかし、これを通常内視鏡所見で評価するのは困難で、

生 検 を 用 い て も 不 十 分 と さ れ て い る（Daibo�Mγ�Am�J�

Gaかがおoenがeおol）。NBI併用拡大内視鏡で癌の併存を観察しえた報告

は少なく、若干の文献的考察を加え報告する。
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80（内）．吐血で発症した胃Bきおkiががリンパ腫
○�中村正弘�1�，遠藤高夫�1�，菊地剛史�1�，秋野公臣�1�，安達靖代�1�，

高橋秀明�1�，吉田幸成�1�，足立　靖�1�，原田　拓�1�，石井良文�2�，

石田禎夫�3�，見田裕章�1�，林　敏明�3� （札幌しらかば台病院・消化

器科�1�，札幌しらかば台病院・病理�2�，札幌医科大学第一内科�3�）

胃悪性リンパ腫の中でもBきおkiががリンパ腫は極めて稀であり，かつ悪

性度の高い腫瘍である．今回吐血で発症した症例を経験したので，

本邦報告例と合わせ報告する．症例は61歳の女性，吐血を主訴に来

院した．緊急内視鏡検査で胃体上部後壁に露出血管を伴う耳介状の

潰瘍性病変を認め，クリップにて止血した．翌日の内視鏡検査で止

血が確認されたが，さらに胃体部前壁にIIaβIIc病変と胃底部に粘膜

下腫瘤様の隆起を認めた．EUSでは胃壁は著明に肥厚し，低エコー

性の層構造を認めない充実性病変で深達度SSの悪性リンパ腫が示

唆された．腹部CTでは乏血性の類円形の多発肝転移巣が認められ

た．胃の耳介状潰瘍ならびにIIaβIIc病変の生検で，かmall�non-

cleaぎed�cellのびまん性増殖でphenoがけpeはCD3（-）γCD10（β）γCD20

（β）γbcl2（-）で，Ki-67�indexも高く，Bきおkiががリンパ腫と診断された．

なおEBV�in-かiがき�hけbおidiげaがionは陰性でnon-Afおican�がけpeであった．

札幌医大第1内科に転院し，多剤併用化学療法施行されたが，肺出血

により死亡された．Bきおkiががリンパ腫は小児領域では全リンパ腫の

40%ほどであるが，成人では1%以下であり，胃原発Bきおkiががリンパ腫

の本邦報告例は10例と極めて少ない．小児では下顎・眼窩に急速に

増大する腫瘤として発症するが，成人では腹部の巨大腫瘤として発

見される事が多い．週単位で進行する高悪性度リンパ腫であり，更

なる治療法の開発が望まれる．

81（消）．胃癌と胃原発悪性リンパ腫が併存した1例
○�出水孝章，長島一哲，佐野逸紀，中積宏之，羽田政平，

国枝保幸 （市立稚内病院内科）

症例は67歳の女性。2010年12月末に空腹時心窩部痛を主訴に近医を

受診。上部消化管内視鏡検査を施行され、胃体下部2か所に2型腫瘍、

胃体上部後壁に0-IIc病変を認めた。組織生検にて前者Gおoきp1、後者

Gおoきp 5�がきb 1の結果であり精査目的に当科紹介受診となった。当科

にて上部内視鏡検査及び組織生検を再度施行したところ胃体下部の

2型腫瘍よりCD20 陽性、CD3 陰性、Keおaがin陰性のB細胞悪性リン

パ腫となった。0-IIc病変の生検結果はNo�malignancけであった。

CT検査では肝S 3、S 6/ 7に5mm大のLDA及び# 3aリンパ節の腫大

を認めた。胃癌�cSがage�IA�Uγ 0 -IIcγT 1 γN 0 γM 0、胃悪性リンパ腫�

Lきgano分類II- 1と診断。肝腫瘍についてEOB-MRI施行したが確定

的な診断がつかず胃癌の肝転移の可能性も否定できなかった。十分

なインフォームドコンセントの後胃全摘出及び肝S 3 腫瘍の術中

RFAの方針となり2011年2月2日当院外科にて胃全摘術、リンパ節廓

精、胆嚢摘出術、脾臓摘出術、肝S3RFA施行となった。切除標本の病

理組織学的検索では胃体上部後壁の0-IIc病変は胃癌�がきb 1 -

poお1γpT1a（M）γlけ0γぎ0�pSがageIA、胃体下部の2型腫瘍はびまん性B

細胞リンパ腫�LきganoIの結果であった。肝腫瘍は胃癌転移の可能

性も否定できないものの経過観察とし悪性リンパ腫に対して追加の

化学療法を施行する方針とった。2011年2月にPET施行したが病的

集積を認めず、骨髄穿刺でも腫瘍細胞の浸潤を認めなかった。同年3

月よりR-CHOP療法を6コース施行。その後のPET-CT、CT検査で

はCRの判定となっている。胃に癌腫と悪性リンパ腫が併存するこ

とは非常にまれであり若干の文献的考察を加えて報告する。�

82（内）．アルゴンプラズマ凝固療法�（�APC�）�により胃穿孔を
認めた1症例

○�武藤修一，馬場　麗，渡邊修平，田中道寛，中原生哉，木村宗士，

大原行雄 （北海道医療センター）

活動性消化管出血に対するAPCによる止血術や血管拡張症・食道

静脈瘤の地固めなど予防的止血術は非常に安全であるとされてい

る．今回，肝硬変患者に対する胃の血管拡張に対してAPCによる止

血術を行い，その後穿孔し，死亡した症例を経験したので報告する．

症例は80 代男性．虚血性心疾患・うっ血性心不全，慢性心房細動，

CKD（かがage3a-4）�，腎性貧血と言う既往歴がある．胃や大腸の消化

管出血を繰り返し，心不全になるという悪循環を繰り返していた．

今回も心不全にて入院．顕性出血は見られなかったが，貧血が頻繁

に見られ，輸血を繰り返すこととなり，消化管出血を疑い当科紹介と

なる．nonBnonCの肝硬変であり，内視鏡で胃に毛細血管の拡張，粘

膜からooげingが見られた．出血部位と思われる部分をAPCにて焼

灼．経過を見て食事を開始するが，再び貧血が進むため胃カメラを

施行．明らかな出血源は無いが，APCに伴う潰瘍周囲からのooげing

が認めたため再びAPCにて焼灼した．�2日後に出血が無い事を確認

した．最後の止血術から1週間後，強い腹痛と吐血が認め緊急受診．

自発痛はあるが腹膜刺激症状は無く，APC後潰瘍部分からの再出

血を疑い内視鏡を施行．食道を越えると腸管外にカメラが飛び出た

ため即座に内視鏡を抜去し，CT施行．フリーエアを認めた．手術

治療を考慮したが，全身状態・年齢を考慮して，ご家族に上記状態を

お話しして，保存的治療のみを行う．4日後に逝去された．APC治

療は熱の影響が粘膜層内に留まると考えられ安全手技と考えられて

いる．しかし，粘膜がはがれ落ちている潰瘍部や時間を置いて再度

治療を行う等の諸条件，肝硬変・腎不全・抗血栓薬内服などの患者

背景により，予想以上に熱の影響が胃壁深くにもたらせたことが考

えられた．比較的安全と考えられているAPC治療により，重篤な合

併症を発症した一症例を経験した．

83（消）．繰り返す胃前庭部血管拡張（GAVE）からの出血に対
し左右胃動脈塞栓術および部分脾動脈塞栓術が有効

であった高齢者肝硬変の1例

○�高橋　稔�1�，秋山剛英�1�，田中信悟�1γ2�，大井雅夫�1�，土井　忠�1�，

女澤慎一�3�，宮西浩嗣�2�，森井一裕�4�，平田健一郎�5�，竹内幹也�6�，

古川勝久�4�，本間久登�1γ2� （札幌共立五輪橋病院消化器病センター

内科�1�，札幌医科大学第四内科�2�，札幌共立医院�3�，札幌共立五

輪橋病院血液腫瘍内科緩和医療センター�4�，札幌共立五輪橋病

院健診センター�5�，札幌共立五輪橋病院消化器病センター外

科�6�）

症例は82歳女性。平成9年頃より近医にてC型肝硬変に対して加療中であっ

た。平成 20 年頃より貧血を指摘される様になり上部内視鏡検査にて胃前

庭部血管拡張（GAVE）および食道静脈瘤を認め前者に対してはAPC、後者

に対してはEVLおよびEISを施行されていた。以後、これらに対して約2年

間に3度のAPCおよびEIS/EVLを施行されている。また経過中、数度輸血

を施行されていた。平成 22 年 9 月精査加療希望され当院受診。来院時、

Hb6.6g/dlと著明な貧血を認め心拍数は45/分程度で心房細動（Af）であり

同日入院となった。上・下部内視鏡検査にてGAVEおよび食道静脈瘤

（CBRCβLmF 1- 2Lg-）を認め貧血の主な原因としては前者と考えられた。

治療方針として緊急性を考慮し、輸血後、AfはBおadけcaおdia�Tachけcaおdia

　状態であり3秒程度のpaきかeも認められたためまずペースメーカー植え

込み術（PMI）を施行した。その後、本症例は高齢者で既に繰り返し、

GAVEが再発していることおよびPMIを施行されていることからAPCは

選択せず、肝硬変を合併し食道静脈瘤も合併していることから、GAVEの

成因は現在も必ずしも明らかではないが胃前庭部のうっ血が関与してい

る可能性を考え左右胃動脈塞栓術（TAE）ならびにHSEを施行し、経過を見

て部分脾動脈塞栓術（PSE）を施行することとした。TAE後GAVEは退色

調となった。その後、HSEを追加した。食道静脈瘤に対してはEVL/EIS

を追加した。一旦退院の後、約3ヶ月後PSEを施行した。加療から約3年経

過するがGAVEならびに食道静脈瘤の再発は認めず輸血も以後施行して

いない。GAVEに対する治療の第一選択はAPCであるが同療法に抵抗性

の症例に対してはTAEの適応も考慮すべきと考えられた。
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84（内）．内視鏡的粘膜下層切開剥離術にて切除し得た、十二
指腸浸潤を伴う幽門輪部3/4周性のIIaβIIbの1例

○�紺野　潤�1�， 廣田ジョージョ�1�， 大北一郎�1�， 池田　仁�1�，

伊藤　淳�2� （社会福祉法人函館厚生院函館中央病院�1�，岩見沢市

立総合病院�2�）

症例は70代、女性。既往歴は60歳子宮脱手術、67歳大腸ポリープポ

リペクトミー、68歳より糖尿病、70歳より高血圧。

現病歴は、近医での上部内視鏡検査にて幽門輪部に3/ 4 周性の隆起

を認めた。同部よりの生検の病理はGおoきp4で、早期胃癌疑いにて当

科に紹介となった。

現症では特記すべきことはなかった。受診時採血にてGHA1c 6. 3％

と軽度上昇以外は異常はなかった。CEA、CA 19- 9の腫瘍マーカー

も正常であった。

外来での上部内視鏡検査にて、前医と同様に幽門輪部に3/ 4 周性の

隆起を認め、病理ではやはりGおoきp4であった。また十二指腸球部前

壁側を中心に隆起を認め、胃癌であれば十二指腸浸潤を認める可能

性が疑われた。

ご本人およびご家族と相談し、内視鏡的粘膜下層切開剥離術（以下

ESD）にて治療することとした。

まず、上部内視鏡はQ 260Jを用い、まず胃側よりマーキングを開始

し、その後反転走査により十二指腸側をマーキングし、粘膜切開およ

び粘膜下層の剥離を施行した。ある程度終了した時点で胃側の粘膜

切開を施行し、十二指腸側の切開断端とつなげ、その後粘膜下層の剥

離を施行し一括切除した。

手術時間は約208分、出血や穿孔などの合併症は認めなかった。

病理は0‐IIa＋IIb　35X15mm　がきb.1�UL（-）�Iけ）-（-）�V（-）LM（-）�

VM（-）Sがage1Aの早期胃がんの十二指腸浸潤であった。

幽門輪部の早期胃癌で、十二指腸浸潤をした病変のESDは、反転走

査など高度な技術が要求される。しかし外科的手術と比べ侵襲が少

なく出来る限り施行すべきであると思われる。

85（内）．内視鏡切除がされた十二指腸上皮性腫瘍の臨床的特徴
○�大野正芳�1�，大森沙織�1�，鈴木美櫻�1�，高橋正和�1�，清水勇一�1�，

小野尚子�2�，間部克裕�2�，加藤元嗣�2�，山本純司�3�，中川　学�4�，

中川宗一�4�，坂本直哉�1� （北海道大学消化器内科�1�，北海道大学光

学医療診療部�2�，太黒胃腸科�3�，中川胃腸科�4�）

【目的】十二指腸の腫瘍性病変は報告例が増加しているが、内視鏡や

生検による腺腫と癌の鑑別診断は困難とされている。今回我々は、

十二指腸上皮性腫瘍に対し内視鏡治療を施行した症例を対象に、癌、

腺腫それぞれの内視鏡的特徴を明らかにすることを目的とした。【方

法】2009年4月〜2012年5月まで当院で十二指腸上皮性腫瘍に対し内

視鏡治療を施行した症例を検討した。【結果】対象症例は12例（男性：

女性=7:5）、平均年齢60.1歳（38〜76歳）であった。治療法はEMR10例、

hけbおid�ESD2例であり、術後はクリップによる縫縮を施行した。術

中、術後の合併症は認められなかった。平均腫瘍径は11.1mm（4〜

18mm）、12例中9例が下行脚に認められ、形態は平坦な隆起性病変

が7例、亜有茎性の病変が2例、有茎性の病変が3例であった。また10

例で絨毛の白色化を認めた。最終病理診断は腺腫9例、癌1例、過形成

性ポリープ1例、評価不能が1例であったが、術前の内視鏡診断、生検

診断の結果と乖離していた。腫瘍の大きさは腺腫の平均が11 . 0mm

に対し、癌は18mmで大きい傾向があった。腺腫9例中8例が絨毛の

白色化を認めたが、癌症例の1例は白色化を認めず、肉眼形態として

は腺腫9例中、平坦な隆起性病変が5例、亜有茎性2例、有茎性2例に対

し、癌症例は有茎性であった。拡大観察では、癌は表面微細構造の異

常を認めたが、腺腫においても表面微細構造の異常を4例、微小血管

構造の異常を1例認めた。術前の生検結果で癌疑いだった2例は腺腫

で、最終病理診断が癌であった1例の術前生検結果は、高異形度腺腫

であった。【結論】腺腫と癌の腫瘍径、形態、表面微細構造の異常での

鑑別が有用との報告例も散見されるが、今回の検討では術前の鑑別

が難しく、診断目的での内視鏡的切除が必要であった。しかし治療

に伴うリスクも小さくなく、今後さらなる症例の蓄積を行い、癌、腺

腫の内視鏡診断、病理診断を確立する必要がある。

86（消）．ESD後、病理学的に側方断端陽性と診断された早期
胃癌の取り扱いと経過の検討

○�中川　学�1γ2�，中川宗一�1γ2�，小野尚子�1�，間部克裕�1�，清水勇一�1�，

加藤元嗣�1�，大野正芳�3�，鈴木美櫻�3�，大森沙織�3�，高橋正和�3�，

吉田武史�3�，坂本直哉�3� （北海道大学病院光学医療診療部�1�，中川

胃腸科�2�，北海道大学大学院消化器内科�3�）

【目的】内視鏡的粘膜下層剥離術（以下ESD）も標準化され、多くの

施設で行われるようになってきたが、切除標本にて側方断端陽性と

なった症例の取り扱いには一定の基準がない。今回我々は、当院に

てESDを施行された早期胃癌症例で、側方断端陽性となった症例の

術後の取り扱いと経過につき検討したので報告する。【対象と方法】

当科の適応拡大は1）分化型優位m癌、UL（-）、かiげe問わず、2）分化

型優位かm1癌、または、分化型優位m癌、UL（β）、大きさ3cm以内、と

している。2002年7月から2013年4月までにESDを施行した早期胃

癌症例344例410病変のうち、側方断端陽性と診断されたものは27例

27病変（6.6％；27/410）で、そのうち適応外病変を除く側方断端陽性、

ないしは陽性が疑わしいと診断された16例16病変を対象とし、側方

断端陽性診断後の取り扱いと、その後の経過につき検討した。【結果】

16例中うち、追加ESDをしたものが3例、APC焼灼のみしたものが4

例、APC焼灼後追加手術が2例、追加手術1例、経過観察6例であった。

いずれも最終治療後転移、局所再発は認めていない（観察期間 6〜

120Mo.）。なお異時性多発癌にて手術となったものを1例、他病死し

たものを1例認めた。【結論】遺残を含めても適応の範疇と診断され、

深達度Mと判断される遺残に対しては内視鏡治療で根治可能であ

る。APC焼灼でも根治出来る症例はあるが、確実性の観点から追加

内視鏡治療はESDが望ましい。病理学的には陽性だが、明らかな遺

残なしと判断されたものは経過観察可能だが、注意深く経過観察を

する必要がある。

87（内）．胃内分泌細胞癌の1切除例
○�植村尚貴�1�，南　伸弥�1�，中嶋千紗�1�，早坂尚貴�1�，奥田敏徳�1�，

神原悠輔�2�，藤見章仁�2�，蟹沢祐司�2�，京極典憲�3�，鈴木　昭�4� （王

子総合病院消化器内科�1�，王子総合病院血液腫瘍内科�2�，王子総

合病院外科�3�，北海道大学医学研究科分子病理分野�4�）

症例は76歳男性。1か月前からの心窩部痛、黒色便を自覚し、2012年

10月近医受診。血液検査でHb�5.5g/dlと貧血の進行を指摘され、精

査・加療目的に当科紹介。上部消化管内視鏡検査にて胃角部〜胃前

庭部後壁にかけて大きさ約6cmの2型腫瘍を認め、生検で低分化腺癌

の診断を得た。CTでは胃前庭部に壁肥厚を認め、最外層に毛羽立ち

を有し、膵臓への浸潤も疑われた。また、胃周囲に転移と思われる多

発リンパ節腫大を認め、T 4aγ�N 3γ�M 0�clinical�かがageIIICと診断し、

当院外科と相談の上、化学療法によるdoくn�かがaging後、外科的切除

を検討する方針となった。TS- 1 ＋CDDP療法を用いた術前化学療

法を3コース施行した。3コース施行後、上部消化管内視鏡検査では

原発巣は潰瘍瘢痕となっており、生検で悪性所見は認めなかった。

CTでは胃周囲のリンパ節は著明に縮小していた。2013年3月当院外

科にて幽門側胃切除、D2郭清、B-I再建術施行。病理組織所見では

漿膜下層の1.5mm大の範囲にN/C比の高い癌細胞の充実性増殖を認

めた。免疫組織学的染色にてかけnapがophけかin陽性、chおomogおanin　

A陽性、CD 56 陽性であり胃内分泌細胞癌と診断した。またリンパ

節転移を2個認め、病理組織診断はMγ�Poかがγ�けTけpe 2γ�1. 5mmγ�pT 3

（SS）γ�lけ0γ�ぎ0γ�pN1γ�pPM0γ�pDM0γ�けpSがageIIBという結果であった。

現在外来でTS-1による術後補助化学療法施行中であるが、再発なく

経過している。

胃癌の中で胃内分泌細胞癌は比較的まれで、早期より脈管侵襲を伴

いリンパ節転移や遠隔転移の頻度が多いとされている。今回我々は

術前化学療法後、手術を施行した胃内分泌細胞癌を経験したので、文

献的考察を踏まえて報告する。
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88（消）．胃神経内分泌細胞癌（neきおoendcおine�caおcinoma
（NEC））6例の検討

○�中村とき子，久保智洋，佐藤康裕，佐川　保，藤川幸司，

高橋康雄 （国立病院機構北海道がんセンター消化器内科）

［背景］�2010年消化管系のWHO分類が改訂され、消化管神経内分泌

腫瘍（NET）に関して大きく分類が改訂された。その特徴はENETS

の増殖能のグレード判定を基盤とし、増殖能を非常に重視している

ところである。このうち、神経内分泌細胞癌（NEC）は稀な腫瘍であ

るため、新WHO分類にそって、NCCNとESMOの治療ガイドライン

は作成されているが、本邦ではいまだ作成されておらず病態の解明

が待たれている。［目的］�2003年 4月から2011.12月までに当院にお

いて胃NEC6例を経験したので、臨床所見、経過について報告する。

［結果］　年齢は58-81歳（平均71.8）、性別はすべて男性。進行度は

かがage�IA�/IIA�/IIIA�/�IV:�1例�/�1例�/�2例/�2例であった。かがage�IA�

症例はESDを施行し38ヶ月無再発生存中、かがage�IIA�症例（T3γN0）

は外科にて経過観察し、術後24ヶ月後に肝転移再発し、肝切除するも

残肝再発した。かがage�IIIA�2 症例のうち1例はNAC（CPT- 11/

CDDP2コース）後手術施行し、術後補助化学療法CPT-11/TS-1にて

20ヶ月無再発生存中、もう1例は胃切除後CPT-11/CDDPにて術後補

助化学療法施行し26ヶ月無再発生存中である。かがage�IVの�2 症例の

うち1例は手術し、術後補助化学療法CPT-11/CDDPにて66ヶ月無再

発生存中である。もう1例は初診時高度の肝転移症例にてCPT-

11βCBDCA�1コース後palliaがionとなった。［考察］胃神経内分泌細

胞癌6例を経験し、症例数は少ないがCPT11βCDDP���が著効しCR

となった症例を経験した。文献的考察を加えて報告する。

89（内）．胃カルチノイド腫瘍（Neきおoendocおine�がきmoお:NET）
の治療法の選択

○�柳原志津妃�1�，黒河　聖�1�，今村哲理�1�，小澤　広�1�，前田　聡�1�，

萩原　武�1�，渡邊義行�1�，西岡　均�1�，菊池　仁�1�，乙黒雄平�1�，

鈴木　肇�1�，寺門洋平�1�，西園一郎�1�，道上　篤�1�，賀集剛賢�1�，

宮川麻希�1�，山口大介�1�，市原　真�2�，後藤田祐子�2�，村岡俊二�2� （札

幌厚生病院第1消化器科�1�，札幌厚生病院臨床病理�2�）

目的：胃カルチノイド腫瘍は非常に稀な腫瘍である．また，その治

療法についても一定の見解は得られていない．当院で経験した胃カ

ルチノイド腫瘍の臨床病理的所見から今後の治療方針を検討する．

方法：2006年から2012まで当院で診断，治療した胃カルチノイドγ7

例をレトロスペクティブに検討した．結果：主訴のすべては検診で

上部内視鏡検査となった．性差，年齢は5:2，60.7±16.1．胃カルチ

ノイド腫瘍の分類はTけpe�I: 3 例，Tけpe�III: 4 例．病変の平均個数，

最大腫瘍直径とKi-67標識指数を表している細胞のパーセンテージ，

核分裂像数は，1. 57± 1. 13，7. 5± 2. 7mmと2. 1± 1. 0%，0. 43± 1. 9

（/10HPF）．WHO分類での病理組織学的分類ではG1:6例，G2:1例．

Tけpe�Iの治療前血清ガストリン値の平均は1850pg/dl．タイプ別ご

との治療法は，Tけpe�Iは胃幽門側切除術2例，胃全摘術1例，Tけpe�

IIIは胃幽門側切除術2例，ESD1例，経過観察1例．Tけpe�IIIでG2症

例にリンパ節転移を1例認めた．平均観察期間は42.3ヶ月，全例再発

なく生存している．結語：2010 年のWHO分類で従来のカルチノイ

ド腫瘍はNeきおoendocおine�がきmoおと総称され，病理組織学的分類も加

味されるようになった．従来よりタイプごとにより治療法も異なり，

Tけpe�I，IIは内視鏡切除，前庭部切除と局所切除，あるいは経過観察

など推奨され，Tけpe�IIIはリンパ節郭清を伴う胃切除術が推奨され

てきたが，治療法に関するガイドラインはまだ公示されていない．

今回，我々の施設での検討から，神経内分泌腫瘍として細胞の増殖能

が高いG 2症例でリンパ節転移を認めた．今後NETの治療法に関し

ては細胞の増殖能を評価した上での治療法選択が必要と思われる．

90（消）．術前化学療法が奏功し治癒切除となった進行胃癌の1例
○�馬場　英�1�，古家　乾�1�，小泉忠志�1�，定岡邦昌�1�，関谷千尋�1�，

市川伸樹�1�，脇坂和貴�1�，中西一彰�1�，数井啓蔵�1�，服部淳夫�2� （北

海道社会保険病院消化器センター�1�，北海道社会保険病院病理

部�2�）

症例は60歳代男性。2012年 10月に前医より貧血精査目的に上部消化

管内視鏡検査を行ったところ、胃癌を認め精査加療目的に当院紹介と

なった。上部消化管内視鏡検査では噴門部直下から胃角部後壁にか

けて3型腫瘍を認め、生検より低分化腺癌が検出された。CTでは局所

の進達度はSE、大動脈周囲のリンパ節腫大を複数みとめN 3と判断し

た。遠隔転移は認めなかった。以上からT 4aN 3M 0かがageIIICの胃癌

と診断した。リンパ節因子より治癒切除は不能と判断し、術前化学療

法を行いリンパ節因子が改善すれば外科治療を施行する方針とした。

生検標本の免疫染色ではHAR 2は陰性であったため、CDDPβTS- 1に

て2012年10月より化学療法を開始した。CDDPβTS-1にて5コース化

学療法を施行した後の上部消化管内視鏡検査では腫瘍はやや縮小す

るものの化学療法前の内視鏡所見と大きな変化は認めなかった。CT

では大動脈周囲のリンパ節の縮小を認め、PET-CTでも同リンパ節の

取り込みは認めなかった。以上の結果より治癒切除可能と判断し、

2013年4月に胃全摘D2β#16a2βb1郭清、脾摘、胆摘、左副腎切除を施

行した。手術標本の病理所見では原発巣は中分化から低分化腺癌の

増殖をみとめ、化学療法の効果はGおade0- 1aと判断した。リンパ節に

関しては#3と#16a2に硝子変性、組織球浸潤を認めるリンパ節が認め

られ、化学療法の効果はGおade 3と判断した。最終病理評価としては

T 3N 0M 0かがageIIAで治癒切除となった。術前化学療法では効果発現

が早く奏功率の高いレジメンが必要とされ、CDDPとTS- 1を用いた

検討で良好な成績が報告されている。また術前化学療法の意義とし

ては腫瘍局所における血管構築が破壊されていないため、腫瘍への抗

がん剤の到達が良好、PSが術後より良好なため、薬剤強度が高い抗が

ん剤の選択が可能、切除標本を用いて化学療法の効果を組織学的に評

価できるといった点があげられる。今回術前化学療法が奏功し治癒

切除となった進行胃癌の1例を経験したので報告する。

91（消）．切除不能進行胃癌に対するDCS-Tおaかがきげきmab
（DCS-T）療法によるconぎeおかion�がheおapけの可能性

○�佐藤康史�1�，大沼啓之�1�，平川昌宏�1�，佐川　保�2�，佐藤康裕�2�，

高橋康雄�2�，勝木伸一�3�，奥田敏徳�4�，林　毅�1�，佐藤　勉�1�，

宮西浩嗣�1�，瀧本理修�1�，小船雅義�1�，信岡隆幸�5�，平田公一�5�，

加藤淳二�1� （札幌医科大学腫瘍・血液内科�1�，北海道がんセンター

消化器内科�2�，小樽掖済会病院消化器病センター�3�，王子総合病

院消化器科�4�，札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外

科�5�）

【背景】近年、切除不能大腸癌においても化学療法により切除可能とする

（conぎeおかion）ことが出来れば、予後向上が期待できることが明らかになっ

てきた。しかし、胃癌治療におけるconぎeおかion　がheおapけの意義は不明であ

る。これまで我々は、Doceがaxel/CDDP/S- 1を併用したDCS療法を開発し

高い奏効率を報告してきた。また、近年HER 2 陽性胃癌に対する

Tおaかがきげきmabの有効性も報告されている。そこで、我々は切除不能進行胃

癌に対するconぎeおかion　がheおapけを目指しDSCとTおaかがきげきmabを�併用する

DCS-T療法の認容性試験を行っている。【方法】対象は20 歳から80 歳の

HER2 陽性切除不能進行再発胃癌症例で心機能正常例。方法はS- 180�mg/

m 2、daけ 8にCDDP�60mg/m 2とDoceがaxel�50�mg/m 2お よ びdaけ 8に

Tおaかがきげきmab（初回8mg/kgγ2回目以降は6mg/kg）を3週毎に投与した。【成

績】年齢中央値は60歳（50-71歳）、男性/女性：10/4名、PS0/1/2が8/4/2名、

組織型は分化型/未分化型が11/3例、部位はU/M/L：3/3/3例、T3/T4a/

T4b：10/3/1例、N0/N1�/N2/N3：2/0/2/10例、遠隔リンパ節/肝/腹膜

/肺/骨/卵巣転移：10/7/3/2/1/1例であった。2臓器以上の転移巣は50%�（7

例）に見られた。RECISTによる抗腫瘍効果は全例PR（奏効率 100%）で

あった。Gおade3以上の有害事象は白血球/好中球減少は71/85%、FN�7%、

食欲不振28%、下痢28%でいずれも管理可能であった。現時点で14例中8例

において非治癒因子が消失し2例の肝転移症例を含む5例（36%）で�R0切除

が施行され組織学的効果はgおade�1b以上が80％であった。観察期間中央

値は8.5M�（2-20.7M）であるが全例生存中である。【結語】HER2陽性手術

不能胃癌に対しDCS-T療法は、極めて高い奏効率と治癒切除率が得られた

ことからconぎeおかion治療を期待できる有望な治療法となる可能性がある。
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92（消）．当科における切除不能進行胃癌に対するConぎeおかion�
がheおapけの適応と治療成績

○�大沼啓之�1�，佐藤康史�1�，三浦翔吾�1�，嘉成悠介�1�，大須賀崇裕�1�，

平川昌宏�1�，林　毅�1�，佐藤　勉�1�，宮西浩嗣�1�，瀧本理修�1�，

小船雅義�1�，信岡隆幸�2�，平田公一�2�，加藤淳二�1� （札幌医科大学腫

瘍・血液内科学講座（第四内科）�1�，札幌医科大学消化器・総合，

乳腺・内分泌外科学講座（第一外科）�2�）

【目的】これまで我々は切除不能進行胃癌に対する一次治療として

DoceがaxelβCDDPβS-1（DCS）併用療法を行い，conぎeおかionを達成し手術を施

行後に長期生存が得られた症例を多数経験した．しかし，胃癌における

conぎeおかion�がheおapけの意義は未だ確立しているとは言えず，今回切除不能胃癌

症例の背景・治療成績を後方視的に解析し，conぎeおかion�がheおapけの可能性と

至適集学的治療戦略について検討した．

【対象】2002年12月から2013年4月まで当科でDCS療法を施行した切除不能胃

癌93例．化療後に非治癒切除因子が退縮した症例では原則根治目的の手術を

行った．

【成績】DCS療法は中央値4コースが施行され奏効率は80.6%．Conぎeおかionが

得られ手術を施行したのは93例中の32例で，切除例の年齢中央値63歳，M/F�

22/ 10 例，PS 0/ 1/ 2�23/ 6/ 3 例．非治癒切除因子は肝/腹膜/骨/卵巣/肺/

M1LN�6/9/1/1/1/19例（重複あり）.�1次療法後の手術例が26例，2次治療以

降は6例であった．多変量解析でPS1以下と，非切除因子が1つのみであること

が有意に切除に関与する因子であった．88. 9%でR0 切除が達成され，病理学

的に77.8%でdoくn�かがageが確認された．重篤な術後合併症はみられなかった．

術前化学療法施行数と予後に相関はなく，R 0切除達成例においてPFS，OS

共に良好であり，高度腹膜播種や骨転移例でも4年以上の無再発生存例がみら

れた．切除例の3年生存率は71. 1%，MST�53. 6Mと非切除例の16. 5%，MST�

15.8Mと比し有意（p＜0.0001）に予後が良好であり，全症例の多変量解析では

adjきぎanが�かきおgeおけの有無とPSが最も強力な予後因子であった．

【結語】切除不能胃癌においても強力な化学療法によるconぎeおかionの達成と

adjきぎanが�かきおgeおけにより長期生存と治癒を目指せる可能性がある．術前化学

療法施行数に関わらずR0手術が達成されれば予後は良好であり，conぎeおかion

が得られた時点で手術を考慮すべきと考えられた．

93（内）．ESD後幽門狭窄に対する予防的ステロイド局注の検討
○�栗原弘義，三井慎也，田沼徳真，浦出伸治，田中一成，野村昌史，

真口宏介 （手稲渓仁会病院消化器病センター）

【背景】ESDの適応拡大に伴い、広範囲切除による狭窄が問題とな

る症例がしばしば経験される。当院ではESD後の狭窄が予測される

幽門輪周囲病変に対してステロイド局注を行い、狭窄例に対しては

内視鏡的バルーン拡張術（EBD）を施行している。【目的】ESD後幽

門狭窄に対する予防的ステロイド局注の有用性・安全性についてレ

トロスペクティブに検討する。【対象と方法】2003年7月から2013年

4月までに施行された胃ESD�全666例中、幽門輪周囲病変は14例で

あった。そのうちステロイド局注を行った6例を対象に、狭窄出現率、

拡張術施行回数、症状改善率、偶発症発生率について検討した。【結

果】ステロイド局注6例中5例に幽門狭窄を認めた。拡張術の施行回

数は2−7回（中央値2回）であり、拡張後は全例で狭窄の改善を認め

た。穿孔などの合併症は1例もなかった。【考察】ESD後の狭窄予防

を目的としたステロイド局注は、食道病変において多数の報告があ

り、1回ないし数回の施行での大きな狭窄予防効果が広く認識され

ている。しかし、今回検討した幽門輪周囲においては、ステロイド局

注を行っても高率に狭窄をきたしており、食道病変ほどの効果は期

待できないと考えられた。ただし、数回の内視鏡的バルーン拡張術

の追加や経口ステロイドへの変更により全例で狭窄の改善を認めて

おり、幽門狭窄はコントロール可能と思われた。

94（消）．当院におけるmalignanが�gaかがおic�oきがleが�obかがおきcがion�
（mGOO）に対する緩和治療の検討

○�大和弘明�1�，山梨香菜�1�，木下賢治�1�，山本桂子�1�，小川浩司�1�，

畑中一映�1�，山本義也�1�，成瀬宏仁�1�，原　豊�2�，倉内宣明�2�，

遠山　茂�2� （市立函館病院消化器病センター消化器内科�1�，市立

函館病院消化器病センター消化器外科�2�）

【背景】malignanが�gaかがおic�oきがleが�obかがおきcがion�（mGOO）に対する緩和

治療は，これまで胃空腸バイパス術が施行されてきた．一方で，2010

年4月，内視鏡的十二指腸ステント留置術が保険収載され，施行する機

会が増加した．【目的】mGOOに対する緩和治療を検討する．【対象

と方法】当院で2010年4月〜2013年3月の期間，胃幽門〜十二指腸の範

囲に狭窄を有するmGOOに対し，胃空腸バイパス術（バイパス術），ま

たは十二指腸ステント留置術（ステント術）を施行した31例：バイパ

ス術19例（男性10�/女性9），ステント術12例のべ15回（男性7�/女性5，う

ち3例にかがenが�in�かがenがを追加）．年齢中央値：64歳（49〜87），73.5歳（50

〜84）．1）原疾患（胃癌�/胆道癌�/膵臓癌�/その他），2）原病診断から

治療までの期間，3）Peおfoおmance�かがaがきか�（PS），4）手技時間，5）経口

摂 取 再 開 率，6）Gaかがおic�Oきがleが�Obかがおきcがion�Scoおing�Sけかがem：

GOOSSスコア，7）術後の食事開始日数，8）食事可能日数，9）術後生

存期間，10）術後発生イベント�を検討した（バイパス術，ステント術．

中央値表記）．【結果】1）原疾患：3/3/6/7，4/2/4/2．2）原病診断か

ら治療までの期間：233日（5〜1836），147日（3〜681）．3）PS：2（1〜

4），3（1〜4）．4）手技時間（分）：179分（69〜362），16.5分（2〜34.5）．5）

経口摂取再開率：100%，100%．6）GOOSSスコア：3（1〜3），3（1〜

3）．7）術後の食事開始日数：4日（1〜14），3日（1〜11）．8）食事可能

日数：45日（7〜439），53日（10〜251）．9）術後生存期間:109.5日（28〜

800），87日（17〜484）．10）術後発生イベント：縫合不全2/吻合部狭

窄1，ステント閉塞5（かがenが�in�かがenが後の再閉塞でバイパス術追加1）/

急性膵炎1．【まとめ】ステント術はバイパス術と比較し，手技時間短

縮が得られ，PS，食事内容，食事可能日数，術後生存期間はほぼ同等で

あった．しかし，追加治療を要した症例もみられ，原疾患の病態や予

後を踏まえた上で，両者を使い分ける必要があると考えられた．

95（消）．胃癌に対する腹腔鏡下胃切除の進歩�-�Dきal�Poおが�
Lapaおoかcopic�Gaかがおecがomけの実際�-

○�川村秀樹�1�，柴崎　晋�1�，皆川のぞみ�1�，本間重紀�1�，高橋典彦�1�，

武富紹信�1�，高橋周作�2�，高橋昌宏�2� （北海道大学消化器外科I�1�，

札幌厚生病院外科�2�）

（はじめに）近年，腹腔鏡下手術における手技は急速に進歩してきて

おり，その一つとして従来よりも創の数を大きく減らしたRedきced�

Poおが�Sきおgeおけ（RPS）が注目されている．胃癌に対する腹腔鏡下手

術では通常5か所のポート挿入と胃を摘出，再建のため小開腹創を要

するが，それらの創を2か所にまで減らした胃癌に対するRPSを2009

年11月より施行してきたので，その手術の実際および成績を報告す

る．（方法）ヘソのマルチポートのほかに右側腹部の5mmポートを

用いて手術を遂行している（Dきal�Poおが法:�DP）．また右側腹部の

5mmポート創は最終的にドレーン挿入部として利用している．ヘ

ソの創はヘソの範囲内でおさめているため創はほとんど目立たなく

なる．適応は上腹部手術既往のない早期癌で郭清はD1βとしている．

術者はこれまでのところ1人に限定している．（結果）これまでに施

行したDP-LADG（71例）と導入直前の通常のLADG（71例）と比較す

ると平均手術時間212.3分γ202.0分，平均出血量34.5mLγ55. 0mL，ポー

ト・小開腹追加が3例（癒着，出血，術中たこつぼ心筋症発症各1例）γ0

例，開腹移行0例γ0例，術後合併症0例γ0例，平均リンパ節郭清個数

34 . 0 γ 32 . 8 個と両群に差を認めなかった．これまでに施行したDP-

LATG（15例）と導入前の通常のLATG（15例）を比較すると平均手

術時間248.2分γ242.3分，平均出血量40.6mLγ111.4mL，ポート追加0例γ0

例，開腹移行0例γ0例，術後合併症0例γ0例，平均リンパ節郭清個数

33 . 1 γ 38 . 3 個と両群に差を認めなかった．（結語）胃癌に対する

Redきced�poおが�かきおgeおけが従来のLDGと遜色なく施行可能であった．

今後は整容性以外のメリットの有無に関する検討を行いながらさら

に症例を積んでいく予定である．
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96（消）．B型慢性肝疾患に対するEnがecaぎiおの抗ウイルス効果
の検討

○�小関　至，木村睦海，荒川智宏，中島知明，桑田靖昭，大村卓味，

佐藤隆啓，髭　修平，狩野吉康，豊田成司 （札幌厚生病院第3消

化器科（肝臓科））

【目的】Enがecaぎiお�（ETV）投与例の抗ウイルス効果について検討を行う。

【対象と方法】1）�3年以上の継続投与が可能であったETV初回投与例191

例を対象（他院開始例、予防投与例、LAMからの切り替え例は除外）とし、

HBV�DNA陰性化�（2. 1logcopieか/ml未満、以下単位略）率を治療前HBV�

DNA別、遺伝子型別に検討した。2）�ETV投与例 367 例中、ぎiおal�

bおeakがhおoきgh�（VBT�;�nadiおより2log以上の上昇）の頻度を算出した。1）

の対象は男性125例・女性66例、e抗原陽性67例・陰性124例、年齢中央値

56（23-82）歳、遺伝子型A/B/C/H/ND�4/36/147/1/3、HBV�DNA中央

値6.7（2.1-9. 0）であった。�【成績】1）�191例のHBV�DNA陰性化率は、投

与1年/�2年/�3年/�4年/�5年/�6年で、それぞれ、87%�（167/191）�/�91%�

（174/ 191）�/�93%�（178/ 191）�/�95%�（120/ 126）�/�100%�（63/ 63）�/�100%�

（25/25）であった。治療前HBV�DNA量別の解析では、DNA＜5.0では、

投与1年/�2年/�3年/�4年/�5年で、それぞれ、100%�（35/35）�/�94%�（33/35）�

/�94%�（33/ 35）�/�100%�（17/ 17）�/�100%�（11/ 11）、DNA5. 0 〜 6. 0では、

96%�（27/ 28）�/�100%�（28/ 28）�/�100%�（28/ 28）�/�95%�（18/ 19）�/�100%�

（10/10）、DNA6.0〜7.0では、98%�（52/53）�/�94%�（50/53）�/�96%�（51/53）�

/�100%�（35/35）�/�100%�（19/19）、DNA7. 0 〜 8. 0では、80%�（36/45）�/�

93%�（42/45）�/�91%�（41/45）�/�97%�（31/32）�/�100%�（20/20）、DNA8.0

〜9.0では、40%�（10/25）�/�64%�（16/25）�/�80%�（20/25）�/�79%�（15/19）�

/�100%�（2/2）であった。遺伝子型別の解析では、A型は、100%�（4/4）�/�

100%�（4/ 4）�/�100%�（4/ 4）�/�100%�（4/ 4）�/�100%�（1/ 1）、B型は、86%�

（31/36）�/�92%�（33/36）�/�92%�（33/36）�/�87%�（20/23）�/�100%�（11/11）、

C型 は、87%�（132/ 151）�/�91%�（138/ 151）�/�95%�（143/ 151）�/�98%�

（97/99）�/�100%�（51/51）であった。2）�経過観察中2例�（0.5%）でVBTを

来たし、1例はETV耐性を認め、この2例ではTenofoぎiおの投与を行った。�

【結論】ETVでは良好な抗ウイルス効果が得られ、VBTは稀であったが、

治療前DNA�8log以上の症例では、DNA陰性化に時間を要した。

97（消）．Lamiぎきdine耐性出現後の核酸アナログ治療の抗ウイ
ルス効果の検討

○�小関　至，木村睦海，荒川智宏，中島知明，桑田靖昭，大村卓味，

佐藤隆啓，髭　修平，狩野吉康，豊田成司 （札幌厚生病院第3消

化器科（肝臓科））

【背景】Lamiぎきdine�（LAM）耐性例に対するAdefoぎiお�（ADV）併用療法では、ウ

イルス陰性化に時間を要し、5年以上の長期投与例においてもウイルス陰性化

率は90%未満である。【目的】当院におけるLAMとADV併用療法のウイルス陰

性化率を算出し、ADVとEnがecaぎiお�（ETV）併用療法移行例の治療成績を加味し

たウイルス陰性化率を解析する。【対象と方法】1）�3年以上の継続投与が可能で

あったLAM�とADV併用111例を対象とし、HBV�DNA�3logcopieか/ml（以下単

位略）未満となった症例の割合を検討した。対象の内訳は、男性84例（76%）、e抗

原陽性65例（59%）、年齢中央値56（29-78）歳、遺伝子型B/C/D��6/104/1、ADV併

用時のHBV�DNA中央値6.8（2.2-8.7）、観察期間中央値6�（3-10）年であった。なお、

治療不応例（LAMとADV�併用2年以上投与でHBV�DNA3log以上かつ多剤耐性

検出なし）や多剤耐性出現のためADVとETV併用療法に移行した症例は、DNA�

3 log以上として算出した。2）�ADVとETV移行例の治療成績を含めて、HBV�

DNA 3log未満となった症例の割合を検討した。【成績】1）�HBV�DNA 3log未満

の割合は、投与1年/�2年/�3年/�4年/�5年/�6年/7年で、それぞれ、64%�（71/111）�

/�74%�（82/111）�/�79%�（88/111）�/�74%�（72/94）�/�78%�（66/85）�/�81%�（52/64）�

/�85%�（28/33）であった。2）�LAMとADVに対する2剤耐性4例、LAMとETVに

対する2剤耐性8例、計12例に対して、LAMとADV併用からADVとETV併用療

法に切り替えた症例の投与1年/�2年/�3年/�4年のHBV�DNA3log未満の割合は、

それぞれ、58%�（7/ 12）�/�73%�（8/ 11）�/�82%�（9/ 11）�/�88%�（7/ 8）、LAMと

ADV併用不応にてADVとETV併用療法に切り替えた症例の投与1年/�2年/�3年

/�4 年のHBV�DNA3log未満の割合は、それぞれ、45%�（5/ 11）�/�50%�（5/ 10）�/�

67%�（6/ 9）�/�100%�（5/ 5）であり、1）のHBV�DNA 3log未満の割合をADVと

ETV併用移行例を含めて再計算すると、投与1年/�2年/�3年/�4年/�5年/�6年/7年

で、それぞれ、64%�（71/111）�/�77%�（85/111）�/�86%�（95/111）�/�88%�（83/94）�

/�92%�（78/85）�/�92%�（59/64）�/�94%�（31/33）であった。【結論】LAMとADV

併用療法における効果不良例に対し、ADVとETV併用療法を行うことで、

LAM耐性例に対する良好なウイルスコントロールが得られた。

98（消）．治療困難が予想されるC型慢性肝炎（肝硬変）症例に
対する　IFN-β/RBV併用療法の有用性

○�熊谷研一 （函館市医師会病院消化器科）

【目的】DAA製剤であるプロテアーゼ阻害剤の登場で、C型慢性肝

炎において高い治療効果が得られるようになったが、貧血や皮膚症

状の問題もあり、高齢者をはじめ3剤併用療法が躊躇われる患者も多

い。当院では精神神経症状、アレルギー等の合併症を有し3剤併用療

法やPEG-IFNを用いた療法が導入困難な例に対して、積極的にIFN-

β/RBV併用療法を実施しており、今回23例について、特殊な例を含

めて報告する。【方法】精神神経症状やアレルギーの既往のある患者

23例にIFN-β（フエロン）とリバビリン（RBV）の併用療法を24週−

48週（または72週）実施。IFN-βは通常、600万単位を1日1回4週間

連日投与後、週3回投与し（事情により経過中に300万単位の1日2分割

投与や600 万単位の連日投与を施行した例も含む）、リバビリンは

400-800mg/日を24週−48週（または72週）投与した。【結果】2009年

11月から現在までに治療を開始した23例（男性12例、女性11例）で、年

齢43-78歳（65歳以上が12名）、HCVグルーピング1が14例�2が9例。

合併症としては、PEG-IFN/RBV療法によるうつ状態発現2例、うつ

病やうつ傾向の合併7例、リウマチや喘息、皮膚のアレルギーの合併4

例、塵肺や肺気腫が2例で、抗精神薬やステロイドを服用している患

者もいた。23例中21例で治療が終了し、SVR（SVR12）は14例（約

67％）であった。主な副作用はNSAIDSでコントロール可能な感冒

様症状と不安・イライラ感などであったが、十分な対話による精神

的なケアと内科で処方可能なレベルの抗不安薬の投与などで対処可

能であり、4例を除いて治療は完遂可能であった。【結論】23例の経

験ではあるが比較的安全なIFN-β/RBV併用療法を選択することに

より、PEG-IFN/RBVと比較してもうつ病やうつ傾向などの治療困

難例やアレルギーを有する症例、更に肝硬変症例においても治療を

諦めることなく、何より治療を完遂させることが出来、それによって

現在出来得る抗ウィルス療法でSVRが得られる可能性があること

が示唆された。�

99（消）．Simepおeぎiお（TMC435）を用いた3剤併用療法の有効
性と有害事象について

○�中島知明，山口将功，木村睦海，荒川智宏，桑田靖昭，小関　至，

佐藤隆啓，大村卓味，髭　修平，狩野吉康，豊田成司 （札幌厚

生病院第3消化器内科）

【目的】C型慢性肝炎に対して第 2世代のプロテアーゼ阻害剤である

かimepおeぎiお（TMC435）を用いた3剤併用治療（TMC群）の有効性と有害事象

発現について、PEG-IFN/RBV/がelapおeぎiお併用治療（TVR群）と比較検討を行

う。

【方法】TMC群27例［男性13例、平均年齢56.4歳、IL28B�TT�15例、ITPA�

CC�15例、coおeアミノ酸70番（aa70）野性型�16例、初回治療12例、再燃8例、無

効7例］、TVR群77例［男性45例、平均年齢56.8歳、IL28B�TT�49例、ITPA�

CC�55例、aa70野性型�45例、初回治療30例、再燃36例、無効11例］を対象とし

た。Simepおeぎiおは1日100mg（一部50mg）で12週間（一部24週間）投与、TVR

は1日量1500mgあるいは2250mgを12週間投与した。ウイルス学的治療効果

はSVR24（終了後24週時）で評価した。

【成績】SVR24の達成例は、TMC群24例（85.2％）、TVR群では判定可能59

例中46例（78.0％）であった。前治療内容別では、TMC群、TVR群でそれぞれ、

初回治療例�100%、87.5%、再燃例�87.5%、76.0%、無効例�57.1%、60.0%であっ

た。開始用量に対する開始後 12 週間のPEG-IFN/RBV/pおoがeaかe� inhibiがoお�

（PI；かimepおeぎiおあ る い はTVR） の 投 与 量 率（ ％） は、TMC群 の

93. 6/93. 9/96. 8に対してTVR群では90. 4/52. 7/78. 8で、RBV減量およびPI減

量はTVR群に高率であった（p＜0.05）。治療開始後1/2/4/8/12週の開始時

を0とした平均Hb低下量（g/dl）は、TMC群-0.1/-1. 3/-1. 8/-2. 7/-2. 8、TVR群

-3.8/-3. 3/-4. 6/-4. 3/-4. 4（3週以降p＜0.05）、同様に血小板低下量は、TMC群

-3.4/-1.8/-2.0/-2.6/-3.0、TVR群-0.9/-1.2/-2.5/-3.6/-3.7（2週、4週でp＜0.05）、

平均血清クレアチニン上昇量�（mg/dl）は、TMC群-0.01/-0. 03/-0. 03/-0. 02/-

0. 03、TVR群1.8/1.3/1. 7/1. 3/0. 8（1週以降p＜0.05）であり、TVR群で治療

初期からのクレアチニン上昇、Hb・血小板低下の傾向を認めた。

【結論】Simepおeぎiおによる3剤併用治療は、TVR群に比して腎障害やHb低下

が軽度で、初期投与用量の持続投与が可能となり、抗ウイルス効果の向上を

認めた。
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100（消）．リュープロレリンの投与によりHBVの再活性化を来
したと考えられた1例

○�東　直樹，福田一寿，佐藤康永，関山伸男，岡村毅與志 （札幌

徳洲会病院消化器内科）

近年、多様な抗ガン剤やステロイドを含む化学療法でHBVの再活性

化が知られている。今回、LH-RHアゴニストであるリュープロレ

リン酢酸塩の投与によりHBVの再活性化した症例を経験したので

報告する。　症例は72歳男性。平成21年から前立腺癌でリュープロ

レリンを投与されていた。平成 20 年から当院で検診を受けており、

平成20年3月、平成22年4月、平成23年3月の健康診断でHBか抗原・

HBか抗体は陰性であった。平成24年11月上旬の検診でALTは18�IU/

lと低値で、HBか抗体は陰性であったが、HBか抗原価が250 以上と陽

性を示していた。平成24年11月中旬から全身倦怠感を自覚し、12月

4日当院内科外来受診し、HBかAg≧250�IU/mlγ�HBかAb陰性γ�HBeAg�

233. 8�S/COγ�HBeAb陰性γ�HBcAb�12. 2�S/COγ�HBV-DNA�8. 9� log�

copけ/γ�HBVgenoがけpe�Cγ�総ビリルビン�2. 8mg/dlγ�AST�1076�IU/lγ�

ALT�1743�IU/lγ�LDH�610�IU/lγ�ALP�1511�IU/lγ�γGTP�375�IU/lと

肝機能障害を認めた。HBかAg陽性、HBeAg陽性、HBV-DNA陽性

のため、HBVの再活性化と判断した。さらに肝機能障害の増悪と

黄疸を呈したため、12月14日入院となった。補液・SNMC・抗ウイ

ルス剤（enがecaぎiお）の投与で徐々に肝機能障害が改善し、平成24年12

月27日退院となった。抗ウイルス剤投与直後の肝生検はA3F1であっ

た。現在、退院後6ヶ月経って、総ビリルビン�1.1mg/dlγ�AST�18�IU/

Iγ�ALTは13�IU/lと改善している。

101（消）．インターフェロンβ治療により腹水の消失と低アル
ブミン血症の改善を認めたC型肝硬変の1例

○�信岡　純 （社会医療法人鳩仁会札幌中央病院）

C型肝硬変患者に対するインターフェロンβ治療により、ウイルス

の陰性化のみならず、腹水の消失、低アルブミン血症の改善を認めた

1例を経験したので報告する。症例は64歳、男性。2006年よりC型肝

硬変として外来通院していた。HCV�RNAはgおoきp 2、4. 3logIU/ml

であった。2010 年末よりインターフェロン治療を予定していたが、

2011年1月27日に腹水貯留による腹満にて入院。利尿剤の投与に加

え、腹水穿刺、濾過濃縮再静注も数回施行し、やや減少傾向になるも

改善には至らず。5月11日よりインターフェロンβ（フエロン）600

万単位の連日投与を開始した。血小板数4.5�x�104�/μlに減少したた

め、5月16日より同単位を隔日投与に変更。しかし、血小板数3.8�x�

104�/μlとさらに減少したため、一回投与量を300万単位に減量した

ところ、血小板数5.1�x�104�/μlと回復したため、5月30日に退院し、

外来で治療を継続した。HCV�RNAは治療開始 1カ月で陰性化した

が、その後腹満も自然に改善し、7月6日の腹部CTにて腹水の消失を

確認した。血清アルブミン値も入院当初 2. 2�g/dlであったのが、イ

ンターフェロン治療開始 2ヶ月で3. 5�g/dlまで増加していた。現在

もインターフェロンβ治療を継続しているが、腹水の再貯留を認め

ず、血清アルブミン値も4. 1g/dlと正常範囲で経過している。C型肝

硬変に対するインターフェロン療法は肝線維化進展の抑制、肝発癌

予防において期待されている治療法であり、肝機能、予備能の改善な

ども報告されている。腹水に関しては、本邦でインターフェロンα

において2例の報告があるのみであり、インターフェロンβではこれ

まで報告をみない。C型肝硬変に対するインターフェロン療法は、

肝炎と比較してSVR率が低いことや、血小板、白血球減少などの有

害事象による出血、感染のリスクが危惧されるため、治療選択に慎重

にならざるを得ないが、本症例のようにQOLの改善に寄与する可能

性もあり、今後検討する価値のある治療法と考えられた。��

102（消）．難治性腹水に対するMidodおineの使用経験
○�土居　忠�1�，田中信悟�1γ5�，秋山剛英�1�，大井雅夫�1�，森井一裕�1�，

高橋　稔�1�，古川勝久�1�，本間久登�1�，竹内幹也�2�，平田健一郎�3�，

女澤慎一�4� （札幌共立五輪橋病院消化器病センター内科�1�，札幌

共立五輪橋病院消化器病センター外科�2�，札幌共立五輪橋病院

健診センター�3�，札幌共立医院消化器内科�4�，札幌医科大学第四

内科�5�）

【はじめに】腹水貯留は非代償期肝硬変症患者のQOL�（qきaliがけ�of�

life）を著しく低下させる病態である。α 1-adおeneおgic�agoniかがであ

るmidodおineが難治性腹水のコントロールに有効であったことが複

数のpiloが�かがきdけで報告されている。今回我々は難治性腹水患者に

midodおineの投与を行い、有効例を経験したので報告する。【対象・

方法】対象は高血圧症の合併がない難治性胸腹水4例である。いずれ

も減塩、利尿剤などの治療に反応しなかった症例であり、midodおine

投与にあたっては、倫理委員会の承認と患者の同意を得て行った。

midodおine投与量は12�mg/daけとし、投与前後の腎血管抵抗指数

（RI）、尿中Na排泄量、レニン活性、アルドステロン等を比較検討し

た。【結果】midodおineを投与した4例中2症例で胸腹水の減少を認め

た。血圧は上昇傾向を示したが、いずれの症例でも正常範囲内に止

まり、重篤な有害事象は見られなかった。有効例2例を提示する。【症

例 1】75 歳、女性。非B非C肝硬変。腎動脈血管抵抗指数（RI）は

midodおine投与開始前 0. 75から投与後 0. 68に低下、尿中Na排泄量は

61.2mEq/daけから142.8�mEq/daけに増加、GFRも改善傾向を示した。

【症例2】67歳、男性。C型肝硬変。RIは投与前0.73から0.67へ低下、

尿中Na排泄量は98.4から176.4�mEg/daけへ増加、血漿レニン活性、ア

ルドステロン値とも低下傾向を示した。有効例はいずれも平均動脈

圧が低い点が共通していた。【考察】midodおine有効例では腎動脈血

管抵抗が低下する傾向を示しNa利尿、GFRの改善が認められたこ

とからmidodおineは末梢血管抵抗を上昇させて門脈圧亢進症におけ

るaおがeおial�きndeおでllingを是正し、腎血流動態の変動を改善すること

で腹水貯留を改善したと推察された。

103（消）．内視鏡的乳頭括約筋切開術後の経過中に認められた
感染性肝嚢胞の2例

○�小柴　裕�1�，久居弘幸�1�，平子　匡�1�，宮崎　悦�2�，前田喜晴�3�，

佐藤正文�3�，川崎亮輔�3�，行部　洋�3�，上野　峰�3�，在原洋平�4�，

池田裕貴�4� （伊達赤十字病院消化器科�1�，伊達赤十字病院内科�2�，

伊達赤十字病院外科�3�，札幌医科大学腫瘍・血液内科学講座�4�）

今回、内視鏡的乳頭括約筋切開術�（EST）後の経過中に認められた感

染性肝嚢胞の2例を経験し、臨床上注意を要し示唆に富む症例と考え

られたので報告する。

【症例1】64歳、女性。平成23年11月上旬より心窩部痛あり近医受診

し、腹部超音波検査で胆嚢結石、胆嚢壁肥厚を指摘されていた。平成

23年11月下旬に心窩部痛の増強、背部痛あり、当院救急外来受診し、

肝胆道系酵素・アミラーゼの上昇、CTで膵腫大および膵周囲液体

貯留を認め、急性胆石性膵炎の診断で入院。緊急ERCPを施行し、引

き続きESTおよび内視鏡的胆管ドレナージを施行した。軽快後12月

上旬に退院し、待機的に胆摘術の方針であったが、退院5日後に40℃

台の発熱あり再入院。術前より認められていた50× 35mm大の外側

区の嚢胞内にかlきdge�echoを認め、感染性肝嚢胞と診断し、抗菌薬を

開始し、第3病日に経皮経肝ドレナージを施行。膿性の嚢胞液が得ら

れ、培養で�Enがeおobacがeお�aeおogeneかが検出された。ドレナージチュー
ブからの造影では胆管は造影されなかった。炎症所見改善後、塩酸

ミノサイクリン嚢胞内注入療法を行い、第 17 病日にドレナージ

チューブを抜去し、胆摘目的に外科へ転科となった。

【症例2】72歳、女性。平成5年に総胆管結石に対し、EST截石。以

前より多発性肝嚢胞を指摘されていたが、平成25年2月上旬より、心

窩部痛、背部痛、39℃の発熱を認め当院受診。抗菌薬を開始し、右葉

の70mm大の嚢胞に対して第 2病日に経皮経肝的ドレナージを施行

し、塩酸ミノサイクリン注入療法を行った。血液培養では�E.coliが
検出され、嚢胞液からは起炎菌は検出されなかったが、臨床経過から

感染性肝嚢胞と考えられた。第37病日にドレナージチューブを抜去

し、第39病日に退院となった。
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104（消）．肝偽リンパ腫の1例
○�小川浩司�1�，山梨香菜�1�，木下賢治�1�，山本桂子�1�，大和弘明�1�，

畑中一映�1�，山本義也�1�，成瀬宏仁�1�，砂原正男�2�，倉内宣明�2�，

工藤和洋�3�，下山則彦�3� （市立函館病院消化器病センター消化器

内科�1�，市立函館病院消化器病センター消化器外科�2�，市立函館

病院臨床病理科�3�）

今回我々は肝偽リンパ腫の1切除例を経験したので報告する。症例

は68歳女性。平成24年2月、間質性肺炎および右肺炎にて当院呼吸器

内科に入院となった。肺炎は抗生剤で改善したものの血液検査で抗

Scl-70陽性、抗セントロメア抗体陽性で、手指に限局した皮膚硬化、

手足爪上皮出血点、体感の毛細血管拡張、レイノー症状を認め限局性

強皮症と考えられた。さらに入院後のCT検査で肝硬変および胸腹

水、肝腫瘍を認め当科に紹介となった。胆道系優位の肝機能障害を

認め、抗核抗体は陽性であったが抗ミトコンドリア抗体は蛍光抗体

法、M 2抗体に対するELISA法いずれも陰性であった。さらに造影

CT検査では肝S 7に動脈相で一部濃染、門脈相で低吸収を呈す腫瘍

を認めた。超音波検査では低エコー腫瘤として描出され、造影超音

波では造影早期に濃染された。EOB-MRI検査では肝細胞相で低信

号、ダイナミック造影では早期濃染、洗い出しを認めた。CTAPでは

結節状の増強欠損域を認め、CTHA早期相で濃染された。確定診断

目的に経皮的肝腫瘍生検を施行したが、小型で異型の乏しいリンパ

球浸潤を認めたが明らかな悪性所見は得られなかった。しかし画像

上肝細胞癌を否定できず当院消化器外科に依頼し肝S 7 部分切除を

施行した。腫瘍は灰白色充実性で、組織学的には高度のリンパ球浸

潤に組織球浸潤、硝子化抗原線維の混在した腫瘍であった。免疫染

色ではCD 20 陽性、CD 79a陽性のB細胞、CD 5 陽性のT細胞が多数

浸潤しリンパ濾胞形成も認めた。類上皮組織球や多核巨細胞も見ら

れたが、いずれも核異型は認めなかった。PCRでも遺伝子再構成を

認めず偽リンパ腫と診断された。偽リンパ腫は消化管、眼窩、肺、皮

膚などの多くの臓器で報告されているが、肝臓に発生することはま

れである。多くは本症例のように肝細胞癌との鑑別が問題となるこ

とが多いと言われており、文献的考察を加えて報告する。

105（消）．自己免疫性肝炎に合併したAFPが著明な高値を示し
鑑別に苦慮した肝炎症性偽腫瘍の1例

○�笠原　薫，牛島慶子，須藤豪太，柾木喜晴，岡　俊州，谷津高文，

小林寿久，矢和田敦 （函館五稜郭病院消化器内科）

症例は63才女性。平成20年より自己免疫性肝炎のため当科外来フォ

ロー中であった。プレドニン維持量で肝機能は落ち着いていたが平

成24年12月頃からAST/ALTの軽度上昇を認めるようになり平成25

年2月腹部CTを施行したところ肝S7に径50mm大の内部不均一な腫

瘍性病変を認めたため3月4日精査加療目的に当科入院となった。血

液検査でAFPが著明な高値を示しHCCが疑われたがdけnamic�CTで

は腫瘍は隔壁を有する多房性のう胞性腫瘍であり、胆管細胞癌や転

移性腫瘍、膿瘍が疑われた。上部・下部消化管内視鏡では特記すべ

き異常なく、PET/CTでは腫瘍のSUVは均一で周囲正常肝組織よ

りも低値であり、他に悪性疾患の存在を疑う所見は認めなかった。

腹部血管造影では腫瘍濃染は認めずCTAPでは腫瘍に一致した門脈

血流の低下を、CTHAでは腫瘍の周囲及び隔壁構造のみ造影効果を

認めた。肝予備能は良好で悪性病変の可能性が否定できないため当

院外科に依頼、4月4日肝右葉切除術を施行した。病理の結果は炎症

性偽腫瘍で悪性所見は認めなかった。

肝炎症性偽腫瘍は原因不明の肉芽腫組織からなる比較的稀な腫瘍性

病変であり悪性腫瘍との鑑別がたびたび問題となる。若干の文献的

考察も含めて報告する。

106（消）．成因別に検討した肝細胞癌の年齢階層別特徴
○�山本義也，山梨香菜，木下賢治，大和弘明，山本桂子，小川浩司，

畑中一映，成瀬宏仁 （市立函館病院消化器病センター消化器内

科）

【背景・目的】肝細胞癌は、B型/C型/非B非C型といった成因の違い

で臨床背景や経過が異なるとの報告が多い。肝癌患者の高齢化が問題

となっている一方、比較的若くして肝癌を発症している症例も散見さ

れ、効率的な囲い込みができていないのが現状である。今回、肝細胞癌

症例を成因別年齢階層別に検討したので報告する。【方法】当院で診療

した肝癌 464 例を対象とし、HBか抗原陽性（HBV群）、HCV抗体陽性

（HCV群）、また非B非C型肝癌をアルコール関連（ALD群）、NASH関連

（NASH群）、成因不明肝癌（CR群）に分類し臨床的特徴を検討、更に成

因別に肝癌好発年齢群と若年発症群を比較した。【成績】成因は、

HBV/HCV/ALD/NASH/CR群で114/215/63/9/60 例だった。発症年

齢は60/ 69/ 66/ 73/ 72 才、男性比は84/ 69/ 97/ 33/ 73％、肝硬変率は

61/85/87/89/62％、血小板数は13.4/9.7/13.8/9. 8/15.2×104/μl、診

断時腫瘍径は52/26/32/38/42mmであった。HBV群について、好発年

齢群（50〜69才）86例と若年群（50才未満）14例を比較すると、男性比

86/86％、肝硬変率63/50％、血小板数12.4/16.7×104/μlと若年群で肝

予備能は保たれ、腫瘍径は51/ 60mmと若年群で進行していた。DM合

併率、飲酒率に差はなかった。HCV群の好発群（60〜79才）156例と若

年群（60才未満）38例の比較では、男性比66/90％、肝硬変率83/95％、血

小板数10.1/8.1×104/μlと若年群で男性の肝線維化進展例が多く、腫

瘍径は26/ 24mmと同等であった。若年群で飲酒率が高かった。ALD

群の好発群（60〜79才）48例と若年群（60才未満）12例の比較では、肝硬

変率85/100％、血小板数13.8/11.8×104/μlと若年群で肝線維化進展

例が多く、腫瘍径は35/23mm、DM合併率は42/0％だった。【考案・結

語】成因ごとに肝癌の臨床的特徴は異なっていた。年齢階層別では、若

年発症においてHBV群では背景因子の特徴は見いだせなかった。

HCV群では飲酒など増悪因子の存在が、またALD群では若年からの持

続した多量飲酒が影響していると考えられた。肝癌囲い込みの効率化

のために成因別年齢因子を加味した検討も有効と思われた。

107（消）．乏血性結節から多血流性への経過を13年間観察し得
た肝癌の1症例

○�田辺利男 （道東勤医協釧路協立病院）

【目的】CTとMRで単純、早期動脈相、後期（細胞相）ともloくの所見を呈し

てから13 年目に多血性のHCCに到った1症例を経験したので報告する。

【症例】症例は76歳、男性。C型慢性肝炎γ1型高RNA症例。1988年（51歳）に

肝癌健診でS4 区域に直径 6cm大のHCCを発見され4回の肝動脈塞栓術で

CRに至り、以後C型肝炎に対し、IFNのαとβで2回の治療を受けている

が効果はNRであり肝機能は軽度変動。HCCのフォローの為に定期的な

画像診断を行う。2012 年 11 月のS8 部分切除では20×18mmのSがageAの

HCCで単結節型で辺縁部では2つの結節 1と2にわかれているように見え

る。脈管浸潤はなく、組織ではModeおaがelけ、一部Wellを示した。【画像診

断の経過】CTでは1.999年にS8辺縁表面に直径10×5mmの表面側が広い

デルタ状の早期、後期相�ともLoくの1のSOLを認め、2001年からはそれに

近接して10× 5mmの結節様陰影 2のSOLも観察された。SOLは2ケとも

徐々にサイズが拡大し。2008 年には15mm、2012 年で20mmに至る。US

では2001年に14×10mmの血管腫を疑う均一な高エコー像1ケとして認め

たが、徐々に増大し、2007年には20mmとなりました。経過中に3回のソ

ナゾイドUSでは早期濃染も細胞相欠損も認めなかった。MRIの1Tでは

2001 年よりT 1Wがloく、T 2WがiかoからFainが�highで推移していたが、

2010 年の1. 5TのMRIでT 1W�oきが�phaかeでのSきppおeかかionが確認され、

2011 年にT 2Wから部分的にfainが�highになり徐々に拡大、2012 年 7 月に

DWIでHighとなり、Dけnamicの動脈相で5mmのNodきle� in�nodきleの早期

濃染を示しました。CEUS、CTでの多血性確認はMRIとほぼ同時期でし

た。基礎肝病変はF 1、A 1の慢性肝炎。腫瘍マーカーはAFPが6. 8、

PIVKA− 2は24。【考案】CTやMRIでdelaけ�loくを示す病変についてガイ

ドラインでは10 〜 20mmの結節は造影エコーもしくはCTAPでの血流確

認の確認もしくは狙撃生検でHCCの確診としています。この症例はサイ

ズの拡大は緩徐であり、USで高エコーでもあり造影エコーでもCTと

MRIと同時期にしか血流を観察し得なかった。CTとMRでPlainとEaおlけ、

Delaけとも10mmのloく結節出現から多段階発がんの経過を経てHCCに到

る13年間の長期の画像診断を観察した症例として報告する。
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108（消）．低分化型肝細胞癌と肝内胆管癌の画像所見からの鑑別
○�荘　拓也�1�，中馬　誠�1�，常松聖司�1�，佐藤史幸�1�，寺下勝巳�1�，

佃　曜子�1�，中井正人�1�，堀本啓大�1�，須田剛生�1�，夏井坂光輝�1�，

横尾英樹�2�，神山俊哉�2�，武富紹信�2�，坂本直哉�1� （北海道大学大学

院医学研究科消化器内科�1�，北海道大学大学院医学研究科消化

器外科I�2�）

【目的】肝細胞癌の典型的なCT画像所見として，動脈相での早期濃染

像及び平衡相での洗い出しが認められる．低分化型肝細胞癌では典型

的な画像所見を示さず，肝内胆管癌との鑑別が困難となる症例も多く

認められる．今回，我々はこれらの画像上の鑑別点を明らかにするた

めに肝内胆管癌及び低分化型肝細胞癌の画像所見を比較検討した．

【方法】2003年7月から2011年12月までの当院で経験された644例の原

発性肝癌のうち，外科的切除により低分化型肝細胞癌と診断された23

例（P-HCC群）と，肝内胆管癌と診断された19例（ICC群）について，造影

CTでの以下の項目について比較検討を行った．1）造影効果A早期濃

染像（均一濃染/内部の一部濃染/辺縁のみ/無し），B平衡相での洗い出

し（有/無）．2）�八頭様腫瘤像（有/無）．3）腫瘍内の血管走行（貫通/内

部走行も途絶/無）A動脈，B門脈．4）腫瘍末梢の胆管拡張（有/無）．

【成績】両群（P-HCC群ぎか�ICC群）の背景因子として，年齢及び男女比に

は有意差はなかった．腫瘍因子として，主病巣の大きさ（平均）：

53.7mmぎか64.4mm）、個数（単発/2個/3個以上）：16/2/5ぎか15/0/4は両

群で同等であった．両群における画像所見として（P-HCC群ぎか�ICC群），

1）-A：4/ 10/ 4/ 5ぎか 0/ 3/ 13/ 3，1）-B：15/ 8ぎか 1/ 18，2）�，2）：

9/14ぎか14/5，3）-A：5/3/15ぎか11/4/4，3）-B：1/1/21ぎか2/5/12，4）：

4/19ぎか11/8については有意差を認めた（p＜0.05）．特に早期濃染像及

び洗い出しを示す場合，腫瘍内部の動脈走行は，P-HCC群と�ICC群間

で強い有意差（p＜0.01）を認め，鑑別に有用な所見と考えられた．これ

ら42例について，早期濃染像及び洗い出しを示す場合は16例中15例が

肝細胞癌であり，他の26例のうち腫瘍内部の動脈走行を認めるものは

17例中15例が肝内胆管癌であった．

【結語】低分化型肝細胞癌と肝内胆管癌の鑑別は，早期濃染パターンに

加え，腫瘍内部の血管走行の所見は両者の鑑別に有用と考えられた．

109（消）．多臓器播種を合併した肝膿瘍の1例
○�森園竜太郎，古山準一，高木秀雄，西尾　仁，森田康太郎，

後藤　哲，松崎伸幸，濱本洋輔 （勤医協中央病院）

【症例】65歳　男性【現病歴】2012年11月に細菌性肝膿瘍（Klebかiella�

pneきmoniae）の診断で当院入院歴有り．2013年2月末に発熱を主訴

に当院救急外来を受診．血液検査と腹部造影CTにて肝膿瘍の診断

となり同日入院．【既往歴】2012年11月に細菌性肝膿瘍にて入院【経

過】入院後より抗生剤（ABPC/SBT，その後PAPM/BPに変更）によ

る治療を開始するも，第5病日目（3/4）の夕方頃より目のかすみを認

めたため，翌日当院眼科を受診した結果細菌性眼内炎の診断．同日

当協会札幌病院眼科に転院となり硝子体切除＋抗生剤（VMC，

CAZ）硝子体腔投与＋水晶体再建術＋シリコンオイル注入施行．第

9病日目（3/8）に肝膿瘍の治療及び腸骨静脈血栓疑い，腸腰筋膿瘍疑

いで当院転科となる．転科後の画像所見より，肝膿瘍以外にも腸腰

筋膿瘍，前立腺膿瘍，脊髄硬膜外膿瘍，右総腸骨静脈血栓を認めた．

当院外科，整形外科，泌尿器科，循環器科とも相談の上で，抗生剤によ

る治療継続を行い，血栓に関しては，増大傾向の無い事より膿瘍及び

全身状態の改善待ってからの抗凝固療法となった．第 19 病日目

（3/18）の血液検査ではCRP：0.88mg/dLまで改善，第33病日目（4/1）

の画像所見でも膿瘍及び血栓の縮小を認めた．第48病日目にリハビ

リ目的で転院となる．【考察】肝膿瘍の原因には経胆道性，経門脈性，

経動脈性，直達性，外傷性，特発性などに分けられるが，本症例は胆道

感染を示唆する所見は無く，下痢や急性腸炎症状も認めず，感染経路

は不明である．肝膿瘍を原発とし，転移性病変をまとめた報告によ

ると，転移部位は眼内炎（60.8%），肺化膿症（43.4%），脳膿瘍・髄膜炎

（26.0%），尿路感染・前立腺膿瘍（21.7%），骨髄炎・関節炎（8.6%），腸

腰筋膿瘍（4.3%）となっており，経過も踏まえて考えると，肝膿瘍に

続発して血行性に播種して，眼内炎や腸腰筋膿瘍，前立腺膿瘍を形成

したと考えた．【結語】細菌性眼内炎，腸腰筋膿瘍，前立腺膿瘍を続発

した肝膿瘍の1例を経験した．

110（消）．大腸癌肝転移切除における術中造影エコーの有用性
○�若山顕治，神山俊哉，横尾英樹，柿坂達彦，折茂達也，蒲池浩文，

敦賀陽介，武冨紹信 （北海道大学大学院医学研究科消化器外科

学分野1）

【目的】大腸癌の肝転移に対する積極的な外科的切除は有効性であ

るが、EOB-MRIをはじめとする画像診断技術の進歩により微小な

病変も検出されるようになり、いかに術中に検出しうるかが根治的

切除にむけて重要な課題である。ソナゾイドを用いた造影USでは、

Poかが-ぎaかcきlaお�Imaging（いわゆるKきpfeお�Imaging）が得られるとい

う大きな利点がある。当科における大腸癌多発肝転移切除例 2例を

供覧し、術中造影USの有用性を検討する。【方法】造影剤投与10分後

以降に全肝の観察、MI≒0.30付近、フォーカスは画面最深部としコ

ントラストモード1画面でルーティン検査のように全肝を観察、造影

剤の欠損像があれば、その都度ファンダメンタルの2画面表示で観察

した。【症例1】70歳、男性。上行結腸癌、同時性多発肝転移に対して

前医で結腸右半切除術施行、術後、多発肝転移巣に対して

paniがきmきmabβFOLFOXの化学療法が施行された。9サイクル施行

時点で治療効果が部分奏功と判定された。術前のEOB-MRIでは、全

肝にわたり0.4〜1.4cmの肝転移巣を計25個認めた。術中造影USで

全ての病巣は描出可能であり、15か所の部分切除にて全病巣を切除

し、摘出標本の病理組織学的検索でも、25病巣が確認された。【症例

2】45歳、女性。S状結腸癌、同時性多発肝転移に対して前医でS状結

腸切除術施行。術後、FOLFOXβBeぎaciげきmabによる化学療法 5サ

イクル施行され、肝病巣の縮小を認めた。術前のEOB-MRIでは0. 3

〜 1.4cmの肝転移巣を肝S8に3個、S1に1個認めた。術中造影USで

すべての病巣を描出し、肝S8 亜区域切除＋S1 部分切除にて摘出し

た。病理組織学的検索でも4病巣が確認された。【結語】術中造影エ

コーにより、肝の深部に存在する微小な肝転移巣なども明瞭に描出

することが可能であり、これにより大腸癌多発肝転移症例において

も確実な病巣の根治的切除が可能となる。

111（消）．当院における同時性肝転移症例に治療成績
○�中西一彰，脇坂和貴，市川伸樹，数井啓蔵 （北海道社会保険病

院外科）

【背景】大腸癌研究会の集計によると大腸癌同時性肝転移は11 . 6%

で転移程度もH3が最も多く、同時に肺転移や腹膜転移を伴う例が多

いと報告されている。また進行癌が多く、大腸癌イレウスや多臓器

浸潤、穿孔等の全身状態が不良な症例も多い�そのため同時性肝転移

症例に対する肝切除の適応や治療方針は異時性より明確ではない。

【目的】当院における大腸癌同時性肝転移症例の臨床病理学的特徴や

治療経過を検討する。【対象】2008-2012年までに当院で緩和的手術

を含む手術療法を施行した大腸癌318例のうち、同時性肝転移症例30

例。同時性の定義は手術療法施行時に肝転移を認めた症例とした。

【結果】男性15例、女性15例。平均年齢は66.6歳であった。原発巣の

主占拠部位は盲腸2例、上行結腸5例、横行結腸3例、下行結腸2例、S

状結腸12例、直腸6例であった。原発巣切除例は23例であり、切除例

の原発巣の平均腫瘍径は5. 9cmで深達度は全例かか以深であった。7

例は原発巣を切除せずバイパスやストーマ増設など緩和的手術が施

行された。原発巣切除時に同時に肝転移に対して肝切除を行ったの

は1例、RFA施行が1例であった。同時肝切除非施行（21例）の理由

としては、肝転移巣が切除不能13例、全身状態不良が2例、原発巣の進

行が6例であった。それら21例中15例に術後化学療法が施行され、そ

のうち9例に2期的肝切除を施行した。そのうち肝転移が切除不能状

態から原発巣切除後の化学療法で切除可能となったconぎeおかion症例

は5例であった。術後化学療法非施行6例中4例で2期的肝切除が施行

された。2期的肝切除を施行した11例のうち10例が生存中であり、3

例が3年以上生存していた（中央値：1年10カ月　おange：1-4. 5年）。

一方、非肝切除例10例では3年以上生存は1例のみであった（中央値：

6か月　おange：1か月-3年）。原発巣非切除例7例中5例は3か月以内

に死亡した。【まとめ・結語】大腸癌同時性肝転症例においても肝切

除は有効な治療であった。しかし、原発巣手術時の全身状態や肝転

移状況のため2期的切除となることが多く、全身状態の回復後の有効

な化学療法の施行が重要である。
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112（内）．重症膵炎による膵管損傷により生じた膵仮性嚢胞に
対し、EUS下膵仮性嚢胞ドレナージ術が奏功した1例

○�高添　愛�1�，山北圭介�1�，鈴木裕子�1�，岩本英孝�2�，今澤雅子�1�，

北野陽平�1�，太田　雄�1�，須藤隆次�1�，玉木陽穂�1�，麻生和信�1�，

和田佳緒利�1�，羽田勝計�1� （旭川医科大学第二内科�1�，国立がん研

究センター東病院�2�）

【症例】40台男性【主訴】上腹部痛【既往歴】アルコール性急性膵炎【現

病歴】H24年10月、上腹部痛にて近医受診。血液検査上膵酵素の上

昇と、CTで急性膵炎に伴う異常所見を認め、急性膵炎の診断で即日

入院。保存的に治療を行い上腹部痛は改善したが、膵酵素の低下が

みられず、精査加療のため12/25当科へ転院となった。【転院時現症】

腹部は平坦・軟。上腹部から左側腹部にかけ、軽度の圧痛あり。【経

過】転院直後の造影CTでは、膵は頭部・体部・尾部の3領域に島状に

分断され、膵体部周囲を中心に被膜形成のある液体貯留を認めた。

また膵尾部は腫大し、周囲には液体貯留を認めた。残存している膵

の造影効果は保たれていた。以上より壊死性膵炎と、仮性嚢胞、尾側

の膵炎と診断した。絶飲食、輸液、予防的抗菌薬投与、蛋白分解酵素

阻害剤の投与を行い、まずは保存的に縮小を期待したが、体部の仮性

嚢胞は徐々に増大し膵尾部の液体貯留も被膜を形成していった。6

週間後も縮小なく、ドレナージを行う方針となった。経乳頭的ドレ

ナージを試みたが、炎症により主膵管が断裂しており嚢胞までカ

テーテルを進めることができなかったため、経消化管的ドレナージ

の方針となった。経過は良好で、膵酵素は低下し、嚢胞は縮小した。

その後の再増悪もなく、食事開始後退院となった。【考察】本症例で

は、断裂した尾側の主膵管より漏出した膵液が仮性嚢胞を形成して

おり、持続的なドレナージが必要と診断した。経乳頭的なドレナー

ジが困難であったため、経消化管的ドレナージを選択した。現在ま

で良好なドレナージ効果を得られている。【結語】近年膵仮性嚢胞に

対し、経乳頭的なアプローチが困難な例で、EUS下経消化管的穿刺

ドレナージが行われるようになってきている。効果的と考えられた

症例を経験したので報告する。

113（内）．膵炎をきたした膵体部動静脈奇形に対し尾側膵切除
を施行した1例

○�松薗絵美�1�，長川達也�1�，北川　翔�1�，奥　大樹�1�，岡村圭也�1�，

平山　敦�1�，宮川宏之�1�，田中栄一�2�，平野　聡�2� （札幌厚生病院第

2消化器内科�1�，北海道大学病院消化器外科II�2�）

【はじめに】膵動静脈奇形（aおがeおioぎenoきか�malfoおmaがion：以下

AVM）は画像診断技術の進歩に伴い報告例は増加しているが、比較

的稀な疾患とされている。膵炎や消化管出血をきたした報告もあり、

有症状例は治療適応とされている。今回我々は膵炎、仮性嚢胞形成

を伴発した膵体部AVMに対し、尾側膵切除を行った1例を経験した

ので報告する。【症例】60歳男性。上腹部痛にて前医受診。CTにて

膵体部腫大、膵管拡張を認め、精査目的に当科紹介となる。造影CT

では、膵体部を中心に動脈相で濃染する多数の脈管構造を認め、門脈

系血管が早期に造影された。また、膵体部病変と近接して仮性嚢胞

形成を認め、膵周囲脂肪織の濃度上昇を伴っていた。腹部MRIでは、

腫大した膵体部にとoく�ぎoidを多数認めた。腹部超音波検査、超音波

内視鏡検査では、膵体部実質内に不規則な嚢状の管腔構造を認め、カ

ラードプラ画像では管腔内にモザイク状の血流シグナルを検出し

た。また、FFT（Faかが�Foきおieお�Tおanかfoおm）解析では、病変内部に高

速の拍動流が検出され、門脈系血管の拍動化が顕著であった。造影

超音波検査では、造影早期から管腔内へ急速にbきbbleが流入し、近

接する低エコー領域は造影不良であった。腹部血管造影検査では、

背側膵動脈を主とし、脾動脈、上腸間膜動脈、胃十二指腸動脈、左胃動

脈など複数の動脈を供血路とする異常血管の集合体を膵体部に認め

た。また、動脈相早期に門脈系血管が描出され、動脈め門脈シャント

が確認された。以上の画像所見及び血行動態から膵体部AVMと診

断された。膵体部で血流低下所見を認め、動脈め門脈シャントに伴

う盗血による虚血性膵炎の合併が腹痛の原因と考えられ、尾側膵切

除を施行した。術後病理でも膵AVMと虚血性膵炎の変化を認めた。

【考察】特徴的な画像所見を呈した膵AVMの1例を経験した。カラー

ドプラおよび造影超音波検査は、生理的血行動態を比較的低侵襲で

観察可能であり、本症例の病態の把握に有用であった。

114（消）．自己免疫性膵炎における悪性腫瘍の合併について
○�友成暁子，真口宏介，潟沼朗生，高橋邦幸，小山内学，矢根　圭，

高木　亮，金　俊文，松本和幸，松森友昭，権　勉成 （手稲渓

仁会病院消化器病センター）

【背景と目的】近年、自己免疫性膵炎（以下AIP）と、悪性腫瘍の合併

に関しての報告が散見されるが、その発生頻度やAIPとの関連性に

関しては依然不明な点が多い。今回当センターで診断・治療を行っ

たAIP症例における悪性腫瘍の合併について検討した。

【対象と方法】1998年2月から2012年12月の期間に自己免疫性膵炎

診断基準（2011）によりAIPと確定診断した48例（M:F=35:13γ�median�

age�65γ�22-85けおか）を対象とした。検討項目は1）癌合併の頻度と発生

部位、2）AIP診断と癌の発生時期、3）癌の治療法、Sがage、予後、と

した。

【結果】1）6例（12.5%）7部位で癌発生を認めた。発生部位の内訳と

組織型は、肺（扁平上皮癌）2例、乳房（不明）、喉頭（不明）、大腸（腺癌）、

前立腺（腺癌）と胃（腺癌）の重複癌がそれぞれ1例であった。2）2例2

部位（喉頭と乳房）はAIP診断前60ヵ月、108ヵ月で癌が発見されて

いた。残りの4例5部位は、胃癌と大腸癌はAIP診断時に、前立腺癌と

肺癌の2例はAIPの経過観察中1、3、6ヵ月で発見された。3）肺癌の

1例はSがage�IVであり化学療法を施行し、32か月後に癌死した。前

立腺癌はホルモン療法、胃癌と大腸癌は内視鏡的切除、乳癌、喉頭癌、

肺癌は外科的切除術が施行され、全てSがage�Iの判定であった。予後

は観察期間中央値41.5ヵ月で5例が無再発生存中である。

【結論】少数例の検討であるが、AIP症例の癌合併率は12.5%と比較

的高率であり、また発生部位も多岐にわたる。このため、AIPと診

断した際には全身のスクリーニングを行う必要があると考えられ

た。しかしながらAIPと癌の発生との関連には不明な点も多く、今

後大規模な症例の蓄積による検討が必要である。

115（消）．切除例からみた分枝型IPMNの悪性化に関わる因子
○�金　俊文，真口宏介，小山内学，高橋邦幸，潟沼朗生，矢根　圭，

高木　亮，松本和幸，権　勉成，松森知昭，友成暁子 （手稲渓

仁会病院消化器病センター）

【目的】分枝型IPMN切除例の臨床・病理学的所見をおeがおoかpecがiぎeに検討し、

悪性化に関わる因子を明らかにする。

【対象】2013年5月までに当センターで診療した分枝型IPMN782例中、切除を

行った91例（12%、外科手術�89、剖検�2）を対象とし、IPMN国際診療ガイドラ

イン2012に応じ、良性としてloく/inがeおmediaがe�gおade�dけかplaかia（LD）とhigh�

gおade（HD）をD群、悪性としてminimal�inぎaかiぎe�caおcinoma（MC）とinぎaかiぎe

（IC）をC群に分類した。年齢中央値は63（51-78）歳、男女比は53�:�38、主腫瘍部

位はPh�51（56%）、Pb�32（35%）、Pが�8（9%）。尚、当センターの分枝型IPMN

の手術適応は原則として結節径≧6mmとしている。

【検討項目】1.病理診断、2.患者背景と病変部位、3.拡張分枝径・主膵管径・

結節高/径（浸潤部を含む）、4.予後

【結果】1.D群は77例（85%）であり、LD�40（polけpoid（P）型�20、non-polけpoid

（NP）型�20）、HD�37（P型�34、NP型�3）、C群は14例（15%）であり、MC�7（P

型�5、NP型�2）、IC�7（P型�6、NP型�1）であった。旧分類では腺腫（LD）�40（44%）、

腺癌�（HDβMCβIC）�51（56%）であった。2.年齢、男女比、病変部位は両群間で

有意差を認めなかった。3.拡張分枝径中央値はD群�29mm（10- 90）/C群�30

（20-60）、主膵管径はD群�7mm（2-30）/C群�7（2-20）、結節径はD群�7mm（0-50）

/C群�11（0-28）であった。ROC解析によるD/C群を区別する至適cきがof値は拡

張分枝径�29mm、主膵管径�6mm、結節径�12mmであり、結節径のみに有意差を

認めた（感度�50%、特異度�78%、p=0.046）。一方、LCとHDβMCを区別する

結節高のcきがof値は7mmであった（感度�68%、特異度�80%、p＜0.0001）。4.中

央値�3.8年（0.1-14. 3）の観察期間中8例（9%）に再発を認め、内訳はD群�7（LD�3、

HD�4）、C群�1（MC）であり、再発形式は残膵再発�7、腹膜播種�1であった。残

膵再発には外科切除�5、化学療法�1、経過観察�1を施行し、全例生存中である。

腹膜播種例（LD）は腹腔内穿破を伴っており、切除1.2年後に原病死した。

【結論】C群は切除例の15%にすぎず、inぎaかiぎe�caおcinomaを悪性とした場合

の悪性化に関わる因子は結節径12mm以上であった。術後再発を8例に認めた

が、うち7例はD群であり、悪性の定義に問題があると考える。
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116（消）．主膵管型IPMNの検討
○�権　勉成，真口宏介，高橋邦幸，潟沼朗生，小山内学，矢根　圭，

金　俊文，高木　亮，松本和幸，松森友昭，友成暁子 （手稲渓

仁会病院消化器病センター）

【目的】主膵管型IPMN（MD-IPMN）は悪性の頻度が高いことから切

除適応とされているが、種々の理由により経過観察となる例も存在す

る。今回、当センターで診断したMD-IPMN例について検討した。【方

法】1997年4月から2013年4月までに診断したMD-IPMNは22例であり、

このうち診断時切除10例:A群（平均年齢70.7歳（63-81）γ男:女�3:7）と経

過観察とした12例中1年間以上経過した7例：B群（69.1才（62-81）γ4: 3）

を対象とした。当センターのMD-IPMNの定義は、主膵管内に粘液貯

留もしくは腫瘤性病変が存在し、周囲分枝の拡張を伴わないものと

し、進展の定義は主膵管径の2mm以上の増大・結節隆起の出現もしく

は2mm以上の増大とした。【検討項目】1）切除例の内訳、2）経過観察

例の内訳と進展率、3）経過観察後切除例の検討、4）予後とした。【結果】

1）診断時の平均主膵管径は13.6mm（6-25）、有結節80%こ（8/10）、平均

結節隆起高10.6mm（0-20）さであった。術式はPD4、DP5、TP1であり、

病理組織学的診断は腺腫3、非浸潤癌3、微小浸潤癌3、浸潤癌1（切除断

端は全て陰性）であった。2）経過観察開始時の主膵管径は平均7.1mm

（4-13）、有結節28.5%こ（2/7）γ平均結節隆起高3.5mm（1-6）さであった。

平均観察期間57ヵ月（12-86.2）で3例（43%）に進展（主膵管径増大＋結

節出現1γ主膵管径増大＋結節増大2）を認めた。3）進展の2例に対し外

科的切除（PD）を施行し、病理組織学的診断は非浸潤癌�1γ腺腫1であ

り、浸潤癌は認めなかった。一方、MDS・認知症合併の1例は経過観

察を継続している。4）全観察期間平均75ヵ月（12-185）でA群では肝膿

瘍による他病死1例、微小浸潤癌で1例術死したが、浸潤癌の1例は残膵

再発を認めたものの化学療法を行い術後 26ヶ月現在経過観察中であ

る。B群では他病死1例（外傷性頸椎損傷）を認めたが、原病死例はな

かった。【結論】初回診断時切除群では悪性率は70%と高かったが、浸

潤癌は1例のみであった。経過観察群における進展率は43%と高かっ

たが、進展までの期間は比較的長く、浸潤癌を認めていないことから

患者背景によっては経過観察を行い得る可能性がある。

117（消）．診断に苦慮したBMI32の膵Lけmphoepiがhelial�Cけかがの1例
○�岡本哲郎�1�，村松博士�1�，猪股英俊�1�，宮島治也�1�，平田健一郎�1�，

長町康弘�2�，山内尚文�2�，井原康二�2�，小山隆三�2�，西里卓次�3�，

山田秀久�3�，福島正之�3�，矢野智之�3� （清田病院消化器内科�1�，清田

病院内科�2�，清田病院外科�3�）

症例は61歳男性。身長166cm、体重89kg。ビール500ml�β�焼酎200ml

の飲酒家。職場健診の便潜血陽性のため受診した際、肝機能障害の

精査のために行った腹部CTで膵尾部に腫瘤が認められた。AST/

ALT= 41/ 71と上昇あり、γGTP= 47 γ�かAmけ= 57は正常でCA 19-

9= 64と上昇していた。造影CTで腫瘤は膵尾部に直径約 5センチの

低吸収域として描出される多房性嚢胞性病変であった。その被膜は

比較的厚くその一部は造影された。周囲リンパ節の腫大やFlきid�

collecがionは認められなかった。MRIでは嚢胞内容はT1WIではやや

高信号、T 2WIでは著明な高信号であった。また嚢胞壁には結節状

の隆起を伴っていた。MRCPおよびERPでは主膵管との交通は明ら

かでなく、主膵管の拡張や透瞭像は認められなかった。　腹部超音

波では高度肥満のため、体表プローブから病変までの脂肪組織によ

る減衰が強く、膵尾部に低エコー病変が認識されたのみで、嚢胞壁や

嚢胞成分についての情報は得られなかった。超音波内視鏡でも同様

に減衰強く病変の詳細について所見は得られなかった。　径 5セン

チ大の膵尾部の多房性嚢胞性膵腫瘍で、MRIで嚢胞壁内の隆起を考

慮すると分枝型IPMCの可能性を否定できず穿刺は播種のリスクを

伴うと判断した。十分なICのうえ腹腔鏡下膵体尾部切除術を行っ

た。病理所見で境界明瞭な嚢胞壁は重層扁平上皮層とリンパ組織層

の2層からなり嚢胞内容には角化物も認められるLけmphoepiがhelial�

Cけかが（LEC）であった。�膵LECは膵嚢胞性疾患の約0.5％の稀な疾患

で、各種画像診断によっても診断可能であるが、本症例では高度肥満

によって超音波所見が十分得られず診断に苦慮した。文献的考察を

含めて報告する。

118（消）．膵上皮内癌の1例
○�平子　匡�1�，久居弘幸�1�，小柴　裕�1�，宮崎　悦�2�，前田喜晴�3�，

佐藤正文�3�，川崎亮輔�3�，行部　洋�3�，上野　峰�3�，池田裕貴�4�，

在原洋平�4� （伊達赤十字病院消化器科�1�，伊達赤十字病院内科�2�，

伊達赤十字病院外科�3�，札幌医科大学腫瘍・血液内科学講座�4�）

浸潤性膵管癌の予後は不良であり、膵癌の早期診断、早期治療の観点

から膵上皮内癌が注目されているが、上皮内癌の報告例はいまだ少

ないのが現状である。今回、急性胆嚢炎加療中に主膵管拡張を契機

として発見された膵上皮内癌の1例を経験したので報告する。

症例は81歳、男性。糖尿病、高血圧、虚血性心疾患で前医通院中、平成

25年3月下旬に上腹部痛、発熱あり、精査加療目的に当科紹介入院。

入院時検査ではWBC�14200�/μl、CRP�33. 27�mg/dlであり、USお

よびCT所見より胆嚢結石による急性胆嚢炎�（中等症）と診断し、経

皮経肝胆嚢ドレナージを施行し症状は改善した�（後日総胆管結石に

対しEST截石）。入院時に施行したCTで尾部の主膵管拡張を認めた

が腫瘤像はなく、MRCPでは体部主膵管の約5cmにわたる狭窄と周

囲の小嚢胞、その尾側の主膵管拡張を認めた。EUSでは膵管狭窄部

周囲は低エコーを呈していた。ERCPではMRCP同様、体部主膵管

の限局性狭窄像を認め、膵液細胞診および同部位の擦過細胞診では

claかか�V�（腺癌）であった。

以上より膵体部癌�（T1N0M0、c�Sがage�0）と診断し、4月に当院外

科にて膵体尾部切除および胆摘を行った。病理組織所見では膵体部

の主膵管と一部の分枝膵管において約6cmにわたり異型上皮が低乳

頭状に増殖する上皮内癌を認め、膵切除断端陽性であり、主膵管周囲

の膵実質は随伴性膵炎と考えられる線維化とリンパ球浸潤、小葉の

萎縮を伴っていた。その尾側拡張主膵管は反応性過形成を示してい

た。

119（消）．慢性膵炎の経過観察中に発症した膵上皮内癌の1切除例
○�山田裕人�1�，木下幸寿�1�，藤澤良樹�1�，町田卓郎�1�，碇　修二�1�，

加藤貴司�1�，佐々木清貴�1�，中村英明�1�，加賀谷英俊�1�，目黒高志�1�，

堀田彰一�1�，森本浩史�2�，楢崎　肇�2�，中山智英�2�，加藤健太郎�2�，

岡本圭祐�2�，藤田美芳�2�，森田高行�2�，高橋利幸�3� （北海道消化器科

病院内科�1�，北海道消化器科病院外科�2�，北海道消化器科病院病

理�3�）

症例は73歳、男性。2008年5月に腹痛にて受診。慢性膵炎の急性増悪

の診断にて入院。ERCPにて主膵管に狭窄部位を認め、擦過細胞診

を施行するも陰性。その後も3回、膵炎発作で入退院を繰り返し、そ

の都度、狭窄部から擦過細胞診を施行するも陰性であった。画像検

査で狭窄部末梢膵管の拡張を認めるも狭窄部位に腫瘤性病変を同定

できなかった。2013年1月、フォローアップ目的の腹部CTにて、狭窄

部末梢膵管の拡張が増大、分枝膵管の拡張も認められた。狭窄部位

のEUSにて腫瘤の同定には至らずも、擦過細胞診にて高分化型腺癌

の診断にてSSPPDを施行した。病理学的には、主膵管狭窄部は線維

化のみで、腫瘍性病変はなく、末梢膵は腺房の萎縮と脂肪化が目立っ

ていた。狭窄部の末梢分枝膵管にPAN-IN3（CIS）を認め、そのほか

主膵管に�aがけpical�epiがheliきmを3 病変認めるTiかγpN 0γM 0のSがage�0�

の上皮内癌であった。上皮病変と膵管狭窄の因果関係は組織学的に

は明らかではなかった。本症例では、早い段階から膵管狭窄をフォ

ローアップすることにより、最終的に擦過細胞診で確定診断に至っ

た。しかしながら狭窄部位と腫瘍部位が一致していなかったことも

あり、擦過細胞診では正診に至らなかった可能性も考えられる。さ

らにEUSにても腫瘤の同定に至らず、EUS−FNAでの診断も困難

であった。膵上皮内癌は腫瘍の直接描出が困難な症例が多いとされ

るが、間接所見である膵管の軽微な拡張、分枝膵管の拡張などを呈す

ることがある。慢性膵炎は膵癌の高危険群でもあるため、これらの

所見に注意を払い、積極的な精査を行うべきと思われる。
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120（消）．膵の形態変化を観察しえた早期膵癌の1例
○�岡村圭也，宮川宏之，長川達哉，平山　敦，奥　大樹，北川　翔，

松薗絵美 （札幌厚生病院第2消化器内科）

症例は70歳、女性。C型肝硬変、肝細胞癌で当院に通院中であった。

経過観察中に施行した腹部CTにて膵体部の限局性の萎縮、同部の造

影低下を認め、精査目的に当科入院となった。MRIでは膵体部で一

部主膵管が不描出となり、尾側主膵管の拡張を認めた。狭窄部の膵

実質は委縮し、T1強調画像でloく�inがenかiがけ、動脈相での造影低下を

認めた。EUSでは膵体部に14.5×8.6mmの境界不明瞭な低エコー領

域を認めた。ERPでは膵体部で主膵管の狭窄と同部での分枝拡張を

認め、狭窄部よりブラッシング細胞診を施行したがClaかか�IIIの診断

であった。画像所見上膵癌を疑い、膵体尾部切除β脾臓摘出術を施

行した。病理診断はPb、TS3、きnclaかかiでable�がけpe、T1、pCH（-）、

pDU（-）、pS（-）、pRP（-）、pPV（-）、pA（-）、pPL（-）、pOO（-）、

pPCM（β）、pBCM（-）、pDPM（-）、pN 0、pM 0、Sがage� I、

Inぎaかiぎe� dきcがal� caおcinoma、Tきbきlaお� adenocaおcinoma�くell�

difeおenがiaがed�がけpe、inがeおmediaがe� がけpe、INFβ、lけ 0、ぎ 0、ne 0、

mpd（β）であった。腹部CTにて観察しえた膵の形態変化および若

干の文献的考察を加え報告する。

121（消）．地方病院におけるSがage�I膵癌の検討
○�久居弘幸�1�，平子　匡�1�，小柴　裕�1�，宮崎　悦�2�，前田喜晴�3�，

佐藤正文�3�，川崎亮輔�3�，行部　洋�3�，上野　峰�3�，在原洋平�4�，

池田裕貴�4� （伊達赤十字病院消化器科�1�，伊達赤十字病院内科�2�，

伊達赤十字病院外科�3�，札幌医科大学腫瘍・血液内科学講座�4�）

本邦における膵癌の死亡数は年間28829人�（2011年）で、悪性腫瘍部

位別死亡原因の第5位であり、今後もさらに増加すると考えられてい

る。治療成績改善のための診療体系の確立が急務である。周知の如

く膵癌は腫瘍径がTS1として発見されても、脈管侵襲などを伴い予

後良好とはいえない。そのため、膵癌の予後改善のためには、さらに

早期の発見・切除が必要である。

今回われわれは、地方病院である当院で経験したSがage�I膵癌 6例�

（年齢65〜84歳、平均74歳、男性4例、女性2例）について、発見契機、疾

患背景（占拠部位、腫瘍径、進行度、生存期間）、リスク因子の有無、腫

瘍マーカー、画像の特徴などを検討したので報告する。

122（消）．pTS1膵癌42例の検討
○�松森友昭，真口宏介，高橋邦幸，潟沼朗生，小山内学，矢根　圭，

金　俊文，高木　亮，松本和幸，権　勉成，友成暁子 （手稲渓

仁会病院消化器病センター）

【目的】pTS 1 膵癌におけるpSがageIとII-IVbの臨床的特徴を比較検

討する。【対象と方法】1997年4月から2013年4月までに切除した浸

潤性膵管癌228例中、pTS1膵癌42例（男女比�17:25、年齢中央値68

（49-88））をpSがageI（以下、I群）13例（31.0%）とpSがageII-IVb�（以下、

O群）29例（pSがageII�2、III�22、IVa�4、IVb�1）に分けて検討を行った。

検討項目は1.腫瘍径と占拠部位、2.初発症状、3.発見契機となった

画像検査、4.各種画像検査の腫瘤描出率、5.再発率・再発様式、6.

予後、とした。【結果】1.�腫瘍径中央値はI群14mm（6-19）、O群18（8-

20）。腫瘍占拠部位はI群�頭部7：体尾部6、O群　頭部13：体尾部16

で有意差を認めなかった。2.初発症状は、I群:腹痛・背部痛 4、無症

状9（DM悪化3、Amけ上昇2）、O群:腹痛・背部痛10、黄疸9、無症状

10（DM悪化4、Amけ上昇2、腫瘍マーカー上昇1）であり、I群で無症

状が多かった。3.�I群：US7（腫瘤指摘3、間接所見4）、CT6（腫瘤指

摘3、間接所見3）、O群:US17（腫瘤指摘7、間接所見10）、CT9（腫瘤

指摘5、間接所見4）、MRCP2、ERCP1であった。US・CTのいずれ

かで間接所見を指摘したのはI群:84.6%（11/13）、O群:96.6%（28/29）

であった。5.観察期間中央値はI群 37. 4ヵ月（5. 3- 138. 9）、O群 29. 1

（3.0-95. 6）であり、再発率はI群�46.2%（6/13）、O群51.7%（15/29）で

あった。再発様式はI群:切除断端再発2、リンパ節転移1のほか残膵

再発3、O群:肝転移7、腹膜播種3、切除断端再発3、リンパ節転移1、残

膵再発 1であった。再発までの期間の中央値はI群�20 . 3ヵ月（5. 1 -

47. 1）、O群�9.9（2.1-73. 1）であり、残膵再発例の再発までの期間はI

群41.9ヵ月（5.1-47. 1）、O群2.1であった。I群において残膵再発の頻

度が高く、再発までの期間が長かった。6.�50%生存期間はI群63.6ヵ

月、O群 33. 4ヵ月でI群において長かった。【結論】TS1 膵癌の拾い

上げにはUS、CTによる間接所見を含めた診断が重要である。

pSがageI症例には残膵再発に留意した経過観察を行っていく必要が

ある。

123（消）．膵頭部癌術後11年7ヶ月後に診断した異時性膵癌の1例
○�河本　徹�1�，柳川伸幸�1�，高橋慶太郎�1�，藤永明裕�1�，立花靖大�1�，

佐藤智信�1�，後藤　充�1�，斉藤義徳�1�，折居　裕�1�，櫻井宏治�2�，

柴田　好�1� （JA北海道厚生連旭川厚生病院消化器科�1�，JA北海道

厚生連旭川厚生病院臨床検査科�2�）

症例は73 歳男性。2000 年 7 月に膵頭部癌に対してPPPDを施行し、

pSがageIII（Tきblaお� adenocaおcinomaγ� がきb 1 γ� が 2 γ� 1 . 8 x 1 . 7 cmγ�

inがeおmediaがe�がけpeγ�INFβγ�lけ2γ�ぎ2γ�ne0γ�mpd（-）γ�か0γ�おp0γ�ch2γ�dき1γ�

pぎ0γ�a0γ�p1（-）γ�pく（-）γ�bdm（-）γ�n（β）;#8a）であった。膵管断端

には異型上皮も認めず、術後は経過観察及び糖尿病加療目的に当院

代謝内科および外科外来通院を継続していた。その後2007年11月の

CT上残膵に異常所見を認めなかった。2011年10月、発熱と黄疸のた

め近医から紹介となり総胆管結石に伴う胆管炎の診断で当科へ入

院。この際のCT上遺残膵尾部に造影効果の乏しい腫瘤性病変を認

めた。同病変はFDG-PETでは軽度の集積を認めるのみであり、病理

組織学的確定診断目的でEUS-FNAを施行した。膵胃吻合術後の残

膵病変であるため経胃的に22G�ECHO�Tipで3 回穿刺を施行するも

病理組織学的に癌と診断するに至らなかった。厳重経過観察のもと

2012 年 1 月に再度FDG-PETを施行し膵尾部病変へのFDGの集積は

軽度増強しており、CT上病変の増大を認めたため、病理組織学的確

定診断目的で再度EUS-FNAを施行。19G�ECHOTipで3 回穿刺を施

行し、高分化型腺癌の確定診断に至り、2012年3月に残膵全摘術及び

脾臓摘出術を施行した。病理組織学的には前回手術の切離断端から

37mm離れた膵尾部に病変が存在しており、異時性膵癌と考えられ

た。術後経過は良好であり、現在術後1年3ヶ月経過している現在も

当院外来通院を継続中である。本症例は初回手術より11 年 3ヶ月後

に異時性膵癌の確定診断に至っている。2回の手術の各々の切除断

端からはいずれも悪性細胞が認められておらず、空間的時間的連続

性がなく10年以上の経過を追う事ができた異時性膵癌は非常に稀で

あり文献的考察を含め今回報告する。
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124（内）．シングルバルーン内視鏡を用いた術後膵管空腸吻合
部狭窄の治療成績

○�矢根　圭，小山内学，真口宏介，高橋邦幸，潟沼朗生，金　俊文，

高木　亮，松本和幸，権　勉成，松森友昭，友成暁子 （手稲渓

仁会病院消化器病センター）

【目的】シングルバルーン内視鏡（SBE）を用いた術後膵管空腸吻合部狭

窄例の治療成績について検討する．【方法】2013年4月までに，術後膵管

空腸吻合部狭窄を疑いSBEを用いて治療を試みた8例（11回）を対象とし

た．男性3，女性5，平均年齢62歳（43〜83歳）．原疾患は膵癌4，胆管癌1γ�

乳頭部腺腫 1，IPMN 1，SPN 1．術式はPD-IA- 1�2，PPPD-IIA- 1�1，

SSPPD-IIA-1�1�γ�SSPPD-IIA-2�4．手術からの平均期間は1107日（247〜

1937 日 ）．使用スコープはSIF-Q 260（ 有効長 200cm）�4 例 5 回，

SIF-Y0004（有効長152cm）�4例6回．検討項目は，1）自覚症状および膵

炎の有無，2）手技成功率，3）処置内容，4）処置時間，5）早期偶発症，6）

経過，とした．【成績】1）有症状7例（87.5%），膵炎合併5例（62.5%）．2）初

回手技成功2例，後日再検査時に成功1例で，全体の手技成功率は37.5%

（3/8）であった．手技不成功の5例ではスコープは盲端まで到達したが，

吻合部の同定が困難であった．不成功例のうち1例は膵癌の吻合部再発

と診断した．残る4例のうち1例は膵管内膵石に対するESWLのみ，2例

は保存的加療とし，1例はEUS-Rendeげぎoきかを試みたが困難であり，経

過観察後に手術を施行した．スコープ別の手技成功率はSIF-Q 260�25%

（1/4），SIF-Y0004�50%（2/4）であり，視野確保のため先端フードを使

用した2012年以降では67%（2/3）であった．3）処置内容は、EPS（5Fお）�

1γ�吻合部のバルーン拡張βENPD留置2であった．4）スコープ挿入時間

は平均15分（5〜30分），総処置時間は平均52分（26〜80分）であった．5）�

早期偶発症は認めなかった．6）�EPS施行例は2ヶ月後に抜去し，32ヶ

月後に原病死するまで膵炎の再燃を認めなかった．バルーン拡張を施

行した2例はそれぞれ12ヶ月，1ヶ月の観察期間で現在まで膵炎の再燃

なく経過している．【結論】SBEを用いた術後膵管空腸吻合部狭窄の治

療は，吻合部の同定に課題が残るが手技成功例での効果は比較的良好で

あった。今後は先端フードやバルーンを腸管壁と密着させ観察するな

どの工夫により，成績の向上が期待される．

125（内）．通電ダイレーターを用いたInがeおぎenがional�EUSの成績
○�矢根　圭，潟沼朗生，真口宏介，高橋邦幸，小山内学，金　俊文，

高木　亮，松本和幸，権　勉成，松森友昭，友成暁子 （手稲渓

仁会病院消化器病センター）

【目的】通電ダイレーターを用いたInがeおぎenがional�EUSの成績につい

て検討する．【対象と方法】2013年4月までに，通電ダイレーターを用

いてInがeおぎenがional�EUSを施行した9例を対象とした．男性7，女性2，

平均年齢68歳（50〜86歳）．内訳はEUS下膵仮性嚢胞ドレナージ（EUS-

CD）6，EUS下肝外胆管ドレナージ（EUS-CDS）3．19G針にて嚢胞あ

るいは肝外胆管を穿刺，GWを誘導し，通電ダイレーター（6Fお.Cけかがo-

Gaかがおo-Seが）を用いて瘻孔を拡張した．その後EUS-CDでは7- 10Fおの

Soehendおa�dilaがion�caがheがeおを用いて2本目のGWを嚢胞内に誘導，ステ

ントとドレナージチューブを同時に留置し，EUS-CDSではステント

留置とした．検討項目は，1）手技成功率，2）手技時間，3）留置ステン

トおよびチューブ，4）臨床的成功率，5）早期偶発症，とした．【成績】1）

手技成功率は89%（8/9）であり、内訳はEUS-CD�100%（6/6），EUS-

CDS�67%（2/3）であった．不成功例は胆管穿刺後に内視鏡が穿刺ライ

ンから移動し，拡張操作が困難となり手技を断念した．2）手技時間は

EUS-CDで平均37.5分（18〜51分），EUS-CDSは22分、26分であった．3）

EUS-CDでは全例 7Fおのpigがail型ステントと5Fおから7. 5Fおのpigがail型

ENBDチューブを一期的に留置した。EUS-CDSでは7Fおのかがおaighが型

ステントを留置した．4）手技成功8例のうち，EUS-CDの1例はドレナー

ジ効果が得られず，後日施行した嚢胞壁のブラシ細胞診で癌陽性であ

り，外科切除にて嚢胞変性を伴う膵腺房細胞癌と診断した．EUS-CDS

の1 例は処置翌日に誤嚥性肺炎を発症し，66 日後に死亡した．全体の

臨床的成功率は75%（6/8）であった．5）�偶発症率は22%（2/9）であり、

内訳は誤嚥性肺炎 1，EUS-CDS不成功例での腹膜炎 1であった．腹膜

炎はPTBDと抗生剤投与で改善した．【結論】通電ダイレーターの使用

によりEUS-CD，CDSのいずれにおいても，穿刺後の拡張手技が簡便

となった．特にEUS-CDにおいては比較的短時間で一期的な内外瘻が

可能であった．通電ダイレーターは有用な処置具と考えられるが，手

技の際には常に穿刺ラインの軸を保つ事が重要である．

126（消）．悪性十二指腸狭窄に対し留置した胃十二指腸用ステ
ントが断裂した1例

○�秋山剛英�1�，本間久登�1γ3�，高橋　稔�1�，大井雅夫�1�，土居　忠�1�，

田中信悟�1γ4�，古川勝久�1�，森井一裕�1�，平田健一郎�1�，女澤愼一�3�，

竹内幹也�2� （札幌共立五輪橋病院消化器病センター内科�1�，札幌

共立五輪橋病院消化器病センター外科�2�，札幌共立医院消化器

内科�3�，札幌医科大学第四内科�4�）

今回我々は、膵癌により十二指腸閉塞をきたした症例に対し、胃十二

指腸用ステントを留置後、そのステントが断裂した1例を経験したの

で報告する。【症例】62歳、女性。2011年8月、腹痛・黄疸を主訴に前

医を受診し、膵頭部癌Sがage�IVbと診断された。その後、さらなる加

療を目的に同年9月21日当科紹介となった。当科で膵周囲動脈塞栓

術（TPPAE）を施行後、動注化学療法を開始した。外来で動注化学療

法を継続中の2012年12月、食思不振の精査目的に当科入院となった。

腹部CT所見から、膵頭部癌の十二指腸浸潤に起因する悪性十二指腸

狭窄と診断した。上部消化管内視鏡検査および消化管造影の結果、

十二指腸水平脚に高度狭窄を認めた。患者は経口摂取再開を強く希

望した一方で、外科的バイパス手術を望まなかったため、胃十二指腸

ステント留置による治療を選択した。2013年1月15日、胃十二指腸用

ステント（Non-coぎeおed�がけpe）�を同狭窄部に留置した。術中・術後

合併症を認めず、ステント留置2日後には流動食の摂取を開始した。

最終的に潰瘍5分粥食を問題なく摂取可能となり、患者は1月31日に

退院となった。その後、同年3月の腹部CTで、留置した胃十二指腸用

ステントが断裂していることが判明した。幸いなことにステント断

裂による消化管出血・穿孔・腹痛等の合併症を認めなかった。患者

は癌性腹膜炎の増悪により4月4日に永眠された。消化管ステント留

置後にステントが断裂した一例を経験したので報告する。

127（消）．切除不能膵胆道癌における十二指腸狭窄へのSEMS
留置術の検討

○�羽廣敦也�1�，丹野誠志�1�，林　明宏�1�，金野陽高�1�，上野敦盛�1�，

本村　亘�1�，野村友祐�2�，野村昭嘉�2�，吉田美佳�2�，吉田行範�2� （イ

ムス札幌消化器中央総合病院消化器病センター�1�，砂川市立病

院内科�2�）

【目的】切除不能膵胆道癌ではしばしばGOO（Gaかがおic�Oきがleが�

Obかがおきcがion）を併発する。本検討では、膵胆道癌に併発したGOOに

対するSEMS（Self-Expandable�Meがallic�Sがenが）留置術施行例につい

て検討を行った。【対象と方法】2011年1月〜2013年6月までに、膵胆

道癌によるGOOと診断され、SEMSを留置した24件（22例、平均年齢

74.5±11.8歳、男女比8：14）を対象とした。原疾患、狭窄部位、留置

ステント種類、手技成功率、胆道ドレナージの有無、GOO�Scoおing�

Sけかがem�Scoおe（0〜3点）、生存期間、偶発症について検討した。【結果】

原疾患の内訳は膵頭部癌16例（72.7％）、胆嚢癌2例（9.1％）、胆管癌2

例（9.1％）、肝門部胆管癌術後再発1例（4.5％）、乳頭部癌1例（4.5％）で

あった。狭窄部位は十二指腸球部8例（36.3％）、下行脚9例（40.9％）、

水平脚 5例（22 . 7％）であった。留置ステントはWallFlexTM�

Dきodenal�Sがenがを23件、食道用Fきllけ�coぎeおed�SEMSを1件で用いた。

SEMSは24 件全てで留置可能であったが、水平脚狭窄部にSEMS留

置を行った1例で術後に消化管穿孔を認めた。22例中20例（90.9％）

は悪性胆道狭窄を合併しており、胆道ドレナージを経乳頭 15 例

（68.2％）、EUS-CDS�2例（9.1％）、経皮3例（13.6％）（2例は内瘻化）で

施行した。SEMS留置後23件（95.8％）で症状改善が認められ、平均

GOOSS�かcoおeは留置前 0. 25 →後 2. 5へと上昇した。平均生存期間は

89.7日であった。肝門部胆管癌術後再発の1例では経過中、計3回の

SEMS留置を必要としたが、術後いずれも経口摂取可能となった。

【結論】切除不能膵胆道癌におけるGOOに対してSEMS留置は有用で

あり、大部分で悪性胆道狭窄への治療も必要とした。複数回の

SEMS留置を要した長期生存例を経験し、QOLの向上にSEMS留置

は有用であった。
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128（消）．膵癌剖検例における胆道ステント留置症例の病理組
織学的検討

○�高木智史，今井亜希，藤澤倫子，吉田純一  （札幌社会保険総合

病院消化器科）

当院で過去10年間に施行された膵癌剖検例において、閉塞性黄疸の

ため胆道ステントが留置された症例が6例あった。いずれも内視鏡

的胆道ドレナージ術が施行されており、臨床経過、および病理組織学

的所見につき検討した。男性3例、女性3例であり、平均年齢は73.1歳

であった。Plaかがic�かがenが（PS）留置が2例、Uncoぎeおed�MS（UMS）が

3例、Coぎeおed�MS（CMS）が1例であった。病理組織学的には管状

腺癌が5例、腺扁平上皮癌が1例であった。胆道開通試験では4例に開

存が確認された（PS�1例、UMS�2例、CMS�1例）。2例では胆管が閉

鎖していたが（PS�1例、UMS�1例）、1例では心筋梗塞が、1例では

肝転移による肝不全が直接死因となっており、胆道閉鎖が直接の死

因とは関連していなかった。留置期間は、PSで平均 82 日、UMSで

は平均 6. 6カ月、CMSでは10カ月であった。CMSの症例では胆道の

開存が確認されたが、腫瘍のingおoくがhによる胆汁うっ滞、難治性の

胆管炎から高度の黄疸が引き起こされ肝不全に至ったものと考えら

れた。UCMで開存が確認された一例でも肝膿瘍を形成していた症

例があった。膵癌は診断時にすでに切除不能であることが多いが、

胆道ステントを使用する場合には、予想される臨床経過や予後等を

考慮し病態に応じた治療を行うことが必要であると考えられた。

129（消）．当科で施行した脳死膵/膵腎移植6例の検討
○�腰塚靖之�1�，加藤紘一�1�，深作慶友�1�，高橋　徹�1�，後藤了一�1�，

青柳武史�1�，山下健一郎�1�，嶋村　剛�1�，武冨紹信�1�，堀田記世彦�2�，

森田　研�2�，近藤琢磨�3� （北海道大学消化器外科I�1�，北海道大学泌

尿器科�2�，北海道大学内科II�3�）

【背景、目的】重症の1型糖尿病（T1DM）は、頻回の自己血糖測定や厳

格な食事コントロール、インスリン療法によりQOLが著しく損なわ

れる。更に腎不全の合併や無自覚低血糖発作、自律神経障害による

突然死の危機もみられる。その根治的治療として膵および膵腎同時

移植が勧められている。当科では2005年10月14日に第1例目の脳死

膵腎同時移植（SPK）を施行して以来、現在までにSPK4例、腎移植後

膵移植（PAK）2例を施行しており、移植成績、有用性につき検討した。

【結果】SPKの4例は全例が維持透析中であった。年齢中央値は43歳、

待機期間中央値は736日（最短518日）であった。膵液は全例小腸ドレ

ナージとした。1例は生体腎移植後の感染により移植腎を摘出した

既往があり、脳死膵腎グラフトを同側（右腸骨窩）に移植した。移植

後フォロー期間中央値は1497日で、いずれも拒絶反応は認めず、全例

インスリンと透析の離脱を維持している。PAKの2例は生体腎移植

後のT1DM患者で、年齢は41歳、45歳、腎移植後膵移植までの待機期

間は2483 日、1892 日であった。移植膵は2例とも膀胱ドレナージと

した。フォロー期間は430 日、277 日で、2例とも膵移植後ただちに

インスリン離脱となったが、1例は移植後4ヶ月目に生じた拒絶反応

によりグラフト機能が廃絶し、インスリン再導入となった。2例とも

拒絶反応のモニタリングに尿中アミラーゼの測定が有用であった。

【考察】移植後6例中5例でインスリン離脱し、腎症や網膜症、神経障

害の改善に寄与すると考えられた。脳死膵/膵腎移植はHLAマッチ

ングが待機日数に優先するため、登録後早期に臓器分配が得られる

症例もあった。SPKは導入免疫抑制療法への暴露が1回で、移植腎が

高血糖にさらされず，腎臓で拒絶反応をモニターできることなどか

ら、一般にPAKより移植成績が良好である。

【結語】脳死膵/膵腎移植は移植成績も良好であり、T1DMの根治治

療として有用であると考えられた。

130（消）．膵癌術前補助化学療法としてのGemciがabine＋S-1
（GS）療法の検討

○�高木　亮，真口宏介，高橋邦幸，潟沼朗生，小山内学，矢根　圭，

金　俊文，松本和幸，松森友昭，権　勉成，友成暁子 （手稲渓

仁会病院消化器病センター）

【目的】膵癌は予後不良の疾患であり、根治的外科切除術後の再発率も

高いため、集学的治療として術前・術後補助化学（放射線）療法の模索

が続けられている。近年、当センターでも、boおdeおline�おeかecがable症例

を中心に、Gemciがabine＋S-1（GS）を用いた術前補助化学療法（NAC）

を行っており、その安全性や有効性について検討する。【対象】2012年

4月から2013年3月までに経験した新規膵癌115例のうち、NACとして

GS療法を施行した18例（15.7％）。男女比8：10、平均年齢68.8歳（51〜

86歳）。GS療法はGEST試験のレジメンに準じ、2〜4コース施行後、画

像による再評価を行った。【検討項目】（1）治療前臨床病期、（2）奏効率、

（3）有害事象、（4）手術施行率およびR0切除率、（5）術後病期および病理

学的効果。【結果】（1）JPS分類でSがageIII�2例、SがageIVa�16例。NCCN

分類ではReかecがable�6、Boおdeおline�おeかecがable�11、Unおeかecがable�1。（2）

GS療法を終了した14 例の奏効率はRECIST分類でPR�3 例、SD�8 例、

PD�3例。（3）CTCAEぎ4.0でGおade3以上の有害事象は11例（61.1％）（白

血球・好中球減少�8、血小板減少�2、薬疹�3）で認めた。1例（薬疹）でGS

療法を中止し、9例でスキップや減量が必要であった。（5）GS療法を

終了した14例のうち、8例（57.1%）に対して手術を施行し、6例（42.9%）

でR0切除を達成した。他の2例は＃16リンパ節転移陽性のため単開腹

と姑息手術（胆管空腸吻合）となった。手術を施行しなかった6例の理

由は、局所進行（非切除因子改善なし）�4例、遠隔転移出現�2例であった。

（6）術後病期はSがageIII�5例、SがageIVa�1例。6例のうち病理組織学的

にNACの効果を評価できたのは4例であり、3例でCAP�gおade 3、

Eぎanか�gおadeIであり、1例でCAP�gおade2、Eぎanか�gおadeIであった。【結

論】NACとしてのGS療法は、有害事象の出現頻度が比較的高いものの、

doくn�かがagingの可能性や、潜在的遠隔転移症例の手術回避ができる点

において有用と考えられるが、エビデンスは不十分であり、大規模な

RCTによる検証が必要である。

131（内）．膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）の癌化の診断に
EUS-FNAが有効であった1例

○�小野寺学�1�，松田可奈�1�，藤田弘之�1�，川岸直樹�1�，阿部暢彦�1�，

長いく弥�1�，内田多久實�1�，藤永　明�1�，市原　真�2�，村岡俊二�2� （網

走厚生病院内科消化器科�1�，札幌厚生病院臨床病理科�2�）

【背景】IPMNの経過観察については，2012 年に国際診療ガイドラ

インが改訂され，悪性化や併存癌への監視が系統化されつつある．

しかし，実際の診療においては，診断やマネージメントに苦慮する場

合も多く，IPMNへのEUS-FNAはコンセンサスが得られていない

のが現状である．今回我々は，IPMNの癌化への経過を追え，的確

に診断し得た症例を経験したので報告する．【症例】80 代，男性．

2010年8月直腸癌にて低位前方切除術を施行し（pSがageIII）を施行し

た．手術時より膵鉤部に20mmの嚢胞性病変がみられ，分枝型IPMN

が疑われていた．術後も経過観察されていたが，2012年9月に膵鉤

部のIPMNの増大傾向（嚢胞径30mm，壁在結節20mm），腫瘍マー

カーの上昇（CEA7.1ng/ml，CA19-9�112.6U/ml）�がみられ，外科か

ら紹介された．EUSにて膵鉤部に21× 18mmの壁在結節を有する分

枝型IPMNを確認し，IPMNの増大傾向，壁在結節の出現，主膵管径

の増大がみられることから，IPMNの悪性化を疑った．患者は高齢，

直腸癌術後であり，手術での治療を希望せず，経過観察の方針となっ

た．2012 年 12 月のCTにて腫瘍の増大傾向，腫瘍マーカーの上昇

（CEA43.8ng/ml，CA19-9�477.9U/ml）がみられた．高齢だがPSは

0であったため，悪性化の診断がつけば，化学療法の方針とした．

2013年1月コンベックス内視鏡にて，十二指腸壁近傍に壁在結節を確

認し，壁在結節に対してFNAを施行した．4回穿刺を行い，1回に腺

癌がみられ，IPMCと確定した．2013年 2月からTS-1による化学療

法を開始し，副作用なく経過し，効果判定もSDで経過している．【考

察/結語】本症例のように，壁在結節を狙え，播種の危険が少ないよう

な病変にはEUS-FNAは有用であると考えられた．適応症例には，積

極的にEUS-FNAを行い，確定診断を求めていく事が重要である．
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132（消）．膵腫瘤性病変に対する25G穿刺針を用いた超音波内視鏡ガイド
下穿刺吸引法（EUS-FNA）における通常陰圧吸引法と高陰圧

吸引法の組織採取に関する多施設共同前向き無作為化研究

○�工藤大樹�1�，河上　洋�1�，林　毅�2�，伊佐山浩通�3�，安田一朗�4�，

潟沼朗生�5�，向井　強�6�，井上宏之�7�，三橋智子�8� （北海道大学病院

消化器内科�1�，札幌医科大学附属病院第四内科�2�，東京大学病院

消化器内科�3�，岐阜大学地域腫瘍学�4�，手稲渓仁会病院消化器病

センター�5�，岐阜市民病院消化器内視鏡部�6�，三重大学病院消化

器・肝臓内科�7�，北海道大学病院病理部�8�）

【背景】膵病変に対するEUS-FNAは安全かつ高い診断能を有する．

多くの細胞量や組織構造を採取するには太径穿刺針を用いた方が良

いが，手技の難度は高い．一方，細径穿刺針の手技は容易であるが，

組織構築を有する検体採取は困難とされる．近年，膵病変に対する

22G穿刺針を用いた50mlのシリンジを用いた高陰圧吸引法による検

体採取の試みが報告されているが，25G穿刺針による高陰圧吸引法

の併用の報告はない．【目的】膵病変に対する25G穿刺針と高陰圧吸

引法を併用したEUS-FNAは検体採取率や検体の質が向上するか否

かを明らかにすること．【対象】2011年5月から2012年4月にかけて

参加7施設で膵腫瘍と診断した連続90例．【方法】同一病変に対して

25G�穿刺針（Echo�Tip�Ulがおa;�Cook-Japan）を用いて，合計4回穿刺（通

常陰圧，高陰圧吸引法を交互に2回）して検体採取を行った．検体評

価は1名の病理専門医が臨床情報を盲検化した状態で細胞量や組織

構造の有無，赤血球量，介在粘膜の混入を評価した．また，良悪性診

断も併せて行った．【結果】組織構築が評価可能であった検体は，通

常陰圧，高陰圧吸引法で各々72 . 2%，90%�であり（P= 0 . 0003 γ�

McNemaお�がeかが），高陰圧下の検体採取で組織構築が高率に評価可能

であった．一方，正診率には差は認められなかった�（P=0.06）．【結語】

膵病変に対する25G穿刺針を用いたEUS-FNAは，高陰圧吸引法によ

る検体採取が優れていた．正診率に差がみられなかった原因は，検

討した膵腫瘍の多くで，組織構築がなくとも，細胞形態での診断が可

能である例が多いことに起因したと考えられた．

133（内）．剖検にてEUS-FNAによる播種を確認した膵癌の1例
○�成瀬宏仁�1�，山梨香菜�1�，木下賢治�1�，山本桂子�1�，大和弘明�1�，

小川浩司�1�，畑中一映�1�，山本義也�1�，工藤和洋�2�，下山則彦�2� （市

立函館病院消化器病センター消化器内科�1�，市立函館病院病理

検査科�2�）

症例は、72才女性。糖尿病、高血圧症、高脂血症にて近医通院中、糖

尿病の悪化を認めたため、2012.3月腹部CT撮像し、膵腫瘍疑われ当

科紹介入院となった。造影CTにて、膵体に直径20mmの低吸収域を

認め、腹部超音波検査にて肝内に直径10−15mmの低エコー腫瘤散

在を認めた。MRIでは、Gd-EOB-DTPAの造影ダイナミック肝細胞

相で肝S 2、S 7、S 8に低信号域を認め、拡散強調像で同病変は高信

号を示し、肝転移と診断した。ERCPにて、膵管は、体尾部移行部で

途絶し、同部より膵管生検、ブラシ擦過、膵液採取細胞診施行したが、

悪性所見は確定できなかった。超音波内視鏡にて、胃体中部後壁よ

りスキャンして、膵の直径 25× 20mmの低エコー腫瘤を描出し、

EUS-FNAを22G針にて4回穿刺し、各30ストローク施行し、組織診

adenocaおcinoma、細胞診Claかか5で、膵癌　cT4N0M1�かがage4bと診断

した。この為、手術非適応と判断し、化学療法　GEM1000mg/m2に

て開始し、6コース施行したが、多発肝転移増悪し、化学療法をTS-1�

80mg/bodけへ変更した。TS- 1�1コース後、上部消化管内視鏡検査

で、胃体中部後壁になだらかな隆起が認められ、腫瘍の外方よりの圧

排を疑った。TS-1�2コース施行後、肺転移出現し、支持緩和療法継

続したが、335病日に死亡し、御家族の同意を得て、剖検を施行した。

膵体部と胃体部小弯が癒着しており、癒着部の胃内腔に直径 16×

15mmの0- 2a様の平低な隆起性病変を認め、切開を加えず一塊のま

まホルマリン固定して検討した。切りだして観察すると、膵腫瘍と

胃腫瘍は茎で繋がったような肉眼像を呈し、EUS-FNAの穿刺ルー

トを介して浸潤したことが推測された。組織学的には、中〜高分化

型管状腺癌で、EUS-FNAにての組織と同一であった。膵腫瘍に対

するEUS-FNAにおける播種の報告はは少ないが、手術適応症例に

際しては、播種の危険に十分留意する必要があると思われ、若干の文

献的考察を加えて報告する。

134（内）．サルコイドーシスの診断におけるEUS-FNAの有用性
○�久居弘幸�1�，平子　匡�1�，小柴　裕�1�，宮崎　悦�2�，在原洋平�3�，

池田裕貴�3� （伊達赤十字病院消化器科�1�，伊達赤十字病院内科�2�，

札幌医科大学腫瘍・血液内科学講座�3�）

サルコイドーシスは非乾酪性類上皮細胞肉芽腫を特徴とする原因不

明の全身性疾患であるが、典型的でない場合、診断に苦慮することが

少なくない。また、近年、原因不明の腫大リンパ節に対する超音波内

視鏡下穿刺吸引術�（EUS-FNA）による診断は臨床の場において重要

な役割を担っている。今回、縦隔リンパ節に対するEUS-FNAでサル

コイドーシスの診断が可能であった3例を経験したので報告する。

【症例1】74歳、男性。平成14年11月より特発性間質性肺炎で当院呼

吸器科通院中、平成18年6月のCTおよびEUSで両側肺門リンパ節の

軽度の腫大を認めた。【症例2】80歳、女性。平成25年1月に食欲不振、

全身倦怠感あり当院内科受診。高カルシウム血症および腎機能障害、

上部消化管内視鏡検査で胃体部に多発性潰瘍、CTで両側肺門リン

パ節の軽度の腫大を認めた。【症例3】68歳、女性。平成17年9月に飛

蚊症あり当院眼科で眼サルコイドーシスに矛盾しないと診断され、

CTで縦隔リンパ節の軽度腫大を認めていたが、当院および他院呼吸

器科でもさらなる精査は行われなかった。便秘症で通院中、平成25

年1月に血清アミラーゼ値の上昇あり、CTで膵頭部の分枝型膵管内

乳頭粘液性腫瘍および縦隔・腹部リンパ節腫大を認めた。

全ての症例でサルコイドーシスを疑い、縦隔リンパ節に対して、

22G針を用いてEUS-FNAを施行し、病理学的に類上皮細胞肉芽腫を

証明することができ、Sがage�I�サルコイドーシスと診断可能であっ

た。手技にともなう偶発症は認めなかった。サルコイドーシスの確

定診断法として、EUS-FNAは有用であると考えられた。

135（内）．EUS-FNAが適切な治療選択に寄与した肺癌リンパ
節転移の1例

○�羽場　真，吉井新二，川本泰之，清水佐知子，横山朗子，

赤倉伸亮 （NTT東日本札幌病院消化器内科）

症例は62歳，女性．2012年1月，咳嗽を主訴に当院呼吸器内科を受診

し，胸部X線で異常影を指摘された．経気管支肺生検で腺癌�（TTF-1

陽性）�を認め，原発性肺腺癌�（Sがage�IIIB）�の診断で化学放射線療法

を施行された．2013 年 4 月のCTで腹部リンパ節の腫大を認め，

PET-CTでは同部と胆嚢底部への集積亢進を認めたため，精査目的

に当科紹介となった．血液検査では肺癌治療前に異常高値であった

CYFRAは正常範囲内であり，CEA，CA 19- 9も正常であった．胸

腹部CT検査で右肺上葉に腫瘤を認めたが治療前に比較して縮小し

ており，頚部・縦隔リンパ節も縮小していた．一方で門脈本幹背側

に淡い造影増強効果を伴うリンパ節腫大がみられた．胆嚢底部には

粘膜側に造影効果の増強を示す限局性の壁肥厚を認めたが，過去の

画像と比較して明らかな変化はみられなかった．腫大した門脈背側

のリンパ節が炎症性腫大かリンパ節転移か，リンパ節転移であれば

原発臓器は肺か他臓器かの鑑別が治療方針に影響を及ぼすと考え，

腫大リンパ節に対する超音波内視鏡下穿刺吸引法�（EUS-FNA）�に

よる組織採取を試みた．十二指腸球部からの観察で腫大したリンパ

節は不整球形を呈し内部は不均一なエコーパターンを示した．�22G

穿刺針�（Expecが，Boかがon�Scienがiでc）�で3回の穿刺を行って組織を採

取した．胆嚢底部病変はなだらかな立ち上がりを呈する限局性壁肥

厚を呈し，RAS拡張の所見を伴うこと，病変深部低エコーや外側高

エコー層の菲薄化，断裂といった所見を認めず，胆嚢腺筋腫症と考え

られた．病理組織結果では，リンパ節穿刺検体において辺縁不整な

大型異型核と好酸性細胞質を有する腫瘍細胞の集塊がみられ，免疫

組織化学染色においてAE1/AE3陽性，CAM5.2陽性，TTF-1陽性，

CDX-2陰性を認めたことから，肺腺癌の転移と考えられた．呼吸器

内科に転科し，薬剤を変更して化学療法を継続中である．
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136（消）．当センターにおける経口腸管洗浄剤モビプレップの
使用経験

○�北岡慶介，小松悠弥，高梨訓博，和賀永里子，藤田朋紀，

勝木伸一 （小樽掖済会病院消化器病センター）

【目的】現在，下部消化管内視鏡検査を行うにあたり，前処置として

腸管洗浄剤による洗浄を実施することが一般的である．しかし従来

品においては2〜 4リットルの洗浄剤服用が必要であり，被験者に

とって多大な負担となっている．平成25年6月に発売となった経口

腸管洗浄剤モビプレップは腸管洗浄効果や電解質のバランス維持が

従来品と同等であり，服用量や服用に要する時間は少ないとされて

いる．今回当センターでは院内倫理委員会の承認を得た上でモビプ

レップを試験的に導入し，その洗浄効果を従来品と比較検討した．

併せて被験者に対してアンケート調査も実施しており，その結果に

ついて報告する．【対象】平成25年3月15日から同月27日の期間にお

いて，当センターで下部消化管内視鏡検査を実施された66例．【方法】

66例をモビプレップ服用群20例と従来品服用群46例に無作為に割り

付けた．それぞれの群において服用した洗浄剤の量・洗浄に要する

時間を計測した．内視鏡検査担当医は上行結腸・横行結腸・下行結

腸・S状結腸それぞれの部位の洗浄度を5段階で判定した．被験者

にはアンケート用紙を配布し，味・飲みやすさ・次回検査時の洗浄

剤の選択について調査した．【結果】モビプレップ服用群において1

例の脱落があり65例の結果を検討した．服用した洗浄剤の量につい

てはモビプレップ服用群の方が有意に少なかった．洗浄に要する時

間および洗浄効果については両群間に差を認めず同等であった．味

については従来品服用群の方がやや好ましい回答が多かったもの

の，飲みやすさについては両群間に差は認められなかった．次回検

査時の洗浄剤の選択については，両群ともに「次回も同じ物を使用し

たい」が最多であり差はなかった．【結論】今回の調査では，モビプ

レップは腸管洗浄において，従来品とほぼ同等の洗浄効果および認

容性であり，より少ない服用量で検査が可能であった．モビプレッ

プは被験者の負担軽減のための有効な選択肢となりうると思われ

た．

137（内）．狭窄型虚血性大腸炎の1例
○�東　直樹�1�，福田一寿�1�，佐藤康永�1�，関山伸男�1�，岡村毅與志�1�，

斉藤琢巳�2�，大原みずほ�2�，城田　誠�2�，長尾知哉�2�，紀野泰久�2�，

小谷裕美�2� （札幌徳洲会病院消化器内科�1�，札幌徳洲会病院外科�2�）

　虚血性大腸炎は、原因は不明ながら大腸に限局した虚血性病変と

して認知され、今日では大腸のcommon�diかeaかeの一つとなってい

る。一過性型は壊疽型に移行することはないとされており、保存的

治療で治癒するため手術の適応は全くなく、これに対して壊疽型は

緊急手術の絶対適応であり、腸管の全層が壊死となるため穿孔し汎

発性腹膜炎となるため迅速な手術適応の決定が要求される。　狭窄

型は、最初の虚血が著明で筋層まで障害されると筋組織が線維組織

に置き換わり狭窄が起きてくるとされている。数週間から数ヶ月で

およそ10%から20%に狭窄が起きるが、実際に一過性型になるか狭

窄型になるかは注腸造影や内視鏡で経過観察しないと判明しない。

狭窄症状が強い場合や悪性疾患を否定できない場合に手術適応とな

る。今回我々は狭窄型の虚血性大腸炎の一例を経験したので報告す

る。　症例は77歳女性。近医に左視床出血後遺症に入院中であった。

平成23年8月下旬から腹部膨満感が出現し、絶食・補液で改善せず、

当院救急外来紹介となった。来院時、腹部CT検査で下行結腸からS

状結腸にかけて浮腫性肥厚を認めた。大腸内視鏡検査（CF）で下行

結腸からS状結腸にかけて暗赤色の粘膜と浮腫、びらんを認めた。

虚血性大腸炎と診断し、入院の上絶食・補液で加療した。第16病日

CFを施行し、下行結腸からS状結腸にかけて入院時より狭窄傾向を

認めた。第23病日CFを施行したが、さらに同部位の進行した狭窄と

潰瘍性病変を認めた。第25病日注腸X線検査で高度の狭窄を確認し

た。虚血性大腸炎の狭窄型と判断し、狭窄が進行性のため改善傾向

がないため、第 37 病日当院外科で狭窄部の結腸切除術を施行した。

病理組織上、病変部位は漿膜下まで達するUl-4の潰瘍瘢痕を認め、虚

血性大腸炎の慢性期として矛盾しない像であった。

138（内）．当院におけるcけがomegaloぎiおきか腸炎の検討
○�定免　渉�1�，黒田裕行�1�，山田充子�1�，吉田正宏�1�，松野鉄平�1�，

佐藤昌則�1�，安部智之�1�，櫻井　環�1�，藤井重之�1�，前田征洋�1�，

藤田美悧�2� （製鉄記念室蘭病院消化器内科・血液腫瘍内科�1�，製

鉄記念室蘭病院病理・臨床検査室�2�）

悪性腫瘍・AIDS・炎症性腸疾患などの基礎疾患を有し，副腎皮質ス

テロイド投与や化学療法を受けた易感染性宿主では，

cけがomegaloぎiおきか�（CMV）再活性化は日和見感染症として重要であ

る。今回，自施設におけるCMV腸炎の臨床的特徴について後方視的

に検証した。【対象】2010年4月から2013年3月までの3年間に当科で

診断したCMV腸炎14例（26-82歳（年齢中央値�64歳），男女比　8:6）を

対象とした。【結果】基礎疾患は5例が造血器腫瘍と最も多く，炎症性

腸疾患3例であった。関節リウマチ，ANCA関連血管炎，ネフロー

ゼ症候群，急性膵炎が各1例で，肺癌・胃癌の重複癌および解離性大

動脈瘤の術後が各 1例であった。造血器腫瘍は全例で化学療法を施

行され，副腎皮質ステロイドおよび免疫抑制剤は10例に投与されて

いた。症状は大量下血が10例と多く，そのうち4例に内視鏡的止血を

要した。内視鏡像は多発性潰瘍が10例，病変部位は大腸が11例と多

かった。診断法は，生検6例，血清CMV-IgM抗体陽性3例，CMV抗原

血症7例であり，CMV抗原血症と生検がともに陽性が2例であった。

治療については全例でgancけloぎiおを投与したが，gancけloぎiお�抵抗性

でfoかcaおneがへ変更した2例中1例でCMV腸炎が改善した。またCMV

腸炎による死亡は4例（28.5%）であった。【結語・考察】既報と同様

に化学療法後や炎症性腸疾患・自己免疫疾患に対する副腎皮質ステ

ロイド・免疫抑制剤の使用によりCMV腸炎を合併することが多く，

その合併により致死率も高い。一方，それらの要因のない高齢者3例

（21.4%）でCMV腸炎が認められ，高齢者は手術等による一過性の侵

襲によりCMV腸炎を合併しうる。また，抗原血症・血清抗体・生検

など単一でのCMV検出感度は必ずしも高くなく，可能な限り各種検

査法を同時に測定することにより診断につながると考えられた。ま

た，gancけloぎiお�抵抗性ではfoかcaおneがへ変更を考慮すべきと考えら

れた。

139（消）．当院での重症潰瘍性大腸炎に対する治療の検討
○�古川　滋�1�，前本篤男�1�，折居史佳�1�，蘆田知史�1�，巽　亮二�2�，

松原　悠�2�，坂本　淳�2�，好崎浩司�2�，佐藤　龍�2�，木村圭介�2�，

網塚久人�2�，太田智之�2�，河野　透�3�，北川真吾�3� （札幌東徳洲会病

院IBDセンター�1�，札幌東徳洲会病院消化器内科�2�，札幌東徳洲

会病院外科�3�）

［目的］当科における重症潰瘍性大腸炎の治療経過と予後について

レトロスペクティブに検討する。［対象］H20年4月よりH25年5月ま

での期間において、重症潰瘍性大腸炎の基準を満たした27例につい

て、患者背景、罹患範囲、治療内容、転帰、予後について検討する。［患

者背景］潰瘍性大腸炎診断年齢は13−63（平均33.3）歳、重症潰瘍性

大腸炎発症時年齢は14−64（平均34.9）歳。男性15例、女性11例。そ

のうち1例は2回重症診断基準を満たしている。［結果］重症化時点で

の罹患範囲は、全大腸炎型24例、左側大腸炎型3例であった。潰瘍性

大腸炎と診断されてから重症化をきたすまでの期間は最長で11 年 1

か月であり、診断時もしくは初診時重症例6例（22.2%）、診断時もし

くは初診後1か月以内での重症化5例（18.5%）、1年以内での重症例5

例（18.5%）であった。Cけがomegaloぎiおきかが血中抗原もしくは組織か

ら認められたものは4例であった。治療としてはステロイド投与 25

例、Inとiximab投与6例、白血球除去療法2例、Tacおolimきか投与を1例

に行った。22例（81.5%）が退院時に軽症以下となり、3例（11.1%）は

中等症で退院となり、2例（7.4%）が緊急手術となった。保存的治療

で退院となった25例のうち、8例が1年以内に再入院となり、1例が

待機的手術となった。12例はその後再入院なく外来治療を継続して

いる。緊急手術を要した2例のうち1例はステロイド強力静注療法開

始後の転院搬送症例であり、もう一例は心疾患に対する抗凝固剤・

抗血小板剤を内服していた。［結語］生物製剤や免疫抑制剤の保険適

応に伴って潰瘍性大腸炎に対する治療は選択肢が広がっている。し

かしながら内科的治療に抵抗する例もまだ多く、時期を逃さない適

切な治療が必要と思われた。
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140（消）．免疫学的便潜血陰性大腸腫瘍の検討
○�吉井新二�1�，清水佐知子�1�，羽場　真�1�，川本泰之�1�，横山朗子�1�，

赤倉伸亮�1�，間部克裕�2�，加藤元嗣�2�，坂本直哉�3� （NTT東日本札

幌病院消化器内科�1�，北海道大学病院光学医療診療部�2�，北海道

大学大学院医学研究科内科学講座消化器内科学分野�3�）

【背景・目的】免疫学的便潜血反応（FOBT）は，大腸癌の死亡率を抑制

するエビデンスがある．また，大腸ポリープの内視鏡摘除が大腸癌の

罹患率・死亡率を抑制することが報告された為，全ての大腸腫瘍性病

変を発見し切除することが大腸癌の予防につながると考えられる．し

かし，大腸ポリープとFOBTの関連は検討不十分である．今回の目的

は，FOBT陰性者における大腸ポリープ検出率（polけp�deがecがion�おaがe;�

PDR）を検討することである．【方法】2004年4月から2012年3月までの

期間，当院の任意型検診でFOBT（2日法）を施行し，かつオプションで

大腸内視鏡検診を選択した1281例を対象とし，FOBT−群（1173例）と

FOBT＋群（108例）に分けて比較検討した．【成績】平均年齢は45.8歳（40

歳未満2.3％，40歳代66.6％，50歳以上31.1％），男女比1237/44と40歳

代男性が多くを占めていた．FOBT＋率は8. 4％で，FOBT−群，＋群

両群間の平均年齢，男女比に有意差は見られなかった．全症例におけ

る�PDRは28. 6％で，�FOBT＋群で31. 5％であった一方，FOBT−群で

も28.3％と高頻度で両群間に有意差は見られなかった（p=0.50）．腫瘍

径5mm以上に限定するとFOBTβ群12.0％，FOBT−群7.2％とFOBβ

でPDRが高い傾向はあったが有意差はなかった（p=0.09）．�5mm以上

のPDRを年代別でみると40歳代でFOBT＋群14.5％，FOBT−群5.7％

とFOBTβ群に有意に多い結果であった（p=0.02）．一方，50歳以上では，

FOBTβ群の11 . 0％，FOBT−群の10 . 8％と有意差は見られなかった

（p=0. 673）．【結論】無症状者を対象とする検診においてFOBT陰性で

も大腸ポリープを約 3割に認めた．特に、50 歳以上ではFOBTの結果

にかかわらず約 1割に5mm以上のポリープを認めた為，FOBTのみで

は大腸癌の予防効果は不十分である．しかし，対策型検診に大腸内視

鏡を組み入れるには内視鏡医の処理能力，費用対効果などの課題があ

る為，逐年のFOBTに加えて数年に1度の大腸内視鏡を組み合わせるな

どの対策を検討する必要がある．

141（消）．胃蜂窩織炎で発見された横行結腸全周性狭窄を伴
う、区域性潰瘍性大腸炎合併coliがic�canceおの1例

○�宮下憲暢�1�，小笹真理子�1�，工藤真弓�1�，佐賀啓良�1�，三和公明�1�，

斉藤　誠�2�，森岡正信�2�，村上貴久�3�，竹之内伸郎�3�，屋比久孝�3�，

浅香正博�4�，石田雄介�5�，木村太一�5�，谷野美智枝�5�，田中伸哉�5� （愛

育病院消化器内科�1�，愛育病院内科・血液内科�2�，愛育病院外

科�3�，北海道大学大学院医学研究科がん予防内科学講座�4�，北海

道大学大学院医学研究科腫瘍病理学分野�5�）

［症例］29歳、男性�［主訴］�心窩部痛［現病歴］�平成24年10月18日よ

り心窩部痛を認め、近医受診。胃腸炎と診断され症状は軽快した。

27 日より、強い上腹部痛、発熱を認め再診。血液検査にて

WBC15500、CRP21、上腹部の反跳痛を認め入院となる。［経過］�入

院時腹部造影CTでは、胃壁全体の浮腫状肥厚、大網のdenかiがけ上昇・

膿瘍形成、胃周囲に遊離ガスを認めた。GISでは、幽門後壁主体の浮

腫・発赤を認めた。以上より胃蜂窩識炎及び周囲への炎症の波及が

疑われた。外科治療も考慮したが、絶食・抗生剤により炎症所見は

改善した。その後のCSでは、横行結腸にのみ狭窄、潰瘍、粗造粘膜、

偽ポリポーシスを認めたが他部位には所見を認めなかった。生検で

は確定診断には至らなかったが、潰瘍性大腸炎（UC）を強く示唆され

たため、5-ASAを開始。その後の腹部造影CTにおいて横行結腸の

壁肥厚・狭窄の増悪を認めたため、横行結腸狭窄解除及び確定診断

目的に胃部分切除及び右半結腸切除術を施行。切除標本病理所見で

は、横行結腸の胃壁合併切除部位に高分化型腺癌（深達度pSS）を認

めた。横行結腸のポリープはすべて炎症性であり、陰窩膿瘍等を認

めUCの所見であった。区域性UC合併coliがic�canceお及び炎症の波及

による胃蜂窩織炎と診断した。術後療法として5-ASAの継続投与に

加えCapeciがabineを8コース施行。現在UCの再燃や大腸癌の再発は

なく経過観察中である。［考察］UCでは、10年以上の長期経過例や

広範囲罹患例などではcoliがic�canceお発生の危険性が高いことが知ら

れている。しかし、本症例は胃蜂窩織炎で発見された若年者の区域

性UC症例で、術後にcoliがic�canceおの合併が判明した。まれな臨床経

過をたどり、術前診断に苦慮した1症例を報告する。

142（消）．胃癌切除後4年目γ�8年目と二度の転移性大腸癌を認
めた1症例

○�高坂琢磨�1�，小田　寿�1�，石川麻倫�1�，立野貴大�1�，八木澤允貴�1�，

澤田憲太郎�1�，村中徹人�1�，梅村真知子�1�，加藤　励�1�，高橋一宏�1�，

曽我部進�1�，太宰昌佳�1�，宮城島拓人�1�，小笠原和宏�2� （釧路労災病

院内科�1�，釧路労災病院外科�2�）

【症例】70歳代女性．2004年9月胃癌cSがageI（Lγ0-IIc）に対して幽門

側胃切除βD2郭清βB-I再建β胆嚢摘出術を施行した．術後病理組織

学的診断はpoお2＞かigγ�Mγ�がけpe3γ�pT2（SS）γ�lけ1γ�ぎ1γ�pN0γ�pPM（-）γ�

pDM（-）γ�pSがageIBだった．2008年10月の下部消化管内視鏡検査で，

下行結腸に内視鏡通過不可能な狭窄を認めた．生検ではGおoきp1〜3

であったがγ�下行結腸癌または胃癌の局所再発と考えて同年 11月下

行結腸部分切除＋空腸楔状切除が施行された．術後病理組織学的診

断は胃癌の転移であった．同年12月〜2009年11月術後TS-1療法を

行った．2012年9月に左下腹部痛が出現し，同年10月に下部消化管内

視鏡検査を施行．下行結腸の吻合部の5cm肛側に2型腫瘍を認めた．

生検にてGおoきp 5 .�adenocaおcinoma，胃癌転移性腫瘍の診断であっ

た．同年11月下行結腸部分切除を施行した．術中S状結腸の漿膜面

に認めた結節は，腫瘍の播種であった．H25年1月より術後化学療法

としてTS- 1 療法を再開している．【考察】転移性大腸癌は大腸悪性

腫瘍の中でも比較的稀な疾患であり，発生頻度は大腸癌全体の約0.1

〜 1％とされている．胃癌治癒切除後に二度の転移性大腸癌の発生

を認めた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．

143（消）．集学的治療にて長期生存を得られた直腸癌、多発脳
転移、肝転移の1例

○�藤澤倫子�1�，今井亜希�1�，高木智史�1�，吉田純一�1�，高橋秀徳�2�，

谷　安弘�2�，高橋　学�2�，中川隆公�2�，松岡伸一�2�，佐々木文章�2� （札

幌社会保険総合病院消化器内科�1�，札幌社会保険総合病院外

科�2�）

症例は56歳女性。高血圧、高脂血症で前医通院中、肝機能障害を指摘

され2011年3月当院紹介となる。CTで多発肝腫瘍と直腸壁肥厚を認

め、下部消化管内視鏡検査で直腸に全周性狭窄を伴う3型腫瘍を認め

た。直腸癌、肝転移の診断で通過障害も強く、外科にて低位前方切除

術を施行。組織学的にはAdenocaおcinoma（がきb 2）�pSEγlけ 1γぎ 1γpN 1

と診断された。術後2011年4月よりmFOLFOX6を導入、2コース目

よりBeぎaciげきmabを併用し17コース投与しPRを得られていた。

2012年2月CTで肝腫瘍の増大を認め、2nd�line�IRISを開始するも薬

疹のためS- 1を中止しbiくeeklけ�CPT- 11に変更して5コース施行し

た。2012年6月より嘔気・頭痛・食欲低下が出現、頭部CTで右小脳

半球に35x 25mm大、前頭葉に4mm大の高吸収結節を認め多発脳転

移と診断し、右小脳転移に対し外科的切除を施行。2012年7月より

FOLFIRIβPaniがきmきmabを開始した。2012年8月前頭葉の転移に対

しガンマナイフを施行後、全脳照射を追加した。2013年1月まで計10

コース施行したが、2013年2月より全身状態悪化、緩和治療の方針と

なった。治療開始から2年1カ月後の2013年4月肝不全、意識障害をき

たし永眠された。大腸癌の脳転移の頻度は0. 4 〜 2. 5%と比較的稀で

あり、脳転移症例の82％に多臓器転移を伴い予後不良とされている。

近年肝転移などの遠隔転移症例でも長期制御が可能となってきてお

り、今後脳転移の治療方法の確立も望まれる。今回、脳転移を含めた

多臓器転移を有する大腸癌症例に対し、手術、放射線治療、化学療法

により25ヶ月の長期生存を得られた1例を経験したため、若干の文献

的考察を加え報告する。
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144（消）．mFOLFOX6療法における末梢神経障害発症の危険因
子探索〜寒冷と末梢神経障害との関連はあるか？〜

○�岩永一郎，江平宣起，杉浦　諒，大原正嗣，宮本秀一，水島　健，

上林　実 （北見赤十字病院消化器内科）

【背景】結腸直腸癌に対する全身化学療法として，オキサリプラチン

がしばしば使用されるが，末梢神経障害の発症により減量または中

止を必要とすることが多い．末梢神経障害の誘発因子として寒冷刺

激が挙げられているが，寒冷地域でその頻度が上昇するという報告

は無い．【目的】mFOLFOX6療法時のGおade�2の末梢神経障害発症

までの期間（Neきおopaがhけ-fおee�かきおぎiぎal;NFS）に影響する因子の探索

を行うこと．また，寒冷期間がNFSに影響を及ぼすか否かを統計学

的に検討することで，寒冷であることが末梢神経障害の発症に寄与

するかを調査する．【対象と方法】2006年1月から2012年12月までに

北見赤十字病院消化器内科にてfきll�doかeでmFOLFOX 6 療法を行わ

れた結腸直腸癌症例 153 例を対象とした．全症例についてNFSを算

出し，Cox比例ハザードモデルを用いて，危険因子の探索を行った．

治療時の気温については，それぞれの症例について，治療開始後3ヶ

月間の北見市の気温を調べ，低温期に治療を開始した群がGおade�2

の末梢神経障害の危険因子になるかを検討した．【結果】Gおade�2の

末梢神経障害発症者は153例中89例（58.2%）であり，NFSの中央値

は133 日であった．単変量解析の結果，年齢のHRが0. 967［95%CI�

0. 948-0. 987�p値�0.001］，体表面積のHRが2.917［95%CI�0. 764-11. 1�p

値�0.118］，白血球数のHRが1.18［95%CI�1. 067-1. 302�p値0.001］，治

療時の平均気温のHRが0.997［95%CI�0.975-1.02�p値0.772］であった．

またこれらの因子により多変量解析を行った結果NFSの危険因子

としては，白血球数［HR�1.144�95%CI�1. 030-1. 270�p値�0.0118］およ

び年齢［HR�0.974�95%CI�0. 954-0. 994�p値0.0124］があげられ，白血球

数が多いことおよび年齢が低いことが，末梢神経障害発症の危険因

子になることが示唆された．�【結語】白血球数と年齢はNFSに影響

することが示唆されたが，寒冷期間に治療を始めることがNFSには

影響しないことが示唆された．

145（内）．当院における大腸癌イレウスに対する処置の現況
○�金野陽高，林　明宏，羽廣敦也，上野敦盛，本村　亘，

丹野誠志 （イムス札幌消化器中央総合病院消化器内科）

【目的】大腸癌イレウスに対する腸管減圧処置として経鼻・経肛門

的イレウス管や大腸ステント留置が行われ、その有用性が報告され

ている。そこで、当院における大腸癌イレウスに対する処置の現況

を検討し、その有用性及び問題点を明らかにすることを目的とした。

【方法】2010年3月から2013年5月までに当院で加療した大腸癌イレ

ウス13症例、その処置15件を対象とし、患者背景、処置、有効性につい

て検討した。【結果】全症例の平均年齢は73.8歳（61-90歳）、男女比は7：

6、部位はS状結腸9例、横行結腸2例、上行結腸1例、盲腸1例であった。

減圧処置の目的は12 例がBおidge�がo�かきおgeおけ（以下BTS）、1例が

Palliaがiぎe�caおeであった。初回処置として経鼻イレウス管3例（横行

結腸1例・上行結腸1例・盲腸1例）、経肛門的イレウス管6例（S状結

腸5例・横行結腸1例）ステント4例（S状結腸4例）を行った。減圧が

不十分であった経肛門的イレウス管のS状結腸 2例で経鼻イレウス

管を追加した。BTS症例で術前に十分な減圧が得られたのは経鼻・

経肛門的イレウス管で66.7％（6例/9例）、大腸ステントで100%（3例

/3例）であった。平均留置期間はイレウス管にて減圧が得られた症

例で10. 2 日、減圧が不十分であった症例で4. 7 日で減圧が不十分で

あった症例では早期の手術を必要とした。大腸ステントでは8. 0 日

であった。肛門的イレウス管の33%（3例/ 9 例）、大腸ステントの

66.7%（2例/3例）で人工肛門造設術が行われた。Palliaがiぎe�caおeで大

腸ステントを留置した症例では2か月間、問題なく経過している。【考

察】大腸ステントは減圧、並びに患者の受容性においても優れている

可能性があるが、人工肛門を回避する結果には至らず、適応の判断、

適切な留置期間の設定など今後の課題もあり、症例の蓄積、検討が必

要である。

146（消）．当院における大腸ステント留置症例の検討
○�成瀬宏仁�1�，山梨香菜�1�，木下賢治�1�，山本桂子�1�，大和弘明�1�，

小川浩司�1�，畑中一映�1�，山本義也�1�，笠島浩行�2�，遠山　茂�2� （市

立函館病院消化器病センター消化器内科�1�，市立函館病院消化

器病センター消化器外科�2�）

【はじめに】大腸癌イレウスの治療では、緊急外科手術が困難な場合

経肛門的イレウス管を留置してきたが、その減圧効果は不十分で

あった。2012.1月本邦でもThoおoきgh�がhe�かcope（TTS）の大腸ステ

ントが保険適応となり、臨床使用されている。当院での大腸ステン

トの使用成績について報告する。【対象】2011.10月〜2013.5月までに、

当科で大腸内視鏡、口径11.7mmが通過せず、大腸ステントを留置し

た37例、男性21例、女性16例、平均年齢73.4歳、大腸癌35例、膵癌横行

結腸浸潤1例、肺癌リンパ節転移S状結腸浸潤1例。【方法と器材】内

視鏡下大腸狭窄部を確認し、レントゲン透視下にガイドワイヤーを

狭窄口側へ留置して、内視鏡直視下に肛門側留置位置を確認しなが

ら展開留置した。使用ステントは、食道用WallFlex�coぎeおed�かがenが�2

例、WallFlex�colonic�かがenが　35 例。【結果】狭窄部長径は、20-

100mm（平均63.3mm）、狭窄管腔径は、1-8mm（平均4.5mm）、占拠

部位は、横行結腸10.8%、下行結腸10.8%、S-D　jきncがion16.2%、S状

結腸43.2%、直腸18.9%で、左半結腸が89.2%を占めていた。大腸ステ

ント留置目的は、手術前70.3%、緩和目的21.6%、化学療法前8.1%で

あった。術前大腸ステント留置26例中22例（84.6％）で一期的端々吻

合が可能であった。所要時間は、7-50min（平均24min）で、合併症は、

ステント留置時のガイドワイヤーの腸管穿通1例、ステント展開時の

狭窄口側への逸脱2例、手術時に確認された腫瘍部の被覆穿孔2例、化

学療法後のステント逸脱1例であった。手術前先行留置例26例の、ス

テント留置より手術までの平均日数は11.7日で、手術時の病巣局所

の炎症が強く、14日後程度で手術が適切と思われた。手術非適応で

大腸ステント留置した11例では、最長180日死亡まで、一例のステン

ト逸脱を除き全例ステント開存が確認された。【結語】大腸ステント

は、大腸癌イレウスに対し、緊急外科手術が困難な場合、安全性を担

保して待期的手術を可能とするツールになりうる。

147（内）．当科における悪性大腸狭窄に対する大腸ステントの
使用経験

○�杉山隆治，川内宏仁，中村和正，助川隆士，小澤賢一郎，

千葉　篤，垂石正樹，斉藤裕輔 （市立旭川病院消化器病セン

ター）

【はじめに】悪性大腸狭窄に対しては、これまで経肛門的イレウス

チューブによる減圧や緊急手術を要することが多かった。最近、悪

性大腸閉塞に対する大腸ステントの安全性や有効性の報告がみられ

るようになり、2012年1月から本邦でも保険適用となった。今回当

センターで悪性大腸狭窄に対して施行された大腸用ステントの使用

経験について報告する。【目的】悪性大腸狭窄に対するSelf-

Expandable�Meがallic�Sがenが（SEMS）留置術の有用性と安全性を検討

する。【対象】悪性大腸狭窄に対して2012年1月から2013年6月まで当

センターでSEMS留置術を試みた11例を対象に、臨床的背景、治療成

績および偶発症について検討した。ステントはWallFLex�Colonic�

かがenが（Boかがon�Scienがiでc社製）を使用した。【結果】施行目的は緩和治

療目的が2例、Bおidge�がo�かきおgeおけ（BTS）�9�例。原因疾患は大腸癌

が10例、転移性大腸腫瘍による狭窄が1例であった。留置部位は直腸

3例、SD2例、D/C3例、T/C3例であった。手技的成功率は100％（11

例中 11 例）であった。偶発症はBTS症例で盲腸穿孔が1例あった。

BTS症例は全例閉塞性大腸癌であった。ステント挿入後閉塞は全例

改善。ステント挿入後手術までの日数は平均10（3-20）日であった。

挿入後の大腸閉塞性スコアは2- 4。局所深達度はSS 4 例、SE 4 例、

SI 1 例であった。BTSの全例で一期的手術が可能であった。【考察】

悪性大腸狭窄に対するSEMS留置術はBTS症例では従来の経肛門的

イレウス管の処置が不要となり、また患者のQOLも改善し、術前に

経口摂取可能で一時退院可能な症例もあり有用であると考えられ

た。
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148（内）．当科における悪性大腸狭窄に対する大腸ステント6
例の治療経験

○�廣岡映治�1�，松山秀樹�1�，福田千文�2�，岡本史樹�2�，伊藤眞史�1�，

佐藤　純�1� （イムス富士見総合病院外科�1�，イムス三芳総合病院�2�）

【はじめに】悪性大腸狭窄に対する大腸ステント治療が2012年1月より

保険適応となり諸学会においてその治療成績が報告されるようになっ

た。当科も2012年4月より緩和治療の一貫としてまた手術までのBTS:�

bおigde�がo�かきおgeおけを目的に大腸ステントを導入し2012年1月まで6例を

経験した。【症例1】64歳、男性。平成18年11月他院でS状結腸癌にて手術。

平成22年5月腹膜播種、肝転移、肺転移にてFOLFOX4施行されるもPD

となり吻合部狭窄によるイレウスを来したため緩和治療目的に

25mmγ9cmの大腸ステントを留置した。留置後82日目に永眠した。【症

例2】77歳、男性。平成22年8月S状結腸癌にて手術。平成24年11月より

局所リンパ節再発にてFOLFOX 4を7コース施行するも吻合部再発に

よる狭窄、肺転移を来たしたため25mmγ 9cmの大腸ステントを留置。

留置後51日目に永眠した。【症例3】66歳、男性。�肺、肝に多発転移を伴

う横行結腸脾弯曲部の全周性 2型腫瘍を認め25mmγ 9cmの大腸ステン

トを留置。留置後 13 日目に横行結腸部分切除術を施行。現在

mFOLFOX6を継続中。【症例4】83歳、男性。肺、肝に多発転移を伴う

全周性S状結腸癌に対し緩和医療目的に22mmγ�9cmの大腸ステントを

留置。敗血症を併発し留置後7日目に永眠した。【症例5】49歳、女性。

全周性狭窄を伴う下行結腸癌に対し22mmγ 9cmと22mγ 6cmの大腸ステ

ントを留置。留置後8日目に結腸左半切除術を施行。現在mFOLFOX6

を継続中。【症例6】74歳、男性。直腸Rか部に膀胱浸潤を伴う全周性3型

腫瘍を認め22mmγ 6cmの大腸ステントを留置。留置後 8日目で低位前

方切除術、膀胱部分切除術を施行。現在5FUβLVを継続中。【まとめ】

緩和医療として3例、BTSとして3例を経験した。全例でステント留置

は成功したが1例は留置後早期に敗血症を来たしステントによる影響

が示唆された。しかし5例はイレウス管による苦痛と人工肛門を回避

でき患者QOLの向上に大きな役割を果たした。悪性大腸狭窄に対する

大腸ステント治療は緩和治療のオプションとしてまたBTSとして非常

に有効であり今後症例数の増加が見込まれる。

149（内）．当院における大腸ESDの現状について
○�安部智之�1�，藤井重之�1�，山田充子�1�，櫻井　環�1�，黒田裕行�1�，

前田征洋�1�，松野鉄平�2�，佐藤昌則�2�，定免　渉�2� （製鉄記念室蘭病

院消化器・血液腫瘍内科�1�，札幌医科大学腫瘍・血液内科�2�）

【背景】大腸腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層切開剥離術（ESD）の進

歩は著しく、病変の局在、腫瘍径によらず高い一括切除率が得られ、

詳細な病理学的検索が行える点で非常に有益な治療と思われる。

2012年4月に保険収載され、標準化へ向け様々な取り組みが行われて

いる。【目的】当院でも2008年から大腸ESDを導入してきたが、2013

年3月に至るまでの大腸ESDについて比較検討した。【対象】2008年

4月から2013年3月までに大腸ESDを行った44病変�（腺癌12病変、腺

腫26病変、カルチノイド6病変）。2008年4月〜2010年12月までを前期

群とし、2011 年 1 月〜 2013 年 3 月までを後期群として治療成績を

おeがおoかpecがiぎeに検討した。【結果】前期群：19病変の19名、平均年齢

67（40〜86）歳、切除時間170（25〜403）分、標本径34.6（11〜70）mm、

病変30.2（7〜65）mm、病理組織　腺腫7例、M癌5例、SM浅層癌1例、

SM深層癌4例、カルチノイド2例、病変部位　盲腸0例、上行結腸4例、

横行結腸2例、下行結腸0例、S状結腸1例、直腸12例、一括切除率

89.5％（17/19）、一括完全切除率84.2％（16/19）、治癒切除率78.9％

（15/19）、偶発症　微小穿孔2例（10.5%）　であった。後期群：25病

変の23名、平均年齢68.9（44〜81）歳、切除時間132（48〜246）分、標本

径37.3（14〜90）mm、病変26.4（10〜77）mm、病理組織　腺腫19例、

M癌1例、SM浅層癌1例、SM深層癌0例、カルチノイド4例、病変部位

　盲腸2例、上行結腸6例、横行結腸6例、下行結腸0例、S状結腸1例、

直腸10例、一括切除率100％（25/25）、一括完全切除率100％（25/25）、

治癒切除率96％（24/25）、偶発症　0例（0%）　であった。【考察】大

腸ESD導入初期である前期群と比較し、後期群においては深部大腸

病変に対しても積極的に治療を試みることができ、一括切除率も向

上させることができた。また、偶発症の発症も低下させることがで

き、より安全に治療を遂行することができた。

150（内）．早期大腸癌に対するESDの中長期予後
○�浦出伸治，三井慎也，田沼徳真，野村昌史，栗原弘義，田中一成，

木村有志，真口宏介 （手稲渓仁会病院消化器病センター）

【背景】早期大腸癌に対するESDは2012年4月に保険収載され、今後

さらに普及していくことが予想されるが、その中長期成績に関して

は未だ不明である。【目的】早期大腸癌に対するESDの予後について

検討する。【対象と方法】2007年6月から2012年6月までに当センター

でESDを施行した早期大腸癌患者94例を対象に、（1）ESDの治療成

績、（2）再発例、（3）無再発生存率、（4）死亡例、（5）全生存率について後

ろ向きに検討した。年齢中央値は70歳（39〜88歳）、男女比は63：31、

観察期間中央値は24か月（0〜71か月）であった。【結果】（1）�一括切

除率：86%（81/94）。一括完全切除率：77.7%（73/94）。治癒切除率：

66.0%（62/94）。非治癒切除因子：分割切除のみ7例、水平断端陽性

のみ1例（以上全例経過観察）、SM深部浸潤または脈管侵襲陽性また

は未分化型癌24例（追加治療18例、経過観察6例）。（2）�追加外科切除

でリンパ節転移を認め術後補助化学療法中に再発したものが2例（1

例は吻合部再発・腹膜播種、もう1例は傍大動脈リンパ節転移）、追加

外科切除後に吻合部に再発したものが1例あった。（3）�無再発生存

率（1年/�3年/�5年γ�%）は、全体で97.4�/�91. 6�/�87. 2、治癒切除群では

100�/�96. 6�/�89. 2、非治癒切除群では92.8�/�83. 4�/�83. 4γ�p=0. 15（対�

治癒切除群）で、非治癒追加治療群では87.5�/�72. 2�/�72. 2γ�p=0.03γ�非

治癒経過観察群では100�/�100�/�100γ�p= 0. 48であった。（4）�非治癒

切除群で原病死を1例（17か月）認めた。他病死は非治癒切除群で心

疾患1例（11か月）、治癒切除群で膵癌�1例（25か月）、不明1例（43か月）

であった。（5）�全生存率（1年/�3年/�5年γ�%）は、全体で98.6�/�94. 9�/�

90.4、治癒切除群では100�/�96.6�/�89.2、非治癒切除群では96.3�/�92.1�

/�92. 1で、非治癒追加治療群では93.8�/�87. 5�/�87. 5γ�非治癒経過観察

群では100�/�100�/�100であった。いずれも有意差はみられなかった。

【まとめ】ESDを施行した早期大腸癌患者の予後は比較的良好で

あった。また、原病死は1例のみで、治癒切除群と非治癒切除群の間

に生存率の差を認めなかった。

151（内）．大腸ESDにおける創部閉鎖による偶発症対策
○�吉井新二�1�，清水佐知子�1�，羽場　真�1�，川本泰之�1�，横山朗子�1�，

赤倉伸亮�1�，穂刈　格�2�，塚越洋元�2�，間部克裕�3�，加藤元嗣�3�，

坂本直哉�4� （NTT東日本札幌病院消化器内科�1�，恵佑会札幌病院

消化器内科�2�，北海道大学病院光学医療診療部�3�，北海道大学大

学院医学研究科内科学講座消化器内科学分野�4�）

【背景と目的】大腸ESDは大きな大腸腫瘍を一括切除可能とする治

療法だが，EMRに比較して穿孔率が高いことが報告されている．

我々は大腸ESDを2009年4月から215例に施行し，一括切除率93.5％

と良好な切除成績をあげている．しかし，穿孔を4.2％（術中2.8％，

遅発1.4％）に認め，穿孔対策が重要と考えられた．その対策として

クリップによる潰瘍面の縫縮が有用と考えられるがESD後の大き

な潰瘍面を完全に縫縮するのは容易ではない．今回我々はナイロン

糸とクリップを用いて作成した自作clipによるESD後潰瘍面の完全

縫縮を試みたのでその方法を提示する．【方法】（作成手順）手術用

4-0ナイロン糸で3mm程度のLoopを作成．オリンパスEZ�clipをカー

トリッジからはずしナイロン糸のLoopをクリップのアームの部分

に結紮．結び目を瞬間接着剤で接着しカートリッジに収納する．（使

用方法）ESD終了後，作成したクリップを潰瘍面の近位側の粘膜に

留める．その後別の通常のEZ�clipの片脚をナイロン糸のループに

かけて，充分にaiおを吸引して対側の粘膜を引き寄せながらクリッピ

ングする．大きな潰瘍面の場合には複数個所同様の方法で引き寄せ

る．さらに縫縮をより強固にするために通常のクリップで追加縫合

を行うことでより完全な縫合にする．【結果】Loop�clipによる縫縮

を10 例に試みた．部位別では，C/A/T/D/S/R=3/3/0/1/2/1，肉

眼型別では，LST-G 5，LST-NG2，Iか 2，Ip 1で，切除潰瘍面の平均

長径36.7mm（最大59mm），平均縫縮時間10.1分であった．症例数は

少ないが縫縮例において1例も偶発症は認めなかった．【結論】我々

の方法は簡便で特別な処置具を必要とせず，大きな潰瘍面や襞にま

たがる縫縮困難例においても有用であった．当日は具体的な方法を

動画にて供覧する．
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152（内）．内視鏡下で虫体の腸管吸着部を確認し，ガストログ
ラフィンでの駆虫を行った広節裂頭条虫の1例

○�藤田朋紀�1�，小松悠弥�1�，北岡慶介�1�，和賀永里子�1�，高梨訓博�2�，

勝木伸一�1� （小樽掖済会病院消化器病センター�1�，札幌医科大学

第四内科�2�）

症例は35才男性．2010年11月便潜血を指摘され当院受診．下部内視

鏡検査の前処置中に白色虫体を排出．そのまま予定通り下部内視鏡

検査を施行したところ回腸末端部腸管に吸着している虫体を確認

しγ�ガストログラフィンで駆虫を行った．　駆虫後の虫体の同定検

査にて広節裂頭条虫と診断した．　消化管造影下にガストログラ

フィンで駆虫を行った症例報告は散見されるもののγ�内視鏡下で虫

体の腸管吸着部を確認し，さらにガストログラフィンで駆虫を行っ

た様子を観察する事ができた広節裂頭条虫の症例は稀と考え，今回

報告する．

153（消）．カプセル内視鏡が診断に寄与した小腸アニサキス症
の1例

○�和賀永里子�1�，小松悠弥�1�，北岡慶介�1�，藤田朋紀�1�，勝木伸一�1�，

高梨訓博�2� （小樽掖済会病院消化器病センター�1�，札幌医科大学

第四内科�2�）

カプセル内視鏡（以下CE）は非侵襲的に消化管粘膜の観察が可能で，

小腸疾患の診断に有用な検査法である．今回我々は，CEにて小腸

内のアニサキス虫体を確認し，診断に寄与した一例を経験したので

報告する．

症例は67歳，男性．平成25年3月下旬から続く腹痛のためかかりつけ

医を受診し，消化管精査目的に紹介となった．4月2日に上部，下部消

化管内視鏡を施行したが異常を認めなかった．腹痛が継続するため

腹部CTを施行したところ回腸の一部に全周性壁肥厚および中等量

の腹水貯留を認めた．小腸病変を疑いカプセル内視鏡を施行した所，

回腸内に糸状で白色の虫体を認めた．経肛門ダブルバルーン小腸内

視鏡を施行したが，小腸癒着のため深部挿入できず，虫体の除去はで

きなかった．虫体の確認はできなかった，、問診にて症状出現前にソ

イの刺身を食したこと，、採血にてアニサキスIgGγA抗体陽性，好酸

球増多を認めたため，小腸アニサキス症と診断した．絶食，補液管理

の保存的治療にて腹痛は徐々に軽快した．症状軽快後に施行した

CTでは回腸の壁肥厚および腹水は消失し退院となった．

小腸アニサキスは比較的稀な症例で早期診断困難なことが多いが，

腹部CT，腹部エコーなどが有用とされている．本症例では腹部CT

にて異常を認めた後CEを行うことにより小腸アニサキ症の診断が

比較的早期にできた．イレウスの合併例もあるため適応は慎重に判

断する必要はあるが，小腸アニサキス症の診断にCEは有用であると

考えられた．

154（内）．Paがencけ�capかきleの消化管開通性判定とCEの排出確
認不能症例における低線量CTの有用性

○�藤田朋紀�1�，小松　悠�1�，北岡慶介�1�，和賀永里子�1�，高梨訓博�2�，

勝木伸一�1�，加藤淳二�2� （小樽掖済会病院消化器病センター�1�，札

幌医科大学第四内科�2�）

【背景・目的】2012年7月よりPaがencけ�capかきleが保険収載となりCEの

保険適応が広がった．しかし，既報では約30〜40%とされる33時間以

内にPaがencけ�capかきleが排出されなかった症例の大腸到達の判定は，腹

部レントゲンの平面視では確実性に欠ける．一方，CTは，位置確認に

は有用であるが，レントゲン検査（1.2mSぎ）に比べ，被曝（7.6〜15mSぎ）

が懸念される．当院では2012年12月より低線量CT（以下LR-CT）で消

化管開通性判定を行っており2013年 1月より北海道腸疾患研究会・北

海道小腸疾患研究会などでその経験を初めて報告した．最近はさらに

腹部レントゲンとCTの位置確認目的の撮影を省略．LR-CT単独での

確認を行っている．また，足側からの撮像を行い，CEを確認した時点

で撮像を中止し，さらなる被爆量軽減を図っている．今回，本学会でそ

の有用性を報告する．【LR-CT撮像方法】健常ボランティアを用い，

LR-CTを施行し，腸管壁描出性と被曝量を検討した．線量の算出は標

準的なEUR�16262の基準に従い、CT撮影後に得られたDLP値に腹部

撮影時の係数0.015を掛けて計算した．【対象】2012年12月から2012年3

月までにPaがencけ�capかきleを投与した19症例中，33時間以内にPaがencけ�

capかきleが排出されなかった3症例とCE後に排出を確認できなかった3

症例の計 6症例．【成績】（1）健常ボランティアでの検討では，線量

0. 24mSぎ以下では，直腸壁の描出が著しく不明瞭になることが判明し

た．（2）33時間以内にPaがencけ�capかきleが排出されなかった3症例中2症

例は，腹部レントゲンの結果，capかきleが骨盤内に存在し，直腸か回腸

かの判定が困難であった．LR-CT（0.387〜2.1mSぎ）を行った結果，各々

直腸・回腸である事が確認された．1症例はLR-CT（0.666mSぎ）単独で

の判定を行い，直腸である事が確認された．（3）CE後に排出が確認で

きずLR-CT（0.762〜0.894mSぎ）を施行した3症例は，CEが排出または

直腸に存在している事が確認された．【結論】LR-CTはcapかきleの位置

確認に優れ、放射線被爆の観点からも優れた評価法であると思われる．

155（内）．総胆管結石症に対するendoかcopic�papillaおけ�laおge�
balloon�dilaがaがion�（EPLBD）の治療成績

○�久居弘幸�1�，平子　匡�1�，小柴　裕�1�，宮崎　悦�2�，前田喜晴�3�，

佐藤正文�3�，川崎亮輔�3�，行部　洋�3�，上野　峰�3�，在原洋平�4�，

池田裕貴�4� （伊達赤十字病院消化器科�1�，伊達赤十字病院内科�2�，

伊達赤十字病院外科�3�，札幌医科大学腫瘍・血液内科学講座�4�）

【目的】総胆管結石症に対するendoかcopic�papillaおけ� laおge�balloon�

dilaがaがion（EPLBD）の有用性と安全性について検討した。

【方法】対象は平成21年4月〜平成25年5月にEPLBDにより截石術を

施行した総胆管結石症36例�（年齢58〜94歳、平均81歳、男性12例、女

性19例）。EPLBDはCREバルーン（Boかがon�Scienがiでc）またはGigaバ

ルーン（Cenがきおけ�Medical）を使用し、原則EST�（小〜中切開）施行翌

日以降で胆管炎・膵炎症状改善後に施行した。バルーン径�（10 〜

15mm）は胆管径・結石径を参考に基本的にくaiかがが消失するまで拡

張し、拡張時間は60秒までとした。初回EST施行からの施行時期は0

〜6570日（中央値8日）、観察期間は22〜1516日（中央値493日）であっ

た。検討項目は1）患者背景、2）治療成績、3）偶発症とした。

【成績】1）再建腸管�（B-II�1例、Roきx-en�Y�1例）、傍乳頭憩室21例�

（58%）、有胆嚢28例�（78%）、有胆嚢結石17例�（47%）、胆管径11.5〜26�

（平均17.2）mm、結石最大径11.5〜26�（平均15.7）mm、結石数2個以

上29例�（81%）、抗血栓例内服2例�（6%）、寝たきり5例�（14%）、PEG造

設例2例�（6%）、ASA�gおade�（I/II/III/IV）は5/16/10/5であった。2）

初回の截石所要時間は26〜72分�（中央値44分）、EMLは18例�（50%）

に併用した。截石回数は1回19例�（53%）、2回12例�（33%）、4回1例で、

同一入院期間内の截石成功例は32例�（89%）で、不成功の4例は内視

鏡的胆管ドレナージを施行し（3例は結石が縮小し後日截石）、最終截

石成功率は97％�（35/36）であった3）早期偶発症では高アミラーゼ血

症1例、術中出血2例、後出血（重症）1例、胆管炎（軽症）1例に認めた。

後期偶発症は無石胆嚢炎1例�（PTGBD施行）、結石再発4例（11.1%、1

例は重症胆管炎で死亡）であった。

【結論】EPLBDは有用で安全な手技であるが、結石再発を含めた長

期予後についてはさらなる検討を要する。

HmcAbs6_消化器病・消化器内視鏡.indd   75 13/08/05   17:04



76

156（内）．上部消化管狭窄例に対するERCPの工夫�-ファー
ター乳頭到達困難例に対する回転把持鉗子先行法の

有用性の検討-

○�林　毅，小野道洋，石渡裕俊，三浦翔吾，岡川　泰，佐藤　勉，

宮西浩嗣，佐藤康史，小船雅義，瀧本理修，加藤淳二  （札幌医

科大学腫瘍・血液内科学講座）

【背景・目的】多くの胆道・膵疾患にERCPが必要となるが、上部消

化管狭窄によりファーター乳頭への到達が困難な症例が少なからず

存在する。狭窄の状況に応じた種々の工夫で通過が可能となること

があるが、確立された方法がないのが現状である。当施設における

困難例の対処を検討した。【方法】ERCP時に上部消化管の狭窄によ

り十二指腸鏡の通過が困難と判断した時点で同部に回転把持鉗子

（オリンパス社製γ�FG-44NR-1）を挿入し、それを進行方向の軸の指

標として内視鏡操作を行い狭窄部の通過を試みた。2011年4月-2013

年4月までに実施されたERCPのうち、ビデオの見直しが可能であっ

た症例から本法施行分を抽出し後方視的にその効果を検討した。【成

績】402回のビデオ撮影がなされたERCPのうち12例�（M/F:�6/6γ�年

齢中央値:�65�（48- 79）γ�狭窄部位:�胃/十二指腸=1/11γ�狭窄の原因疾

患:� 膵 癌/胆 嚢癌/胃 癌/大 腸癌転移/術後良性狭窄/腎嚢胞

=5/3/1/1/1/1）、19 回�（4.7%）�で本法が施行されていた。膵癌の1

例は通過不能で、後に十二指腸ステントが留置されたが、18 回�

（94. 7%）�でファーター乳頭への到達と目的とする胆道処置が可能で

あった。このうち、14回で内視鏡挿入の際に腹臥位から左側臥位へ

の体位変換が併用されていた。把持鉗子先行に関連する合併症はみ

られなかった。【結論】本法はファーター乳頭への到達困難例に有効

であり安全に施行可能である。【付記】使用した回転把持鉗子は、把

持の程度によって硬度が変化する。したがって、把持鉗子の挿入時

には軽い把持で軟性を保つことができるため安全に狭窄・屈曲部に

挿入が可能である。一方、十二指腸鏡の操作時には強く把持するこ

とで進行方向への軸の保持と内視鏡自体の硬度増加による直進性の

向上が得られる。本会では手技の実際をビデオで供覧し解説する。

157（内）．当院における総胆管結石例に対するEPLBD�
（Endoかcopic�papillaおけ�laおge�balloon�dilaがion）�の治

療成績

○�江藤和範，小林智絵，小西康平，山本文泰  （苫小牧市立病院消

化器内科）

【背景】近年，巨大結石や積み上げ結石など排石困難例に対して，大口径

バルーンを用いた乳頭バルーン拡張術�（Endoかcopic�papillaおけ� laおge�

balloon�dilaがion�;�EPLBD）�の有用性が報告されている．【目的】当院にお

けるEPLBDの治療成績を報告し，その有効性と今後の課題を明らかにす

ること．【当施設におけるEPLBDの適応】1）�巨大結石�（短径15�mm以上）�

や積み上げ結石�（5 個以上）�など排石に難渋することが予想される症例，

2）�高齢�（80 歳以上）・基礎疾患などを理由に短時間での内視鏡処置が望

まれる症例．【対象】2012年4月から2013年5月までに当院で総胆管結石に

対して内視鏡的排石術を施行した67例．【方法】ESTのみで排石を行った

群�（EST群γ�49 例）�とEPLBDを行って排石を行った群�（EPLBD群γ�18 例）

の2群に分け，1）�患者背景（年齢，性別，傍乳頭憩室の有無，EST施行の既

往の有無，結石径，結石数），2）�使用処置具，3）�機械式破砕具�（EML）�使

用率，4）�処置時間，5）�完全排石率，6）�合併症，7）�再発率�（観察期間�0

−14か月）�について比較検討を行った．【結果】EST群：EPLBD群で各々，

1）�年齢中央値�75�（47−90）�:�75�（36−93）γ�男性�/�女性�30�/�19�:�9�/�9γ�憩

室あり�17�:�8γ�EST施行の既往�4�:�9γ�結石径中央値（mm）�8�（2 − 36）�:�10�

（6−35）γ�平均結石数（個）�1.7�（1−4）�:�1. 8�（1−6）であった．2）�バスケッ

ト�/�バルーン�18�/33�:�4�/�17�（併用症例あり）γ�3）�EML�使用率（%）�12�（6�

/�49）:�16�（3�/�18），EPLBD群ではEMLで実際に破砕を必要とした症例

はみられなかった．4）�処置時間中央値（分）�14�（2 − 57）�:�18�（2 − 86），

EPLBD群の胃切除�3 例を除外した処置時間中央値�13�（2 − 42）�γ�5）�完全

排石率（%）�98�（48�/�49）�:�100�（18�/�18），6）�合併症率（%）�16�（8�/�49）�:�6�

（1�/�18），7）�再発率（%）�6�（3�/�49）�:�0�（0�/�18）であった．【結語】当院の

臨床成績ではEPLBDは高い排石率に加え，排石後の再発率が少なかった．

また，大結石や多発結石例に対しても短時間で施行可能であり，安全な治

療手段であると考えられた．今後は，初回乳頭症例に対しての安全性や

EST負荷の要否等についても症例を集積し検討が必要と考えられた．

158（消）．診断が困難であったIgG4関連硬化性胆管炎の1例
○�馬場　英�1�，古家　乾�1�，小泉忠志�1�，定岡邦昌�1�，関谷千尋�1�，

服部淳夫�2� （北海道社会保険病院消化器センター�1�，北海道社会

保険病院病理部�2�）

症例は60歳代女性。2013年 3月にめまいを主訴に前医受診した。前

医の血液検査にて肝機能障害を認め当院紹介となった。初診時、眼

球結膜に軽度の黄染を認めγ血液検査にて胆汁鬱帯型の肝機能障害を

認めた。腫瘍マーカーはCEAγCA 19 - 9は正常、DUPAN-IIが1508U/

mlと高値であった。血中IgGは2670mg/dl、IgG 4も292mg/dlといず

れも高値であった。アミラーゼは正常範囲であった。腹部超音波で

は肝内胆管の拡張を認めた。また胆嚢内腔は狭小化し、全周性に壁

が肥厚していた。肝門部を中心として胆管内腔を占拠する腫瘍性病

変を認めた。CTでは肝内胆管および下部胆管が拡張をみとめ、肝門

部胆管および周囲の肝組織に淡い造影効果を持った腫瘍性病変を認

めた。胆嚢は内腔が狭小化し、全周性に壁の肥厚を認めた。また、軽

度の脾腫もみとめた。画像状自己免疫性膵炎を疑う所見はなかった。

EUSでは中部胆管から肝門部まで胆管壁がびまん性に肥厚し、肝門

部で内腔が閉塞している状態であった。胆管壁の構造は保たれてい

た。以上から良性の胆管炎とくにIgG 4 関連硬化性胆管炎を疑い、

ERCおよび狭窄部の生検、擦過細胞診を施行した。ERCでは肝門部

から末梢の胆管は枯れ枝状に描出された。IgG4関連硬化性胆管炎の

胆管像分類ではTけpe 2であった。狭窄部からの生検では明らかな悪

性所見は得られず、リンパ球優位の軽度の炎症細胞の浸潤を認めた。

肝生検では軽度な炎症細胞浸潤と肉芽腫様の血管造成と細胆管上皮

の増生を認めた。胆管減少はあるが、やや太い胆管の硬化性変化は

乏しかった。IgG 4は類同壁にびまん性に染色された。以上の所見か

らIgG 4 関連硬化性胆管炎臨床診断基準 2012では疑診となったため、

ステロイド治療を開始した。ステロイド治療により血液検査所見は

改善したため、診断基準上も準確診と判断した。IgG4関連硬化性胆

管炎は自己免疫性膵炎を高率に合併するとされているが、単独で発

症した場合には診断困難とされる。今回自己免疫性膵炎を合併しな

いIgG4関連硬化性胆管炎を経験したので報告する。

159（消）．肝内胆管から肝外胆管へ発育を来したmきcinoきか�
cけかがic�neoplaかmの1切除例

○�佐藤大介�1�，松本　譲�1�，大森優子�2�，三橋智子�2�，佐藤暢人�1�，

倉島　庸�1�，海老原祐磨�1�，田本英司�1�，村上壮一�1�，中村　透�1�，

土川貴裕�1�，七戸俊明�1�，田中栄一�1�，平野　聡�1� （北海道大学病院

消化器外科II�1�，北海道大学病院病理部�2�）

症例は49�歳，女性．嘔吐を主訴に近医を受診した．血液生化学検査

で肝胆道系酵素の上昇，CTで肝内胆管の拡張を指摘され，肝門部胆

管癌の疑いで当院消化器内科紹介となった．当院精査の結果，肝

S4，S6の隔壁を伴った嚢胞性病変と，肝門部胆管の圧排性狭窄を指

摘された．腫瘍性の嚢胞性病変と考えられたが，末梢性であり術前

確定診断は困難と思われた．肝内胆管嚢胞腺腫との診断で前医初診

より1ヶ月後，手術目的に当科紹介となり，肝左葉尾状葉切除・肝外

胆管切除が施行された．切除検体は肉眼的に，B 4合流部付近から

胆管に沿って肝内側区およびBc，Bかの肝外胆管に進展する多房性

嚢胞性病変が認められた．病理組織学的に嚢胞は胆管上皮類似の粘

液産生性上皮に裏打ちされ，卵巣型間質を有しており，Mきcinoきか�

cけかがic�neoplaかm�（MCN）と診断した．術後は特に問題なく経過し，

術後25日で当科退院となった．

胆道MCNは2010年のWHO分類で膵MCNのcoきnがeお�paおがとして新た

に整理・導入された疾患概念である．従来，胆管粘液性嚢胞性腺腫，

腺癌とされてきた疾患群に含まれるが，Inがおadきcがal�papillaおけ�

neoplaかm�（IPNB）と混同されてきた．画像的にも両者の鑑別は難し

いが，MCNは�腫瘍壁の卵巣型間質の存在と，通常胆管との交通を

認めないことが特徴である．稀な腫瘍であり，その中でも肝外胆管

病変を認めることは少ない．肝内を越えて肝外胆管に広がる�症例

はこれまでに本邦で報告はない．

非常に稀な肝内外胆管に広がるMCNを経験した．胆道系嚢胞疾患

の疾患概念・分類は必ずしも明確ではなく�，その臨床病理学的特徴

を考察する上で重要な症例と思われ，報告した．
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160（内）．胆汁瘻に対する経乳頭的ドレナージの有用性に関す
る検討

○�小野道洋�1�，石渡裕俊�1�，林　毅�1�，三浦翔吾�1�，岡川　泰�1�，

佐藤　勉�1�，宮西浩嗣�1�，佐藤康史�1�，瀧本理修�1�，小船雅義�1�，

木村康利�2�，平田公一�2�，加藤淳二�1� （札幌医科大学腫瘍・血液内

科�1�，札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科�2�）

【背景】肝切除や外傷により生じる胆汁瘻において、瘻孔閉鎖のため

には胆汁ドレナージが必要であるが、経皮的ドレーンのみでは治療

に難渋することがある。経乳頭的ドレナージが有効な場合があるが、

症例集積研究は乏しい。【目的】胆汁瘻に対する経乳頭的ドレナージ

の有効性について検討する。【対象と方法】2006年4月〜2013年5月

に手術あるいは外傷により、胆管損傷あるいはBilomaを発症し、当

科で経乳頭的アプローチで治療した16例（年齢中央値63歳（24〜79）、

男/女:9/7。肝切除14例（肝細胞癌8、転移性腫瘍4、交通外傷1、肝嚢胞

1）、膵体尾部切除1例、交通外傷後胆管断裂1例）を対象とした。経乳

頭的アプローチ後に追加処置を要さなかった場合を有効、要した場

合を無効と定義し、1.ERCで確認し得た損傷胆管部位の内訳、2.初

回内視鏡的ドレナージの内容、3.内視鏡的ドレナージの有効率、4.有

効症例と無効症例の比較、5.追加処置内容と成績、について検討し

た。【結果】1.損傷胆管部位は56.3%（9/16）で同定可能で、前区域枝/

B 1/B 3/B 4/B 8/胆嚢管：2/ 1/ 1/ 3/ 2/ 1であった（重複あり）。2.

ENBD/EBD/胆管挿管不能：13/ 2/ 1であった。3.有効率は31. 3%で

あった（有効/無効/評価不能：5/9/2）。4.有効症例は5例全例が損傷

胆管を同定可能で、その近傍にドレナージチューブを留置可能で

あった。無効症例は経乳頭的チューブ留置が可能であった8例のう

ち6例は損傷胆管を同定できなかった。5.経皮及び経乳頭的処置併

用で内瘻化が7例、経皮ドレーンからのエタノール洗浄1例、TAE1

例であり、いずれも胆汁瘻は改善した。【考察】胆汁瘻症例において、

ERCで責任胆管が同定可能であった症例には内視鏡的ドレナージ

が有用であることが示唆された。ERCで責任胆管が同定できない

症例であっても、経皮処置との併用で生理的な胆汁排泄経路を再構

築することが重要であることが示唆された。

161（消）．胆管炎を繰り返した粘液産生胆嚢癌の1例
○�岡川　泰�1�，石渡裕俊�1�，林　毅�1�，三浦翔吾�1�，小野道洋�1�，

佐藤　勉�1�，宮西浩嗣�1�，佐藤康史�1�，瀧本理修�1�，小船雅義�1�，

木村康利�2�，平田公一�2�，中西勝也�3�，長谷川匡�3�，奈良崎亘�4�，

渡辺秀樹�4�，加藤淳二�1� （札幌医科大学腫瘍・血液内科�1�，札幌医

科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科�2�，札幌医科大学病理

部�3�，千歳市民病院消化器科�4�）

粘液産生胆嚢癌とは癌取扱い規約に明確な記載はないものの、腫瘍

細胞から胆嚢内腔へ多量の粘液が分泌され、粘液閉塞により特有な

臨床症状ないし特徴的画像所見を呈する胆嚢癌と定義され、非常に

稀な疾患である。今回、胆嚢炎、胆管炎を繰り返し、精査の結果、粘液

産生胆嚢癌が疑われ手術を施行した一例を経験したので報告する。

症例は60歳台、男性。平成25年2月、胆嚢炎の診断で前医に入院した。

胆嚢内に明らかな結石を認めず、保存的治療により軽快した。炎症

改善後に施行されたEUSでは胆嚢底部に胆嚢腺筋腫症を疑う所見

を疑う所見を認めたが、内側低エコー層の肥厚があり、1か月後の画

像検査を予定し退院となった。しかし、同年3月および4月に発熱と

肝機能障害を認め、胆管炎を発症し、その際のERCにて総胆管内に

粘液と考えられる透亮像を認め、粘液産生胆道腫瘍が疑われたため、

当科紹介となった。CTでは胆嚢底部に造影効果を有する壁肥厚を

認めた。腹部超音波検査では同部位に乳頭状腫瘍を認め、胆嚢内腔

には粘液と思われる綿状の高エコー域を認めた。ENGBDを留置し

内容液を吸引したが粘液の排出は認めなかった。また洗浄胆嚢内胆

汁細胞診を数回施行したが、いずれもclaかか 2であった。画像上は胆

嚢癌が疑われること、多量に産生された粘液により胆管炎を繰り返

していたことから、当院第1外科にて胆嚢摘出術β胆嚢床切除術を施

行する方針となった。手術待機中に再度発熱と肝機能障害を認め、

胆管炎の診断でERCを施行した。乳頭は粘液により開大しており、

胆管造影では総胆管内に透亮像を認め、ENBDを留置した。摘出し

た胆嚢内には粘液の充満を認め、病理組織学的にも豊富な粘液産生

を認めた。最終診断はがきbきlaお�adenocaおcinoma，T 1N 0M 0γSがage 1

であった。術後、胆管炎の再発は認めず、経過観察中である。

162（消）．胆嚢小細胞癌と右乳癌の重複癌に対して
CBDCAβVP-16とHERの追加投与が有効であった1例

○�藤田弘之，小野寺学，松田可奈，川岸直樹，佐野逸紀，阿部暢彦，

内田多久實，藤永　明 （網走厚生病院）

症例は73歳女性。201X年1月頃より右季肋部痛と嘔吐を認め、1月

12 日当院を受診した。造影CTにて胆嚢壁に造影効果を伴う壁肥厚

と胆嚢周囲の肝への浸潤像と肝十二指腸間膜内リンパ節（#12）の腫

大，右乳房C領域にφ 38mm大の腫瘤と右腋窩リンパ節の腫大を認

めた．初めに精査時のEUSにて# 12リンパ節腫大に対してEUS−

FNAを施行し，かmall�cell�caおcinomaと診断した．次に肝腫瘤部と

右乳腺腫瘍に対して経皮的針生検を施行し，肝はかmall�cell�

caおcinoma，右乳腺はinぎaかiぎe�caおcinoma，HER 2 陽性と診断した．

画像所見より胆嚢原発の小細胞癌と考えられたため，原発性胆嚢小

細胞癌（cT4，N2，H1，P0，M0，かがage�IVb），原発性右乳癌（cT3，

N 1，M 0，かがage�IIIA）の重複癌と診断した．予後規定因子は胆嚢

小細胞癌と考えられ，小細胞肺癌の化学療法に準じて

CBDCAβVP-16を選択した．2コース投与後のCTにて胆嚢癌の縮小

を認め効果判定はPR，右乳癌はSDであった．胆嚢癌のコントロー

ルが期待できたため，右乳癌がHER2陽性であったことから，3コー

ス目からHERを追加して化学療法を行うことにした．4コース終了

後のCTでは胆嚢癌に更なる腫瘍縮小効果，右乳癌も腫瘍縮小効果を

認めた．現在も化学療法を継続中である．　胆嚢小細胞癌は極めて

稀であり，悪性度が高く臨床経過も急激で予後も極めて不良とされ

ている．化学療法も通常の腺癌と異なり，小細胞肺癌に準じたレジ

メンが有効であるとの報告がある．本症例では，胆嚢癌と乳癌それ

ぞれの組織学的診断を得ることにより適切な治療を選択することが

でき，治療効果に結びついていると考えられた．

163（消）．当院における胆道癌の治療成績
○�志谷真啓�1�，松永康孝�1�，本谷雅代�1�，高木秀安�1�，小野道洋�2�，

石渡裕俊�2�，林　毅�2�，石井雅之�3�，木村康利�3�，廣川直樹�4�，

佐々木茂�1�，坂田耕一�4�，加藤淳二�2�，平田公一�3�，篠村恭久�1� （札

幌医科大学第一内科�1�，札幌医科大学第四内科�2�，札幌医科大学

第一外科�3�，札幌医科大学放射線科�4�）

＜目的＞当院における胆道癌治療の成績データを解析し、他施設からの

既報と比較検討する＜対象と方法＞2004年から2013年までに当院で治療

を受けた胆道癌199例中、データ集計可能であった183例（男性114、女性69

例；年齢中央値69歳）について治療成績を後方視的に検討した。＜結果＞

内訳は病期別に、乳頭部癌1/2/3/4a/4b期：5例（26.3%）/2例（10.5%）�/3

例（15.7%）/5例（26.3%）/4例（21.0%）、胆管癌14例（14.4%）�/�23例（23.7%）�

/�20例（20.6%）/�25例（25.7%）/15例（15.4）%胆嚢癌�7例（10.4%）�/7例

（10.4%）�/3例（4.4%）/14例（20.8%）�/36例（53.7%）であった。切除は111

例で、原発別の切除症例数/切除率/治癒切除率は、乳頭部癌 16 例

/ 84. 2%/ 81. 2%　胆管癌 69 例/�71. 1%�/�76. 0%　胆嚢癌 26 例�/�38. 8%�/�

96. 0%であった。非切除72例の治療内訳は、全身化学療法40.2%，化学放射

線療法12.5%，動注化学療法40.2%，beかが�かきppoおがiぎe�caおe;BSC�5.5%であっ

た。胆道癌全症例183例の生存期間中央値（MST）は1226日、5年生存率は

34.2%で、原発別に分けた5年生存率は、乳頭部癌�/�胆管癌�/�胆嚢癌の順に

68.3%�/�41. 0%�/�34. 3%であり、MSTは、乳頭部癌�/�胆管癌�/�胆嚢癌の順

に、N/D（中央値なし）�/�1386�/�696 日の結果であった。183 症例を切除

例（111例）と非切除例（72例）で大別したMST/�5年生存率はそれぞれND/�

58. 5%�、349 日/�0. 0%となった。切除例のうち治癒切除となった91 例は、

5年生存率65.9%、対する非治癒切除例（20例）では21.4%であった。原発部

位と治療内容で分けたMST・生存率は、乳頭部/�胆管/�胆嚢の順に切除例

ND/1386/ND�日、5年生存率�80.7/�41.1/�90.2%非切除例444�/511/338�日、

3年生存率0/�21.8/14.4%　となった。非切除例の治療別MSTは全身化学

療法/�化学放射線療法/�動注化学療法/�BSCの順に　433�/�349�/�381�

/346�日　であった。＜結語＞原発の部位と病期によって選択される治療

法に多少の特色がみられたものの、治療成績は既報のものと大きな差は

見られなかった。解析結果に若干の文献的考察を加え報告する。
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164（内）．生分解ステントを使用した良性胆管狭窄の2症例
○�松原　悠�1�，齋藤博哉�2�，巽　亮二�1�，好崎浩司�1�，坂本　淳�1�，

佐藤　龍�1�，網塚久人�1�，木村圭介�1�，太田智之�1� （札幌東徳洲会病

院消化器センター�1�，札幌東徳洲会病院画像・IVRセンター�2�）

良性胆管狭窄に対する治療法として，チューブステント留置やバ

ルーンカテーテルによる拡張術が行われているが，治療には長期間

を要し，治療期間中に頻回にチューブ交換を行う必要がある．また

メタリックステントの使用は一般的に抜去困難であり良性胆道狭窄

では適応とならず，全長をカバーしたメタリックステントはその使

用が通常経乳頭的アプローチに限られ，術後良性狭窄には適応とな

りにくい．生分解ステントは，生体内留置後3週間から分解が始まり

6ヶ月で吸収され，一定のおadial� foおceが得られる．このことにより

大口径のチューブステントを長期間留置した場合と同じ効果が得ら

れ，今後良性胆道狭窄治療の第一選択になりうると考える．良性胆

道狭窄に対して生分解ステントを使用し，良好な経過を辿っている2

例を経験したので報告する．症例 1．40 歳男性．胆嚢結石症に対し

てH19年に腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行．胆嚢管を術中操作で損傷し

たため損傷部位にTチューブを留置した．術後 3週間でチューブ抜

去，症状の増悪を認めず退院となった．その後H23年の検診で肝内

胆管の拡張を指摘され当院を受診．画像検査にて後区域の拡張を確

認した．経皮アプローチにて狭窄を拡張しステント留置したが，再

狭窄を繰り返したためH24年12月同部位の拡張時に生分解ステント

を留置した．経過は良好で再狭窄は認めていない．症例2．59歳男性，

H 25 年胃癌に対して幽門輪胃切除＋胆嚢摘出術を施行し，Roきx-

en-Y吻合にて再建を行ったが，退院一ヶ月後に発熱と嘔吐が出現し

当院を受診し急性胆管炎の診断で入院となる．入院後行った腹部エ

コーにて総胆管と左右肝内胆管内に不整形の高エコー像が認めら

れ，MRCPでも同領域に不整形なdefecが像を認めた．経皮アプロー

チで内瘻化に成功し，経皮胆道鏡による観察で胆道内に黒色粘稠組

織の充満を確認した．biliaおけ�caかが�かけndおomeと診断し，異物除去後

狭窄部に生分解ステントを留置した．経過は良好で外来folloく中で

ある．

165（内）．切除不能中下部悪性胆道狭窄に対するcoぎeおed�
かelf-expandable�meがallic�かがenが�の開存期間とその危

険因子についての検討

○�阿部容子，河上　洋，桑谷将城，川久保和道，久保公利，

工藤大樹，坂本直哉 （北海道大学病院消化器内科）

【背景】切除不能悪性中下部胆道狭窄に対する胆道ドレナージ術は

がきmoお� ingおoくがh�予防の観点からcoぎeおed�かelf-expandable�meがallic�

かがenが�（CSEMS）�が多く用いられる．【対象と方法】2005�年�10�月か

ら�2013�年�4�月まで当科で切除不能悪性中下部胆道狭窄に対して�

CSEMS�を留置した140�例について，ステントの開存期間と閉塞期

間の危険因子について，後方視的に検討した．なお，140�例は全例

でCSEMS下端を十二指腸内に留置した．【結果】疾患内訳は膵癌�

105�例，胆管癌�17�例，その他�18�例，平均年齢は�66�歳�（11-90歳），男

女比は�84 : 56であった．留置したCSEMSを留置時期別に，Wall�

かがenが・ComVi�かがenが�を“前期群”，�Wallとex�かがenが・Sきpおemo�を“後

期群”と分類すると，“前期群”35�例，“後期群”105�例であった．

十二指腸乳頭部から胆管狭窄部までの距離�（中央値）�は�30. 8mm�で

あった．CSEMSの閉塞や胆管炎を発症した例は�26�例�（18. 5%）�で，

その内訳は“前期群”42.9%，“後期群”10.8%�であった．閉塞や胆管

炎の原因は，食残による閉塞8例，oぎeおgおoくがh�8�例，胆泥閉塞4�例，

非閉塞による胆管炎 3�例，migおaがion�3�例であった．胆管炎やステ

ント閉塞に至るまでの期間�（中央値）�は�535�日であった．多変量解

析では，“前期群”留置例と�（Haげaおd�おaがio�3. 36�［95%CI:�1. 53-7. 58］γ��

P=0.003），十二指腸乳頭部から胆管狭窄部までの距離が長い例�（2.3�
［1.02-5. 51］γ��P=0.045）�がCSEMS閉塞の危険因子であった．【結語】
切除不能悪性中下部胆道狭窄に対するCSEMS留置の際には，“前期

群のCSEMSの選択”と“十二指腸乳頭部から胆管狭窄部までの距離”

に留意すべきである．

166（消）．胆嚢癌あるいは肝内胆管癌による悪性肝門部胆管狭
窄に対する術前胆道ドレナージ

○�桑谷将城�1�，河上　洋�1�，川久保和道�1�，久保公利�1�，工藤大樹�1�，

阿部容子�1�，平野　聡�2�，坂本直哉�1� （北海道大学消化器内科�1�，北

海道大学消化器外科II�2�）

【背景】胆嚢癌�（GBC）�あるいは肝内胆管癌�（ICC）による悪性肝門

部胆管狭窄�（MHBS）�に対する術前胆道ドレナージ法（PBD）とし

て，内視鏡的経鼻胆道ドレナージ（ENBD），経皮経肝的胆道ドレナー

ジ（PTBD），内視鏡的胆道ステント留置（EBS）のいずれが最も適切

かについては，いまだ議論がある．

【目的】�GBCあるいはICCによる悪性肝門部胆管狭窄に対する適切

なPBDを明らかにすること．

【対象と方法】�2000年〜�2012年の間γ�GBCあるいはCCCによる悪性

肝門部胆管狭窄を呈し，ENBD，PTBD，EBSのいずれかでPBDを

行った58�例．最初に行ったPBDによって�ENBD群（n=35），EBS群

（n=8），PTBD群（n=15）の3群に分け，患者背景，ドレナージ効果お

よび偶発症に関する検討を後方視的に行った．

【結果】�男女比�33：25，平均年齢 67.7�歳．GBC�46 例，ICC�12 例．

術前血液検査データ，減黄期間（ENBD，21.2；EBS，28.6；PTBD，

33.4�日），初回ドレナージから外科的切除までの期間（ENBD，58.9；

EBS，82.1；PTBD，72.9�日）に関して，3群間に明らかな差は見ら

れなかった．偶発症は�ENBD群で14%（5/35，逸脱，3；�閉塞，2），�

EBS群で75%（6/8，閉塞，4；逸脱，1；膵炎，1），PTBD群で27%（4/15，

逸脱，2；癌の播種，1；�門脈損傷，1）であった（�P=0.008）．
【結語】�GBCあるいはICCによる悪性肝門部胆管狭窄に対する最も

適切な術前ドレナージ法はENBDである．

167（内）．胆管狭窄に対する胆管内留置用チューブステントIT�
かがenがの有用性に関する多施設共同研究

○�石渡裕俊�1�，高橋邦幸�2�，桑谷将城�3�，小山内学�2�，潟沼朗生�2�，

河上　洋�3�，林　毅�1�，真口宏介�2�，坂本直哉�2�，加藤淳二�1� （札幌

医科大学腫瘍・血液内科�1�，手稲渓仁会病院消化器病センター�2�，

北海道大学消化器内科�3�）

【背景】胆管狭窄に対するチューブステント（TS）の胆管内留置法は，専

用のTSがないことが問題の一つであったが，近年逸脱予防と抜去を考

慮した胆管内留置用TS（IT�かがenが、Gadeliきか�Medical）が使用可能とな

り、札幌医大病院における切除不能悪性肝門部狭窄を対象とした後方視

的な検討からは，その成績は良好であった（Digeかがiぎe�Endoかcopけ2013）。

今回，前向きにIT�かがenがの有用性，安全性を評価することを目的として

本研究を行った。【方法】2012年4月から2013年5月の間に上記3施設に

おいて，胆管狭窄に対する初回内瘻術として，IT�かがenがを用いた胆管内

留置法を行った症例を対象とした。ESTの有無，狭窄部位，ステント本

数，偶発症，開存期間（Time�がo�dけかfきncがion:�TTD）、容易な抜去成功率を

狭窄原因（悪性［（1）術前，（2）非切除］，（3）良性）ごとに検討した。【結果】

（1）術前悪性14例：EST施行例は4例（29%）。狭窄部位は中上部4，肝門

部10（Biかmきがh1/2/3/4:3/6/0/1）例で，本数は全例1本であった。留置

後早期偶発症（30日まで）は胆嚢炎1，胆管炎5例であり，後期偶発症（30日

以降）は胆管炎2例で、逸脱は認めなかった。�TTD中央値は21日であっ

た。抜去は12例に行い，11例で容易に抜去可能であった。（2）非切除悪

性21例：EST施行例は4例（19%）。部位は中上部1，肝門部19（5/2/5/7），

肝内1例で，本数は1本9，2本9，3本3例。早期偶発症は軽症膵炎1，胆管

炎2（逸脱1）例で後期偶発症は黄疸・胆管炎6例（逸脱0）であった。�

TTD中央値は95日であった。抜去は10例に行い全例で容易に抜去可能

であった。（3）良性 14 例：EST施行例は5例（36%）。部位は肝門部 7

（2/2/1/2），肝内7例。本数は1本11，2本3例であった。早期偶発症は胆

嚢炎1，後期偶発症は黄疸・胆管炎2例で、逸脱は認めなかった。TTD中

央値は173日であった。抜去は6例に行い5例で容易に抜去可能であった。

【考案】�IT�かがenがは逸脱は非常に少なく容易に抜去可能であり，胆管内留

置用TSとして良好な性能を有している。
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