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─── プログラム・抄録集 ───

日本消化器病学会北海道支部例会

第114回日本消化器病学会
                           北海道支部例会

第108回日本消化器内視鏡学会
                           北海道支部例会

日本消化器内視鏡学会北海道支部例会

細川　正夫（社会医療法人　恵佑会札幌病院　理事長）
平田　公一（札幌医科大学医学部大学院医学研究科外科腫瘍学・消化器外科治療学講座　教授）

加藤　元嗣（北海道大学病院光学医療診療部　准教授）
篠村　恭久（札幌医科大学消化器・免疫・リウマチ内科学講座　教授）

例会長

支部長

支部長

例会長

2014年3月1日（土）▶2日（日）
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特別講演 3月2日（日）　13：00～ 14：00　第1会場（2F　204会議室）

これからの内視鏡医療の動向
―低侵襲内視鏡治療の発展と普及を目指して
座長：細川　正夫（社会医療法人　恵佑会札幌病院　理事長）
演者：田尻　久雄（東京慈恵会医科大学　消化器・肝臓内科　主任教授）

日本消化器病学会北海道支部
第6回専門医セミナー

　3月1日（土）　15：00～ 17：00
第1会場（2F　204会議室）

座長：穂刈　格（恵佑会札幌病院　消化器内科）

1.消化器専門医に役立つ咽喉頭表在癌－診断と治療
演者：渡邉　昭仁（恵佑会札幌病院　副院長・耳鼻咽喉科頭頸部外科主任部長）

2.消化器疾患におけるPET画像診断
演者：伊藤　和夫（恵佑会札幌病院　放射線画像センター　所長）

プ ロ グ ラ ム
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　シンポジウム	 3月1日（土）13：15～ 14：15　第1会場（2F　204会議室）

全身性疾患に伴う消化器疾患
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）
　　　佐々木　茂（札幌医科大学医学部　消化器・免疫・リウマチ内科学講座）

S1-1（内）	 当科で経験した消化管アミロイドーシスの内視鏡像と生検陽性率
 ○村上　佳世1、山下　健太郎1、東出　侑子1、平山　大輔1、我妻　康平1、一色　裕之1、小野寺　馨1、
 　山本　英一郎1、能正　勝彦1、有村　佳昭1、林　敏昭1、石田　禎夫1、篠村　恭久1

	 1札幌医科大学　消化器・免疫・リウマチ内科学講座

S1-2（消）	 メタボリックシンドロームからみた非アルコール性脂肪性肝疾患
 ○土居　忠1、本間　久登1、田中　信悟1,4、秋山　剛英1、大井　雅夫1、高橋　稔1、森井　一裕2、
 　古川　勝久2、平田　健一郎1、女澤　慎一4、奥田　敏徳5、南　伸弥5

 1札幌共立五輪橋病院　消化器病センター、2札幌共立五輪橋病院　血液腫瘍内科、3札幌医科大学　腫瘍・血液内科学講座、
	 4札幌共立医院　消化器内科、5王子総合病院　消化器内科

S1-3（消）	 当科におけるHCV/HIV重複感染症の現状
 ○荘　拓也1、中馬　誠1、佐藤　史幸1、常松　聖司1、佃　曜子1、寺下　勝巳1、中井　正人1、
 　堀本　啓大1、須田　剛生1、夏井坂　光輝1、藤本　勝也2、遠藤　知之2、豊嶋　崇徳2、坂本　直哉1

	 1北海道大学　消化器内科、2北海道大学　血液内科

S1-4（消）	 分枝型膵管内乳頭粘液性腫瘍（BD-IPMN）に合併した悪性腫瘍の検討
 ○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1,4、池田　裕貴1,4

 1伊達赤十字病院　消化器科、2伊達赤十字病院　内科、3伊達赤十字病院　外科、4札幌医科大学　腫瘍・血液内科学講座
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　ワークショップ	 3月2日（日）9：40～ 11：40　第1会場（2F　204会議室）

消化器疾患における診断　治療困難例への対処
座長：高橋　邦幸（手稲渓仁会病院　消化器病センター）
　　　高橋　宏明（社会医療法人　恵佑会第2病院）

W1-1（消）	 機能性ディスペプシアの病態診断および治療選択における飲水超音波検査の有用性
 ○工藤　俊彦1,2、小野　尚子1、間部　克裕1、加藤　元嗣1、西川　秀司2、西田　睦3、坂本　直哉4

 1北海道大学病院　光学医療診療部、2市立札幌病院　消化器内科、3北海道大学病院　検査・輸血部、
	 4北海道大学病院　消化器内科

W1-2（消）	 内視鏡切除例における分化未分化混在型早期胃癌のNBI拡大内視鏡診断
 ○小平　純一1、安孫子　怜史1、穂刈　格1、塚越　洋元1、大橋　広和2、岡原　聡2、松本　岳士2、
 　高橋　宏明2、小池　容史2、西田　靖仙3、細川　正夫3、武内　利直4

 1社会医療法人　恵佑会札幌病院　消化器科、2社会医療法人　恵佑会第2病院　消化器科、
	 3社会医療法人　恵佑会札幌病院　外科、4社会医療法人　恵佑会札幌病院　病理診断科

W1-3（内）	 微量腹水に対するEUS-FNA	（EUS-guided	paracentesis）の有用性と安全性
 ○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1,4、池田　裕貴1,4

 1伊達赤十字病院　消化器科、2伊達赤十字病院　内科、3伊達赤十字病院　外科、4札幌医科大学　腫瘍・血液内科学講座

W1-4（消）	 当院におけるダブルバルーン式内視鏡を用いた術後腸管に対するERCP関連手技の成績
 ○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1、勝木　伸一1、林　毅2、
 　加藤　淳二2

 1小樽掖済会病院　消化器病センター、2札幌医科大学　第四内科

W1-5（消）	 胆・膵管狭窄部拡張困難例に対する新規内視鏡的アプローチ法－通電ダイレーターは安全なのか？
 ○河上　洋1、桑谷　将城1、川久保　和道1、工藤　大樹1、阿部　容子1、久保　公利1、久保田　良政1、
 　坂本　直哉1

	 1北海道大学病院　消化器内科

W1-6（消）	 手術予定急性胆嚢炎症例に対するENGBD後wire	guided	ETGBS留置術の有用性に関する検討
 ○柳川　伸幸1,2、河本　徹2、藤永　明裕2、高橋　慶太郎2、佐藤　智信2、後藤　充2、斎藤　義徳2、
 　折居　裕2、柴田　好2

	 1JA北海道厚生連　旭川厚生病院　内視鏡センター、2JA北海道厚生連　旭川厚生病院　消化器科

W1-7（消）	 良性胆管狭窄に対する治療の現況と長期予後
 ○長川　達哉1、長谷川　貴2、坂井　亙2、宮川　宏之1、平山　敦1

 1JA北海道厚生連　札幌厚生病院　第2消化器内科、2JA北海道厚生連　札幌厚生病院　放射線科

W1-8（消）	 HBV再活性化関連肝炎の検討
 ○松居　剛志1、姜　貞憲1、永井　一正1、山崎　大1、辻　邦彦1、真口　宏介1

 1手稲渓仁会病院　消化器病センター
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第1会場（2F　204会議室）
　胆道腫瘍	 3月1日（土）9：00～ 9：40

座長：志谷　真啓（札幌医科大学　第一内科）

001（消）	 粘膜下腫瘍様の形態を呈した胆嚢腺癌の1例	 	 	 	
 ○藤林　周吾1、後藤　拓磨1、笹島　順平1、内海　辰哉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

 1旭川医科大学病院　消化器・血液腫瘍制御内科学分野、2旭川医科大学病院　病理部

002（消）	 胆管腫瘍栓を形成した大腸癌肝転移の一例	 	 	 	
 ○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

	 1市立函館病院　消化器病センター　消化器内科

003（消）	 No.16リンパ節腫大へのEUS-FNAが診断、治療の契機となった胆嚢癌の1例		 	 	
 ○川岸　直樹1、松田　可奈1、藤田　弘之1、阿部　暢彦1、長　いく弥1、小野寺　学1、内田　多久實1、
 　藤永　明1、後藤田　裕子2、岩口　佳史2、市原　真2、村岡　俊二2

 1網走厚生病院　内科消化器科、2札幌厚生病院　臨床病理科

004（消）	 中下部胆管癌の肝側表層進展に関する検討	 	 	 	
 ○金　俊文1、真口　宏介1、高橋　邦幸1、潟沼　朗生1、小山内　学1、矢根　圭1、高木　亮1、
 　松本　和幸1、権　勉成1、松森　知昭1、友成　暁子1、篠原　敏也2

	 1手稲渓仁会病院　消化器病センター、2手稲渓仁会病院　病理部

005（消）	 放射線化学療法後に根治切除が可能となったcStage	IVb胆道癌症例の解析	 	 	 	
 ○伊東　竜哉1、木村　康利1、今村　将史1、安田　尚美1、沖田　憲司1、信岡　隆幸1、林　毅2、
 　加藤　淳二2、平田　公一1

	 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　腫瘍・血液内科

　胆道1	 3月1日（土）9：40～ 10：28

座長：林　毅（札幌医科大学　腫瘍・血液内科学講座）

006（消）	 	非切除肝門部悪性胆道狭窄に対する6Fr金属ステントを用いたサイドバイサイド法による内視鏡的複数本ステ
ントの一期的同時留置術の安全性と有効性を検討する後方視的研究

 ○川久保　和道1、河上　洋1、桑谷　将城1、阿部　容子1、工藤　大樹1、久保　公利1、久保田　良政1、
 　坂本　直哉1

 1北海道大学　消化器内科

007（内）	 胆管ステント迷入に対する対処法
 ○高木　亮1、真口　宏介1、高橋　邦幸1、潟沼　朗生1、小山内　学1、矢根　圭1、金　俊文1、
 　松本　和幸1、松森　友昭1、権　勉成1、友成　暁子1

	 1手稲渓仁会病院　消化器病センター

008（内）	 当院における急性胆嚢炎に対する胆嚢ドレナージ術の現状
 ○江藤 和範1、小林　智絵1、小西　康平1、山本　文泰1

	 1苫小牧市立病院　消化器内科

009（消）	 当院における術後再建腸管に伴う胆管炎・胆道結石症に対する治療の現況
 ○町田　卓郎1、佐々木　清貴1、碇　修二1、木下　幸寿1、藤澤　良樹1、加藤　貴司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

	 1北海道消化器科病院　内科

010（内）	 ホルミウムYAGレーザーを用いて截石し得た胆道結石の2例
 ○羽広　敦也1、丹野　誠志1、林　明宏1、金野　陽高1、上野　敦盛1

	 1イムス札幌消化器中央総合病院



─ 15 ─

011（消）	 当院における単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術189例の検討
 ○山本　和幸1、北城　秀司1、奥芝　俊一1、大場　光信1、森　綾乃1、岩城　久留美1、加藤　航司1、
 　境　剛志1、小野田　貴信1、鈴木　善法1、川原田　陽1、加藤　紘之1

	 1KKR札幌医療センター斗南病院

　ERCP・その他 3月1日（土）10：28～ 11：16

座長：河上　洋（北海道大学　消化器内科）

012（内）	 軽症・中等症急性胆管炎の即日ERCP施行に関する検討
 ○江平　宣起1、岩永　一郎1、大原　正嗣1、杉浦　諒1、宮本　秀一1、水島　健1、上林　実1

	 1北見赤十字病院　消化器内科

013（内）	 緊急ERCP関連手技の現況
 ○高木　亮1、真口　宏介1、高橋　邦幸1、潟沼　朗生1、小山内　学1、矢根　圭1、金　俊文1、
 　松本　和幸1、松森　友昭1、権　勉成1、友成　暁子1

	 1手稲渓仁会病院　消化器病センター

014（消）	 Billroth-II法再建例に対するERCP―地方病院での実態と治療成績
 ○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1,4、池田　裕貴1,4

	 1伊達赤十字病院　消化器科、2伊達赤十字病院　内科、3伊達赤十字病院　外科、4札幌医科大学　腫瘍・血液内科学講座

015（内）	 術後再建腸管	（Billroth	II再建胃を除く）に対するERCP―地方病院での実態と治療成績
 ○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1,4、池田　裕貴1,4

	 1伊達赤十字病院　消化器科、2伊達赤十字病院　内科、3伊達赤十字病院　外科、4札幌医科大学　腫瘍・血液内科学講座

016（内）	 	当科での術後再建腸管を有する胆膵疾患に対する、ダブルバルーン内視鏡を用いたERCP（DBE－ERCP）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

	 1市立函館病院　消化器病センター　消化器内科

017（内）	 術後再建腸管を有する胆道疾患症例におけるDB-ERC治療困難例への対処
 ○林　明宏1、丹野　誠志1、羽廣　敦也1、金野　陽高1、上野　敦盛1

	 1イムス札幌消化器中央総合病院　消化器病センター

　ランチョンセミナー 1	 3月1日（土）11：55～ 12：50

共催：大塚製薬株式会社

　第113回日本消化器病学会北海道支部例会奨励賞表彰式	 3月1日（土）13：00～ 13：10

　シンポジウム	 3月1日（土）13：15～ 14：15

　日本消化器病学会北海道支部第6回専門医セミナー	 3月1日（土）15：00～ 17：00

　日本消化器病学会北海道支部例会評議員会	 3月1日（土）17：10～ 18：10
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第2会場（2F　小ホール）
　内視鏡専修医1	 3月1日（土）9：00～ 9：40

座長：足立　靖（札幌しらかば台病院）

018（内）	 魚骨食道穿孔による縦隔気腫および縦隔炎に対し保存的加療を行った1例
 ○飯田　智哉1、中垣　卓1、佐々木　基1、永縄　由美子1、石上　敬介1、佐藤　修司1、清水　晴夫1、
 　金戸　宏行1、篠村　恭久2

	 1市立室蘭総合病院　消化器内科、2札幌医科大学　消化器・免疫・リウマチ内科学講座

019（内）	 肺癌縦隔リンパ節転移による食道狭窄および内視鏡による食道穿孔に対して食道ステントを留置した一例
 ○沼田　泰尚1、林　優希1、仲地　耕平1、高村　毅典1

	 1帯広協会病院　消化器科

020（内）	 早期胃癌ESD症例における多発胃癌の検討
 ○皆川　武慶1、住吉　徹哉1、藤井　亮爾1、藤江　慎也1、土井　綾子1、木村　朋広1、庵原　秀之1、
 　由崎　直人1、平山　眞章1、近藤　仁1

	 1斗南病院　消化器内科

021（内）	 超音波内視鏡下穿刺吸引法（EUS-FNA）が術前診断に有用であった十二指腸癌の1例
 ○林　健児1、羽場　真1、清水　佐知子1、川本　泰之1、横山　朗子1、吉井　新二1、赤倉　伸亮1、山田　秀久2、
 　宮坂　祐司2、高桑　康成3

	 1NTT東日本札幌病院　消化器内科、2NTT東日本札幌病院　外科、3NTT東日本札幌病院　臨床検査科

022（内）	 減圧PEGを施行しQOLの改善を認めた終末期膵癌の1例　　
 ○小西　徹夫1、児玉　佳之1、長岡　康裕1、吉田　春1

	 1時計台記念病院　消化器センター

　内視鏡専修医2	 3月1日（土）9：40～ 10：20

座長：黒河　聖（札幌厚生病院　第1消化器科）

023（内）	 	遺伝性消化管ポリポーシス症候群に対する小腸病変の検討と検索ツールとしての小腸カプセル内視鏡検査の有
用性

 ○石川　和真1、佐藤　康史1、大須賀　崇裕1、平川　昌宏1、大沼　啓之1、二階堂　ともみ1、林　毅1、
 　佐藤　勉1、宮西　浩嗣1、瀧本　理修1、小船　雅義1、加藤　淳二1

	 1札幌医科大学　腫瘍・血液内科

024（内）	 保存的加療にて軽快した門脈ガス血症を呈した虚血性空腸炎の一例
 ○藤本　信乃1、石田　聡1、芳川　史嗣1、羽場　一直1、森　秀樹1、北川　良子1、樋口　国博1、泉　道博1、
 　相川　竜一1、足立　幸彦1

	 1桑名西医療センター

025（内）	 総胆管結石に対してEUS-Rendezvous	techniqueを用いて排石した1例
 ○杉浦　諒1、江平　宣起1、大原　正嗣1、宮本　秀一1、水島　健1、岩永　一郎1、上林　実1

	 1北見赤十字病院　消化器内科

026（内）	 	Stent-in-stent	techniqueによりpartially-covered	self-expanding	metallic	stentの抜去が可能であったと考えら
れた下部胆管癌の1例

 ○池田　裕貴1、久居　弘幸1、小柴　裕1、宮崎　悦2、在原　洋平3、平子　匡3

	 1伊達赤十字病院　消化器科、2伊達赤十字病院　内科、3札幌医科大学　腫瘍・血液内科学講座

027（内）	 	胃癌術後リンパ節再発による閉塞性黄疸に対してダブルバルーン内視鏡を用いて繰り返しステントを留置した
一例

 ○川上　裕次郎1、鈴木　一也1、那須野　央1、本間　賢太1、藤井　健一1、高橋　文彦1、米澤　和彦1、
 　阿部　敬1

	 1市立釧路総合病院　消化器内科
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　内視鏡専修医3	 3月1日（土）10：20～ 10：52

座長：野村　昌史（手稲渓仁会病院　消化器病センター）

028（内）	 内視鏡的治療により改善を認めたCap	polyposisの1例
 ○平山　大輔1、一色　裕之1、福田　昴一郎1、赤保内　正和1、石黒　一也1、東出　侑子1、村上　佳世1、
 　小野寺　馨1、山本　英一郎1、山下　健太郎1、有村　佳昭1、篠村　恭久1

	 1札幌医科大学　消化器・免疫・リウマチ内科学講座

029（内）	 便潜血反応陽性が発見の契機となった特発性腸間膜静脈硬化症の一例
 ○平田　裕哉1、関　英幸1、横山　文明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

	 1KKR札幌医療センター　消化器内科、2KKR札幌医療センター　病理部

030（内）	 上行結腸に穿通した虫垂癌の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、定免　渉4

 1製鉄記念室蘭病院　消化器内科・腫瘍内科、2製鉄記念室蘭病院　病理・臨床検査室、3製鉄記念室蘭病院　外科・呼吸器外科、
	 4札幌医科大学　医学部　腫瘍・血液内科

031（内）	 Dome-like	phenotypeを呈した早期大腸癌の一例
 ○東出　侑子1、村上　佳世1、平山　大輔1、一色　裕之1、小野寺　馨1、山本　英一郎1、能正　勝彦1、
 　山下　健太郎1、有村　佳昭1、篠村　恭久1

	 1札幌医科大学　消化器・免疫・リウマチ内科学講座

　内視鏡研修医1	 3月1日（土）10：52～ 11：24

座長：佐藤　康史（札幌医科大学　腫瘍・血液内科）

032（内）	 上部消化管炎症所見を伴ったSchonlein-Henoch	紫斑病の1例
 ○安食　さえ子1、中原　生哉1、渡邊　秀平1、馬場　麗1、田中　道寛1、武藤　修一1、木村　宗士1、
 　大原　行雄1

	 1北海道医療センター　消化器内科

033（内）	 CTで診断し内視鏡的に治療しえた下行結腸魚骨穿通の1例
 ○村上　雄紀1、井尻　学見1、芹川　真哉1、杉山　祥晃1、鈴木　康秋1

	 1名寄市立総合病院　消化器内科

034（内）	 リンパ濾胞過形成から典型像へ進展した潰瘍性大腸炎の1例
 ○鬼頭　健一1、那須野　正尚1、宮川　麻希1、田中　浩紀1、本谷　聡1、今村　哲理1、市原　真2、
 　後藤田　祐子2、村岡　俊二2

	 1札幌厚生病院　IBDセンター、2札幌厚生病院　臨床病理科

035（内）	 頸髄損傷による排便不全に対し経皮的内視鏡的盲腸瘻造設術（PEC）を施行した5例
 ○林　優希1、沼田　泰尚1、仲地　耕平1、高村　毅典1

	 1北海道社会事業協会帯広病院

　ランチョンセミナー 2	 3月1日（土）11：55～ 12：50

共催：オリンパスメディカルシステムズ株式会社

　消化器病専修医1 3月1日（土）13：15～ 13：47

座長：佐藤　龍（札幌東徳洲会病院　消化器センター）

036（消）	 当院における大腸憩室出血の現状
 ○佐々木　基1、清水　晴夫1、飯田　智哉1、永縄　由美子1、石上　敬介1、中垣　卓1、佐藤　修司1、
 　金戸　宏行1

	 1市立室蘭総合病院　消化器内科
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037（消）	 ポリスチレンスルホン酸カルシウム内服により大腸炎をきたした1例
 ○山内　夏未1、茎津　武大1、西川　尚1、中村　元1、山田　尚太3、池田　英之2

	 1留萌市立病院　消化器科、2留萌市立病院　病理診断科、3札幌医科大学　第四内科

038（消）	 脊髄炎に対するステロイドパルス療法後に発症したサイトメガロウイルス腸炎の一例
 ○石井　貴大1、上野　伸展1、坂谷　慧1、田中　一之1、堂腰　達矢1、藤林　周吾1、安藤　勝祥1、後藤　拓磨1、
 　嘉島　伸1、笹島　順平1、稲場　勇平1、伊藤　貴博1、盛一　健太郎1、藤谷　幹浩1、高後　裕1

	 1旭川医科大学病院　第三内科

039（消）	（演題取り下げ）

040（消）	 クローン病に対するインフリキシマブ維持投与の有効性持続期間に関する検討
 ○宮川　麻希1、那須野　正尚1、田中　浩紀1、本谷　聡1、今村　哲理1

	 1札幌厚生病院　IBDセンター

　消化器病専修医2 3月1日（土）13：55～ 14：27

座長：久須美　貴哉（社会医療法人　恵佑会札幌病院　外科）

041（消）	 Cronkhite－Canada症候群の治療後に顕在化した大腸癌の一例
 ○石川　麻倫1、太宰　昌佳1、立野　貴大1、八木澤　允貴1、澤田　憲太郎1、村中　徹人1、高坂　琢磨1、
 　加藤　励1、梅村　真智子1、高橋　一宏1、曽我部　進1、小田　寿1、小林　清二2、小笠原　和宏2、
 　高橋　達郎3、宮城島　拓人1

	 1独立行政法人労働者健康福祉機構　釧路労災病院　消化器内科、2独立行政法人労働者健康福祉機構　釧路労災病院　外科、

	 3独立行政法人労働者健康福祉機構　釧路労災病院　検査科

042（消）	 脳症状で発症した大腸癌孤立性脳転移の一例
 ○伊志嶺　優1、後藤　啓1、内藤　崇史1、矢花　崇1、安達　雄哉1、近藤　吉宏1、平田　翔1、笠井　潔2

	 1市立小樽病院　消化器内科、2市立小樽病院　検査科病理

043（消）	 Carboplatin＋paclitaxel療法が有効であった虫垂原発粘液嚢胞腺癌・癌性腹膜炎の1例
 ○我妻　康平1、小野寺　馨1、明石　浩史2、孫　誠一3、赤保内　正和1、石黒　一也1、東出　侑子1、
 　平山　大輔1、福田　昂一郎1、一色　裕之1、村上　佳世1、山本　英一郎1、能正　勝彦1、水越　常徳2、
 　山下　健太郎1、有村　佳昭1、長谷川　匡4、篠村　恭久1

	 1札幌医科大学　消化器・免疫・リウマチ内科学講座、2済生会小樽病院　内科、3済生会小樽病院　外科、

	 4札幌医科大学　病理部

044（消）	 切除不能進行再発大腸癌に対しレゴラフェニブを導入した5例についての報告
 ○澤田　憲太郎1、曽我部　進1、石川　麻倫1、立野　貴大1、八木澤　充貴1、村中　徹人1、高坂　琢磨1、
 　梅村　真知子1、加藤　励1、高橋　一宏1、太宰　昌佳1、小田　寿1、宮城島　拓人1、島田　慎吾2

	 1釧路労災病院　消化器内科・腫瘍内科、2釧路労災病院　外科
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第3会場（2F　206会議室）
　食道1	 3月1日（土）9：00～ 9：32

座長：田沼　徳真（手稲渓仁会病院　消化器病センター）

045（内）	 下咽頭に発生したlymphoepithelial	polyp（仮称）の一例
 ○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、松本　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、本間　明宏4

 1北海道大学大学院　消化器内科学、2北海道大学病院　光学医療診療部、3中川胃腸科、
	 4北海道大学大学院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

046（内）	 食道lymphoid	hyperplasiaの1例
 ○菅原　伸明1、安孫子　怜史1、三橋　慧1、大橋　広和1、岡原　聡1、工平　美和子1、小平　純一1、
 　松本　岳士1、小池　容史1、高橋　宏明1

	 1恵佑会第2病院　消化器内科

047（消）	 好酸球性食道炎の1例
 ○寺門　洋平1、柳原　志津妃1、賀集　剛賢1、道上　篤1、鈴木　肇1、乙黒　雄平1、西岡　均1、
 　渡邊　義行1、萩原　武1、前田　聡1、小澤　広1、黒河　聖1、今村　哲理1

	 1札幌厚生病院　第1消化器科

048（消）	 胸椎浸潤をきたし食道原発と考えられたGISTの1例
 ○見田　裕章1、足立　靖1、菊地　剛史1、秋野　公臣1、高橋　秀明1、安達　靖代1、中村　正弘1、
 　吉田　幸成1、加藤　康夫1、石井　良文2、小野寺　馨3、山下　健太郎3、有村　佳昭3、篠村　恭久3、
 　遠藤　高夫1

	 1札幌しらかば台病院　消化器科、2札幌しらかば台病院　病理、3札幌医科大学　消化器・免疫・リウマチ内科学講座

　食道2	 3月1日（土）9：32～ 10：04

座長：吉田　武史（北海道大学大学院　消化器内科）

049（消）	 大腸癌を合併したバレット腺癌の一例
 ○秋野　公臣1、菊池　剛史1、高橋　秀明1、見田　裕章1、安達　靖代1、中村　正弘1、足立　靖1、
 　吉田　幸成1、石井　良文2、高橋　宏明3、吉川　智宏4、木ノ下　義宏4、細川　正夫4、遠藤　高夫1

	 1札幌しらかば台病院、2札幌しらかば台病院　病理科、3恵佑会第2病院　消化器科、4恵佑会札幌病院　外科

050（消）	 大部分が扁平上皮下に存在したBarrett食道SM癌の1例
 ○高橋　正和1、清水　勇一1、吉田　武史1、大野　正芳1、津田　桃子1、松本　美櫻1、大森　沙織1、
 　森　康明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

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

051（消）	 当科における頭頸部癌患者の食道癌重複例の臨床的検討
 ○岡川　泰1、佐藤　康史1、石川　和真1、橋本　亜香利1、大須賀　崇裕1、平川　昌宏1、大沼　啓之1、
 　林　毅1、佐藤　勉1、宮西　浩嗣1、瀧本　理修1、小船　雅義1、加藤　淳二1

	 1札幌医科大学　腫瘍・血液内科

052（消）	 内視鏡的切除を施行した早期食道胃接合部腺癌69症例の検討
 ○山本　桂子1,2、高橋　宏明2、岡原　聡2、大橋　広和2、小平　純一2、松本　岳士2、吉井　新二3、
 　穂刈　格3、塚越　洋元3、武内　利直4、山梨　香菜1、木下　賢治1、大和　弘明1、小川　浩司1、
 　畑中　一映1、山本　義也1、成瀬　宏仁1、工藤　和洋5、下山　則彦5、細川　正夫6

	 1市立函館病院　消化器病センター　消化器内科、2恵佑会第2病院　消化器内科、3恵佑会札幌病院　消化器内科、
	 4恵佑会札幌病院　病理部、5市立函館病院　病理部、6恵佑会札幌病院　消化器外科
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　食道3	 3月1日（土）10：04～ 10：28

座長：七戸　俊明（北海道大学消化器外科学分野Ⅱ）

053（内）	 食道癌に対する食道ステント留置の治療効果と合併症
 ○岡原　聡1、高橋　宏明1、三橋　慧1、安孫子　怜史1、大橋　広和1、工平　美和子1、菅原　伸明1、
 　小平　純一1、松本　岳士1、小池　容史1

	 1恵佑会第2病院　消化器内科

054（消）	 瘻孔形成食道癌症例の検討
 ○佐藤　康裕1、久保　智洋1、中村　とき子1、佐川　保1、藤川　幸司1、高橋　康雄1

	 1国立病院機構　北海道がんセンター　消化器内科

055（消）	 食道胃接合部癌のリンパ節転移の検討
 ○吉川　智宏1、坂下　啓太1、三橋　洋介1、那須　裕也1、澄川　宗祐1、芦立　嘉智1、木ノ下　義宏1、
 　久須美　貴哉1、西田　靖仙1、細川　正夫1

	 1恵佑会札幌病院　外科

　胃・十二指腸1 3月1日（土）10：28～ 11：00

座長：西田　靖仙（社会医療法人　恵佑会札幌病院　外科）

056（内）	 当院における胃vascular	ectasiaに対する内視鏡治療
 ○木村　睦海1、佐藤　隆啓1、山口　将功1、北川　翔1、寺門　洋平1、黒河　聖1、豊田　成司1

	 1札幌厚生病院　消化器内科

057（内）	 内視鏡的治療抵抗性で外科的治療を要した胃前庭部毛細血管拡張症の一例
 ○中積　宏之1、長島　一哲1、出水　孝章1、佐野　逸紀1、羽田　政平1、許　理威2、國枝　保幸1

	 1市立稚内病院　内科、2市立稚内病院　外科

058（内）	 食道癌術後胸骨後再建胃管に経皮内視鏡的胃瘻造設術を施行し経胃瘻的空腸瘻にて経腸栄養が確立された1例
 ○真崎　茂法1、本城　信吾2、山北　圭介3、草間　敬司4、森田　康太郎5、後藤　哲5、西尾　仁5、
 　高木　秀雄5、古山　準一5、森園　竜太郎5、水尾　仁志5、内沢　政英5

 1宮の森記念病院　消化器科、2小笠原クリニック札幌病院　消化器内科、3旭川医科大学　第二内科、
	 4オホーツク勤医協北見病院　消化器内科、5勤医協中央病院　消化器内科

059（消）	 成人の肥厚性幽門狭窄症の一例
 ○芦立　嘉智1、西田　靖仙1、武内　利直3、米森　敦也2、三橋　洋介1、坂下　啓太1、那須　裕也1,2、
 　澄川　宗祐1、吉川　智宏1、木之下　義宏1、久須美　貴哉1、細川　正夫1

	 1恵佑会札幌病院　外科、2北海道大学　消化器外科Ⅱ、3恵佑会札幌病院　病理診断科

　胃・十二指腸2 3月1日（土）11：00～ 11：32

座長：住吉　徹哉（斗南病院　消化器内科）

060（消）	 著明な貧血と黒色便を契機に発見された胃GISTの1例
 ○横山　文明1、関　英幸1、平田　裕哉1、大原　克人1、石橋　陽子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

	 1KKR札幌医療センター　消化器内科、2KKR札幌医療センター　病理科

061（消）	 EUS-FNAによる術前診断が困難であった胃グロムス腫瘍の1例
 ○松本　隆祐1、川上　武志1、深谷　進司1、吉田　晃1、中島　淳太1、新　智文1、柳澤　秀之1、
 　菊池　英明1

	 1JA北海道厚生連　帯広厚生病院　消化器科

062（内）	 Laparoscopy	Endoscopy	Cooperative	Surgery（LECS）を施行した胃粘膜下腫瘍の一例
 ○宮島　治也1、猪股　英俊1、岡本　哲郎1、村松　博士1、長町　康弘2、山内　尚文2、後藤　義朗2、
 　小山　隆三2、井原　康二2、西里　卓次2、福島　正之3、矢野　智之3

	 1札幌清田病院　消化器内科、2札幌清田病院　内科、3札幌清田病院　外科
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063（消）	 稀な胃Glomus腫瘍に対しLECSを施行し経口的に回収した一例
 ○小松　悠弥1、北岡　慶介1、和賀　永里子1、高梨　訓博1、藤田　朋紀1、勝木　伸一1、佐々木　一晃2、
 　大野　敬佑2、田山　誠2、及能　大輔2

	 1小樽掖済会病院　消化器病センター、2小樽掖済会病院　外科

　ランチョンセミナー 3 3月1日（土）11：55～ 12：50

共催：エーザイ株式会社

　胃・十二指腸3 3月1日（土）13：15～ 13：55

座長：小平　純一（社会医療法人　恵佑会札幌病院）

064（消）	 当院におけるHelicobacter	pylori除菌療法の現況
 ○定岡　邦昌1、古家　乾1、馬場　英1、小泉　忠史1、関谷　千尋1

	 1北海道社会保険病院　消化器センター

065（内）	 H.pylori陰性早期胃癌の1例
 ○田中　一成1、田沼　徳真1、野村　昌史1、栗原　弘義1、浦出　伸治1、木村　有志1

	 1手稲渓仁会病院　消化器病センター

066（消）	 Helicobacter	pylori	未感染胃癌の3例
 ○大野　正芳1、津田　桃子1、大森　沙織1、高橋　正和1、松本　美櫻1、清水　勇一1、吉田　武史2、
 　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

	 1北海道大学　消化器内科、2北海道大学病院　光学医療診療部、3太黒胃腸内科クリニック、4中川胃腸科クリニック

067（消）	 突然の後腹膜出血による十二指腸コンパートメント症候群の1例
 ○奥　大樹1、宮川　宏之1、長川　達哉1、平山　敦1、岡村　圭也1、北川　翔1、松薗　絵美1

	 1札幌厚生病院　第2消化器科　

068（内）	 当院で経験したaortoenteric	fi	stulaの5例の検討
 ○松原　悠1、太田　智之1、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

	 1札幌東徳洲会病院　消化器センター

　胃・十二指腸4 3月1日（土）13：55～ 14：35

座長：前田　聡（札幌厚生病院　第一消化器科）

069（消）	 地方一般病院では従来治療困難であった早期胃癌への低侵襲治療の導入
	 ～ ESD，腹腔鏡下胃切除術の成果と今後～
 ○阿部　暢彦1、藤永　明1、内田　多久實1、小野寺　学1、川岸　直樹1、藤田　弘之1、松田　可奈1、
 　長　いく弥1、西川　眞2、下國　達志2、葛西　弘規2、巖築　慶一2

	 1網走厚生病院　内科・消化器科、2網走厚生病院　外科

070（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の一例
 ○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

	 1社会福祉法人　函館厚生院　函館中央病院、2岩見沢市立総合病院

071（内）	 癌専門病院におけるESD研修のまとめ
 ○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、菅原　伸明2、松本　岳士2、小池　容史2、高橋　宏明2、武内　利直3

	 1恵佑会札幌病院　消化器内科、2恵佑会第2病院　内科・消化器内科、3恵佑会札幌病院　病理診断科

072（内）	 超高齢者の上部消化管内視鏡検査の検討―sedationによる偶発症を中心に―
 ○鈴木　康秋1、井尻　学見1、芹川　真哉1、杉山　祥晃1、山下　優子2、河上　智子2、佐藤　龍3

	 1名寄市立総合病院　消化器内科、2名寄市立総合病院　内視鏡検査室、3札幌東徳洲会病院　消化器内科

073（消）	 血液透析下で施行される上下部内視鏡治療の注意点
 ○松本　美櫻1、津田　桃子1、大野　正芳1、大森　沙織1、高橋　正和1、吉田　武史1、森　康明1、
 　山本　純司1、中川　学3、小野　尚子2、中川　宗一3、間部　克裕2、清水　勇一1、加藤　元嗣2、
 　坂本　直哉1

	 1北海道大学病院　消化器内科、2北海道大学病院　光学医療診療部、3中川胃腸科
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第4会場（2Ｆ　207会議室）
　肝臓1	 3月1日（土）9：00～ 9：40

座長：狩野　吉康（札幌厚生病院　肝臓内科）

074（消）	 自然経過でHBs抗原陰性に至ったHBVキャリアの臨床経過
 ○小関　至1、山口　将功1、木村　睦海1、荒川　智宏1、中島　知明1、桑田　靖昭1、大村　卓味1、
 　佐藤　隆啓1、髭　修平1、狩野　吉康1、豊田　成司1

	 1札幌厚生病院　第三消化器内科（肝臓科）

075（消）	 固形腫瘍に対する化学療法中にB型肝炎ウイルスの再活性化をきたし、de	novo	B型肝炎を発症した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

	 1北海道社会保険病院　消化器病センター、2北海道社会保険病院　病理

076（消）	 B型慢性肝疾患に対する核酸アナログ療法中の肝発癌例の検討
 ○小関　至1、山口　将功1、木村　睦海1、荒川　智宏1、中島　知明1、桑田　靖昭1、大村　卓味1、
 　佐藤　隆啓1、髭　修平1、狩野　吉康1、佐藤　隆啓1、豊田　成司1

	 1札幌厚生病院　第三消化器内科（肝臓科）

077（消）	 NAFLD経過観察及びNASHの診断における肝弾性度の有用性と応用
 ○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

	 1北海道社会保険病院　消化器病センター、2北海道社会保険病院　病理

078（消）	 新たな診断基準に拠る急性肝不全の成因とその変遷
 ○姜　貞憲1、松居　剛志1、山崎　大1、永井　一正1、辻　邦彦1、児玉　芳尚1、桜井　康雄1、
 　真口　宏介1

	 1手稲渓仁会病院　消化器病センター

　肝臓2 3月1日（土）9：40～ 10：20

座長：目黒　高志（北海道消化器科病院））

079（消）	 C型慢性肝炎に対するProtease	Inhibitor（PI）第１世代の経験
 ○姜　貞憲1、松居　剛志1、山崎　大1、永井　一正1、辻　邦彦1、児玉　芳尚1、 桜井　康雄1、真口　宏介1、
 　茶山　一彰2

	 1手稲渓仁会病院　消化器病センター、2広島大学	医学部　消化器・代謝内科学

080（消）	 血球減少を伴う難治性C型慢性肝疾患に対するPSE併用後のTVR/PegIFN/RBV	3剤併用治療成績
 ○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

	 1北海道社会保険病院　消化器病センター、2北海道社会保険病院　病理

081（消）	 遺伝子型2型C型慢性肝炎に対するtelaprevirを含む3剤併用療法の治療経験
 ○中島　知明1、小関　至1、髭　修平1、木村　睦海1、荒川　智宏1、桑田　靖昭1、大村　卓味1、
 　佐藤　隆啓1、狩野　吉康1、豊田　成司1

	 1札幌厚生病院　第三消化器内科（肝臓科）

082（消）	 IFNL3（IL28B）、IFNL4遺伝子型乖離例の頻度と抗ウイルス療法の臨床効果の検討
 ○狩野　吉康1、山口　将功1、木村　睦海1、荒川　智宏1、中島　知明1、桑田　靖昭1、小関　至1、
 　佐藤　隆啓1、大村　卓味1、髭　修平1、豊田　成司1

	 1札幌厚生病院　肝臓内科

083（消）	 	Talaprevir（TVR）/Peginterferon（PEG）/Ribavirin（RBV）3剤併用療法におけるTVR2250	mg/dayと
1500	mg/day投与の比較検討

 ○遠藤　文菜1、永坂　敦1、重沢　拓1、小池　祐太1、藤田　與茂1、小野　雄司1、中村　路夫1、
 　工藤　俊彦1、西川　秀司1

	 1市立札幌病院　消化器内科
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　肝臓3 3月1日（土）10：20～ 10：52

座長：小関　至（札幌厚生病院　第3消化器内科）

084（消）	 若年男性に多発し増大傾向を示したFNHが疑われた1例
 ○後藤　哲1、古山　準一1、森田　康太郎1、西尾　仁1、森園　竜太郎1、高木　秀雄1、内沢　政英1、
 　水尾　仁志1

	 1勤医協中央病院　消化器センター

085（消）	 悪性腫瘍との鑑別に苦慮した肝エキノコックス症の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、仙丸　直人2、
 　藤田　美悧3、松野　鉄平4、佐藤　昌則4、定免　渉4

	 1製鉄記念室蘭病院　消化器内科・血液腫瘍内科、2製鉄記念室蘭病院　外科、3製鉄記念室蘭病院　病理臨床検査室、
	 4札幌医科大学　腫瘍・血液内科

086（消）	 びまん性肝腫瘍の3例
 ○河野　豊1、宮西　浩嗣1、大須賀　崇祐1、保木　寿文1、田村　文人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

	 1札幌医科大学　医学部　腫瘍・血液内科

087（消）	 肝細胞癌リンパ節転移を疑いEUS-FNAを施行した3症例の検討
 ○小池　祐太1、西川　秀司1、重沢　拓1、藤田　輿茂1、遠藤　文菜1、小野　雄司1、中村　路夫1、
 　工藤　俊彦1、永坂　敦1

	 1市立札幌病院　消化器内科

　肝臓4 3月1日（土）10：52～ 11：24

座長：辻　邦彦（手稲渓仁会病院　消化器病センター）

088（消）	 C型慢性肝炎ペグインターフェロン/リバビリン治療SVR後に発症した肝癌の一例
 ○由崎　直人1、藤江　慎也1、藤井　亮爾1、皆川　武慶1、土井　綾子1、木村　朋広1、庵原　秀之1、
 　住吉　徹哉1、平山　眞章1、近藤　仁1、鈴木　善法2、奥芝　俊一2、大森　優子3、小山田　ゆみ子3

	 1斗南病院　消化器内科、2斗南病院　外科、3斗南病院　病理科

089（消）	 進行肝細胞癌に対するSorafenib治療の工夫　─患者サポートプログラム・ネクサリンクの導入─
 ○山本　義也1、山梨　香菜1、木下　賢治1、大和　弘明1、山本　桂子1、小川　浩司1、畑中　一映1、
 　成瀬　宏仁1

	 1市立函館病院　消化器病センター　消化器内科

090（消）	 TACE後の再発に対する再肝切除後、急速に再発した肝細胞癌の2例
 ○折茂　達也1、神山　俊哉1、横尾　英樹1、柿坂　達彦1、若山　顕治1、敦賀　陽介1、蒲池　浩文1、
 　武冨　紹信1

	 1北海道大学大学院　医学研究科　消化器外科学分野Ⅰ

091（消）	 Bモードで同定困難な肝癌に対するRFAの治療支援について－造影超音波か？Navigationか？－
 ○松居　剛志1、辻　邦彦1、永井　一正1、山崎　大1、姜　貞憲1、真口　宏介1

	 1手稲渓仁会病院　消化器病センター

　肝臓5 3月1日（土）13：15～ 13：47

座長：古家　乾（北海道社会保険病院）

092（消）	 横紋筋融解を合併した劇症型Wilson病の最高齢女性の1例
 ○山崎　大1、姜　貞憲1、永井　一正1、松居　剛志1、辻　邦彦1、児玉　芳尚1、桜井　康雄1、常松　泉2、
 　髭　修平3、狩野　吉康3、後藤　了一4、青柳　武史4、嶋村　剛4、真口　宏介1

	 1手稲渓仁会病院　消化器病センター、2東栄病院　消化器内科、3札幌厚生病院　第三消化器科、4北海道大学　臓器移植医療部
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093（消）	 脳死肝移植待機中に心原死したWilson病の1例
	 ○山崎　大1、姜　貞憲1、永井　一正1、松居　剛志1、辻　邦彦1、桜井　康雄1、児玉　芳尚1、
 　真口　宏介1

	 1手稲渓仁会病院　消化器病センター

094（消）	 	化学療法関連類洞閉塞症候群（SOS）により生じた難治性腹水に対してDenver	shuntが緩和的に奏功した進行
大腸癌の1例

 ○高橋　稔1、秋山　剛英1、田中　信悟1,2、佐藤　康史2、大井　雅夫1、土居　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1,3

	 1札幌共立五輪橋病院　消化器病センター　内科、2札幌医科大学　第四内科、3札幌共立医院、
	 4札幌共立五輪橋病院　血液腫瘍内科緩和医療センター、5札幌共立五輪橋病院　健診センター、
	 6札幌共立五輪橋病院　消化器病センター　外科

095（消）	 当院における腹腔鏡下脾摘術症例の検討
	 ○服部　優宏1、三野　和宏1、後藤　順一1、玉置　透1、久木田　和丘1、目黒　順一1、米川　元樹1

 1札幌北楡病院　外科

　胆道2	 3月1日（土）13：47～ 14：35

座長：金　俊文（手稲渓仁会病院　消化器病センター）

096（消）	 	主膵管型膵管内乳頭粘液性腫瘍の胆管穿破により再発を繰り返した胆管炎に対し、EUS-CDSが有用であった
一例

 ○小野　道洋1、林　毅1、石渡　裕俊1、櫻田　晃1、三浦　翔吾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、加藤　淳二1

	 1札幌医科大学　腫瘍・血液内科

097（消）	 当院におけるEUS-	Choledochoduodenostomyの成績
 ○小野　道洋1、林　毅1、石渡　裕俊1、櫻田　晃1、三浦　翔吾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、加藤　淳二1

	 1札幌医科大学　腫瘍・血液内科

098（内）	 EUSガイド下順行性胆管空腸吻合部狭窄拡張術により治療し得た術後再建腸管に合併した胆管結石の1例
 ○阿部　容子1、河上　洋1、桑谷　将城1、川久保　和道1、工藤　大樹1、久保　公利1、久保田　良政1、
 　坂本　直哉1

	 1北海道大学病院　消化器内科

099（内）	 胆嚢癌疑い例に対する経乳頭的胆嚢胆汁細胞診の検討
 ○松森　友昭1、真口　宏介1、高橋　邦幸1、潟沼　朗生1、小山内　学1、矢根　圭1、金　俊文1、高木　亮1、
 　松本　和幸1、権　勉成1、友成　暁子1

	 1手稲渓仁会病院　消化器病センター

100（内）	 当院における経乳頭的胆管生検・細胞診の検討
 ○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

	 1市立函館病院　消化器病センター　消化器内科

101（消）	 悪性胆道狭窄に対する経乳頭的胆汁細胞診と胆管生検の検討
 ○高木　智史1、藤澤　倫子1、今井　亜希1、吉田　純一1

	 1札幌社会保険総合病院　消化器科
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第1会場（2F　204会議室）
　EUS	 3月2日（日）9：00 ～ 9：32

座長：長川　達也（JA北海道厚生連　札幌厚生病院第2消化器内科）

102（消）	 Slow	pull	techniqueを用いた通常針での膵腫瘤性病変に対するEUS-FNAの診断能に関する前向き研究
 ○金　俊文1、潟沼　朗生1、真口　宏介1、高橋　邦幸1、小山内　学1、矢根　圭1、高木　亮1、
 　松本　和幸1、権　勉成1、松森　知昭1、友成　暁子1、野島　正寛2

	 1手稲渓仁会病院　消化器病センター、2東京大学医科学研究所　臨床試験管理推進室

103（消）	 胆嚢壁肥厚を呈する病変の術前病理組織学的診断法
 ○羽場　真1、吉井　新二1、川本　泰之1、清水　佐知子1、林　健児1、横山　朗子1、小西　和哉2、
 　宮坂　祐司2、高桑　康成3、赤倉　伸亮1

	 1NTT東日本札幌病院　消化器内科、2NTT東日本札幌病院　外科、3NTT東日本札幌病院　臨床検査科

104（内）	 癌性疼痛に対するフェノールグリセリンを用いたEUSガイド下腹腔神経叢ブロック術の検討
 ○石渡　裕俊1、林　毅1、小野　道洋1、宮西　浩嗣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

	 1札幌医科大学　腫瘍・血液内科学講座

105（消）	 	Peri-pancreatic	fl	uid	collection	（PFC）	に対しEUS下ドレナージを施行した2例	-内視鏡的ネクロゼクトミー	
（EN）	を想定したステント選択、12mm径SEMS留置の可能性-

 ○林　毅1、小野　道洋1、石渡　裕俊1、櫻田　晃1、三浦　翔吾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、加藤　淳二1

	 1札幌医科大学　腫瘍・血液内科

　ワークショップ 3月2日（日）9：40～ 11：40

　ランチョンセミナー 4 3月2日（日）11：55～ 12：50

共催：ヤンセンファーマ株式会社

　内視鏡プレナリー 3月2日（日）14：10～ 14：37

座長：間部　克裕（北海道大学病院　光学医療診療部）

106（内）	 ESD症例における同時性異時性多発胃癌の検討
 ○浦出　伸治1、田沼　徳真1、野村　昌史1、栗原　弘義1、田中　一成1、真口　宏介1

	 1手稲渓仁会病院　消化器病センター

107（内）	 Cold	polypectomyの安全性の検討
 ○吉井　新二1、清水　佐知子1、林　健児1、羽場　真1、川本　泰之1、横山　朗子1、赤倉　伸亮1

	 1NTT東日本札幌病院　消化器内科

108（内）	 超音波内視鏡検査に鎮痙剤は必要か？－鎮痙剤の有無に関する多施設共同前向き無作為化比較試験－
 ○桑谷　将城1,2、河上　洋2、林　毅2、江藤　和範2、大和　弘明2、小野寺　学2、石渡　裕俊2、
 　川久保　和道2、羽場　真2、工藤　大樹2、阿部　容子2

	 1北海道大学　消化器内科、2HONEST	group

　第108回日本消化器内視鏡学会北海道支部例会奨励賞表彰式 3月2日（日）14：37～ 14：50

　膵腫瘍 3月2日（日）14：50～ 15：14

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）

109（消）	 外科的切除を行わずに診断から2年9ヶ月生存が得られた膵がんの一例
 ○代田　充1,2、宮崎　有広1、古山　準一3、伊賀　勝康1

	 1勤医協苫小牧病院、2勤医協厚賀診療所、3勤医協中央病院
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110（消）	 局所進行膵癌に対するゲムシタビン併用術前放射線化学療法の治療効果
 ○敦賀　陽介1、蒲池　浩文1、若山　顕治1、折茂　達也1、柿坂　達彦1、横尾　英樹1、神山　俊哉1、
 　武冨　紹信1

	 1北海道大学　消化器外科Ⅰ

111（消）	 局所進行膵癌に対する放射線治療施行例の検討
 ○大橋　広和1、松本　岳士1、三橋　慧1、安孫子　怜史1、岡原　聡1、工平　美和子1、菅原　伸明1、
 　小平　純一1、小池　容史1、高橋　宏明1、穂刈　格2、塚越　洋元2、明神　美弥子3

	 1恵佑会第2病院　消化器内科、2恵佑会札幌病院　消化器内科、3恵佑会札幌病院　放射線科

　膵その他 3月2日（日）15：14～ 15：46

座長：金戸　宏行（市立室蘭総合病院　消化器内科）

112（消）	 Hemosuccus	Pancreaticusの1例
 ○山北　圭介1、北野　陽平1、長南　茉欧1、鈴木　裕子1、今澤　雅子1、和田　佳緒利1、太田　雄1、
 　須藤　隆治1、玉木　陽穂1、麻生　和信1、羽田　勝計1

	 1旭川医科大学病院　病態代謝内科学分野

113（消）	 胃への穿破にて発見された膵管内乳頭粘液性腫瘍の一例
 ○高橋　秀明1,2、足立　靖1、菊池　剛史1、秋野　公臣1、見田　裕章1、中村　正弘1、安達　靖代1、
 　吉田　幸成1、加藤　康夫1、石井　良文2、遠藤　高夫1

	 1札幌しらかば台病院　消化器内科、2聖マリアンナ医科大学　消化器・肝臓内科、3札幌しらかば台病院　病理科

114（消）	 胆嚢異物性肉芽腫	（foreign	body	granuloma）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

	 1伊達赤十字病院　消化器科、2伊達赤十字病院　内科、3伊達赤十字病院　外科、4札幌医科大学　腫瘍・血液内科学講座

115（消）	 IPMN切除後残膵再発例の臨床病理学的検討
 ○松森　友昭1、真口　宏介1、高橋　邦幸1、潟沼　朗生1、小山内　学1、矢根　圭1、金　俊文1、
 　高木　亮1、松本　和幸1、権　勉成1、友成　暁子1

	 1手稲渓仁会病院　消化器病センター

第2会場（2F　小ホール）
　消化器病専修医3 3月2日（日）9：00～ 9：32

座長：信岡　隆幸（札幌医科大学　消化器・総合、乳腺内分泌外科）

116（消）	 治癒切除不能結腸直腸癌に対する原発巣切除群と非切除群の比較検討
 ○宮本　秀一1、岩永　一郎1、大原　正嗣1、杉浦　諒1、水島　健1、上林　実1

	 1北見赤十字病院　消化器内科

117（消）	 腹腔鏡下に残胃全摘術を施行した残胃癌の1例
	 ○安田　尚美1、伊東　竜哉1、信岡　隆幸1、沖田　憲司1、今村　将史1、西舘　敏彦1、木村　康利1、
 　平田　公一1

	 1札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科

118（消）	 早期胃癌、大腸癌重複例に対してDual	Port（DP）法で腹腔鏡下胃全摘、下行結腸切除術を施行した一例
 ○松井　博紀1、皆川　のぞみ1、柴崎　晋1、本間　重紀1、川村　秀樹1、高橋　典彦1、武冨　紹信1

	 1北海道大学大学院　医学研究科　消化器外科学分野Ⅰ

119（消）	 当科における下部消化管手術後の静脈血栓塞栓症対策と危険因子の検討
 ○及能　拓朗1、古畑　智久1、沖田　憲司1、西舘　敏彦1、川本　雅樹1、植木　知身1、秋月　恵美1、
 　石井　雅之1、信岡　隆幸1、木村　康利1、水口　徹1、平田　公一1

	 1札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座
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　消化器病専修医4 3月2日（日）9：32～ 10：04

座長：桑谷　将城（北海道大学　消化器内科）

120（消）	 原発性膵癌との鑑別が困難であった上行結腸癌、膵臓・胆道・腹膜転移の1例
 ○平山　大輔1、小野寺　馨1、本谷　雅代1、東出　侑子1、福田　昂一郎1、我妻　康平1、若杉　英樹1、
 　一色　裕之1、村上　佳世1、志谷　真啓1、山本　英一郎1、大橋　広和3、能正　勝彦1、奥田　博介4、
 　山下　健太郎1、有村　佳昭1、荻野　次郎2、長谷川　匡2、篠村　恭久1

	 1札幌医科大学附属病院　消化器・免疫・リウマチ内科、2札幌医科大学附属病院　病理部、3恵佑会第2病院　消化器内科、
	 4札幌恵佑会病院　腫瘍内科

121（消）	 反復性急性膵炎を契機に診断したLPL欠損症の一例
 ○石上　敬介1、金戸　宏行1、飯田　智哉1、佐々木　基1、永縄　由美子1、中垣　卓1、佐藤　修司1、
 　清水　晴夫1

	 1市立室蘭総合病院　消化器内科

122（消）	 IPMN経過観察中に嚢胞性病変近傍に併発した通常型膵癌の1切除例
 ○古川　聖太郎1,2,3、松本　譲1、猪子　和穂1、宮崎　大1、中島　誠一郎1、米森　敦也1、蔵前　太郎1、
 　佐藤　暢人1、倉島　庸1、海老原　裕磨1、村上　壮一1、田本　英司1、中村　透1、土川　貴裕1、
 　岡村　圭祐1、七戸　俊明1、桑谷　将城1、河上　洋2、佐藤　大介1,3、三橋　智子3、平野　聡1

	 1北海道大学病院　消化器外科Ⅱ、2北海道大学病院　消化器内科、3北海道大学病院　病理部

123（消）	 膵全摘術を施行した　intraductal	tubulopapillary	neoplasum（ITPN）	の1例
 ○清水　佐知子1、羽場　真1、吉井　新二1、川本　泰之1、林　健児1、横山　朗子1、竹本　法弘2、
 　佐藤　昌明3、赤倉　伸亮1

	 1NTT東日本札幌病院　消化器内科、2NTT東日本札幌病院　外科、3NTT東日本札幌病院　臨床検査科

　消化器病専修医5 3月2日（日）10：04～ 10：36

座長：田本　英司（北海道大学病院　消化器外科Ⅱ）

124（消）	 肝門部胆管原発神経内分泌腫瘍	（NET）	の1例
 ○高橋　瑞奈1、松本　譲1、佐藤　暢人1、倉島　庸1、村上　壮一1、田本　英司1、海老原　裕磨1、
 　中村　透1、土川　貴裕1、岡村　圭祐1、七戸　俊明1、平野　聡1、江藤　和範2、佐藤　大介1,3、
 　三橋　智子3

	 1北海道大学　消化器外科学分野Ⅱ、2苫小牧市立病院　消化器内科、3北海道大学病院　病理部

125（消）	 後下区域胆管から発生し多彩な進展形態を呈した胆管内乳頭状腫瘍（IPNB）の1例
	 ○猪子　和穂1、松本　譲1、佐藤　暢人1、海老原　裕磨1、倉島　庸1、田本　英司1、中村　透1、
 　村上　壮一1、土川　貴裕1、岡村　圭祐1、七戸　俊明1、平野　聡1、佐藤　大介1,2、三橋　智子2、
 　大原　正嗣3

	 1北海道大学　消化器外科学分野Ⅱ、2北海道大学　病理部、3北見赤十字病院　消化器内科

126（消）	 細胆管癌成分を含んだ混合型肝癌の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、黒田　裕行1、
 　前田　征洋1、藤田　美悧2、仙丸　直人3、定免　渉4

	 1製鉄記念室蘭病院　消化器内科・血液腫瘍内科、2製鉄記念室蘭病院　病理・臨床検査室、
	 3製鉄記念室蘭病院　外科・呼吸器外科、4札幌医科大学　医学部　腫瘍・血液内科

127（消）	 肝粘液性嚢胞性腫瘍（mucinous	cystic	neoplasm	of	the	liver）の1切除例
 ○巽　亮二1、網塚　久人1、松原　悠1、好崎　浩司1、坂本　淳1、佐藤　龍1、木村　圭介1、太田　智之1

	 1札幌東徳洲会病院　消化器センター
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　消化器病専修医6 3月2日（日）10：36～ 11：08

座長：岡田　充巧（旭川医科大学内科学講座 病態代謝内科学分野）

128（消）	 TACE後、肉腫様変化を来し腹膜播種を伴った肝細胞癌の一例
 ○高橋　耕平1、太田　雄1、高添　愛1、鈴木　裕子1、須藤　隆次1、今澤　雅子1、山北　圭介1、
 　玉木　陽穂1、北野　陽平1、岡田　充巧1、麻生　和信1、羽田　勝計1

	 1旭川医科大学　内科学講座　病態代謝内科学分野

129（消）	 急性肝炎様に発症した自己免疫性肝炎急性増悪の3例
 ○永井　一正1、姜　貞憲1、山崎　大1、松居　剛志1、辻　邦彦1、児玉　芳尚1、桜井　康雄1、真口　宏介1

	 1手稲渓仁会病院　消化器病センター

130（消）	 薬剤性劇症肝炎亜急性型を救命し得た脳死肝移植2症例の検討
	 ○渋谷　一陽1、後藤　了一1、腰塚　靖之1、高橋　徹1、青柳　武史1、武冨　紹信1、山下　健一郎2、
 　嶋村　剛3

	 1北海道大学　消化器外科Ⅰ、2北海道大学　移植外科、3北海道大学　臓器移植医療部

131（消）	 アルコール性肝硬変の臨床像の変遷
 ○遠藤　慶太1、山崎　大1、永井　一正1、姜　貞憲1、辻　邦彦1、桜井　康雄1、児玉　芳尚1、
 　真口　宏介1

	 1手稲渓仁会病院　消化器病センター

　ランチョンセミナー 5 3月2日（日）11：55～ 12：50

共催：日本化薬株式会社

　消化器病専修医7	 3月2日（日）14：50～ 15：22

座長：高木　秀安（札幌医科大学　消化器・免疫・リウマチ内科）

132（消）	 胃全摘後に発生し転移性肝癌と鑑別を要した肝S4限局性脂肪肝の1例
 ○那須野　央1、米澤　和彦1、川上　裕次郎1、本間　賢太1、藤井　健一1、高橋　文彦1、鈴木　一也1、
 　阿部　敬1、篠村　恭久2

	 1市立釧路総合病院　消化器内科、2札幌医科大学付属病院　消化器・免疫・リウマチ内科学講座

133（消）	 増大する肝過形成結節を認めた先天性門脈欠損症の一例
 ○福田　昂一郎1、阿久津　典之1、赤保内　正和1、我妻　康平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、篠村　恭久1

	 1札幌医科大学　消化器・免疫・リウマチ内科学講座

134（消）	 レボカルニチン製剤が有効であったB型肝硬変起因の難治性高アンモニア血症の1例
 ○佐々木　貴弘1、澤田　康司2、中嶋　駿介1、阿部　真美1、大竹　孝明1,2、藤谷　幹浩1、高後　裕1

	 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、2旭川医科大学　臨床消化器・肝臓学診療連携講座

135（消）	 IgG4関連疾患に門脈圧亢進症を来した2例
 ○赤保内　正和1、若杉　英樹1、我妻　康平1、志谷　真啓1、阿久津　典之1、本谷　雅代1、山本　元久1、
 　高木　秀安1、佐々木　茂1、高橋　裕樹1、篠村　恭久1

	 1札幌医科大学附属病院　消化器・免疫・リウマチ内科学講座
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　消化器病専修医8 3月2日（日）15：22～ 15：54

座長：盛一　健太郎（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）

136（消）	 食道adenosquamous	carcinoma（腺扁平上皮癌）の一例
 ○田中　一之1、上野　伸展1、石井　貴大1、坂谷　慧1、堂腰　達矢1、藤林　周吾1、安藤　勝祥1、
 　後藤　拓磨1、嘉島　伸1、笹島　順平1、稲場　勇平1、伊藤　貴博1、盛一　健太郎1、藤谷　幹浩1、
 　高後　裕1

	 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

137（消）	 胃内に逸脱したメタリックステントを留置スネアを用いて摘出し得た胃噴門部癌の1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、上野　峰3、平子　匡4、池田　裕貴4

	 1伊達赤十字病院　消化器科、2伊達赤十字病院　内科、3伊達赤十字病院　外科、4札幌医科大学　腫瘍・血液内科学講座

138（消）	 S-1+CDDP療法による化学療法中に出血を伴う可逆性白質脳症症候群を発症した進行胃癌の一例
 ○佐藤　恵輔1、久野木　健仁1、岡田　哲弘1、久保　光司1

	 1町立中標津病院

139（消）	 消化管粘膜下腫瘍に対するEUS-FNAの診断能に関する検討
 ○高橋　慶太郎1、河本　徹1、藤永　明裕1、佐藤　智信1、後藤　充1、柳川　伸幸1、斉藤　義徳1、
 　折居　裕1、柴田　好1

	 1旭川厚生病院　消化器科

第3会場（2F　206会議室）
　消化器病研修医1	 3月2日（日）9：00～ 9：40

座長：武藤　修一（北海道医療センター）

140（消）	 特発性胃軸捻転症の2症例
 ○阿部　宗一郎1、中原　生哉1、馬場　麗1、渡邊　秀平1、田中　道寛1、武藤　修一1、木村　宗士1、
 　大原　行雄1

	 1北海道医療センター　消化器内科

141（消）	 診断に苦慮した腸回転異常症の一例
 ○豊川　揚也1、武藤　修一1、渡邊　秀平1、馬場　麗1、田中　道寛1、中原　生哉1、木村　宗士1、
 　大原　行雄1

	 1北海道医療センター　消化器内科

142（消）	 腸閉塞で発症した十二指腸石の一症例
 ○梅津　弘樹1、加藤　一樹1、渡辺　真裕子1、川村　雄剛1、根間　洋明1、横山　和典1

	 1日鋼記念病院　消化器センター

143（消）	 ペア血清が診断に有用であった小腸アニサキス症の一例
 ○齋藤　敦1、佐藤　龍1、巽　亮二1、松原　悠1、好崎　浩司1、坂本　淳1、網塚　久人1、木村　圭介1、
 　太田　智之1

	 1札幌東徳洲会病院　消化器センター

144（消）	 大量下血を来した大きさ12mmの小腸GISTの1例
 ○佐藤　裕基1、高橋　慶太郎1、河本　徹1、藤永　明裕1、佐藤　智信1、後藤　充1、柳川　伸幸1、
 　斉藤　義徳1、折居　裕1、柴田　好1

	 1旭川厚生病院　消化器科
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　消化器病研修医2 3月2日（日）9：40～ 10：12

座長：吉井　新二（NTT東日本札幌病院　消化器内科）

145（消）	 腸管出血性大腸菌感染により溶血性尿毒症症候群をきたした成人例
 ○木脇　佐代子1、藤澤　倫子1、今井　亜希1、高木　智史1、吉田　純一1

	 1札幌社会保険総合病院

146（消）	 盲腸に生じた神経節細胞腫の1例
 ○丹羽　美香子1、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

	 1NTT東日本札幌病院　消化器内科

147（消）	 散発性腸間膜デスモイドの臨床病理・分子学的検討
 ○柏木　智則1、山下　健太郎1、村上　佳世1、小野寺　馨1、一色　裕之1、能正　勝彦1、山本　英一郎1、
 　有村　佳昭1、篠村　恭久1、古畑　智久2、平田　公一2、長谷川　匡3

	 1札幌医科大学　消化器・免疫・リウマチ内科、2札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科、3札幌医科大学　臨床病理部

148（消）	 クローン病に合併した	Colitic	cancer（直腸膣瘻部癌）の1例
 ○岩間　琢哉1、垂石　正樹1、杉山　隆治1、川内　宏仁1、小澤　賢一郎1、中村　和正1、助川　隆士1、
 　千葉　篤1、斉藤　裕輔1、福永　亮朗2、川島　和之3

	 1市立旭川病院　消化器病センター、2市立旭川病院　外科、3市立旭川病院　放射線科

　消化器病研修医3	 3月2日（日）10：12～ 10：44

座長：福島　拓（北海道大学病院　消化器内科・腫瘍センター）

149（消）	 胃転移を伴う食道悪性黒色腫の剖検例
 ○長尾　沙智子1、北山　浩光1、平山　眞章1、辻　靖1、土井　綾子2、住吉　徹哉2、近藤　仁2、
 　大森　優子3、小山田　ゆみ子3

	 1KKR札幌医療センター　斗南病院　腫瘍内科、2KKR札幌医療センター　斗南病院　消化器内科、
	 3KKR札幌医療センター　斗南病院　病理診断科

150（消）	 積極的に化学療法を行い3度にわたりDICから離脱しえた胃癌骨髄癌症の1例
 ○中野　真太郎1、小松　嘉人2、原田　一顕3、小林　良充3、佐々木　尚英3、 福島　拓2、結城　敏志3、 
 　坂本　直哉3

	 1北海道大学病院　卒後臨床研修センター、2北海道大学病院　腫瘍センター、3北海道大学病院　消化器内科

151（消）	 後腹膜浸潤による切除不能局所進行下行結腸癌に対しFOLFOX療法によりcoversion	therapyを施行し得た
	 一症例
 ○渡部　真裕子1、横山　和典1、川村　雄剛1、加藤　一樹1、根間　洋明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

	 1日鋼記念病院　消化器センター、2日鋼記念病院　病理診断科

152（消）	 大腸癌原発巣および肝転移巣に対する腹腔鏡下同時切除術の検討
 ○加藤　拓也1、皆川　のぞみ1、神山　俊哉1、本間　重紀1、柴崎　晋1、若山　顕治1、折茂　達也1、
 　敦賀　陽介1、柿坂　達彦1、横尾　秀樹1、蒲池　浩文1、川村　秀樹1、高橋　典彦1、武冨　紹信1

	 1北海道大学大学院　医学研究科　消化器外科学分野Ⅰ

　消化器病研修医4	 3月2日（日）10：44～ 11：16

座長：松本　岳士（社会医療法人　恵佑会第2病院）

153（消）	 自己免疫性重症肝炎の一症例
 ○加藤　大祐1、小林　智絵1、八木　泰憲1、江藤　和範1、小西　康平1、山本　文泰1、竿尾　光祐2

	 1苫小牧市立病院　消化器内科、2苫小牧市立病院　病理診断科

154（消）	 根治切除が可能であった肝外胆管腺扁平上皮癌の1例
 ○山内　康嗣1、小池　祐太1、重沢　拓1、藤田　輿茂1、遠藤　文菜1、小野　雄司1、中村　路夫1、
 　工藤　俊彦1、永坂　敦1、西川　秀司1

	 1市立札幌病院　消化器内科
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155（消）	 膵胆管合流異常を合併した原発性胆嚢管癌の一症例
 ○菊地　香澄1、横山　和典1、渡辺　真裕子1、川村　雄剛1、加藤　一樹1、根間　洋明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

	 1日鋼記念病院　消化器センター、2日鋼記念病院　病理診断科

156（消）	 選択的胆管挿管不能例に対する超音波内視鏡ガイド下ランデブー法の成績
 ○平田　甫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、
 　久保田　良政1、坂本　直哉1

	 1北海道大学　消化器内科

　ランチョンセミナー 6 3月2日（日）11：55～ 12：50

共催：ゼリア新薬株式会社

　胃・十二指腸5 3月2日（日）14：50～ 15：30

座長：前田　征洋（製鉄記念室蘭病院　消化器・血液腫瘍内科）

157（消）	 慢性骨髄性白血病経過中に術後9年を経て胃癌再発が判明した1例
 ○八木　亜記1、山本　康弘1、古郡　茉里子1、重原　健吾1、岡村　幹郎1、市來　一彦2、生田　克哉3

	 1小林病院　外科、2小林病院　内科、3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

158（消）	 髄膜癌腫症を合併した進行胃癌の1剖検例
 ○藤澤　倫子1、今井　亜希1、高木　智史1、吉田　純一1

	 1札幌社会保険総合病院　消化器内科

159（消）	 十二指腸下行脚原発の神経内分泌細胞癌の1例
 ○武藤　瑞恵1、杉山　浩平1、武藤　桃太郎1、石川　千里1、井上　充貴1、升田　晃生2、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

	 1遠軽厚生病院　内科、2遠軽厚生病院　外科

160（消）	 HER2陽性胃癌化学療法における脳転移例の検討
 ○奥田　博介1、穂刈　格2、塚越　洋元2、小平　純一2、西田　靖仙3、久須美　貴哉3、木ノ下　義宏3、
 　吉川　智宏3、芦立　嘉智3、澄川　宗祐3、那須　裕也3、三橋　洋介3、坂下　啓太3、細川　正夫3

	 1恵佑会札幌病院　腫瘍内科、2恵佑会札幌病院　消化器内科、3恵佑会札幌病院　消化器外科

161（消）	 進行胃癌の二次化学療法におけるRoyal	Marsden	Hospital	prognostic	indexの有用性の検討
 ○原田　一顕1、小林　良充1、佐々木　尚英1、福島　拓2、結城　敏志1、小松　嘉人2、坂本　直哉1

	 1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、2北海道大学病院　腫瘍センター

第4会場（2Ｆ　207会議室）
　大腸腫瘍1 3月2日（日）9：00～ 9：40

座長：小松　嘉人（北海道大学病院　腫瘍センター）

162（消）	 大腸癌間転移切除症例における化学療法と背景肝についての検討
 ○土井　綾子1、辻　靖1、北山　浩光1、平山　眞章1、藤井　亮爾2、藤江　慎也2、皆川　武慶2、
 　木村　朋広2、庵原　秀之2、住吉　徹哉2、由崎　直人2、近藤　仁2、鈴木　善法3、奥芝　俊一3、
 　大森　優子4、小山田　ゆみ子4

	 1KKR札幌医療センター　斗南病院　腫瘍内科、2KKR札幌医療センター　斗南病院　消化器内科、
	 3KKR札幌医療センター　斗南病院　外科、4KKR札幌医療センター　斗南病院　病理科

163（消）	 大腸癌肝転移に対し，Bevacizumab併用化学療法でOptimal	responseが得られた一例
 ○北山　浩光1、辻　靖1、土井　綾子2、庵原　秀之2、住吉　徹哉2、由崎　直人2、平山　眞章2、
 　近藤　仁2

	 1KKR札幌医療センター　斗南病院　腫瘍内科、2KKR札幌医療センター　斗南病院　消化器内科
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164（消）	 直腸癌に対する化学療法後に発症した門脈圧亢進症の1例
 ○武藤　桃太郎1、杉山　浩平1、武藤　瑞恵1、石川　千里1、井上　充貴1、升田　晃生2、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

	 1JA北海道厚生連　遠軽厚生病院　内科、2JA北海道厚生連　遠軽厚生病院　外科

165（消）	 化学療法中に穿孔を来たした盲腸癌の一例
 ○今井　亜希1、藤澤　倫子1、高木　智史1、吉田　純一1

	 1札幌社会保険総合病院　消化器内科

166（消）	 	大腸癌におけるKRAS，BRAF，PIK3CA，NRAS遺伝子異常の解析，および抗EGFR抗体薬治療の治療成績と
の関連

 ○三橋　慧1,2、能正　勝彦1、奥田　博介2、五十嵐　央祥1、伊藤　美樹1、内藤　崇史1、吉井　新二4、
 　高橋　宏明2、久須美　貴哉5、細川　正夫5、武内　利直6、山本　英一郎1、山下　健太郎1、有村　佳昭1、
 　沖田　憲司7、古畑　智久7、平田　公一7、篠村　恭久1

	 1札幌医科大学　消化器・免疫・リウマチ内科学講座、2恵佑会第2病院　消化器内科、3恵佑会札幌病院　腫瘍内科、
	 4NTT東日本札幌病院　消化器内科、5恵佑会札幌病院　消化器外科、6恵佑会札幌病院　臨床病理研究所、

	 7札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座

　大腸腫瘍2 3月2日（日）9：40～ 10：20

座長：山下　健太郎（札幌医科大学　消化器内科）

167（消）	 胆石症の術前検査で発見された虫垂粘液嚢胞腺腫の一例報告
 ○三橋　洋介1、那須　裕也1、澄川　宗祐1、久須美　貴哉1、坂下　啓太1、芦立　嘉智1、吉川　智宏1、
 　木ノ下　義宏1、西田　靖仙1、細川　正夫1、大内　知之2、武内　利直2

	 1恵佑会札幌病院　外科、2恵佑会札幌病院　病理診断科

168（消）	 血清CEA高値を契機に発見された虫垂粘液嚢胞腺腫の2例
 ○武藤　桃太郎1、杉山　浩平1、武藤　瑞恵1、石川　千里1、井上　充貴1、升田　晃生2、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

	 1JA北海道厚生連　遠軽厚生病院　内科、2JA北海道厚生連　遠軽厚生病院　外科

169（消）	 診断が困難であった4型直腸癌の1例
 ○川岸　直樹1、松田　可奈1、藤田　弘之1、阿部　暢彦1、長　いく弥1、小野寺　学1、内田　多久實1、
 　藤永　明1、市原　真2、岩口　佳史2、後藤田　裕子2、村岡　俊二2

	 1網走厚生病院　内科消化器科、2札幌厚生病院　臨床病理科

170（消）	 直腸原発扁平上皮癌の一例
 ○澄川　宗祐1、三橋　洋介1、那須　裕也1、久須美　貴哉1、坂下　啓太1、芦立　嘉智1、吉川　智宏1、
 　木ノ下　義宏1、西田　靖仙1、細川　正夫1、大内　知之2、武内　利直2

	 1恵佑会札幌病院　外科、2恵佑会札幌病院　病理診断科

171（消）	 腸閉塞で発症した上行結腸原発Burkittリンパ腫の1切除例
 ○徳渕　浩1、小笠原　和宏1、木井　修平1、小柳　要1、島田　慎吾1、小林　篤寿1、河合　朋昭1、
 　小林　清二1、草野　満夫1、石川　麻倫2、宮城嶋　拓人2

	 1釧路労災病院　外科、2釧路労災病院　内科

　大腸炎症 3月2日（日）10：20～ 10：52

座長：田中　浩紀（札幌厚生病院 IBDセンター）

172（消）	 潰瘍性大腸炎に対するインフリキマブ投与症例の検討
 ○杉山　隆治1、垂石　正樹1、川内　宏仁1、中村　和正1、助川　隆士1、小澤　賢一郎1、千葉　篤1、
 　斉藤　裕輔1

	 1市立旭川病院　消化器病センター
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173（消）	 潰瘍性大腸炎に対するメサラジン坐薬有効性の検討
 ○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

	 1札幌東徳洲会病院　IBDセンター、2札幌東徳洲会病院　消化器内科

174（消）	 狭窄型虚血性腸炎の一例
 ○金野　陽高1、林　明宏1、上野　敦盛1、羽廣　敦也1、丹野　誠志1

	 1イムス札幌消化器中央総合病院　消化器内科

175（消）	 病理学的に病態を確認し得た上行結腸憩室炎に合併した上腸間膜静脈血栓症の1例
 ○木下　幸寿1、目黒　高志1、藤澤　良樹1、町田　卓郎1、加藤　貴司1、碇　修二1、佐々木　清貴1、
 　山田　裕人1、加賀谷　英俊1、中村　英明1、堀田　彰一1、森田　高行2、高橋　利幸3

	 1北海道消化器科病院　内科、2北海道消化器科病院　外科、3北海道消化器科病院　病理

　大腸その他 3月2日（日）10：52～ 11：16

座長：前本　篤男（札幌東徳洲会病院　IBDセンター）

176（内）	 小腸病変の確認と治療効果判定にカプセル内視鏡が有用であった好酸球性胃腸炎の1例
 ○北岡　慶介1、小松　悠弥1、高梨　訓博1、和賀　永里子1、藤田　朋紀1、勝木　伸一1

	 1小樽掖済会病院　消化器病センター

177（消）	 Cold	polypectomy導入期における安全性の検討
 ○栗原　弘義1、田沼　徳真1、浦出　伸治1、田中　一成1、野村　昌史1、真口　宏介1

	 1手稲渓仁会病院　消化器病センター

178（消）	 当院における大腸ステント留置の経験
 ○岡和田　敦1、山科　哲郎1、熊谷　研一1、金井　基錫2、室田　千晶2、金子　行宏2、高橋　弘2、
 　本原　敏司2、市村　健3

	 1函館市医師会病院　消化器内科、2函館市医師会病院　外科、3函館市医師会病院　放射線科

　小腸 3月2日（日）14：50～ 15：38

座長：太田　英敏（医療法人社団エス・エス・ジェイ　札幌整形循環器病院　消化器内科）

179（内）	 カプセル内視鏡の新たなる展開
 ○佐々木　清貴1、加藤　貴司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

	 1北海道消化器科病院

180（内）	 大腸内視鏡検査前処置における併用薬としてのアコチアミドとモサプリドクエン酸塩水和物の比較検討
 ○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1、勝木　伸一1

	 1小樽掖済会病院　消化器病センター

181（内）	 バウヒン弁を介して上行結腸に脱出した小腸腫瘍の一例
 ○矢和田　敦1、牛島　慶子1、須藤　豪太1、柾木　喜晴1、谷津　高文1、岡　俊州1、笠原　薫1、
 　小林　寿久1

	 1函館五稜郭病院　消化器内科

182（内）	 出血を契機に発見したPeutz-Jeghers症候群の小腸ポリープの一例
 ○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、末永　大介1、
 　村岡　俊二2、岩口　佳史2

	 1札幌厚生病院　第1消化器科、2札幌厚生病院　臨床病理

183（内）	 悪性リンパ腫の腸管合併症の検討	－手術時期の最適化について－
 ○定免　渉1、黒田　裕行1、吉田　正宏1、松野　鉄平1、佐藤　昌則1、山田　充子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、仙丸　直人3

	 1製鉄記念室蘭病院　消化器内科・血液腫瘍内科、2製鉄記念室蘭病院　病理臨床検査室、3製鉄記念室蘭病院　外科
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184（消）	 回腸子宮内膜症によりイレウスを発症した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、脇坂　和貴1、市川　伸樹1、
 　中西　一彰1、数井　啓蔵1、服部　淳夫2

	 1北海道社会保険病院　消化器センター、2北海道社会保険病院　病理
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　ランチョンセミナー

3月1日（土）　11：55 ～ 12：50　第1会場（2F　204会議室）

H.pylori感染胃炎適応から1年－胃がん撲滅へすべきこと－
座長：浅香　正博（北海道大学大学院　医学研究科がん予防内科学講座）
演者：河合　隆（東京医科大学病院　内視鏡センター）
共催：大塚製薬株式会社

3月1日（土）　11：55 ～ 12：50　第2会場（2F　小ホール）

進化した光を用いた胃の内視鏡診断
座長：加藤　元嗣（北海道大学病院　光学医療診療部）
演者：貝瀬　満（虎の門病院　消化器内科）
共催：オリンパスメディカルシステムズ株式会社

3月1日（土）　11：55 ～ 12：50　第3会場（2F　206会議室）

小児のヘリコバクター・ピロリ感染症
座長：間部　克裕（北海道大学病院　光学医療診療部）
演者：今野　武津子（札幌厚生病院　小児科）
共催：エーザイ株式会社

3月2日（日）　11：55 ～ 12：50　第1会場（2F　204会議室）

HCV遺伝子とC型肝炎治療～新しい時代を迎えて～
座長：狩野　吉康（札幌厚生病院）
演者：榎本　信幸（山梨大学医学部　第一内科）
共催：ヤンセンファーマ株式会社

3月2日（日）　11：55 ～ 12：50　第2会場（2F　小ホール）

癌化学療法時の感染症対策～血液診療の立場から
座長：小松　嘉人（北海道大学病院　腫瘍センター）
演者：近藤　健（北海道大学病院　血液内科）
共催：日本化薬株式会社

3月2日（日）11：55 ～ 12：50　第3会場（2F　206会議室）

慢性胃炎と機能性ディスペプシア	
座長：上原 　聡（上原内科クリニック）
演者：永原　章仁（順天堂大学　医学部　消化器内科学講座）
共催：ゼリア新薬株式会社





特別講演
シンポジウム
ワークショップ

抄 録
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　特別講演

“これからの内視鏡医療の動向－低侵襲内視鏡治療の発展と普及を目指して”

田尻　久雄
東京慈恵会医科大学消化器・肝臓内科/内視鏡科主任教授

日本消化器内視鏡学会理事長

　これからの内視鏡医療の動向を考えるにあたり、わが国の医療を取り巻く環境とその変化を予見しなければ
ならない。わが国の現状をみると、浮かび上がるのが超高齢化社会に伴う疾病構造の変遷と医療ニーズの動向
である。2012年7月「日本再生戦略」が閣議決定され、医療や介護、健康関連分野で2020年までに50兆円規模の市
場が創設される予定になっており、日本版NIH構想も具現化しつつある。さらに安部内閣の主導により、日本経
済の成長戦略の一つとして医療事業の海外輸出が宣言された。2013年度には、医療の国際化支援組織 (Medical 
Excellence JAPAN:MEJ)も組織化され、最近、アジア・中近東諸国・ロシアに対して日本消化器内視鏡学会が日
本政府の後援により、消化器内視鏡の診断・治療技術の指導体制を構築すべく積極的な活動を開始した。日本消
化器内視鏡学会の“産学官懇話会”が中心となって取り組んできた”産学官共同研究の推進”と相俟って、政府の医
療政策方針は、低侵襲内視鏡治療の開発と臨床応用を推進する上で大きな後押しになると期待している。
　内視鏡治療の歴史を振り返ると、生検に始まり、できる限り大きな標本を粘膜～粘膜下層から切除することを
追求してきた。そして内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）の開発によって、ついに病変の大きさや形に制限がなくなっ
た。また、それに呼応するように、内視鏡分野における医療機器開発は、わが国の内視鏡メーカーが主体となっ
て、拡大内視鏡や画像強調観察（IEE）などの診断技術や各種ESD用ナイフなどの処置具、治療機器として結実し
てきた。ESD については、トレーニングシステム、保険償還価格の設定などの問題が指摘されており、適応拡
大とともにLECS (Laparoscopy and Endoscopy Cooperative Surgery)の位置づけも課題となっている。われわれ
は、2007年にNOTES (Natural Orifi ce Translumenal Endoscopic Surgery)研究会 (JNOTES)を立ち上げ、 これま
で多くの成果を生み出すとともに治療内視鏡分野に新しい改革の波をもたらしてきた。しかし、時代的・社会
的背景の移り変わり、企業側の変遷、reduced-port surgeryが提唱されるなどlaparoscopic surgeryの進歩で、研
究と実践の視点は当初に立ち上げた時代と変わりつつある。そこで2013年度より、POEM(Per-Oral Endoscopic 
Myotomy)やLECSなどのテーマを積極的に取り入れ、新しい治療内視鏡の開発と発展を目指ざすために「先進内
視鏡治療研究会」(Japan Consortium for Advanced Surgical Endoscopy: J-CASE)と名称を変えて新たな出発をす
ることとした。最近では、内視鏡ロボット手術も研究段階から臨床応用のステージに入り、内視鏡の活動の場は
消化管壁を超えて広がり、既存の内視鏡機器の概念を超えた新世代のテクノロジーが次々と開発されている。わ
れわれ日本の内視鏡医は、止血術、ポリペクトミー、EMR、ESDなどで培ってきた技術を応用し、質の高い臨
床的研究を前向き多施設共同研究で行い、内視鏡診断・治療の分野で国際的にさらなる貢献を果たしていくこと
が使命である。世界に冠たる輝かしい日本の内視鏡医学・医療をさらに発展させていくためには、会員ひとり一
人の力をいかに結集できるかが鍵である。
　
略歴
昭和51年3月 北海道大学医学部卒業
昭和52年10月 癌研究会附属病院内科
昭和56年2月 国立がんセンター中央病院消化器科医員
平成7年5月 国立がんセンター東病院内視鏡部長
平成13年5月 東京慈恵会医科大学内視鏡科教授
平成17年5月 東京慈恵会医科大学内科学講座消化器・肝臓内科主任教授
 現在に至る 
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　シンポジウム

S1-1（内）
当科で経験した消化管アミロイドーシスの内視鏡像と生検陽性率
1札幌医科大学　消化器・免疫・リウマチ内科学講座
○村上　佳世1、山下　健太郎1、東出　侑子1、平山　大輔1、
我妻　康平1、一色　裕之1、小野寺　馨1、山本　英一郎1、能正　勝彦1、
有村　佳昭1、林　敏昭1、石田　禎夫1、篠村　恭久1

【背景】全身性アミロイドーシスにおいて消化管はアミロイド沈着の好発部位である．消
化管アミロイドーシスは内視鏡的生検により診断されるが，時に典型的な内視鏡像に
乏しく診断に苦慮することがある．【目的】消化管アミロイドーシスの内視鏡所見と生検
陽性率について検討する．【対象と方法】2005年9月から2013年10月までに当科で
内視鏡的生検により消化管アミロイドーシスと診断し得た32例（23 ～ 74歳，男女比
19:13）を対象とした．そのうち，上部消化管病変を27例，下部消化管病変を10例に
認めた（重複あり）．それぞれ，1）病型，2）内視鏡所見，3）生検部位と個数，4）生
検陽性率（検体あたり）について検討した．【結果】上部消化管病変（n=27）：1）病型 
AL/AA/不明 20/3/4．2）内視鏡所見 所見なし/所見あり（発赤陥凹，浮腫，易出
血性，褪色陥凹，凹凸不整，顆粒状隆起，黄色，潰瘍）11/16．3）生検個数 胃 
0-4（中央値1），十二指腸 0-3（中央値1）．4）生検陽性率 胃 69%（36/52検体），
十二指腸 82%（28/34検体）．下部消化管病変（n=10）：1）病型 AL/AA 10/0．
2）内視鏡所見 所見なし/所見あり（易出血性，血管透見不良，斑状発赤，浮腫，血
腫）4/6．3）生検個数 回腸 0-1（中央値1），結腸 0-7（中央値 1），直腸 1-3（中
央値 1）．4）生検陽性率 回腸 40%（2/5検体），結腸 81%（17/21検体），直腸 
87%（13/15検体）．【まとめ】上部消化管・下部消化管ともに易出血性，発赤，浮
腫など様々な所見を呈する症例を認めたが，一方で異常所見を指摘できない症例も
多く認めた．生検陽性率については，これまでの報告と同様に十二指腸・直腸で高
い傾向を認めた．消化管アミロイドーシスでは易出血性のため生検後出血が問題とな
ることがあり，適正な生検部位の選択の他，生検個数についても今後の検討が必要
と考える．

S1-3（消）
当科におけるHCV/HIV重複感染症の現状
1北海道大学　消化器内科、2北海道大学　血液内科
○荘　拓也1、中馬　誠1、佐藤　史幸1、常松　聖司1、佃　曜子1、
寺下　勝巳1、中井　正人1、堀本　啓大1、須田　剛生1、夏井坂　光輝1、
藤本　勝也2、遠藤　知之2、豊嶋　崇徳2、坂本　直哉1

【背景】HIV感染症に対してはHAART療法による著しい予後の改善を認めている。それに伴
いHCV/HIV重複感染症において肝疾患関連死亡が半数を占めるに至っているのが現状であ
る。【目的・方法】HCV/HIV重複感染症患者における現在の肝機能および画像検査所見を
評価する。【結果】29例全例男性、年齢中央値は47歳。HCV/HIV重複感染の原因として
は、血友病Aが21例、血友病Bが4例、ホモセクシャルが4例であった。HAARTは29例中28例
に施行されており、HIV-RNAは28例中24例で検出感度以下に増殖が抑制されていた。HCV-
RNAは検出感度以下8例、未治療症例のHCV-RNA中央値は6.1log IU/mlであった。29例
中16例に抗HCV療法が行われた。HCV genotypeは1a+1bが4例、3aが3例、2a+3aが2例、
1b+3aが2例、1bが2例、2aが1例、判定不能が1例。治療内容はIFN単独3例、PEG-IFN
単独4例、IFN＋RBV2例、PEG-IFN＋RBV13例であった（のべ22回の治療）。治療効果は
SVR獲得が5例でSVR率は31.3％であった。血液検査では血小板数11.1万/μl（以下中央値）
であり、10万未満を12例に認めた。一般肝機能検査は総ビリルビン値0.8mg/dl、アルブミン値
4.3g/dl、PT83.1%、ALT34IU/mlと肝機能が保たれている症例の割合が多かった。これに
基づいたChild-PughスコアはA/B/Cが25例/3例/1例とAの割合が多かった。画像所見にて
肝硬変が13例、脾腫がある症例は9例であった。2例で肝細胞癌の合併を認めているが、RFA
にて治療を施行している。上部消化管検査では7例に食道静脈瘤を認め、4例に門脈圧亢進
症性胃炎の所見を認めた。【考察】今回の患者群では、治療法にばらつきはあるもののSVR率
は31.3％であった。一般肝機能検査は正常範囲内でChild-PughスコアAの症例が多いものの、
血小板数が低下している症例、画像上で肝硬変の所見が認められ、門脈圧亢進を認める症例
が含まれていることが判明した。HCV/HIV重複感染患者は肝線維化の進行が早く、潜在的な
門脈圧亢進の存在の可能性があるため、HCV単独感染者よりも早い時期から将来的な治療の
オプションとしての肝移植を念頭においたフォローアップが必要となると思われる。

S1-2（消）
メタボリックシンドロームからみた非アルコール性脂肪性肝疾患
1札幌共立五輪橋病院　消化器病センター、
2札幌共立五輪橋病院　血液腫瘍内科、3札幌医科大学　腫瘍・血液内科学講座、
4札幌共立医院　消化器内科、5王子総合病院　消化器内科
○土居　忠1、本間　久登1、田中　信悟1,4、秋山　剛英1、大井　雅夫1、
高橋　稔1、森井　一裕2、古川　勝久2、平田　健一郎1、女澤　慎一4、
奥田　敏徳5、南　伸弥5

【目的】非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）は慢性肝疾患としての意義のみならず、
糖尿病、脂質異常症などの代謝異常とオーバーラップし、メタボリックシンドローム（MetS）と
も密接な関連を有している。すなわち脂肪性肝疾患は肥満症あるいはMetSという全身性
疾患の肝表現型であるといえる。今回はMetSにおける脂肪性肝疾患の実態ならびにその
頻度に及ぼすMetS構成要因の関与について検討した。【対象・方法】対象は2012年4月
からの1年間に当院ならびに関連施設の健診受診者のうち、ウイルス性および自己免疫性
慢性肝疾患を除いた4064名（男性：2922、女性：1142）を対象とした。MetSの頻度およ
びMetSにおける脂肪肝の合併頻度などを検討するとともにMetSの構成要因である腹囲
基準以上、脂質異常症、空腹時高血糖、高血圧と脂肪肝頻度の関連について多重ロ
ジスティック回帰分析により検討した。【結果】全受診者群の平均年齢は51.3±8.7歳で、
MetS基準該当群、予備群および非該当群の頻度はそれぞれ14.3%、15.2%、70.5%で
あった。MetS基準該当群／予備群／非該当群の脂肪肝頻度は64.0/53.7/31.3%であ
り、MetS構成要因数別の脂肪肝頻度は0/1/2/3/4個 : 26.0/34.1/41.0/59.4/72.2%
であった。腹囲基準以内群と基準以上群の脂肪肝頻度はそれぞれ29.7、56.6%であっ
た。多重ロジスティック回帰分析ではMetSの各構成要因のうち腹囲基準以上、空腹時
高血糖、脂質異常症は脂肪肝頻度増加と有意な関連を示したが、高血圧については脂
肪肝頻度との有意な関連は認められなかった。【結語】MetS構成要因数が増えるほど脂
肪肝頻度は有意に増加したが、MetS予備群やMetS構成要因数が少ない群においても
比較的高い頻度で脂肪肝が認められることから、脂肪性肝疾患はメタボリックドミノの上流
域に位置し、MetSにおける代謝異常をより早期に反映する指標となると考えられる。

S1-4（消）
分枝型膵管内乳頭粘液性腫瘍（BD-IPMN）に合併した悪性
腫瘍の検討
1伊達赤十字病院　消化器科、2伊達赤十字病院　内科、
3伊達赤十字病院　外科、4札幌医科大学　腫瘍・血液内科学講座
○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1,4、
池田　裕貴1,4

【目的】膵癌および他臓器悪性腫瘍の高危険群としての分枝型膵管内乳頭粘液性腫
瘍（BD-IPMN）について検討した。【方法】対象は平成8年4月～平成25年11月に切
除または画像診断によりBD-IPMN（混合型を含む、浸潤癌を除く）と診断した481例

（診断時年齢40 ～ 98歳、平均74歳、M/F 223/258、単発262例（54.5%）で、全
症例の観察期間は0 ～ 200か月（中央値28.5か月）であった。【成績】1）糖尿病（DM）
の合併は159例（33.1%）に認められた。無症状例は328例（68.2%）で、BD-IPMNの
発見契機は他疾患のスクリーニング239例（49.6%）、DMのスクリーニング70例（14.6%）
などであった。2）通常型膵癌の合併は25例（5.2%）であり、53 ～ 91歳（平均75歳）、
M/F 13/12、同時性21例、異時性4例（BD-IPMN診断後、20か月、24か月、123
か月、126か月）で、病期（JPS）は、stage I 3例、III 6例、IVa 6例、IVb 10例で
あった。53か月後のIPMN由来浸潤癌を1例に認めた。3）他臓器癌の合併は145例

（30.1%）で、50 ～ 95歳（平均77歳）、M/F 83/62であり、膵癌・他臓器癌非合併
例と比して、有意に高齢で男性例が多かった。重複癌19例（うち三重癌2例）で、の
べ166例の腫瘍において、同時性90例、異時性76例（BD-IPMN診断前56例、診断
後20例）であった。内訳は消化器癌が119例（71.7%）で、その内訳は胃50、大腸29、
肝16、胆管11、胆嚢6、食道5、その他2で、消化器癌以外では泌尿器系14（前立
腺7、腎盂・膀胱6、腎1）、肺13、乳7、その他13であった。【結論】BD-IPMNに
は比較的高率に膵癌・他臓器悪性腫瘍が合併することから、DM患者を含めた効率
の良いIPMNの発見方法の確立と膵のみならず他臓器の定期的な経過観察・スクリー
ニングが必要である。また、prospectiveな多施設での検討も重要な課題である。
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W1-1（消）
機能性ディスペプシアの病態診断および治療選択における飲
水超音波検査の有用性
1北海道大学病院　光学医療診療部、2市立札幌病院　消化器内科、
3北海道大学病院　検査・輸血部、4北海道大学病院　消化器内科
○工藤　俊彦1,2、小野　尚子1、間部　克裕1、加藤　元嗣1、西川　秀司2、
西田　睦3、坂本　直哉4

【目的】機能性ディスペプシア（functional dyspepsia、以下FD）の病態診断として用
いられる従来の診断法は実臨床では困難である。また、FD治療は経験的に症状か
ら治療選択がなされている。我々が考案した飲水超音波検査は、等間隔に飲水負
荷を与えながら胃穹窿部の断面積を計測し、同時に自覚症状を聴取することで、近
位胃拡張能、胃排出能ならびに胃知覚を評価することが可能であり、低侵襲で短
時間に施行できる利点を有している。そこで我々は、FD患者を飲水超音波検査の
結果によって病態診断を行い、病態に応じた薬物治療の効果を検討した。【方法】
北大病院でRomeIII診断基準によりFDと診断された137例（男28例、女性109例、
平均年齢50.7歳）のFD患者（うちoverlap症例48例）に対し飲水超音波検査を施行
した。検査結果より、FDの主たる病態を近位胃拡張障害、胃排出遅延、知覚異
常、異常なしの4群に分類した。治療に用いた薬物は酸分泌抑制薬、消化管運動
改善薬、抗うつ薬、その他に分類し、各群における有効性について検討した。【結
果】137例のFD患者に飲水超音波検査を施行したところ、近位胃拡張障害群、胃
排出遅延群、知覚異常群、異常なし群と診断された症例はそれぞれ16例（11.7%）、
12例（8.8%）、65例（47.4%）、44例（32.1%）であった。それぞれの群の薬物治療の
有効性を検討すると、酸分泌抑制薬は知覚異常群、近位胃拡張障害群、異常な
し群で、消化管運動改善薬は近位胃拡張障害群、排出遅延群で有効性が高かっ
た。また、胃食道逆流症状を有するoverlap症例では胃の知覚異常を示す症例が
過半数を占め、消化管の知覚機能異常がその病態に関わっていることが示唆された。

【結語】飲水超音波検査によりFDの病態診断が可能で、病態に応じた治療選択
が可能であった。

W1-3（内）
微量腹水に対するEUS-FNA（EUS-guided paracentesis）の
有用性と安全性
1伊達赤十字病院　消化器科、2伊達赤十字病院　内科、
3伊達赤十字病院　外科、4札幌医科大学　腫瘍・血液内科学講座
○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1,4、
池田　裕貴1,4

【目的】経皮的穿刺困難、もしくは不適切と考えられる微量腹水に対するEUS-FNA（EUS-guided 
paracentesis: EUS-P）に関する報告は未だ散見されるのみである。今回、微量腹水に対するEUS-P
の有用性と安全性について検討した。【方法】対象は2005年8月～ 2013年11月までに経皮的穿刺不
可能な微量腹水の診断目的にEUS-Pを試みた55例で、そのうち39例（70.9%）にEUS-Pを施行した。
全例、鎮静剤を投与し、入院で施行した。消化管蠕動抑制のための必要十分量の鎮痙剤を投与し、
腹水描出後、穿刺ルートに血管がないことをドプラーモードで確認後に穿刺吸引し、検体は細胞診の
他、可能なかぎり、一般性状、CBC、生化学（総蛋白、アルブミン、LDH）、腫瘍マーカー（CEA、
CA19-9など）、細菌培養に提出した。経直腸穿刺の際には予防的に抗菌薬を投与し、腸管洗浄後
に施行した。検討項目は、1）EUS-P施行中止例の理由、2）施行例の患者背景、3）穿刺針の選
択および検体採取量、4）診断成績、5）偶発症、とした。【成績】1）施行中止15例の理由は、腹水
消失・検出不能9例、穿刺ルート確保困難5例、多量の食物残渣の存在1例であった。2）年齢は49
～ 92歳（平均73.7歳）、男性29例、女性10例で、悪性疾患の既往または存在を35例（89.7%）に認め
た。EUS-P施行前のCTでは39例中27例（69.2%）に少量の腹水が検出された。穿刺ルートは経胃的
21例、経十二指腸的1例、経直腸的17例であった。3）穿刺針は原則22Gの手動穿刺針で施行した
が、消化管のたわみにより穿刺不可能な2例に22G自動穿刺針、25G手動穿刺針を使用した。検体
採取量は1 ～ 50ml（平均12.8ml）であった。4）EUS-Pでclass Iであった胃癌2例は偽陰性（開腹所
見で腹膜播種確認・化学療法中の腹水増減）であり、sensitivity 71.4%、specifi city 100%、PPV 
100%、NPV 92.6%、accuracy 94.9%であった。5）発熱、腹痛、出血、穿孔は認めなかった。細菌
培養を施行した28例中23例（82.1%）で細菌が検出されたが、細菌性腹膜炎を来した例は認めなかっ
た。【結論】経皮的穿刺困難な微量腹水症例に対するEUS-Pは有用で安全な診断手技である。

W1-2（消）
内視鏡切除例における分化未分化混在型早期胃癌のNBI拡
大内視鏡診断
1社会医療法人　恵佑会札幌病院　消化器科、2社会医療法人　恵佑会第2病院　消化器科、
3社会医療法人　恵佑会札幌病院　外科、4社会医療法人　恵佑会札幌病院　病理診断科
○小平　純一1、安孫子　怜史1、穂刈　格1、塚越　洋元1、大橋　広和2、
岡原　聡2、松本　岳士2、高橋　宏明2、小池　容史2、西田　靖仙3、
細川　正夫3、武内　利直4

【目的】分化未分化混在型胃癌を通常内視鏡観察と生検で術前診断することは非常に難しい。当
科では早期胃癌ESD前にNBI拡大観察を行い、進展範囲決定の他、弱拡大で腫瘍全体を観察
し、ある程度組織型を推定してきた。内視鏡切除例を対象に未分化型混在をどの程度診断できて
いたのか検討した。【方法】2011年から2013年6月までに恵佑会札幌病院および第2病院で内視
鏡治療が行われた生検分化型早期胃癌のうち、治療前にNBI拡大観察が行われた220例261病
変を病理台帳から抽出。この内切除後に分化未分化混在型早期癌と診断された27例27病変を
解析した。組織型は、第14版胃癌取扱い規約に準じてtub1、tub2、papを分化型、sig、por1、
por2を未分化型とした。混在型のうち、未分化型が領域を持って存在するものを分離型、分化型
と入り乱れて存在するものを非分離型と定義した。当科では、未分化型癌の拡大内視鏡診断所
見として、八木の提唱するwhite zoneの不明瞭化と辺縁のゴースト様消失、wavy micro-vessels
を用いている。【成績】27例の内訳は、男20/ 女7、平均年齢70.3歳（42 ～ 86歳）、全例萎縮
性胃炎（木村竹本分類open type 22/ closed type 5）あり、病巣中心が萎縮領域20/ 境界～胃底
腺領域 7、占居部位U 3/ M 11/ L 13、壁在Ant 5/ Post 7/ Less 12/ Gre 3、平均腫瘍径
28mm（8 ～ 155mm）、隆起型 6/ 陥凹型 21、壁深達度m 14/ sm1 3/ sm2 9、主たる組織分
化型tub1 11/ tub2 16、未分化型sig 1/ por 26であった。術前NBI拡大観察時に未分化型の
混在を診断できたのは6例（分離型 4/ 非分離型 2）。見直しで診断あるいは推定可能であったの
は11例（分離型 6/ 非分離型 5）。見直しでも診断不能であった16例中10例は、未分化型成分が
固有層浅層に認められなかった。今回の検討で、分離型は、11例中10例が萎縮領域に存在し、
9例は固有層浅層にも未分化型成分が認められた。【結論】分化未分化混在型胃癌のうち、ある程
度の領域を持った分離型は、注意深いNBI拡大観察により診断が可能と思われた。

W1-4（消）
当院におけるダブルバルーン式内視鏡を用いた術後腸管に対
するERCP関連手技の成績
1小樽掖済会病院　消化器病センター、2札幌医科大学　第四内科
○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1、
勝木　伸一1、林　毅2、加藤　淳二2

【目的】当院では2004年より，ダブルバルーン式小腸内視鏡（ EN-450P5, T5, 
EC450-BI5・EI-530B ）を導入している．その内BI5・EI-530Bは近年，術後再
建腸管に対するERCP関連手技の有効性が報告されている．今回当院での治療成
績を前期（2005 ～ 2009年）後期（2010年～ 2013年11月）に分けて検討したので報
告する．【方法】対象は，2004年11月から2013年11月までに当院で施行した，DBE 
882回（経口302回，経肛門580回）のうち，ダブルバルーン式内視鏡を用いた術後腸
管に対するERCP関連手技を行った症例，前期22症例22回（2005 ～ 2009年・総
胆管結石10回，腫瘍または術後閉塞性黄疸7回，膵炎に対する造影・治療手技2
回，造影を目的とした3回）と後期11症例22回（2010年～ 2013年11月・総胆管結石
16回，腫瘍または術後閉塞性黄疸5回，造影を目的とした1回）．【成績】胆管を目的
としたERC関連治療手技のうち前期に存在した腫瘍による腸管閉塞で内視鏡挿入
が不可能であった2症例を除くと，目的部位到達率 100%（前期 100% 15/15, 後期 
100% 22/22），造影成功率91.4%（前期80% 12/15，後期100% 22/22），ERC関
連手技成功率79.4%（前期 53.3% 8/15，後期 100% 21/21）と後期で手技の向上
が認められた．ERC関連手技成功率が不可能であった前期の7症例中総胆管結石
の4症例が手術・腫瘍による閉塞性黄疸の3症例がPTCDとなっていた．膵管を目的と
した前期5症例の目的部位到達率80%（4/5），造影成功率 60%（3/5），関連手技
成功率50%（1/2）であった． 【結論】当院におけるダブルバルーン式内視鏡（EC450-
BI5・EI-530B）を用いた術後腸管に対するERC関連手技の治療成績は，前期・後
期ともに目的部位到達率・造影成功率は良好であった． ERC関連手技成功率は前
期には高くなかったものの，後期では目的処置成功率は向上し，手技が安定したもの
と思われた．また，膵管を目的とした手技は胆管を目的とするより難易度が高かった．
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W1-5（消）
胆・膵管狭窄部拡張困難例に対する新規内視鏡的アプローチ
法－通電ダイレーターは安全なのか？
1北海道大学病院　消化器内科
○河上　洋1、桑谷　将城1、川久保　和道1、工藤　大樹1、阿部　容子1、
久保　公利1、久保田　良政1、坂本　直哉1

【目的】経乳頭的な胆・膵管狭窄部拡張困難例に対する通電ダイレーターの臨
床成績を明らかにすること．【方法】2011年4月から2013年3月までに，胆膵管
狭窄部に対してドレナージ術を必要とした690例を対象に前向き観察研究を行った

（UMIN000009932）．通電ダイレーター（6Fr, Cysto-Gastro-Set; Endo-Flex 
Gmbh, Voerde, Germany）の使用適応は，ガイドワイヤーが狭窄部を通過後，1）標
準型ERCPカテーテル，2）細径ERCPカテーテル，3）拡張用バルーンカテーテル，4）
拡張用カテーテル，5）Soehendra stent retriever（Cook Japan 社製），により拡
張困難であった例とした．22例（胆管：16例，主膵管：6例）を対象とした．高周波発
生装置はESG-100（Olympus medical system 社製）を使用した．検討項目は，1）
狭窄部拡張成功率，2）ドレナージ成功率，3）偶発症発生率とその内訳，とした．【結
果】男女比6:5，平均年齢62歳（32 ～ 80歳），疾患は胆管狭窄16例（悪性腫瘍13
例），主膵管狭窄は6例（アルコール性慢性膵炎6例）であった．症状は胆管狭窄7例
が黄疸，主膵管狭窄5例で腹痛を有していた．1）通電ダイレーターは全例で狭窄部
拡張が可能であった．2）全例で引き続く経乳頭的ドレナージ術が可能であり，経皮経
肝的や超音波内視鏡アプローチ移行例はなかった．3）胆道狭窄では1例に胆道出血

（急性閉塞性胆管炎併発）がみられた．内視鏡的経鼻胆道ドレナージ術への切り替
えによる保存的治療により軽快した．主膵管狭窄の1例に急性膵炎（軽症）が認めら
れた．胆・膵管穿孔や実質損傷などの重症合併症は認められなかった．【結論】胆・
膵管狭窄部拡張困難例に対する通電ダイレーターは安全で有用であった．しかし，単
施設，少数例の検討であり，今後は多施設共同研究による評価が望まれる．

W1-7（消）
良性胆管狭窄に対する治療の現況と長期予後
1JA北海道厚生連　札幌厚生病院　第2消化器内科、
2JA北海道厚生連　札幌厚生病院　放射線科
○長川　達哉1、長谷川　貴2、坂井　亙2、宮川　宏之1、平山　敦1

【背景】良性胆管狭窄の成因は胆道結石あるいは胆道感染症による慢性炎症や手術
操作による瘢痕形成，肉芽形成など様々な要因が複雑に関連しているため，その治療方
針も多岐に亘る．また，長期経過中に黄疸，胆管炎を反復し，患者のQOLを著しく低下
させる難治性の良性胆管狭窄をしばしば経験する．今回，当科にて経験した良性胆管
狭窄の病因と治療方針，長期予後について検討を行ったので報告する．【対象】1989
年1月より2012年12月までに当科にて治療を行った43例であり，胆管炎に対する保存
的治療（絶食，抗生物質投与など）にて軽快した症例は除外した．治療後の観察期間
は3 ～ 135mo.（平均24.5mo.）であった．【方法】胆管炎に対するTemporary biliary 
drainageに抵抗性であった良性胆管狭窄の1）原因，2）狭窄部位，3）治療法，4）再発
率を検討した．【結果】1）原因としては肝内結石症（原発性）12例，吻合部狭窄9例，
慢性膵炎7例，術後胆管炎4例などであり，成因の明らかでない先天性形成異常と考え
られる症例も2例含まれていた．2）狭窄部位は肝外胆管21例，肝内胆管13例，吻合部
9例であった．3）治療法としてはBiliary drainage後にBalloon拡張，Tube stentの長
期留置，Metallic stentの長期留置の順で施行されていることが多く，何れかの段階で
外科的処置へ移行する症例も認められた．Tube stent留置17例，外科的処置（胆管
切除＋吻合術7例，肝切除術2例を含む）12例，Balloon拡張術10例，Metallic stent
留置4例，LASER照射が2例に行われていた．4）再発率はTube stent留置28.8%，外
科的処置12.5%，Balloon拡張術6.3%，Metallic stent留置50.0%，LASER照射50%
であった．【結論】良性胆管狭窄の原因としては肝内結石症が最も多いが，胆道手術
が契機となっている症例も認められた．治療法としては再手術後の再発が低率であった
が，非手術例ではBalloon拡張術やTube stent長期留置など治療侵襲の低い症例ほ
ど再発率は低く，Metallic stent留置やLASER照射を必要とする難治例ほど再発率
は高い傾向にあった．難治例に対する更なる治療法の開発が望まれる．

W1-6（消）
手術予定急性胆嚢炎症例に対するENGBD後wire guided ETGBS
留置術の有用性に関する検討
1JA北海道厚生連　旭川厚生病院　内視鏡センター、
2JA北海道厚生連　旭川厚生病院　消化器科
○柳川　伸幸1,2、河本　徹2、藤永　明裕2、高橋　慶太郎2、佐藤　智信2、
後藤　充2、斎藤　義徳2、折居　裕2、柴田　好2

【背景】Tokyo Guideline 2013に依れば，中等症の急性胆嚢炎には，保存的治療後に早期
のLCを含む緊急手術を，その中で保存的治療に反応しない症例や重症症例には胆嚢ドレナー
ジ術が推奨されている．しかし，PTGBD施行後には，入院中の外出や一時的な退院が困難な
こと，またDPCを採用している施設では，診療報酬上，同一疾患では退院まで長期間を要す入
院を避ける傾向にあるのが一般的である．【目的】今後手術が必要となる中等症または重症急性
胆嚢炎症例に対し，一時的な胆嚢ドレナージとしてENGBD施行後wire guided ETGBS留置
術の有用性を明らかにする．【対象と方法】当院で今後胆摘術を予定していた中等症，重症胆
嚢炎症例で，胆嚢ドレナージのためにENGBDが留置されたENGBD群4例（男性3例，女性1例）
とENGBD施行後wire guide下にETGBSが留置されたETGBS併用群4例（男性4例）を対象
とした． ETGBS併用群では，最初に留置されたNBチューブの中にガイドワイヤーを挿入して，そ
の後NBのみを抜去し，残ったガイドワイヤーをJFに通して，ワイヤーに沿って下降脚までスコープを
挿入し，ワイヤーに沿わせて胆嚢内にEBSを留置した．【結果】2群間の患者背景に，男女差
以外，有意な相違は認められなかった．NBチューブ留置に費やした手技時間に関しては2群間
で有意差を認めず，さらに2回の処置を行ったETGBS併用群の総手技時間と1回の処置である
ENGBD群の手技時間との間にも有意差を認めなかった．手術までの間の在宅期間はETGBS
併用群で有意に長かった（p＜0.01）．手技に伴う偶発症に関しては，ENGBD群で胆嚢管穿孔，
膵炎（中等症）をそれぞれ1例ずつ認めたが，ETGBS併用群では偶発症を認めなかった．既に手
術を施行したETGBS併用群の3例ではすべてでLCを試みたが1例でOCに移行した．【結語】
術前の胆嚢炎症例に対するENGBD後wire guided ETGBS留置術は，NBが留置されていれ
ば比較的容易に，さらに安全にETGBSを留置することができ，また，一時的な退院も可能なこと
から，DPCを採用している施設においては有用なドレナージ手技と思われた．

W1-8（消）
HBV再活性化関連肝炎の検討
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○松居　剛志1、姜　貞憲1、永井　一正1、山崎　大1、辻　邦彦1、
真口　宏介1

【目的】免疫・化学療法によるHBV再活性化肝炎は免疫抑制状態のもとでHBVが増殖し、
免疫抑制が解除され重篤な肝細胞障害を引き起こす。一方、慢性HBVキャリアでも自然経
過でHBVの増殖が生じ重篤な肝障害が発症する。両者の発症機序は異なるものの、病態
の一部は類似している。そこで、今回、HBV再活性化肝炎（RE）とHBV慢性キャリアから生
じた急性増悪の臨床指標を比較検討した。【対象】免疫・化学療法前にHBV感染が指摘さ
れたRE10例（RE群）と、特に誘因がなくHBV慢性キャリアから急性増悪した39例（AE群）。
ALT最高値200U/L未満の症例は除外した。【方法】1.両群の臨床像、2.治療法とその成
績を比較検討した。【結果】1.RE群の基礎疾患は血液疾患3例、固形癌5例、その他2例
であった。RE群/AE群で、男女比は4:6/24:15で、年齢中央値は46/56歳とRE群では低
かった（p=0.0022）。最低PT 活性54.0%/65.7%、peak ALT 593/602U/L、peak T-Bil 
2.2/2.0mg/dlでは差はなかった。HBeAg陽性率では0%（0/10）/52.3%（20/39）とRE
群で低いが（p= 0.0032）、HBsAg量4462.3/2622.5IU/ml、HBV DNA 6.4/7.2LC/ml, 
HBcrAg 6.9/6.8logU/ml、Genotype　A:B:C;0:3:6/1:8:29、PC W:M 2:7/16:23、BCP 
W/M 4:4/13:26で差はなかった。2.核酸アナログは90%（9/10）/64%（25/39）で使用さ
れ、ステロイドパルス療法・免疫抑制剤は40%（4/10）/ 23%（9/39）で使用されていた。
このうちPT活性値が40%未満の群では100%（3/3）/ 50%（7/14）と再活性化群でステロイ
ドパルス療法・免疫抑制剤が多く使用されていた（p=0.010）。RE群では5例（50%）が生存、
2例（20%）が原病死、3例（30%）が肝関連死であり、肝関連死の3例は最低PT活性値が
40%未満であった。一方、AE群では33例（85%）が生存、1例が他病死（2%）、5例（13%）
が肝関連死であった。【考察】RE群ではHBeAg陽性率は低い以外は、生化学的・HBV
感染指標などには差は認めなかった。最低PT活性値が40%未満の再活性化群の3例には
ステロイドパルス療法・免疫抑制剤が使用されていたにもかかわらず全例死亡した。このこと
から、HBV再活性化症例には速やかな治療介入が必要と考えられた。
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001（消）
粘膜下腫瘍様の形態を呈した胆嚢腺癌の1例
1旭川医科大学病院　消化器・血液腫瘍制御内科学分野、
2旭川医科大学病院　病理部
○藤林　周吾1、後藤　拓磨1、笹島　順平1、内海　辰哉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

症例は80歳代女性．昭和61年より胃粘膜下腫瘍にて当科通院中であった．平成21
年のUS・CTにて胆嚢体部に軽度壁肥厚を認め，以後定期的に経過観察を行って
いた．腫瘍マーカーはNSEの軽度高値を認めたが，その後陰性化した．しかしながら
胆嚢体部の壁肥厚は徐々に増大傾向を示し，平成24年1月のCTにてφ12.7×7mm
の漸増性造影効果を伴う低吸収腫瘤を呈したため，更なる精査を行った．EUSでは，
立ち上がりなだらかで辺縁平滑，内部均一な低エコー腫瘤を認め，一部に外側高エ
コー層の菲薄化が示唆された．同部位はMRCP拡散強調画像で高信号を呈さず，
PETのMaxSUV値も1.3→1.2と軽度高値を示すのみであった．以上より，内分泌腫
瘍や限局型の胆嚢腺筋症（ADM）などを疑ったが，増大傾向および外側高エコー層
の菲薄化を認めることから悪性腫瘍を否定しきれず，診断的意義も兼ねて腹腔鏡下
胆嚢摘出術を施行した．病理組織学的所見では，粘膜下を主座とする深達度SSの
中分化型管状腺癌が胆嚢内腔に一部露出しており，最終診断はfStageIIの胆嚢腺
癌となった．なお，明らかなRokitansky-Aschoff sinus（RAS）や壁在結石は認め
ず，ADMの合併は確認し得なかった． 粘膜下腫瘍様の形態を呈する胆嚢悪性腫
瘍の報告は，内分泌腺癌，悪性リンパ腫，転移などが散見されるのみで，管状腺癌
の報告は19例と少ない．特に，RASを合併しない粘膜下腫瘍様の管状腺癌は非常
に稀であることから，その画像所見および臨床病理学的特徴について，文献学的考
察を加え報告した．

003（消）
No.16リンパ節腫大へのEUS-FNAが診断、治療の契機となっ
た胆嚢癌の1例
1網走厚生病院　内科消化器科、2札幌厚生病院　臨床病理科
○川岸　直樹1、松田　可奈1、藤田　弘之1、阿部　暢彦1、長　いく弥1、
小野寺　学1、内田　多久實1、藤永　明1、後藤田　裕子2、岩口　佳史2、
市原　真2、村岡　俊二2

症例は73歳男性、201X年3月より背部痛を自覚し、当科を受診した。CA19-9　
924U/mlと高値を示し、CTで腹部大動脈周囲リンパ節腫大（No.16b1）（28×13mm
大）を認めた。上下部消化管内視鏡検査、腹部超音波検査を施行し、胆石と胆嚢
壁の一部軽度肥厚所見を認めるのみであった。コンベックス内視鏡にて十二指腸下
降脚から腹部大動脈周囲のリンパ節が観察可能であったため、EUS-FNAを施行し
た。病理はCarcinomaであったが、原発臓器の判定は出来なかったため、PETを
施行し、腹部大動脈周囲リンパ節の他に胆嚢壁に一部集積を認めた。FNAによっ
てリンパ節転移が判明したが、原発巣は不明であり、PETにて胆嚢癌の可能性も
否定できない状態であったため、診断的治療の目的に胆嚢摘出術を施行した。結
果は進達度SSの進行胆嚢癌であった。以上より胆嚢癌、No.16リンパ節転移と診
断し、化学療法が開始され、現在も継続している。今後、EUS-FNAの普及によ
り、本症例のように生検にて先に癌の転移を発見し、原発巣の診断が困難な症例
が増加する可能性があり、個々の症例に応じ、精査を追加し、対応していく必要が
あると考えられた。

002（消）
胆管腫瘍栓を形成した大腸癌肝転移の一例
1市立函館病院　消化器病センター　消化器内科
○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

症例は76歳、男性。2009.9月大腸癌stage4、多発肝転移にて、低位前方切除、
肝部分切除術を施行した。術後補助化学療法として、mFOLFOX6 12サイクル施
行後経過観察中、2012.3月CT上、肝S7に67mm、S4に37mmの転移が確認され
た。2012.4月からXELOXを開始し3コース施行して、2012.6月CT上肝転移縮小
効果を認めたが、2012.7月閉塞性黄疸・胆管炎認められたため当科入院となった。
腹部超音波検査、腹部CT検査にて、肝S7に直径65m程度の境界不明瞭な低吸
収域と、以前より認めていた肝内胆管右前区域枝の拡張増強と胆管内に造影効果
を有する結節を認めた。ERCPでは、肝内胆管前区域枝は閉塞し、IDUSにて管
腔内を占拠する高エコー病変を認めた。胆汁細胞診にてClass5であったが、SPY　
Glassにて経口胆道鏡で観察すると、肝内胆管前区域に乳頭状に増殖した腫瘍が
充満し、組織型確定の為、直視下に生検を施行して腺癌の所見であった、既知の
大腸癌肝転移と離れた部位の腫瘍であり、免疫染色を施行したところ、CK7陰性、
CK20陽性、CDX2陽性であり、大腸癌の胆管転移、腫瘍栓形成に伴う閉塞性黄
疸と診断した。この為、内視鏡下ENBD留置して減黄、胆管炎制御後、EBS留
置して化学療法を変更して継続した。大腸癌の肉眼的胆管内進展を認めた報告は
少なく、多くは肝転移巣よりの連続的胆管内進展である。本症例は胆管腫瘍栓の
みの形態を呈した希少な症例と思われ、文献的考察を加え報告する。

004（消）
中下部胆管癌の肝側表層進展に関する検討
1手稲渓仁会病院　消化器病センター、2手稲渓仁会病院　病理部
○金　俊文1、真口　宏介1、高橋　邦幸1、潟沼　朗生1、小山内　学1、
矢根　圭1、高木　亮1、松本　和幸1、権　勉成1、松森　知昭1、
友成　暁子1、篠原　敏也2

【目的】中下部胆管癌の肝側表層進展を病理学的に検討し、進展様式の病理学的特徴を
明らかにする。【対象】2013年11月までに当センターにて診療した肝外胆管癌325例中PDを
含む外科手術を行った中下部胆管癌97例（30%）を対象とした。年齢中央値は70（50-83）
歳、男女比は75 : 22。術式は PD 72（74%）、PD＋肝門板合併切除 23（24%）、HPD 
2（2%）。表層進展に関しては、腫瘍高が1mm以上を乳頭状進展、1mm未満を平坦進展
に分類し、更に進展の最肝側では上皮一層のみ腫瘍細胞が置換しているものを置換進展と
した。【検討項目】1.腫瘍の肉眼型、2.表層進展様式、3.進展距離　【結果】1.乳頭型 32
（33%）、結節型 54（56%）、平坦型 11（11%）。2.表層進展は45例（46%）に認め、肉
眼型別では乳頭型 17（55%）、結節型 24（44%）、平坦型 4（36%）であった。表層進
展様式は乳頭状進展 14（31%）、平坦進展 38（69%）であり、肉眼型別には乳頭型で乳
頭状進展 9（53%）、平坦進展 8（47%）、結節型で乳頭状進展 3（13%）、平坦進展 21

（87%）、平坦型で乳頭状進展 2（50%）、平坦進展 2（50%）であった。最肝側で置換進
展となっていたのは乳頭状進展 0、平坦進展 11（29%）であり、肉眼型別には乳頭型 0、
結節型 11、平坦型 1であった。3.進展距離中央値は15（5-60）mmであり、進展様式別
には乳頭状進展 18（5-58）mm、平坦進展 15（5-60）mmであった。進展距離が20mm
を越える表層拡大進展を21例（22%）に認め、肉眼型別には乳頭型 7（22%）、結節型 10

（19%）、平坦型 4（36%）であった。表層進展が肝門部まで及んでいたのは8例（18%）、
左右肝管に及んでいたのは5例（11%）であった。表層進展による肝側断端陽性（HM2）は3例

（7%）に認め、進展様式は乳頭状進展 1、平坦進展 2（いずれも最肝側部で置換進展）、
手術術式はPD 1、PD＋肝門板切除 2であった。【結論】表層進展は中下部胆管癌の44%
に認め、うち拡大進展は22%にみられた。乳頭型胆管癌では表層進展を53%、表層拡大進
展を22%に認め、うち53%は乳頭状進展であった。結節型胆管癌では表層進展を44%、表
層拡大進展を19%に認め、うち87%は平坦進展であり、29%は最肝側が置換進展であった。
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005（消）
放射線化学療法後に根治切除が可能となったcStage IVb胆
道癌症例の解析
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　腫瘍・血液内科
○伊東　竜哉1、木村　康利1、今村　将史1、安田　尚美1、沖田　憲司1、
信岡　隆幸1、林　毅2、加藤　淳二2、平田　公一1

【背景と目的】高度進行胆道癌は、切除後早期に転移・再発を来たしやすく、長期
生存例はまれである。術前診断がcStage III-IVaであってもfStage IVbとなることは
しばしば経験し、術前診断と予後の向上が望まれる。臨床病期（cStage）IVb進
行胆道癌症例に放射線化学療法を施行後に根治切除が可能となった症例を提示
し、術前治療・管理について解析する。【対象と方法】2011-2012年に当科で加
療した胆道悪性腫瘍は49例で、内訳は手術先行42例、放射線化学療法後の根
治切除3例、非切除4例であった。臨床病理学的因子、前治療内容と術式、病
理学的奏功程度を検討した。手術術式は、原則として治療前の進展程度に則し
て決定した。【結果】放射線化学療法後の根治切除3例の内訳は男性2例、女性
1例、平均年齢62.3歳、疾患内訳は胆嚢癌2例、CCC 1例、臨床病期はいずれ
もcStage IVbであった（CCC; T2,N1/GBCA; T4,N2）。放射線化学療法として、
全例にS1+RT（50.4Gy）を施行し、前後してGemcitabine+S1（3、6コース）、あ
るいはGemcitabine+Cisplatin（6コース）を施行した。前治療期間4-9ヶ月にわたっ
てSD-PRを維持し、いずれの症例もダウンステージしたと診断し、根治切除を適応
した。施行術式は、（拡大）肝右葉切除2例、PD+胆嚢床切除1例で、手術時間
572-702分、術中出血量590-1100mlであった。なお、これらのうち1例では、肝予
備能低下により、切除範囲の縮小を余儀なくされた。病理組織学的効果はEvans 
grade IIa/ IIb/ IV=1/1/1となり、全例でダウンステージが確認された。最終病理
診断は、fStage 0（腫瘍細胞なし）/ II/ IVa=1/1/1例、全例でfCur Aとなった。
同時期の手術先行42例では、fCurA/ B/ C/=22（52.4%）/ 12（28.6%）/ 8例

（19.0%）であった。【まとめ】高度進行胆道癌に対し、術前に化学・放射線療法を
組み合わせることで高い治療効果が得られる可能性が示唆された。

007（内）
胆管ステント迷入に対する対処法
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○高木　亮1、真口　宏介1、高橋　邦幸1、潟沼　朗生1、小山内　学1、
矢根　圭1、金　俊文1、松本　和幸1、松森　友昭1、権　勉成1、友成　暁子1

【目的】胆管ステント迷入に対する対処法について検討する．【対象】2006年7月から
2013年2月までに当センターで胆管ステント迷入に対して内視鏡治療を行った5例．男：
女＝3：2，平均年齢59.4歳（46-77）．ステント留置理由は，悪性胆道狭窄 3（胆管
癌 1，右腎盂癌 1，胃癌 1），良性胆道狭窄2（胆嚢摘出術に伴う胆管損傷 1，慢
性膵炎 1）．【検討項目】1）迷入したステント，2）迷入理由，3）回収法と手技成功
率，4）偶発症とした．【成績】1）迷入したステントは，プラスチックステント（PS）4（ス
トレート型7Fr 7cm 2，7.5Fr 8cm 1，8Fr 12.5cm 1），カバードメタリックステント（CS）
1（fullcovered 10mm×7cm）であった．2）迷入理由は，経過中の自然迷入 4（PS 
3，CS 1），留置時の内視鏡操作 1であった．3）回収に用いたデバイスは，PSに関
しては，留置時に迷入した1例に対し，把持鉗子を用いて回収，自然迷入した2例に
対し，把持鉗子＋EPBDバルーンを用いて回収1，把持鉗子＋EPBDバルーン＋バ
スケット鉗子を用いて回収＋ENBD留置1であった．1例は十二指腸狭窄により経乳
頭的内視鏡治療が困難であったため，PTBDルートから把持鉗子を用いて回収した．
CS迷入に対しては，把持鉗子でステント下端を把持して回収し，ENBDを留置した．
最終的に全例でステント回収に成功した．4）偶発症は全例で認めなかった．【結論】
胆管ステント迷入に対しては，把持鉗子，バルーン，バスケットなど複数のデバイスを組
み合わせて使用する柔軟な対応が必要である．

006（消）
非切除肝門部悪性胆道狭窄に対する6Fr金属ステントを用い
たサイドバイサイド法による内視鏡的複数本ステントの一期的
同時留置術の安全性と有効性を検討する後方視的研究
1北海道大学　消化器内科
○川久保　和道1、河上　洋1、桑谷　将城1、阿部　容子1、工藤　大樹1、
久保　公利1、久保田　良政1、坂本　直哉1

【背景】非切除肝門部悪性胆道狭窄に対する胆道ドレナージ術は複数本の金属ステ
ントの留置が必要になる場合が多いが，その技術的難易度は高い．複数本留置法に
は，ステントインステント（SIS）法とサイドバイサイド（SBS）法があるが，いずれの方法が
最適なのかといった評価は定まっていない．近年，6Frの細径シース外径である金属
ステント（Zilver635 Biliary Self-Expanding Stent）が開発され，内視鏡の鉗子口
を通して2本同時にSBS法で金属ステントを留置することが可能となった．今回，我々
はSBS法による一期的同時留置術の安全性と有効性を検討することを目的とし検
討を行った．【方法】2013年5月から9月までに，SBS法による一期的同時留置術を
行った連続13例（男/女：4/9，年齢中央値72，胆管癌/胆嚢癌：11/2）について，
手技成功率，偶発症，ステント開存期間について検討した．留置方法は鉗子口径
4.2mmの処置用十二指腸鏡（TJF260V）を用い，2本のガイドワイヤーをドレナージの目
的とする肝内胆管内に留置した後，それぞれに6Fr金属ステントを沿わせ，2本同時
に内視鏡鉗子口を通して留置した．【結果】13人中11人（84.6%，［95%信頼区間：
57.8-95.8］）でSBS法による複数本一期的同時留置に成功した．不成功となった2
例は，SIS法にコンバートすることにより，複数本留置に成功した．手技時間中央値
は25分．ステント拡張痛と思われる腹痛を8例（62%）に認めたが，いずれも保存的に
改善した．手技関連死亡はなく，早期偶発症を4例（ステント閉塞1，区域性胆管炎1，
肝膿瘍2）ならびに後期偶発症を4例（ステント閉塞2，区域性胆管炎1，胆嚢炎1）に
認めた．ステント開存期間中央値は129日であった．【結論】非切除肝門部悪性胆道
狭窄に対する6Fr金属ステントを用いたSBS法による内視鏡的複数本ステントの一
期的同時留置術は，胆道ドレナージ法の選択肢になりうる．SIS法との比較や長期成
績を明らかにするために，さらなる検討が必要である．

008（内）
当院における急性胆嚢炎に対する胆嚢ドレナージ術の現状
1苫小牧市立病院　消化器内科
○江藤　和範1、小林　智絵1、小西　康平1、山本　文泰1

【目的】胆嚢結石による急性胆嚢炎に対しては胆嚢摘出術が第一選択とされている
が，すべての施設で対応できるわけではない．その際には胆嚢ドレナージを検討するよ
うガイドライン上は推奨されている．ドレナージのアプローチルートには，経皮的と内視鏡
的があり，それぞれのメリットとデメリットがある．当院の方針としては，第一選択として
内視鏡的アプローチを試みているが，その治療成績を検討し，有用性と問題点を明
らかにすることを目的とした．【方法】2012年4月から2013年11月までに当院で施行し
たERCP 383例のうち急性胆嚢炎に対するドレナージ目的で施行された72例を対象
とし，1）背景，2）抗血栓療法の有無，3）ドレナージ成功率およびその内訳，4）手技
不成功例に対する追加治療，5）カニュレーション後の手技時間，6）偶発症，7）転帰
について検討を行った．【結果】1）年齢中央値は74歳（40-94），男性 29（40%），
胆石性胆嚢炎が70例（97%），総胆管結石合併例が 8例（11%）であった．2）抗血栓
療法は17例（24%）に施行されており，1剤のみが11例，2剤併用が6例であった．3）
成功率は51/72（71%）であり，ENGBD 40/61，EGBS 10/10，EUS-GBS 1/1で
あり，全例で48時間以内の症状改善・解熱を得ることができた．4）PTGBD 14/19
例（74%），PTGBA 1/19（5%），保存的加療4/19（21%）であった．5）手技時間
中央値は24分（4-79）であった．6）自己抜去 5例，胆嚢管損傷 3例，後出血 2例，
膵炎・術中出血・Sat低下・ステント逸脱がそれぞれ1例ずつであった．7）胆摘 40
例，EGBS 17例（開存期間中央値 133日（46-251）），経過観察 9例，PTGBD 3
例，死亡 2例，EUS-GBS 1例であった．【結語】内視鏡的ドレナージは，治療効果も
高く，治療効果内瘻化も可能であることから有用な手技であると考えられるが，成功
率が低く，適応症例の選別が必要と考えられた．
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009（消）
当院における術後再建腸管に伴う胆管炎・胆道結石症に対す
る治療の現況
1北海道消化器科病院　内科
○町田　卓郎1、佐々木　清貴1、碇　修二1、木下　幸寿1、藤澤　良樹1、
加藤　貴司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

〈はじめに〉術後再建腸管における肝内・肝外胆管結石に対する治療は時に難渋す
ることが多い。当院では、経皮経肝胆道ドレナージ術（PTBD）、ダブルバルーン小腸
内視鏡下ERCP（DBE-ERCP）を行っている。当院における術後再建腸管に伴う
胆管炎・胆管結石症に対する治療の現況について検討したので報告する。〈方法〉
2008年1月から2013年10月までに当院にて治療を行った術後再建腸管に伴う胆管
炎・胆管結石40例について検討した。〈結果〉40例中6例に対してDBE-ERCPを
施行した。採石・ドレナージ可能であった症例は4例であり、2例は術後の癒着等の
ため胆管へのアプローチができずPTBDを施行した。PTBDは36例に対して施行し
全例で成功した。さらにPTBD下に胆道結石の採石を施行したのは9例であった。う
ち、電気水圧採石術（EHL）を使用したのは3例であった。〈考察〉DBE-ERCPに
よる砕石が可能であれば、患者のQOL，治療期間の短縮などの点から第一選択と
なるのは言うまでもない。しかし、DBEにて到達困難な場合な場合も多く、また、採
石困難な場合や、誤嚥などの合併症が危惧される場合には、PTBDによるドレナー
ジ、採石も検討すべきと考えられた。さらに、経皮的採石術は、結石の把持が困難
であったり、末梢胆管へ結石が移動するなど、難渋することが多く、経皮的胆道鏡

（PTCS）下にEHLを用いて砕石するなど様々な治療方法を検討すべきと考えられ
た。

011（消）
当院における単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術189例の検討
1KKR札幌医療センター斗南病院
○山本　和幸1、北城　秀司1、奥芝　俊一1、大場　光信1、森　綾乃1、
岩城　久留美1、加藤　航司1、境　剛志1、小野田　貴信1、鈴木　善法1、
川原田　陽1、加藤　紘之1

【背景】当院では2008年12月に単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術（単孔式Lap-C）を導
入し、現在までに189例経験している。導入から現在までの術式の変遷と工夫およ
び手術成績を報告する。【手術手技】導入当初より、臍部創から直接腹壁をトロカー
ルで穿刺するマルチプルトロッカー法を施行してきた。直線的デバイスより挿入された
左右の鉗子の可動域はconventionalな手術に比較して狭く、鉗子を平行に操作し
て無理に左右に鉗子を開くと、皮膚並びに筋膜に過度の緊張がかかってしまい皮
膚の発赤や術後の創痛の原因となる。鉗子を前後に動かし、視野を確保することで
このような問題は解決されるが、手技の成熟までに若干の時間を要する。2012年
からは彎曲鉗子を用いることにより、このような問題点が解消された。手首の回内、
回外により臓器を左右に振ることが出来るため、鉗子同士の干渉もほとんど発生しな
い。鉗子間距離を取る必要がないために創長がトロッカーを挿入できる最小限にする
ことが可能であり、導入当初は2.5cmの皮膚切開で行っていたが、現在は1.5cmの
皮膚切開で手術を行っており、術創はほとんど認識不能となる。【結果】平均年齢
は55.7歳、手術時間中央値は75分であった。出血量中央値は5ml、術後平均在
院日数4.7日、術後合併症はいずれの症例にも認めなかった。トロッカー追加は胆嚢
管縫合閉鎖を施行した1例のみに行った。【考察】単孔式Lap-Cの整容性は明白で
あり、手技の成熟に伴い定型化が可能となった。彎曲鉗子は単孔式手術特有の手
術難度を低下させ、手術時間の短縮および創長の短縮を可能とした。【結語】単孔
式Lap-Cは手術難度の問題を克服することにより、整容性の向上、侵襲の軽減の
点から、今後の標準手術となることが期待される。

010（内）
ホルミウムYAGレーザーを用いて截石し得た胆道結石の2例
1イムス札幌消化器中央総合病院
○羽広　敦也1、丹野　誠志1、林　明宏1、金野　陽高1、上野　敦盛1

【背景】胆道内を占拠するような大結石もしくは多発結石症例では治療に難渋するこ
とがしばしば経験される．ホルミウムYAGレーザー（Hoレーザー）はエネルギーの到達
深度が約0.5mm未満で非常に浅いため隣接組織への損傷はわずかであり，低侵襲
かつ高い結石破砕力が期待できる．今回，Hoレーザーを用いて截石し得た胆管結石
の2例を経験したので報告する．【症例1】60歳代女性．検診にて肝機能異常を指
摘され当科受診．腹部CTおよびMRCPにて肝内胆管の拡張と胆嚢頚部から中部
胆管にかけて存在する26mm大の結石を認めた．ERCで結石は胆嚢頚部に嵌頓し
総胆管と瘻孔を形成しており，Mirizzi症候群McSherry II型と考えられた．経乳頭
的に機械的砕石を試みるも結石を把持できないため，SpyGlass System（Boston 
Scientific）を用いてHoレーザー截石を施行した．十分な截石を得た後，バスケットお
よびバルーンカテーテルで排石した．治療関連偶発症は認められなかった．【症例2】
70歳代女性．20年以上前に他医で胆嚢摘出術が施行され，その際に胆管十二指
腸吻合術が行われた．発熱にて近医受診，CT，MRCPで肝内胆管に充満する多
数の結石を認めた．まず，内視鏡的に十二指腸吻合部からの排石を試みるも，胆管
造影で外側区胆管は造影されず，鋳型状に結石が陥頓しているため截石困難と判
断し，PTBDを施行後，経皮胆道鏡下にHoレーザー截石を施行した．2 sessionでの
Hoレーザー截石により十分な砕石を行った後，胆管十二指腸吻合側よりバスケットお
よびバルーンカテーテルで排石した．治療関連偶発症はみられなかった．【結論】治
療に難渋する大結石などの難治性胆道結石症例において，Hoレーザーは高い結石
破砕効果を有しており，有用な治療法のひとつと考えられた．

012（内）
軽症・中等症急性胆管炎の即日ERCP施行に関する検討
1北見赤十字病院　消化器内科
○江平　宣起1、岩永　一郎1、大原　正嗣1、杉浦　諒1、宮本　秀一1、
水島　健1、上林　実1

【諸言】胆管炎は日常診療で消化器内科医が診察するcommon diseaseである。胆
管炎の症例が来院しても人員の問題、患者の状態、時間外や休日など、状況によ
り入院即日に経乳頭的処置を行わない症例が少なからず存在する。【目的】当科に
おいて受診日即日に入院した軽症・中等症の急性胆管炎患者に対する内視鏡処
置の時期が入院日数や経過に影響するかをretrospectiveに検討した。【対象・方
法】2012年11月から2013年11月まで、ERCPを行った計258症例のうち、急性胆
管炎、軽症・中等症として当科に入院した102症例を対象にした。さらに重症度分
類不能の症例や、未退院を除く97症例（男性43例：女性54例、平均76.7歳 ）に対
象を限定した。入院即日（24時間以内）のERCP処置をした群（即日ERCP群；40
例）、2日目以降ERCPを行った群（後日ERCP群；57例）で患者背景、治療成績、
入院期間などを比較検討した。【結果】1）2群間で患者背景に有意差はなかった。
2）手技成功率は即日ERCP群 92.5％、後日ERCP群 93.0％で両群に差はなかった

（P=0.93）。また、入院期間は即日ERCP群9.8±5.8日、後日ERCP11.4±7.8日
両群に有意差はなかった（P=0.25）。また、ERCPの合併症の有無も差はなかった

（P=0.075）。【結論】今回の結果からは軽症・中等症胆管炎に対するERCPの施
行時期は入院期間と治療成績に影響を及ぼさない可能性が示唆された。急性胆管
炎・胆嚢炎診療ガイドラインによると中等症・軽症胆管炎は必ずしも即刻即日の胆管
ドレナージは必要とされてはいないが、早期の内視鏡処置をはじめとする胆管ドレナー
ジが望ましいとされている。ガイドラインを遵守しつつ患者側の状態や人員や受診時間
を含めた状況を踏まえ、即日でなくても安全に内視鏡治療を行う適切な時期を総合
的に判断することも許容されうる。
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013（内）
緊急ERCP関連手技の現況
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○高木　亮1、真口　宏介1、高橋　邦幸1、潟沼　朗生1、小山内　学1、
矢根　圭1、金　俊文1、松本　和幸1、松森　友昭1、権　勉成1、友成　暁子1

【目的】緊急ERCP関連手技の現況について検討する．【対象】2010年11月より2013
年10月までの3年間に施行したERCP関連手技2623例のうち，緊急ERCP関連手技
を施行した347例（13.2%）を対象とした．平均年齢73.3歳（16 ～ 100歳）．緊急の定
義は，来院・転科後24時間以内に検査・処置を行ったものとした．【検討項目】1）受
診形態，2）疾患内訳，3）処置内容，4）治療成績，5）偶発症，6）予後．【結果】1）
救急搬送99（28.5%），他科入院中19（5.5%），walk in 229（66.0%）であった．2）
胆道疾患341（98.3%），膵疾患6（1.7%）．胆道疾患では良性255（74.8%），悪性
86（25.2%）．良性では急性胆管炎が232（91.0%）であり，胆管結石が193（83.2%）
と最も多く，うち膵炎併存34，胆嚢炎併存22であった．胆管結石を認めない胆管炎
は39（16.8%），うち膵炎併存5．急性胆嚢炎は21（胆石有18：無3）．その他胆
管損傷（外傷1，胆摘時1）．悪性は急性胆管炎84（97.7%）であり，EBS留置中が
54（67.5%，PS27，MS27）であった．膵疾患では，慢性膵炎による主膵管狭窄4

（EPS留置中1）のほか急性膵炎1，外傷性膵管損傷1であった．3）胆管結石に対し
ては，一期的治療128（66.3%；EST92（うちENBD追加14），EPBD・EPLBD21

（＋ENBD6），排石 15（＋ENBD12）），二期的治療を目指しドレナージとしたのが 64
（33.2%；ENBD33、EBS31），scope到達困難1であった．胆嚢炎43例（胆管炎併
存22を含む）中40例にENGBDを試み，成功34（85.0%）であった．胆管結石（－）胆
管炎には，EST3，ENBD25，EBS6，造影のみ 4，scope到達困難1であった．悪性
のstent留置中にはENBD23，EBS交換・追加31，留置（－）ではENBD10，EBS18

（PS14，MS4），造影のみ1，scope到達困難1．4）全体での処置成功率は96.8%
（336/347）であった．5）4例（1.2%）．内訳は膵炎3（軽症3），胆嚢管穿孔1であり，
保存的に全例軽快．6）在院死は4例あり，重症胆管炎1（処置後1日），重症胆嚢炎
1（処置後1日），原病死1（胆管癌），他病死1（誤嚥性肺炎）であった．【結論】緊
急ERCP関連手技の成功率は高く，偶発症率も低率で良好な成績であった．

015（内）
術後再建腸管（Billroth II再建胃を除く）に対するERCP―地
方病院での実態と治療成績
1伊達赤十字病院　消化器科、2伊達赤十字病院　内科、
3伊達赤十字病院　外科、4札幌医科大学　腫瘍・血液内科学講座
○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1,4、
池田　裕貴1,4

Roux-en-Y再建胃、膵頭十二指腸術後、胆管空腸吻合術後などの術後再建腸管
を有する症例では、通常の十二指腸スコープを用いたERCPは困難であり、以前よ
り施行されてきた細径大腸内視鏡を含む汎用内視鏡では、術者の熱意や技量によ
ることが大きく、普及しているとは言えない状況であった。
近年登場したダブルバルーンおよびシングルバルーン内視鏡は、このような術後再建
腸管例に対し、積極的に応用されるようになり、良好な成績が報告されている。
今回、平成24年2月～平成25年11月までに、ダブルバルーン内視鏡を使用した術後
再建腸管（Billroth II再建胃を除く）に対するERCP（18例のべ28回）の治療成績
について報告する。

014（消）
Billroth-II法再建例に対するERCP―地方病院での実態と治
療成績
1伊達赤十字病院　消化器科、2伊達赤十字病院　内科、
3伊達赤十字病院　外科、4札幌医科大学　腫瘍・血液内科学講座
○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1,4、
池田　裕貴1,4

胃術後症例、特にBillroth-II法やRoux-en-Y再建例における胆膵疾患に対する治
療は、経皮的治療や外科治療が広く行われてきたが、近年では内視鏡機器の発展
と技術の進歩により、経乳頭的もしくは超音波内視鏡を用いたアプローチが普及して
きている。当院でも以前は経皮的アプローチを好んで施行してきた嫌いがあるが、近
年では経乳頭的アプローチが増加している。
今回、平成8年4月から平成25年11月までに施行したBillroth-II法再建例に対する
ERCP（のべ47回）の治療成績について検討したので報告する。

016（内）
当科での術後再建腸管を有する胆膵疾患に対する、ダブルバ
ルーン内視鏡を用いたERCP（DBE－ERCP）の検討
1市立函館病院　消化器病センター　消化器内科
○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

【はじめに】これまで、術後再建腸管を有する胆膵疾患への内視鏡的アプローチは極めて
困難であった。その理由として、1再建部より盲端側への内視鏡挿入困難（挿入角度が鋭
角なステッキ現象）、2吻合部より盲端部へ至る過程における、長距離、屈曲、術後癒着等
より生じる到達困難、3乳頭を正面視しての位置どりや、挿管手技の困難さ、4内視鏡鉗子
口径に起因する使用デバイスの制限等が挙げられる。また、難易度は、再建術式により大き
く影響されてきた。【目的】当科での、これまでの術後再建腸管を有する胆膵疾患に対する
DBE-ERCPの成績を検証し、問題点を考察する。検討項目は、盲端到達率、胆管挿管
率、所要時間、偶発症とした。【対象】2008.3月～ 2013.10月までに、当科でDB-ERCP
を施行した48例。先行手術術式内訳は、Roux-en-Y再建（正常乳頭症例）18例、Roux-
en-Y再建（胆管空腸吻合例）10例Bil-2再建10例、PD15例、PPPD5例。【使用機材】
EC-450BI5（富士フィルム社製）【成績】盲端到達率、盲端到達症例の胆管挿管成功率、
最終的胆管挿管成功率は、DBE－ERCP全体で68.8%/78.8%/54.2%であった。手術
術式別では、Roux-en-Y再建全体で、57.1%/68.8%/39.3%、Roux-en-Y再建（正常乳
頭症例）55.6%/50.5%/27.8%、Roux-en-Y再建（胆管空腸吻合例）60%/100%/60%、
Bil-2再建100%/90%/90%、PD60.0%/100%/60.0%、PPPD80%/100%/80%であった。
盲端到達所要平均時間Roux-en-Y再建全体で36分、Roux-en-Y再建（正常乳頭症例）
39分、Roux-en-Y再建（胆管空腸吻合例）25分、Bil-2再建25分、PD57分、PPPD27
分であった。検査目的は、胆道精査36例中胆管アプローチ可能は20例（56.0％）、膵管精
査9例中膵管アプローチ可能は4例（44.4％）であった。偶発症は、Bil-2再建症例で、胃
癌局所再発例で十二指腸乳頭部体側の穿孔、ERCP後急性膵炎を各1例認めた。【結
語】従来と比較し、DBE－ERCPによる術後再建腸管を有する胆膵疾患へのアプローチ
は可能となってはきたが、予定手技の完遂は50%程度に留まり、一層の手技の熟練と、専
用器材の開発が望まれる。
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019（内）
肺癌縦隔リンパ節転移による食道狭窄および内視鏡による食
道穿孔に対して食道ステントを留置した一例
1帯広協会病院　消化器科
○沼田　泰尚1、林　優希1、仲地　耕平1、高村　毅典1

食道癌による食道狭窄のため経口摂取が困難な症例に対しては、QOLの改善を目
的とした姑息的治療として、食道ステント挿入術が行われる。肺癌及びリンパ節の食
道浸潤・圧排によって食道狭窄や瘻孔形成となった症例に対しても食道ステント留
置が考慮されるが、こうした症例の報告は少ない。今回我々は、肺癌縦隔リンパ節
転移による食道狭窄および内視鏡による食道穿孔対をきたした症例に対し、食道ス
テントを留置することで経口摂取を維持した症例を経験したので、若干の文献的考
察を加え報告する。【症例】85歳、男性【既往歴】83歳で左肺扁平上皮癌に対し
左肺下葉切除術施行（T2aN1M0, StageIIA）【経過】腹痛を主訴に当科を受診し、
CT、MRCPで総胆管に結石を認めた。内視鏡的結石除去術を試みたが、食道
内でスコープの通過に抵抗を感じたため施術を中断した。CTを撮影したところ、気
管分岐部の縦隔リンパ節腫大を認め、肺癌縦隔リンパ節再発による食道への浸潤
と圧排が考えられた。また、CTでは右肺気胸も認め、食道造影では胸腔への造影
剤の漏洩を認め、食道穿孔をきたしていた。絶食補液管理で縦隔炎は生じなかった
が、後日、胸腔への食残漏洩防止と食道閉塞予防目的に食道ステントを留置するこ
ととした。穿孔部位を含む狭窄部位にカバードタイプの食道ステントを留置した。術後
は食事がとれ、炎症所見も認めず経過していた。しかし2か月後に通過障害をきたし
た。内視鏡では留置されている食道ステントの遠位側の食道内に食物残渣の貯留を
認めた。同部位の圧排により食道閉塞をきたしていると考えられた。そこで、新たに
逆流防止弁付き食道ステントを、留置している食道ステントの遠位側から噴門を超える
位置まで挿入した。その後は永眠される直前までの4か月間、通過障害をきたすこと
はなく食事摂取可能であった。

018（内）
魚骨食道穿孔による縦隔気腫および縦隔炎に対し保存的加療
を行った1例
1市立室蘭総合病院　消化器内科
2札幌医科大学　消化器・免疫・リウマチ内科学講座
○飯田　智哉1、中垣　卓1、佐々木　基1、永縄　由美子1、石上　敬介1、
佐藤　修司1、清水　晴夫1、金戸　宏行1、篠村　恭久2

【症例】62歳、男性【主訴】胸部違和感【現病歴】平成25年6月下旬、カレイを食べ
た後に胸部の違和感を自覚し当科を受診。【現症】体温37.4度、腹部は平坦、軟
で圧痛なく、皮下気腫を認めず。【経過】魚骨誤飲による症状を疑い胸部CTを施行
したところ、下部食道に魚骨と思われる針状のhigh density像があり、食道壁を貫
通し縦隔内に穿孔していた。縦隔気腫は頸部から横隔膜直上まで認めたが、食道
背側に偏在しており皮下気腫は認めなかった。魚骨周囲にはlow density areaが見
られ、縦隔炎の所見と考えられた。CO2送気を用い、緊急で上部消化管内視鏡検
査を行ったところ、門歯より34cmの下部食道右壁に魚骨が刺入しており、対側食道
壁には潰瘍形成を認めた。把持鉗子で魚骨を透明フード内に引き込み抜去、回収
した。内視鏡検査終了後にCTを再検したが、魚骨の遺残は認めず、縦隔気腫の
拡大は軽度であった。縦隔炎に対しては絶飲食の上、MEPMで治療を開始、PPI
も併用した。入院第2病日のCRPは22mg/dlまで上昇、38度超の発熱も認めたが、
第3病日のCTで縦隔気腫、縦隔炎の拡大がないことを確認し飲水を開始、第5病日
より食事を開始した。第9病日のCRPは1台にまで低下したが、CTで穿孔部周囲に
縦隔炎が残存していたためLVFXの内服に変更して抗生剤を継続、第14病日に当
科退院となった。2か月後のCTでは縦隔気腫、縦隔炎の所見はともに消失していた。

【考察】今回我々は、魚骨食道穿孔による縦隔気腫および縦隔炎に対し保存的加
療を行った1例を経験した。異物による食道穿孔は全食道穿孔の2-4%程度と稀であ
るが、縦隔に近接しているため重篤な合併症を来す可能性がある。異物の中では
魚骨によるものが最も多く、本邦での魚骨による食道穿孔の報告数は現在までに40
例程度となっている。本症例同様、保存的加療により軽快した報告も増加してきて
おり、若干の文献的考察を加えて報告する。

020（内）
早期胃癌ESD症例における多発胃癌の検討
1斗南病院　消化器内科
○皆川　武慶1、住吉　徹哉1、藤井　亮爾1、藤江　慎也1、土井　綾子1、
木村　朋広1、庵原　秀之1、由崎　直人1、平山　眞章1、近藤　仁1

【目的】早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）の普及により胃の温存
が可能となった一方で、ESD症例おける多発胃癌の診断と治療は重要な課題であ
る。今回われわれは早期胃癌ESD症例に発生した多発胃癌につき検討を行ったの
で報告する。【対象・方法】2004年7月から2013年11月の間、当院でESDを施行し
た早期胃癌865症例1112病変のうち、残胃、胃管、遺残再発症例を除き、当院の
上部消化管内視鏡検査で1年以上の経過を追えた初発早期胃癌357症例453病
変を対象とし、多発胃癌の頻度とそのリスクファクターおよび異時性胃癌の臨床病理
学的特徴について検討を行った。なお、ESD後の上部消化管内視鏡検査は治療
3ヶ月後、以後1年毎に施行し、初回ESDより1年以内に発見されたものを同時性、
1年以降に発見されたものを異時性と定義した。【結果】多発胃癌を74例（20.7%）に
認め、同時性胃癌は44例（12.3%）、異時性胃癌は37例（10.4%）であった（同時性・
異時性の重複症例あり）。また、初回ESDから異時性胃癌発生までの中央値は1200
日（366-2844日）であった。多発胃癌のリスクファクターにつき、年齢、性別、腫瘍
径、肉眼型、組織型、深達度、胃粘膜萎縮度（木村・竹本分類）に有意差を認
めなかったが、多発胃癌症例では初発病変の局在がM領域に有意に多かった。異
時性胃癌の内訳は、局在（U/M/L）：6/14/24、平均腫瘍径：12.72 mm、肉眼型

（0-I/0-IIa/0-IIa+IIc/0-IIb/0-IIc）：1/9/1/1/32、UL（＋/－）：1/43、組織型
（pap/tub1/tub2/por/sig）：0/33/11/0/0、深達度（M/SM1/SM2）：38/4/2で
あった。なお、治療には全てESDが選択されたが、非治癒症例は深達度pSM2の
2例のみであり、治癒切除率は94.6%（35/37）であった。【結語】早期胃癌ESD症
例では同時性・異時性を含め20.7%に多発胃癌を認め、術前、術後の内視鏡検
査においては詳細な内視鏡観察が重要である。また、異時性胃癌ではほとんどの症
例でESDによる治癒切除が得られており、当院における早期胃癌ESD後のサーベイ
ランス期間は妥当であると考えられた。

017（内）
術後再建腸管を有する胆道疾患症例におけるDB-ERC治療
困難例への対処
1イムス札幌消化器中央総合病院　消化器病センター
○林　明宏1、丹野　誠志1、羽廣　敦也1、金野　陽高1、上野　敦盛1

【背景と目的】術後再建腸管を有する胆道疾患症例に対して，小腸内視鏡を用い
たERC関連治療が近年増えているが，乳頭や吻合部まで到達し，治療を完遂させ
ることは必ずしも容易ではない．本検討では，ダブルバルーン内視鏡（DBE）を用い
たERC（DB-ERC）関連治療の成績や治療困難例への対処について遡及的に
検討を行った．【対象と方法】2011年7月から2013年12月までに当科でDB-ERCを
施行した術後再建腸管を有する胆道疾患症例14例23件を対象とした．症例内訳
は男性12例，女性2例，年齢中央値76歳（63 ～ 86歳）である．DBEはEC-450BI5

（Fujinon）を全例で使用した．疾患内訳，乳頭または胆管空腸吻合部への到達率，
胆管造影成功率，処置と実際の対処法について検討した．【結果】術後腸管再建
術の内訳は，胃全摘後Roux-en-Y（R-Y）再建9例，胆管空腸吻合術後R-Y再建
3例，膵頭十二指腸切除術後Child再建2例であり，DB-ERCの施行理由は総胆管
結石7例，胆管空腸吻合部狭窄4例，胆管炎2例，悪性胆管狭窄1例であった．乳
頭または胆管空腸吻合部への到達率は95.7％（22件／ 23件），到達例における胆
管造影成功率は100％（22件／ 22件）であった．処置内容は胆管結石除去 12件，
狭窄部バルーン拡張 1件，ダイレーター拡張 2件，EST 4件，EPST 1件，EBD 6
件，ENBD 2件，EPLBD 2件であり，完全截石率は100%（7例／ 7例），全到達
例における治療完遂率は92.3%（12例／ 13例）であった．治療関連偶発症はみら
れなかった．【結論】術後再建腸管を有する胆道疾患症例に対するDB-ERC関連
治療の成績は，当施設において到達率，治療完遂率ともに良好であり，治療困難例
への対処について具体的に症例で提示する．
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021（内）
超音波内視鏡下穿刺吸引法（EUS-FNA）が術前診断に有用
であった十二指腸癌の1例
1NTT東日本札幌病院　消化器内科、2NTT東日本札幌病院　外科
3NTT東日本札幌病院　臨床検査科
○林　健児1、羽場　真1、清水　佐知子1、川本　泰之1、横山　朗子1、
吉井　新二1、赤倉　伸亮1、山田　秀久2、宮坂　祐司2、高桑　康成3

症例は60歳代，男性．2013年7月，胃もたれと呑酸を訴えて当科外来を受診し，精査
目的に入院した．上部消化管内視鏡検査では胃内に残渣が貯留し，十二指腸球部
に高度狭窄を認め，細径スコープを用いても通過が困難であった．狭窄の口側粘膜
には化生性変化はみられるものの，びらんや潰瘍を呈さず，狭窄の原因は不明であっ
た．狭窄部より計6回生検を施行したがいずれも炎症細胞浸潤を呈した十二指腸粘
膜であり，悪性所見は認められなかった．Convex型超音波内視鏡（GF-UCT240-
AL5; Olympus medical systems）で狭窄部を観察すると，著明に肥厚した十二指
腸壁がみられた．壁のエコーレベルは比較的均一であったが，一部に低エコー化した
部分を認めた．同部に対して19G針（SonoTip® Pro Control; Medi-Globe）を用い
てEUS-FNAを施行したところ，組織検体において印鑑細胞癌や低分化腺癌の増
殖を認めたことより，十二指腸癌と診断した．腹部CTで周囲臓器への腫瘍浸潤の
所見や遠隔転移は認められなかったため，幽門側胃切除術を行った．切除標本の肉
眼所見では十二指腸球部に主座を置く2型腫瘍を認め，他臓器への浸潤はみられな
かった．組織型は印鑑細胞癌（sig）、低分化型腺癌（por）で粘膜下の壁内浸潤が
広くみられた．深達度はSSでリンパ節転移を認めず，根治切除が可能あった．本症
例のように消化管壁肥厚および消化管狭窄呈しする病変に対し，EUS-FNAを施行
することで診断が可能な場合ある．十分な内視鏡観察ができず内視鏡下生検で診
断がつかない場合は，施行を考慮すべき検査といえる．

023（内）
遺伝性消化管ポリポーシス症候群に対する小腸病変の検討と
検索ツールとしての小腸カプセル内視鏡検査の有用性
1札幌医科大学　腫瘍・血液内科
○石川　和真1、佐藤　康史1、大須賀　崇裕1、平川　昌宏1、大沼　啓之1、
二階堂　ともみ1、林　毅1、佐藤　勉1、宮西　浩嗣1、瀧本　理修1、
小船　雅義1、加藤　淳二1

【目的】遺伝性消化管ポリポーシス症候群は遺伝性に腫瘍性（Familial adenomatous 
polyposis（FAP）、ガードナー症候群など）、または、過誤腫性（Peutz-Jeghers 症候
群（PJS）、Cowden 病など）の多発性ポリープを来たす疾患であり、大腸のみなら
ず、十二指腸以下の空腸・回腸においてもポリープや癌が発生することが知られて
いる。しかし、小腸ポリープの頻度や臨床的意義についてはこれまで不明とされてき
た。近年、本疾患に対し小腸カプセル内視鏡（CE）による検索が行われる機会が増
えているが、その有用性については、controversialである。また、本邦ではまとまっ
た報告がなくその実態は不明な点が多い。そこで今回我々は、当科で遺伝性消化管
ポリポーシスと診断された患者のうちCEを施行得た16例を対象として、小腸病変の
検討を行い、CEの有用性について検討を行った。【方法】16例の遺伝性消化管
ポリポーシス症候群患者（FAP12例、ガードナー症候群1例、PJS2例、Cowden病
1例）に対してCEを施行し、場所、数、十二指腸ポリープの有無等を検討した。ま
た、DBEを併用した10例で、CEと検索ポリープ個数の比較検討を行い、CEの有
用性を検討した。【結果】12例（75%）で小腸ポリープを認めた。分布としては、空
腸が11例、回腸が8例であった。5mmより大きなポリープを認めた症例は3例（19%）
であり、いずれも空腸に存在した。また、十二指腸ポリープを有する症例でその頻度
が高い傾向がみられた。なお、ガードナー症候群の1例において、小腸癌を認めた。
DBEとの比較では、DBEの検出力がより優れている傾向であったが、症例数が少
なく、さらなる検討が必要と考えられた。【結語】遺伝性消化管ポリポーシス症候群に
対するスクーニング検査としてCEは有用と考えられた。

022（内）
減圧PEGを施行しQOLの改善を認めた終末期膵癌の1例　
1時計台記念病院　消化器センター
○小西　徹夫1、児玉　佳之1、長岡　康裕1、吉田　春1

【はじめに】減圧を目的とした経皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG）は、嘔吐など消化器
症状の改善や経鼻胃管による咽頭不快感から解放されること、さらに形態は限られ
るが経口摂取が可能となることでQOL向上につながる可能性がある。今回、膵癌か
ら十二指腸狭窄を来たした終末期がん患者に対して減圧PEGを施行しQOLが改
善した症例を経験したため検討を加え報告する。【症例】症例は80代女性。近医で
糖尿病治療中、急激な血糖コントロール悪化を認め精査目的で当院紹介となる。精
査にて膵頭部に40mm大の腫瘍性病変を認め、膵癌stage3bの診断となった。化学
療法としてGEM単剤6ヶ月とS-1単剤3ヶ月を施行するもPDの評価となりBSCにて
自宅療養となった。しかし3カ月後に腹部膨満感と嘔吐あり精査目的にて入院となっ
た。【経過】入院時の評価にて膵癌増大と十二指腸浸潤から機械的狭窄を認めた。
患者・家族にICを行い、QOL向上のため速やかに減圧PEG施行となった。第3病
日に術前評価を行い、第5病日にPEG造設した。造設は、鮒田式胃壁固定具を用
い4点固定を行った後、24Fr Pull法（セーフティペグキット）を用いて施行した。術後
合併症はなく術翌日より水分摂取を開始し、十分減圧されていることを確認した上で
術後2日目より特殊食を開始した。腹壁固定は、胃内容物逆流から腹膜炎予防のた
め抜糸は行わなかった。栄養はCVカテーテルから電解質に注意し高カロリー輸液を
行った。経口摂取と外出が可能となったことから「からだ・気持ち・暮らし」の状態評
価（0 ～ 10）は1点から6点まで改善した。第53病日まで経口摂取が可能であったが、
第56病日で死亡した。【考察】一般的に、減圧PEG適応となる症例の予後は長くな
いため可能な限り早期に適応を判断し、適切なタイミングで造設することが重要であ
る。当院では2012年4月より4例造設したが、胃内容物を排出することで嘔気などの
症状改善と、水分やスープさらに酵素分解法などの技術を使用した「あいーと」の経
口摂取も可能となりQOLが改善している。今後、人工胃液などを利用しチューブが
詰まらず経口摂取が可能な食品を検討して報告したい。

024（内）
保存的加療にて軽快した門脈ガス血症を呈した虚血性空腸炎
の一例
1桑名西医療センター
○藤本　信乃1、石田　聡1、芳川　史嗣1、羽場　一直1、森　秀樹1、
北川　良子1、樋口　国博1、泉　道博1、相川　竜一1、足立　幸彦1

【症例】92歳、女性【主訴】嘔吐【既往歴】高血圧・心筋梗塞・脳梗塞・ASO・右足
第4,5指壊死【現病歴】夕食後、潜血混じりの嘔吐があり当院に救急搬送された。来院
時、GCS 13（E4V4M5）、体温38.3度。腹膜刺激症状はなかったが、CTで門脈ガ
ス血症を認めた。代謝性アシドーシスを呈し、炎症反応高値のため腸管壊死の可能性
も否定できなかったが、高齢のため家人は手術拒否でNGチューブで減圧し、輸液と抗
生剤での保存的加療を行った。翌日のCTでは腹水が出現していたが門脈ガスは消失し
ていた。造影CTでも明らかな血栓症は認められなかった。血液データも改善。CT上、
小腸に浮腫を認め、第4病日、ガストロ造影施行し腸管の拡張や通過障害がないことを
確認。その翌日、小腸カプセル内視鏡施行。結果は十二指腸下行脚より発赤を伴うび
らん・潰瘍が多発し、空腸には脱落粘膜や凝結塊を伴う虚血性変化を認めた。第16
病日のCTでは小腸浮腫も消失したため食事再開した。順調に経過し、第19病日、小
腸二重造影を行い狭窄部位がないことを確認し、第22病日退院となった。【考察】門脈
ガス血症は1955年のWolfeらによる報告以来、腸管壊死にともなって認められる予後不
良の兆候とされてきたが近年、画像診断の進歩に伴って腸管壊死を原因としない門脈
ガス血症の症例や保存的治療で軽快する症例の報告が増えている。原因不明とされる
ものが多い中、本例では急性期に小腸カプセル内視鏡を施行したことにより虚血性空
腸炎と診断された。本例は腹膜刺激症状がなく腹痛が速やかに改善したため腸管壊死
の合併はなく保存的加療にて軽快したものと考えられた。門脈ガス血症の存在自体は必
ずしも腸管壊死や穿孔性腹膜炎などの重篤な病態を意味せず厳重な経過観察を行え
ば保存的治療で回復する可能性もあることが再認識された症例であった。虚血性小腸
炎も小腸は豊富な側副血行路の存在で虚血性変化が発生しにくく、また診断基準が確
立されていないことや形態的検査が困難であることなどの理由から稀とされている。本例
では小腸カプセル内視鏡の有用性が示された一例でもあった。
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025（内）
総胆管結石に対してEUS-Rendezvous techniqueを用いて排
石した1例
1北見赤十字病院　消化器内科
○杉浦　諒1、江平　宣起1、大原　正嗣1、宮本　秀一1、水島　健1、
岩永　一郎1、上林　実1

【症例】78歳，男性．【主訴】心窩部痛，発熱，悪寒戦慄．【現病歴】来院前日の朝
に心窩部痛を自覚．夜に38 ～ 39℃の発熱，悪寒戦慄を認めた．症状は改善せず，
来院当日の前医での採血で肝機能異常を認めたため当院紹介受診となった．造影
CT検査で5mmの総胆管結石を認め，総胆管結石に伴う急性胆管炎の診断となっ
た．ERCPを施行し排石を試みたものの，憩室内乳頭であり，また内視鏡と乳頭の
適切な位置が保持できなかったために深部胆管挿管に難渋し，2回処置を施行した
ものの通常の経乳頭的胆管挿入は不能であった．また，肝内外胆管の拡張はなく，
腹腔鏡下胆嚢摘出術があったため，経皮的胆道アプローチも不能であった．そこで，
EUSを用いて経十二指腸経胆道的に順行性にカテーテルを挿入し，後方斜視鏡
を用いて乳頭から突出させたカテーテルを把持し胆管内へのカニュレーション（EUS-
Rendezvous technique）を行った．その後は定型的なESTを施行しバスケットカテー
テルを使用して排石した．【考察】総胆管結石の治療として経乳頭的胆管挿入が不
能な場合，経皮的処置や内視鏡を用いた経消化管経胆道ルートでの処置が必要と
なることがある．今回，経乳頭的胆管挿入が困難であり外科的手術も考えられたが，
EUS-Rendezvous techniqueを用いて内視鏡的に排石した1例を経験したので報
告する．EUS-Rendezvous techniqueは悪性腫瘍による経乳頭的胆管挿入困難例
に使用され，拡張した胆管へのアプローチが多いが，本症例では胆管は拡張してい
ないものの合併症もなく安全に処置を行えた．

027（内）
胃癌術後リンパ節再発による閉塞性黄疸に対してダブルバルー
ン内視鏡を用いて繰り返しステントを留置した一例
1市立釧路総合病院　消化器内科
○川上　裕次郎1、鈴木　一也1、那須野　央1、本間　賢太1、藤井　健一1、
高橋　文彦1、米澤　和彦1、阿部　敬1

術後再建腸管例での胆膵疾患に対する内視鏡的アプローチは、ダブルバルーン内
視鏡（DBE）を用いることで盲端部・乳頭部への到達が可能となり、近年DBEを用
いたERCP（DB-ERCP）の有用性が報告されている。今回、術後再建腸管例
に対しDB-ERCPにて繰り返し内視鏡的胆管ドレナージ術（EBD）を施行した症例を
経験したので報告する。症例は62歳男性。2011年6月胃体部胃癌に対して胃全
摘術、胆嚢摘出術、Roux-en-Y再建施行。術後病理診断がpT2N2M0Stage3A
にて、術後S-1療法を1年間施行した。その後当科外来にて経過観察していた
が、2013年5月、腹部違和感を主訴に全身精査したところ、腹部多発リンパ節腫
大による閉塞性黄疸を認めた。Short type DBE（EI-530B,有効長1520mm,鉗
子口径2.8mm,富士フィルムメディカル）を用いてDB-ERCP施行し、Plastic stent

（7F,7cm,Flexima,Boston Scientific）を留置した。その後、進行再発胃癌として
weekly PTX療法を開始した。同年10月stent閉塞による急性胆管炎を発症し、DB-
ERCP再施行。PSを抜去し、Inside stent（7Fr,7cm,ガデリウスメディカル）を留置し
た。しかし、同年11月stent閉塞を再度きたしDB-ERCP施行。Inside stentを抜去し
た後、Metalic stent（ステント径8mm,ステント長8cm,uncovered,Zilver 635,COOK 
medical）を留置し、減黄は良好に得られた。現在はCPT-11療法へレジメンを変更
し、外来化学療法を継続中である。

026（内）
Stent-in-stent techniqueによりpartially-covered self-expanding 
metallic stentの抜去が可能であったと考えられた下部胆管癌の1例
1伊達赤十字病院　消化器科、2伊達赤十字病院　内科、
3札幌医科大学　腫瘍・血液内科学講座
○池田　裕貴1、久居　弘幸1、小柴　裕1、宮崎　悦2、在原　洋平3、
平子　匡3

非切除悪性胆道狭窄に対するcovered self-expandable metallic stent（SEMS）
留置後に食残やsludgeなどにより閉塞を来すことはまれではない。その対処法として
種々の手技が報告されているが、可能であれば抜去後にSEMSを留置することが望
ましい。しかし、tumor overgrowthやtissue hyperplasiaにより抜去不可能であるこ
とも経験する。今回、partially covered SEMS閉塞による頻回の胆管炎を繰り返し
治療に難渋した下部胆管癌症例に対し、stent-in-stent techniqueにより抜去可能
であった1例を経験したので報告する。症例は86歳、女性。認知症。平成20年11
月に総胆管結石に対し内視鏡的截石術を施行。その後、平成21年9月のMRCP、
EUSで下部胆管狭窄を認め、ERCP施行し、擦過細胞診でclass V（腺癌）であっ
た。積極的な治療は希望されずBSCの方針となり、fully covered SEMS（Niti-S 
ComVi 10mm × 8cm、Taewoong）を留置し退院。同年12月にSEMS閉塞による
重症胆管炎で入院し、把持鉗子で抜去後、partially covered SEMS（WallFlex 
biliary RX stent、10mm × 6cm、Boston scientific）を留置した。平成23年11月
に再度SEMS閉塞による急性胆管炎で入院し、SEMS乳頭側および肝側がtissue 
hyperplasiaにより抜去不可能であり、fully covered SEMS（WallFlex biliary 
RX stent、10mm × 8cm）を追加留置した。その後は数か月おきに胆管炎を繰り返
し、バルーンカテーテルによるクリーニングを施行した。平成25年5月に胆管炎で入院
し、頻回の胆管炎を来すため抜去の方針とした。まずfully covered SEMS下端を
スネアにて抜去し、引き続きpartially covered SEMSを抜去鉗子およびスネアにて
抜去した。その後、fully covered SEMS（WallFlex biliary RX stent、10mm 
× 6cm）を留置し退院となった。抜去後少量の出血を認めるも重篤な偶発症は認め
られなかった。現在まで約7か月が経過しているが胆管炎の再燃はない。

028（内）
内視鏡的治療により改善を認めたCap polyposisの1例
1札幌医科大学　消化器・免疫・リウマチ内科学講座
○平山　大輔1、一色　裕之1、福田　昴一郎1、赤保内　正和1、
石黒　一也1、東出　侑子1、村上　佳世1、小野寺　馨1、山本　英一郎1、
山下　健太郎1、有村　佳昭1、篠村　恭久1

症例は42歳，男性．2007年低酸素脳症となり現在も軽度高次脳機能障害が残存して
いる．2001年潰瘍性大腸炎（UC）と診断された．2011年後半より下痢の増悪と血清ア
ルブミン（Alb）の低下が出現・増悪し，UC増悪と診断され治療を行うも改善は認められ
なかった．消化管内視鏡検査では2010年より横行結腸を中心にポリープが出現し，徐々
に増加していた．2013年4月，精査加療目的に当科紹介入院となり，入院時排便回数
は12行/日で，Alb2.1 mg/dlと低蛋白血症を認め，便中C.difficile抗原が陽性であった．
消化管シンチグラフィーでは大腸からの蛋白漏出が認められ，下部消化管内視鏡検査
では横行結腸を中心に直腸～肝弯曲まで頂部に白苔を伴う有茎性～亜有茎性ポリー
プが数百個存在し，病理組織検査では腺管過形成，炎症細胞浸潤と頂部に肉芽組
織が認められた．以上より，Cap polyposisと診断した．入院後，メトロニダゾール内服と
したが内視鏡所見および低蛋白血症の改善は認められず，入院第32病日より内視鏡
的切除による治療を開始した．有茎性病変に対してはEMRにより，比較的平坦な病変
に対してはスネア留置により切除を行い，第77日目まで内視鏡的治療を計4回行い合計
EMR 245回，スネア留置 20回施行した．4回目終了後より徐々に低蛋白血症と下痢の
改善を認め，第113病日退院となった．その後も内視鏡的切除術を行い，最終的に内
視鏡的治療を合計7回，EMR 413回，スネア留置 20回施行によりポリープはほぼ認め
られなくなり，排便回数2行/日，Alb3.8 mg/dlと症状・血液検査も改善し，消化管シン
チグラフィーでも蛋白漏出は認められなくなった．Cap polyposisに対する治療は病変が
多数の場合は大腸切除が一般的だが，外科的治療後の再発率が30 ～ 50 %と低くな
いこと，高次機能障害のため人工肛門管理の困難が予想されたこと，低蛋白血症によ
る手術リスクが高いこと，また，患者・家族も手術を積極的に希望されなかったことから，
まず内視鏡的治療を選択した．数百個のCap polyposisにおいても，場合によっては内
視鏡的治療も有用な治療選択肢となりうると考えられ，ここに報告する．
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029（内）
便潜血反応陽性が発見の契機となった特発性腸間膜静脈硬
化症の一例
1KKR札幌医療センター　消化器内科、2KKR札幌医療センター　病理部
○平田　裕哉1、関　英幸1、横山　文明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

特発性腸間膜静脈硬化症は1991年に小山らによって初めて報告され，1993年に
岩下らにより新しい疾患概念として提唱された比較的稀な原因不明の腸疾患で，腸
間膜静脈硬化症（石灰化）に起因した血流障害による慢性的な虚血性大腸病変と
されている。また病因としては未だ明らかにされていないが，漢方薬内服歴を有する
症例の報告が散見される。今回我々は特発性腸間膜静脈硬化症の一例を経験し
たので報告する。症例は50歳代の男性。明らかな自覚症状はないものの健診の便
潜血反応が陽性でCSを行うと右半結腸は正常なハウストラの構造を欠き、粘膜は暗
青色、青銅色変化を認めた。生検では血管壁と血管周囲性に硝子様物質の沈着
が目立ち特発性腸間膜静脈硬化症と診断された。

031（内）
Dome-like phenotypeを呈した早期大腸癌の一例
1札幌医科大学　消化器・免疫・リウマチ内科学講座
○東出　侑子1、村上　佳世1、平山　大輔1、一色　裕之1、小野寺　馨1、
山本　英一郎1、能正　勝彦1、山下　健太郎1、有村　佳昭1、篠村　恭久1

Colorectal cancer with dome-like phenotypeあるいはDome-type carcinomaは
Jassらにより提唱された大腸癌の亜型で，高・中分化型腺癌から成る嚢胞状に拡張
した腺管，腺管内部へのPAS陽性の好酸性物質貯留，そして間質への強いリンパ
球浸潤を特徴とする．腸管関連リンパ組織（GALT）のM細胞由来と推定されている
が，現在までの報告は20例以下であり詳細は不明である．今回我々はDome-type 
carcinomaと思われる症例を経験したので報告する．症例は70代男性. 糖尿病・高
血圧で外来通院中であり8年前に横行結腸早期癌の手術歴がある．サーベイランス
として行った大腸内視鏡検査にて発赤陥凹を伴う径15mm大の隆起性病変を認め
た．生検でGroup 5（tub1）と診断されSM浸潤癌の可能性を考えたが，患者の希望
によりEMRを施行した．病理組織学的には強いリンパ球浸潤を伴う間質に拡張腺管
が増生しており，tub1,type 0-IIa,pSM（1900mm）,ly0,v0,med,INFa,pHMX,pVM0
との診断であった．免疫組織学的に腫瘍細胞はMUC1陽性，MUC2・MUC5AC
陰性であり，拡張腺管内にはPAS陽性・MUC1陽性物質を認めた．浸潤リンパ球は
CD20＋のB細胞が主体であった．EBER-1は陰性，マイクロサテライト不安定性も陰
性であり，過去にDome-type carcinomaとして報告されている症例の病理学的・遺
伝子的特徴に一致していた．協議の結果，追加腸切除は行わず現在まで経過観察
としている．Dome-type carcinomaの臨床的特徴は未だ明らかでないが，報告例で
は粘膜下腫瘍の形態を呈する早期癌が多く，リンパ球浸潤が強い点からも良好な予
後が期待される．遺伝子解析を追加し，文献的考察を加え報告する．

030（内）
上行結腸に穿通した虫垂癌の1例
1製鉄記念室蘭病院　消化器内科・腫瘍内科、
2製鉄記念室蘭病院　病理・臨床検査室、
3製鉄記念室蘭病院　外科・呼吸器外科、
4札幌医科大学　医学部　腫瘍・血液内科
○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、
定免　渉4

原発性虫垂癌は比較的まれな疾患であり、特徴的な症状や検査所見がなく術前診
断は困難であることが多いとされている。今回、我々は術前に上行結腸に穿通し、
虫垂炎と診断し手術を施行した結果虫垂癌と診断された1例を経験したので報告す
る。
症例は、64歳女性。高血圧症、甲状腺機能亢進症にて当院循環器内科通院中で
あった。3週間前から続く、右側腹部痛を主訴に平成24年12月当科受診となった。
血液検査にて炎症反応の上昇を認めた。また、CTにて上行結腸の壁肥厚と背側
に膿瘍形成を認めた。虫垂は同定不能であった。
血清CEA値は24.8と高値であったため、悪性腫瘍の否定目的に下部内視鏡検査を
施行し、虫垂入口部に発赤と上行結腸に虫垂の穿通部と思われる上行結腸後壁
に中央に潰瘍を伴う粘膜下腫瘍様の隆起を認めた。両者より生検を施行したが悪
性所見なく、待機的に手術を行う方針とした。初診から2ヶ月の経過にて炎症反応
改善、CEAも6.2まで改善したため虫垂炎の経過として矛盾しなかったが、悪性腫
瘍の可能性は否定できず外科切除となった。
術後の病理にて虫垂腺癌の結果であり、病理学的にも上行結腸穿通、後腹膜へ
の穿通を確認された。
若干の文献的考察を加え報告する。

032（内）
上部消化管炎症所見を伴ったSchonlein-Henoch 紫斑病の1例
1北海道医療センター　消化器内科
○安食　さえ子1、中原　生哉1、渡邊　秀平1、馬場　麗1、田中　道寛1、
武藤　修一1、木村　宗士1、大原　行雄1

Schonlein-Henoch 紫斑病は、アレルギーが引き金となり四肢末梢の紫斑を主とした
小児を好発年齢とする疾患である。今回腹痛や上腹部症状を主訴に、その後下肢
に紫斑が出現し、内視鏡にて典型的な所見を呈したSchonlein-Henoch 紫斑病の
成人発症例を経験したので報告する。症例は、20代男性。腹痛や嘔気、腹部膨
満の症状で近医受診したが改善無く3日後当科受診される。胃腸炎を疑い、内服
処方を行い経過観察とした。しかし、やはり症状の改善を認めず、近医にて上部
消化管内視鏡検査を施行。十二指腸球部に潰瘍を認めたため、プロトンポンプ阻
害剤が処方された。その後も腹痛は改善せず、再び内視鏡検査を行うが病変の改
善無く、また下肢の紅色丘疹も出現したため、当科に紹介となる。下肢に左右対称
性の紫斑が見られ、CTでは十二指腸と回盲部・回腸の浮腫が見られた。また内
視鏡所見では、十二指腸の下行脚・水平脚に易出血性の多発びらんが見られた。
下肢紫斑は徐々に増強し、Schonlein-Henoch 紫斑病が疑われた。再度胃カメラ
を行うと胃前庭部に多発する発赤調のびらん所見を認めた。また、大腸内視鏡検
査では,直腸と回盲部の発赤、びらん、浮腫状粘膜の所見が見られ、Schonlein-
Henoch 紫斑病の内視鏡所見と矛盾の無いものであった。腹痛を主訴とする成人発
症のSchonlein-Henoch 紫斑病は、頻度は少ないが急性期の胃十二指腸内視鏡
所見は典型的であり、治療開始タイミングのためにも画像所見の認知は必要である。
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033（内）
CTで診断し内視鏡的に治療しえた下行結腸魚骨穿通の1例
1名寄市立総合病院　消化器内科
○村上　雄紀1、井尻　学見1、芹川　真哉1、杉山　祥晃1、鈴木　康秋1

【症例】80歳代、女性。2日前の夜より左下腹部痛が持続し当科受診。腹部触診
にて、左下腹部のかなり限局した領域に強い圧痛を認めた。血液生化学検査では、
CRPの軽度上昇以外は著変を認めなかった。腹部XPは異常所見を認めなかった。
腹部CTでは、下行結腸を貫通する線状のhigh densityな異物を認め、周囲脂肪
織濃度が軽度上昇していた。詳細な問診により、2日前の夕方にカレイの唐揚げを
食べていたことが判明し、下行結腸の魚骨穿通が考えられた。下行結腸に飴色の
針状異物が貫通しており、刺入部はやや隆起し、膿様の粘液が付着していた。把
持鉗子により約3cmの硬い針状の異物が摘出され、カレイの魚骨と考えられた。摘
出後に施行したガストロ造影ではガストロのleakはなく、翌日に施行したCTでは線状
のhigh densityな異物は消失しており、free airも認めなかった。腹痛は消失し、絶
食・抗菌剤投与にて保存的加療後に食事を再開し、5日目に退院となった。【考察】
本邦の2001年から2010年の10年間の魚骨による消化管穿孔・穿通446例の集計
では、穿孔・穿通部位は小腸、横行結腸、S 状結腸の割合が多く、下行結腸は
9例（2%）と少ない。魚種は、タイ（36%）、カレイ（14%）、ブリ（14%）が多く、これら
の骨は硬いといわれていることから、魚骨の硬さと関連があると言われている。魚骨
の消化管穿孔における CT の感度は60% ～ 70%と報告されていたが、近年.はCT 
の術前正診率が向上している。治療は多くの症例では手術をされており、本症例の
ように内視鏡的治療がおこなわれたのは17例（3.8%）のみであった。【結語】CTと
詳細な問診により診断可能であった下行結腸魚骨穿通の1例を経験した。手術治
療がおこなわれる症例が多いが、本症例では内視鏡的に治療しえたので報告する。

035（内）
頸髄損傷による排便不全に対し経皮的内視鏡的盲腸瘻造設術

（PEC）を施行した5例
1北海道社会事業協会帯広病院
○林　優希1、沼田　泰尚1、仲地　耕平1、高村　毅典1

頸髄損傷患者において，膀胱直腸障害は生活の上での重要なテーマとなっている。
排尿障害は導尿や集尿器など複数の対処法があり，様々な医学的検討が加えられ
てきた。一方，排便障害は確立された対処法はなく，1回の排便で数時間－1日を
要しADLやQOLを多大に低下させている症例が散見される。近年，盲腸瘻を造設
し，そこから順行性浣腸（Antegrade Continence Enema; ACE）を施行する排便方
法が考案された。本邦においても2002年より盲腸瘻造設術が行われているが，施
行可能な病院は限られている。当院では2009年より経皮的内視鏡的盲腸瘻造設術

（percutaneous endoscopic cecostomy；PEC）を施行し5例の症例を経験した。い
ずれの症例も良好な排便コントロールが得られ，ADL・QOLの向上に繋がり，患者の
満足度は非常に高かった。今回，当院にて経験した5例における現在までのADL・
QOLの改善結果について，若干の文献的考察を加えて報告する。

034（内）
リンパ濾胞過形成から典型像へ進展した潰瘍性大腸炎の1例
1札幌厚生病院　IBDセンター、2札幌厚生病院　臨床病理科
○鬼頭　健一1、那須野　正尚1、宮川　麻希1、田中　浩紀1、本谷　聡1、
今村　哲理1、市原　真2、後藤田　祐子2、村岡　俊二2

症例は28歳男性．平成24年7月初旬より1日2 ～ 3行の血便が出現し近医を受診，精
査加療目的に当科紹介受診となった．下部消化管内視鏡検査では直腸（Rb～Ra）
にびらんを伴う小隆起が多発しており，S状結腸には発赤を伴うアフタが多発してい
た．便培養・直腸粘膜培養では特異的な原因菌は検出されず，生検による病理組
織学的所見ではリンパ濾胞過形成と軽度のリンパ球浸潤を認めるのみであり，腺管
のねじれや杯細胞の減少・消失・陰窩炎・陰窩膿瘍等の潰瘍性大腸炎を示唆す
る所見は認めなかった．浸潤リンパ球に異型性を認めず，免疫組織学的検索におい
ても悪性リンパ腫は否定的であり，クラミジア直腸炎を示唆する組織学的封入体，血
清抗Chlamydia trachomatis抗体（IgGおよびIgA）はいずれも陰性であった．以上よ
り，原因不明の反応性リンパ濾胞過形成と診断し経過観察となった．その後も症状
は持続していたが自己判断にて放置し，1年後に当科を再診された．1年後の下部消
化管内視鏡検査では，直腸からS状結腸にかけて血管透見像の低下，易出血性を
伴う細顆粒状粘膜を認め，直腸の小隆起は不明瞭であるが残存していた．生検では
杯細胞の減少，リンパ球・形質細胞浸潤，陰窩炎等の病理組織所見を認めた．以
上より，左側大腸炎型の潰瘍性大腸炎と診断し5-アミノサリチル酸製剤（5-ASA）内
服による治療を開始した．その後，5-ASA不耐症と判断され，現在血球成分除去療
法を施行中である．内視鏡的あるいは病理組織学的に直腸に認められる原因不明の
リンパ濾胞過形成は，経過とともに潰瘍性大腸炎の典型像へと進展することが指摘
されている．近年潰瘍性大腸炎の初期病変の可能性があるとして注目されているが，
その報告数は少なく詳細は明らかにされていない．今回我々はリンパ濾胞過形成から
典型像へ進展した潰瘍性大腸炎の1例を経験したので報告する．

036（消）
当院における大腸憩室出血の現状
1市立室蘭総合病院　消化器内科
○佐々木　基1、清水　晴夫1、飯田　智哉1、永縄　由美子1、石上　敬介1、
中垣　卓1、佐藤　修司1、金戸　宏行1

【背景・目的】当院は西胆振地区において唯一脳神経外科と循環器内科の両科を
備える総合病院である。必然的に来院患者における抗血栓薬内服患者数の割合は
高くなると考えられ、下部消化管出血の中でも特に抗血栓薬内服の影響が大きいと
される大腸憩室出血の動向に関して、今後の診療に役立てていく為、現状評価を
行った。【対象と方法】2010年4月から2013年3月までの間に大腸憩室出血（疑い
含む）により入院となった29例、延べ39件にのみ焦点を当て、抗血栓薬の内服の
有無や、出血点を同定できた症例に関しては止血法、また再出血の有無等いくつ
かの項目に対して検討を行った。【結果】平均年齢は78歳、性別は男性29件、女
性10件と男性に多かった。降圧薬の内服は23件に認められ、抗血栓薬に関しては
39件中、実に30件で抗血栓薬が内服されていた。NSAIDsの内服に関しては33例
中6例。出血点が同定できたのは4件で全例何かしらの内視鏡的止血術が行われて
いた。1週間以内の再出血に関しては5件で認められる結果となった。【考察】抗血
栓薬の内服に関しては既報では50%前後とするものが多いが、当院では有意に高い
結果となっていた。また既報では原因疾患として心疾患の割合が高いが、当院では
脳梗塞による抗血栓薬が最多となっており、脳神経外科の影響を考えさせる結果で
あった。しかし出血憩室の同定率は10%程度と低く、また出血点を同定し、止血術
を行っても高率で再出血をきたしているのが現状であった。だが、今回の報告は3年
間、10名以上の医師が個々人の判断で入院・加療を行った大腸憩室出血（疑い含
む）の検討であり、入院が必要と判断した基準、検査時の前処置、再出血の判断、
再出血時の対応等主治医の判断によるところが大きく、この結果をもって、何かしら
のsuggestionをすることは難しいと思われる。より良質な医療の提供の為にも、統一
した判断基準を作成、また何かしらの工夫により出血憩室の同定率等がどう変わっ
ていくかを追加検討する必要があると考えられた。
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037（消）
ポリスチレンスルホン酸カルシウム内服により大腸炎をきたした 
1例
1留萌市立病院　消化器科、2留萌市立病院　病理診断科、
3札幌医科大学　第四内科
○山内　夏未1、茎津　武大1、西川　尚1、中村　元1、山田　尚太3

池田　英之2

症例は80歳　女性。CKD、高血圧、高尿酸血症に対し、近医で加療中であっ
た。高カリウム血症があり、ポリスチレンスルホン酸カルシウム（calcium polystyrene 
sulfonate：以下CPS、商品名アーガメイトゼリー）を内服していた。前日からの下痢嘔
吐を主訴に外来受診。初診時のCTではS状結腸に多発する憩室を認めたものの、
腸管壁の肥厚や腸管周囲の毛羽立ちを認めなかった。感染性腸炎と考え腸炎耐性
乳酸菌剤3g/day、LVFX　250mg/dayを処方され、症状の軽快が得られた。約2
カ月後、軟便の訴えがあり、精査目的に下部消化管内視鏡を施行したところ、S状
結腸に内部に小びらんを伴う発赤調粘膜が散在している所見を認めた。びらんを含
めて生検したところ、病理所見は浮腫・線維化・炎症を背景に粘膜内にHE染色で
好塩基性を呈するCPSの結晶を認めた。本例のように腸管壁にCPSの結晶を認め
たケースでは、消化管穿孔・消化管潰瘍に至った例は散見されるが、腸炎の報告
は少なく、若干の文献的考察を加えて報告する。

039（演題取り下げ）

038（消）
脊髄炎に対するステロイドパルス療法後に発症したサイトメガロ
ウイルス腸炎の一例
1旭川医科大学病院　第三内科
○石井　貴大1、上野　伸展1、坂谷　慧1、田中　一之1、堂腰　達矢1、
藤林　周吾1、安藤　勝祥1、後藤　拓磨1、嘉島　伸1、笹島　順平1、
稲場　勇平1、伊藤　貴博1、盛一　健太郎1、藤谷　幹浩1、高後　裕1

症例は70歳、男性。2013年8月、早朝より誘因無く突然右下肢の脱力、歩行困
難が出現し当院救急外来へ救急搬送された。脊髄炎の診断となり当院神経内科
に入院となった。脊髄炎に対してステロイドパルス療法を2回施行後より血性下痢が
出現したため消化器内科を受診した。両下肢麻痺のためS状結腸内視鏡検査を施
行したところ、直腸からS状結腸にかけて浮腫状の粘膜と縦走潰瘍を認めた。虚血
性大腸炎を疑い腸管安静としたところ一時的に症状は軽快したが、食事開始後に
再び発熱と水様便が出現した。初回CS時に行った潰瘍面からの生検でサイトメガロ
ウイルス（CMV）封入体が認められたため、重症CMV感染を疑い再度CSを施行し
た。直腸からS状結腸にかけて白色の肉芽様組織を認め、一部縦走傾向を認めた。
NBI観察では病巣表面に血管構造は認めなかった。同部位より再度生検を施行し
CMV感染を確認、血液検査においてもCMVアンチゲネミアが陽性であったことから
重症CMV腸炎と診断した。ガンシクロビル5mg/kgの投与を開始したところ速やかに
水様便は改善し、解熱した。投与後2週間で血中のCMVアンチゲネミアが陰性化し
た。再度CSを施行したところ肉芽様組織は瘢痕化しており、同部位からの生検でも
CMVが検出されなくなったことから治癒と判断した。近年、臓器移植や化学療法の
進歩にともなう免疫不全患者の増加から、CMV腸炎が増えてきている。CMV腸炎
の内視鏡所見は特徴的な打ち抜き潰瘍に加えて、浅い不整形潰瘍や輪状潰瘍など
多彩な変化を呈する。しかし、本症例のように縦走潰瘍で発症し、肉芽組織を形成
した報告はなく、CMV腸炎の内視鏡診断の一助となる貴重な症例と考えられた。

040（消）
クローン病に対するインフリキシマブ維持投与の有効性持続期
間に関する検討
1札幌厚生病院　IBDセンター
○宮川　麻希1、那須野　正尚1、田中　浩紀1、本谷　聡1、今村　哲理1

【目的】インフリキシマブ（IFX）は極めて有効なクローン病（CD）治療薬であり，5mg/kg
を8週毎に維持投与することで長期にわたる寛解維持を得ることが可能となった．一
方，維持投与中に治療効果が減弱する，いわゆる二次無効をはじめとする治療困難
例が少なからず存在することが現状の課題である．今回我々は，IFXにより治療され
たCDを対象に，IFX維持投与の有効性持続期間とそれに影響する背景因子につ
いて検討した．【方法】2002年5月から2012年8月までにIFXによる寛解導入治療が
施行されたCD 355例のうち，14週以上IFXが投与された277例を対象とした．IFX
維持投与の有効性消失を（1）IFXの投与期間短縮（7週未満）あるいは倍量投与
への変更（2）投与時反応または遅発性過敏症の出現によるIFX中止（3）腸管切除
術（4）アダリムマブへの変更のいずれかと定義し，Kaplan-Meier法を用いて累積有
効性持続率を検討した．さらに，累積有効性持続率に影響する背景因子をログランク
検定により比較検討した．【結果】患者背景は，男性204例・女性72例，平均年齢
31.2歳，平均罹病期間7.5年，小腸型68例・小腸大腸型152例・大腸型56例，腸
管切除の既往歴 96例，狭窄 111例，内瘻18例，肛門病変 118例．併用療法では
免疫調節薬（アザチオプリン/6-メルカプトプリン）197例，5-ASA製剤245例，成分
栄養療法 194例，ステロイド 28例であった．0週時の平均CRP 2.19mg/dl，14週時
の平均CRP 0.46mg/dlであった．累積有効性持続率は，1年76％，3年56％，5年
45%であり，有効性持続期間の中央値は3.5年であった．ログランク検定では，免疫調
節薬の併用（3年57% vs 44%, p=0.02）と14週時のCRP 0.3 mg/dl以下（3年 69% 
vs 38%，p＜0.01）が累積有効性持続率を有意に改善する背景因子であった．【結
語】CDに対するIFX 5mg/kgの8週毎の維持投与による持続的有効性は限定的で
あったが，免疫調節薬の併用により長期の有効性持続期間が得られることが示され
た．さらに，14週時のCRP値改善がIFX有効性持続の予測因子となり得る可能性
が示唆された．
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041（消）
Cronkhite-Canada症候群の治療後に顕在化した大腸癌の一
例
1独立行政法人労働者健康福祉機構　釧路労災病院　消化器内科、
2独立行政法人労働者健康福祉機構　釧路労災病院　外科、
3独立行政法人労働者健康福祉機構　釧路労災病院　検査科
○石川　麻倫1、太宰　昌佳1、立野　貴大1、八木澤　允貴1、澤田　憲太郎1、
村中　徹人1、高坂　琢磨1、加藤　励1、梅村　真智子1、高橋　一宏1、
曽我部　進1、小田　寿1、小林　清二2、小笠原　和宏2、高橋　達郎3、
宮城島　拓人1

症例は70歳代男性。水様便、体重減少、味覚異常を主訴に前医受診。下部消
化管内視鏡検査（CF）にてポリポーシスを認め当科紹介となった。理学的所見では
脱毛、手掌色素沈着と爪甲萎縮を認めた。当院にてCF施行したところ、全結腸域
において発赤した小隆起性病変が瀰漫性に多発しており、いわゆるイクラ様外観を
呈していた。生検では腺管の嚢胞状拡張と瀰漫性の炎症細胞浸潤を認めた。上部
消化管内視鏡検査においても、胃粘膜にイクラ様外観を認め、生検像も同様であっ
た。これらの所見からCronkhite-Canada症候群と診断した。また同時に、S状結腸
の一部に狭小化した不整粘膜を認め、生検では上皮異型を伴いgroup3-4の診断
であった。プレドニゾロン30mg内服を開始したところ消化器症状は改善した。その後
再度CFを施行したところポリポーシスの改善傾向にともない、S状結腸においてポリー
プ状隆起が不規則に集簇した病変が明らかとなり、生検の結果、高分化型腺癌で
あった。その後、プレドニゾロンを15mgまで減量し、当院外科にてS状結腸切除術
を施行、術後病理結果ではS状結腸癌、tub2＞tub1,Type5,pSS,pN1 ;pStage3a
であった。
非遺伝性ポリポーシスであるCronkhite-Canada症候群と大腸癌の合併例報告は散
見されるところであり、治療開始後にポリポーシスが改善した結果、腫瘍が顕在化し
診断可能となる例もあるものと思われる。Cronkhite-Canada症候群の加療において
は、常に消化管悪性腫瘍の存在を念頭においた経過観察が必要とされる。

043（消）
Carboplatin＋paclitaxel療法が有効であった虫垂原発粘液
嚢胞腺癌・癌性腹膜炎の1例
1札幌医科大学　消化器・免疫・リウマチ内科学講座、2済生会小樽病院　内科、
3済生会小樽病院　外科、4札幌医科大学　病理部
○我妻　康平1、小野寺　馨1、明石　浩史2、孫　誠一3、赤保内　正和1、
石黒　一也1、東出　侑子1、平山　大輔1、福田　昂一郎1、一色　裕之1、
村上　佳世1、山本　英一郎1、能正　勝彦1、水越　常徳2、山下　健太郎1、
有村　佳昭1、長谷川　匡4、篠村　恭久1

【症例】症例は60歳，男性．既往歴は57歳時に急性虫垂炎（保存的治療）．2013年4月より腹部膨
満，食欲不振，体重減少（1ヵ月で8kg減）が出現．2013年5月に前医を受診したところCT検査にて
大量腹水と腹膜の肥厚を指摘され，癌性腹膜炎が疑われた．上・下部消化管内視鏡検査，FDG-
PET検査が施行されるも原発巣は特定できず，腹水細胞診はclass IIIであった．2013年6月に腹腔
鏡検査が施行され，腹膜に白色調の播種結節を多数認めたが原発巣となりえる病変は認めず，播
種結節からの生検組織にて粘液癌と診断された．2013年7月，さらなる精査加療目的に当科紹介と
なったが，前医精査期間中にさらなる体重減少（3ヵ月で22kg減），Performance Statusの低下（1 
→ 2）を認め，CT検査では腹膜の肥厚が悪化しomental cakeの像を呈していた．前医にて十分な
画像検索が行われており組織学的にも粘液癌が確認されていること，病状進行に伴い全身状態の
悪化がみられており治療開始が急がれる状況と判断し，さらなる検査は行わずに原発不明癌・予
後不良グループとしてcarboplatin＋paclitaxel療法（carboplatin：AUC=5，paclitaxel：175mg/
m2，各3週毎投与）による全身化学療法を開始した．治療開始するとともに腹膜生検組織を免疫
染色も含めて再検討したところ，虫垂原発の粘液嚢胞腺癌と考えられた．carboplatin＋paclitaxel
療法1コース後には腹部膨満・食欲・PSの改善がみられたため，同療法が有効と判断し治療継続
の方針とした．有害事象として好中球数減少，末梢性感覚ニューロパチーなどがみられているが支
持療法や減量・休薬にて対応可能であり，4コース後（2013年10月）のCT検査では腹水がほぼ消
失，腹膜の肥厚も改善している．【考察】虫垂癌はまれな疾患であり，遠隔転移例に対する全身化
学療法としては大腸癌に準じた治療が一般的に行われているが，現在のところ標準治療は定まって
いない．稀少疾患においては症例の蓄積が今後の治療方針の確立に重要と考え，carboplatin＋
paclitaxel療法が有効であった虫垂原発粘液嚢胞腺癌・癌性腹膜炎の1例を報告する．

042（消）
脳症状で発症した大腸癌孤立性脳転移の一例
1市立小樽病院　消化器内科、2市立小樽病院　検査科病理
○伊志嶺　優1、後藤　啓1、内藤　崇史1、矢花　崇1、安達　雄哉1、
近藤　吉宏1、平田　翔1、笠井　潔2

【症例】75歳、女性。【主訴】下肢のつまずき。【現病歴】平成25年5月下旬よりつ
まずきが出現。6月○日（第1病日）、近医脳外科受診。左不全麻痺、KPS 90%。
右前頭葉に13mmの腫瘤性病変を認めた。全身CTでは上行結腸の壁肥厚のみ指
摘。第2病日に開頭腫瘍摘出術を施行。中分化管状腺癌、CK7（-）、CK20（+）、
CDX2（+）、転移性脳腫瘍、原発は大腸癌が疑われた。第6病日に精査加療目的
に当院初診となる。大腸内視鏡では上行結腸に全周性の2型腫瘤を認めた（高分
化管状腺癌）。他部位に転移は認められず、第20病日に腹腔鏡下右半結腸切除
術を施行。高分化管状腺癌、T3、ly2、v3、N0（0/23）、KRAS変異あり。第
42病日のFDG-PET/CTでは左甲状腺後面に8mm大の集積のみを認めた。第58
病日の頭部MRIにて腫瘍摘出部位に10mm大の再発が疑われた。また左上腕に腫
瘤を自覚、生検では腺癌であった。脳転移局所制御について、セカンドオピーニオ
ンをふまえ、第98病日に再び開頭腫瘍摘出術を施行。第121病日より全脳照射（35 
Gy）、また左上腕皮膚転移の疼痛緩和目的に第128病日より照射（30 Gy）を開始し
た。照射終了後には左頸部リンパ節、両側副腎、両側腎、傍大動脈リンパ節に転
移を認め、KPS 30%であった。その後はBSCが行われた。【考察】転移性脳腫瘍
は一般には晩期合併症であり、肺・肝などの他臓器転移併存例がほとんどであり、
本症例はまれと考えられる。転移性脳腫瘍の治療は、その特殊性から、脳局所と
頭蓋外病変に分けて考えられている。脳局所制御は手術、定位放射線照射、全
脳照射の組み合わせ、また頭蓋外病変の治療は全身化学療法が中心となる。転移
性大腸癌の予後は化学療法の進歩、また肝・肺転移合併切除により大きく改善して
いる。大腸癌脳転移においても化学療法による予後の改善が示唆されている。しか
しこれは頭蓋外病変の制御に関連するものと思われる。本症例では早期の脳転移
再発により治療は困難であった。大腸癌脳転移の治療を考える上で興味ある一例と
思われた。

044（消）
切除不能進行再発大腸癌に対しレゴラフェニブを導入した5例
についての報告
1釧路労災病院　消化器内科・腫瘍内科、2釧路労災病院　外科
○澤田　憲太郎1、曽我部　進1、石川　麻倫1、立野　貴大1、八木澤　充貴1、
村中　徹人1、高坂　琢磨1、梅村　真知子1、加藤　励1、高橋　一宏1、
太宰　昌佳1、小田　寿1、宮城島　拓人1、島田　慎吾2

〈背景〉分子標的薬であるレゴラフェニブ（スチバーガ）はVEGFを中心とした腫瘍形
成や腫瘍微小環境にかかわるキナーゼを阻害する経口マルチキナーゼ阻害薬であ
り、本邦では2013年5月に保険収載され、既存の標準治療が無効となった症例に
おけるサルベージラインの治療として使用が可能となっている。レゴラフェニブには手
足症候群、高血圧などの特徴的な有害事象が多く出現するとされており、適切なマ
ネージメントが必要である。今回、当院で2013年5月のレゴラフェニブ保険収載後から
2013年11月末時点でレゴラフェニブを開始した5例について、有害事象と有効性に
ついて検討を行ったので報告する。〈患者背景〉切除不能進行再発大腸癌患者5
名に対してレゴラフェニブの投与が行われた。転移/再発：2/3。直腸/結腸：1/4。
KRAS 変異なし/変異あり：1/4。転移臓器数2個/3個：2/3。高血圧併存例：2
例。投与時PSは全例0であった。〈結果〉全例160mg/dayの標準投与量で投与が
開始された。抗腫瘍効果としては、3例でIR/SD、1例でPD、1例がNEであった。
無増悪生存期間中央値は2.79ヶ月、生存期間中央値は4.14ヶ月であった。有害事
象としては、手足症候群grade3が1例、高血圧grade3が1例で認められた。高血
圧併存の2例についてはレゴラフェニブ投与による悪化は認められなかった。〈結論〉
当院におけるレゴラフェニブ投与症例についての検討を行った。少数例ではあるが、
臨床試験の結果にほぼ準じた有効性を認め、毒性も管理可能であり、全例、大き
な問題なく導入・投与可能であった。
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045（内）
下咽頭に発生したlymphoepithelial polyp（仮称）の一例
1北海道大学大学院　消化器内科学、2北海道大学病院　光学医療診療部、
3中川胃腸科、4北海道大学大学院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科
○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、
松本　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、本間　明宏4

症例は70歳代の男性．健診目的に前医にて施行した上部消化管内視鏡検査
（EGD）で，下咽頭に隆起性病変を指摘され，当院耳鼻咽喉科を受診．耳鼻咽喉
ビデオスコープにて左梨状陥凹と右梨状陥凹にも腫瘤を指摘された．精査のため，
当科にもコンサルトがあり，外来にて施行されたEGDでは，左梨状陥凹の被裂側に
5mmほどの隆起を認めた．隆起は表面平滑でやや黄色調のY-IIIポリープとして認識
された． NBI拡大観察では，IPCL無血管野の所々に樹枝状の血管を認め，粘膜
下腫瘍様の形態を呈していた．また右梨状陥凹の被裂側にも同様の病変を認めた．　
左下咽頭の病変に対し，EGD下に生検を行い，病理組織検査結果は，異型のな
い重層扁平上皮内に高度の炎症細胞浸潤が認められ，間質には異型のない小型リ
ンパ球主体に見られ，でリンパ濾胞の形成も認められた．一部形質細胞や好中球に
よる高度炎症細胞浸潤を伴い，血管内皮細胞の腫大した毛細血管の増生も伴う肉
芽組織の形成を認め，lymphoepithelial polyp（仮称）と診断された．当科での半
年後のフォローアップEGDでは病変は著変なく経過している．　今回我々が経験した
lymphoepithelial polyp（仮称）は，形態的に0-I型下咽頭癌や咽喉頭嚢胞などの
疾患と鑑別が必要であり，診断が困難な症例に関しては，時に耳鼻咽喉科と連携し
て内視鏡医がその診断に携わる場合もある．今回，EGDにて診断が確定し得た一例
を経験したので，若干の文献的考察も含めて報告する．

047（消）
好酸球性食道炎の1例
1札幌厚生病院　第1消化器科
○寺門　洋平1、柳原　志津妃1、賀集　剛賢1、道上　篤1、鈴木　肇1、
乙黒　雄平1、西岡　均1、渡邊　義行1、萩原　武1、前田　聡1、小澤　広1、
黒河　聖1、今村　哲理1

症例は40代女性，つかえ感にて当科受診となる．上部消化管内視鏡検査では，食
道粘膜の白斑，縦走する溝状陥凹，気管様狭窄を認めた．内視鏡所見より好酸球
性食道炎を疑い，食道粘膜の病理組織検査および末梢血の白血球分画を施行し
た．食道粘膜の病理組織検査では食道上皮内に20個/HPF以上の好酸球浸潤を
認め，末梢血中に好酸球増多を認めたため，好酸球性食道炎と考えられた．治療は
ステロイドの投与も考慮されたが，ラベプラゾール10mgにて行った．治療2ヶ月後には
自覚症状は消失し，上部消化管内視鏡検査では食道粘膜の白斑，縦走する溝状陥
凹も改善傾向にあった．食道粘膜の病理組織検査でも好酸球浸潤は改善傾向で，
末梢血でも好酸球も減少傾向にあり，そのままラベプラゾール　10mgの内服を継続し
ている．好酸球性食道炎は好酸球浸潤により慢性症炎を来す原因不明の疾患であ
り，近年欧米にて報告例が増加傾向であるが本邦では比較的まれな疾患であり，若
干の文献的考察を加えて報告をする．

046（内）
食道lymphoid hyperplasiaの1例
1恵佑会第2病院　消化器内科
○菅原　伸明1、安孫子　怜史1、三橋　慧1、大橋　広和1、岡原　聡1、
工平　美和子1、小平　純一1、松本　岳士1、小池　容史1、高橋　宏明1

食道lymphoid hyperplasiaは稀な疾患で、今回、粘膜下腫瘍様の形態を呈し、内
視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）にて切除しえた症例を経験したので報告する。
症例は76才、男性。平成25年8月スクリーニング目的に前医で上部内視鏡検査

（EGD）を施行、胸部上部食道に粘膜下腫瘍を認め当科紹介入院となる。EGD
では門歯25cmの前壁に2.5cmの白色調、表面に軽度の凹凸不整のある隆起性病
変を認めた。EUSでは均一な低エコー腫瘤、食道Ba造影では立ち上がりが比較的
なだらかな腫瘤を認め、CTでは食道壁の肥厚を認めた。食道粘膜下腫瘍と診断
し、8月27日ESDを施行した。病理組織所見は、上皮下に広範なリンパ組織の増
生が認められ、胚中心を伴った大小の濾胞が観察され、リンパ球には明らかな異型
は認めず、各種免疫組織染色の結果からも悪性リンパ腫を疑う所見は認められず、
lymphoid hyperplasiaと診断された。
lymphoid hyperplasiaは十二指腸球部や回腸末端にはよく見られ、また直腸に
おいても粘膜腫瘍様の形態を呈するものを認めることはあるが、食道のlymphoid 
hyperplasiaの報告は稀で、今回内視鏡治療をし得た一例を経験したので、若干の
文献的考察を含めて報告する。

048（消）
胸椎浸潤をきたし食道原発と考えられたGISTの1例
1札幌しらかば台病院　消化器科、2札幌しらかば台病院　病理、
3札幌医科大学　消化器・免疫・リウマチ内科学講座
○見田　裕章1、足立　靖1、菊地　剛史1、秋野　公臣1、高橋　秀明1、
安達　靖代1、中村　正弘1、吉田　幸成1、加藤　康夫1、石井　良文2、
小野寺　馨3、山下　健太郎3、有村　佳昭3、篠村　恭久3、遠藤　高夫1

【症例】50歳代男性。【主訴】背部痛。【既往歴】高血圧。【現病歴】 8か月前から
背部痛の自覚があった。7か月前に近医を受診したところ胸部X線で脊椎の異常を指
摘され精査を勧められた。6か月前には背部痛が増悪し、下肢のしびれも出現し歩
行障害を認めるようになった。その後近医整形外科を受診し、縦隔腫瘍の胸椎浸
潤による脊椎圧迫症候群、脊髄麻痺と診断された。脊髄圧迫軽減のため前医整
形外科に紹介となり、椎弓切除ならびに後方固定術が施行された。縦隔腫瘍に対
して超音波気管支鏡ガイド下針生検（EBUS－TBNA）が施行された。病理組織学
的所見では上皮様、紡錘形の腫瘍細胞が敷石状、胞巣状に増殖しているのを認
めた。免疫染色ではvimentin陽性、 KIT陽性、αSMA陰性、S-100陰性であった
ことからgastrointestinal stromal tumor（GIST）と診断され、CT画像所見などか
ら食道が原発であると考えられた。胸椎浸潤による疼痛緩和を目的として原発巣に
対して放射線治療が施行された。また分子標的治療薬（sunitinib）による治療が開
始された。しかし多発肺転移巣に加え、多量の胸水貯留を認め、背部皮下にも腫
瘍浸潤によると思われる膨隆の形成を認めた。【考察】GIST は食道に原発するこ
とは比較的まれであり、また骨への転移に関する報告も少ない。GISTの病態を考
える上で興味深い症例と考えられたため、文献的考察を加えて報告する。
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049（消）
大腸癌を合併したバレット腺癌の一例
1札幌しらかば台病院、2札幌しらかば台病院　病理科、
3恵佑会第2病院　消化器科、4恵佑会札幌病院　外科
○秋野　公臣1、菊池　剛史1、高橋　秀明1、見田　裕章1、安達　靖代1、
中村　正弘1、足立　靖1、吉田　幸成1、石井　良文2、高橋　宏明3、
吉川　智宏4、木ノ下　義宏4、細川　正夫4、遠藤　高夫1

近年、バレット食道と大腸癌の関連性を示唆する論文が二報報告され疫学的に注目
されている。今回我々は横行結腸癌を合併したバレット腺癌の一例を経験したので
報告する。
患者は70才台男性。めまいを主訴に来院。スクリーニング目的の血液検査にてCEA
の軽度上昇をみとめ、便潜血反応陽性のため下部内視鏡検査施行。横行結腸
に約30mm大の1型腫瘍を認めた。術前精査目的で施行した上部内視鏡検査では
門歯から27cmを始点に食道胃移行部まで隆起を主体とした平担・陥凹性病変を全
周性に認めLSBEを背景としたバレット腺癌と考えられた。食道癌は内視鏡、NBI、
EUS、CTにてLt T1b N2 M0 Stage II、横行結腸癌は内視鏡、注腸バリウム、
CTにてT2 N0 M0 Stage Iと診断。食道癌に対しては食道根治術（食道亜全摘・
噴門側胃切除、3領域郭清、頸部胃管吻合、胸壁前再建）を施行。Lt pT1b pN2 
pStage IIと診断された。大腸癌に対しては横行結腸切除術を施行。1型 pT2 pN0 
StageIと診断された。
今回、貴重な症例を経験したため文献的考察を含め報告する。

051（消）
当科における頭頸部癌患者の食道癌重複例の臨床的検討
1札幌医科大学　腫瘍・血液内科
○岡川　泰1、佐藤　康史1、石川　和真1、橋本　亜香利1、大須賀　崇裕1、
平川　昌宏1、大沼　啓之1、林　毅1、佐藤　勉1、宮西　浩嗣1、
瀧本　理修1、小船　雅義1、加藤　淳二1

［背景・目的］食道癌、頭頸部癌が、共通の癌誘発因子の長期的な暴露によって同
時性、異時性に多発重複することはfield cancerizationという概念として知られてい
る。近年、頭頸部癌での重複癌スクリーング検査が浸透し、NBIや拡大内視鏡の導
入によりその検出率が増加しつつある。そこで、今回、当科で経験した頭頸部癌患者
における食道癌合併例を後方視的に解析し、その頻度や臨床的特徴を明らかにする
ことを目的とした。［方法］当科では基本的に食道癌の高リスク症例に対しての内視鏡
観察は、通常光に加えて、NBI、ヨード染色法を併用し施行している。対象は2010年
1月から2013年10月までに当院耳鼻咽喉科からスクリーニング目的で当科に紹介となっ
た頭頸部癌患者140例とし、食道癌合併群、非合併群に分け解析した。［結果］頭
頸部癌の部位としては喉頭癌39例、上咽頭癌3例、中咽頭癌35例、下咽頭癌40例　
口腔癌15例、その他8例であった。食道癌を合併したものは140例中21例（15%）であ
り、発症時期は同時性19例、異時性2例であった。性別は合併群で男性17例、女
性4例、非合併群で101例、18例と男性が多かった。平均年齢は合併群65歳、非
合併群66.5歳であった。食道癌合併群の頭頸部癌原発部位は、下咽頭癌、中咽
頭癌、口腔癌の順であり、それぞれ15例（71.4%）、4例（19.4%）、2例（9.6%）であっ
た。食道癌合併群および非合併群でのBrinkman指数は772：668（p=0.50）、Sake 
indexは82.3：65.8（p=0.51）であった。また多発ヨード不染帯（まだら食道）は合併群
47.4%、非合併群28.2%（p=0.17）に認めた。頭頸部癌の部位別にみると、下咽頭
癌の37.5%に食道癌が合併しており、その他部位に比較し、有意に食道癌合併の頻
度が多かった。食道癌のStageはI期11例、II期4例、III期3例、IV期3例と比較的
早期のものが多く、うち7例は内視鏡的根治が得られた。［結語］頭頸部癌患者では、
15%に食道癌を合併しており、早期癌例も多かった。特に下咽頭癌の症例について
は食道癌合併の頻度が高く、より詳細な観察が必要と考えられた。

050（消）
大部分が扁平上皮下に存在したBarrett食道SM癌の1例
1北海道大学病院　消化器内科、2北海道大学病院　光学医療診療部、
3中川胃腸科
○高橋　正和1、清水　勇一1、吉田　武史1、大野　正芳1、津田　桃子1、
松本　美櫻1、大森　沙織1、森　康明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

症例は50歳代男性．2012年3月に下痢および嘔吐を主訴に近医を受診した．同院
にて施行された上部消化管内視鏡検査（以下EGD）で食道に異常を指摘されたた
め，精査加療目的に当科紹介となった．当科で施行したEGDでは，EGJにSSBE

（C1M3）を認めており，SCJ付近に15mm大の扁平隆起性病変を認め，その大部
分は扁平上皮に覆われていた．病変の肛門側でわずかに腺癌の所見が確認された．
EUSでは第3層の軽度菲薄化を認めており，深達度はSM1程度と考えられた．以上
の結果から，食道腺癌 cT1b,N0,M0 cStage Iの診断ではあったが，ご本人の希望も
あり診断的ESDを施行する方針となった．ESDは出血が多くやや難渋するも，切除
時間77分で一括切除，内視鏡的完全切除となった．病理組織学的所見では，粘膜下
層に浸潤する異型腺管を認め，Adenocarcinomaの所見であり，腫瘍の大部分が正
常重層扁平上皮に覆われていた．腫瘍の背景には，粘膜筋板の二重走行，粘膜下
層の食道固有腺の存在が認められ，Adenocarcinoma in the Barrett esophagus, 
pT1b（SM2）, pHM0, pVM0, INFa, Ly0（D2-40）, v0（E-Ma）pStage I. の診
断であった．深達度SM2であったため，追加外科切除を勧めたが，本人が手術を拒
否されたため，EGD/EUSおよびCT検査にて厳重にfollowしているが，2013年12月
現在の時点で再発を疑う所見は認めていない． 今回我々は，大部分が扁平上皮下
に存在したBarrett食道SM癌の1例を経験したので報告する．

052（消）
内視鏡的切除を施行した早期食道胃接合部腺癌69症例の検討
1市立函館病院　消化器病センター　消化器内科、2恵佑会第2病院　消化器内科、
3恵佑会札幌病院　消化器内科、4恵佑会札幌病院　病理部、
5市立函館病院　病理部、6恵佑会札幌病院　消化器外科
○山本　桂子1,2、高橋　宏明2、岡原　聡2、大橋　広和2、小平　純一2、
松本　岳士2、吉井　新二3、穂刈　格3、塚越　洋元3、武内　利直4、
山梨　香菜1、木下　賢治1、大和　弘明1、小川　浩司1、畑中　一映1、
山本　義也1、成瀬　宏仁1、工藤　和洋5、下山　則彦5、細川　正夫6

【目的】本邦における接合部腺癌の特徴を明らかにするため、内視鏡的切除を施行した早期病変を対象
とし臨床病理学的検討を行った。【対象】2005年1月から2013年11月まで恵佑会病院にて内視鏡的切
除を行った食道胃接合部腺癌66症例67病変、市立函館病院にて行った2症例2病変、合計68症例69
病変を対象とした。【結果】男性59例女性9例、組織型は分化型58例、分化未分化混合型11例、純
粋未分化型は見られなかった。分化未分化混合型は11例中10例がsm浸潤癌であった。1.発生部位別
の検討：E領域15例、EG領域12例、GE領域11例、G領域31例であった。G領域の症例は、他領
域発生例と比較し、年齢が高く、背景粘膜は、慢性炎症、好中球浸潤が強く、内視鏡的萎縮も顕著
でBarrett粘膜を伴う症例は少数であった。免疫組織化学的には、G領域の病変は胃腸混合型腺管
の発現が少ない傾向があった。残胃からの発生6例中5例がG領域に発生、異時性異所性多発症例10
例中9例がG領域の病変であった。そのほとんどが、接合部癌発生以前の胃L領域の分化型癌であっ
た。2.Barrett腺癌対非Barrett接合部腺癌：E、EG、GE領域の36病変中30病変が周囲にBarrett
粘膜を伴っていた。内訳はLSBE4例、SSBE26例であり、そのうち、Barrett粘膜が病変と直接接し
ていない2例を除いた28例をBarrett腺癌とした。Barrett腺癌28例、非Barrett接合部腺癌41例の比
較では、肉眼形態では平坦型はBarrett腺癌のみにみられ、Sm浸潤癌は、非Barrett腺癌では陥凹
型が多いのに対し、Barrett腺癌ではSSBEを背景としてSCJに接して隆起性に発育する形態が多かっ
た。LSBE症例や、SSBEでも広くBarrett粘膜が延びる症例では癌の分化度が高い病変が多く、範
囲診断が困難な症例が見られた。【結論】1.G領域の病変の背景粘膜、異所性異時性多発などの特
徴より、H.pylori感染に起因する胃癌の背景と類似している。解剖学的位置に基づいた現行の定義で
は、特にG領域で異なった背景を持つ癌がまとめられている可能性があると考えられた。2.Barrett腺癌
と非Barrett接合部腺癌では、病理組織や発育形態が異なる可能性が考えられた。
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053（内）
食道癌に対する食道ステント留置の治療効果と合併症
1恵佑会第2病院　消化器内科
○岡原　聡1、高橋　宏明1、三橋　慧1、安孫子　怜史1、大橋　広和1、
工平　美和子1、菅原　伸明1、小平　純一1、松本　岳士1、小池　容史1

【背景】食道癌患者の生活の質を落とす症状の一つとして、食道狭窄による食餌摂
取障害や、食道と周囲臓器との瘻孔形成による絶飲食があげられる。食道ステント
留置は、その症状を緩和する簡便で有効な手段であるが、考慮すべき合併症もある
ため注意深く処置を行う必要がある。【目的】当院における食道ステント留置の治療効
果および合併症を明らかにする。【対象】2012年4月から2013年11月までの約1年
8ケ月間に、食道ステントを留置した食道癌患者35症例（狭窄35例、うち瘻孔合併4
例）。男性29人、女性6人、年齢中央値71歳（36 ～ 96歳）。【方法】食道ステント
留置の適応は、食道癌治療として手術もしくは放射線照射の予定のない、狭窄症
状や瘻孔のある患者としている。ステントはPIOLAXのFlexella-J（カバードメタリック
ステント、短径18mm）を使用した。食道胃接合部にステントがかかる場合には逆流防
止付を使用した。治療効果は、点滴不要な食事摂取が可能となったものを症状改
善ありと評価した。ステント留置直後と翌日のステント短径を測定し、狭窄改善度（短
径の差÷直後短径×100）を算出した。またステント留置にまつわる合併症を確認した。

【結果】食道ステント留置後、症状改善ありとなったのは、35症例中26例であった。
ステント留置直後の短径は平均8mmであったが、留置翌日には平均11.7mmに拡張
し、狭窄改善度は平均46.3%であった。合併症として、食残による閉塞4例、逸脱・
脱落4例、腫瘍による再狭窄3例、逆流による誤嚥性肺炎1例、出血1例を認めた。
穿孔や留置に伴う腫瘍の周囲臓器への圧排症状（特に気管支狭窄・閉塞症状）は
認めなかった。【結語】食道癌患者における食道狭窄に対して、食道ステント留置は
有用であり、若干の文献的考察を含め報告する。

055（消）
食道胃接合部癌のリンパ節転移の検討
1恵佑会札幌病院　外科
○吉川　智宏1、坂下　啓太1、三橋　洋介1、那須　裕也1、澄川　宗祐1、
芦立　嘉智1、木ノ下　義宏1、久須美　貴哉1、西田　靖仙1、細川　正夫1

〈目的〉食道胃接合部癌におけるリンパ節転移の検討。〈対象〉2001年1月から2012
年12月までに，当院で手術をした食道胃接合部癌のうち、術前治療例・多発癌症
例を除く症例を対象とした。〈方法〉リンパ節転移部位を頸部リンパ節、上縦隔リンパ
節、中縦隔リンパ節、下縦隔リンパ節、腹部リンパ節で分け、病理結果（腺癌VS
扁平上皮癌）・バリウムでの腫瘍局在（胸腔内 vs 腹腔内）・切除標本での占拠部位

（E・EG・E=G vs GE,G）・食道浸潤距離・胃浸潤距離でのリンパ節転移部位へ
の影響を調べる。〈結果〉男/女199例/46例。年齢63±10.4歳。3領域郭清/2領
域郭清/1領域郭清/その他　62例/143例/38例/2例。最大腫瘍経は腺癌で51.8
±24.6cm、扁平上皮癌で51.9±23.6cm。頸部リンパ節転移は6例（2.4％）、上縦
隔リンパ節転移は17例（6.9％）、中縦隔リンパ節転移は29例（11.8％）、下縦隔リン
パ節転移は55例（22.4％）、腹部リンパ節転移は155例（63.3％）であった。病理結
果別ではリンパ節転移部位への差は認め無かった。バリウムでは胸腔内中心の症例
で頸部・上下縦隔内のリンパ節転移陽性例が高い傾向を認めた。切除標本での占
拠部位では頸部・上縦隔リンパ節転移をE.EG.E=Gの方が高い傾向を認めた。中
下縦隔・腹部リンパ節転移を認める症例は食道浸潤距離、胃浸潤距離がともに長
い傾向を認めた。〈結語〉食道胃接合部癌では縦隔内リンパ節転移は高頻度見認
められ、病理結果には拠らず、腫瘍の占拠部位が胸腔内に存在するものは縦隔内
リンパ節転移率が高い傾向を認めた。

054（消）
瘻孔形成食道癌症例の検討
1国立病院機構　北海道がんセンター　消化器内科
○佐藤　康裕1、久保　智洋1、中村　とき子1、佐川　保1、藤川　幸司1、
高橋　康雄1

【背景】食道癌では5-15%に瘻孔を合併すると報告されており、気管瘻、気管支瘻、
縦隔瘻の3形態がある。瘻孔を合併した食道癌に対する放射線療法（RT）は瘻孔
拡大を助長するため禁忌と考えられていたが、RTによる予後の改善や瘻孔閉鎖効
果なども報告され、現在では積極的に行うべきとする意見もある。実臨床においては
無症状から急速に致死的となる症例まで幅があり、明確な指針を確立することは難
しいと考えられる。【目的】瘻孔を合併した食道癌に対する治療、転帰を解析し、瘻
孔形成後の治療として（化学）放射線療法が可能な条件を検討する。【対象と方法】
2002年から2013年までに当院で診療した食道癌437例のうち、放射線治療前・中
に瘻孔を形成した食道癌14例を対象とする。放射線治療終了後の瘻孔形成はより
高率であるが今回の検討には含めない。【結果】患者背景は年齢中央値72歳、男/
女：12/2例、壁深達度T3/4：6/8例、臨床病期III/IVA/IVB：5/4/5例であった。
治療はCRT/RT単独/stent＋BSC：10/3/1例、瘻孔形成時期はRT前/中：6/8
例、形態は気管支瘻/縦隔瘻：8/6例であった。14例全体のRT完遂率は61.5%、
瘻孔閉鎖率は57.1%、生存期間中央値（MST）9.3 Mであった。MSTは病期別
でIII/IVA/IVB:11.7/6.1/16.6 M、治療後の瘻孔閉鎖症例ではMST 11.7 Mに
対し、開存症例は（ステントで閉鎖した症例も含め）3.0 Mであった。RT中の治療関
連死が2例あり、瘻孔診断が遅れ感染症状が持続したまま照射を継続していた。瘻
孔形態については気管支瘻が閉鎖率44.4%、MST 7.8 Mに対し、縦隔瘻は閉鎖
率80.0%、MST 22.9 Mと良好であった。また、食道造影で造影剤漏出が明らかで
ない症例は閉鎖率100%、MST 16.6 Mと比較的良好であったのに対し、漏出のあ
る症例は閉鎖率16.7%、MST 3.0 Mときわめて治療成績が不良であった。【結語】
瘻孔形成食道癌の予後は病期よりも瘻孔の状態に依存すると考えられる。（化学）
放射線療法（継続）適応の条件として、感染の沈静化や顕性漏出がないことが考え
られる。また瘻孔形態は縦隔瘻が気管支瘻より治療成績が良い傾向にあった。

056（内）
当院における胃vascular ectasiaに対する内視鏡治療
1札幌厚生病院　消化器内科
○木村　睦海1、佐藤　隆啓1、山口　将功1、北川　翔1、寺門　洋平1、
黒河　聖1、豊田　成司1

胃vascular ectasia（血管拡張症）は円形の発赤病変としてみられる。特発性であ
る場合と、慢性腎不全や肝硬変などを背景にする場合とがある。出血もみられ消化
管出血の1 ～ 5%を占めるといわれている。当院では2009年4月以降、内視鏡検査
にて450例の胃vascular ectasiaが診断され、29例に対して内視鏡治療を施行した。
29例の男女比は21:8、年齢中央値は69歳（38 ～ 97）、背景に肝硬変を伴うものが
21例みられた。胃vascular ectasiaからの明らかな出血を認めたものが17例、出血は
確認できなかったものの、吐下血・貧血のepisodeがあり出血源として強く疑われたも
のが4例、予防的に治療が行われたものが8例であった。治療法は、EBL（内視鏡
的結紮術）単独17例、EBLとAPC併用4例、APC単独2例、クリップ単独4例、ク
リップとAPC併用2例であった。以下、症例を提示する。【症例1】55歳男性、アル
コール＋B型肝硬変。黒色便と肝性脳症にて入院。上部消化管内視鏡検査にて、
噴出性出血を伴う胃vascular ectasiaを胃体下部に認め、EBLにて止血に成功し
た。胃体上部にも胃vascular ectasiaが散在していたためEBLを追加した。その後、
出血再発は認めていない。【症例2】75歳女性、非B非C肝硬変、虚血性心疾患
を合併。抗血小板薬（休薬不能）を内服。Hb値が10.2g/dlから6.3g/dlまで低下す
る高度の貧血と黒色便にて入院。内視鏡検査にて胃内に大量の血液貯留と、湧出
性出血を伴う胃vascular ectasiaを胃角部前壁に認めた。EBLを試みたが胃粘膜を
十分に吸引できず、APCに切り替えて止血に成功した。1カ月後、治療部位は潰瘍
化し出血はみられていない。【症例3】77歳男性、B型肝硬変。鉄欠乏性貧血にて
入院。内視鏡検査にて胃体上部前後壁にoozingを伴った胃vascular ectasiaを認め
た。後壁病変にAPCを施行し止血が得られた。一方で前壁病変はAPCを施行した
が止血が得られず、EBLを追加施行し止血が得られた。治療1年後、EBLを施行
していた前壁には再発は認めなかったが、APCのみであった後壁病変は残存・再発
していたためEBLを施行した。若干の文献的考察を加えて報告する。
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057（内）
内視鏡的治療抵抗性で外科的治療を要した胃前庭部毛細血
管拡張症の一例
1市立稚内病院　内科、2市立稚内病院　外科
○中積　宏之1、長島　一哲1、出水　孝章1、佐野　逸紀1、羽田　政平1、
許　理威2、國枝　保幸1

症例は60歳代女性。慢性腎臓病にて通院加療中。2007年に横行結腸癌に対する
根治手術の既往があり、術後2011年8月まで5’-DFURによる術後補助化学療法が
行われていたが、Hb 3.7g/dLと高度貧血を認めたため中止となった。しかしその後
もHb 4-5g/dLの小球性低色素性貧血を繰り返し、月1回程度の赤血球輸血を要し
た。骨髄検査では貧血の原因となる所見を認めず、腎性貧血を疑ったがエリスロポ
エチン製剤投与でも改善を認めなかった。消化管内視鏡検査で胃前庭部毛細血管
拡張症（GAVE）を認めたため出血源と診断し、2012年8月～ 12月の間に計6回の
アルゴンプラズマ凝固法（APC）による止血術を施行した。しかし貧血の改善を認め
なかったため、2013年1月に当院外科にて幽門側胃切除術を施行した。以後、貧
血は改善し、2013年11月現在でも貧血の再燃を認めていない。
GAVEに対しては内視鏡的止血術が第一選択となっているが、長期効果は十分で
なく再発が多いこと、難治例に対する標準的治療が確立されていないことが問題と
なっている。今回、難治性のGAVEに対して外科的治療が有効と考えられた一例
を経験したため、若干の文献的考察を加え報告する。

059（消）
成人の肥厚性幽門狭窄症の一例
1恵佑会札幌病院　外科、2北海道大学消化器外科Ⅱ、
3恵佑会札幌病院　病理診断科
○芦立　嘉智1、西田　靖仙1、武内　利直3、米森　敦也2、三橋　洋介1、
坂下　啓太1、那須　裕也1,2、澄川　宗祐1、吉川　智宏1、木之下　義宏1、
久須美　貴哉1、細川　正夫1

症例は49歳男性。繰り返す嘔吐を主訴に受診した。上部消化管内視鏡では噴門
下から幽門部に不整形の潰瘍性病変を認め、幽門部で強い狭窄を認めた。狭窄
部位を生検したが悪性所見を認めなかった。腹部造影CTでも胃壁に腫瘍を思わせ
る壁肥厚なく、所属リンパ節の腫大も認めなかった。血液検査でも腫瘍マーカー含
め、特記事項を認めなかった。悪性疾患の可能性も否定できないこと、通過障害が
強いことから、手術適応となった。手術は胃全摘術を施行した。術中、狭窄部から
胃壁全層を切除し、迅速病理に提出し、悪性所見のないことを確認した。術後経
過は良好で、19病日に退院となった。病理組織学的検査では、狭窄の強い部位で
は、固有筋層、特に内輪筋層を中心とした高度な肥厚が目立ち、腫瘍性異型を認
めず、免疫染色でも癌を示唆する所見を認めなかった。以上から成人の肥厚性幽
門狭窄症と診断した。成人の肥厚性幽門狭窄症は乳児に見られるような幽門輪の
肥厚と狭窄が成人にも見られる場合をいうが、その頻度はきわめてまれである。症例
報告も、本邦では数例しか報告されていない。診断は潰瘍や癌などとの鑑別が問題
となるが、稀な疾患であるため、術前診断は困難である。病理組織学的には内輪
筋層の肥大、過形成が特徴的である。今回、非常に稀な成人の肥厚性幽門狭窄
症を経験したので、文献的考察も含めて報告する。

058（内）
食道癌術後胸骨後再建胃管に経皮内視鏡的胃瘻造設術を施
行し経胃瘻的空腸瘻にて経腸栄養が確立された1例
1宮の森記念病院　消化器科、2小笠原クリニック札幌病院　消化器内科、
3旭川医科大学　第二内科、4オホーツク勤医協北見病院　消化器内科、
5勤医協中央病院　消化器内科
○真崎　茂法1、本城　信吾2、山北　圭介3、草間　敬司4、森田　康太郎5、
後藤　哲5、西尾　仁5、高木　秀雄5、古山　準一5、森園　竜太郎5、
水尾　仁志5、内沢　政英5

症例は77歳男性．平成10年に食道癌にて食道亜全摘胸骨後胃管再建術を受けた．
平成16年に脳梗塞を発症し，介助のもと在宅療養されていた．平成25年7月重症肺
炎にて人工呼吸器管理による集中加療を受け，早期経腸栄養のため経鼻経管栄養
がなされていた．急性期加療後も嚥下障害のため経鼻経管栄養が継続され，経鼻
胃管挿入・交換は頸部の吻合部の通過が困難でX線透視下にて行われていた．ま
た，経管栄養後の栄養剤の逆流がたびたび見られ経腸栄養の安定した施行が困難
な状況であった．平成25年8月リハビリ目的に当科入院．経鼻胃管では管理困難にて
経皮内視鏡的胃瘻造設術（以下PEG）を行うこととした．腹部CT上，剣状突起のわ
ずかに尾側でPEGは施行可能と思われた．8月末日PEG目的にEGD施行，幽門輪
近傍の前庭部前壁にPEGが可能と思われたが視野が狭く胃壁固定を行うことは困
難であった．通常当科で行っているintroducer法での造設は困難にて，pull法に切
り替え造設を行った．経鼻経管栄養の際の栄養剤逆流の経過があったため胃瘻から
半固形化栄養を試みたが誤嚥性肺炎が繰り返され胃瘻での栄養確立は困難な状
況であった．9月末日胃瘻から経胃瘻的空腸瘻（以下PEG-J）に入れ替えし，持続経
腸栄養を行いその後は誤嚥性肺炎の再燃なく経腸栄養が確立された．食道癌術後
胸骨後胃管再建後の本症例においてはpull法でのPEG，およびPEG-Jでの経腸
栄養が有用であった．文献的考察を加え報告する．

060（消）
著明な貧血と黒色便を契機に発見された胃GISTの1例
1KKR札幌医療センター　消化器内科、2KKR札幌医療センター　病理科
○横山　文明1、関　英幸1、平田　裕哉1、大原　克人1、石橋　陽子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

症例は82歳男性。数日前からの黒色便とふらつきを主訴に当院に救急搬送となり、
Hb3.6g/dlと著明な貧血を呈していた。上部消化管内視鏡検査で胃体上部大弯に
表面に潰瘍を伴う6cm大のSMTを認めた。EUSで腫瘍の主座は第4層にあり、low、
highエコーが混在する充実性部分と出血・壊死を疑うlowエコー領域が認められた。
CT検査では壁外に発育した16cm大の巨大な腫瘤を認めた。1年半前に肺炎で入
院歴がありレトロスペクティブにCTを見返すと1cm大のSMTが認められ、急速な増大
を呈していた。胃生検検体の病理組織所見で紡錘形細胞が粘液性間質を伴い束
状に増生する像を呈し、免疫染色でCD34（+）、c-kit（+）、desmin（-）、αSMA

（-）、S-100（-）を示していた。GISTと診断し、胃全摘術を施行した。GISTは
胃、小腸、大腸、食道、腸間膜に発生する間葉系腫瘍である。臓器別発生頻度
としては胃が60% ～ 70%と最も多く、15cm以上の巨大腫瘤は比較的稀である。今
回我々は貧血と黒色便を契機に発見され、急速な増大を呈した16cmにおよぶ巨大
なGISTを経験したので若干の文献的考察を加えて報告する。
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061（消）
EUS-FNAによる術前診断が困難であった胃グロムス腫瘍の 
1例
1JA北海道厚生連　帯広厚生病院　消化器科
○松本　隆祐1、川上　武志1、深谷　進司1、吉田　晃1、中島　淳太1、
新　智文1、柳澤　秀之1、菊池　英明1

症例は40代女性。2012年12月検診の胃バリウム造影検査で胃前庭部にSMTを指
摘され、2013年1月前医を受診した。上部消化管内視鏡で胃前庭部大弯に表面
平滑なSMTを認め、造影CTで胃前庭部に造影効果の強い18mm大の腫瘤を認め
た。診断目的に当科紹介になった。EUSで腫瘤は第3層にあり、境界明瞭、輪郭
整、類円形の内部が比較的均一な高エコー腫瘤であった。同部位からEUS-FNAを
施行し組織診でN/C比が高く、クロマチン粗雑で腫大した類円形核と淡好酸性の細
胞質を有する腫瘍細胞が、索状、胞巣状に増殖しており、一部偽ロゼッタ形成を認め
た。免疫染色でsynaptophysin陽性、CD56, chromograninA陰性、MIB-1 index 
＜1%でありNET　G1と診断した。腹腔鏡下胃局所切除術を施行したところ、胃固
有筋層内に18mm大の境界明瞭な結節性腫瘤を認め、組織学的には異型の乏しい
均一な類円形核と淡好酸性から淡明な胞体を有する円形細胞が、豊富な血管を介
在して増殖していた。免疫染色では腫瘍細胞はAE1/AE3陰性、synaptophysin一
部陽性、CD56, chromograninA陰性、c-kit陰性、αSMA陽性、CD34陰性であ
り、CD34の免疫染色では腫瘍組織中の血管の存在を明瞭に確認出来、胃グロム
ス腫瘍と診断した。
グロムス腫瘍は四肢末梢に好発する有痛性の良性腫瘍であるが、まれに胃に生じる
ことがあり、これまで100例程度の報告がある。胃前庭部に多く、以前は術前診断
困難であったが、近年EUS-FNAによる術前診断例も散見されるようになった。胃グ
ロムス腫瘍は基本的に良性腫瘍であるが、肝転移を来した報告例もあるため低侵襲
な腹腔鏡下胃局所切除術を施行した。

063（消）
稀な胃Glomus腫瘍に対しLECSを施行し経口的に回収した 
一例
1小樽掖済会病院　消化器病センター、2小樽掖済会病院　外科
○小松　悠弥1、北岡　慶介1、和賀　永里子1、高梨　訓博1、藤田　朋紀1、
勝木　伸一1、佐々木　一晃2、大野　敬佑2、田山　誠2、及能　大輔2

Glomus腫瘍は，四肢末端や体幹の皮下に存在する最小動脈吻合叢glomus体に由
来する有痛性非上皮性腫瘍であり，消化管に発生することは稀とされているまた，腹
腔鏡内視鏡合同局所切除術（laparoscopy endoscopy cooperative surgery, 以
下LECS）は，失われる消化管の壁面積が小さく，機能温存が可能で低侵襲な手技
として2008年Hikiらによってはじめて報告され，本邦では急速に普及しつつある．今
回，我々は，稀な胃グロームス腫瘍に対しLECSを施行し経口的に回収可能であった
症例を経験したので，当院における本治療法の成績とともに報告する．症例は，45
才男性，2013年2月，心窩部痛を主訴に近医より紹介となった．上部内視鏡検査で
胃体部に粘膜下腫瘍を認めた．超音波内視鏡にて筋層由来の均一な低エコー腫瘤
を認め，GISTが強く疑われた．切除を希望され，LECSを施行した．既報のごとく，
内視鏡医が胃内腔側より病変全周を粘膜切開し，人工的に穿孔させ，腹腔鏡側で
孔を視認した外科医が全層切開を追加，病変を切離させた．回収は，内視鏡側から
ネット鉗子を用い，経口的に回収された．

062（内）
Laparoscopy Endoscopy Cooperative Surgery（LECS）
を施行した胃粘膜下腫瘍の一例
1札幌清田病院　消化器内科、2札幌清田病院　内科、3札幌清田病院　外科
○宮島　治也1、猪股　英俊1、岡本　哲郎1、村松　博士1、長町　康弘2、
山内　尚文2、後藤　義朗2、小山　隆三2、井原　康二2、西里　卓次2、
福島　正之3、矢野　智之3

【はじめに】胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡下切除は安全で簡便な術式として認識さ
れているが、胃内発育型腫瘍においては過剰な胃粘膜切除による術後変型を来
す事がある。また、胃噴門部の病変では噴門側胃切除術の様な術後のquality of 
life（QOL）を損なう可能性の高い術式が選択される事もある。今回我々は胃内発
育型の胃噴門部粘膜下腫瘍に対して単孔式laparoscopy endoscopy cooperative 
surgery（以下LECS）を行ったので、若干の文献的考察を加え報告する。【症例】
35歳男性。【現病歴】H25年6月8日、検診の胃バリウム検査で胃粘膜下腫瘍を指
摘され当科初診。上部消化管内視鏡検査にて胃噴門部後壁に直径約3cmの粘膜
下腫瘍を認めたため、精査加療目的に当科入院となった。【経過】病変からのボーリン
グ生検では粘膜下腫瘍の成分は含まれず、術前の確定診断には至らなかった。超
音波内視鏡検査では病変は粘膜下層から連続する低エコーの腫瘤として認めた。
腹部造影CT検査では造影効果の乏しい胃壁内腫瘍であった。リンパ節や多臓器
への転移を認めなかった。EUS-FNA、FDG-PET検査は同意を得られなかった。
本人、家族に充分なインフォームドコンセントを行った上で、胃噴門部後壁の胃内発
育型粘膜下腫瘍に対して単孔式LECSを行った。手術時間395分、出血量は少量
であった。術後の胃ガストログラフィン造影検査では、食道から胃への流れはスムーズ
で、胃の運動は良好であったため、術後4日目より食事を開始し、退院となった。手
術標本の病理診断はleiomyomaであった。【まとめ】噴門部後壁の胃内発育型粘膜
下腫瘍に対して単孔式LECSを行った。安全に局所切除が可能で、噴門部胃切
除術を回避できたと考える。

064（消）
当院におけるHelicobacter pylori除菌療法の現況
1北海道社会保険病院　消化器センター
○定岡　邦昌1、古家　乾1、馬場　英1、小泉　忠史1、関谷　千尋1

【背景・目的】Helicobacter pylori（以下HP）感染胃炎に対する除菌療法が平成
25年2月より保険治療可能となり、当科においても平成20年から平成24年までの5年
間と比較し平成25年3月以降HP除菌患者が増加している。今回当科でのHP除菌
治療の現況についてレトロスペクティブに検討した。【対象・方法】平成20年1月から
平成25年4月まで当院でHP除菌治療をおこなった939名（男性579名、女性360名、
平均年齢58.8歳）の背景疾患、感染判定法、除菌判定法、除菌成功率について
検討した。また平成25年2月以前と3月以降との除菌者数や背景疾患についても検
討した。【結果】除菌者数は平成25年2月までは月平均17.4名であったが同年3月以
降は35.0名とほぼ倍増していた。全期間における背景疾患では消化性潰瘍が699
名で最も多く、慢性胃炎208名、胃癌内視鏡治療後23名、MALTリンパ腫2名、そ
の他7名であった。また平成25年2月までの869名のうち消化性潰瘍675名（77.7％）、
慢性胃炎163名（18.8％）と消化性潰瘍のほうが多かったが、同年3月以降の70名で
は消化性潰瘍24名（34.3％）、慢性胃炎45名（64.3％）と慢性胃炎のほうが上回って
いた。感染判定法は迅速ウレアーゼ試験（UBT）655名、抗体法269名、鏡検法
14名、便中抗原法1名であった。一次除菌判定がおこなわれたのは687名であったが
そのうち36名が除菌治療終了後4週以内に検査されていた。それらを除いた651名
のうち636名がウレアーゼ呼気試験、9名が便中抗原法、4名が抗体法、2名がUBT
で判定されており、一次除菌の成功率は80.3％であった。また二次除菌の成功率は
87.6％であった。【考察】当科においてHP除菌治療の保険適応拡大以降に患者数
は著増しているが、除菌判定をおこなっていない患者も多く確実に除菌判定をおこな
うよう啓蒙する必要があると同時に医療者に対しても除菌判定時期についての啓蒙
が必要であると考えられた。



─ 60 ─

065（内）
H.pylori陰性早期胃癌の1例
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○田中　一成1、田沼　徳真1、野村　昌史1、栗原　弘義1、浦出　伸治1、
木村　有志1

【はじめに】胃癌の殆どはH.pyloriの感染に伴う慢性胃炎を背景に生じ、H.pylori
陰性胃癌は稀である。今回、萎縮のない胃底腺領域に生じたH.pylori陰性早期
胃癌の1例を経験したので報告する。【症例】60歳代、男性。検診の上部消化管
内視鏡検査で胃体上部大弯に白色調の隆起性病変を認め、生検でGroup3と診
断されたため精査・加療目的に当センター紹介となる。上部消化管内視鏡検査で
は萎縮のない胃体上部大弯に内部に白色調隆起を伴う15mm大の発赤陥凹性病
変を認めた。NBI拡大観察で境界は明瞭であり、病変の肛門側にみられた表面構
造の不整と血管の口径不同、走行不整から癌と判断した。明らかにSM浸潤を示
唆する所見はなく、深達度Mの分化型早期胃癌と診断した。CT、USにて明らか
な遠隔転移を認めずESDを施行した。通常通りの切開剥離操作で偶発症を生じる
ことなく終了した。施行時間は80分であった。切除標本は40×37mm、腫瘍径は
15×10mmで肉眼型は0-IIcであった。病理学的にはwell differentiated tubular 
adenocarcinoma,pT1a,ly0,v0であり、切除断端は陰性であった。粘液形質は杯細
胞にMUC2陽性、CD10管腔側に線状に陽性で腸型の粘液形質が見られる一方、
MUC5ACがびまん性に陽性、一部にMUC6が陽性の腫瘍細胞も見られ、胃腸混合
型の形質を呈していた。【まとめ】H.pylori陰性胃癌を経験した。胃癌は萎縮粘膜を
背景に発生することが多いが、萎縮のない粘膜からも一定の確率で生じるため、内
視鏡検査を行う際には萎縮のない領域も丁寧に観察する必要があると考えられた。

067（消）
突然の後腹膜出血による十二指腸コンパートメント症候群の 
1例
1札幌厚生病院　第2消化器科　
○奥　大樹1、宮川　宏之1、長川　達哉1、平山　敦1、岡村　圭也1、
北川　翔1、松薗　絵美1

症例は59歳女性,17年前に膵嚢胞性病変に対しての膵尾部切除術の既往があ
る.病理診断にて悪性は否定され,病変の再発も認めない.飲酒歴なし.2013年1月突
然上腹部痛を自覚し近医にて施行した腹部CTにて,十二指腸水平脚周囲に最大
径20cmの血腫を認め,当院に紹介された.翌日の採血でHbの低下を認めたため,出
血が持続していると判断し血管造影を施行した.明らかな動脈瘤および出血点は描
出されなかったものの,下膵十二指腸動脈（IPDA）の口径不同を認めたため,CT所
見と合わせて,IPDAを出血の責任血管と判断してコイル塞栓術を施行し,術後は止
血が得られた.出血原因としては結節性多発動脈炎等の疾患を疑わせる所見は無
く,診断基準を満たさないがSegmental arterial mediolysis（SAM）の可能性が疑
われた.術後3日目に上部消化管内視鏡検査を行い,十二指腸粘膜のうっ血による
色調変化を認めたものの,スコープ通過は問題なく食事開始としたが,術後7日目に噴
出性嘔吐が出現し,ガストログラフィンによる上部消化管造影で十二指腸狭窄を認め
た.血腫の経時変化による硬化と,静脈閉塞からのうっ血による浮腫状変化が圧排
狭窄の原因と考えられ,十二指腸コンパートメント症候群と診断した.高カロリー輸液,経
鼻胃管留置にて保存的に加療し,術後30日後に消化管造影にて造影剤の通過を
確認できたため,術後38日目より食事開始とした.以後通過障害を認めず術後49日目
に退院となった.現在外来にて経過観察中であるが,退院後11ヶ月の時点での再発
を認めていない.血腫による十二指腸コンパートメント症候群は保存的加療により,血
腫が吸収され開通が得られることが多いとされている.本症例ではその臨床経過を詳
細に追うことができたので,文献による考察を加えて報告する.

066（消）
Helicobacter pylori 未感染胃癌の3例
1北海道大学　消化器内科、2北海道大学病院　光学医療診療部、
3太黒胃腸内科クリニック、4中川胃腸科クリニック
○大野　正芳1、津田　桃子1、大森　沙織1、高橋　正和1、松本　美櫻1、
清水　勇一1、吉田　武史2、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

胃癌発生にはHelicobacter pylori（以下HP）感染が関連していることは、広く知ら
れているが、今回HP未感染胃癌（分化型癌2例、未分化型癌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1】40代男性、検診にて異常を
指摘されEGD施行。体下部前壁に小さな潰瘍性病変を認め、生検の結果未分化
癌であった。体部から胃角までRAC所見が認められ、尿素呼気試験（以下UBT）、
迅速ウレアーゼ試験（以下RUT）、培養、鏡検、HP抗体は全て陰性であった。精
査後、外科手術の適応と考え、幽門側胃切除を行った。最終病理診断はpor2＞
sig, MP pN0 M0 pStageIBであった。【症例2】50代男性、前庭部小弯に潰瘍性
病変を認め生検の結果、分化型癌であった。体部から胃角までRAC所見が認めら
れ、、UBT、RUT、培養、鏡検、HP抗体は全て陰性であった。EMRが施行さ
れ、最終病理診断はtub1,pT1a（M）,ly0,v0,pLM（-）,pVM（-）であった。【症
例3】40代女性、体上部前壁に広範な白色調の隆起性病変を認めた。体部から
胃角までRAC所見が認められ、、UBT、RUT、培養、鏡検、HP抗体は全て陰
性であった。ESDが施行され、tub1,pT1a（M）,ly（-）,v（-）,pHM（-）,pVM

（-）であった。H. pyloriの罹患率低下や除菌治療の普及により、今後はH. pylori
未感染胃癌や除菌後胃癌に注目する必要がある。

068（内）
当院で経験したaortoenteric fistulaの5例の検討
1札幌東徳洲会病院　消化器センター
○松原　悠1、太田　智之1、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

【背景】大動脈瘤の消化管内への穿破は，剖検例の0.05～0.07%に認められる稀な
症例であり，aortoenteric fistulaと呼ばれることも多い．内視鏡医としては，消化管出
血で遭遇する患者の中にこの疾患が含まれていることは常に念頭に置くべきである．
造影CTによる診断の有用性が強調されている一方，緊急内視鏡が先行した場合は
診断に苦慮することが予想されるからである．この度当院にて経験したaortoenteric 
fistulaの症例をretrospectiveに検討し報告する．【症例】2007年12月から2013年
11月までの期間，当院で経験したaortoenteric fistulaの症例は5例（男性4例，女性
1例）で，平均年齢は80.2歳であった．主訴は吐下血が4例，意識障害が1例であった
が，来院後の診断は全例で消化管出血を認めた．来院時shock vitalの症例は3例
で，平均値は収縮期血圧が97.2mmHg，拡張期血圧が60.8mmHg，脈拍が92.2回
/分であった．主な血液検査の平均値はBUN 49.9mg/dl，Cr 2.1mg/dl，Hb 7.5g/
dl，WBC 16820/uL，CRP 6.9mg/dl，PT（INR）2.0であった．診断は全例腹
部造影CTにて判明したが，緊急内視鏡が先行した症例が3例認められ，その全例
が内視鏡では診断できなかった．診断時の腹部造影CTは全例で消化管へのleakを
伴う腹部大動脈瘤を認め，瘤最大径の平均は52.4mmであった．人工血管置換後
の症例は2例であった．穿破部位は十二指腸3rd portionが2例，小腸が3例であっ
た．治療方針で手術となった症例が3例，ADLや年齢から保存的治療となった症例
が2例であったが，転帰は5例中4例が生存退院した（平均入院日数33.2日）．【考察】
aortoenteric fistulaの診断には腹部造影CT検査や腹部超音波検査などが有用で
あるが，緊急内視鏡が先行された場合は確定診断に至らず患者を失う可能性が高く
なる．しかしながら全ての消化管出血の患者に腹部造影CTを先行することは難しく，
医療経済的にも現実的ではない．従って消化管出血の患者に緊急内視鏡が必要に
なる場合，大動脈瘤やその手術の既往，腹痛や背部痛などの他の身体所見を確認
し，同疾患を鑑別とした適切な画像検査を選択する判断が求められる．
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069（消）
地方一般病院では従来治療困難であった早期胃癌への低侵
襲治療の導入～ ESD，腹腔鏡下胃切除術の成果と今後～
1網走厚生病院　内科・消化器科、2網走厚生病院　外科
○阿部　暢彦1、藤永　明1、内田　多久實1、小野寺　学1、川岸　直樹1、
藤田　弘之1、松田　可奈1、長　いく弥1、西川　眞2、下國　達志2、
葛西　弘規2、巖築　慶一2

【背景】当院は1市4町，人口約7万人の斜網地区の基幹病院であり，地域唯一の消
化器専門施設である．近年ESDや腹腔鏡下胃切除術などの早期胃癌への低侵襲
治療が発展し，施行施設が増えてきたが，地方一般病院への導入は達成されていな
かった．当院では2011年度から積極的に胃癌への低侵襲治療を開始し，従来地方で
は治療が困難であった症例に治療してきた．【目的】斜網地区の基幹病院における早
期胃癌への低侵襲治療の導入の現状と結果を報告し，地方での治療の意義を検討
する事．【対象と方法】対象は2010年4月から2013年10月まで胃癌治療としてESD
や手術が行われた197件で，治療内容と成績に関して後方視的に検討した．【結果】
件数196（男性132,女性64）件，平均年齢71.5（43 ～ 91）歳，ESD100件，手術
96件．（I）ESD結果●件数；2010年度16件，2011年度25件，2012-13年度59件．
●一括完全切除率（％）/治癒切除率（％）/合併症；2010年度93.8/81.3/穿孔1，
2011年度96.0/88.0/出血1，2012 ～ 13年度100/94.9/出血2．（II）手術結果●
件数；2010年度41件，2011年度18件，2012 ～ 13年度37件．●病期（stageI/II-
IV）；2010年度（20/21）件，2011年度（10/8）件，2012 ～ 13年度（28/9）件.●腹
腔鏡下胃切除率；2010年度0（0/41）％，2011年度27.8（5/18）％，2012 ～ 13
年度67.6（25/37）％.【考案/結語】ESD件数は増加傾向で，治癒切除率も良
好で，重大な合併症もなかった．手術に関しても腹腔鏡下手術が増加傾向であり，よ
り低侵襲な治療が施行され，順調に経過している．地方病院で低侵襲手術を施行
する最大のメリットは，地元で診断治療が完結し得，患者への利益が大きい事であっ
た．今後も地方でも低侵襲治療を継続する必要があり，技術や治療成績の維持や
向上を目標とした学習や術者の育成も含めた教育の継続が必要である．

071（内）
癌専門病院におけるESD研修のまとめ
1恵佑会札幌病院　消化器内科、2恵佑会第2病院　内科・消化器内科、
3恵佑会札幌病院　病理診断科
○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、菅原　伸明2、松本　岳士2、
小池　容史2、高橋　宏明2、武内　利直3

【目的】本邦において胃腫瘍性病変に対するESDは、広く普及し、治療手技も既に
確立された感がある。当然であるが、研修中の医師も質の保たれた治療を提供する
必要がある。今回、癌専門病院でESDの研修を受ける機会を得たので、安全で確
実な治療手技を取得できたのか検討した。【方法】2013年4月から11月までに指導医
介助のもと演者が施行した胃腫瘍26病変を対象とした。病変の内訳は、癌/腺腫：
17/8、占居部位U/M/L：1/17/8、平均切除長径は32.5mm（範囲：18-65mm）、
平均腫瘍長径17.5mm（範囲：4-45mm）、隆起型/陥凹型：22/5。評価項目は、
治療時間、指導医と交代した症例数、指導医交代時間、一括完全切除率、合併
症（後出血と穿孔）の有無である。全例NBI拡大観察下（Olympus社H260Z）に腫
瘍境界の3から5mm外側にマーキングをおき、ホルマリン固定後、実体顕微鏡下に
切り出しを行った。Olympus社Q260Jに先端アタッチメントを長め（8mm）に装着して
良好な視野を確保しつつ、IT knife-2で直視下に切開剥離を行った。局注液は、
血管の視認性を高めるために色素を添加しないヒアルロン酸を使用した。Strategyと
手元操作の習熟のため、指導医の施行するESDの介助につき、また、自身の治療
をDVD録画して改善点を指導医と話し合った。【成績】平均治療時間は70.7分（範
囲：30-130分）。指導医と交代した症例は26症例中17症例。平均指導医交代時
間は6.2分（範囲：0-20分）。一括完全切除率100%。合併症は、後出血と穿孔と
もに認められなかった。【結論】指導医のもと少数例の検討ではあるが、安全で確実
な治療が可能であった。また、安全で確実な治療を行うために最も重要な点は、き
れいな視野の維持に努めることと考えられた。加えて、スコープを固定し、慎重に丁
寧に焦らずに手技を行うことも大事であると学んだ。

070（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の一例
1社会福祉法人　函館厚生院　函館中央病院、2岩見沢市立総合病院
○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

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Group4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GHA1c6.3％と軽度上昇以外
は異常はなかった。CEA、CA19-9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Group5　tub.1であった。また十二指腸球部前壁側を中心に隆起を認め、
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。
上部内視鏡はQ260J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、IT-IIナイフにて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　tub.1 UL（-）Iy）-（-）V（-）LM（-）VM（-）Stage1A
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。

072（内）
超高齢者の上部消化管内視鏡検査の検討―sedationによる
偶発症を中心に―
1名寄市立総合病院　消化器内科、2名寄市立総合病院　内視鏡検査室、
3札幌東徳洲会病院　消化器内科
○鈴木　康秋1、井尻　学見1、芹川　真哉1、杉山　祥晃1、山下　優子2、
河上　智子2、佐藤　龍3

【はじめに】長寿国である我が国では今後85歳以上の超高齢者の内視鏡検査・治
療が増加すると思われる。超高齢者の内視鏡では、特にsedationに際し、心肺機
能の低下などが問題となる。今回我々は、上部消化管内視鏡（EGD）を施行した超
高齢者について、sedationによる偶発症を中心に検討したので報告する。【対象】
2012.4 ～ 2013.3月に当科でEGD（ESD・EMR等の治療内視鏡は除く）を施行し
た1.274例中、85歳以上の超高齢者65例（5.1%）。平均年齢88±3.3歳（男：女＝
36:29）。目的は検査48、イレウス管挿入アシスト10、緊急止血7例で、挿入経路は
経口38、経鼻27例。【sedationの方法】sedationはルート確保にてミダゾラムを用
い、看護師2名が視診とパルスオキシメータ、自動血圧計、心電計により意識状態
と呼吸循環動態の観察をおこなった。【結果】1、sedationは42例（64.6%）におこ
なわれ、ミダゾラム平均投与量は2.4±1.4mgであった。2、9例（13.8%）にSpO2低
下（92%未満）による酸素投与を要した。SpO2低下はsedation群で有意に多かった
が（21.4% vs 0%、p＝0.02）、SpO2低下群と非低下群でミダゾラム投与量に有意
差はなかった（2.1mg vs 2.4mg）。3、EGD中・後の血圧低下（BP100未満）を5例

（7.7%）に認めたが、sedation群と非sedation群で有意差は認めなかった（9.5% vs 
4.3%）。昇圧剤を要した症例はなかった。血圧低下群と非低下群でミダゾラム投与
量に有意差はなかった（2.1mg vs 2.4mg）。4、25例（38.5%）が脳・心血管系疾患
により抗血栓薬を服用していたが、出血性合併症は認めなかった。5、sedationに
よる偶発症で拮抗薬を要した症例はなかった。【結語】超高齢者のEGDでは、少量
の鎮静薬によるsedationで呼吸抑制をきたし、非sedationでも血圧が低下する例が
ある。しかし、慎重なモニタリングにより重篤な偶発症は回避可能と考えられる。
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073（消）
血液透析下で施行される上下部内視鏡治療の注意点
1北海道大学病院　消化器内科、2北海道大学病院　光学医療診療部、
3中川胃腸科
○松本　美櫻1、津田　桃子1、大野　正芳1、大森　沙織1、高橋　正和1、
吉田　武史1、森　康明1、山本　純司1、中川　学3、小野　尚子2、
中川　宗一3、間部　克裕2、清水　勇一1、加藤　元嗣2、坂本　直哉1

【背景・目的】現在日本では人工血液透析患者は年々増加しており、その内視鏡治療の機会
も増加している。今回我々は人工血液透析下での上下部内視鏡治療における相違点につい
て検討した。【方法】当院及び同意を得られた全国の施設に対し、2009年～ 2011年の間、
人工血液透析下に行った上部消化管の治療内視鏡（胃EMR、胃ESD）、下部消化管の治
療内視鏡（大腸EMR/ポリペクトミー、大腸ESD）につき、後出血につき調査を行った。また、
コントロール群として各施設の各手技の総数・後出血数についても調査を行った。回答を得ら
れた施設はそれぞれ胃EMR6施設、胃ESD13施設、大腸EMR7施設、大腸ESD3施設で
あった。【結果】人工血液透析下に施行された治療内視鏡は、上部消化管では46例、下部
消化管では67例であった。治療の内訳は上部消化管が胃EMR15例、胃ESD31例、大腸
EMR64例、大腸ESD3例であり、上部消化管でESDの施行が多かったのに比し下部消化管
ではほとんどがEMRであった。後出血率は、上部消化管では透析群の出血率が23.9％、コント
ロール群が4.5％、下部では透析群が7.4％、コントロール群が1.4％であり、両者ともp＜0.001と
有意に透析群の出血率が高かった。出血例における手技の内訳は胃EMRが3例（20．0％）、
胃ESDで8例（25.8％）、大腸EMRで6例（9.3％）であり、大腸ESDでの出血はなかった。上
部消化管、下部消化管それぞれにおいて出血群、非出血群間で出血に関わる因子につい
て検討を行った。その結果、上部消化管では術後のメシル酸ナファモスタットによる透析の有
無が、下部消化管では透析年数が多変量解析にて有意な因子であった。出血日の分布を
検討すると、上部消化管において2週間以降の出血が2例あり、上部消化管の方が遅発性
の出血が多い傾向にあった。【考察】上部消化管内視鏡治療においてはESDによる処置が多
く、切除後潰瘍の存在が遅発性出血につながったと思われ、交後出血予防にはメシル酸ナ
ファモスタットによる透析が有用である可能性が示された。大腸EMRのような比較的低侵襲な
処置においては、逐年の透析による全身性変化の関与が示唆された。

075（消）
固形腫瘍に対する化学療法中にB型肝炎ウイルスの再活性化
をきたし、de novo B型肝炎を発症した1例
1北海道社会保険病院　消化器病センター、2北海道社会保険病院　病理
○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

症例は70代男性.既往歴として高校生の頃に黄疸を伴う肝炎の既往有り．
T4N2N0stageIVbの通常型膵癌に対して2013年7月よりGEM単独療法を施行さ
れていた.1コース目のd15より食欲不振に対してデキサメサゾン1mg/日での内服が開
始された.GEM単独療法3コース終了後の9月下旬に下痢と倦怠感が出現し，2013
年10月初旬に全身脱力感と37.5℃の発熱にて再診し，AST/ALT373/333と急性
肝障害を認めた.翌日朝から発熱の悪化と経口摂取不良のため入院となった.入院
時AST/ALT636/575とさらに上昇しており，HBs抗原1.31IU/ml，HBs抗体陰性，
HBc-IgM18.8S/CO，HBc抗体-CLIA6.49IU/ml，HBe抗原29.3S/CO，HBe抗
体53.9%，HBV-DNA6.4LC/ml，遺伝子型Cであった.膵癌診断時（2013年7月）の
血液検査ではHBs抗原陰性であった．肝生検ではA0F0で肝細胞の脱落が多く認め
られた．肝炎の既往歴があり，以前にHBs抗体，HBc抗体は未測定であったが，B
型肝炎ウイルスの再活性化によるde novo B型肝炎と考えた．診断日よりETV 1mgの
内服を開始し，AST、ALT、PTはともに約1ヶ月の経過で正常化し，現在外来で
膵癌に対する化学療法を継続中である．血液系悪性腫瘍では再活性化の頻度が高
くガイドラインにより重要性が周知されているが，固形腫瘍に対する化学療法時の再
活性化に関してはよくわかっていない．今回固形腫瘍に対する化学療法中にB型肝
炎ウイルスの再活性化が起こり，de novo B型肝炎を発症した1例を経験したので報
告する．

074（消）
自然経過でHBs抗原陰性に至ったHBVキャリアの臨床経過
1札幌厚生病院　第三消化器内科（肝臓科）
○小関　至1、山口　将功1、木村　睦海1、荒川　智宏1、中島　知明1、
桑田　靖昭1、大村　卓味1、佐藤　隆啓1、髭　修平1、狩野　吉康1、
豊田　成司1

【目的】当院において核酸アナログ治療やインターフェロンの介入なく、無治療でHBs
抗原（sAg）消失（seroclearance;SC）に至った症例を経時的に観察し、sAg再陽性
化例の頻度と、HBs抗体（sAb）出現率とsAb陽性化の寄与因子を検討する。【対
象と方法】対象は無治療で観察中sAgSCに至った60例で、sAgSC時にHBV DNA
陽性例は除外した。男性/女性は52/8例、肝硬変は14例（23.3%）、HCC既往は24
例（40.0%）、遺伝子型判定保留/ B / Cは37/7/16例。観察開始時、sAgSC時
の年齢（歳）は、それぞれ、59（29-76）、65（35-82）、観察開始時のsAg（IU/
mL）は1未満19例（31.7%）、1以上10未満 16例（26.7%）、10以上100 未満13例

（21.7%）、100以上12例（20.0%）、観察開始時のHBV DNA（logcopies/ml;
以下単位略）は検出感度以下36例（60.0%）、3log未満7例（11.7%）、3log以上
4log未満10例（16.7%）、4log以上7例（11.7%）であった。【結果】sAgの再陽性化
を認めた3例（5.0%）とsAgSC時に既にsAb陽性であった5例（8.3%）を除いた52例
において、カプランマイヤー法による観察開始1/2/3/4/5年後のsAb陽性化率は、
17/34/45/59/67%であった。Coxの比例ハザードモデルにより、年齢（連続変数）
がハザード比（95%信頼区間）2.7倍（1.0-7.2）で sAb陽性化に寄与する因子として
抽出された（p=0.049）。なお、sAgの再陽性化が認められた3例のうち1例はsAgの
陰性と陽性を繰り返し、残る2例はsAg消失後35ヶ月と38ヶ月の経過でsAgが陽性と
なり、このうち1例はHBV DNAが2.2logと陽性を示したが、経過観察最終時点で、
この2例は再びsAgの消失に至った。【結語】3例（5.0%）ではsAgの再陽性化を認
め、うち1例は一過性にHBV DNAが陽性となった。sAgSC5年後のsAb陽性率は
67%で、sAb陽性化に関連する因子は年齢であった。

076（消）
B型慢性肝疾患に対する核酸アナログ療法中の肝発癌例の検討
1札幌厚生病院　第三消化器内科（肝臓科）
○小関　至1、山口　将功1、木村　睦海1、荒川　智宏1、中島　知明1、
桑田　靖昭1、大村　卓味1、佐藤　隆啓1、髭　修平1、狩野　吉康1、
佐藤　隆啓1、豊田　成司1

【目的】B型慢性肝疾患例において核酸アナログの投与を受けた症例の治療内容
別の肝発癌率を調査し、さらに全例における肝発癌率と発癌寄与因子を検討す
る。【対象と方法】当院において核酸アナログを1年以上投与した418例（Entecavir

（ETV）初回255例, Lamivudine（LAM）からETV切り替え84例, LAM耐性にて
adefovir（ADV）併用79例）を対象とし、HCC既往例、NA 投与1年以内の発癌
例は除外した。418例の年齢中央値53（23-79）歳、男性273例（65%）、肝硬変
127例（30%）、e抗原陽性165例（39%）、遺伝子型C型330例（79%）、観察期間
中央値は55（12-184）月であった。なお、ETV初回255例、ETV切り替え84例、
LAMとADV併用79例の背景因子では、年齢中央値は、それぞれ、52（23-79）、
54（29-78）、53（28-76）、肝硬変例は、69例（26.8%）、20例（23.8%）、38例

（48.1%）であった。治療内容別の肝発癌率、全例の肝発癌率と発癌寄与因子を
算出した。【成績】1）治療内容別の3/5/10年累積肝発癌率は、ETV初回治療例、
ETV切り替え例、LAMとADV併用例で、それぞれ、4.0/5.8/-%、4.8/6.8/13.1%、
2.4/5.0/50.4%で、Log-rank testでは、LAMとADV併用例で有意に肝発癌率が
高率（p=0.002）であった。2）観察期間内の全発癌例は44例（10.5%）で、累積肝発
癌率は3/5/8/10年で6.6/10.6/15.3/18.1%、肝発癌の危険因子は年齢（連続変
数, HR=1.1, 95%CI=1.0-1.1 ）、肝硬変（HR=3.1 95%CI=1.1-8.4 ）であった。【結
論】核酸アナログ投与例における累積肝発癌率は、10年で18.1%と必ずしも低率を
はいえず、肝発癌寄与因子として、年齢と肝硬変例が抽出された。核酸アナログ
投与内容別の検討では、LAMとADV併用例で、高率に肝発癌が認められたが、
この群はLAM耐性によりウイルス学的ブレイクスルーを来した肝炎再燃例が対象であ
り、さらに、背景肝病変では肝硬変例の割合が高いことがその要因として挙げられ
た。
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077（消）
NAFLD経過観察及びNASHの診断における肝弾性度の有
用性と応用
1北海道社会保険病院　消化器病センター、2北海道社会保険病院　病理
○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

【目的】Fibroscanは非侵襲的に肝弾性度を測定できることはすでに報告されているが、
同時に計測されるCAPは、非侵襲的に肝組織に沈着した脂肪量を測定する方法であ
る。今回Fibroscanを用いて非アルコール性肝障害でのCAPに関係する因子を検索し、
その有用性を検討した。【対象・方法】1.2012年4月から2013年6月までに肝生検を施
行したNAFLD12例（男性7名、平均年齢57.6歳）を対象として、病理学的脂肪化（肉
眼的半定量、定量解析ソフト）とCAPに関して検討した．2.2012年4月から2012年7月に
当院でCAPを施行したアルコール性肝障害（Alc）78例（男性57名、平均年齢61.6歳）
と非アルコール性脂肪性肝障害（NAFLD）135例（男性97名、平均年齢61.3歳）で、
年齢および各種血液生化学的検査所見と肝弾性度、CAPに関して比較検討した．3.2
の対象をBモード上の脂肪肝の有無で群分けし、群間におけるCAPの関連から脂肪肝
のCut-off valueを求めた．次に肝弾性度とCAPから4群に分け、各群での年齢および
各種血液生化学的検査所見に関して検討した.【結果】1.CAPは病理学的脂肪化と
有意な正の相関を示した．2.脂肪化が進行した群になるにつれて肝機能、インスリン抵
抗性、体格指数が有意に上昇した．脂肪化が進行するにつれて、ALT、HOMA-Rの
基準値を超える割合が有意に上昇した．またBモードで認識できない脂肪化であるS1群
でも約40%で基準値を超える対象が存在した.3.Bモード上の脂肪肝有りのCut off value
を256dB/mと設定すると、感度85.3％、特異度96.9％であった．肝弾性度とCAPで対
象を4群に分類すると、肝弾性度・CAPともにCut off value以内の群から肝弾性度・
CAPともにCut off valueを超える群に進むにつれて肝機能、インスリン抵抗性、体格指
数が有意に上昇した．また、肝弾性度が高値の群でCAPが低下してくると前述のパラメー
タは低下する傾向を認めた．【結語】肝弾性度を用いたNASHの拾い上げに関してはす
でに報告してきたが、CAPをくわえることで従来Bモード上では検出できなかった線維化を
きたしていない脂肪沈着が進みつつある群を拾い上げることが可能であると考えられた.

079（消）
C型慢性肝炎に対するProtease Inhibitor（PI）第1世代の経験
1手稲渓仁会病院　消化器病センター、
2広島大学　医学部　消化器・代謝内科学
○姜　貞憲1、松居　剛志1、山崎　大1、永井　一正1、辻　邦彦1、
児玉　芳尚1、 桜井　康雄1、真口　宏介1、茶山　一彰2

【背景と目的】HCV Gt 1b高virus量のC型慢性肝炎（以下CHC）に対する第1世
代PI（Telaprevir; TVR）3剤併用は画期的な治療効果を示した。次世代PI 3
剤併用を前に前治療歴とIL28β（rs8099917）からTVR3剤併用の経験を概括した。

【対象と方法】2012年から13年10月迄TVR3剤併用を施したCHC例を対象にITT
解析を行った。【成績】1）対象は25例（年齢中央値62［36-77］歳,男15）で前治
療歴naive/relapse/partial/null: 9/9/3/4, TT/TG/未検: 12/9/4で、高齢、非
naive、TGが多かった。2）SVR12 19例（76%）, relapse 4（16%）, null 2（8%）
で、8w以内治療中止は4例（SVR12：3例）存在した。3）前治療別SVR12はnaive 
8/9（89%）, relapse 7/9（78%）, partial 2/3（67%）, null2/4（50%）であり、non 
SVR例のうち前治療relapse 2例、null 2例は何れもTGで、そのうち3例ではTVR
投与量は維持されたが、今回もPR48と同様の結果であった。IL28β別SVR12は
TT 10/12（83%）, TG 5/9（56%）であり、TTでnon SVR2例は77歳女性で4週
治療中止、68歳男性治療完遂relapseであった。TGで前治療null, relapseの女
性各1例は治療4週でRNA＜1.2LIU/mlも増幅シグナル陽性のためPR48に延長し
SVR12であった。【考案と結語】前治療null response, TGでTVR3剤でもnullの2
例はTVR耐性の可能性が存在する。前治療relapse、TGで、TVR3剤でもrelapse
例では、SMV3剤治療の場合はPR延長を要するかもしれない。TVR3剤併用では
前治療歴とIL28βSNPにより治療法を検討し治療経過を解析した。この経験が次
世代PI 3剤併用療法においても有用性を有するか否かは今後検証される。

078（消）
新たな診断基準に拠る急性肝不全の成因とその変遷
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○姜　貞憲1、松居　剛志1、山崎　大1、永井　一正1、辻　邦彦1、
児玉　芳尚1、桜井　康雄1、真口　宏介1

【背景と目的】1981年犬山シンポジウムによる急性肝炎重症型、劇症肝炎の診断
基準に代わり2011年、急性肝不全（ALF）の新たな診断基準が提唱された。自験
ALF例に対し新たな成因分類を試み、その変遷を解明することにより、治療成績向
上の展望を探ることを目的とした。【対象と方法】1998年から2013年10月迄に診療
した急性肝障害にALFの診断基準（PT活性≦40％又はPTINR＞1.5、他）を適用
し成因別に分類し、さらに前期（98-04年）と後期（05-13年）における成因の推移を
検討した。【成績】1）16年間に診療したALFは110例（女56例、年齢中央値48.5 

［16-86］歳）で、そのうち昏睡型は49例であった。ALFの成因は、肝炎virus55例
（50%）、循環障害13（12%）, AIH 10（9%）、薬物性8（7%）、代謝性4（4%）、
悪性腫瘍肝浸潤2（2%）および成因不明18（16%）であった。2）前期（n=52）/ 後
期（n=58）別の成因は肝炎virus34例（65%）/ 21例（36%）、循環障害7（13%）/6

（10%）, AIH 2（4%）/8（14%）、薬物性4（8%）/4（7%）、代謝性0/4（7%）、
悪性腫瘍0/2/（3%）、成因不明7（13%）/ 11（19%）であり、後期では肝炎virus
が減少、AIHが増加した（p〈0.05）。昏睡型ALFの前期（n=22）/ 後期（n=27）
別成因は、肝炎virus 15例（68%）/8例（30%）、循環障害1（5%）/0、AIH 0/7

（26%）、薬物性3（14%）/2（7%）、代謝性0/3（11%）、悪性腫瘍0/2（7%）、
成因不明3（14%）/5（19%）であり、昏睡合併例においてvirus減少、AIH増加
はさらに明瞭であった（p＜0.05）。昏睡型における肝炎virusは、前期ではHBV 13、
HEV 2 、後期ではHBV5（再活性化4）例、HEV2、HCV1であり、HBVが減少
した。昏睡型代謝性ALFはOTC欠損、甲状腺中毒、Wilson病であった。【考案
と結語】ALFでは、全体でも、或は昏睡型に限っても、肝炎virus、特にHBVは
主要な成因と言えども減少傾向であった。一方、AIHは増加し、代謝性が新たに浮
上した。昏睡型ALFの救命率向上には急性発症様AIHの診断が重要である。代
謝性ALFの診療は臨床上の新たな挑戦的課題である。

080（消）
血球減少を伴う難治性C型慢性肝疾患に対するPSE併用後の
TVR/PegIFN/RBV 3剤併用治療成績
1北海道社会保険病院　消化器病センター、2北海道社会保険病院　病理
○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

【目的】脾機能亢進による血球減少症は， IFN治療成績の制約因子であり，一方
PSEの効果と合併症や従来の PegIFN/RBV併用療法の限界など検討すべき問
題点は多い． 今回，1型高ウイルス症例にPSE施行後，TVR/PegIFN/RBV 3剤併
用治療行った成績を報告する．【対象と方法】2011年11月～ 2013年1月まで上記目
的でPSEを施行し,その後3剤併用療法を導入した男性4例，年齢57-62才（range,
以下同様）を対象とした．FibroScanによる肝弾性度（LS）は7.3-29.2 kPaであっ
た．肝生検ではF2が2例で，他は未施行．PSEはコイルとスポンゼルを使用し，肝脾
体積はCTにて測定した． 3剤治療は原則としてPSE後12Wの血球数安定期に導
入した．治療歴はnaive/relapser/nonresponde が2/1/1 ，HCVRNA量は6.3-6.7 
LIU/ml，IL28BはTT/TG が3/1，Core AA70はW/Mが 2/2 であった．【結果】
PSE前/後の脾体積（ml）は，164.0-768.6/31.3-111.0で，梗塞率（%）は77.3-94.0
であった．PSE前/IFN治療開始時の血球数は，白血球（/μl）が1280-5580/2940-
6050，血小板（x104/μl）が4.3-8.0/12.4-18.2であった．HCVRNA陰性化時期は　
wks2/4がそれぞれ2/2であった．1例のみ36Wまで治療を延長したが，他は24Wで
治療を完遂した．現在まで3例がSVR24，1例がSVR12を達成した．重篤な合併症
は認めなかった．【考察】FibroScanは血小板低下例のF3以下を推定するのに有
用と思われた．3剤併用療法の高い治療効果と合併症を鑑みて，適応症例の選択
が重要であることが示唆された． 
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081（消）
遺伝子型2型C型慢性肝炎に対するtelaprevirを含む3剤併用
療法の治療経験
1札幌厚生病院　第三消化器内科（肝臓科）
○中島　知明1、小関　至1、髭　修平1、木村　睦海1、荒川　智宏1、
桑田　靖昭1、大村　卓味1、佐藤　隆啓1、狩野　吉康1、豊田　成司1

【背景と目的】遺伝子型1型（G1）高ウイルス量C型慢性肝炎に対しては、telaprevir
（TVR）を含む3剤併用療法が行われ、simeprevirを含む3剤併用療法の臨床応
用が待たれるところであるが、遺伝子型2型（G2）では、protease inhibitorを用い
た治療は本邦では未承認で、更なる著効率の向上が待たれている。これらG2症
例に対するTVRを含む3剤併用療法の当院の臨床試験参加例の成績を報告する。

【対象と方法】臨床試験参加症例は6例であったが、治療開始3日で中止になった
1例は除外し、残る5例で治療効果、ウイルス陰性化時期、ヘモグロビンと血清クレ
アチニンの推移を検討した。遺伝子型は全例2a型、男性5例、平均年齢57.8歳、
IL28B TT4例、ITPA CC4例、前治療再燃2例、無効3例、平均HCV RNAは
5.7 logIU/mlであった。TVRは1日量2250mgを固定量で12週間投与し、PEG-IFN
とribavirin（RBV）は体重ベースで計24週投与した。薬剤の減量基準はG1症例
に対する国内第3相臨床試験と同様であった。【成績】59歳（前治療無効、IL28B 
TG）で貧血のため4週で治療が中止となった1例を除く治療完遂4例（80%）でSVR
が得られた。平均薬剤投与率は、TVR、PEG-IFN、RBVで、それぞれ、80%、
68%、52%であった。前治療内容別では、再燃例2例中2例（100%）、無効例3例
中2例（67%）でSVRが得られ、HCV RNA陰性化時期は、投与1週が1例、2週が
3例、3週が1例であった。治療開始後0/4/8/12/24週の平均ヘモグロビン濃度（g/
dl）は、15.0/11.2/11.0/10.9/12.1、治療開始後0/1/4/8/12週の平均血清クレア
チニン（mg/dl）は、0.69/0.86/0.85/0.89/0.88とG1に対するTVRを含む3剤併用
療法同様に貧血と腎機能低下が認められた。【結論】G2C型慢性肝炎に対する
TVRを含む3剤併用療法では、5例中4例（80%）にSVRが得られ、有害事象発現
は、G1症例に対する本併用療法の発現頻度と同等と推測された。

083（消）
Talaprevir（TVR）/Peginterferon（PEG）/Ribavirin

（RBV）3剤 併 用 療 法 に お けるTVR2250 mg/dayと1500 
mg/day投与の比較検討
1市立札幌病院　消化器内科
○遠藤　文菜1、永坂　敦1、重沢　拓1、小池　祐太1、藤田　與茂1、
小野　雄司1、中村　路夫1、工藤　俊彦1、西川　秀司1

【はじめに】TVR/PEG/RBV3剤併用療法は、高い治療成績が期待される反面、貧血や
皮膚症状、腎障害など有害事象を認めるため投与量の調整が必要である。今回TVR 2250 
mg/dayと1500mg/day投与2群にわけ、治療効果、有害事象について比較検討した。【対
象及び方法】当院にて3剤併用療法を開始したgenotype1b・高virus量の26例を対象とし
た。TVR 2250mg投与（A群）は15例、1500mg投与（B群）は11例で、主治医の判断で投
与量を決定せず、前半、後半で振り分けた。RBVは開始時減量を基本とし、PEGは通
常量とした。治療完遂率、ウイルス消失率、有害事象について比較検討した。【結果】A
群：男性/女性＝A群4/15 例、B群=2/9例、年齢中央値=A群63歳（48-73歳）、B群61歳

（37‐67歳）、初回治療=A群3/15 例、B群3/11 例、HCVRNA中央値=A群6.4 LogIU/
ml（5.7-7.3 LogIU/ml）、B群6.7 LogIU/ml（5-7.4 LogIU/ml）、Core70置換wild =A
群9/15 例、B群8/11 例、IL28BTT=A群9/15例、B群8/11例であった。3剤完遂率A
群:86.7%、B群: 90.9%、TVR完遂率はA群:60%、B群:100%であった。経過中RBV減量
例はA群83%、B群100％で、予定総投与量に占めるRBV投与率はA群55%、B群49.5%
であった。3剤完遂例におけるHCVRNA陰性化率は、A群：4/8/12週=75/100/100%、B
群：4/8/12週=50/100/100%であった。いずれも8週以降でHCVRNA陰性化率100%を達
成した。TVR完遂例におけるSVR2で評価するとA群：84.6%、B群：81.8%と同程度の有
効率であった。副作用に関しては1）貧血: 3剤完遂例にて経過中Hb10 g/dl以下となった症
例はA群：100%、B群：60%であった。また、Hbの治療前値と最低値を比較したHb低下率
は、A群37%、B群29.1%とA群のほうが低下率は大きかった。2）腎障害：eGFR%の減少
率は、A群48.3%、B群31%であった。3）皮膚症状：A群80%、B群 36.3%の頻度で生じた。

【考察および結語】TVR1500mg投与は完遂率をあげ、副作用の頻度を低下させた。また
SVR2の時点での有効率はほぼ同等であり、十分な治療効果を望めると考えられた。

082（消）
IFNL3（IL28B）、IFNL4遺伝子型乖離例の頻度と抗ウイル
ス療法の臨床効果の検討
1札幌厚生病院　肝臓内科
○狩野　吉康1、山口　将功1、木村　睦海1、荒川　智宏1、中島　知明1、
桑田　靖昭1、小関　至1、佐藤　隆啓1、大村　卓味1、髭　修平1、
豊田　成司1

【目的】インターフェロンλ3（IFNL3）遺伝子（IL28B）近傍の第19染色体に、イン
ターフェロンλ4（IFNL4）タンパクの合成を担っているIFNL4遺伝子が新たに同定さ 
れ、C型慢性肝炎の抗ウイルス療法の治療効果と密接に関連することが報告されて
い る。アジア系、ヨーロッパ系の人種ではIFNL3とIFNL4遺伝子型の乖離例は少
ないとされ ている。当科でのIFNL3およびIFNL4遺伝子型測定例での乖離の頻
度とHCV陽性の乖離例（1型高ウイルス量）での抗ウイルス療法（IFN/RBV、IFN/
RBV/Telaprevir、Daclatasvir（DAC ）/Asunaprevir（ASV））の臨床効果を
検討した。【方法】HCV関連肝疾患993例を対象 にしてIFNL3（rs8099917）、 
IFNL4（ss469415590）の遺伝子型を測定した。一部の症例では抗ウイルス療法
を施行した。【結果】IFNL3はTT 698例（70.3%）、TG 286例（28.8%）、GG 9
例（0.9%）、IFNL4はTT/TT 683例（68.8%）、TT/ΔG 299例（30.1%）、ΔG/Δ
G 11 例（1.1%）であった。乖離は18例（TT⇔TT/ΔG 17例、TG⇔ΔG/ΔG 1例）
1.3%と低率であった。IFN/ribavirin併用療法を施行した1型高ウイルス量の乖離例

（IFNL3:major, IFNL4:non-major）（TT/ΔG）8例の抗ウイルス効果はSVR 2
例、TVR 2例、NVR 4例であった。これらの症例のうちNVRの2例はTelaprevir
を含む三剤併用療法で、1例はDCV/ASV（dual oral therapy）でSVRが達成
された。【結語 】IFNL3、L4遺伝子型の乖離は1.3％と低率であった。乖離例

（IFNL3:major, IFNL4:non-major）ではIFN/RBVの抗ウイルス効果は不良で
あったが、プロテアーゼ阻害剤を含む新規治療では良好な抗ウイルス効果が得られ
た。

084（消）
若年男性に多発し増大傾向を示したFNHが疑われた1例
1勤医協中央病院　消化器センター
○後藤　哲1、古山　準一1、森田　康太郎1、西尾　仁1、森園　竜太郎1、
高木　秀雄1、内沢　政英1、水尾　仁志1

【症例】20歳台、男性。【主訴】多発性肝腫瘤影（SOL）精査目的。【現病歴】高
校生の時、尿異常を指摘され、近医にて画像検査を施行し肝SOLを2個指摘され
たが精査せず。2010年4月検診にて肺の異常を指摘され前医受診。胸部単純CT
にて、肝多発性SOLを指摘され、2010年8月、当科に精査入院。生活歴ではホル
モン剤使用なし。飲酒はビール700mL+焼酎1合/日で6年間。腫瘍マーカーはCEA　
6.0、PIVKA-2 208と高値。肝内には15個ほどのSOLを認めるが、画像所見に
てSOLは同一パターンではなく、以下に、最大の（1）S6　6.5cm大、2番目の（2）
S8　5cm大のSOLの所見を示す。超音波検査にて、（1）は境界不鮮明で不均一
な淡いhigh echo、（2）は境界明瞭でhaloを伴う内部不均一なhigh echoであった。
造影CTにて、（1）は辺縁の斑状enhanceが徐々に中心に広がり、内部はlow-low、

（2）の辺縁は動脈相low、平衡相isoで境界が不鮮明化、内部は動脈相の不均
一なhigh & lowから平衡相にて一部淡いhighのほぼisoとなり不鮮明化した。MRI

（EOB-DTPA）の肝細胞相にて、（1）は辺縁low、内部low、（2）は辺縁high、内
部lowであった。肝生検の病理組織所見では、非腫瘍性肝組織を認め、部分的
線維化巣とその中に残存する肝細胞集団を認め、限局性結節性過形成（FNH）が
疑われた。良性病変であり、多発している事より、外来経過観察とした。13か月後、

（2）のS8病変が60→72mmと増大傾向を示した為、他院外科に紹介した。【結論】
本症例の肝多発性SOLは病理組織所見からFNHが疑われたが、各種画像所見は
非典型的であった。その後の経過観察で一部の腫瘤に増大傾向を認めた。
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085（消）
悪性腫瘍との鑑別に苦慮した肝エキノコックス症の1例
1製鉄記念室蘭病院　消化器内科・血液腫瘍内科、2製鉄記念室蘭病院　外科、
3製鉄記念室蘭病院　病理臨床検査室、4札幌医科大学　腫瘍・血液内科
○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、仙丸　直人2、藤田　美悧3、松野　鉄平4、佐藤　昌則4、
定免　渉4

症例は70代、男性。HBVキャリアであり、定期的に当科外来へ通院していた。2013
年2月に腹部エコーを行ったところ、肝S8に40mm弱の高エコー腫瘤を認めた。CT, 
MRIを撮影したが、早期濃染せず、古典的HCCとは考えにくかった。また、造影
エコーでは、辺縁にわずかに濃染を認め、後血管相でdefectを呈しており、また、
PETでも集積を認め、転移性肝腫瘍が考えられた。原発巣精査目的に上下部消
化管内視鏡検査を行ったところ、胃前庭部後壁に0-IIa+IIc病変を認め、生検の結
果、adenocarcinoma, tub2 の診断となった。しかし、胃癌についてはSM浸潤の可
能性は考えられたものの、EUSでも第3層の途絶なく、早期胃癌と考えた。内視鏡
的切除可能と考え、内視鏡的粘膜下層切開剥離術（ESD）にて一括切除した。病
理結果は、Adenocarcinoma, tub2＞tub1, SM2（0.8mm）, pT1b2, ly0, v0 であ
り、SM2であったが、ly0, v0であり、胃周囲にはリンパ節転移を疑う所見もなく、肝
腫瘍について積極的に胃癌の転移とは考えられない状態であった。増大傾向のある
腫瘍性病変ということで悪性腫瘍を第一に考え、狙撃生検を行ったところ、肝エキノ
コックス症との診断に至り、当院外科にて幽門側胃切除、肝前区腹側域切除が行
われた。悪性腫瘍との鑑別に苦慮した肝エキノコックス症を経験したので、文献的
考察を加え報告する。

087（消）
肝細胞癌リンパ節転移を疑いEUS-FNAを施行した3症例の検討
1市立札幌病院　消化器内科
○小池　祐太1、西川　秀司1、重沢　拓1、藤田　輿茂1、遠藤　文菜1、
小野　雄司1、中村　路夫1、工藤　俊彦1、永坂　敦1

【症例1】72歳，男性．血液検査で肝機能障害を指摘され当院を受診され，肝S7/8
にHCC が認められた． TACE，RFAで複数回治療されたが同部位に再発を繰り返
した．その後，膵頭部周囲に腫大リンパ節を認めEUS-FNAが施行され低分化癌の
所見が認められた．【症例2】80歳，女性．C型肝硬変で経過観察されていた．肝
S5にHCCが認められ，TACE，RFAで複数回治療され肝内病変はコントロールされ
ていた．2013年3月，肝門部周囲等に多発腫大リンパ節を認めEUS-FNAが施行さ
れ低分化癌の所見が認められた．【症例3】83歳，女性．C型肝硬変で経過観察さ
れていた．肝S8にHCCが認められ，肝S8亜区域切除術が施行されリンパ節転移が
認められたが追加治療は希望されなかった．手術から11ヶ月後，肝門部周囲等に多
発腫大リンパ節を認めEUS-FNAが施行され低分化癌の所見が認められた．【考察】
HCCリンパ節転移の診断は治療方針を決定する上で重要であるが，臨床所見，画像
所見では判断が困難な症例をしばしば経験する．今回我々は，2013年1月から12月
の間にHCCリンパ節転移を疑う病変に対してEUS-FNAを3症例に施行した。HCC
リンパ節転移病変はCTではいずれの症例も辺縁に造影効果が認められ，MRI拡散
強調像では著明な高信号を呈していた．EUS-FNAではいずれの症例も内部不均
一な低エコーを呈しており，細胞診にて良悪の鑑別は可能であったが、免疫組織学
的には肝臓を原発巣と断定するのは困難であった。いずれの症例でもEUS-FNAに
よる明らかな偶発症は認められず，安全に施行することは可能であった．

086（消）
びまん性肝腫瘍の3例
1札幌医科大学　医学部　腫瘍・血液内科
○河野　豊1、宮西　浩嗣1、大須賀　崇祐1、保木　寿文1、田村　文人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

肝機能異常の原因検索目的の精査により診断したびまん性肝腫瘍の3例の画像所
見について報告する．症例1：患者は67歳，男性．脂質異常症，虚血性心疾患に
て他院通院中に体重減少を自覚し，血液検査で白血球と血小板の減少，さらには
肝胆道系酵素の上昇を認められたため当科紹介入院となった．腹部CTやソナゾイド
造影USでは明らかな腫瘤を認めなかった．血液学的検査では肝硬変やウイルス性，
自己免疫性，あるいは薬剤性の肝障害が否定的であり，肝生検を施行．異型リン
パ球の肝細胞実質への浸潤が認められ，B cell lymphoma of mucosa-associated 
lymphoid tissueと診断した．後日施行した骨髄生検では悪性リンパ腫の骨髄浸潤が
認められた．なおPET-CTでも肝臓にびまん性の集積を認めていた．症例2：患者は
79歳，男性．腎癌術後の多発肺転移に対してIFN療法施行中に胆道系酵素の上
昇を認められたため当科紹介受診．造影CTやソナゾイド造影USでは門脈右枝内の
造影欠損像を認め，MRI拡散強調画像では梗塞を疑う右葉全体の拡散障害を認め
たが，肝内に胆管拡張や腫瘤像は認めなかった．肝障害の原因検索目的に肝右葉
から肝生検を施行し，病理学的には腎癌の肝転移と診断された．症例3：患者は66
歳，男性．腹痛を訴え近医を受診され血液検査で肝障害を認められた．症状が軽快
しないため，精査目的に当科紹介入院．腹部造影CTでは右葉前区域を中心とした
造影効果のある巨大な腫瘍が置換性に増殖しており，脾内には多数の腫瘤を認め
た．肝腫瘍生検にて悪性黒色腫の肝転移と診断した．いずれの症例も肝腫瘍の画
像としては非典型的であり，画像のみで診断は困難であった．稀な症例ではあると考
えられるが，肝機能異常の原因としてびまん性肝腫瘍の可能性も念頭に，病理学的
検索を検討する必要があると思われる．

088（消）
C型慢性肝炎ペグインターフェロン/リバビリン治療SVR後に発
症した肝癌の一例
1斗南病院　消化器内科、2斗南病院　外科、3斗南病院　病理科
○由崎　直人1、藤江　慎也1、藤井　亮爾1、皆川　武慶1、土井　綾子1、
木村　朋広1、庵原　秀之1、住吉　徹哉1、平山　眞章1、近藤　仁1、
鈴木　善法2、奥芝　俊一2、大森　優子3、小山田　ゆみ子3

症例は60歳代の男性。50歳代であった2001年の健診にて初めてHCV抗体陽性を
指摘され当科を紹介された。すでに慢性肝炎の状態であり、ウイルスジェノタイプが
1bでhigh titerであることからインターフェロン治療を施行することとなった。当時、患
者様からの同意得られずに肝生検は施行しなかった。2002年3月にインターフェロン
アルファコンー1の24週投与、引き続いてインターフェロンα-2b＋リバビリンの24週投
与が施行されるが、いずれも再燃した。2003年3月よりペグインターフェロンα-2b＋リ
バビリン48週治療を施行したところSustained Virological Response（SVR）が得ら
れた。その後は肝機能異常を認めず、HCVRNAは陰性を保ち続け、AFPは2013
年3月までずっと5ng/ml未満で持続していた。画像は腹部エコー検査のみでの経過
観察で肝の形態に問題なく、腫瘍は指摘されていなかった。2013年7月に初めて
AFP 13.6ng/mlと軽度の上昇があって腹部エコー検査施行となったが異常指摘さ
れず。11月に再受診されて測定したAFPが427.7ng/mlでありこの際に施行した腹
部エコー検査では肝S5に30mmを越える肝腫瘍を指摘された。エコー上腫瘍はモザ
イクパターンを呈し、その後施行した腹部CT検査では同部に多血性腫瘍を認めるこ
とから肝細胞癌と診断された。本症例ではC型肝炎の治療にてSVRとなってから約
9年の歳月で肝細胞癌が発症したことになる。C型肝炎に対する抗ウイルス治療の進
歩はめざましく、近年のDAAの臨床導入によって、実に70％以上の症例でSVRが
期待できる時代となった。しかしSVRが得られた後も、経過を追跡中に肝細胞癌を
発症する症例があることが報告されてきている。今回、本症例の経過を報告するとと
もに、C型肝炎治療にてSVRを達成した後の肝細胞癌発症の実情につき文献的考
察を加えて報告する。
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089（消）
進行肝細胞癌に対するSorafenib治療の工夫　―患者サポー
トプログラム・ネクサリンクの導入―
1市立函館病院　消化器病センター　消化器内科
○山本　義也1、山梨　香菜1、木下　賢治1、大和　弘明1、山本　桂子1、
小川　浩司1、畑中　一映1、成瀬　宏仁1

【背景・目的】Sorafenibは、進行肝癌に対して唯一エビデンスを有する化学療法であ
るが、手足症候群などの有害事象により投与継続に苦慮する例も多い。当院では、有
害事象対策として2012年7月以降、がん化学療法看護認定看護師・がん薬物療法認
定薬剤師と連携し、電話相談による外来患者支援システム（ネクサリンク）を導入した。今
回、当院におけるSorafenib治療成績とネクサリンクの有用性について報告する。【方
法】2013年8月までに、当科において局所治療困難となりSorafenibを導入した進行肝
癌39症例を対象とした。ネクサリンクは、認定看護師・薬剤師から患者への電話で服薬
状況や有害事象について把握し、適切な助言をすることにより治療効果の向上を目指し
た外来サポートシステムで、治療開始時12例、途中5例で導入した。【成績】Sorafenib
の導入時年齢中央値は67才（43 ～ 85才）、性別は男/女：34/5例。背景肝はHBV/
HCV/NBNC：13/13/13例、ChildはA/B：36/3例。 導入時のStageII/III/IVA/
IVBは4/13/6/16例、高度脈管浸潤有/無は9/30例、肺/骨/副腎/リンパ節への転移
は11/4/2/3例（重複あり）。初期投与量は1日800/600/400mgが15/1/23例、投与期
間中央値は175日、なお21例でSorafenib後治療がなされていた。抗腫瘍効果はCR/
PR/SD/PDが0/3/20/16例で、奏功率8％、病勢制御率59％、無増悪期間中央値
150日、生存期間中央値532日だった。有害事象は、手足症候群が19例（Grade3は4
例）と高頻度に出現し、下痢、高血圧、倦怠感も多く認められた。Sorafenibの1日平
均投与量中央値は、ネクサリンク開始時導入/途中導入/導入なしで446/378/435mg/
日、途中導入群をネクサリンク導入前/後で比較すると、346/404mg/日と導入後で増加
していた。【考案・結語】Sorafenibは、比較的良好な病勢制御が得られ、少数例だ
が奏功例も経験された。ネクサリンクの試みによりアドヒアランスの向上が確認され、また
治療の不安が軽減し精神的な支えになったとの声も寄せられ、患者居住地が広範にわ
たる地方病院の癌治療において有益なシステムと思われた。

091（消）
Bモードで同定困難な肝癌に対するRFAの治療支援について
―造影超音波か？Navigationか？―
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○松居　剛志1、辻　邦彦1、永井　一正1、山崎　大1、姜　貞憲1、
真口　宏介1

【背景及び目的】超音波造影剤（CEUS）やNavigation system（Nav）が開発・導入さ
れたことにより、Bモードでは同定困難な肝癌（HCC）に対してもRFAが可能となった。
しかし、両者の使い分けについて明確な基準は存在しない。当センターではNav導入
後、Bモードで病変の同定が困難な病変に対してはNav下RFAを積極的に施行してい
る。今回、その成績についてCEUS下で施行した症例とretrospectiveに比較検討し
た。【対象】Sonazoid®が使用可能となった2007年1月からNavが導入された2009年
12月までにCEUS下RFAを施行したHCC59病変（CEUS群）と、Nav導入後にNav下
RFAを施行したHCC46病変（以下、Nav群）。局所再発を検討するために両群ともに
RFA後、1年以上経過観察し得た例を対象とした。【検討項目】1.両群の臨床的背
景、2.治療セッション数、3.局所再発率。【結果】1.CEUS群とNav群で平均年齢は
69 : 71歳、肝予備能でChild-Pugh A/Bは 34/25 : 21/25、肝癌の平均腫瘍径は
10.9 : 10.3mm、RFAの既治療歴は45/59 : 33/46といずれも有意な差は認められな
かった。病変の占拠部位は、S1/S2,3/S4/S5,8/S6,7がそれぞれ1/13/7/26/12 : 
1/3/8/21/13と、Nav群で左葉外側区の病変が有意に少なかった（P=0.028）。2.複
数回の治療セッションを要した例数は両群で2/59 : 6/46と有意でないもののCEUS
群でやや少ない傾向がみられた（P=0.0643）。3.局所再発率に関しても7/59 : 12/46
と両群間で有意ではないものの、CEUS群が低い傾向にあった（P=0.060）。【まとめ
及び考察】CEUS下RFAはNav下RFAに比し治療セッション数がやや少なく、局所
再発率が低い傾向にあった。これは、Navを用いて病変を同定しえた場合でも、病変
の範囲境界が正確にとらえきれていない可能性があると考えられた。一方、CEUSは
病変が同定出来た場合は病変の範囲境界を正確に把握することが可能であることよ
り、Navを用いて病変が同定しえた場合でも、病変の範囲境界が明瞭でない場合に
は、CEUSを併用してより確実なRFAを施行すべきと思われた。

090（消）
TACE後の再発に対する再肝切除後、急速に再発した肝細
胞癌の2例
1北海道大学大学院　医学研究科　消化器外科学分野Ⅰ
○折茂　達也1、神山　俊哉1、横尾　英樹1、柿坂　達彦1、若山　顕治1、
敦賀　陽介1、蒲池　浩文1、武冨　紹信1

【はじめに】肝細胞癌の治療のなかで再切除とTACEは重要な位置を占め再発治
療としても広く行われており、再切除は初回切除成績とほぼ同等である。しかしその
一方でTACEによって肝細胞癌の悪性度が増すこともある。当科で経験したTACE
後の再発に対し外科的切除後、門脈腫瘍栓を伴う形態で急速に再発した肝細胞癌
の2例を報告する。【症例1】68歳男性で、肝細胞癌に対し肝外側区切除、肝S7
部分切除とRFAを2回行われた後に、肝S5の再発に対しTACEを施行した。その後
TACEによる十分な治療効果が得られなくなり、S5再発に対し、肝S5亜区域切除術
を施行した。病理結果はpoorly differentiated hepatocellular carcinoma,im（-）,fc

（+）,fc-inf（+）,sf（-）,s0,vp1,vv0,va0,b0であった。術後4カ月で門脈腫瘍栓を伴
う多発再発を認め、肝動注療法を施行中である。【症例2】68歳男性で、肝細胞
癌に対し，肝拡大内側区切除を施行後、再発に対しTACEを3回施行された。その
後肝S8に再発を認め、TACEを試みたが栄養動脈がなくTACE不応となったため、
肝拡大後区域切除を施行した。病理結果はmoderately＞poorly differentiated 
hepatocellular carcinoma,fc（+）,fc-inf（+）,sf（+）,s0,vp2,vv0,va0,b0であった。
術後5カ月で残肝に門脈腫瘍栓を伴う再発を認め、肝動注療法を施行中である。【結
語】肝細胞癌再発に対し再切除は有効な治療法であるが、TACEにより腫瘍の悪
性度が増すことがあり、複数回の再発治療後の手術に際しては、急速な再発形式
もありうることを念頭に置くべきであると考えられた。

092（消）
横紋筋融解を合併した劇症型Wilson病の最高齢女性の1例
1手稲渓仁会病院　消化器病センター、2東栄病院　消化器内科、
3札幌厚生病院　第三消化器科、4北海道大学　臓器移植医療部
○山崎　大1、姜　貞憲1、永井　一正1、松居　剛志1、辻　邦彦1、
児玉　芳尚1、桜井　康雄1、常松　泉2、髭　修平3、狩野　吉康3、
後藤　了一4、青柳　武史4、嶋村　剛4、真口　宏介1

【はじめに】劇症型Wilson病は時に成人にも見られるが発症年齢は概ね40歳迄であり、横紋
筋融解の合併は小児例の報告に限られている。著しいCPK高値と意識障害を伴う成因不明
急性肝不全として発症し、横紋筋融解を合併した既報中最高齢の劇症型Wilson病を経験し
た。【症例】54歳女性。2012年11月29日に下腿浮腫で近医を受診し、アルコール性肝硬変
と診断された。浮腫の制御のため12月3日より前医に入院、利尿薬を投与された。12月10日
に発熱と肝障害を認め、その後に急性腎不全・溶血性貧血・横紋筋融解・意識障害を呈し
たため、12月12日に当センターに転入した。既往歴に特記事項なし。入院時、肝性昏睡IV度
で黄疸が著明であった。AST 607 U/l、ALT105 U/l、T. bil 39.3mg/dl、D.bil 26.1mg/
dl、ALP 86 U/l、NH3 149μg/dl、PT活性16.4%と急性肝不全を呈し、RBC 161万/μ
l、Hb 6.1g/dl、網状赤血球9.5%、ハプトグロビン10 mg/dlで、Coombs陰性の溶血性貧
血、Cr 5.04 mg/dl、CPK 33202 U/lと急性腎不全、横紋筋融解も伴っていた。成因不
明の昏睡型急性肝不全として入院当日より血漿交換と血液濾過透析を施行した。CPK値は
初日に最高値を呈し、翌日以降は急速に減少に転じた。また血清遊離銅は第2病日に237μ
g/dlの最高値を認め、翌日から急減した。第6病日にセルロプラスミン低値（18mg/dl）が判明
し直ちに眼科を受診、Kayser-Fleischer ringを確認した。尿中銅は52.6μg/日と高値であっ
た。Wilson病と診断しD-ペニシラミン、亜鉛投与を開始、第9病日に脳死登録を行い医学的
緊急度10点で待機した。しかし、カンジダ感染や心不全を合併し、第68病日に永眠された。
ATP7B遺伝子にp.Asn1270Ser、p.Ile1336Thrを確認し、Wilson病と確定診断した。【考
察と結語】CPK値と血清遊離銅がほぼ同期して増減していたことから、血清遊離銅の上昇
には、横紋筋融解による筋肉内蓄積銅の血中へ逸脱が影響した可能性が推察される。最高
齢発症の劇症型Wilson病に、横紋筋融解を合併した1例を経験した。原因不明の急性肝不
全では、年齢に関わらず、劇症型Wilson病を鑑別に入れる必要がある。
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093（消）
脳死肝移植待機中に心原死したWilson病の1例
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○山崎　大1、姜　貞憲1、永井　一正1、松居　剛志1、辻　邦彦1、
桜井　康雄1、児玉　芳尚1、真口　宏介1

【はじめに】Wilson病は肝臓や神経に銅が蓄積する遺伝性疾患として知られるが、他
臓器にも沈着し機能障害を来す全身性疾患でもある。Wilson病による非代償性肝硬
変に対して肝移植待機中、突発的に心原死した症例を経験したので報告する。【症
例】19歳女性。7歳時にWilson病と診断され、D-penicillamineと亜鉛製剤を処方
されていたが、当初より怠薬傾向であった。2013年7月下旬より下腿浮腫と腹部膨
満があり、8月5日に前医を受診したところ、AST 88 U/l、ALT 57 U/l、PT活性 
22%と既に肝不全であった。D-penicillamineを再開し、保存的治療を試みたが改善
せず、脳死肝移植前の待機治療のため9月2日に当院ICUに転院した。経過中に出
血傾向を認めたが、明らかな肝性脳症はみられなかった。既往と家族歴に特記事項
なし。160cm、89.4kgと肥満があり、眼球結膜下・歯肉・鼻出血がみられ、黄疸、
下腿浮腫も顕著であった。AST 47 U/l、ALT 25 U/l、T. bil 24.3 mg/dl、D.bil 
13.4 mg/dl、ALP 321 U/l、NH3 90 μg/dl、PT活性15.3 %で、MELD 35点か
つChild-Pugh score13点と肝不全は深刻であった。血清銅109 μg/dl、セルロプラ
スミン21 mg/dl、尿中銅4973 μg/dayでKayser-Fleischer ringを認め、ATP7B遺
伝子変異（T1708-5GとG3181Tの変異）からWilson病を再度確診した。第8病日に
脳死ドナー登録し、医学的緊急度8点で待機した。なお過小グラフトのため父親は当
初からドナー不適応とした。入院時からの洞性頻脈（110bpm）、起坐呼吸、BNP高
値（252 pg/ml）から心不全を疑ったが、UCGでは異常なく、循環器内科でも心不全
は否定的とのことであった。その後も毎週UCGで観察したが、軽度の右室圧上昇と
左室拡張障害がみられるのみであった。第30病日に腎不全に対しHDFを開始したが、
意識は清明で血圧は安定、酸素投与下で呼吸管理した。しかし第33病日に、突然
心停止し急死した。心電図記録を見返すと、死亡4時間前にII誘導でST低下が出
現、最終的に3度房室ブロックで心停止に至っており、心原死と考えた。【結語】脳死
ドナーが得られず肝移植待機25日で心原死した19歳のWilson病の1例を経験した。

095（消）
当院における腹腔鏡下脾摘術症例の検討
1札幌北楡病院　外科
○服部　優宏1、三野　和宏1、後藤　順一1、玉置　透1、久木田　和丘1、
目黒　順一1、米川　元樹1

【はじめに】脾摘術が適応となる疾患には特発性血小板減少性紫斑病（ITP）、遺伝
性球状赤血球症、自己免疫性溶血性貧血などの血液疾患、脾腫瘍、感染や代謝
性疾患による脾腫などがある。侵襲をより少なくするための腹腔鏡下脾摘術が普及し
てきているが、症例は多くなく、定型化されているとは言えない。当院で施行した腹
腔鏡下脾摘術群（LAP群）と開腹脾摘術群（OPEN群）でBMI、手術時間、術中
出血量、摘出脾重量、術後在院日数などについて検討したので報告する。【対象と
方法】2008年1月から2013年12月まで当科で施行した脾摘術26例のうちLAP群は
18例、OPEN群は8例であった。LAP群は3‐5孔による手術で、巨脾や操作困難
などを理由に小開腹した例は6例であった。BMI17で、脾重量が1050gの症例は、
腹腔鏡で開始したが管子操作できず途中で開腹したため、OPEN群とした。OPEN
群は正中切開4例、左季肋下切開4例であった。【結果】BMIは両群間で有意差
を認めなかった。手術時間はLAP群203分、OPEN群143分で有意にLAP群が長
かった。出血量はLAP群238ml、OPEN群442mlで有意差はないがLAP群で少
ない傾向にあった。脾重量はLAP群262g、OPEN群は694gで、有意にOPEN群
で重かった。術後在院日数は、有意差はないがLAP群10日、OPEN群12日であっ
た。【考察】今回の検討から、開腹脾摘術は巨脾例で多く行われ、短時間で手術
が終わる利点がある。しかし、腹腔鏡下脾摘術は、手術時間は開腹よりもかかるが
出血量は少なく、疼痛コントロールや整容性で優れている。また、在院期間も短くな
る傾向にある。【結語】腹腔鏡下脾摘術は症例を選択すれば侵襲も少なく整容性に
も優れ、有用な手術と思われる。文献的考察を加えて報告する。

094（消）
化学療法関連類洞閉塞症候群（SOS）により生じた難治性腹水
に対してDenver shuntが緩和的に奏功した進行大腸癌の1例
1札幌共立五輪橋病院　消化器病センター　内科、2札幌医科大学　第四内科、
3札幌共立医院、4札幌共立五輪橋病院　血液腫瘍内科緩和医療センター、
5札幌共立五輪橋病院　健診センター、6札幌共立五輪橋病院　消化器病センター外科
○高橋　稔1、秋山　剛英1、田中　信悟1,2、佐藤　康史2、大井　雅夫1、
土居　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1,3

症例は55歳女性。平成23年11月。嘔気・嘔吐を主訴に近医受診。イレウスで発症した上行結腸
癌・多発肝・肺転移の診断のもと札幌医大第1外科紹介。同年12月右半結腸切除術を施行。平
成24年1月札幌医大第4内科の臨床第1相試験XEROXIRI+Bevasizumab（Bmab）にエントリーさ
れ5コース終了時でRECIST PR。その後11コースまで治療継続したがPD。FOLFIRI+Bmabに変
更し4コース施行の後PD。同年11月、肝転移巣が生命予後規定因子となり得ると考えられ、動注
化学療法目的に当院転院。当院入院時、脾腫・腹水（繰り返し施行した細胞診にてClass I ）お
よび血小板減少を認め経過より類洞閉塞症候群と考えられた。同年11月15日、門脈圧を低下させ
血小板増多を計る目的で患者・家族に十分なICのもと部分的脾塞栓術（PSE）を施行した。血小
板は3×104/mm3程度から10×104程度まで増加したが腹水コントロールは不良で利尿剤では十分
な効果が得られず、腹満感が強くCART施行が1-2回/wk程度必要であった。血小板増多が得ら
れ12月より動注化学療法を開始。腫瘍マーカーは順調に低下し、画像上肝転移巣も著明に縮小し
た。しかし腹水貯留の改善は得られなかった。患者はできるだけ自宅での生活を強く希望した。腹
水貯留による腹満感により食事摂取も十分ではなくほぼ定期的なCARTが必要であったため、同
年4月難治性腹水に対してDenver shuntを施行した。同shunt造設後腹水は著明に減少し食事摂
取も可能となり同治療施行後約3ヶ月間自宅での生活も可能となった。その後、多発性腹腔内リン
パ節転移の増大によりIVC syndromeを来したがIVC stent留置にて同症候群を解消できた。しか
し同年7月腫瘍進展にて永眠された。家族の同意のもと肝necropsyを施行した。肝組織は小葉内
に類洞の拡張を認めグリソン鞘での門脈の高度拡張を認めSOSとして矛盾のない組織所見であっ
た。大腸癌化学療法に伴うSOSによる難治性腹水貯留を呈した症例に対してDenver shunt留置
は、安全かつ腹水コントロールが可能であり症状緩和に極めて有益であった。

096（消）
主膵管型膵管内乳頭粘液性腫瘍の胆管穿破により再発を繰り
返した胆管炎に対し、EUS-CDSが有用であった一例
1札幌医科大学　腫瘍・血液内科
○小野　道洋1、林　毅1、石渡　裕俊1、櫻田　晃1、三浦　翔吾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、
加藤　淳二1

症例：80歳代男性。既往歴：60歳代にアルコール性慢性膵炎の診断で膵管空腸
吻合術。
2010年5月に黄疸を自覚して他院を受診、胆管炎の診断で当科紹介入院となった。
精査により、主膵管型IPMNの胆管穿破による胆管炎の診断となったが、根治手
術を希望されなかったため内視鏡的に両端pig tail型プラスチックステントを左右肝
管に留置したところ、胆管炎は改善して退院となった。それ以降、約1年毎に胆管
炎を生じ、ステント交換が実施されていた。2013年になると閉塞までの期間が短くな
り、同年11月に胆管炎の再発と診断され入院となった。
交換毎に内視鏡で観察される粘液は経時的に増加していたため、covered self-
expandable metallic stent（c-SEMS）の胆管内留置による穿破部の閉鎖を計画
したが、ERCで下部胆管径が16mmと拡張していたため断念した。左右肝管に2本
ずつ、計4本のプラスチックステントを留置したが胆管炎の改善はみられなかった。そ
こで、7Fr pig tail ENBD tubeを肝門部に留置し、粘液ならびにdebrisの吸引と
洗浄を行い上部胆管径の細径化を図った後に、endoscopic ultrasound-guided 
choledochoduodenostomy（EUS-CDS）を行う方針とした。10日間の吸引と洗浄
の後、胆管造影を行うと胆管径の細径化が得られており、10x60mmのc-SEMS を
用いてEUS-CDSを施行した。翌日から食事開始が、4日後に退院が可能であった。
covered membraneにより穿破部からの粘液の肝側への流入が防止され、胆汁は肝
門からc-SEMSを通じて直接十二指腸球部に排出されていることが良好なドレナージ
をもたらしたものと推測している。
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097（消）
当院におけるEUS- Choledochoduodenostomyの成績
1札幌医科大学　腫瘍・血液内科
○小野　道洋1、林　毅1、石渡　裕俊1、櫻田　晃1、三浦　翔吾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、
加藤　淳二1

【背景】中下部胆道悪性狭窄に対する標準的知慮うは経乳頭的ドレナージである
が、新しい治療法としてendoscopic ultrasound-guided choledochoduodenostomy

（CDS）が普及しつつある。【目的】EUS-CDS安全性と効果を検討する。【方法】
2013年11月までに当科でEUS-CDSを施行した症例を対象に後方視的に解析した。

【結果】経消化管的な治療EUSを施行された49例のうち、EUS-CDSは10例（年
齢中央値71歳（58-86）、男/女＝6/4、原因疾患：膵癌/十二指腸癌/他臓器癌
転移/IPMN胆管穿破＝6/1/2/1、プラスチックステント/金属ステント＝1/9）に実施さ
れた。EUS-CDSの選択理由は、乳頭到達不能かつ腹水貯留/乳頭到達不能か
つPTBDを拒否/患者希望/経乳頭的ドレナージ無効＝2/5/2/1であった。手技上
のトラブルは6例に生じ、ワイヤーの穿刺針内でのスタック: 1、ワイヤーの乳頭方向へ
の誤誘導: 2、機械的ブジー不能: 2例、胆嚢管誤穿刺: 1例であったが、各々、再
穿刺、ブジー後の方向転換、通電ダイレーター/バルーン拡張の使用、再穿刺で克
服可能であった。早期偶発症として胆管炎を3例で認めたが、2例がステント下端の
方向変換で、1例が抗生剤投与で改善し、重篤な合併症は認めなかった。全例で
ステント留置が可能で、ドレナージ効果は良好であった。経口摂取は全例で可能であ
り、経口摂取再開までの期間は中央値2日（1 ～ 5日）であった。EUS-CDS後の観
察期間中央値は61日（14 ～ 224日）で、閉塞・脱落などの後期偶発症は認めなかっ
た。【結論】手技上の困難性はあるが、EUS-CDSは安全に施行可能で有効な治
療法になり得る。

099（内）
胆嚢癌疑い例に対する経乳頭的胆嚢胆汁細胞診の検討
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○松森　友昭1、真口　宏介1、高橋　邦幸1、潟沼　朗生1、小山内　学1、
矢根　圭1、金　俊文1、高木　亮1、松本　和幸1、権　勉成1、友成　暁子1

【目的】経乳頭的胆嚢胆汁細胞診の成績を検討し、有用性と問題点を明らかにする。
【対象と方法】2013年11月までにENGBDを試みた373例中、胆嚢胆汁細胞診を目的
としたのは109例（29.2%）であり、その中で外科的切除を行った77例を対象とした。内
訳は胆嚢癌20（fStage I/II/III/IVa/IVb 4/5/6/2/3）、胆嚢腺腫3、慢性胆嚢炎
45、胆嚢腺筋腫症5、黄色肉芽腫性胆嚢炎（XGC）2、胆嚢粘膜過形成1、過形成
性ポリープ1。尚、当センターにおける胆嚢胆汁細胞診の施行基準は胆嚢の壁肥厚や隆
起性病変を認め胆嚢癌を疑う例である。細胞診検体の採取法は5Fr pig tail ENGBD
チューブより1回目は留置時に採取し、2回目以降は生理食塩水20-100mlにて洗浄後
に吸引採取している。本検討では細胞診の評価に際し腺癌、あるいは腺癌を強く疑うも
のを陽性とした。【検討項目】1）ENGBDの手技成功率、2）手技不成功の理由、3）
偶発症、4）細胞診の成績。【結果】1）手技成功率は90.9%（70/77）、総処置時間中
央値は23分（8-65）、胆嚢管へのガイドワイヤ（GW）挿入から胆嚢内へのENGBDチュー
ブ留置までに要した時間の中央値は15分（5-45）であった。2）不成功は7例（9.3%）であ
り、内訳はGWが胆嚢管に誘導できない6、GWは通過するがカテーテルが追従できない
1、であった。3）偶発症は5.3%（4/75）にみられ、膵炎3（軽症2、中等症1）、胆嚢
管損傷1で、いずれも保存的加療で改善した。4）細胞診施行回数中央値は3回（1-6）
であった。細胞診の評価が可能な検体の採取率は1回目87.1%（61/70）、2回目89.4%

（59/66）、3回目91.1%（41/45）、4回目87.5%（14/16）であった。胆嚢癌症例での
手技成功率は80.0%（16/20）であり、16例中陽性10、陰性6であった。一方、偽陽
性を3例（慢性胆嚢炎2、XGC1）に認め、細胞診の成績としては感度62.5%、特異度
94.4%、正診率87.1%であった。【結論】胆嚢胆汁細胞診目的のENGBD成功率は高く
比較的安全に施行可能である。細胞診の正診率は十分ではなく、質的診断には画像
所見を加味した総合的な判断と治療法の選択を行う必要がある。今後、診断能の向上
のため、採取法、検体採取後の処理法などを検討する必要がある。

098（内）
EUSガイド下順行性胆管空腸吻合部狭窄拡張術により治療し
得た術後再建腸管に合併した胆管結石の1例
1北海道大学病院　消化器内科
○阿部　容子1、河上　洋1、桑谷　将城1、川久保　和道1、工藤　大樹1、
久保　公利1、久保田　良政1、坂本　直哉1

【症例】50歳代，男性【現病歴】2012年7月，膵頭部癌に対して亜全胃温存膵頭
十二指腸切除術を施行し，術後補助化学療法を施行中であった．2013年8月下旬
より発熱がみられ，2013年9月10日，胆管炎の診断で当科入院とした．【入院後経
過】腹部超音波・造影CT検査で胆管空腸吻合部に胆管結石を疑う所見と肝内胆
管拡張が認められた．十分なインフォームドコンセントの上，EUSガイド下順行性胆管ア
プローチによる結石除去を行うこととした．コンベックス型EUSを残胃内に挿入し，肝
左葉の肝内胆管を確認した．拡張に乏しかったため22G穿刺針による穿刺を行った
後，造影により胆管像を確認後，0.018 inch guidewire（GW）を慎重に胆管内に
進めたが，GWの胆管空腸吻合部の突破が困難であり，穿刺針を細径カテーテルに
交換し，0.025 inch GW が胆管空腸吻合部を突破し得た．引き続いて，6Fr通電ダ
イレーターにより狭窄部を通電拡張し，8mmバルーンにより吻合部拡張を行った．バ
ルーンカテーテルによる採石術が困難であったため，6Fr ENBDチューブを吻合部か
ら空腸内に留置して手技を終了した．検査後は一過性発熱がみられるのみであり，食
事を開始したところ，術後8日目に発熱が認められ，チューブの自然脱落を確認した．
EUS下で作成した瘻孔が使用不可能となったため，術後20日目にダブルバルーン小
腸内視鏡による逆行性胆管造影検査を施行したところ，胆管空腸吻合部の拡張と
共に結石像の消失を確認した．術後約 1カ月後現在，明らかな再発は認められてい
ない．【考察】術後再建腸管を有する症例に対する胆管への新たなアプローチ方法
としてEUSガイド下アプローチの報告が増えつつある．今回われわれは，術後再建腸
管例に対して，EUSガイド下順行性胆管空腸吻合部拡張術により治療し得た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．

100（内）
当院における経乳頭的胆管生検・細胞診の検討

1市立函館病院　消化器病センター　消化器内科
○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

【目的】経乳頭的胆管生検・細胞診の成績と偶発症の検討．【対象と方法】対象は
2011年4月～ 2013年4月の期間，ERCで胆管狭窄や胆管壁の不整を有する経乳頭
的胆管生検・細胞診を施行した77症例（男性50例：女性27例），年齢中央値74歳

（40-104歳）．うち悪性胆道狭窄64例（手術例は最終病理診断，非手術例は生検・
細胞診と画像診断で判定：胆管癌28例，胆嚢癌・胆嚢管癌5例，Vater乳頭部癌
7例，膵臓癌15例，転移性膵腫瘍1例，肝細胞癌2例，胆管細胞癌3例，悪性リンパ
腫3例），良性胆道狭窄13例（生検・細胞診，画像診断，6ヶ月以上の経過観察で
悪性が否定された例：PSC疑い1例，IgG4関連疾患疑い4例，胆管炎8例），生検は
片開き（片：外径1.95mm），両開き（両：外径2mm）鉗子か，一部で胆道鏡下，イント
ロデューサー式鉗子を用いた．胆汁細胞診は全例で，ブラシ細胞診は一部（39/91）
で施行した．術後膵炎はcottonの重症度区分で判定した．【成績】検査回数のべ91
回，中央値で1回（1-3），生検回数は中央値で5回（1-10），全例で組織診可能な検
体を採取した．経乳頭的胆管生検の感度・特異度・正診率は57%・100%・64%で，
胆汁細胞診・ブラシ細胞診の併用で61%・100%・67%とやや改善した．術後膵炎：
なし55%（50/91），軽症（検査24時間後の血清AMYが正常値の3倍以上）39.6%

（36/91），中等症2.2%（2/91），重症3.3%（3/91）．初回乳頭：膵炎なしで46%
（23/50），軽症で72%（26/36），中等症で100%（2/2），重症で：100%（3/3）．
乳頭処置：膵炎なしでEST施行：4，EPBD施行：3，軽症でEST施行：3，EPBD
施行：1，中等症で乳頭処置なし：2，重症で乳頭処置なし：3．膵管処置（造影・ガ
イド・生検等）あり：膵炎なしで31，軽症で28，中等症で2，重症で2．生検鉗子：膵
炎なしで片開きのみ：33，軽症で片のみ：19，中等症で片のみ：2，重症で片＋両：
3．偶発症は膵炎のみであった．【結論】経乳頭的胆管生検は胆汁・ブラシ細胞診併
用で正診率がやや改善した．術後膵炎は初回乳頭で多く，片・両開き鉗子併用，乳
頭処置なしで重症化する傾向があり，留意する必要あると考えられた．



─ 69 ─

103（消）
胆嚢壁肥厚を呈する病変の術前病理組織学的診断法
1NTT東日本札幌病院　消化器内科、2NTT東日本札幌病院　外科、
3NTT東日本札幌病院　臨床検査科
○羽場　真1、吉井　新二1、川本　泰之1、清水　佐知子1、林　健児1、
横山　朗子1、小西　和哉2、宮坂　祐司2、高桑　康成3、赤倉　伸亮1

胆嚢壁の肥厚を呈する病変には様々なものがあり，治療方針決定において組織学
的診断は重要であるが，細胞診・組織診検体の採取が困難な場合も少なくない．今
回，胆嚢壁肥厚を呈した患者に対してEUS-FNAが治療方針決定に有用であった
症例を通して，胆嚢壁肥厚性病変の術前診断体系について考察する．【症例1】58
歳男性．心窩部痛のため近医を受診し，胆嚢病変を疑われて当科紹介．US，CTで
胆嚢頚部の結石と，頚部から底部にかけての壁肥厚を認めた．ENGBDチューブを
留置して洗浄細胞診を複数回提出し，乳頭状増殖を示す異型細胞の集塊を認めた
が癌の診断確定には至らなかった．EUSで胆嚢体部に不均一なエコー輝度を示す
肥厚した壁が観察され，十二指腸球部より肥厚した胆嚢壁に対して22G針でEUS-
FNAを施行した（3回穿刺）．組織学的には低分化型腺癌の所見であった．SS以深
への壁深達度を示す胆嚢癌と診断し，胆嚢摘出術+肝床切除+肝外胆管切除+D2
廓清を行った．病理診断はSS浸潤を呈する低分化型腺癌で，治癒切除を得た．【症
例2】68歳女性．尿の濃染と右季肋部痛のため近医を受診し，閉塞性黄疸の診断
で当科紹介．US，CTで胆嚢頚部に結石を認め，頚部優位の胆嚢壁肥厚を伴い，
肥厚した壁に押されるように上部胆管狭窄を呈していた．経乳頭的胆管生検および
ENGBD洗浄細胞診のいずれも悪性所見はみられなかった．EUSでは胆嚢頚部に
不均一なエコー輝度を示す壁肥厚がみられ，十二指腸球部より肥厚した胆嚢壁に対
して22G針でEUS-FNAを施行した（3回穿刺）．同時に腫大した#12pリンパ節に対し
てもEUS-FNAを施行したが，いずれも悪性所見はみられず，胆嚢壁検体からは炎
症性肉芽組織と泡沫細胞の集団を認めた．胆嚢頚部結石嵌頓による黄色肉芽腫
性胆嚢炎+Mirrizi症候群（McSherry type I）と診断し，腹腔鏡下胆嚢摘出術を施
行した．病理組織学的には黄色肉芽腫やリンパ濾胞形成を伴う慢性炎症細胞浸潤
を認めるのみで悪性所見はなかった．

102（消）
Slow pull techniqueを用いた通常針での膵腫瘤性病変に対
するEUS-FNAの診断能に関する前向き研究
1手稲渓仁会病院　消化器病センター、
2東京大学医科学研究所　臨床試験管理推進室
○金　俊文1、潟沼　朗生1、真口　宏介1、高橋　邦幸1、小山内　学1、
矢根　圭1、高木　亮1、松本　和幸1、権　勉成1、松森　知昭1、
友成　暁子1、野島　正寛2

【背景】近年、slow pull techniqueによるEUS-FNA（以下SP-FNA）が提唱され、特
にCore trap付き穿刺針での有用性が報告されているが、通常針によるSP-FNAの成
績については明らかではない。【目的】膵腫瘤性病変に対する通常針によるSP-FNAの
有用性を前向きに検討すること（UMIN000011590）。【方法】2013年4月から9月までに
画像検査にて膵腫瘤性病変を指摘し、SP-FNAを施行した症例を対象とし、凝固障害
や重篤な合併症を伴う例は除外した。Sample sizeの設定はSP-FNAの正診率を80%
とした場合に95%信頼区間が±14.7%に収まる確率が91.2%となる40例とした。最終診
断は悪性 37（通常型膵癌 35、膵腺房細胞癌 1、腎癌膵転移 1）、NET 1、AIP 
1、SPN 1であった。通常針としてExpect 22G（Boston Scientific）を用い、最初の
2passまではSP-FNAを行い組織診に提出した。3pass以降は方法を制限せず、細胞診
あるいは組織診に提出した。検体の評価は、同一の病理医により以下の項目について
行った ; 1.SP-FNAによる採取量（Gr0 : scanty, Gr1: inadequate, Gr2 : adequate）、
2.質（Gr0 : poor、Gr1 : fair、Gr2 : good）、3.血液混入度（Gr0 : significant、Gr1 
: moderate、Gr2 : low）、4.SP-FNAの正診率（3pass以降の成績との比較）。【結
果】対象の年齢平均値 68±9.8歳、男女比 18 : 22、占拠部位は頭部 13（33%）、体
部 19（48%）、尾部 8（20%）、腫瘤径平均値 38±19mm。1.量 : Gr2 29（73%）、
Gr1 11（28%）。2.質 : Gr2 31（78%）、Gr1 7（18%）、Gr0 2（5%）。3.血液混
入度 : Gr2 25（63%）、Gr1 13（33%）、Gr0 2（5%）。4.SP-FNAの正診率は90%
であり、3pass以降の正診率（90%）と同等であった（p=1.00, McNamer’s test）。【結
論】通常針を用いたSP-FNAにて検体採取量、質、血液混入度が良好であったものは
70%程度であり、正診率も通常の方法とほぼ同等であった。

104（内）
癌性疼痛に対するフェノールグリセリンを用いたEUSガイド下腹
腔神経叢ブロック術の検討
1札幌医科大学　腫瘍・血液内科学講座
○石渡　裕俊1、林　毅1、小野　道洋1、宮西　浩嗣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

【目的】癌性疼痛に対するEUSガイド下腹腔神経叢ブロック術（EUS-CPN）には、エ
タノールが用いられ、有効率は46 ～ 89%、持続期間は12週程度とされている。除
痛効果を十分得るためには、腹腔動脈幹周囲に薬液を確実に注入することが重要
であるが、術後のCTからは、予想以上に拡散している事を経験する。そこで、神経
破壊薬であるフェノール液にグリセリンを混合し粘度を増すことにより薬液を目的部位
に停滞させ、EUS-CPNに応用する方法を考案した。【方法】安全性と薬液集積を
評価するステップ1と、治療効果を評価するステップ2の2段階の試験デザインとした。
フェノール液は7%で固定し、ステップ1は（1）グリセリン0%　3例、（2）グリセリン30%　
3例、（3）グリセリン60%　3例へステップアップし、有害事象の発生頻度と、薬液集
積を評価し、至適なグリセリン濃度を決定し、ステップ2へすすむ。ステップ2では、至
適濃度で7例の追加を行い、同濃度で行ったステップ1の3例とあわせて（計10例）、
除痛効果の評価を行った。CPNの適応はNRS（Numerical rating scale）4以上
の癌性疼痛とした。フェノール液にはヨード造影剤を含有させ、術後にCTを撮影し薬
液の集積範囲を評価した。EUS-CPNはcentral methodを用いた。除痛効果は1週
間後にNRSが3以下の場合に有効、1以下の場合を著効とした。【成績】2011年
5月から2013年9月までに16例の切除不能膵胆道癌患者にEUS-CPNを施行した。
ステップ1の9例では、全例で重篤な有害事象は認めなかった。集積範囲の評価で
は、明らかに、グリセリン60%で著明な腹腔動脈根部周囲への集積がみられた。ス
テップ2は、グリセリン60%を用い、有効は8例（80%）、著効は4例（40%）にみられた。

【結論】60%グリセリンを含有するフェノールグリセリン液で、腹腔動脈幹周囲に集積
させることが可能であり、高い有効率を得ることが可能であった。

101（消）
悪性胆道狭窄に対する経乳頭的胆汁細胞診と胆管生検の
検討
1札幌社会保険総合病院　消化器科
○高木　智史1、藤澤　倫子1、今井　亜希1、吉田　純一1

胆管癌および膵癌により悪性胆道狭窄をきたしたときには、ERCPを利用した方法に
より病理組織学的診断がなされることが多い。すなわち、ERCP下に、（1）吸引し
た胆汁、ENBDからの胆汁排液の細胞診、（2）狭窄部のブラシ擦過細胞診、（3）
狭窄部の鉗子生検組織診である。今回、われわれは、2003年1月から2012年12
月までの過去10年間に悪性胆道狭窄に対しERCPを行い、このうち検体を採取した
31症例を対象とし検討を行った。男女比は22：9であり、平均年齢は69.7歳（40-89
歳）であった。疾患の内訳は、膵癌が4例、肝外胆管癌が18例、肝門部胆管癌が
5例、胆嚢癌胆管浸潤が2例、肝細胞癌が2例であった。最終診断は手術、剖検、
肝生検、腹水細胞診、臨床経過などから行った。今回の検討の結果では細胞診
はClass IV以上を、組織診はGroup IV以上を陽性とした。胆汁細胞診は1例あた
り1回～ 5回、ブラシ擦過細胞診、鉗子生検検体は1例あたり1回～ 3回の採取が
行われていた。対象症例全体での感度は胆汁細胞診で25.8％、ブラシ擦過細胞診
で58.0％、鉗子生検組織診で70.9％であった。特異度はいずれも検体採取法でも
100％であった。膵癌および胆嚢癌胆管浸潤は胆管外原発腫瘍の胆管浸潤といっ
た差異があるためか、胆管癌と比較しいずれの検体採取法においても感度は低い
傾向にあった。胆管生検では上部胆管から肝門部胆管において十分な検体が採取
されていないことが多かった。ブラシ擦過細胞診や胆管生検では疑陽性であり、胆
汁細胞診で確定診断となった症例もあった。ERCP時の検体採取法としてはブラシ
擦過細胞診が感度の高さおよび疾患毎の陽性率のばらつきの少なさから第一選択
とされる方法と考えられるが、胆管鉗子生検や胆汁細胞診を追加することで感度の
向上が図られるものと考えられた。
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105（消）
Peri-pancreatic fluid collection（PFC）に対しEUS下ドレ
ナージを施行した2例 ―内視鏡的ネクロゼクトミー（EN）を想
定したステント選択、12mm径SEMS留置の可能性―
1札幌医科大学　腫瘍・血液内科
○林　毅1、小野　道洋1、石渡　裕俊1、櫻田　晃1、三浦　翔吾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、
加藤　淳二1

PFCに対するENに適した大口径SEMSが開発されているが、本邦では使用できない。
今回12mm径の胆道用SEMSを代用し、細径内視鏡をPFCに挿入した2例を経験した
ので報告する。【症例1】60歳代、女性。膵中央切除の20月後に発熱、嘔吐を生じ13
年8月に入院となった。CTで膵断端に接する10cmのPFCが胃前庭部を圧排し、臨床兆
候から感染合併が疑われたため、経胃的にEUS下ドレナージを施行した。EUSでPFC
内に小結石の存在が疑われ、穿刺液は血性粘稠であったため12×40mmのc-SEMSを
留置した。近位端が胃壁内に迷入したため同一SEMSの追加留置と経鼻ドレナージを
行った。翌日のCTでPFCの縮小が確認された。3日後にPFC内に細径内視鏡を挿入
したところ、小結石が残存したため洗浄と吸引で胃への排出操作を行った。1月間、瘻
孔形成を待ちSEMSを抜去し両端pig tail型プラスチックステント（PS）を留置した。3ヶ
月後のCTで再発はみられていない。【症例2】60歳代、男性。13年8月、吐下血に
て前医に緊急入院となり、慢性膵炎急性増悪に伴う膵仮性動脈瘤破裂の診断で脾動
脈TAEが施行され止血された。一時軽快に向かうも9月になり貧血の進行、PFCの増
大、敗血症を生じ当科転院となった。CTで膵-胃間に13cmのPFCがあり、感染巣と考
えられ、経胃的にEUS下ドレナージを施行した。穿刺時の吸引が不能であったため12×
40mmのc-SEMSを留置した。胃酸逆流による出血性食道潰瘍があり経鼻ドレナージを
実施しなかった。消炎がなされず、翌日に経皮的に12Fr.ドレーンを2本留置し洗浄を開
始した。解熱をまって6日後に細径内視鏡をPFC内に挿入すると血腫が充満しており、
5Fr.スネア、内視鏡操作で血腫の分断と排出操作を行った。8, 20日後に同様の操作を
追加し、27日後にはPFCの消退を得た。1月後にPSへ交換予定である。【まとめ】2例
とも良好な経過であり、PFCに対する12mm径c-SEMS留置は有用な治療法と考える。

107（内）
Cold polypectomyの安全性の検討
1NTT東日本札幌病院　消化器内科
○吉井　新二1、清水　佐知子1、林　健児1、羽場　真1、川本　泰之1、
横山　朗子1、赤倉　伸亮1

【背景・目的】大腸ポリープを内視鏡摘除することにより大腸癌の罹患率・死亡率が
抑制されることがNational Polyp Studyで報告されたことから，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，1cm未満
の小ポリープ全てのポリープを切除することは実臨床では容易ではない．欧米では高
周波装置を使用しないcold polypectomyが広く行われているが日本での安全性の
検討は少ない.今回の我々の目的は，cold polypectomyの安全性について検討する
ことである．【方法】2013年8月から10月までの期間，当院にてcold polypectomyを
施行した41症例，82病変．Cold polypectomyの適応は，腫瘍径1cm未満の非有茎
性ポリープとした．治療前内視鏡にてSM浸潤癌の可能性等，一括切除で病理組織
学的評価が必要と判断した病変は粘膜切除（EMR）を施行したので除外した．cold 
polypectomyから2週間以内の偶発症（出血・穿孔）の頻度を評価した．【成績】82
病変の臨床像は部位が右半結腸40，左半結腸42，肉眼型がIs ／ Isp37，IIa45，腫
瘍径は平均4.7mm（1 ～ 5mm64，6 ～ 9mm17），抗凝固剤・抗血小板剤内服例は，
ワーファリン5，アスピリン5，その他2であった．切除手技はsnare72，biopsy10で，病
理組織所見はlow grade adenoma57，serrated adenoma9, hyperplastic polyp9, 
その他3で切除断端陰性49，陽性2，不明31であった．偶発症は，minor bleeding 
1例1.2%（ポリペク後5日目にわずかな血便）に認めたのみで，内視鏡的止血や輸血
を要する出血，穿孔等の重篤な偶発症は認めなかった．【結論】cold polypectomy
は1cm 以下の大腸ポリープの切除手技として安全で簡便な手技である可能性が示
唆された．しかし，断端の病理評価が不明な症例が多く，遺残・再発の問題が残る
為，今後もさらに症例を重ねて検討する必要がある．

106（内）
ESD症例における同時性異時性多発胃癌の検討
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○浦出　伸治1、田沼　徳真1、野村　昌史1、栗原　弘義1、田中　一成1、
真口　宏介1

【背景】ESDは胃機能温存を可能にした優れた治療法である反面、癌発生母地で
ある粘膜も温存される。近年、ESDの普及に伴い同時性あるいは異時性に多発す
る胃癌を少なからず認める。【目的】ESDを施行した早期胃癌症例に発生した同時
性異時性多発胃癌の現況について検討する。なお、初回ESDより1年未満に新規
病変を認めた症例を同時多発、1年以降に認めた症例を異時多発と定義した。【対
象と方法】2003年7月より2012年11月までに当院で初回ESDを施行した早期胃癌
患者410例のうち、多発病変を認めた57例（13.9%）を対象とし、（1）患者背景（年
齢、性別）、（2）多発例数、（3）多発病変数、（4）発生領域、（5）肉眼形態、（6）
組織型、（7）ヘリコバクターピロリ（HP）感染・萎縮性胃炎（木村・竹本の分類）に
ついてretrospectiveに検討した。【結果】（1）54-90歳（中央値74歳）、男性48例

（84.2%）。（2）同時多発39例、異時多発22例（4例は重複）。（3）5病変1例、4
病変3例、3病変11例、2病変42例。（4）U領域22病変、M領域35病変、L領
域77病変。同一領域31例、2領域24例、3領域2例。（5）隆起性38病変、陥凹
性96病変。同一形態35例（隆起性のみ5例、陥凹性のみ30例）。（6）分化型118
病変、未分化型3病変、混在13病変。同一組織44例（分化型43例、混在1例）。

（7）HP検査施行26例中、陽性15例。C-I / II 3例、C-III / O-I 8例、O-II / 
III 46例。【考察】内視鏡切除例における多発胃癌の頻度は10%前後とする報告が
多く、今回の検討でも同様であった。多発例は萎縮範囲の広い症例が多く、約半
数は複数領域に発生していた。萎縮の進んだ症例では多発病変を念頭に置いた内
視鏡観察を行うことが重要であると考えられた。

108（内）
超音波内視鏡検査に鎮痙剤は必要か？―鎮痙剤の有無に関
する多施設共同前向き無作為化比較試験―
1北海道大学　消化器内科、2HONEST group
○桑谷　将城1,2、河上　洋2、林　毅2、江藤　和範2、大和　弘明2、
小野寺　学2、石渡　裕俊2、川久保　和道2、羽場　真2、工藤　大樹2、
阿部　容子2

【背景】検査時間の短縮，手技や観察精度の向上の目的で，上下部消化管内視鏡
検査・治療および超音波内視鏡検査（EUS/EUS-FNA）において消化管鎮痙は
慣例的に行われてきた．消化管非鎮痙下に，支障なくEUS/EUS-FNAを完遂でき
ることは診療上よく経験されるが，科学的に前向きに検討した報告はこれまでにない．

【目的】EUS/EUS-FNA において，前処置としての消化管鎮痙の必要性を明ら
かにすること．【対象と方法】2012年5月～ 2013年3月の間，研究参加6施設にて
同意を得た後に，胆膵およびその周囲領域疾患の精査目的にEUS or/and EUS-
FNAを施行した400例を対象とした．中央登録制による施設毎の層別化・無作為化
を行い，鎮痙剤投与群（鎮痙群）と非投与群（非鎮痙群）の2群に割り付けた．前者
の場合，術者に盲目的に検査5分前に鎮痙剤を筋注投与した．EUS/EUS-FNAを
行い，検査後3時間以内に術者・患者にアンケート調査を行った．【検討項目】　1）
患者背景，2）全検査時間，3）血圧・心拍数の変動，4）術者の検査満足度（各10
点 VAS score），5）患者の検査中疼痛・不快感・検査後の再検査意欲（各10点 
VAS score），とした．【結果】　鎮痙群200例vs. 非鎮痙群197例（3例脱落）．1）
平均年齢 66.3 vs. 67.4歳（20-90），男女比 108:92 vs. 101:96，対象疾患（膵:胆
管:胆嚢:乳頭部:その他）122:31:16:8:23 vs. 115:24:27:7:24（いずれも有意差な
し）．2）2299±937 vs. 2259±1019 秒（非劣性マージン範囲内）．3）検査前後，
検査中の収縮期血圧，拡張期血圧，心拍数の変動はいずれも両群で差はみられな
かった．4）検査中の患者体動:画像描出のしやすさ:検査の達成度，9.4:9.6:9.5 vs. 
9.6:9.7:9.5（いずれも有意差なし）．5）患者の検査中疼痛:不快感:検査後の再検査
意欲 8.7:8.7:8.6 vs. 8.6:8.6:8.7（いずれも有意差なし）．【結語】EUS/EUS-FNA
は，鎮痙剤投与を行わなくとも安全かつ効率的に遂行可能である．
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109（消）
外科的切除を行わずに診断から2年9ヶ月生存が得られた膵が
んの一例
1勤医協苫小牧病院、2勤医協厚賀診療所、3勤医協中央病院
○代田　充1,2、宮崎　有広1、古山　準一3、伊賀　勝康1

症例は63歳男性。当院内科に糖尿病、高血圧にて定期受診をされていた。2010年
8月頃より糖尿病の悪化を認め、同年10月に腹部CTを施行。膵頭部に直径20mm
大のLDAを認めた。近隣の病院にて同月にpet-CTを施行。同部位にhot　spotを
認めた。膵がんが疑われ同年11月に勤医協中央病院へ加療目的に入院。CTによ
りT2N0M0、stage2と診断。1980年に勤医協中央病院にて胃癌（sig）のため胃全
摘、膵体尾部、脾合併切除の既往あり。今回手術ならば膵全摘となるため、ご本
人、御家族へ十分なICを外科Drと合同で行い、結局手術は行わず、化学放射
線療法の治療を選択された。2010年12/8より初回GEMを開始。初回のクールの
み勤医協中央病院で施行。退院後は勤医協苫小牧病院でGEM治療を継続した。
2011年1/28－3/4の間、地域の基幹病院で膵頭部に放射線治療（50gy/25Fr）
を施行。放射線治療が終了後もGEM治療を継続した。2011年9月に誤嚥性肺炎
となり抗癌剤治療を終了。抗生剤による肺炎治療は終了したが、退院後は抗癌剤
再開を行わず、血液検査（腫瘍マーカー）、画像（CT、pet）で経過をみた。2012
年5月に腫瘍マーカー（CA19-9、DUPAN-2）の上昇を認めた。5/16の腹部造影
CTで肝s5/8に直径10mm大の腫瘤を認めた。GEM治療の再開も検討したが、以
前誤嚥性肺炎の既往もあり、TS-1（120mg/2x）へ変更し5/23より内服を開始。4
週内服、1週休薬とした。肝転移と思われる腫瘤に対しては6/5-6/18で放射線治
療（48gy/8Fr）を行った。以後もTS-1の内服を継続した。2013年3/7の腹部造影
CTにて肝に3箇所の転移を認めた。4月に勤医協中央病院でRFAを施行。退院後
もTS-1の内服を継続したが、躁状態となり6/4に精神科へ入院。以後はTS-1の内
服が中止となり7/17に精神科病棟で永眠された。今回集学的治療を行った膵がん
を経験したので文献的考察を加え報告する。

111（消）
局所進行膵癌に対する放射線治療施行例の検討
1恵佑会第2病院　消化器内科、2恵佑会札幌病院　消化器内科、
3恵佑会札幌病院　放射線科
○大橋　広和1、松本　岳士1、三橋　慧1、安孫子　怜史1、岡原　聡1、
工平　美和子1、菅原　伸明1、小平　純一1、小池　容史1、高橋　宏明1、
穂刈　格2、塚越　洋元2、明神　美弥子3

【背景】現在、切除不能局所進行膵癌に対する治療方針は、gemcitabine、S1の
登場以降化学療法単独でも有効な治療成績が報告されており、放射線治療の位
置づけはcontroversialである。【目的】切除不能局所進行膵癌に対する放射線治
療施行例（化学療法併用例を含む）の予後につき検討を行い、その位置づけにつき
考察する。【対象】2006年以降、当院において切除不能局所進行膵癌と診断し、
放射線治療を施行した後の経過を追えた35例。男性23例、女性12例。年齢中央
値は67歳（40 ～ 81歳）。放射線単独治療例は12例、化学放射線療法施行例は23
例。併用した化学療法は、S1 14例、GEM 7例、5FU 2例であった。【結果】S1
併用例のうち3例が有害事象のためS1を中止（食思不振、口内炎、白血球減少 各
1例）、うち1例が白血球減少の遷延のため放射線治療も中止した。また1例が中間評
価で肝転移を認め放射線治療を中止したが、その他の症例は予定された治療を完
遂しえた。放射線単独治療群と化学放射線療法施行群で累積生存期間をKaplan-
Meier法を用いて分析したところ、生存期間中央値は267日、343日（p=0.15）であり、
Log-rank検定で有意差は認めないが、化学放射線療法施行群で生存期間が延長
する傾向がみられた。現在有効とされているS1を併用した化学放射線療法に絞った
場合でも、生存期間中央値は294日（p=0.30）と、有意差は認められなかった。【結
論】今回の検討では、S1併用化学放射線療法群に生存例が多く含まれており、今
後も経過を追い検討を重ねる必要があると考えられた。また、放射線単独治療は化
学療法と比べ高齢者、他臓器疾患合併例などでも忍容性の高い治療法であり、ま
た中には少数であるが長期生存例も存在することより、化学療法困難例への次善の
策として選択肢に挙げられると考えられた。

110（消）
局所進行膵癌に対するゲムシタビン併用術前放射線化学療法
の治療効果
1北海道大学　消化器外科Ⅰ
○敦賀　陽介1、蒲池　浩文1、若山　顕治1、折茂　達也1、柿坂　達彦1、
横尾　英樹1、神山　俊哉1、武冨　紹信1

【はじめに】近年、膵癌に対する術前放射線化学療法（NACRT）の有用性が報告さ
れている。当科では局所進行膵癌に対しGemcitabine（GEM）併用NACRTを実施
しており、その治療効果について検討した。【対象・方法】当科で施行したNACRT
症例28例（Borderline resectable 23例、Unresectable 5例）。GEMは150mg/㎡
を週一回投与。放射線治療は、50.4G/28fを3門3次元原体照射にて行った。【結
果】GEM不耐性の2例と治療中に遠隔転移が出現した3例を除く、23例（82.1％）に
NACRTを完遂した。完遂症例におけるNACRTに伴う副作用として、白血球減少
Grade 3を7例、Grade 4を2例に認め、間質性肺炎を1例に認めた。治療前後の
CT画像上の効果判定ではPR6例、SD12例、PD5例であった。完遂症例23例中、
患者拒否1例、PD2例、最終評価での肝転移、遠隔リンパ節転移出現3例を除く
17例に開腹手術を施行し、肝転移2例、腹膜播種1例を除く14例（切除率50.0％）
に根治術を施行した。術式は膵頭十二指腸切除11例、膵体尾部切除2例、膵全
摘術1例で門脈合併切除再建を10例、動脈合併切除再建を1例に併施し、R0切
除率は100%であった。組織学的効果判定は癌細胞破壊10%以下が1例、10 ～
20％が5例、50 ～ 90%が6例、90％以上破壊が2例であった。5例で術前診断から
のdown stageが得られた。現在8例で再発を認め、初回再発部位として肝臓が4例
と最も多かった。1年生存率は、84.6%、3年生存率は32.2%、MSTは26.1ヵ月で
あった。【結語】本レジメンによるGEM併用術前放射線化学療法は安全に施行可能
であり、切除症例には組織学的有効性を認めた。肝転移の制御が今後の治療成
績の向上には不可欠と考えられた。

112（消）
Hemosuccus Pancreaticusの1例
1旭川医科大学病院　病態代謝内科学分野
○山北　圭介1、北野　陽平1、長南　茉欧1、鈴木　裕子1、今澤　雅子1、
和田　佳緒利1、太田　雄1、須藤　隆治1、玉木　陽穂1、麻生　和信1、
羽田　勝計1

症例は81歳男性。平成25年9月に下血を主訴に近医を受診し、下部消化管内視
鏡検査を施行されたが出血源は特定出来なかった。その直後に左足に動脈塞栓症
を発症し、シロスタゾール、アスピリンが開始された。同年10月再度下血し上・下部
消化管内視鏡が行われたが出血源を特定することが出来ず、精査加療目的に当科
へ紹介入院となった。ダブルバルーン小腸内視鏡を行ったが、出血の原因になりう
る病変を指摘できなかった。当院入院後は出血を認めなかったが前医で出血した際
の採血で膵酵素の上昇を認めており、またCTで膵尾部に10mm大の嚢胞性病変を
指摘されていたため精査を考慮していたが、入院第11病日に重症急性胆嚢炎を発
症したため、外科で緊急胆嚢摘出術を施行された。術後の経過は良好であったが
中止していた抗血小板薬を再開したところ再度消化管出血をきたした。その際のCT
で膵嚢胞の増大と膵の腫大、膵酵素の上昇を伴っておりhemosuccus pancreaticus
が疑われた。上部消化管内視鏡を行ったところ十二指腸乳頭から血腫の排出が疑
われた。あらためてダイナミックCTを撮影したところ仮性嚢胞と思われる膵尾部の嚢
胞内に動脈瘤が出現しており出血源と考えられた。当院放射線科に依頼し、血管
造影を施行したところ短胃動脈に動脈瘤が確認されたため、出血源と判断しTAEを
行った。術後経過は良好で、抗血小板薬を再開しても現在まで再出血を認めてい
ない。本症例では当初明らかでなかった動脈瘤が経過観察中に画像でとらえられる
様になっており診断に時間を要した。文献的考察を加えて報告する。
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113（消）
胃への穿破にて発見された膵管内乳頭粘液性腫瘍の一例
1札幌しらかば台病院　消化器内科、2聖マリアンナ医科大学　消化器・肝臓内科、
3札幌しらかば台病院　病理科
○高橋　秀明1,2、足立　靖1、菊池　剛史1、秋野　公臣1、見田　裕章1、
中村　正弘1、安達　靖代1、吉田　幸成1、加藤　康夫1、石井　良文2、
遠藤　高夫1

【背景・目的】膵嚢胞性病変は膵疾患で重要な位置を占めるが、その理由として、近年、概
念の確立された膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）が画像診断の進歩により、高頻度に発見
されるようになったことが挙げられる。IPMNの概念は1982年に提唱され、わが国における
膵癌取扱い規約、WHOの膵腫瘍国際組織分類などによって1990年代中ごろに世界的に
定着した。最近ではIPMN/MCN国際ガイドラインが作成され，コンセンサスが得られている。
今回我々は、内視鏡検査により胃への穿破が確認され、生検にて膵管内乳頭粘液性腺癌

（IPMC）と診断された症例を経験したので報告する。【症例】83歳、男性。既往歴：脳
梗塞、前立腺癌術後、膵腫瘍（5・10年前に検査入院、詳細不明）。2013年7月、脳梗
塞発症し他院入院、加療が行われた。その後病態安定するもののリハビリ継続の必要性あ
り、9月当院転院となった。スクリーニングの超音波にて膵腫瘍性病変疑われ、上部消化管
内視鏡検査にて胃体上部後壁に潰瘍性病変を認め、膵腫瘍と胃の瘻孔と考えられた。瘻
孔部を観察したところ、粘液の付着を伴う乳頭状の粘膜が認めれた。また十二指腸乳頭は
開大し、粘液の流出を認めた。瘻孔からの生検により不規則な乳頭増殖を示す非表層性
粘液細胞、非腸上皮がみられ、MUC1（+）、Ki67（+）、p53（+）、CK7（+）、CK20、
CDX-2（-）であった。また、CT上造影効果のない低吸収域の腫瘤が膵体部から尾部に
認められ、画像上も胃への穿通が確認された。以上よりIPMCの胃への穿破と診断した。
認知症、performance statusご家族の希望がないことからbest supportive careとなり現在
に至っている。【考案】IPMNは日常高頻度にみられ、比較的予後良好な疾患だが一部は
癌化し予後不良の経過を辿る。またIPMN患者の通常型膵癌の発生率は0.5 ～ 0.9％と有
意に高値であり、膵癌の高危険群であることから、本症例でもIPMCに加え、通常型膵癌
の併存の可能性も否定できないものと思われた。【結語】胃への穿破にて発見され、その瘻
孔からの生検にて診断された膵管内乳頭粘液性癌の一例を経験したので、報告した。

115（消）
IPMN切除後残膵再発例の臨床病理学的検討
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○松森　友昭1、真口　宏介1、高橋　邦幸1、潟沼　朗生1、小山内　学1、
矢根　圭1、金　俊文1、高木　亮1、松本　和幸1、権　勉成1、友成　暁子1

【目的】IPMN切除後の残膵再発例の臨床病理学的特徴を検討する。【対象と方
法】対象は2013年9月までに診療したIPMN 829例（切除134、経過観察695）中、
IPMNの切除術を行った107例のうち残膵に異時性にIPMN再発あるいは併存膵
癌を認めた7例（6.5%、全例分枝型、男女比 2:5、年齢中央値65歳）を対象とした。
検討項目は1）残膵再発例の背景、2）治療法、3）予後とした。【結果】1）残膵再
発7例は全例IPMNの異時性再発であり、1例は膵癌が併存していた。初回IPMN
病変はPbt 7で全例DPを施行し、病理所見はlow-intermediate grade dysplasia

（LD）2、high grade（HD）4、minimally invasive carcinoma（MC）1であっ
た。切除再発の7例中2例が分枝内、5例は主膵管から分枝内に広範囲に病変が認
められ、再発までの期間の中央値は32.4ヵ月（12.5-125.5）であった。2）残膵切除 5

（病理所見はLD 1、HD 1、MC 3）でMCの1例では離れた部位に通常型膵癌の
併存を認めた。残りの2例では化学療法 1、経過観察継続1とした。3）全例生存中

（術後観察期間中央値32.2ヵ月）。【結語】IPMN切除後6.5％にIPMNの異時性
再発を認め、全例DP後で再発までの期間は32ヵ月であった。残膵の併存膵癌は1
例のみであった。IPMNでは切除後残膵のIPMN異時性再発を念頭においた定期
的なfollow upが必要である。

114（消）
胆嚢異物性肉芽腫（foreign body granuloma）の1例
1伊達赤十字病院　消化器科、2伊達赤十字病院　内科、
3伊達赤十字病院　外科、4札幌医科大学　腫瘍・血液内科学講座
○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

ガーゼ、糸などの異物が原因となって肉芽腫を形成する異物性肉芽腫（foreign 
body granuloma）の報告は散見されるが、胆嚢に発症する例は極めてまれである。
今回、進行胆嚢癌との鑑別を要した胆嚢異物性肉芽腫の1切除例を経験したので
報告する。
症例は78歳、男性。既往歴では、61歳 高血圧症、67歳 前立腺癌で全摘術、68歳
脳梗塞、72歳経皮的冠動脈形成術、74歳早期胃癌で幽門側胃切除術（Billroth-I
再建）。術後の胃食道逆流症にて当科通院中であったが、経過観察目的に施行した
平成25年6月の腹部USで胆嚢底部に16mm大の広基性の内部エコーやや不均一
な低エコー腫瘤を認めた。CTでは同部位は軽度の増強効果のある低吸収値腫瘤
であった（1年前のCTでは10mmの腫瘤が指摘可能であった）。EUSでは表面やや
不整、内部エコー不均一な低エコーの広基性腫瘍性病変であり、内部に高エコー
領域を認め、胆嚢壁の外側高エコーは不明瞭であった。
以上より進行胆嚢癌も否定できないため、同年7月に当院外科にて胆嚢・胆嚢床切
除術＋周囲リンパ節郭清術を施行した。病理組織所見では胆嚢底部に径18mm大
の広基性の腫瘤性病変を認め、上皮直下に泡沫状組織球の集簇があり、周囲の
炎症細胞の浸潤・上皮の軽度異型を認めた。同部位近傍の粘膜下（固有筋層～
漿膜内）に縫合糸と思われる異物と周囲の濾胞形成を示す炎症・線維化が認めら
れた。以上より胆嚢異物性肉芽腫と診断した。

116（消）
治癒切除不能結腸直腸癌に対する原発巣切除群と非切除群
の比較検討
1北見赤十字病院　消化器内科
○宮本　秀一1、岩永　一郎1、大原　正嗣1、杉浦　諒1、水島　健1、
上林　実1

【背景】治癒切除不能結腸直腸癌に対しては，原発巣切除群が原発巣非切除群よ
り予後が良いとの報告を認める．しかし，腸閉塞症状を有さず待機的に手術可能な
場合は，現在JCOG1007で臨床試験が進行中であるように化学療法と原発巣切除
のどちらを先行するべきかについては統一した見解が得られていない．【目的】当院に
おける治癒切除不能結腸直腸癌症例から原発巣切除群と原発巣非切除群との予
後を比較検討する.【対象・方法】当院消化器内科において2006年4月1日から2012
年6月30日までに一次化学療法を施行した治癒切除不能結腸直腸癌は，139例で
あった．一般に延命目的の化学療法の適応にならないPS不良例，十分に経過を把
握できない他院で治療開始した症例等を除外したところ，117例となった．根治術後
の再発群は20例，原発巣切除群は55例で，原発巣非切除群は42例であった．重
度の腹膜播種により手術不能であった症例は治療の選択肢として化学療法しかな
いため原発非切除群から除外した.原発巣切除群と原発巣非切除群に対して，全生
存期間と無増悪生存期間をKaplan-Meier法で評価し，各群間の比較についてはロ
グランク検定を用いて評価した．【結果】全生存期間中央値は原発巣切除群対原発
巣非切除群で23.9ヶ月対16.7ヶ月（p=0.031），無増悪生存期間中央値は8.9ヶ月対
6.7ヶ月（p=0.034）であった．原発巣切除群の方が，原発巣非切除群に対して全生
存期間と無増悪生存期間は有意差をもって長かった． 【考察】当院での検討からも，
原発巣非切除群が原発巣切除群に比較して予後不良であることが示されたが，予後
不良の原因としてWBC,CRP,ALP,PS,転移臓器数，等の予後予測因子の両群間
における差があるかを追加検討した. なお，当日は打ち切り症例もあることから，症例
データを更新した結果を報告する．
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117（消）
腹腔鏡下に残胃全摘術を施行した残胃癌の1例
1札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科
○安田　尚美1、伊東　竜哉1、信岡　隆幸1、沖田　憲司1、今村　将史1、
西舘　敏彦1、木村　康利1、平田　公一1

【はじめに】胃癌に対する腹腔鏡下手術は切除範囲を問わず近年増加傾向にある
が、残胃癌に対する腹腔鏡手術の報告は少ない。今回、当科で経験した腹腔鏡下
残胃全摘術について報告する。【症例】患者は70代男性、43年前に胃潰瘍の診断
にて幽門側胃切除術が施行されていた（手術の詳細については情報入手不能だっ
た）。貧血の進行を認め上部消化管内視鏡を施行したところ、残胃吻合部近傍に
SMT様隆起を伴う陥凹性病変を認め、生検にてGroup5、残胃癌の診断となった。
精査の結果、臨床病期はB-43-A、3型、T2（MP）、N0、M0、cStageIBであ
り、手術目的に紹介となった。また、内視鏡像・CT像の詳細な評価から、前回手
術時の再建法がBillroth-II法であること、左胃動脈が切離されていないことが想定
された。【手術】剣状突起から臍上部までの正中切開痕を認め、これを回避するよう
臍下部に小開腹法にてポートを留置し、腹腔内を観察した。創部には広範に腹壁と
腸管との癒着を認めたため、腹腔鏡下に癒着剥離を行った。広く視野が展開された
のち、残胃吻合形態の確認を行ったところ、結腸後経路によるBillroth-II法再建
後であることが判明した。横行結腸間膜を貫く輸入脚、輸出脚を剥離し、自動吻合
器にて切離。幽門部を除いて胃の主要脈管の処理は行われていなかったため、定
型的手技でリンパ節郭清を行い、残胃を摘出した。再建はRoux-en-Y法にて行っ
た。手術時間334分、出血量は少量であった。【術後経過】特記すべき合併症無く
経過し、術後14日目に退院となった。【結語】早期残胃癌に対する腹腔鏡下残胃全
摘術は癒着剥離に時間を要する可能性があるが、視野の確保と術前・術中診断に
よる解剖学的構造の理解を得ることが出来れば、初回手術と遜色のない手術が行
えると考えられた。

119（消）
当科における下部消化管手術後の静脈血栓塞栓症対策と危
険因子の検討
1札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座
○及能　拓朗1、古畑　智久1、沖田　憲司1、西舘　敏彦1、川本　雅樹1、
植木　知身1、秋月　恵美1、石井　雅之1、信岡　隆幸1、木村　康利1、
水口　徹1、平田　公一1

当科では抗凝固薬フォンダパリヌクスを用いた静脈血栓塞栓症（VTE）予防プロト
コールを作成し適応している。【方法】待機的下部消化管手術症例の術後24時間
経過後にフォンダパリヌクスの初回投与を行い、術後5日目まで1日1回投与する。術
前、術後1日目、7日目にD-dimmer値をモニタリングした。【結果】2010年1月から
2012年12月の期間中の待機的下部消化管手術は160症例であった。このうち有症
状のVTE（肺動脈塞栓症）は1名（0.6％）に生じ、出血性合併症（下血）の発症は
認めなかった。術後1日目と7日目の両日にD-dimmer値が測定可能であった140例中
77例で術後1日目から7日目にD-dimmerの持続上昇がみられた。このD-dimmer値
の持続上昇群と非持続上昇群とを比較した。両群間では手術時間（P=0.010）、出
血量（P=0.034）に優意差がみられた。StageIV症例では25例中、21例（84％）が上
昇群であった（P＝0.001）。【考察】D-dimmer持続上昇群の要因として手術時間と
出血量が関連していると考えられた。

118（消）
早期胃癌、大腸癌重複例に対してDual Port（DP）法で腹腔
鏡下胃全摘、下行結腸切除術を施行した一例
1北海道大学大学院　医学研究科　消化器外科学分野I
○松井　博紀1、皆川　のぞみ1、柴崎　晋1、本間　重紀1、川村　秀樹1、
高橋　典彦1、武冨　紹信1

従来の腹腔鏡手術よりも創を減らしたReduced Port Surgeryが注目されている．通
常5か所のポートと小開腹創を要するが，創を2か所に減らしたDual Port（DP）法を
早期胃癌、大腸癌重複例に対し施行した一例を報告する。症例は76歳、男性。腹
部膨満にて近医を受診。胃体上部小彎のtype0-IIc病変、結腸脾彎曲のtype0-Is
病変を指摘、生検にてpor、tub1の診断で、ともにsm浸潤が疑われた。手術は臍
のSILS portと右側腹部の5mm portを用いた．胃全摘+D1+郭清を先行し、臍の
創から摘出、その後結腸脾彎曲を受動し、切除、吻合を行った。R-Y再建は後結
腸経由、食道空腸吻合はoverlap法で行った。手術時間は6時間14分、出血量は
100ml。術後は問題なく経過し、15病日で退院した。通常法での腹腔鏡下同時切
除は種々の報告を認めるが、DP法でも遜色なく施行可能であった。

120（消）
原発性膵癌との鑑別が困難であった上行結腸癌、膵臓・胆道・
腹膜転移の1例
1札幌医科大学附属病院　消化器・免疫・リウマチ内科、
2札幌医科大学附属病院　病理部、3恵佑会第2病院　消化器内科、
4札幌恵佑会病院　腫瘍内科
○平山　大輔1、小野寺　馨1、本谷　雅代1、東出　侑子1、福田　昂一郎1、
我妻　康平1、若杉　英樹1、一色　裕之1、村上　佳世1、志谷　真啓1、
山本　英一郎1、大橋　広和3、能正　勝彦1、奥田　博介4、山下　健太郎1、
有村　佳昭1、荻野　次郎2、長谷川　匡2、篠村　恭久1

【症例】症例は54歳，女性．2013年7月，黄疸を主訴に前医を受診．CT・MRCPで上下部胆管の狭窄と
肝内胆管・主膵管の拡張を認め，膵頭部癌あるいは胆管癌が疑われたが明らかな腫瘍を指摘できなかっ
た．ERCPが施行され，十二指腸乳頭近傍と胆管狭窄部からの生検で共に上皮下に腺癌を認めた．FDG-
PETで膵頭部と上行結腸に異常集積を認め，大腸内視鏡検査にて上行結腸癌が指摘され当科紹介と
なった．造影超音波検査にて膵鉤部からgroove領域に低エコー領域を認め，EUSでは膵頭部の境界不明
瞭な高エコー領域として描出された．同部位からのEUS-FNAで腺癌を認めた．膵と大腸病変は画像上各々
の領域に限局していることから，膵頭部癌（cT3N0M0，Stage III）と上行結腸癌（cT3N1M0，Stage IIIB）

（UICC 7th）の重複癌と考え，根治的切除の方針とした．2013年9月に当院外科にて開腹手術が行われ
たが，十二指腸周囲から右側横行結腸間膜に腹膜播種を認め，姑息的手術（胆嚢摘出・胆管空腸吻合・
胃空腸吻合，回盲部切除，腹膜結節生検）となった．切除標本では上行結腸癌は高度の脈管侵襲を伴い，
胆嚢は漿膜面に腹膜転移からの癌の浸潤は認めず壁内に腺癌の脈管侵襲を認めた．切除標本（上行結
腸，腹膜結節）と術前生検標本（胆管，膵臓，十二指腸）を用いた免疫染色では全てCK7（-），CK20（+），
CDX-2（+）であり，上行結腸癌（tub2）の膵臓・胆道・腹膜転移，pT4aN2M1b，Stage IVBと最終診断，
現在は前医にてmFOLFOX6療法を実施中である．【考察】転移性胆膵腫瘍は比較的まれであり，原発巣
として腎癌，乳癌，悪性黒色腫，胃癌，大腸癌などが報告されている．転移経路は血行性，リンパ行性，腹
膜転移からの浸潤がいわれているが，本症例では血行性・リンパ行性である可能性が考えられた．転移性胆
膵腫瘍に特徴的な画像所見はなく原発性胆膵腫瘍との鑑別が困難な場合が多く，重複癌が疑われる場合
でも免疫染色を含めた組織学的検討を十分行うことが重要と考えられた．今回われわれは原発性膵癌との
鑑別が困難であった上行結腸癌，膵臓・胆道・腹膜転移の1例を経験したので報告する．
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121（消）
反復性急性膵炎を契機に診断したLPL欠損症の一例
1市立室蘭総合病院　消化器内科
○石上　敬介1、金戸　宏行1、飯田　智哉1、佐々木　基1、永縄　由美子1、
中垣　卓1、佐藤　修司1、清水　晴夫1

急性膵炎は膵臓の急性炎症により上腹部痛などの症状を呈し，重篤化すると致死
的疾患となる．急性膵炎のリスクファクターとしてアルコールや胆石，内視鏡治療，薬
剤などに加えて高トリグリセリド血症が知られているが，急性膵炎全体に対する寄与率
は明らかではない．血中トリグリセリド値が500mg/dL以上になるとカイロミクロンが出現
してくるとされ，何らかの機転で膵リパーゼが活性化すると脂肪酸を急激に遊離し，高
濃度の脂肪酸が細胞障害をきたし膵炎を発症すると考えられている．今回，著明な
高トリグリセリド血症を伴う急性膵炎を契機に診断したLPL欠損症の一例を経験した．
血中トリグリセリド高値を伴う急性膵炎は散見されるが，LPL欠損症を背景とした報告
は稀であり，文献的考察を含めて報告する．症例は41歳男性．以前から検診で脂
質異常症を指摘されていたが受診していなかった．2012年2月に上腹部痛を主訴に
当院救急外来を受診され，重症急性膵炎の診断で当科入院となった．採血にてトリ
グリセリド 2108mg/dL，総コレステロール 406mg/dLと著明な上昇をみとめた．絶食・
大量補液・蛋白分解酵素阻害薬投与などにより症状は改善し，高トリグリセリド血症
に対する内服治療を開始して同年3月に退院となった．しかし，内服開始後もトリグリセ
リド 1000mg/dL以上の著明な上昇がみられ，急性膵炎による入院を繰り返した．脂
質代謝異常を疑い精査したところ，LPL 30ng/mLと著明に低下しており，またアポリ
ポ蛋白C-II 7.9mg/dLと保たれていた．以上より，家族性リポ蛋白リパーゼ欠損症と
診断した．

123（消）
膵全摘術を施行した intraductal tubulopapillary neoplasum

（ITPN）の1例
1NTT東日本札幌病院　消化器内科、2NTT東日本札幌病院　外科、
3NTT東日本札幌病院　臨床検査科
○清水　佐知子1、羽場　真1、吉井　新二1、川本　泰之1、林　健児1、
横山　朗子1、竹本　法弘2、佐藤　昌明3、赤倉　伸亮1

症例は50歳代男性。肝機能障害を認め当科紹介となった。腹部造影CTでは膵頭
部から膵鉤部にかけて35mm大の動脈相で境界不明瞭な造影不良域を示し、後期
相では造影増強効果を認めた。尾側膵は萎縮し主膵管の拡張がみられ、主膵管
内にも漸増する造影効果を認めた。膵体部の頭側に膵から突出するように40mm大
の結節を認め，漸増する造影効果を示した。超音波内視鏡では膵頭部に不均一な
低濃度腫瘤を認め、主乳頭および副乳頭まで膵管内に充満し、膵体尾部側にも拡
張した主膵管内への腫瘤の進展がみられた。膵体部にも同様の腫瘤性病変がみら
れた。ソナゾイド造影腹部超音波検査では膵頭部および膵体部の腫瘤は造影早期
から濃染を認め、膵体尾部主膵管内を充満するように同様の造影態度を示す病変
がみられた。十二指腸内視鏡観察において主乳頭および副乳頭はいずれも腫大し，
副乳頭開口部は開大して腫瘤の露出がみられた。ERPでは膵管内腫瘍により充満
された膵頭部膵管の辺縁のみに造影剤が流入され、膵管内腫瘍と考えられた。膵
頭部主膵管内の腫瘤から透視下に鉗子生検を行ったところ、篩状構造や乳頭管状
構造を呈して増殖する高度異型細胞を認めた。膵管内に進展する乳頭環状構造を
呈する腫瘍であることからITPNと診断し、病変が膵頭部から膵尾部まで及んでいる
ことより膵全摘術を施行した。病理所見では膵尾部末端を除いてほぼ膵全体にわ
たり腫瘍が存在していた。腫瘍細胞は拡張した膵管内で管状、篩状に増殖し、壊
死を認めたが粘液産生は殆どみられなかった。MUC5AC、MUC2が陰性であり、
Intraductal tubular carcinoma, with an associated invasive carcinoma と診断し
た。ITPNは2010年にWHO分類に新採用された比較的新しい概念であり、いまだ
報告数は少ない。今回我々は膵全摘術を施行した稀な疾患を経験したので文献的
考察を交えて報告する。

122（消）
IPMN経過観察中に嚢胞性病変近傍に併発した通常型膵癌
の1切除例
1北海道大学病院　消化器外科Ⅱ、2北海道大学病院　消化器内科、
3北海道大学病院　病理部
○古川　聖太郎1,2,3、松本　譲1、猪子　和穂1、宮崎　大1、中島　誠一郎1、
米森　敦也1、蔵前　太郎1、佐藤　暢人1、倉島　庸1、海老原　裕磨1、
村上　壮一1、田本　英司1、中村　透1、土川　貴裕1、岡村　圭祐1、
七戸　俊明1、桑谷　将城1、河上　洋2、佐藤　大介1,3、三橋　智子3、
平野　聡1

【緒言】IPMNはmalignant potentialを有することが知られているが,近年,経過中に嚢胞性病変以外
の膵組織に膵管癌を併発することが知られるようになった.今回,IPMN経過観察中に嚢胞性病変近
傍に併発した通常型膵癌の1切除例を経験したので報告する.【症例】78歳男性.1年前に近医CT
で膵尾部に多発する嚢胞性病変を指摘され,当院消化器内科に紹介された. EUSでも膵体尾部に
多発する多房性嚢胞性病変を認めた.嚢胞内に結節は認めず分枝膵管型IPMNの診断で経過観
察となった. 経過中の採血で高CA19-9血症を認め, CTでは膵尾部のIPMNに接して30mm大の遅
延濃染を伴う周囲膵実質との境界不明瞭な不整腫瘤影を認めた. EUS-FNAで腺癌と診断された. 
膵尾部分枝膵管型IPMCと診断され,当科紹介となった.膵体尾部切除 D2郭清 左Gerota筋膜合
併切除術を施行した.術後経過良好で,術後12日目に退院した. 病理組織学的診断はPt, TS4（6.5×
6.2×4.9cm）, invasive ductal carcinoma（tub2＞tub1＞por）, int, INFβ, ly0, v3, ne3, mpd（-）, 
pT4, CH（-）, DU（-）, pS（+）, pRP（+）, pPVsp（+）, pA（-）, pPLspa（+）, pOO（-）, 
pN1（5/24）［#8a（0/3）、#8p（0/4）、#11p（0/3）、#10（3/4）、#11d（2/6）、#14p（0/2）、
#18（0/2）］, pStage4a, pPCM（-）,pBCM（-）, pDPM（-）,R0であった. 切除標本上,肉眼的
には膵管癌本体の腫瘍境界は不明瞭で, 組織学的には肉眼で視認できる範囲を大きく越えて浸潤
性に増殖していた. 術前にIPMNと評価していた多発性嚢胞は,組織学的には異型上皮の裏装を認
めるものの膵管拡張が主体で,乳頭状増殖に乏しい病変であった.また,膵管癌が嚢胞上皮から連続
性に増殖・浸潤している所見は認めず, 膵管癌はIPMN由来ではなくIPMN近傍に発生した膵管癌
と考えられた. 現在術後4ヶ月で術後補助化学療法施行中である.【結語】IPMN経過観察に際して
は嚢胞性病変近傍に通常型膵癌を併発することがあるため,検査間隔を含め注意を要する.

124（消）
肝門部胆管原発神経内分泌腫瘍（NET）の1例
1北海道大学　消化器外科学分野II、2苫小牧市立病院　消化器内科、
3北海道大学病院　病理部
○高橋　瑞奈1、松本　譲1、佐藤　暢人1、倉島　庸1、村上　壮一1、
田本　英司1、海老原　裕磨1、中村　透1、土川　貴裕1、岡村　圭祐1、
七戸　俊明1、平野　聡1、江藤　和範2、佐藤　大介1,3、三橋　智子3

【緒言】神経内分泌腫瘍は，2010年の新WHO分類で消化管・胆嚢肝外胆管ともに神
経内分泌腫瘍（neuroendocrine tumor : NET ）, 神経内分泌癌（neuroendocrine 
carcinoma : NEC）, 混合型腺内分泌癌（mixed adenoneuroendocrine carcinoma 
: MANEC）に大別された．医学中央雑誌による検索で胆管原発NETおよび小細胞
癌は37例認めたが，そのうち肝門部胆管原発は2例のみであった．今回，肝門部胆
管原発NET（G2）の1例を経験した．【症例】症例は67歳，女性．尿濃染，上腹部
不快感が出現，画像所見より肝門部胆管癌が疑われた．胆管生検でAE1/AE3 陽
性，synaptophisin陽性でありNECが疑われ，当院紹介となった．精査にてBrcs, 乳
頭膨張型，S0, Hinf0, Panc0, Du0, Ginf0, PV0, A0, T1, N0, H0, P0, M（-）, 
cStageIと診断．右葉切除＋肝外胆管切除術の適応であったが，肝予備能が低下
しており、脳梗塞の既往を有したため姑息手術を選択し，肝S1・S4切除+肝外胆
管切除術を施行した．手術時間は13時間26分，出血量は2000mlであった．病理組
織学的には，Ki-67標識率17%，核分裂像は5.2/10HPFでありNET（G2）, int, 
INFβ, ly2, v3, pn2, se, pHinf1a, pH1, pGinf0, Panc0, DU0, pPV0, pA0, pN1, 
pT3, pH1, fStage IVb, D0, pHM0, pDM0, pEM2, fCurCの診断であった．術後は
一部肝外側区の梗塞を認めたが，術後27日目に退院した．術後補助化学療法を開
始したが多発肝転移を来たし、術後7ヶ月現在，化学療法を施行中である．【結語】
他臓器原発のNET同様、胆管原発NETも切除が第一選択と考えられるが、転移・
再発例に対する治療法など、今後、症例の集積とともに治療法の確立が望まれる．
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125（消）
後下区域胆管から発生し多彩な進展形態を呈した胆管内乳
頭状腫瘍（IPNB）の1例
1北海道大学　消化器外科学分野II、2北海道大学　病理部、
3北見赤十字病院　消化器内科
○猪子　和穂1、松本　譲1、佐藤　暢人1、海老原　裕磨1、倉島　庸1、
田本　英司1、中村　透1、村上　壮一1、土川　貴裕1、岡村　圭祐1、
七戸　俊明1、平野　聡1、佐藤　大介1,2、三橋　智子2、大原　正嗣3

【背景】Intraductal papillary neoplasm of bile duct（IPNB）は胆管内腔に乳
頭状増殖を示す胆管上皮性腫瘍であり，2010年のWHO分類では腫瘍細胞の異型
度により3型に分類される．今回，我々は広範囲かつ多彩に進展したIPNBの1例を
経験したので報告する．【症例】80歳，男性．近医で肝機能異常を指摘され，CT
で肝S6の低吸収域と後区域の萎縮，門脈右枝の閉塞を認めた．約8ヶ月間，経過
観察されていたが胆管炎を発症しERCPを施行され，その際の右肝内胆管の生検
でadenocarcinoma（pap/tub1）の病理診断であった．精査の結果，胆管内発育型
肝内胆管癌と診断し、手術は肝右葉・尾状葉・肝外胆管切除術および門脈合併
切除再建術を施行した．病理所見では病変はB6を主座とし，胆管内腔への外向性
発育を主体として腫瘍細胞が線維血管軸を介在して乳頭状に増殖している像を認
めた．一部胆管周囲への浸潤も認められたが大部分で胆管・Glissonの構造は保た
れており, IPNB with an associated invasive carcinomaと診断した．腫瘍はB7へ
上皮置換性進展，前区域枝，右肝管及び尾状葉枝へは内腔に広範な鋳型状進展
を呈していた．免疫染色ではMUC1が浸潤部を中心に一部で陽性，MUC6は広範
に陽性であったがMUC2，5ACは陰性であった．なお，門脈閉塞部位の大部分は腫
瘍成分を伴わない血栓であったが，門脈二次分枝での少数の腫瘍細胞を認めた．ま
た#12b2，12p2にリンパ節転移を認めた．術後はGrade Bの胆汁瘻を認めたが保存
的に改善し，以後外来で経過観察中である．【考察】IPNBでは上皮置換性の進展
と鋳型状進展などの進展形式の多様性や、浸潤成分の併存が術式決定に重要で
あると考えられた.【結語】末梢胆管に発生し広範かつ多彩な進展を呈したIPNBの
1例を経験した．

127（消）
肝粘液性嚢胞性腫瘍（mucinous cystic neoplasm of the liver）
の1切除例
1札幌東徳洲会病院　消化器センター
○巽　亮二1、網塚　久人1、松原　悠1、好崎　浩司1、坂本　淳1、
佐藤　龍1、木村　圭介1、太田　智之1

症例は70歳代、女性。2013年7月に心窩部の違和感を自覚したために当院を受診し
た。上部消化管内視鏡検査では異常所見を認めず、腹部超音波検査にて肝S4に
径30mm大の嚢胞性病変を認めた。腹部造影CTでは内部に隔壁状の構造をもつ
多房性嚢胞性病変を認め、辺縁に石灰化が存在した。嚢胞内には充実性成分は
認めなかった。また、十二指腸水平脚に10mm大の腫瘤を認めた。MRCPにて肝腫
瘤はB4を圧排しているものの、胆管との明らかな連続性はなく、肝内胆管の拡張は
認めなかった。血液学的検査では、腫瘍マーカー、エキノコッカス抗体は陰性であっ
た。肝腫瘤は腫瘍性嚢胞が疑われたために9月に肝左葉切除を行った。十二指腸
腫瘤は腹部造影CTにて強い造影効果があり、壁外性発育を認めることから、消化
管間質腫瘍（gastrointestinal stromal tumor：GIST）を疑い、十二指腸部分切除
を行った。肝腫瘤は多房性であり、粘液の存在を認めた。胆管との交通は明らかで
なかった。病理組織学的に嚢胞は粘液産生上皮で覆われており、壁内には卵巣様
間質を認めた。また、嚢胞内には胆汁は認めなかったが、嚢胞壁内に微小の胆汁
が存在した。以上より、肝粘液性嚢胞性腫瘍（Mucinous cystic neoplasm:MCN of 
the liver）と診断した。また、十二指腸腫瘤はKIT陽性でありGISTと診断した。術
後大きな問題なく経過し、現在も再発は認めず経過観察中である。2010年のWHO
分類において肝胆道領域での乳頭状病変と嚢胞状病変の整理と定義がなされた。
肝MCNは粘液産生性の上皮細胞で嚢胞が裏打ちされ、嚢胞壁内には卵巣様間質
を認めることが特徴であり、通常は胆管との交通は認めないとされている。本症例は
病変と胆管との明らかな交通は認めなかったが、嚢胞壁内に微少ではあるが胆汁の
存在を認めた。一部の症例では、胆管との交通を認めた報告があるが、本症例は
その過程をみていた可能性を思わせた。肝MCNの1切除例を経験したので報告す
る。

126（消）
細胆管癌成分を含んだ混合型肝癌の1例
1製鉄記念室蘭病院　消化器内科・血液腫瘍内科、
2製鉄記念室蘭病院　病理・臨床検査室、
3製鉄記念室蘭病院　外科・呼吸器外科、
4札幌医科大学　医学部　腫瘍・血液内科
○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、黒田　裕行1、前田　征洋1、藤田　美悧2、仙丸　直人3、
定免　渉4

最近、cancer stem cell theoryの確立とともに、混合型肝癌及び細胆管癌の組織発生が、
肝幹細胞（hepatic stem cell）あるいは肝前駆細胞（hepatic progenitor cell）と密接に関連
しているとの考えが浸透しつつある。2010年WHO消化器腫瘍分類では、従来の混合型肝
癌（classical type）に加え、肝ステム細胞像が優位な混合型肝癌を新たな亜型（subtype）とし
て3種に分類し、その1つに細胆管癌が挙げられている。今回我々は、腫瘍内に細胆管癌成
分を含んだ混合型肝癌の1例を経験したので報告する。症例は、64歳男性。高血圧症など
で他院通院中であった。平成23年9月に施行した腹部エコー検査にて、肝右葉に肝腫瘤を
指摘され、精査加療目的に当院外来を紹介受診。なお、今回、採血にて初めて、HCVAb
陽性を指摘された。初診時の血液検査では若干の血小板低下と、肝胆道系酵素の上昇
を認めた。当院での腹部エコーでは、肝S5に長径32mmの内部不均一でモザイクパターンの
腫瘤を認め、ソナゾイドを用いた造影にて淡く早期濃染しその後すぐにwash out し、後血管
相ではdefectとなり、肝細胞癌（HCC）が考えられた。造影CTでは、淡く早期濃染し後期相
でwash outしておりHCCに矛盾しない所見であった。単純MRIでは、T1強調像で低信号、
T2強調像で内部不均一な淡い高信号、拡散強調画像で比較的強い高信号を示し、Gd-
EOB-DTPAによる造影では肝細胞造影相（20分後）で低信号となり肝悪性腫瘍と考えられ
たが、dynamic MRIで早期濃染をほとんど指摘できずHCCとの確診は困難であった。AGで
は、A5/6領域に淡い腫瘍濃染を認めCTAPではdefect、CTHAで内部はあまり染まらず辺
縁が軽度染まり後期相でコロナ濃染を示した。以上から、高分化型優位のHCCが考えられ、
当院外科にて手術を施行した。術後の病理標本にて、混合型肝癌の診断となったが、腫瘍
の一部には細胆管癌の所見も認められた。若干の文献的考察を加え報告する。

128（消）
TACE後、肉腫様変化を来し腹膜播種を伴った肝細胞癌の
一例
1旭川医科大学　内科学講座　病態代謝内科学分野
○高橋　耕平1、太田　雄1、高添　愛1、鈴木　裕子1、須藤　隆次1、
今澤　雅子1、山北　圭介1、玉木　陽穂1、北野　陽平1、岡田　充巧1、
麻生　和信1、羽田　勝計1

《現病歴》2010年3月から、NASHの診断で経過観察していたところ2012年8月のCTで肝
S7 33mm及びS2 12mm大の古典的HCCの出現を認めTACEを施行した。今回、肝S7
及びS2に辺縁再発が疑われ、2013年8月23日精査加療目的に入院となった。《血液生化
学検査》ALP 591 IU/l、AST 43 IU/l、ALT 32 IU/l、γGTP:74 U/l。肝予備能
はChild-Pugh:Aで、肝炎ウイルスマーカーは陰性。腫瘍マーカーはAFP 296 ng/ml、L3 
90.8%、PIVKA-II 29mAU/ml、CA19-9 67U/ml。《画像所見及び臨床経過》Dynamic 
CTでは肝S2治療部腹側に20mm大の腫瘤の出現を認め、内部のごく一部にリピオドールが
残存。dynamic studyでは辺縁部のみわずかに造影される乏血性腫瘤として描出された。
また肝S7治療部腹側には22mm大の辺縁再発が認められた。EOB-MRIではT1低信号、
T2高信号、拡散強調で著明な高信号を示し、辺縁のみ造影され、肝細胞相では欠損像
を呈していた。肝S2病変は短期間で急速に増大する乏血性腫瘤であり肉腫様肝癌が疑わ
れ、遠隔転移検索のためFDG-PETを施行。肝S2病変に一致し強いFDGの集積を認め
肉腫に矛盾しない所見であった。また右傍結腸溝の26mm大の不整形結節にFDG集積が
認められ腹膜播種が疑われた。以前の画像を見返すと2013年2月より存在し、6月の時点
では明らかな増大が認められなかった事から、腹膜播種としては非典型的な所見であった。
内科的治療は困難であり肝癌破裂のリスクもある事から外科的切除を施行。術中所見では
原発巣は腫瘍自体が露出し横隔膜及び大網で覆われていたが剥離は容易であった。また
腹腔内右臓側腹膜には扁平隆起型の播種病変が認められた。病理では一部に短紡錘形
細胞と索状配列を認め肝癌の肉腫様変化が疑われた。《考察》肉腫様肝癌は肝癌剖検例
の3.9%、外科切除例の1.9%にみられ、TACEやPEIT、肝動注化学療法など前治療によ
る変化が指摘されている。本例ではTACE後の肉腫様変化が疑われ、明らかな破裂の所
見や腹水を認めず経時的に腹膜播種を観察出来た稀な症例と考え報告する。
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129（消）
急性肝炎様に発症した自己免疫性肝炎急性増悪の3例
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○永井　一正1、姜　貞憲1、山崎　大1、松居　剛志1、辻　邦彦1、
児玉　芳尚1、桜井　康雄1、真口　宏介1

【はじめに】自己免疫性肝炎（AIH）は緩解と再燃を繰り返す慢性活動性肝炎である
が、時に急性増悪し急性肝炎様の経緯で発見されることがある。急性増悪するAIHの
臨床像は不明な点が多く、診断に苦慮することが少なくない。今回、自己免疫性肝炎
の急性増悪が疑われた3例を経験したので報告する。【症例1】36歳男性。2009年1
月に黄疸を主訴に急性肝炎として当科紹介となる。AST1328IU/l,ALT1274IU/l,γ
GTP372IU/l, T.Bil8.8mg/dl,PT活性71.9％,ANA160倍,IgG1436mg/dl。肝生検
では門脈域にinterface hepatitisを伴う線維性拡大を認めた。各種検査では成因特
定に至らず、多数摂取する健康食品のうちウコン、青汁がDLST陽性を示したことから
薬剤性肝障害を第一に考えた。ところが、被疑薬中止後も4年間で2度の肝障害を認
めた。増悪再燃を繰り返す病態と病初期のANAが陽性であったことから、AIHの急性
増悪が疑われた。【症例2】52歳女性。2012年6月に黄疸を主訴に、急性肝炎疑いで
当科紹介。AST1745IU/l,ALT2535IU/l,γGTP127IU/l,T.Bil6.9mg/dl,PT活性
57％,ANA＜40,IgG1730mg/dlであった。肝生検では、P-P間Bridging fibrosis、門
脈域には形質細胞を含む炎症細胞浸潤とpiecemeal necrosisを認め、小葉ではロゼッ
ト形成がみられ、組織像からAIHの急性増悪が疑われた。【症例3】62歳女性。2013
年4月3日に急性肝炎疑いで当科紹介。血液検査ではAST981IU/l,ALT 1312IU/
l,γGTP272IU/l,T.Bil8.5mg/dl,PT活性62.8%,ANA＜40倍,IgG1391mg/dlであっ
た。肝生検では、P-P/P-C間のBridging necrosis/fibrosis、門脈域には形質細
胞を含む炎症細胞浸潤とpiecemeal necrosisを認めた。小葉ではロゼット形成、Zone 
3の肝細胞虚脱がみられた。経過観察し第22病日にはAST77IU/l, ALT136IU/lま
で改善したが、第62病日にAST152IU/l,ALT225IU/lと再燃を認めた。病理組織
像と臨床経過からAIHの急性増悪が疑われた。【まとめと考案】3例は急性肝炎様に
発症したが、臨床像と組織所見から、AIHの急性増悪と診断した。AIH急性増悪例
では、典型例との異同がいまだ不明であるため、臨床像の解明が求められる。

131（消）
アルコール性肝硬変の臨床像の変遷
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○遠藤　慶太1、山崎　大1、永井　一正1、姜　貞憲1、辻　邦彦1、
桜井　康雄1、児玉　芳尚1、真口　宏介1

【背景と目的】アルコール関連患者は医療機関を受診することが少なく、また通院の
自己中断も多い。そのため進行するに至って初めて肝硬変と診断される例が少なくな
い。アルコール性肝硬変の臨床像の変遷について検討する。【対象と方法】2000
年から2013年までに当センターにて肝硬変と診断した905例のうち、アルコール性肝
硬変患者265例を対象とした。2001年から2006年までに診断した前期群（n=127）
と2007年から2013年までに診断した後期群（n=138例）に分けて、1）患者背景、
2）肝機能、3）生活習慣病合併率、4）肝細胞癌合併率、について比較検討した。

【結果】1）前期群と後期群で、年齢の中央値は62（39-89）歳vs 67（38-85）
歳（p=0.052）、男女比は75:52 vs115:23（p＜0.001）であり、後期群に高齢で
男性が多い傾向であった。2）前期群と後期群で、Child-Pugh分類はA/B/C順
に64/48/15 vs46/54/37であり、後期群に進行した肝硬変で診断される例が多
かった（p=0.004）。3）生活習慣病については前期群と後期群で、高血圧34/127 
vs28/138（p=0.21）、糖尿病41/127 vs49/138（p=0.57）、脂質異常症8/127 
vs 17/138（p=0.35）であり、有意差を認めなかった。4）肝細胞癌合併は16/127

（12.6%）vs35/138（25.4%）と後期群で有意に多かった（p=0.0085）。【考察と結
語】最近のアルコール性肝硬変患者は高齢化し、男性の割合が増加しており、肝予
備能がより低下し、肝細胞癌の合併が多かった。今回の検討においては、その背
景として生活習慣病の合併頻度が増加しているとは言えなかった。将来のウイルス性
肝硬変の減少とアルコール性非代償期肝硬変・肝細胞癌の増加が予測され、肝臓
内科医による持続的かつ積極的な取り組みが求められる。

130（消）
薬剤性劇症肝炎亜急性型を救命し得た脳死肝移植2症例の
検討
1北海道大学　消化器外科I、2北海道大学　移植外科、
3北海道大学臓器移植医療部
○渋谷　一陽1、後藤　了一1、腰塚　靖之1、高橋　徹1、青柳　武史1、
武冨　紹信1、山下　健一郎2、嶋村　剛3

【背景】わが国の劇症肝炎のうち薬剤性は成因の第2位を占める。劇症肝炎亜急性型は内科
治療に抵抗性で予後不良であるが、血液浄化療法を中心とした集中治療と生体・脳死肝移植
により救命し得る。これらのうち法改正後の脳死下臓器提供数増加により同疾患患者に対す
る脳死肝移植が現実的な治療手段となってきた。【目的】脳死肝移植にて救命し得た薬剤性
劇症肝炎2例について検討する。【症例】症例1. 65歳女性。2012年肺結核の診断で抗結核
薬4剤にて加療中、本年3月末より倦怠感、食欲不振を自覚し、4月末前医受診。T-bil 11.4 
mg/dl、AST 640 IU/L、ALT 438 IU/L、PT 30%でありイソニアジドによる薬剤性急性
肝炎が疑われた。ステロイドパルス、血漿交換、血液濾過透析で病状の改善なく、発症後30
日目に肝性脳症II度となり、劇症肝炎亜急性型の診断で当科紹介。腹部CT上の肝容量は
521mlと高度肝萎縮を認めた。喀痰のZiehl-Neelsen染色は陰性であり、胸部CTで活動性
肺結核病変を認めず、肝移植の適応とした。医学的緊急度10点で脳死肝移植登録となり、
登録後7日目に脳死ドナー発生、脳死肝移植を施行した。移植後経過は良好で51PODに抗
結核薬を再開、59PODに退院となった。症例2. 40歳女性。2012年9月降圧薬αメチルドパ
250mg内服開始。2013年3月750mgに増量された。5月より全身倦怠感、6月下旬に黄疸を
自覚し前医受診。T-bil 18.4 mg/dl、AST 2411 IU/L、ALT 1685 IU/L、PT 28.3%で
あり、αメチルドパによる薬剤性肝炎が疑われた。ステロイドパルス、血漿交換等施行、発症
後16日目にII度脳症を認め、以後脳症は進行した。脳症発症後2日目に当科紹介受診、D/
T比 0.25、腹部CTで著明な肝萎縮を認め、劇症肝炎亜急性型の診断となり、高置換量血
液濾過を開始。翌日脳症改善し医学的緊急度10点で脳死肝移植待機となった。登録翌日
に脳死ドナー発生し脳死肝移植を施行、術後経過良好にて45PODに退院となった。【結語】
劇症肝炎発症後速やかに脳死肝移植登録を行い救命できた2症例を経験した。肝臓内科・
移植外科の綿密な連携と遅滞の無い対応が劇症肝炎の救命に必須である。

132（消）
胃全摘後に発生し転移性肝癌と鑑別を要した肝S4限局性脂肪
肝の1例
1市立釧路総合病院　消化器内科、
2札幌医科大学付属病院　消化器・免疫・リウマチ内科学講座
○那須野　央1、米澤　和彦1、川上　裕次郎1、本間　賢太1、藤井　健一1、
高橋　文彦1、鈴木　一也1、阿部　敬1、篠村　恭久2

今回我々は胃癌による胃全摘後8か月目に新規に発生した肝S4の限局性脂肪肝の
1例を経験したので報告する。患者は40歳代、男性。平成24年4月頃より時々胃痛
あり、同年12月に近医受診。胃内視鏡検査で胃角部の進行胃癌と診断され、同
年同月当科に紹介となった。当科の精査で、胃角部小彎中心の3型進行胃癌、明
らかな遠隔転移、リンパ節転移なしと診断し、平成25年1月に当院外科で胃全摘
術、Roux-Y再建術を施行した。術後病理所見は、UML、LESS、type3、550×
500mm、tub2、SS、Ly1、v0、PM（-）、DM（-）、pP0、pH0、CY0、CurA、
UICC 6版に準じると、pT2N1M0、StageIIであった。平成25年2月より術後補助
化学療法としてS-1 100mgを開始した（4週内服2週休薬）。S-1内服を継続してい
たところ、平成25年9月の造影CTで、肝S4に新規に約3mmの円形で境界明瞭な
低吸収域の腫瘤が出現した。動脈層、平衡相で造影効果なく、内部に血管陰影
を認めた。胃癌肝転移が疑われ諸検査を行った。S4腫瘤は腹部超音波検査では
境界不明瞭な高輝度エコーとして描出された。肝EOB-MRIでは造影効果なく、T1 
in phase高信号でT1 out of phase低信号、肝細胞相（20分）でdefectを示した。ま
たPET-CT検査でFDG集積は認めなかった。以上の諸検査よりS4病変は脂肪成
分を豊富に含むこと、またS4背側に存在することより限局性脂肪肝が最も考えられた
が、肝EOB-MRI肝細胞相（20分）でdefectを示したこと、また6か月前までは画像上
存在せず新規に出現したことから、悪性腫瘍を否定する必要があると考え確定診断
を目的に21G針による吸引組織診を行った。結果は著明な脂肪肝であり、限局性
脂肪肝と診断した。患者は現在も外来で術後補助化学療法を継続中である。胃癌
術後にS4に限局性脂肪肝が発生した報告が散見される。その原因は胃静脈還流
異常と考えられており、文献的考察を加えて報告する。
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133（消）
増大する肝過形成結節を認めた先天性門脈欠損症の一例
1札幌医科大学　消化器・免疫・リウマチ内科学講座
○福田　昂一郎1、阿久津　典之1、赤保内　正和1、我妻　康平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、
篠村　恭久1

症例は33歳男性。1982年（2歳）食道静脈瘤破裂を契機に、前医小児科にて特発
性門脈圧亢進症（IPH）と診断され、1996年から当科で経過観察されていた。2001
年CTにて肝S3に2cm大の低吸収域を認め、過形成結節を考え経過を見ていたが、
2003年には6cmに増大したため肝外側区切除術を施行。病理組織学的診断では、
結節は限局性結節性過形成（FNH）様結節と診断し、背景肝は門脈域における著
明な門脈枝の狭小化と一部消失を認め、肝実質内の異常血行路の存在からIPH
に矛盾しない所見と考えられた。その後、肝結節性病変が新たに出現したが、生検
にて同様の結果でありIPHに伴う過形成性結節と考え経過を見ていた。しかし、肝
結節病変はさらに増大を認め、徐々に肝予備能の低下を認めることから再精査目的
に2013年9月入院。血管造影および結節と背景肝に対して生検を施行した。経動
脈性門脈造影およびCTAPで門脈は同定困難であった。病理組織学的診断では、
結節に悪性所見はなく過形成変化と線維化巣の存在を認め、背景はA1F1相当で
あったが、一部の門脈域に門脈消失所見を認めた。さらに本症例は、臨床所見と
して精神遅滞および先天性白内障、小眼球症、Dandy-Walker症候群の先天性
疾患を認めていたことから、今までの経過を含めIPHよりは先天性門脈欠損症が診
断として妥当であると判断した。先天性門脈欠損症は肝腫瘍の合併を高率に認め、
FNHが多いとされるが、肝細胞癌や肝腺腫の合併の報告もあり、厳重な経過観察
が必要である。非常にまれな疾患であり貴重と考えられるため若干の文献的考察を
加えて報告する。

135（消）
IgG4関連疾患に門脈圧亢進症を来した2例
1札幌医科大学附属病院　消化器・免疫・リウマチ内科学講座
○赤保内　正和1、若杉　英樹1、我妻　康平1、志谷　真啓1、阿久津　典之1、
本谷　雅代1、山本　元久1、高木　秀安1、佐々木　茂1、高橋　裕樹1、
篠村　恭久1

【症例1】50代女性. 両側眼瞼腫脹, 両側顎下腺腫脹を認め, 近医にてIgG4関連疾
患が疑われ, 2013年当科紹介受診となった. 高IgG4血症を認め, 左顎下腺摘出による
病理所見にてIgG4/IgG:80%と高値のため, IgG4関連疾患と診断した. CT検査にてφ
20mm大の脾動脈瘤, 内視鏡検査にて胃穹窿部にF3相当の胃静脈瘤を認め, 門脈圧
亢進症と診断した. 脾動脈瘤に対しcoilingを施行し, 続いてPSEを施行したところ, 内
視鏡検査では胃静脈瘤の縮小を認めた. その後, BRTOを施行し, 静脈瘤内の血流の
遮断に成功した. 門脈圧亢進症の原因に関しては, 肝生検を施行するも肝硬変の所見
は得られず, 過去の脾静脈狭窄などの関与が推察された.【症例2】60代男性. 健診で
高γグロブリン血症を指摘され近医受診後, 紹介先の病院で高IgG4血症を認めたため
当科紹介となった. 後腹膜線維症による腎機能障害を認め, 腫大している鼡径リンパ節
より生検を施行したところ, IgG4/IgG:＞40%であり, PET/CT検査にて両耳下腺, 両
顎下腺, 肺門縦隔リンパ節に集積を認めたため, IgG4関連疾患と診断した. CT検査に
て脾静脈の狭窄が疑われ, 脾動脈造影を施行したところ, 脾静脈の狭細化と側副血行
路の発達を確認した. また, 内視鏡検査でもF1相当の胃静脈瘤を認めたため, 左側門
脈圧亢進症と診断した. ステロイド治療にて, 内視鏡検査では食道静脈瘤の消失, CT
検査では脾静脈の狭窄の改善と胃周囲の側副血行路の縮小を認めたため, 治療効果
が認められた.【考察】左側門脈圧亢進症は, 脾静脈狭窄・閉塞により生じる局所的
な門脈圧亢進症であり稀な疾患とされる. 原因疾患として, 膵腫瘍による脾静脈の圧排
や急性・慢性膵炎による脾静脈血栓の形成などが挙げられる. 脾静脈閉塞により脾静
脈血流は主に短胃静脈などを介して胃へ流入し胃静脈瘤が形成され, 臨床上は静脈
瘤からの出血が大きな問題となる. 今回, 我々は背景疾患にIgG4関連疾患を持つ患者
に門脈圧亢進症を来した2例に対してそれぞれ治療を行ない良好な治療効果を認めた. 
IgG4関連疾患による門脈圧亢進症の報告は多くはなく, 考察を加え報告する.

134（消）
レボカルニチン製剤が有効であったB型肝硬変起因の難治性
高アンモニア血症の1例
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、
2旭川医科大学　臨床消化器・肝臓学診療連携講座
○佐々木　貴弘1、澤田　康司2、中嶋　駿介1、阿部　真美1、大竹　孝明1,2、
藤谷　幹浩1、高後　裕1

【症例】50歳代女性。【主訴】倦怠感。【現病歴】2006年5月、検診で肝機能異常
を指摘され当科初診、B型肝硬変と診断され、核酸アナログ製剤治療の適応であっ
たが通院を自己中断していた。2011年4月に倦怠感が増強し近医受診。肝機能異
常を再度指摘され当科再診となった。受診時肝性脳症は認めなかったが、Alb 2.7 
g/dL、T-Bil 1.1 mg/dL、ALT 294 IU/L、NH3 131 µg/dL、HBV-DNA 7.5 
Logcopies/mLであった。エンテカビルと共に分岐鎖アミノ酸製剤、合成2糖類、腸
管非吸収性抗生剤を投与した。ALTは速やかに低下したが、高アンモニア血症が
持続し、2012年2月には羽ばたき振戦も認めたため、頻回の肝不全用アミノ酸製剤
の点滴が必要となった。しかし高アンモニア血症は持続するためレボカルニチン（LC）
投与を開始したところアンモニアの低下、肝性脳症の改善を認め肝不全用アミノ酸
製剤の点滴も不要となり現在に至る。【考察】2003年、Malaguarneraは肝性脳症
の高アンモニア血症とカルニチン欠乏との関連性からLCの有効性を報告した。本邦
においては2011年3月からLCの適応が「カルニチン欠乏症」となり肝性脳症を含め
た種々のカルニチン欠乏症に適応が拡大されたが、肝性脳症に対する明確な適応
基準、投与法、評価法はまだ定まっていない。今回、難治性高アンモニア血症・
肝性脳症を呈するB型肝硬変症例に対してLCの投与が有効であった1例を経験し
たので報告する。難治性の高アンモニア血症・肝性脳症に対してLCは治療オプショ
ンになることが考えられた。

136（消）
食道adenosquamous carcinoma（腺扁平上皮癌）の一例
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
○田中　一之1、上野　伸展1、石井　貴大1、坂谷　慧1、堂腰　達矢1、
藤林　周吾1、安藤　勝祥1、後藤　拓磨1、嘉島　伸1、笹島　順平1、
稲場　勇平1、伊藤　貴博1、盛一　健太郎1、藤谷　幹浩1、高後　裕1

症例は72歳、男性。2013年3月、左胸痛の主訴で前医を受診され上部内視鏡検査
が施行された。門歯より35cmに褪色調を呈する8mm大の病変を認め生検にてHigh 
grade intraepithelial neoplasia（SCC in situ）の診断となった。全身精査にてリン
パ節転移認めず、内視鏡治療の適応と判断され当院に紹介となった。2013年6月
当院入院、門歯より35cmに0-IIc病変を認め、ルゴール散布では病変が溝状に不染
となり明らかな不染帯の所見を呈さなかった。深部浸潤を疑う所見は認められなかっ
たため、粘膜下層切開剥離術を施行した。切除病変の病理所見は表層異型扁平
上皮から移行するように異型基底細胞様細胞が胞巣状から腺管状に浸潤性に増殖
しており、免疫染色にてCK7、CK20陽性、約1/3の胞巣状部分がCK5/6、p63
陽性で約2/3の腺管状部分がCK5/6、p63陰性でありadenosquamous carcinoma

（ASC）と最終診断した。深達度は大部分がT1a-LPMであったが、わずか一部
分にSM1（50μm）の深部浸潤を認めており、リンパ管侵襲は陰性であったが静脈
侵襲を認めていた（v1）。食道癌治療ガイドラインに則り外科的切除として食道亜全
摘、3領域リンパ節廓清術を追加した。切除標本には残存病変は認められずリンパ
節転移も陰性でありpStageI（T1bN0M0）の最終診断となった。術後の経過は良
好であり現在無再発生存中である。食道腺扁平上皮癌は非常に稀であり全食道癌
の0.5 ～ 0.6％とされている。病理学的には扁平上皮癌成分と腺癌成分がそれぞれ
20％以上存在すると定義されている。腺癌細胞が混在することから放射線療法に抵
抗を示すとされているが、扁平上皮癌に比較し予後は比較的良いとの報告がある。
生検での診断は非常に困難とされており本症例においても術前の生検ではSCCで
あったがESDを施行したことによりASCが証明することができ、その後の治療の選択
に寄与したものと考えられる。
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137（消）
胃内に逸脱したメタリックステントを留置スネアを用いて摘出し
得た胃噴門部癌の1例
1伊達赤十字病院　消化器科、2伊達赤十字病院　内科、
3伊達赤十字病院　外科、4札幌医科大学　腫瘍・血液内科学講座
○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、上野　峰3、平子　匡4、池田　裕貴4

食道狭窄に対するメタリックステント（self-expandable metallic stent; SEMS）留置
後の逸脱は2.9 ～ 9%と報告されており、最も頻度の高い偶発症のひとつである。逸
脱を来したSEMSの摘出方法に関しては各症例に応じて検討する必要があるが、内
視鏡的に回収することは、出血、穿孔などを来すことが報告されており、必ずしも容
易ではない。今回、胃内に逸脱したSEMSを、留置スネアを用いて安全に摘出し得
た胃噴門部癌の1例を経験したので、貴重な症例と考え報告する。
症例は93歳、男性。平成25年1月頃より食事のつかえ感あり、同年2月に前医を
受診したところ、下部食道から胃噴門部にかけての全周性Type2病変を指摘され、
精査加療目的に当科紹介となった。生検では低分化型腺癌であり、胃噴門部癌 
cStageIIIA（T4a, N1）の診断し、年齢およびADLを考慮しBSCの方針となった。
食道から噴門部にかけての狭窄（狭窄長5cm）に対し、covered SEMS（Niti-S 
ComVi stent 18×100mm、Taewoong）を留置したが、同年4月に空腸への逸脱を
来し、CTで周囲の炎症所見を伴っており、当院外科にて開腹下にSEMSを摘出し
た。
その後、ステント再留置は行わず経過観察していたが、狭窄症状の再燃・増悪を認
め、9月にcovered SEMS（Flexella-J fully covered 18×110 mm、Piolax）を再
留置した。再留置後1日目より経口摂取を再開したが、術後15日目の腹部単純X線
でSEMSの胃内への脱落を認めた。狭窄部に対するバルーン拡張術後、留置スネア

（MAJ-254、Olympus）を用いてステントを3カ所で縫縮し、把持鉗子を用いて内視
鏡的に容易に回収し得た。術後35日にuncovered SEMS（Ultraflex uncovered、
18×100 mm、Boston scientific）を再々留置した。その後、誤嚥性肺炎で死亡す
るまでの約2ヶ月間は狭窄症状の再燃及び脱落は認めずに経過した。

139（消）
消化管粘膜下腫瘍に対するEUS-FNAの診断能に関する検討
1旭川厚生病院　消化器科
○高橋　慶太郎1、河本　徹1、藤永　明裕1、佐藤　智信1、後藤　充1、
柳川　伸幸1、斉藤　義徳1、折居　裕1、柴田　好1

【背景】2010年にEUS-FNAが保険収載されて以降、当科では主に膵腫瘍に対
してEUS-FNAを施行してきたが、消化管粘膜下腫瘍に対しても質的診断目的に
EUS-FNAを施行している。過去1年間の当科での消化管粘膜下腫瘍に対する
EUS-FNAの診断能に関して検討した。【対象と方法】対象は2012年10月から2013
年10月までにEUS-FNAを施行した消化管粘膜下腫瘍9例。男性8例、女性1例で
平均年齢は66歳（56 ～ 75歳）。穿刺部位は食道1例、胃7例、十二指腸1例。腫
瘍径中央値は25mm（16 ～ 49mm）。穿刺針は19G：2例、22G：4例、25G：3例
であり、穿刺回数は平均2.4回（2 ～ 5回）であった。【結果】EUS-FNAの検体採
取率は67%（6例/9例）であり、穿刺針別では19G：1/2例、22G：4/4例、25G：
1/3例で検体採取が可能であった。FNA診断ではGIST4例、sarcoma1例、平滑
筋腫1例、検体不良（赤血球または線維成分のみ）3例であった。FNA診断率は
67%（6例/9例）、免疫染色可能率も67%（6例/9例）であった。EUS-FNA後、9
例中6例に外科切除が施行され、術前FNA診断が可能であった症例では術後病理
組織診断との一致率（正診率）は80%（4例/5例）であった。穿刺関連の偶発症は
認めなかった。【考察】消化管粘膜下腫瘍に対するEUS-FNAの検体採取率や診
断能は膵腫瘍、腫大リンパ節などと比較すると若干低く、60 ～ 90％と報告されてい
る。当科での検体採取率は67%であった。検体採取率の向上には最適な穿刺針の
太さの検討が必要と考える。また、on-siteでの迅速細胞診も検体採取率を向上させ
るという報告があり、今後の検討課題である。

138（消）
S-1+CDDP療法による化学療法中に出血を伴う可逆性白質脳
症症候群を発症した進行胃癌の一例
1町立中標津病院
○佐藤　恵輔1、久野木　健仁1、岡田　哲弘1、久保　光司1

【症例】50歳代女性【既往歴】特記事項なし【病歴・経過】2013年3月に倦怠感を
主訴に当科初診。精査の結果進行胃癌（LM、Circ、Type2、por、cT4aN3M1 
PER、cStageIV）と診断し、同年4月よりS-1+CDDP療法による化学療法を開始し
た。2コース目開始後35日目に強い頭痛を訴え、安静としていたところ左上下肢の脱
力と意識障害・痙攣が出現した。頭部単純CT画像では明らかな異常は認められな
かったが、頭部MRI・FLAIR画像では両側後頭葉・頭頂葉に多発する高信号域
を認めた。入院し対処療法を行い頭痛・脱力は軽快、痙攣も出現しなかった。入
院3日目に再度強い頭痛を訴えたため、頭部単純CT画像を撮影したところ脳出血を
認め、他院の脳神経外科へ転院となった。転院先にて再度脳出血・硬膜下出血
をきたしたが、保存的加療にて病状が安定したため、1か月後に当科へ再転科となっ
た。当科転科時には視野障害のみ残存していた。転科後のMRI・FLAIR画像で
は当初認められていた高信号域は消失しており、経過から可逆性白質脳症症候群
と診断した。その後は痙攣・脳出血の再発なく経過しており、薬剤を変更し現在も
化学療法を継続している。【考察】可逆性白質脳症症候群は頭痛・意識障害・痙
攣などの神経症状をきたし、画像上大脳半球白質を中心に浮腫性の変化を認め、こ
れらの症状・画像所見が可逆的である疾患群である。薬剤の副作用として発症する
ことが知られており、CDDPやS-1を含む5-FU系抗腫瘍薬が原因と考えられる症例
も報告されている。S-1+CDDP療法中に発症した可逆性白質脳症症候群の報告
は少ないが、両者ともに使用頻度の高い薬剤であり、治療による副作用の一つとし
てその危険性も念頭におく必要があると考えられた。

140（消）
特発性胃軸捻転症の2症例
1北海道医療センター　消化器内科
○阿部　宗一郎1、中原　生哉1、馬場　麗1、渡邊　秀平1、田中　道寛1、
武藤　修一1、木村　宗士1、大原　行雄1

特発性胃軸捻転は、一般的に小児に多く成人には稀とされる。今回、成人発症の
特発性胃軸捻転症の2症例を経験したので報告する。症例1、70代男性。パーキ
ンソン病で他院入院中、夜間の発熱、翌日から食欲不振と上腹部の膨満感、嘔気
症状が頻繁となるため当科紹介となった。レントゲン、CTにて胃の内容物貯留と拡
張を認めた。幽門部が上方に位置し胃が逆α像を呈しており、胃軸捻転症と診断し
た。症例2、20代女性。夕食後から心窩部痛と嘔気を認め近医受診。制吐剤を
投薬されて帰宅。しかし、症状の改善は見られず当院救急搬送となる。CTにて胃
の拡張と幽門部の上方偏位、胃の逆α像を認め、胃軸捻転症と診断した。胃軸捻
転症は、胃の全体あるいは一部が生理的範囲を超えて捻転し、胃内容の通過障害
を来した形態異常とされる。胃の固定靱帯の形成不全などが言われている。今回
の症例は、2症例とも特発性と考えられ、大彎と小彎を結んだ線を中心軸とした短軸
性捻転と考えられた。症例1は内視鏡治療のみで整復され、症例2は胃管による減
圧後再発予防目的に胃固定術が施行された。2症例ともその後の胃の捻転再発は
起こっていない。
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141（消）
診断に苦慮した腸回転異常症の一例
1北海道医療センター　消化器内科
○豊川　揚也1、武藤　修一1、渡邊　秀平1、馬場　麗1、田中　道寛1、
中原　生哉1、木村　宗士1、大原　行雄1

症例は，40代女性．朝排便後に腹痛が出現し，増強したため夜間救急病院を受診
した．腹膜刺激症状，バイタル所見に異常を認めなかった．レントゲンではニボー像を
呈し，腸閉塞と考えられたため，当院へ救急搬送された．腹部CT検査から，横行結
腸に閉塞起点を認める横行結腸軸捻転と考え，入院となった．軸捻転は改善せず，
手術適応と考え外科とコンサルトした所，解剖異常を指摘された．結果，上記症例の
診断は腸回転異常症であった．経過は，入院6日目に外科で手術が行われ，術後経
過も良好であり，入院から19日目に退院した． 腸回転異常症は，症候性は，6000人
に1人．非症候性を含めると200-500人に1人認められるとされている．一般的には幼
少期に発見されると思われているが， 約半分が18歳以上で発見され，予想外に成人
での発見が多い．画像診断において，解剖学的背景をきちんと理解できているかどう
かは非常に重要である．今回術前の診断が非常に難しかった症例を経験したので報
告する．

143（消）
ペア血清が診断に有用であった小腸アニサキス症の一例
1札幌東徳洲会病院　消化器センター
○齋藤　敦1、佐藤　龍1、巽　亮二1、松原　悠1、好崎　浩司1、坂本　淳1、
網塚　久人1、木村　圭介1、太田　智之1

【症例】60歳代、男性【既往歴】胃潰瘍に対して幽門側胃切除、高血圧【経過】腹
痛と腹部膨満を主訴に近医を受診し、腹部X線検査にて小腸イレウスの疑いであり、
同日当院を紹介された。発症2日前にサンマの刺身を摂取していた。来院時、腹部
は膨隆し左上腹部に反跳痛と限局した筋性防御を認め、腸蠕動音はやや亢進して
いた。腹部造影CT検査所見では空腸の限局性の壁肥厚とその口側腸管の拡張お
よび腸液貯留をみとめイレウスの像を呈していた。少量の腹水を伴っていたが、腸管
壁の造影不良は認めなかった。血液学的所見では白血球は8060 /μlと正常（好酸
球も正常）であったが、CRPは17.02 mg/dlと上昇していた。開腹歴はあったが、現
病歴やCT所見から小腸アニサキス症によるイレウスを強く疑い、外科と連携の上、イ
レウス管を挿入し抗生剤投与による保存的治療を開始した。第5病日にはイレウス管
からの排液が無くなり、造影検査で通過障害が無いことを確認し、第6病日にイレウス
管を抜去した。イレウス管造影では小腸に毋指圧痕様所見が限局して見られた。上
下部内視鏡検査では異常所見は認めず、第2病日に提出したELISA法によるアニ
サキスIgG・A抗体は1.09と陰性であったが、第12病日に再検したところ1.83と上昇し
ており、アニサキス症による小腸イレウスと診断した。【考察】小腸アニサキス症は早
期の確定診断が困難であることが多く、開腹されて初めて診断される例も多い。しか
し詳細な問診、CT、採血所見等を総合的に判断することで外科的手術を回避で
きる可能性がある。また、アニサキス症疑診例においてペア血清が診断に有用であ
ると考えられる。

142（消）
腸閉塞で発症した十二指腸石の一症例
1日鋼記念病院　消化器センター
○梅津　弘樹1、加藤　一樹1、渡辺　真裕子1、川村　雄剛1、根間　洋明1、
横山　和典1

消化管に発生する結石は胃石が多く、十二指腸以下の腸石はまれとされる。今回
我々は、十二指腸空腸曲に十二指腸石が嵌噸して腸閉塞を発症した一症例を経験
したので報告する。症例は79歳、女性。前日夕食摂取後、翌朝より嘔気、嘔吐が
出現して軽快しないために午後5時過ぎに当院に救急搬送された。CTで胃から十二
指腸下行部、水平部の拡張を認め、十二指腸空腸曲に40mm大の層状構造を呈
する楕円形腫瘤を認め、その肛門側では腸管拡張が消失していた。また水平部に
35mm×25mm大の憩室を認めた。第3病日の上部消化管内視鏡検査で十二指腸
水平部に黄色調の球状異物を認めた。鉗子での感触は弾性があったが表面は硬く
なく、鉗子で削れる状態であった。また、十二指腸水平部の憩室辺縁には線状潰瘍
を認めた。以上より十二指腸水平部憩室に形成された仮性腸石が落下して十二指
腸空腸曲に嵌頓したことで発症した腸閉塞と診断した。腸石が比較的大きく、十二
指腸深部に存在することから、小腸内視鏡を用いた電気水圧採石術（以下EHL）を
施行した。腸石表面が軟らかいことと成分が粘綢であったために腸石は破砕されな
かったが、腸石内部にEHLプローブを挿入して衝撃波を発生させることで内部が崩
れて変形し始めたために蠕動による破砕を期待して手技を終了した。治療3日後の
CTでは、十二指腸の拡張は消失し、透視でも腸石の消失と小腸への造影剤の流
出を確認した。

144（消）
大量下血を来した大きさ12mmの小腸GISTの1例
1旭川厚生病院　消化器科
○佐藤　裕基1、高橋　慶太郎1、河本　徹1、藤永　明裕1、佐藤　智信1、
後藤　充1、柳川　伸幸1、斉藤　義徳1、折居　裕1、柴田　好1

症例は60歳代、男性。黒色便を主訴に前医を受診し、Hb 5.9g/dlと貧血を認め
た。上部および下部消化管内視鏡検査では明らかな出血源を指摘されなかったが、
大量下血が持続するため精査目的に当科紹介となった。当科での上部および下部
消化管内視鏡検査では出血源を認めなかったが、回腸末端より口側に黒色便を認
め、小腸出血が疑われた。CTでは当初小腸病変を指摘できなかった。カプセル内
視鏡で上部空腸に凝血塊の付着を認めたため、経口ダブルバルーン内視鏡検査を
施行したところTreitz靭帯より約15cm肛門側の上部空腸に凝血塊の付着した中央
部に陥凹を伴う粘膜下腫瘍を認めた。生検では確定診断に至らなかったが、小腸
腫瘍による出血と判断し、診断的治療目的に当院外科で小腸部分切除術を施行し
た。手術検体では最大径12mmで境界明瞭な粘膜下腫瘍を認め、病理組織では
紡錐状細胞の束状増殖を示した。免疫染色ではc-kit（＋）、CD34（＋）、desmin

（－）、S-100（－）であり、MIB-1標識率は1%未満、核分裂像は見られず、超
低リスク小腸GISTと診断した。GISTは全消化管腫瘍の0.2 ～ 0.5%と比較的稀で
あるが、そのうち小腸GISTの発生頻度は20 ～ 30%前後とされる。腫瘍径が小さい
うちは無症状であることが多く、大量下血を来す小腸GISTの腫瘍径は平均5.5cmと
の報告があるが、腫瘍径が12mmと小さなGISTでも大量下血の原因となりえた。持
続する小腸出血の場合はGISTも含めた小腸腫瘍の可能性を考え、積極的な小腸
検索が必要であると考えられる。
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145（消）
腸管出血性大腸菌感染により溶血性尿毒症症候群をきたした
成人例
1札幌社会保険総合病院
○木脇　佐代子1、藤澤　倫子1、今井　亜希1、高木　智史1、吉田　純一1

症例は50歳代女性。2013年8月下旬、右下腹部と中心とした腹痛と下痢にて前医
を受診した。急性腸炎の診断となり補液、抗生剤処方で経過観察となった。症状
改善なく血便が出現したため、前医を再診した。採血で炎症反応上昇を認め、入
院加療目的に当科紹介受診となった。腹部は平坦軟でグル音が亢進していた。全
体的に圧迫感があり、右下腹部に最大圧痛点があり、その周囲に反跳痛を認めた。
CTにて回盲部から横行結腸にかけて著明な腸管壁肥厚を認め、骨盤内や右傍結
腸溝に腹水を認めた。採血、CTより感染性腸炎、特に腸管出血性大腸菌感染の
可能性を考え、同日加療目的に入院となった。入院後、絶食と抗生剤で治療開始
した。便培養をおこなったが下痢起因菌は検出されなかった。徐々に症状は改善傾
向であったが、採血にてビリルビン上昇、腎機能悪化を認めた。著明な血小板減少
も出現したため、播種性血管内凝固症候群や溶血性尿毒症症候群を考慮し、血
小板輸血を施行し、遺伝子組換え型トロンボモジュリン投与を開始した。その後病原
性大腸菌O157LPS抗体が陽性の判定となった。徐々に血小板数が改善し、腎機
能の正常化、症状の改善を認め、退院した。本症例は便培養では下痢起因菌は
検出されなかったが、病原性大腸菌O157LPS抗体陽性であったため、腸管出血
性大腸菌による溶血性尿毒症症候群（hemolytic-uremic syndrome：HUS）をきた
した症例であったと診断した。HUSは小児で多い病態であるが、今回成人発症で
薬物投与のみで軽快した症例を経験したので、若干の考察を踏まえて検討する。

147（消）
散発性腸間膜デスモイドの臨床病理・分子学的検討
1札幌医科大学　消化器・免疫・リウマチ内科、
2札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科、
3札幌医科大学　臨床病理部
○柏木　智則1、山下　健太郎1、村上　佳世1、小野寺　馨1、一色　裕之1、
能正　勝彦1、山本　英一郎1、有村　佳昭1、篠村　恭久1、古畑　智久2、
平田　公一2、長谷川　匡3

【背景】デスモイド（desmoid tumor, aggressive fibromatosis）は四肢、体幹、腹腔
内に好発する線維芽細胞由来の腫瘍で、全軟部腫瘍に占める割合が3%以下のま
れな疾患である。発育は緩徐で遠隔転移はまれであるが、浸潤性発育様式のため
腹腔内デスモイドは腸閉塞や尿路閉塞を来すことがあり、切除後再発がしばしば問
題となる。家族性大腸腺腫症（FAP）に合併するデスモイドはAPCの変異が原因で
あるが、散発性デスモイドではbeta-catenin遺伝子（CTNNB1）の高頻度な変異が
報告されている。免疫組織学的には遺伝性・散発性いずれもbeta-cateninタンパ
クの核内発現が特徴的である。【方法】当科で経験した散発性腸間膜デスモイド4例
を対象に、臨床病理学的、免疫組織学的検討に加えCTNNB1 exon 3の変異を
direct sequence法で解析した。【成績】年齢は21 ～ 74歳で男女2例ずつ、大腸ポ
リポーシスの既往も家族歴もないが、4例中3例が悪性腫瘍の既往を有した（メラノー
マ、肺癌、胃癌）。CTでは径6 ～ 13cmの内部均一で造影効果のある腫瘍で、3
例にPETを施行したがFDG集積は高度、軽度、なしと様々であった。術前に確診で
きた例はなく、GISTや悪性リンパ腫を疑い全例切除した。病理組織学的には4例と
も異型に乏しい線維芽細胞と膠原線維の増殖からなる腫瘍で、免疫組織学的には
SMAとvimentinが陽性、KITとCD34は陰性、またbeta-cateninの核内発現が認め
られた。CTNNB1の変異解析では3例にcodon 41の、1例にcodon 45のmissense 
mutationを認めた。術後は無治療で1 ～ 7年が経過しているが、全例無再発で生
存している。【結論】散発性腸間膜デスモイドはFAPに合併するデスモイドに比べ画
像診断が困難であったが、切除後の短期的な予後は良好でありCTNNB1の変異が
高率に認められた。

146（消）
盲腸に生じた神経節細胞腫の1例
1NTT東日本札幌病院　消化器内科
○丹羽　美香子1、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

症例は50歳代，男性．便潜血陽性の精査目的に大腸内視鏡検査を施行した所，盲
腸に15mm代の粘膜下腫瘍様隆起を認めた．crystal violet染色による拡大内視鏡
観察では病変の表面の大部分はI pitで，病変頂部の腺窩と窩間部は引き延ばされ
ていたが明らかな腫瘍pitは観察されなかった．Carcinoidやschwannoma等が鑑別と
して考えられたが確定診断が得られない為，hybrid ESDを施行した．病理組織学
的所見は，粘膜固有層から粘膜下層にかけての間質に紡錘形細胞の束状増殖を
認め，神経節細胞も散見された．免疫染色では，S100（＋），synaptophysin（＋），
chromogranin（－），c-kit（－），CD34（－）であった．以上より，神経節細胞腫

（ganglioneuroma）と診断した．神経節細胞腫は主に腹部交感神経や副腎髄質，
縦隔洞などに発生する硬い充実性良性腫瘍であり，自験例のように消化管に発見さ
れることは極めてまれである．今回，われわれは盲腸に単独で発生した神経節細胞
腫を経験したので，若干の文献的考察を加えて報告する．

148（消）
クローン病に合併した Colitic cancer（直腸膣瘻部癌）の1例
1市立旭川病院　消化器病センター、2市立旭川病院　外科、
3市立旭川病院　放射線科
○岩間　琢哉1、垂石　正樹1、杉山　隆治1、川内　宏仁1、小澤　賢一郎1、
中村　和正1、助川　隆士1、千葉　篤1、斉藤　裕輔1、福永　亮朗2、
川島　和之3

症例は45歳、女性。17歳で発症し、28年経過した小腸大腸型クローン病で、23
歳時、29歳時に大腸、小腸切除術を受け、35歳より直腸膣瘻も指摘されていた。
40歳時より当科で加療中であるが、回腸皮膚瘻がしばしば再燃し病勢コントロールの
ため2011年6月よりアダリムマブを導入し、主に外来で治療を継続していた。2013
年8月になり異常帯下のため当院産婦人科を受診。婦人科診察で膣壁に腫瘍の露
出を指摘され生検で腺癌の診断となった。原発検索のため施行した大腸内視鏡検
査で直腸Rb前壁に粘液豊富な絨毛様に増殖する腫瘍が認められ、同部位からの
生検でも粘液産生を示す腺癌の診断で膣壁の腫瘍の生検組織と同様の組織像で
あった。CT,MRI検査では直腸から膣にかけて連続する腫瘍がみられ、直腸膣瘻
から発生した瘻孔癌と診断した。遠隔転移は認めなかったが、切除範囲・手術侵
襲の軽減を期待して術前化学放射線療法を行う方針とした。放射線照射による腸
管障害を予防する目的で、まず、吻合部を含めた小腸切除とハルトマン手術、下
行結腸人工肛門造設術を施行。術後3W目から45Gy/25F/5Wの放射線治療と
5FU 350mg/24hr/5Wの化学療法を施行した。治療終了2.5W後の11月14日、直
腸切除、子宮付属器、膣合併切除を施行。病理結果はmucinaous carcinoma,SI

（膣）,N0,M0,Stage2であった。術後経過は順調で、栄養療法の再開とともにhigh 
grade stage2として今後Adjuvant chemotherapyを予定している。クローン病に直腸
膣瘻の合併は時に見られるが、直腸膣瘻の癌合併は非常にまれであり診断が困難
とされている。本症例でも局所の症状の訴えはほとんどなく異常帯下から婦人科診
察で診断された。長期に経過した痔瘻、膣瘻などの瘻孔を有するクローン病におい
ては常に癌の合併を念頭においた診療が重要であることを示唆する貴重な症例と考
え報告する。
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149（消）
胃転移を伴う食道悪性黒色腫の剖検例
1KKR札幌医療センター　斗南病院　腫瘍内科、
2KKR札幌医療センター　斗南病院　消化器内科、
3KKR札幌医療センター　斗南病院　病理診断科
○長尾　沙智子1、北山　浩光1、平山　眞章1、辻　靖1、土井　綾子2、
住吉　徹哉2、近藤　仁2、大森　優子3、小山田　ゆみ子3

悪性腫瘍の胃転移は稀であり，なかでも悪性黒色腫の胃転移は我々が調べ得た範
囲では本邦で40数例の報告をみるのみである．今回胃転移を伴う食道原発悪性黒
色腫の症例を経験したので報告する．【症例】59歳男性．【主訴】体重減少．【現
病歴】6か月で5kgの体重減少を主訴に前医受診．上部消化管内視鏡検査で胃噴
門部に黒色調の1型腫瘍を認め，生検で悪性黒色腫と診断された．当科紹介受診
し，精査加療目的に入院となった．【検査所見】上部消化管内視鏡検査では胃噴門
部に10cm大の一部黒色調の隆起性病変を認めた．また食道の切歯より30cmの位
置に一部に軽度の隆起を伴う黒色調で平坦な病変を認めた．両病変に連続性はな
く，生検で悪性黒色腫と病理診断された．腹部CT検査では胃噴門部～胃小弯側
に多発結節を認め，肝臓，右腎，後腹膜，腸間膜に多発性の腫瘍性病変がみられ
た．【入院後経過】食道原発悪性黒色腫の胃転移，多発肝転移，右腎転移，リンパ
節転移，腹膜播種と診断し，ダカルバジン単独療法を3クール施行し一時腫瘍縮小が
みられたが，3か月後に腫瘍増大認めPD判断となった．c-kit陽性であったがイマチニ
ブに反応せず．インターフェロン治療中に肺炎を発症し，その後徐々に全身状態悪化
し永眠された．【剖検所見】食道悪性黒色腫として矛盾しない所見であり，皮膚，胃，
肝臓，脾臓，心臓，腹膜播種，リンパ節などの全身に転移を認めた．【考察】食道悪
性腫瘍における悪性黒色腫の割合は0.1％と非常に稀である．進行悪性黒色腫に対
し日本で承認されている薬剤は今回も使用したダカルバジンのみであるが，欧米では
分子標的薬，免疫療法の分野で新薬の様々な治験が行われており，近年の進歩が
著しい分野である．今回，遠隔転移を認め極めて予後不良な段階であったが，ダカ
ルバジンにより一時的な腫瘍縮小効果が認められた，胃転移を伴う食道原発悪性黒
色腫の剖検例を経験したので若干の文献的考察を加えて報告する．

151（消）
後腹膜浸潤による切除不能局所進行下行結腸癌に対しFOLFOX
療法によりcoversion therapyを施行し得た一症例
1日鋼記念病院　消化器センター、2日鋼記念病院　病理診断科
○渡部　真裕子1、横山　和典1、川村　雄剛1、加藤　一樹1、根間　洋明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

近年の切除不能進行大腸癌に対する化学療法の進歩によりconversion therapy
の達成率が向上している。特に遠隔転移を伴わない局所進行大腸癌はstage II
もしくはstage IIIあることから積極的な治療介入が望ましいとされる。今回我々は
conversion therapyを達成し得た局所進行下行結腸癌の一症例を経験したので報
告する。症例は64歳、男性。出張先で腹痛を自覚して前医を受診した。右水腎症
に対する尿管ステント留置後に開腹術が施行されたが、原発巣はTreitz靱帯付近で
小腸を巻き込むように後腹膜に浸潤しており、胃空腸バイパス術と人工肛門造設術
が施行された。その後の治療目的に当科に紹介された。生検組織の検討でk-ras変
異陽性と診断されたためにFOLFOX療法を開始した。経過中に高アンモニア血症
による肝性脳症を合併したが、補液の調整と慎重な観察により治療を継続した。11
コース施行した時点の評価で原発部位の著明な縮小、尿管狭窄所見の軽快、PET
による遠隔転移陰性を確認できたためにconversion therapyを施行した。手術所見
は尿管と後腹膜以外には転移、浸潤を認めず、後腹膜からの剥離は容易であった。
切除病理組織学的には、mucinous caricinoma, se, ly0, v0, pN0, pPM0, pDM0, 
pRM1, stage II, CurBと診断された。術後化学療法は施行せずに慎重に経過観察
をしている。切除不能局所進行大腸癌に対する適切な治療法や切除のタイミング、
評価法については未だ未解明な点が多く、更なる研究が待たれる。

150（消）
積極的に化学療法を行い3度にわたりDICから離脱しえた胃癌
骨髄癌症の1例
1北海道大学病院　卒後臨床研修センター、2北海道大学病院　腫瘍センター、
3北海道大学病院　消化器内科
○中野　真太郎1、小松　嘉人2、原田　一顕3、小林　良充3、佐々木　尚英3、
福島　拓2、結城　敏志3、 坂本　直哉3

症例は50代女性。食後の心窩部痛と体重減少を主訴に近医を受診した。上部消化管内
視鏡検査にて胃体上部～体下部にかけて4型腫瘍を認め、生検結果はpor-sigであった。
腹部造影CTでは傍大動脈リンパ節転移と腹膜播種を認め、切除不能進行胃癌と判断さ
れ、全身化学療法目的に当科紹介となった。HER2が陰性であったことから、治療レジメ
ンはS-1+Cisplatin（CDDP）療法を選択した。S-1開始後、Day 7に6.2万/μLへの血
小板数減少を認め、CDDP投与は行わず、S-1を休薬した。Day 12に血小板数の改善
を認め、S-1を減量の上で再回したが、Day 18には2.9万/μLへの血小板数低下を認め、
また、血液検査にて凝固線溶系の異常と全身倦怠感が出現し、緊急入院となった。骨
髄穿刺を行い、骨髄への腫瘍細胞の浸潤を認めたため、胃癌の骨髄癌症による播種性
血管内凝固症候群（DIC）と診断した。DICの治療には化学療法が必要と判断し、急速
静注5-FU+l-LV（RPMI）療法を開始した。同療法開始により速やかにDICからの離脱
と全身状態の改善を認め、Day 25以降は外来管理となった。以後は、血小板数、凝固
線溶系マーカーと全身状態も参考として治療効果判定を行ない、その増悪の際には、画
像所見による増悪を伴わなくとも治療を変更した。二次治療にはweekly Paclitaxel療法、
三次治療にはIrinotecan+CDDP療法を施行し、いずれにおいてもレジメン変更後にDIC
からの離脱が可能であった。Irinotecan+CDDP療法開始後Day 49に、DICの再増悪、
全身倦怠感を認め、当科入院となった。この時点で有効な抗癌剤は使い切っており、以
後はBest Supportive Careを行い、入院後10日目に永眠された。胃癌の骨髄癌症に起
因するDICは発症と進行が急激で、予後は平均2-3ヶ月ときわめて不良である。診断時
点で既に全身状態不良であることも少なくないが、化学療法により胃癌の病勢を制御する
ことはDICのコントロールに際しても重要である。今回、我々は積極的に化学療法を行い
三度にわたりDICから離脱しえた胃癌骨髄癌症の1例を経験したため、報告する。

152（消）
大腸癌原発巣および肝転移巣に対する腹腔鏡下同時切除術
の検討
1北海道大学大学院　医学研究科　消化器外科学分野I
○加藤　拓也1、皆川　のぞみ1、神山　俊哉1、本間　重紀1、柴崎　晋1、
若山　顕治1、折茂　達也1、敦賀　陽介1、柿坂　達彦1、横尾　秀樹1、
蒲池　浩文1、川村　秀樹1、高橋　典彦1、武冨　紹信1

はじめに）大腸癌原発巣及び肝転移巣に対し腹腔鏡下同時切除術を施行した4症
例を検討した。症例）年齢は33-78歳、男女比1:1、術前補助化学療法は施行せ
ず手術可能であった。原発は結腸2例、直腸2例で、高位前方切除、左半結腸切
除、ハルトマン手術、直腸切断術を行った。肝転移は1個―4個（平均3個）で、部
分切除計11か所、尾状葉切除1か所施行した。肝切離は1例でhybrid法、3例は
完全鏡視下で施行した。手術時間は363-624分（平均436分）、出血量は0-320ml

（平均162ml）で術後は合併症を認めず、術後在院日数は10-20日（平均15日）で
あった。病理組織学的に原発、肝転移巣とも癌の遺残を認めなかった。術後補助
療法は全例XELOXを施行した。1例は術後8か月で肝再発3個を認め、再切除術
を施行し、再再発は認めない。他3例は無再発生存中である。2008-2013年に施
行した開腹同時切除5例と比較し、腹腔鏡群で出血量が少ない傾向にあった（274 
vs. 162ml）。まとめ）大腸癌肝転移に対する腹腔鏡下同時切除は低侵襲で、臨床
的、組織学的にも許容できる結果であった。今後も長期的な成績の比較検討が必
要であると考えられた。
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153（消）
自己免疫性重症肝炎の一症例
1苫小牧市立病院　消化器内科、2苫小牧市立病院　病理診断科
○加藤　大祐1、小林　智絵1、八木　泰憲1、江藤　和範1、小西　康平1、
山本　文泰1、竿尾　光祐2

症例は40歳代、女性。平成25年5月ごろよりむくみを自覚した。6月に体重8kg増加
し、7月下旬に当院初診、緊急入院となった。入院時採血ではPT、APTT測定
不能であり、CTにて肝容積633mlと著名な肝萎縮を認め、急性肝不全と診断した。
脳症は認めなかった。Child-Pugh分類12点、gradeC、MELDスコア19点であっ
た。原因として血清IgG値が4239mg/dlと高値、抗核抗体1280倍と高値であり、自
己免疫性肝炎が疑われた。AIHスコアは14点と疑診であった。入院後北大臓器移
植診療部へ連絡し、肝移植の適応についてコンサルトした。予防的抗生剤投与、
肝庇護剤、蛋白制限、利尿剤経静脈投与、FFP補充を行い、週に1回CTにて
肝容積を確認したところ、徐々に肝容積の回復を認め、入院4週目に960mlまで回
復した。またFFP補充を中止後PT40％以上が保たれるようになり、腹水もほぼ消失
し、ご本人・ご家族より肝移植はしないとの希望があったため第46病日よりプレドニゾ
ロン30mg内服を開始、利尿剤を経口投与へ変更した。その後PTは70％前後まで
回復し、腹水増加なく、第57病日に肝生検を施行したところ、interface hepatitis、
ロゼット形成を認め、AIHスコア18点となり、自己免疫性肝炎の確定診断へ至った。
第72病日でChild-Pugh分類7点、gradeB、MELDスコア11点まで回復し、プレド
ニゾロンを漸減後に退院となった。現在も外来にて治療継続中である。自己免疫性
肝炎、急性肝不全について若干の文献的考察を加え報告する。

155（消）
膵胆管合流異常を合併した原発性胆嚢管癌の一症例
1日鋼記念病院　消化器センター、2日鋼記念病院　病理診断科
○菊地　香澄1、横山　和典1、渡辺　真裕子1、川村　雄剛1、加藤　一樹1、
根間　洋明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

胆嚢管癌は全肝外胆道癌の2.6-12.6%、胆嚢癌の1.5%を占めるとされる比較的ま
れな腫瘍で、Farrarの診断基準により診断される。また、膵胆管合流異常症には
胆道癌の合併が多く、全国集計では成人例の28.7%に合併を認めている。今回我々
は上記診断基準に合致した膵胆管合流異常合併原発性胆嚢管癌を経験したので
報告する。症例は78歳、女性。右背部に放散する腹痛を自覚して当科を受診し、
CTで胆嚢の腫大と中部胆管で16mmの胆管拡張を認め、下部胆管に結石の存在
が否定し得ないために入院した。入院後に症状は速やかに軽快し、肝胆道系酵素
の上昇は認めなかった。入院後のMRCPでは肝外胆管の単純拡張と偏位、胆嚢
のシグナル低下を認めた。EUSでは胆管内には結石や腫瘍は認めなかったが、膵
胆管合流異常を認めた。胆嚢は高エコーが充満していたが、胆嚢内の評価はでき
なかった。胆嚢管または胆嚢頚部の閉塞による慢性閉塞性胆嚢炎と診断したが、そ
の原因を確定し得えず、膵胆管合流異常の担癌率の高さを考慮して確定診断目的
に腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した。病理組織学的には胆嚢管に12×9×8mm大の
結節を認め、tub2, ss, ly0, v0, pn0, pN0, pBM1, pHM0, pEM1, stage II, fCur 
Bの診断となった。術後は追加切除を施行せずに経過観察している。原発性胆嚢
管癌では胆嚢腫大や胆泥を60％以上に認め、結石合併率は胆嚢癌に比較して低
率であるとされる。また、Farrar基準を満たした膵胆管合流異常合併例の報告はま
れであり報告した。

154（消）
根治切除が可能であった肝外胆管腺扁平上皮癌の1例
1市立札幌病院　消化器内科
○山内　康嗣1、小池　祐太1、重沢　拓1、藤田　輿茂1、遠藤　文菜1、
小野　雄司1、中村　路夫1、工藤　俊彦1、永坂　敦1、西川　秀司1

症例は73歳女性．2012年4月，黄疸を主訴に当科を紹介受診された。画像検査で
は胆管像は片側性の圧排狭窄を呈しており、胆管から外側に膨張性発育する腫瘤
像を認め，中部胆管癌（T2N0M0:c-Stage II）と診断した．胆汁細胞診で腺癌細
胞が認められ，経乳頭的腫瘍生検では中分化型扁平上皮癌が認められた．2012
年5月，膵頭十二指腸切除術が施行され，術後病理組織学的検査では95％以上
の扁平上皮癌成分とわずかな腺癌成分の混在を認め，腺扁平上皮癌と診断した

（adenosquamous carcinoma, nodular expanding type, ss, ly0, v0, pn0, pHinf0, 
pGinf0, pPanc0, pDu0, pPV0, pA0, pHM0, pEM0, pT2, pN0（0/26）, pM0, 
Stage II）．術後17ヶ月の現在，再発なく生存中である。胆管腺扁平上皮癌は同一
癌病巣に腺癌部分と扁平上皮癌部分とが相接もしくは混在する癌腫であり，肝外胆
管癌では比較的稀な腫瘍である．通常の腺癌と比較して予後は不良とされているが，
本症例は根治切除が可能であった肝外胆管腺扁平上皮癌の1例である．文献的考
察を加えてここに報告する．

156（消）
選択的胆管挿管不能例に対する超音波内視鏡ガイド下ランデ
ブー法の成績
1北海道大学　消化器内科
○平田　甫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、久保田　良政1、坂本　直哉1

【背景】超音波内視鏡ガイド下ランデブー法（EUS-guided rendezvous methods: EUS-
RV）は選択的胆管挿管困難例に対するサルベージ法として，その有用性が報告されて
いるが，適応や手技・処置具の標準化はなされていない．【目的】EUS-RVの臨床成績
を検討し，手技の有効性，安全性を明らかにすること．【対象】2012年10月～ 2013年12 
月の間，当科でEUS-RVを施行した9例．【検討項目】（1）患者背景，（2）選択的胆管
挿管不成功理由，（3）手技成功率，（4）手技内容，（5）経口摂取開始までの期間，（6）
偶発症．【結果】（1）男女比1：2，年齢中央値73歳（59-89），基礎疾患は胆管結石5
例，胆管癌1例，良性胆道狭窄1例，先天性胆道拡張症1例，胆嚢腫瘍1例．5例はプレ
カット施行後．（2）Billroth-I 法再建術後2例，憩室内乳頭2例，その他5例．（3）手技
成功率は78%（7/9）で，不成功2例はEUS-CDSへの変更1例，経乳頭的胆管挿管へ
の変更1例．穿刺は合計13回施行し，全て成功したが，6回はEUS-RVが不成功．不成
功例の胆管穿刺方向はいずれも胆管長軸に対して肝門部側への穿刺であったが，成
功例の穿刺方向は全例で十二指腸乳頭部側であった．（4）穿刺針は全例で19G針を
用い，1 例は胆管径が細く22G針に変更．穿刺部位は十二指腸下行脚4例，球部2例，
胃穹隆部1例，胃前庭部1例，食道1例．ガイドワイヤーは8例で0.025inch（Visiglide）
を用い，うち2例0.035inch（Radifocus）に変更．1例で0.018inch（Pathfinder）を用い
た．最終胆管挿管法はover-the-guidewire3例，along-the-guidewire4例．胆管結石
5例中，EPLBD2例，EST2例で一期的結石除去に成功．1例はプラスチックステントを
留置，再度結石を除去．胆管狭窄に対しては金属ステントを2例に留置．手技時間中央
値78分間（40-120）．（5）経口摂取開始までの期間は中央値4日（1-13）．（6）胆汁性腹
膜炎2例，腹腔内遊離ガス1例，ERCP後急性膵炎（軽症）を1例に認め，いずれも保存
的治療で改善．【結語】EUS-RVは選択的胆管挿管困難例に対して有効な挿管法と
なり得る．手技成功のためには，胆管穿刺方向に留意する必要がある，と考えられた．
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157（消）
慢性骨髄性白血病経過中に術後9年を経て胃癌再発が判明し
た1例
1小林病院　外科、2小林病院　内科、
3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
○八木　亜記1、山本　康弘1、古郡　茉里子1、重原　健吾1、岡村　幹郎1、
市來　一彦2、生田　克哉3

症例は64歳男性、完全内蔵逆位である。2004年2月当科にて胃癌に対して胃全
摘術＋脾臓摘出術を施行した。病理結果はstageIB（Type0-IIa+IIb,tub2+sig,T2

（MP）,N0,M0）であった。術後補助化学療法は行わず経過観察していたが、2007
年4月白血球と血小板の増多を来たし、骨髄生検にて移行期に近い慢性期の慢性
骨髄性白血病と診断された。imatinibの投与を開始し、分子遺伝学的寛解を維持
していた。2007年に施行したCTで副脾と思われる径約10mmの結節を複数個右
前腎傍腔に認めたが、その後増大傾向は無かった。しかし2012年1月のCTで径約
30mmへ増大し、2013年5月にはさらに増大傾向であり悪性病変も示唆された。同年
7月PET-CTを行いFDGの集積を認めたため、白血病の病勢悪化に伴う副脾の増
大もしくは原発の悪性リンパ腫などが疑われた。2013年10月開腹生検を行った。右
腎頭側に50mm大の軟らかい白色の腫瘤を認め、膵尾部と癒着していた。病理結
果はmetastatic adenocarcinoma（tub1,tub2,por1に相当）であった。免疫染色で
はAE1/AE3+,CK7-,CK20-,cdx2-,CEA-であり、胃原発に矛盾しない所見であっ
た。現在はimatinibと併用してS-1の投与を開始している。慢性骨髄性白血病の経
過観察中、術後9年の経過を経て胃癌再発が判明した1例を経験した。文献的考
察を含め、報告する。

159（消）
十二指腸下行脚原発の神経内分泌細胞癌の1例
1遠軽厚生病院　内科、2遠軽厚生病院　外科
○武藤　瑞恵1、杉山　浩平1、武藤　桃太郎1、石川　千里1、井上　充貴1、
升田　晃生2、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

症例は78歳、男性。平成25年5月に心窩部痛を主訴に当科外来を受診した。上部
消化管内視鏡検査を施行したところ、十二指腸下行脚に半周性の2型腫瘍を認め、
生検でadenocarcinoma, tub2 ～ por の結果であった。CT検査で下行脚の璧肥厚
と膵臓への腫瘍浸潤を疑う所見、十二指腸周囲のリンパ節転移を認めたが、肺転
移、肝転移は認めなかった。低緊張性十二指腸造影検査では下行脚に約5cm程
度の半周性の2型腫瘍を認めた。経過中に閉塞性黄疸が出現したため、ERCPを
施行したところ、総胆管に腫瘍の圧排による狭窄を認めたため、胆管ステントを留置
した。その際の観察ではVater乳頭部に病変は及んでいなかった。以上より原発性
十二指腸癌stageIIIAの術前診断で、同年6月に亜全胃温存膵頭十二指腸切除
術を行った。病理組織像は十二指腸粘膜～筋層、漿膜下組織に異型の乏しい腫
瘍細胞がリボン状、胞巣状、索状、腺管状構造を示し、免疫染色でクロモグラニン
A（＋）、MIB-1 index 60%、シナプトフィジン（＋）、CD56（-）、CDX-2（-）の結
果であった。以上より最終診断は十二指腸神経内分泌細胞癌であった。病理標本
上でもVater乳頭部に異常を認めなかった。十二指腸の神経内分泌細胞癌は乳頭
部から発生した症例報告は散見されるが、乳頭部以外から発生した症例は極めて稀
である。消化管内分泌細胞癌は、粘膜内管状腺癌が先行して、その深層に発生
する場合が多いとされており、本症例のように生検部位が腺癌であると、生検のみ
では確定診断が困難となる。本邦では稀なvater乳頭部以外から発生した十二指腸
神経内分泌細胞癌を経験したので報告する。

158（消）
髄膜癌腫症を合併した進行胃癌の1剖検例
1札幌社会保険総合病院　消化器内科
○藤澤　倫子1、今井　亜希1、高木　智史1、吉田　純一1

症例は58歳女性。2012年9月腹痛にて受診し、上部消化管内視鏡検査にて
Borrman4型胃癌、CTにて胃壁肥厚、多発腹膜結節、腹水貯留を認め、胃癌
cT3N0M1PER cStageIVの診断となった。2012年10月よりS-1+Cisplatin療法を
導入したが3コースで増悪を認め、2nd lineとして2013年3月よりIrinotecan療法を開
始した。4コース継続したが内視鏡検査およびCTにて腫瘍の増大、腫瘍マーカーの
上昇を認め、2013年5月より3rd lineのWeekly Paclitaxel療法に変更した。2コー
ス投与後、2013年7月倦怠感、発熱を認め入院。股関節などの多数の関節および
背部に疼痛を認め、多発骨転移が疑われた。また入院後、嘔気・嘔吐が出現、胃
癌による通過障害および癌性腹膜炎の影響を疑い、胃管挿入、オクトレオチド投与
を行った。7月中旬より後頭部痛が出現、意識消失発作を認めるようになった。頭
部CTでは明らかな所見は認めず、その後急激に全身状態悪化し、状態改善得ら
れず治療開始より10ヶ月で永眠された。死後ご遺族の同意を得て病理解剖を施行
した。胃癌は胃全層に浸潤する低分化腺癌（por2+sig）で、周囲臓器への浸潤傾
向が強く、極めて高度のリンパ管・静脈侵襲を認めた。中枢神経組織ではくも膜下
腔に癌細胞が充満し髄膜癌腫症と診断され、終末期の頭痛・嘔吐の原因と考えら
れた。
髄膜癌腫症は固形腫瘍では稀であり、胃癌では0.16 ～ 0.69%に合併するとの報告
がある。画像診断では陽性率が低く、診断には髄液細胞診が必要となる。治療とし
ては抗癌剤の髄腔内投与、全脳照射などが行われているが予後は極めて不良であ
る。
今回我々は、胃癌、腹膜播種で化学療法中に全身転移をきたし髄膜癌腫症を併発
した1例を経験したので報告する。

160（消）
HER2陽性胃癌化学療法における脳転移例の検討
1恵佑会札幌病院　腫瘍内科、2恵佑会札幌病院　消化器内科、
3恵佑会札幌病院　消化器外科
○奥田　博介1、穂刈　格2、塚越　洋元2、小平　純一2、西田　靖仙3、
久須美　貴哉3、木ノ下　義宏3、吉川　智宏3、芦立　嘉智3、澄川　宗祐3、
那須　裕也3、三橋　洋介3、坂下　啓太3、細川　正夫3

【背景】乳癌において, HER2過剰発現例ではCentral Nervous System（CNS）転
移の頻度が高いことが知られている. いっぽう胃癌におけるCNS転移の頻度は1%
以下ときわめてまれである.　ToGA試験によりTrastuzumab（T-mab）の生存延長
効果が証明され、胃癌の日常診療においてもT-mab併用療法が標準治療となった
ものの, CNS転移との関係は不明である.【目的】当科で全身化学療法を施行した
切除不能進行・再発胃癌（接合部癌を含む）におけるCNS転移の頻度を明らかと
し, 臨床病理学的背景の検討を行うこと.【対象】2011年3月から2013年2月まで当
科で全身化学療法を施行した60例, 性別：M/F 43/17例, 年齢：33-81歳（中央
値61歳）, 観察期間: 8-570日（中央値 194日）,　1次治療/2次治療以降 30/30
例, HER2陽性/陰性 20/40例. HER2陽性症例では, 全例にT-mab投与が行わ
れた.【結果】HER2陰性例ではCNS転移を認めなかったが, HER2強陽性例に5
例（25%）の転移を認め ,　T-mab開始後のCNS転移出現までの期間は180-414日

（中央値306日）であった.CNS転移はHER2陽性例（p=0.002, log-rank）および転
移臓器個数の多い症例（2個以上 vs. 1個）で有意に高率であった（p=0.008, log-
rank）が, 組織型・肺転移・前治療・胃切除歴・標的病変の有無に有意差は認め
なかった.【結語】HER2陽性胃癌におけるT-mab併用化学療法症例では,　乳癌
と同様にCNS転移に注意する必要がある．
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161（消）
進行胃癌の二次化学療法におけるRoyal Marsden Hospital 
prognostic indexの有用性の検討
1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、
2北海道大学病院　腫瘍センター
○原田　一顕1、小林　良充1、佐々木　尚英1、福島　拓2、結城　敏志1、
小松　嘉人2、坂本　直哉1

【背景】進行胃癌の一次化学療法例の予後予測因子としてperformance status、
ALP、肝転移および腹膜播種の有無からなるRoyal Marsden Hospital prognostic 
index（RMH-I）の有用性が報告されている。一方、二次化学療法導入に際しては、
その有用性は明らかとなっていない。【目的】進行胃癌の二次化学療法導入時にお
けるRMH-Iの有用性を検討する。【方法】2001年7月から2013年5月までに当科で
二次化学療法を導入された進行・再発胃癌患者のうち、フッ化ピリミジン＋プラチナ系
抗癌剤による前治療歴を有する77例を対象とし、レトロスペクティブに検討を行った。
RMH-I、Hb、CRP、CEA、Alb、一次化学療法施行時のTime to Progression、
原発巣切除、骨転移の有無の8因子についてlog rank検定を用いた単変量解析、
およびCoxの比例ハザードモデルを用いた多変量解析を行いP＜0.05を示したものを
独立した予後因子と判定した。【結果】患者背景は、男性52例/女性25例、年齢中
央値60歳（範囲：31-80歳）、切除不能進行胃癌70例/再発7例であった。RMH-I
によるリスク分類では、低/中/高リスク群がそれぞれ8/57/12例であった。全症例の
生存期間中央値は7.1カ月であり、低/中/高リスク群でそれぞれ8.2/8.0/4.4カ月と高
リスク群で予後不良な傾向がみられたが、多変量解析ではRMH-Iは有意な予後因
子とならなかった（HR：1.12、95%CI：0.61-2.07、P＝0.72）。【結語】本検討では
RMH-Iは胃癌二次化学療法導入時の独立した予後因子とならなかった。

163（消）
大腸癌肝転移に対し，Bevacizumab併用化学療法で
Optimal responseが得られた一例
1KKR札幌医療センター　斗南病院　腫瘍内科、
2KKR札幌医療センター　斗南病院　消化器内科
○北山　浩光1、辻　靖1、土井　綾子2、庵原　秀之2、住吉　徹哉2、
由崎　直人2、平山　眞章2、近藤　仁2

【症例】50歳代女性【主訴】便秘【既往歴】胃潰瘍【現病歴】2013年4月に便が出に
くくなり前医受診，下部消化管内視鏡検査でS状結腸に狭窄を伴う全周性の2型腫
瘍があり当院紹介となった．生検で高分化腺癌の診断となり，肝全体に40mm以下
の転移性腫瘍の多発を認めた．同月に腹腔鏡下S状結腸切除術を施行し，KRAS
野生型であった．【経過】腫瘍内科紹介となり，6月からIRIS（Irinotecan+S-1）/
Bevacizumab療法を開始した．4コース後の評価でRECIST判定ではStable Disease

（SD）であった．しかし，治療開始前の造影CTで肝転移巣の内部濃度が不均一
で周囲との境界が不明瞭であったが，4コース終了後には内部濃度が均一に低下し
周囲との境界が明瞭となっていた．すなわち，Morphology分類がGroup 3から1に
改善していた．腫瘍マーカーも急激な減少が続いており，IRIS/Bevacizumab療法
を継続している．【考察】2009年にChunらが大腸癌肝転移に対する化学療法の
Morphology分類を提唱した．その後，2012年の大腸癌肝転移における集学的国
際コンセンサスにおいて，Bevacizumabをはじめとする血管新生阻害薬に対しては，
RECIST判定よりも形態学的評価の方が病理学的奏功や生存効果に相関するこ
とが明記された．本症例はRECIST判定ではSDだったが，形態学的評価はOptimal 
responseであった．サイズベースであるRECIST判定では評価できない抗腫瘍効果
を，ノンサイズベースである形態学的評価でとらえられたものである．しかし，Conversion
が可能か否か，病状進行をどうとらえるかなど課題も多い．化学療法による高度な病
理学的奏効および予後改善効果が見込まれる典型的な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．

162（消）
大腸癌間転移切除症例における化学療法と背景肝について
の検討
1KKR札幌医療センター　斗南病院　腫瘍内科、
2KKR札幌医療センター　斗南病院　消化器内科、
3KKR札幌医療センター　斗南病院　外科、
4KKR札幌医療センター　斗南病院　病理科
○土井　綾子1、辻　靖1、北山　浩光1、平山　眞章1、藤井　亮爾2、
藤江　慎也2、皆川　武慶2、木村　朋広2、庵原　秀之2、住吉　徹哉2、
由崎　直人2、近藤　仁2、鈴木　善法3、奥芝　俊一3、大森　優子4、
小山田　ゆみ子4

【目的】周術期化学療法の併用により、大腸癌の切除可能な肝転移例が増えている。一方、オ
キザリプラチンやイリノテカン等の抗癌剤による、切除肝の類洞拡張や脂肪性肝炎といった肝障害
の報告も増えている。当院での大腸癌化学療法後に肝切除を行った症例における、化学療法と
背景肝障害との関連性を調べるためにレトロスペクティブな検討を行った。【対象・方法】平成18
年5月から平成25年12月に当院で大腸癌肝転移にて、化学療法後に肝切除を施行した症例を
対象とする。背景肝と術前の化学療法レジメン内容や抗癌剤投与量、最終抗癌剤投与から手
術までの期間との関連について検討した。抗癌剤については、5-FU、オキザリプラチン、イリノ
テカンの3剤について、標準1回投与量を1単位として、単位を用いて投与量を比較した。肝障
害については、背景肝の脂肪化や炎症の程度をKleinerらの方法によりNAFLD活動性スコア、
類洞拡張についてはRubbia-Brandtらの方法に従ってスコアリングを行った。【結果】45症例、
57病変。男女比は24:21、年齢中央値65.1歳。最終抗癌剤投与から切除までの期間の中央値
は5.4週であった。肝切除前に最も多く使用された化学療法レジメンはFOLFOXであり、オキザリ
プラチンの投与量の中央値は5単位であった。いずれの薬剤も投与量と肝障害度に相関を認め
なかった。また、休薬期間やICG、BMIについても相関を認めなかった。既存の報告の通り、イ
リノテカンと脂肪性肝炎、オキザリプラチンと類洞拡張の関連を認めたが、それぞれ例外も認めた。
【結論】大腸癌肝転移症例に対する化学療法により、肝障害が生じる可能性があるが、大部分
は軽度の障害に留まっていた。中には重篤な肝障害を発症した症例があり、薬剤投与量に関わ
らず肝障害が起こり得るため、各種検査による慎重な経過観察が必要であると考えた。

164（消）
直腸癌に対する化学療法後に発症した門脈圧亢進症の1例
1JA北海道厚生連　遠軽厚生病院　内科、
2JA北海道厚生連　遠軽厚生病院　外科
○武藤　桃太郎1、杉山　浩平1、武藤　瑞恵1、石川　千里1、井上　充貴1、
升田　晃生2、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

Oxaliplatinを含む化学療法により肝類洞障害が生じ、その結果、門脈圧亢進症状が生
じる例があることが知られている。今回我々は、多発肝転移を有する直腸癌（cStage4；
SS, N2, H3, M1（肺））に対してmFOLFOX6＋Bevacizumab（BV）療法を施行後、
新たに血小板減少、脾腫、食道静脈瘤といった門脈圧亢進症状が出現した1例を経験
した。症例は35歳男性。半年前からの血便を主訴に2012年10月当科を受診した。下
部消化管内視鏡検査で上部直腸に3 cmの2型腫瘍を認め、生検で高分化腺癌の診断
となった。CT検査で多発肝転移、肺転移を認め、切除不能と判断し、mFOLFOX6
＋BV療法を開始した。当初20万台後半であった血小板数は、mFOLFOX6＋BV療
法4コース目より10万台となり、11コース目より7万から8万を推移するようになったため、
dose downして治療継続した。抗腫瘍効果はPRであったが、16コース目で末梢神経障
害がGrade2に達したため、Oxaliplatinを終了しsLV5FU2＋BV療法を2コース継続し
た。腫瘍マーカーの上昇もあり2013年7月よりFOLFIRI＋BV療法に変更した。血小板
数は依然7万から8万を推移し、FOLFIRI＋BV療法3コース後のCT検査で、当初認め
ていなかった脾腫を認めた。肝表面の不整や肝萎縮などの肝硬変を示唆する所見や、
門脈腫瘍栓・血栓症などは見られなかった。また上部消化管内視鏡検査を施行したと
ころ、Lm, F1, Cb, RC（－）の食道静脈瘤を認めた。血小板減少、脾腫、食道静脈
瘤の出現は門脈圧亢進症状によると考えられ、経過からはOxaliplatinの関与が強く疑
われた。現在Oxaliplatin終了後半年経過したが、血小板低下、脾腫ともにほとんど改
善していない。しかし、術後にFOLFOX療法を開始後新たに生じた脾腫のうち、35%
がFOLFOX療法終了後半年以内、87%が1年以内、全例が1年半以内に改善しはじ
めるとの報告もあり、慎重な経過観察が必要と考えられる。今回我々は、Oxaliplatinに
よる非肝硬変性門脈圧亢進症が疑われた1例を経験したので、報告する。
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165（消）
化学療法中に穿孔を来たした盲腸癌の一例
1札幌社会保険総合病院　消化器内科
○今井　亜希1、藤澤　倫子1、高木　智史1、吉田　純一1

症例は60歳代女性。他科通院中の定期採血にて貧血進行を指摘、2013年6月同
科に入院となった。CTで盲腸から腹壁に浸潤する造影効果のある腫瘤と肝、腹腔
内、肺に多発する腫瘤、腹水貯留、リンパ節腫大を認めた。以上より盲腸癌、多
発転移が疑われ当科転科となった。下部消化管内視鏡、造影検査にて盲腸に隆
起性病変を認め、生検で高分化腺癌の診断であった。盲腸癌 5型80×67mm T4b

（腹壁）N3 M1b stageIVと診断した。外科的処置は困難と判断し化学療法の方針
とした。癌性腹膜炎の腸管運動麻痺による嘔吐出現、胃管留置し絶食のまま、2013
年7月上旬より5-FU/ l-leucovorin（LV）を開始とした。食事摂取は可能となり、2
コース目継続の予定であったが、徐々に炎症反応が上昇し、2013年8月（Day53）右
下腹部に膨隆所見を認めCT施行したところ、盲腸の腫瘤は著明に縮小し、腫瘤が
浸潤していた腹壁は大きな欠損像となり、腸内容物がガスとともに腹腔内に限局して
広がり、前腹壁に気腫を形成していた。腹痛症状は認めなかった。肝・腹腔内腫
瘤、リンパ節転移ともに縮小、化学療法1コース終了時の効果判定は部分奏功であっ
たが、穿孔性腹膜炎の診断で化学療法の継続は不可能と判断、全身状態をふま
えBest supportive careの方針とした。絶食、抗生剤にて炎症反応は改善傾向を
認め、食事再開、腹部膨隆部は徐々に増大、皮膚は水疱化し、その後自然に瘻
孔となり腸管皮膚瘻を形成、排便流出を認めた。その後も食事摂取は継続のまま
症状増悪なく経過していた。2013年9月下旬（Day84）、血小板減少を認め、癌性
の播種性凝固症候群（DIC）と診断、対症療法で経過観察、10月上旬（Day98）、
脳梗塞を発症し翌日永眠された。
分子標的薬による消化管穿孔の報告はあるも、大腸癌において化学療法での穿孔
はまれである。盲腸癌腹壁浸潤に対し化学療法を施行し穿孔性腹膜炎を来たした
が、皮膚瘻が形成され、保存加療で比較的生存期間が得られた一例を経験したの
で報告する。

167（消）
胆石症の術前検査で発見された虫垂粘液嚢胞腺腫の一例報告
1恵佑会札幌病院　外科、2恵佑会札幌病院　病理診断科
○三橋　洋介1、那須　裕也1、澄川　宗祐1、久須美　貴哉1、坂下　啓太1、
芦立　嘉智1、吉川　智宏1、木ノ下　義宏1、西田　靖仙1、細川　正夫1、
大内　知之2、武内　利直2

【症例】68歳女性【現病歴】当患者は心窩部痛主訴に他院受診し、腹部超音波検
査で胆石症の疑いとなり、精査加療目的に当院を紹介受診された。CT検査で胆石
の他に右下腹部の90mm大の腫瘤を認められた。周囲リンパ節腫大なし、腹水なし。
下部消化管内視鏡検査では異常所見なし。虫垂口も異常所見なし。【既往歴】平
成15年、尿路結石のため体外衝撃波結石破砕治療施行。平成22年、甲状腺癌
のため甲状腺全摘術施行【経過】胆石症および虫垂嚢腫もしくは卵巣腫瘍の診断。
腹腔鏡下胆のう切除施行し、同時に右下腹部の観察を行った。虫垂が90mm大の
白色やや黄色がかった紡錘状に緊満しており、一部壁の突出が見られるが穿孔な
し。腹腔内に腹水貯留なし。腫大リンパ節なし。卵巣は異常所見なし。嚢腫を穿破
させること無く自動吻合機用いて盲腸の部分切除を施行した。術後経過問題なく、
術後4日目に退院となった。術後病理で虫垂粘液嚢胞腺腫と診断された。【考察】
当患者は下腹部の症状は無かったが、胆石症の検査で偶然に虫垂の嚢胞病変を
発見された。3年前に当院での甲状腺の手術を受ける前に行われた画像検査では
異常所見は認められていない。虫垂粘液嚢胞病変は穿孔により腹膜偽粘液腫とな
ることが報告されているため、早急に穿孔させること無く摘出することが重要である。
虫垂粘液腫の手術方法に関しては、近年、腹腔鏡での治療症例報告もみられてい
る。当症例も画像所見および腹腔内の所見より穿孔に十分に気をつけた丁寧な手
技により、腹腔鏡での治療は可能であると考えた。また、虫垂粘液種は卵巣への転
移も報告もあるため、今後も外来で定期的に画像検査を含めた経過観察を行ってい
く予定である。【結語】胆石症の術前検査で偶然発見された虫垂粘液嚢胞腺腫に
対して、腹腔鏡での同時切除を施行した一例を報告する。

166（消）
大腸癌におけるKRAS，BRAF，PIK3CA，NRAS遺伝子異
常の解析，および抗EGFR抗体薬治療の治療成績との関連
1札幌医科大学　消化器・免疫・リウマチ内科学講座、
2恵佑会第2病院　消化器内科、3恵佑会札幌病院　腫瘍内科、
4NTT東日本札幌病院　消化器内科、5恵佑会札幌病院　消化器外科、
6恵佑会札幌病院　臨床病理研究所、
7札幌医科大学　消化器・総合，乳腺・内分泌外科学講座
○三橋　慧1,2、能正　勝彦1、奥田　博介2、五十嵐　央祥1、伊藤　美樹1、
内藤　崇史1、吉井　新二4、高橋　宏明2、久須美　貴哉5、細川　正夫5、
武内　利直6、山本　英一郎1、山下　健太郎1、有村　佳昭1、沖田　憲司7、
古畑　智久7、平田　公一7、篠村　恭久1

【目的】近年，抗EGFR抗体薬がKRAS遺伝子（codon 12/13）野生型大腸癌の治療に用
いられている．KRAS codon 12/13の変異だけではなく，KRAS codon 61/146，BRAF，
PIK3CA，NRASといった遺伝子変異も同様に耐性へ関与する可能性があると報告され
ているが，一定の見解は得られておらず，本邦において多数例で検討した報告はない．
我々は大腸癌症例を用いてEGFR下流の遺伝子変異を解析し，抗EGFR抗体薬の治療
成績との関連を検討した．【方法】当院または関連施設にて切除され，その後抗EGFR抗
体薬による治療を受けたKRAS遺伝子codon 12/13野生型大腸癌症例66例を対象とし，
KRAS，BRAF，PIK3CA，NRAS変異をパイロシークエンス法にて解析した．さらに，それ
らの遺伝子異常と予後との関連を後ろ向きに検討した．【結果】抗EGFR抗体投与例にお
いてEGFR下流の遺伝子変異は，重複例も含め，KRAS codon 61/146で7.6%，BRAF
で7.6%，PIK3CAで6.1%，NRASで6.1%に認められた．これらの遺伝子変異が一つでも
ある症例は25.8%で，全て野生型の症例と比較し，PFS中央値は2.6か月 vs 7.7か月（p＜
0.0001）と有意に不良であった．OS中央値は10.6か月 vs 12.9か月とやや不良な傾向を示
すものの有意差を認めなかった．抗EGFR抗体薬が使用されたのは75%以上が三次治療も
しくはそれ以降であり，両群に差はなかった．【考察】抗EGFR抗体薬投与例において，今
回解析したEGFR下流の4つの遺伝子が一つでも変異している群は有意にPFSが低いこ
とが確認された．大腸癌のテーラーメード治療におけるバイオマーカーとして有用と考えられる．

168（消）
血清CEA高値を契機に発見された虫垂粘液嚢胞腺腫の2例
1JA北海道厚生連　遠軽厚生病院　内科、
2JA北海道厚生連　遠軽厚生病院　外科
○武藤　桃太郎1、杉山　浩平1、武藤　瑞恵1、石川　千里1、井上　充貴1、
升田　晃生2、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

虫垂粘液嚢胞腺腫は比較的稀な疾患で、特徴的な症状がなく術前診断は困難と
される。しかし、破裂した場合に腹膜偽粘液腫となり臨床的に悪性経過をたどるた
め、早期の外科手術が必要である。今回我々は、血清CEA高値を契機に発見さ
れ、免疫染色でCEA産生が証明された虫垂粘液嚢胞腺腫の2例を経験したので報
告する。症例1は85歳、女性。近医にてCEA 9.2ng/mlと高値を指摘され当科紹
介となった。CT検査、腹部超音波検査で虫垂部に長径約50mmの嚢胞状腫瘤を
認めた。下部消化管内視鏡検査で盲腸末端に可動性良好な粘膜下腫瘍様の隆起
性病変を認めた。注腸造影検査では盲腸下端に半球状の表面平滑な隆起性病変
を認め、虫垂は造影されなかった。虫垂粘液嚢腫と診断し盲腸部分切除術を施行
した。術後CEA 4.7ng/mlと正常化した。症例2は74歳、女性。高血圧、高脂血
症で当科通院中にCEA 12.3ng/mlと高値を示し、CT検査、腹部超音波検査で虫
垂部に長径約80mmの嚢胞状腫瘤を認めた。下部消化管内視鏡検査で盲腸末端
に粘膜下腫瘍様の隆起を認めた。注腸造影検査では盲腸に粘膜下腫瘍様の立ち
上がりを呈する隆起性病変を認め、頂部に虫垂開口部と思われる陥凹を有し、虫
垂は造影されなかった。虫垂粘液嚢腫と診断し盲腸部分切除術を施行した。術後
CEAは1.5ng/mlと正常化した。いずれの症例も病理組織学的に虫垂粘液嚢胞腺
腫と診断され、CEA染色で嚢胞上皮に濃染像が得られた。虫垂粘液嚢胞腺腫に
おいて血清CEA高値を示す頻度は31.6 ～ 46.9%と報告があり、発見契機になりう
ると考えられたので報告する。
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169（消）
診断が困難であった4型直腸癌の1例
1網走厚生病院　内科消化器科、2札幌厚生病院　臨床病理科
○川岸　直樹1、松田　可奈1、藤田　弘之1、阿部　暢彦1、長　いく弥1、
小野寺　学1、内田　多久實1、藤永　明1、市原　真2、岩口　佳史2、
後藤田　裕子2、村岡　俊二2

症例は78歳男性、201X年4月より肺炎にて当科に通院していた。7月中旬より微熱、
下痢、食欲不振が継続し、8月に精査加療目的にて入院となった。下痢が主症状
であったが、CTにて直腸壁の肥厚、口側腸管の拡張、右水腎症及び後腹膜肥厚
所見を認めた。腸閉塞を発症し、経肛門的イレウス管留置した際に、下部直腸粘
膜に約4cm程の滑らかな立ち上がりを有する全周性の狭窄が見られたが、生検では
悪性所見は認めなかった。経内視鏡的にて診断困難と考え、近医に直腸狭窄に対
し、EUS-FNAを依頼するも、悪性所見は認めなった。しかし、右水腎症も有する
ことより、悪性疾患による直腸狭窄及び癌性腹膜炎を考えた。微熱も続いたため、
CTを再度撮影したところ、新たに肺野に多発結節影、胸膜不整肥厚像が出現し、
肺、胸膜転移が考えられた。その後、急激な呼吸状態の悪化があり、肺炎にて死
亡した。直腸病変及び、肺炎の原因究明のため剖検を施行し、直腸狭窄は4型大
腸癌で上行結腸転移、腎盂脂肪織転移を有していた。肺、胸膜病変は結核性で
あった。4型大腸癌は大腸癌のなかでは1%未満と稀な疾患であり、粘膜面に病変
はほとんどなく、粘膜下主体に発育する。生検による診断率も低く、数回の生検が
必要とする場合や手術で初めて判明する場合がある。結腸の狭窄病変を認めた場
合は4型大腸癌も念頭におき、何度も生検をする必要があると考えられた。また、担
癌患者に肺結節影が出現した場合は肺転移だけでなく、結核の再燃も考慮する必
要があった。

171（消）
腸閉塞で発症した上行結腸原発Burkittリンパ腫の1切除例
1釧路労災病院　外科、2釧路労災病院　内科
○徳渕　浩1、小笠原　和宏1、木井　修平1、小柳　要1、島田　慎吾1、
小林　篤寿1、河合　朋昭1、小林　清二1、草野　満夫1、石川　麻倫2、
宮城嶋　拓人2

症例は36歳男性。3日前より、腹痛・嘔吐・便秘を主訴に当院内科を受診。腹部
単純Xpにて腸閉塞と診断され、CTにて上行結腸、肝彎曲部に6cm大の腫瘍性病
変を認めた。上行結腸の腫瘍性病変による腸閉塞の診断にて、同日緊急開腹手
術施行。開腹時所見として、腹水なし、腹膜播種病変なし、腫瘍は肝彎曲部の上
行結腸に手拳大のmassとして触知し、口側の結腸および小腸は著明に拡張してい
た。右半結腸切除（D2）施行し、明らかな合併症を認めず術後11日目に退院した。
術後の病理診断でBurkittリンパ腫と診断され、#201に2/19と転移を認めた。大腸
原発悪性リンパ腫は胃、小腸についで3番目に多く、その大部分は回盲部に発生す
るとされ、上行結腸に発生したBurkittリンパ腫は非常に稀と考えられ、文献的考察
を含めて報告する。

170（消）
直腸原発扁平上皮癌の一例
1恵佑会札幌病院　外科、2恵佑会札幌病院　病理診断科
○澄川　宗祐1、三橋　洋介1、那須　裕也1、久須美　貴哉1、坂下　啓太1、
芦立　嘉智1、吉川　智宏1、木ノ下　義宏1、西田　靖仙1、細川　正夫1、
大内　知之2、武内　利直2

【症例】47歳女性　【現病歴】数か月前より便通異常をみとめていたが、今回数日
前に下血をみとめたため他院を受診された。その際大腸内視鏡検査にて直腸Raに
隆起性病変をみとめ、直腸腫瘍の診断で当院を紹介受診された。【既往歴】糖尿
病、うつ病、子宮筋腫　【治療経過】当院で大腸内視鏡検査を再検したところ、直
腸Raに5cmの粘膜下腫瘍様病変をみとめた。肛門には異常所見をみとめなかった。
病変部位生検の結果、扁平上皮癌をみとめたため、転移を疑い全身検索を行った
が、他に原発とみられる病変をみとめなかった。直腸原発の扁平上皮癌の診断にて
低位前方切除術・回腸予防的人工肛門造設術を施行した。また術前画像診断に
て病変による子宮浸潤が疑われ、子宮膣の同時合併切除を行った。摘出した標本
の肉眼所見では、直腸粘膜下主体の充実性腫瘍をみとめた。病理組織診断では
腺上皮に異型はみとめず、直腸粘膜下を中心とした中分化の扁平上皮癌をみとめ
直腸原発の扁平上皮癌と診断した。合併切除した子宮粘膜には異型をみとめず、
病変による浸潤もみとめられなかった。術後経過は良好で、術後21日目に回腸人工
肛門閉鎖術を施行し術後31日目に退院となった。現在外来で通院経過観察中であ
る。【考察】大腸原発の悪性腫瘍は大部分が腺癌で、扁平上皮癌は極めて稀であ
る。扁平上皮癌の組織発生については諸説考えられているが、いずれの説も推定
の域をこえていない。【結語】今回直腸粘膜下を主体とした扁平上皮癌の症例を経
験したので若干の文献的考察を含めて報告する。

172（消）
潰瘍性大腸炎に対するインフリキマブ投与症例の検討
1市立旭川病院　消化器病センター
○杉山　隆治1、垂石　正樹1、川内　宏仁1、中村　和正1、助川　隆士1、
小澤　賢一郎1、千葉　篤1、斉藤　裕輔1

目的：ステロイド依存性・抵抗性潰瘍性大腸炎（UC）に対するインフリキマブ（IFX）
の有効性について検討する対象・方法：当院で診断・治療中の中等症～重症UC
のうちIFXを投与した9例を対象とし、IFX投与8週目と52週目の治療効果をMayo 
scoreを用いて評価した。結果：症例の内訳は男5例、女4例で投与時の平均年齢
は43.5歳、罹病期間は平均5.8年であった。病型は全大腸炎型が8例、左側大腸
炎型が1例で、投与開始理由は2例がステロイド抵抗性、7例がステロイド依存性であっ
た。また6例にタクロリムスが先行投与されていた。投与8週目の治療効果が評価可
能であった6例において、寛解3例、有効2例、無効1例であり、52週目ではIFXに
よる維持療法が継続できた4例において寛解2例、有効2例であった。またこの4例
の内視鏡的評価では3例が粘膜治癒と判定された。IFX投与8週目において、9例
中、有効例は5例で寛解3例、有効2例であり、無効例4例中3例は外科手術を施
行し、1例は維持療法を継続中である。考察：UCの難治例に対する治療方針とし
て、タクロリムスに加えてインフリキマブ、アダリムマブの生物学的製剤も適応となり使
用機会が増加している。しかしながら、これらの製剤の使い分けや維持療法の中止
の指標などは一定の見解はなく今後解決すべき課題は多い。今回のわれわれの検
討からはIFXの維持療法はステロイド離脱に有用と考えられ、長期維持により粘膜治
癒も達成しうることが示された。
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173（消）
潰瘍性大腸炎に対するメサラジン坐薬有効性の検討
1札幌東徳洲会病院　IBDセンター、2札幌東徳洲会病院　消化器内科
○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

【はじめに】5-ASA製剤は潰瘍性大腸炎治療の基本薬である。あらたにメサラジン坐
剤が投与可能となったことから、当院での使用経験を報告する【対象】当院でメサラ
ジン坐薬を投与した91名。【方法】メサラジン坐剤投与開始時の年齢、性別、罹患
年数、病型、併用薬、出血の有無と治療経過および治療効果について検討した。
病変範囲については3か月以内の内視鏡検査もしくはエコー検査結果により、直腸
病変、直腸S状結腸病変、下行結腸以深、それ以外と分類した。【結果】男性50
名、女性41名。平均年齢43歳7ヶ月（12歳7か月‐85歳10か月）。直腸36名、直
腸S状結腸13名、下行結腸以深は11名であった。投与開始時点の併用薬は、5
－ASA87名、PSL内服5名、AZA10名、注腸製剤25名、ほかの坐剤を11名に
投与されていた。処方されたメサラジン坐剤を使用しない症例は8名であった。投与
開始後に20名で出血の消失を、18名で出血の減少を認めた。メサラジン投与の開
始時点から出血がない症例では、14名が投与後も病状を維持していた。直腸型36
名のうち8名で出血の消失を、9名で出血の減少を認めた。下行結腸以深に病変を
有する11名中では2名に出血の消失を、1名に出血の減少を認めた。投与開始後
1名に軽度の膵酵素上昇がみられた。【結語】メサラジン坐剤は局所療法として有効
な薬剤である。投与の際には病変範囲に合わせて選択するべきであり、アドヒアラン
スにも注意が必要である。

175（消）
病理学的に病態を確認し得た上行結腸憩室炎に合併した上
腸間膜静脈血栓症の1例
1北海道消化器科病院　内科、2北海道消化器科病院　外科、
3北海道消化器科病院　病理
○木下　幸寿1、目黒　高志1、藤澤　良樹1、町田　卓郎1、加藤　貴司1、
碇　修二1、佐々木　清貴1、山田　裕人1、加賀谷　英俊1、中村　英明1、
堀田　彰一1、森田　高行2、高橋　利幸3

【症例】68歳女性。既往歴：高血圧、繰り返す憩室炎。現病歴：平成24年9月、
39℃台の高熱と腹痛のため当院救急外来を受診し、精査加療目的に当科入院となっ
た。入院時現症：身長147.7cm、体重36.9kg、血圧73/53mmHg、体温39.0℃。腹
部は軟、軽度膨満、グル音を聴取、右下腹部に軽度圧痛あり、筋性防御・反跳痛な
し。血液検査では、CRPの上昇を認め、さらに血小板減少、線溶系の亢進を認め、
DICを呈していた。腹部造影CT検査では、回盲部周囲の脂肪識の上昇、上腸間膜
静脈血栓症（SMV-T）を認め、上行結腸憩室炎に合併したSMV-T、敗血症性ショッ
クと診断した。抗生剤、オルガラン®の投与を開始し、バイタルの安定や血液検査所見
の改善は得られたが、第3病日の腹部造影CT検査ではSMV-Tは増悪を認めたため、
オルガラン®はヘパリンナトリウムに変更して、ワルファリンカリウムとウロキナーゼを併用して
開始した。第16病日の腹部造影CTではSMV-Tの縮小を認め、ワルファリンカリウム単
独の投与とした。第31病日、憩室炎の再発予防として今回の責任病巣の切除目的に
右半結腸切除術を施行した。病理学的には上行結腸に多数憩室があり、憩室や血
管周囲に肉芽の形成を認めた。肉芽は異物型多核巨細胞を含んでおり、巨細胞は食
物残渣と思われる異物を貪食していた。また肉芽に隣接する静脈に血栓性閉塞性静
脈炎を合併し、断端の静脈まで進展していた。術後良好に経過し、第34病日よりワル
ファリンカリウムを再開し、第46病日に退院とした。憩室炎に伴う上腸間膜静脈血栓症
は臨床で時おり経験され、要因としては感染性静脈炎のほか、高熱や脱水による循
環血液量の減少や、血液粘稠度上昇による凝固亢進状態があるとされている。しかし
ながら実際には、病態を示す病理像が提示された報告はほとんどない。本症例は病理
学的に上記病態を確認しえた症例であり、若干の文献的考察を加えて報告する。

174（消）
狭窄型虚血性腸炎の一例
1イムス札幌消化器中央総合病院　消化器内科
○金野　陽高1、林　明宏1、上野　敦盛1、羽廣　敦也1、丹野　誠志1

症例は80歳代男性、2012年12月胸腹部大動脈瘤に対し人工血管置換術を施行し
た。2013年4月より便が細くなり、大腸内視鏡検査を予定していたが、5月前処置の
下剤服用により嘔吐・嘔気あり、精査加療目的に当院紹介され入院となった。CT
上、直腸壁の全周性肥厚を認め口側腸管の拡張を認めた。下部消化管内視鏡上
はRaに全周性の狭窄を認め、そこから口側に縦走傾向のある潰瘍を認めた。さらに
口側の腸管にはびらん・浅い潰瘍が多発し閉塞性腸炎を呈しているものと考えた。生
検上悪性所見はなく、大動脈瘤手術の既往もあることから虚血性直腸炎の可能性
を考えた。保存的に加療したが、潰瘍の治癒傾向とともに狭窄が進み、腹痛が悪
化した。バルーン拡張術を試みたが、拡張の際に生じる粘膜障害のため粘膜治癒
は遷延し、狭窄部からの出血も頻回に生じるようになった。悪性所見はないものの、
狭窄の解除、出血のコントロール目的に手術的治療を考慮した。しかし、全身状態
が悪く耐術能に問題あったため、S状結腸人工肛門造設術のみを施行した。術後
腹部症状は軽快し、経過観察中である。虚血性直腸炎は、血管側因子が発症に
かかわるとされ、虚血性大腸炎が便秘などの腸管側因子により発症するのと異なっ
ている。血流障害の原因として腹部大動脈手術、骨盤内手術、膠原病・血管炎
などが報告されている。高齢男性に多いとされるが報告例が少なく、病態が不明な
点も多い。今回我々は、狭窄型を呈した虚血性直腸炎と考えられた一例を経験した
ので報告する。

176（内）
小腸病変の確認と治療効果判定にカプセル内視鏡が有用で
あった好酸球性胃腸炎の1例
1小樽掖済会病院　消化器病センター
○北岡　慶介1、小松　悠弥1、高梨　訓博1、和賀　永里子1、藤田　朋紀1、
勝木　伸一1

好酸球性胃腸炎は比較的まれな疾患とされている．その小腸病変の内視鏡像につ
いては，ほとんどがバルーン式小腸内視鏡を用いた報告であり，カプセル内視鏡により
小腸病変を確認したという報告は非常に少ない．今回我々は小腸病変の確認とその
治療効果判定にカプセル内視鏡が有用であった好酸球性胃腸炎の症例を経験した
ため報告する．症例は71歳女性，2012年8月より腹痛と下痢（10行以上／日）が出現
し，次第に血便も認められるようになったため当センターを受診．血液検査では白血
球数33060/μl，分画で好酸球53.0%と著明な好酸球増多を認め，精査加療目的に
入院となった．腹部CTでは腹水を認めず，明らかな消化管の通過障害を疑う所見
は認められなかった．上部消化管内視鏡検査では胃粘膜の発赤・びらんと浅い潰
瘍，十二指腸の発赤とびらんを認めた．下部消化管内視鏡検査では全大腸にわた
り発赤調粘膜とびらんが散在していた．小腸カプセル内視鏡では全小腸に軽度の発
赤，最大径10mm程のびらんと浅い潰瘍が散見されたが，特異的な所見は認められ
なかった．胃・十二指腸・大腸からの生検組織で粘膜内への好酸球浸潤が認めら
れ，各種所見と併せて粘膜型の好酸球性胃腸炎と診断した．PSLの内服による治
療を開始したところ，その直後より自覚症状は著明に改善．外来でPSLを5mg/day
まで減量したが経過良好であった．カプセル内視鏡を再検査したところ病変はほぼ消
失していたためPSLを中止．以後再発を認めていない．
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177（消）
Cold polypectomy導入期における安全性の検討
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○栗原　弘義1、田沼　徳真1、浦出　伸治1、田中　一成1、野村　昌史1、
真口　宏介1

【背景】National polyp studyの追跡結果から、clean colonによって大腸癌による
死亡率が有意に低下することが示された。そのため、大腸内視鏡施行時には小ポ
リープを含めた全腫瘍性ポリープの切除を考慮する必要があるが、従来の通電による
ポリープ切除では時間と手間・コストがかかりすぎる問題がある。当院では、小ポリー
プ切除のより簡便な方法としてCold polypectomyを2013年1月に導入した。【目的】
Cold polypectomy導入期における安全性を評価する。【対象と方法】2013年1月か
ら2013年10月までに施行されたCold polypectomy症例を対象として、その背景や
施行状況をレトロスペクティブに評価する。【結果】Cold polypectomyは118症例203
病変に対して施行された。施行病変の肉眼型はsessile159病変 ,pedunculated44
病変であった。病変回収率は97.0%、大きさは平均4.6mm（2-10mm）であり、5mm
未満のポリープの割合は49.8％であった。施行直後の止血処置（クリップ）は13病変

（6.4%）に施行されていた。時期別に検討すると、導入前期（開始から101病変目
まで）では11病変、後期（102病変目以降）では2病変であり、導入前期に施行直後
の止血処置が多い傾向があった。後出血は1例も認めなかった。【考察】これまでの
Cold polypectomyに関する報告では、安全性や通常の通電を用いる方法と比較し
ての手技時間の有意な短縮が報告されている。手技直後に少量の出血は必発であ
るが、ほとんどは自然止血されるため止血処置が必要となることは少ない。また、通
電のburning effectによる潰瘍の深掘れがないために後出血は来しにくいものと思わ
れる。【結語】Cold polypectomyは小ポリープを安全に切除できる簡便な手技と考
えられる。

179（内）
カプセル内視鏡の新たなる展開
1北海道消化器科病院
○佐々木　清貴1、加藤　貴司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

〈はじめに〉2007年カプセル内視鏡（VCE）がOGIBに適応となり、出血性疾患を低
侵襲に精査することができるようになった。2012年よりPatency capsuleが承認され
VCEの非OGIBへの適応拡大となり、クローン病などの慢性炎症性腸疾患にても精
査可能となった。小腸検査の需要が拡大するなかで、2014年より大腸カプセル内
視鏡が保険適応となり、消化管スクリーニングにおける新たなるモダリティーとして期待
されている。当院にては2008年よりVCEを導入し、小腸疾患について検討を施行
してきたがこれまでの検査経験をふまえ、現況および今後のカプセル内視鏡につい
て検討をおこなった。〈対象と方法〉2008年より当院にて小腸カプセル内視鏡検査

（VCE）を施行された450例および大腸カプセル内視鏡検査につき検討をおこなった
〈結果〉当院にて2008年～ 2013年小腸内視鏡検査はVCEにて450例に施行され
た。VCEにおいては、OGIB精査が62.2％、腹痛などの精査が27.3％、腫瘍精査
が10.5％であり、診断率は40.9％であった。非OGIB症例を含め広く有用性を認め、
それぞれの疾患に対する診断、治療のアルゴリズムを検討することができた。現在、
VCEによる一次精査およびDBEによる診断確定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
改善を認めた。また、大腸カプセル内視鏡においては2014年1月より保険適応とな
るが、その適応としては大腸疾患が疑われる患者に対し、診断用大腸内視鏡として
の広い適応を有する。国内治験において、その前処置や読影に関し検討されてき
たが、導入後の検討課題は多い。当院における大腸カプセル内視鏡施行状況につ
いて検討を行った。〈結論〉VCEによる小腸精査は有用性が高く可能な限り施行さ
れるべきであると考える。また大腸への適応拡大にある現況において今後、カプセル
内視鏡の需要増加に伴い、読影支援を含むさまざまな検討が望まれる。

178（消）
当院における大腸ステント留置の経験
1函館市医師会病院　消化器内科、2函館市医師会病院　外科、
3函館市医師会病院　放射線科
○岡和田　敦1、山科　哲郎1、熊谷　研一1、金井　基錫2、室田　千晶2、
金子　行宏2、高橋　弘2、本原　敏司2、市村　健3

【目的】2012年から保険収載の上で、大腸ステントが使用可能になった。当院でもイ
レウスで発症した閉塞性大腸癌に対する大腸ステント留置を導入し、これまで16例に
留置した。その使用経験をもとに治療成績、有効性につき検討した。【方法】2012
年5月以降当院で腸閉塞症状を有する大腸癌に対し大腸ステントを留置した16例を
対象に、平均年齢、性別、閉塞部位、ステントの種類、ステント留置期間、経口摂
取までの期間、合併症の有無、留置後の機転等につき検討した。【結果】16例の
平均年齢は78.75歳（53歳～ 95歳）、男性8例/女性8例、閉塞部位は直腸5例、S
状結腸9例、横行結腸1例、上行結腸1例。原発性大腸癌11例、術後再発4例、
転移1例であった。ステント径は全て22mm、ボストン社製及びセンチュリー社製のステ
ントが使用され、長さは狭窄部の長さに合わせて、12cmが7例、10cmが2例、9cm
が3例、8cmが4例であった。留置時及び留置後の合併症はなく、ステント留置後は
平均1.5日（1 ～ 3日）で経口摂取可能となった。Bridge to surgery留置は6例、1
例が緊急手術となったが、手術までの待機期間は平均11.5日（3 ～ 20日）であった。
Palliative　therapy留置は10例で、4例は経過観察中、死亡例6例の平均留置期
間140日（30 ～ 235日）であった。【結語】1.大腸ステント留置は、狭窄部をガイドワイ
ヤーが通りさえすれば、留置手技自体は比較的容易で、安全な手技である。2.留
置後早期から減圧効果は良好で、経肛門的イレウス管と比較するとその後の管理も
容易であり、医療者側のメリットも大きく、かつ患者様のQOL改善が良好となる治療
法である。3.ステント留置後も良好な減圧効果が認められない症例については、外科
との連携を密にとりながら、その後の注意深い対応が必要である。

180（内）
大腸内視鏡検査前処置における併用薬としてのアコチアミドと
モサプリドクエン酸塩水和物の比較検討
1小樽掖済会病院　消化器病センター
○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1、
勝木　伸一1

【目的・方法】下部消化管内視鏡検査の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，2 ～ 4リットルの洗浄剤服用が被験者にとって多大
な負担となっている．従来当院では腸管洗浄剤（クエン酸マグネシウム）にモサプリドク
エン酸塩水和物を検査前日毎食後3回内服・当日1回内服することにより腸管洗浄
剤の服用量の軽減を図ってきた．平成25年6月機能性ディスペプシアを適応症として
アコチアミドが発売となったが，今回院内倫理委員会の承認を得た上で大腸内視鏡
検査前処置時にアコチアミドとモサプリドクエン酸塩水和物を併用薬として，腸管洗浄
剤の内服量と洗浄効果の比較検討を行った．尚，アコチアミドの内服は用法・用量
に従い，検査前日毎食前3回内服・当日1回内服とした．【対象】平成25年8月29日
から同年12月6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受け，本
検討に同意した125症例．【方法】125症例をアコチアミド服用群72症例とモサプリド
クエン酸塩水和物服用群53症例に無作為に割り付け，それぞれの群において服用
した洗浄剤の量を比較した．また，内視鏡検査担当医は上行結腸・横行結腸・下
行結腸・S状結腸の洗浄度を5段階で判定した．【結果】服用した洗浄剤の量につ
いてはアコチアミド服用群2082±292ml・モサプリドクエン酸塩水和物服用群2287±
224ml（P=0.0003）とアコチアミド服用群で有意に少なかった．洗浄効果については
残渣がほとんど認められない評価1の割合がアコチアミド服用群・モサプリドクエン酸
塩水和物服用群で各々上行結腸87.5%・67.9%，横行結腸80.6%・66.0%，下行
結腸44.4%・37.7%，S状結腸41.7%・37.7%であり，アコチアミド服用群の方が内服
量・洗浄効果の両者において有用である可能性が示された．【結論】大腸内視鏡検
査前処置においてアコチアミドを併用することにより腸管洗浄剤の内服量を減少させ
ることができ，腸管洗浄効果においても有用であることが示唆され，有効な選択肢と
なりうると思われた．
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181（内）
バウヒン弁を介して上行結腸に脱出した小腸腫瘍の一例
1函館五稜郭病院　消化器内科
○矢和田　敦1、牛島　慶子1、須藤　豪太1、柾木　喜晴1、谷津　高文1、
岡　俊州1、笠原　薫1、小林　寿久1

症例は70代男性、平成25年10月PET検診にて上行結腸に集積をみとめた。11月
CF施行、バウヒン弁上に結節集簇腫瘍様の隆起性病変をみとめ生検施行。high 
grade tubulovillous adenoma Group4であった。またCTでも冠状断にて上行結
腸に腫瘍性病変をみとめた。注腸バリウムにても病変の存在は盲腸部から上行結
腸にみとめた。盲腸腫瘍の診断にて当院外科にて回盲部切除施行。切除標本で
は回腸末端に有茎性の腫瘍をみとめた。病理組織診断ではAdenocarcinoma of 
theileum：tub1,M,ly0,v0,pPM0,pDM0, pRM0,pN0 TisN0M0,StageIであった。病
変は回腸よりバウヒン弁を介して上行結腸に脱出していたが、腹痛、嘔気、嘔吐な
どのイレウス症状は術前に示していなかった。小腸腫瘍の発育進展のうえで興味ある
経過を示した一例と考え若干の文献的考察を加え報告する。

183（内）
悪性リンパ腫の腸管合併症の検討―手術時期の最適化につ
いて―
1製鉄記念室蘭病院　消化器内科・血液腫瘍内科、
2製鉄記念室蘭病院　病理臨床検査室、3製鉄記念室蘭病院　外科
○定免　渉1、黒田　裕行1、吉田　正宏1、松野　鉄平1、佐藤　昌則1、
山田　充子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、仙丸　直人3

［背景］悪性リンパ腫は全身のあらゆる臓器に発症し, ホジキンリンパ腫と非ホジキンリンパ腫
（NHL）に分類されるが，本邦においては大部分が NHL である。消化管は節外リンパ腫の好
発部位であり, その頻度は NHL の約20% と報告されている。消化管リンパ腫における腸閉塞・
穿孔・出血は特異的な腸管合併症であり，びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫で穿孔した際は
極めて予後不良とされている。しかし，これまで腸管合併症の危険因子について検討された報
告はほとんどない。悪性リンパ腫の腸管合併症が化学放射線療法前に予測可能ならば手術適
応の選択ができる。このため，自施設において腸管合併症のため手術を要した NHL 症例につ
いて臨床病理学的に検討した。［方法・結果］2007年1月から2012年6月までの約5年間に当
院で診断した NHL 73例のうち消化管浸潤を認めた28例を対象とした。28例中7例（25.0%）
に腸管合併症を認め，空腸・回腸病変においてその頻度が高かった。また，半周以上の病変
を有する症例や消化管以外に原発巣を症例の消化管浸潤（stageIVの全身性リンパ腫）におい
て腸管合併症のリスクが有意に高かった。この結果を踏まえて2012年7月から2013年9月までに
当院を受診した21例の NHL についてほぼ全例に消化管検査を行い，腸管合併症の高危険
度群において可能な限り化学療法前に腸管切除を行う方針とした。21例中11例に消化管病変
を認め，そのうち6例が腸管合併症の高危険度群であった。3例は化学療法前に消化管病変の
切除が可能であり，もう一方の3例では NHL の病勢や患者の全身状態を考慮して化学療法を
先行せざるを得なかった。前者は全例で術後化学療法を遂行できており現在まで無再発生存
中であるが，後者は全例で腸管合併症のため外科手術を要した。［考察・結語］小腸における
半周以上のリンパ腫病変は，特に全身性リンパ腫の消化管浸潤例は，腸閉塞・穿孔・出血など
の腸管合併症の高危険度群である。かかる症例においてはリンパ腫の病勢や患者の全身状態
が許す限り化学療法前に消化管病変切除を考慮する必要があると考えられた。

182（内）
出血を契機に発見したPeutz-Jeghers症候群の小腸ポリープ
の一例
1札幌厚生病院　第1消化器科、2札幌厚生病院　臨床病理
○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、末永　大介1、
村岡　俊二2、岩口　佳史2

はじめに：Peutz-Jeghers症候群（PJS）は口唇，指趾に特有な色素沈着を伴い，消
化管に多発性ポリープを有する優性遺伝の疾患で，小児期に発症する．消化管ポリー
プは過誤腫であるが，小腸に発生した場合，腸重積の原因となることが多い． 症例
は20歳代，女性．生後9ヶ月にPJSと診断され，その後定期的に経過観察，治療を
されていた．現在まで小腸ポリープは計3回内視鏡治療されており，小腸病変の検索
にはカプセル内視鏡（capsule endoscopy:CE）にて経過観察を施行していた．本年
秋に定期検査にてCE施行．空腸からの出血を認め，ダブルバルーン内視鏡（double 
balloon endoscopy: DBE）検査にて精査となった．DBEでの精査では深部空腸に
Is,25mm大のポリープを認め，頚部表面に血管の拡張を認めたためEMRにて治療と
なった．病理はPJ type polypで悪性所見はなかった． 現在，CEは低侵襲，簡便
性もありまた，適応疾患も小腸疾患全般ということで使用頻度も増加している．しかし，
隆起性病変に対しては診断能の低下も指摘されており注意が必要なことも知られて
いる．PJSは他臓器に悪性腫瘍の合併をきたすこともあるため注意が必要であるが，
重積の危険性がある小腸ポリープのマネジメントが一番重要と考えらている．従来，小
腸造影にて経過観察を行ってきたが，被曝の問題，被検者の受容性もありCEによる
経過観察症例も増加している．今後，造影検査を組み入れた検査マネジメントを考え，
PJSに対する適切な経過観察方法を考慮し報告する．

184（消）
回腸子宮内膜症によりイレウスを発症した1例
1北海道社会保険病院　消化器センター、2北海道社会保険病院　病理
○小泉　忠史1、馬場　英1、定岡　邦昌1、古家　乾1、関谷　千尋1、
脇坂　和貴1、市川　伸樹1、中西　一彰1、数井　啓蔵1、服部　淳夫2

症例は40歳代女性。平成25年9月某日朝から心窩部痛、右下腹部痛、頻回な嘔
吐が見られたため同日夜に当院へ救急搬送された。以前から子宮筋腫、子宮内膜
症を指摘されていた。本年6月に腸閉塞で当院入院歴あり。入院時の理学所見で
は、発熱は認めなかった。右下腹部に圧痛、反跳痛を認めるも筋性防御は認めな
かった。血液検査ではWBC 10660/μl、CRP 1.24mg/dlと軽度炎症反応の上昇
を認めた。第2病日に施行した腹部超音波検査では回盲弁の腫大、回腸末端部で
の腸管壁の浮腫性肥厚とそれより口側腸管の拡張を認めた。また、上行結腸に浮
腫性肥厚が強く、横行結腸からS状結腸にかけて軽度の壁肥厚を認めた。胆嚢近
傍、下腹部の小腸周囲に少量の腹水を認めた。6月腸閉塞の時点ではMeckel憩
室による腸重積も否定できずMeckel憩室シンチグラフィを行うも明らかな集積は認め
なかった。短期間でイレウスを繰り返しており、閉塞起点となるような原因の検索目的
に10月某日に審査腹腔鏡を施行した。腹腔鏡では回腸子宮内膜症の所見が認めら
れ、腹腔鏡下回盲部切除術を施行した。術後経過は良好で術後9病日に退院となっ
た。子宮内膜症における腸管子宮内膜症の合併は珍しいものではないが、直腸や
S状結腸に多いと言われ小腸子宮内膜症は比較的稀といわれている。今回イレウス
で発症した回腸子宮内膜症の1例を経験した。文献的考察を加えて報告する。
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