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─── プログラム・抄録集 ───

第118回日本消化器病学会
北海道支部例会

第112回日本消化器内視鏡学会
北海道支部例会

2016年3月5日（土）▶6日（日）

太田　智之 医療法人 徳洲会
札幌東徳洲会病院（ ）会　長

鈴木　潤一（KKR札幌医療センター）会　長
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参　加　者　の　方　へ

１． 参加費　3,000円
 参加受付にてお支払いいただき、参加証をお受け取りください。

２．受付時間
 参加受付は札幌コンベンションセンター 2Fロビーにて行います。
 受付時間は下記の通りです。
 3月5日（土）8：00～ 17：00
 3月6日（日）8：00～ 15：30

３．  参加証に所属、氏名を記入し、会場内では必ず着用してください。再発行はいたしかねますので、紛失には
ご注意ください。

４． 「プログラム・抄録集」は、例会当日必ずご持参ください。

５．一般財団法人日本消化器病学会専門医更新単位登録について
 ● 第118回日本消化器病学会北海道支部例会への出席で一般財団法人日本消化器病学会専門医更新単位を5

単位取得できます。
 　参加登録受付にて登録票をお渡しし、お帰りの際に参加登録受付にて回収いたします。
 ● 日本消化器病学会北海道支部第10回専門医セミナーへの3単位出席で一般財団法人日本消化器病学会専門

医更新単位を3単位取得できます。
 　専門医セミナーの受付の際に登録票をお渡しし専門医セミナー終了後、出口にて回収いたします。

６．  参加証に記載されております15桁の出席番号を日本消化器内視鏡学会ホームページ（http://www.jges.net）に
ある会員専用コーナーから登録することにより、出席ポイントを保存することができます。証明書の提出が
必要なくなり、累積されたポイントの確認が可能となります。是非システムのご利用を頂きますようお願い
致します。

７． 関連行事
  ○日本消化器病学会北海道支部例会評議員会
 　2016年3月5日（土）17：00～ 18：00　204会議室
  ○第117回日本消化器病学会北海道支部例会奨励賞表彰式
 　2016年3月6日（日）13：00～ 13：25　204会議室
  ○第112回日本消化器内視鏡学会北海道支部例会奨励賞表彰式
 　2016年3月6日（日）13：00～ 13：25　204会議室

８． 企業展示、ドリンクコーナー
 2階206会議室にて開催します。お立ち寄りください。
 また、入口付近にドリンクコーナーもご用意しておりますので、ご利用下さい。

９．共催セミナー
  2日間とも共催セミナーを開催いたします。なお、共催セミナーの整理券配布はございません。会場前にて

お食事をお受け取りください。セミナー内容はプログラムをご参照ください。

10．無料臨時託児室のご案内  
　　 3月5日（土）～ 6日（日）の会期中、札幌コンベンションセンター内に託児室を設置いたします。託児室では
保育専門スタッフがお子様のお世話をいたします。ご利用には事前申込みが必要です。HP上の「利用申込書」
をダウンロード頂き、2月25日（木）までにお申込みをお願いいたします。

　　 なお、各日の定員数に達するお申込みがあった場合、利用申込み受付期間内であっても、お申込みをお受け
できない場合がございますので、お早めのお申込みをおすすめいたします。

　　支部例会 HP：http://www.c-linkage.co.jp/jsge118-jges112-hokkaido/info_sanka.html
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発　表　者　の　方　へ

１． 発表は、すべてPCで行います。

２．  発表時間
シンポジウム1 発表10分、質疑2分、総合討論30分

シンポジウム2 発表8分、質疑5分

一般演題 発表5分、質疑3分

内視鏡プレナリー 発表6分、質疑3分

消化器病専修医・研修医優秀演題選考 発表5分、質疑3分

内視鏡専修医・研修医優秀演題選考 発表5分、質疑3分

３． PC受付　2F小ホール前
 受付時間 3月5日（土）8：00～ 17：00
  3月6日（日）8：00～ 15：30

４．発表の30分前までにPCデータ受付（2F小ホール前）にて発表データのチェックを行ってください。
  PC本体をお持込みの方はデータ確認終了後、発表会場のPCオペレーター席までご自身でお持ちくだ

さい。

５．  会場にて用意されておりますPCのOSはWindows7、アプリケーションソフトはPowerPoint（2007、
 2010、2013）になります。

６． Macintoshで発表する場合は、ご自身のPCをお持ち下さい。

７．演題発表時の利益相反（COI）開示について
  本支部例会では「臨床研究の利益相反に関する指針および細則」を実施しており、発表の際には発表

演題に関する利益相反状態の自己申告および開示が必要となります。一般財団法人日本消化器病学
会利益相反委員会もしくは、第112回日本消化器内視鏡学会北海道支部例会運営事務局から事前に
メールで送られる規定に沿ってご発表いただけますようお願いします。

【PC 本体お持込みの方へ】
１． 発表セッションの30分前までに、各会場内前方演台付近の「映像オペレーター席」までお越しの上、
 PCをオペレーターにお渡しください。発表後、「映像オペレーター席」にて、PCをご返却いたします。

２． PC本体にモニター出力用のD-Sub15pin端子が付いていることを確認してください。一部
 小型PCやMacintoshでは、専用のコネクターが必要な場合がございますので、必ずお持ちください。

３．Windows8をご利用で、HDMIのみ搭載の場合は、必ず変換アダプターをご持参下さい。



─ 3 ─

４．スクリーンセーバーならびに省電力設定は事前に解除してください。

５．  ACアダプターを必ずお持ちください。

６．PCに保存されたデータの紛失を避けるため、発表データは必ずCD-RまたはUSBフラッシュメモリー
 にバックアップを取り、当日ご持参ください。

【メディアお持込みの方へ】
１． Windowsデータのみ、お持込みが可能です。CD-RまたはUSBフラッシュメモリーに保存し、お持ち
 ください。CD-RW、MO、FD、ZIPなどは一切お受付けできませんので、ご注意ください。

２．文字フォントはPowerPointに設定されている標準的なフォントをご使用ください。特殊なフォント
 はご使用にならないでください。
 日本語フォント………MSゴシック、MSPゴシック、MS明朝、MSP明朝
 英語フォント…………Arial、ArialBlack、Century、CenturyGothic、TomesNewRoman

３．データは「演題番号＿発表者.ppt」の名前で保存してください。
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8:00～　　 受付開始

展示会場
2F 206
会議室

8:00

8:30

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

第1会場
2F 204会議室

第2会場
2F 小ホール

第3会場
2F 201＋202

第4会場
2F 207会議室

シンポジウム1
「消化器疾患における
低侵襲治療の現状と課題」

9:00～11:30

座長：川村秀樹
　　 関　英幸

ランチョンセミナー１
11:50～12：45

共催：沢井製薬株式会社

展示会場
9:00～16:30

3月5日（土）

開会式

内視鏡研修医優秀演題選考
9:35～10:15
佐藤康史 

内視鏡専修医優秀演題選考
9:00～9:32
平山眞章

肝臓1
10:18～10:58
松居剛志 

食道1
9:00～9:32
田沼徳真 

胃・十二指腸3
13:55～14：35
山下健太郎 

胆1
9:00～9:32
後藤琢磨 

胆2
9:35～10:07
上林　実 

胆3
10:10～10:50
河上　洋 

胆4
10:53～11:25
小野雄司

日本消化器病学会
評議員会

17:00～18:00

特別講演
12:50～13:50
座長：太田智之
演者：渡　二郎

腹膜
13:55～14：35
稲場勇平 

肝臓3
14:38～15:10
小関　至

大腸2
14:38～15：18
藤田朋紀 

イブニングセミナー
15:55～16：50

共催：オリンパス株式会社

胃・十二指腸4
14:38～15：18
佐々木清貴

膵1
13:55～14:27
千葉　篤

膵2
14:30～15:10
長川達哉 

膵3
15:13～15:45
唐崎秀則 

食道2
9:35～10:07
岡原　聡

胃・十二指腸1
10:10～10:42
小平純一 

胃・十二指腸2
10:45～11:25
上野伸展 肝臓2

11:01～11:33
大村卓味 

大腸1
13:55～14：35
間部克裕 

肝臓4
15:13～15:45
鈴木康秋 

ランチョンセミナー2
11:50～12：45

共催：ギリアド・サイエンシズ
株式会社

ランチョンセミナー3
11:50～12：45

共催：富士フイルムメディカル
株式会社

プ　ロ　グ　ラ　ム　日　程　表
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展示会場
2F 206
会議室

第1会場
2F 204会議室

第2会場
2F 小ホール

第3会場
2F 201＋202

第4会場
2F 207会議室

8:00

8:30

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

3月6日（日）

閉会式

消化器病研修医優秀演題選考
9:35～10:07
藤井常志 

小腸IBDと感染
9:00～9：32
那須野正尚シンポジウム2

「急性腹症における最近の進歩」

9：00～10：50

座長：佐藤　龍
　　 中村文隆

消化器病専修医優秀演題選考
9:00～9:32
岩田徳和

肝臓5
10:10～10:50
岡田充巧

肝臓6
10:53～11:33
小川浩司 

小腸1
9:00～9：40
佐川　保 

小腸2
9:43～10：23
石橋陽子 

大腸3
10:26～11：06
沖田憲司 

大腸4
11:09～11：49
勝木伸一 

膵4
9:35～10:07
羽廣敦也 

膵5
10:10～10:42
柳川伸幸 

EUS-FNA
10:45～11:17
潟沼朗生 

内視鏡プレナリー
10：53～11：20
清水勇一 

消化器病・内視鏡合同表彰式
13：00～13：25

ランチョンセミナー5
12:00～12：55

共催：日本イーライリリー株式会社

ランチョンセミナー6
12:00～12：55

共催：日本化薬株式会社

日本消化器病学会北海道支部
第10回専門医セミナー
13：35～15：05

 座長： 野村　昌史
 演者： 佐藤　　龍
  長谷部千登美
  河上　　洋

展示会場
9：00～15：15

8:00～　　 受付開始

ランチョンセミナー4
12:00～12:55

共催：ブリストル・マイヤーズ
株式会社
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階段

階段

エスカレーター

階段

西
入
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平面駐車場

南入口
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E
V

EV

EV

〈応接室1〉

クローク

〈応接室2〉

203

2F

〈104・105〉
第2会場
〈小ホール〉

〈104・105〉
第3会場

〈201+202会議室〉

〈104・105〉
第1会場

〈204会議室〉

企業展示
〈206会議室〉

第4会場
〈207会議室〉

事務局

E
V

EV

EV

〈205会議室〉

参加受付
PC受付

会　場　案　内　図
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特別講演 3月5日（土）　12：50～ 13：50　第1会場（2F　204会議室）

バレット食道の発生と発育進展について
座長：太田　智之（札幌東徳洲会病院　消化器センター）
演者：渡　　二郎（兵庫医科大学　内科学　消化管科　教授）

日本消化器病学会北海道支部
第10回専門医セミナー

　3月6日（日）　13：35～ 15：05
第1会場（2F　204会議室）

ガイドラインにはのっていない消化器疾患のマネージメント
座長：野村　昌史（さっぽろ大通り内視鏡クリニック）

講演1. PPIの安全性
演者：佐藤　　龍（札幌東徳洲会病院　消化器センター）

講演2. 肝疾患診療におけるトピックス
演者：長谷部千登美（旭川赤十字病院　消化器内科）

講演3. ガイドラインにはのっていない消化器疾患の
  マネージメント
  ERCP/EUS関連手技の最近の知見
演者：河上　　洋（北海道大学病院　消化器内科）

プ ロ グ ラ ム
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　シンポジウム1 3月5日（土）9：00～ 11：30　第1会場（2F　204会議室）

消化器疾患における低侵襲治療の現状と課題
座長：川村　秀樹（北海道大学　消化器外科Ｉ）
　　　関　　英幸（KKR札幌医療センター　消化器科）

S-1（内）　当院における食道ESDの治療成績と術後狭窄に関する検討
 ○高橋　慶太郎1、河本　徹1、藤永　明裕1、伊藤　貴博1、佐藤　智信1、後藤　充1、柳川　伸幸1、折居　裕1　
 1旭川厚生病院

S-2（内）　抗血栓薬使用下におけるCold Polypectomyの安全性の検討
 ○松本　美桜1、吉田　将大1、重沢　拓1、太宰　昌佳1、小野寺　学1、横山　朗子1、吉井　新二1　
 1NTT東日本札幌病院　消化器内科

S-3（内）　Cold snare polypectomy後粘膜欠損部に見られる突起物の出現予測因子
 ○橋本　林太朗1、小松　直広1、田沼　徳真1、三橋　慧1、山本　恭史1、濱本　英剛1、原田　拓1、真口　宏介1、
 　大森　優子2、野口　寛子2、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　病理診断科

S-4（消）　十二指腸乳頭腫瘍に対する内視鏡的乳頭切除術の現状と課題
 ○横山　健介1、金　俊文1、真口　宏介1、潟沼　朗生1、高橋　邦幸1、矢根　圭1、五十嵐　聡1、佐野　逸紀1、
 　北川　洸1、山崎　大1、古賀　英彬1、永井　一正1　
 1手稲渓仁会病院　消化器病センター

S-5（内）　十二指腸乳頭部腫瘍に対する内視鏡的乳頭切除術の治療成績と問題点
 ○長川　達哉1、岡田　邦明2、村岡　俊二3

 1JA北海道厚生連　札幌厚生病院　第2消化器内科、2札幌道都病院　外科、3JA北海道厚生連　札幌厚生病院　病理診断科

S-6（消）　当院における十二指腸腫瘍（乳頭部腫瘍を除く）に対する内視鏡的切除の現状
 ○関　英幸1、鈴木　潤一1

 1KKR札幌医療センター　消化器科

S-7（消）　胆管結石治療困難例におけるHolmium-YAG Laser ／ダブルバルーン内視鏡を用いた低侵襲治療
 ○野村　友祐1、丹野　誠志1、岸　宗佑1、羽廣　敦也1、葛西　幸穂1、平田　翔1、山本　浩1、金野　陽高1、
 　上野　敦盛1、平池　則雄1、葛西　和博1　
 1イムス札幌消化器中央総合病院消化器病センター

S-8（内）　膵切除後の膵周囲液体貯留に対する低侵襲治療：EUS下ドレナージに関する検討
 ○小野　道洋1、石川　和真1、松野　鉄平1、佐藤　勉1、佐藤　康史1、宮西　浩嗣1、小船　雅義1、木村　康利2、
 　竹政　伊知朗2、加藤　淳二1

 1札幌医科大学　腫瘍・血液内科学講座、2札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座

S-9（消）　内視鏡的胆道ドレナージは膵癌化学療法症例の予後に影響を与えるか
 ○羽場　真1、中島　正人1、平田　甫1、中野　真太郎1、北原　言1、二瓶　壮史1、小田　寿1、曽我部　進1、
 　高橋　一宏1、小林　良充1、寺下　勝巳1、宮城島　拓人1　
 1釧路労災病院　内科

S-10（消）　当教室における鏡視下手術教育プログラム－初期教育から技術認定医取得まで－
 ○下國　達志1、川村　秀樹1、吉田　雅1、本間　重紀1、崎浜　秀康1、武冨　紹信1　
 1北海道大学　消化器外科学分野 I
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　シンポジウム2 3月6日（日）9：00～ 10：50　第1会場（2F　204会議室）

急性腹症における最近の進歩
座長：佐藤　　龍（札幌東徳洲会病院　消化器センター）
　　　中村　文隆（手稲渓仁会病院　外科）

S-11（内）　消化管出血のpit fallとしてのprimary/secondary aortoenteric fi stula
 ○松原　悠1、太田　智之2

 1江別市立病院　消化器内科、2札幌東徳洲会病院　消化器センター

S-12（消）　上腸間膜動脈解離16例の臨床的検討
 ○曽々木　昇1、佐藤　龍1、巽　亮二1、好崎　浩司1、高坂　琢磨1、坂本　淳1、網塚　久人1、木村　圭介1、
 　古川　滋2、前本　篤男2、唐崎　秀則3、河野　透3、齋藤　博哉4、太田　智之1　
 1札幌東徳洲会病院　消化器センター、2札幌東徳洲会病院　IBDセンター、3札幌東徳洲会病院　外科、
 4札幌東徳洲会病院　放射線科

S-13（消）　急性腹症におけるCT fusion超音波の有用性
 ○鈴木　康秋1、小林　裕1、村上　雄紀1、久野木　健仁1、芹川　真哉1、杉山　祥晃1

 1名寄市立総合病院　消化器内科

S-14（消）　当院で経験した非閉塞性腸管虚血症に伴う腸管切除症例の検討
 ○福山　秀青1、巽　亮二1、高坂　琢磨1、坂本　淳1、佐藤　龍1、木村　圭介1、太田　智之1、古川　滋2、
 　前本　篤男2、前島　拓3、深堀　晋3、笠井　章次3、向井　信貴3、吉川　大太郎3、唐崎　秀則3

 1札幌東徳洲会病院　消化器センター、2札幌東徳洲会病院　IBDセンター、3札幌東徳洲会病院　外科

S-15（消）　胆汁漏・膵液漏・リンパ漏を伴う急性腹症の診断と内科的アプローチ
 ○北川　翔1、宮川　宏之1、長川　達哉1、平山　敦1、岡村　圭也1、奥　大樹1　
 1札幌厚生病院　第2消化器内科

S-16（内）　急性胆石性膵炎に対する膵管ステント留置術
 ○久居　弘幸1、櫻井　環1、釋　亮也1、小柴　裕1、宮崎　悦2、佐藤　正文3、川崎　亮輔3、行部　洋3、
 　横山　啓介3、嘉成　悠介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

S-17（消）　急性胆嚢炎に対する術前処置と腹腔鏡下手術の治療成績の術後スコアによる検証
 ○田中　栄一1、森田　高行1、藤田　美芳1、加藤　健太郎1、中山　智英1、楢崎　肇1、桑谷　俊彦1　
 1北海道消化器科病院　外科
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第1会場（2F　204会議室）

　シンポジウム 3月5日（土）9：00～ 11：30

　ランチョンセミナー 1 3月5日（土）11：50～ 12：45

共催：沢井製薬株式会社

　特別講演 3月5日（土）12：50～ 13：50

　腹膜 3月5日（土）13：55～ 14：35

座長：稲場　勇平（市立旭川病院　消化器センター）

001（消）　原発不明の腹膜播種と鑑別を要し，診断的腹腔鏡が有用であった結核性腹膜炎の1例
 ○佐藤　美帆1、飯田　智哉2、後藤　啓2、中垣　卓2、矢花　崇2、安達　雄哉2、近藤　吉宏2

 1小樽市立病院　初期臨床研修医、2小樽市立病院　消化器内科

002（消）　腹膜癌の一例
 ○永島　裕之1,2、茎津　武大1、保木　寿文1,2、野田　さやか1,2、笹川　裕1

 1留萌市立病院、2札幌医科大学　腫瘍・血液内科

003（消）　ペメトレキセド静脈内・シスプラチン腹腔内併用療法が奏功した悪性腹膜中皮腫の一例
 ○小野山　直輝1、近藤　知大1、杉山　絢子1、辻　靖1、平山　眞章2、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

004（消）　悪性腹膜中皮腫の1例
 ○曽根　孝之1、林　健児1、大森　沙織1、大和　弘明1、大平　浩司1、加藤　寛士1、近藤　信夫2、
 　高木　芳武2

 1岩見沢市立総合病院　消化器内科、2ジェネティックラボ　病理解析センター

005（消）　腹腔内遊離ガスを伴った腸管嚢腫様気腫症の2例
 ○三宅　高和1、岡　俊州1、平山　大輔1、牛島　慶子1、内藤　崇史1、鈴木　亮1、笠原　薫1、小林　寿久1、
 　矢和田　敦1

 1函館五稜郭病院

肝臓3 3月5日（土）14：38～ 15：10

座長：小関　至（札幌厚生病院　第3消化器内科）

006（消）　肝繊維化が99mTc-GSAシンチグラフィに及ぼす影響
 ○若山　顕治1、神山　俊哉1、横尾　英樹1、折茂　達也1、島田　慎吾1、敦賀　陽介1、蒲池　浩文1、
 　武冨　紹信1

 1北海道大学　消化器外科Ⅰ

007（消）　慢性肝疾患におけるMac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体（M2BPGi）測定値とMR Elastographyによる
 肝硬度との比較検討
 ○鈴木　康秋1、小林　裕1、村上　雄紀1、久野木　健仁1、芹川　真哉1、杉山　祥晃1

 1名寄市立総合病院　消化器内科

008（消）　Dual Energy CTによる肝脂肪化診断の有用性
 ○松居　剛志1、板谷　春佑2、木村　有志1、田中　一成1、吉野　裕紀1、児玉　芳尚1、桜井　康雄1、姜　貞憲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、2手稲渓仁会病院　技術部

009（消）　慢性肝疾患の線維化評価におけるShear wave elastographyと新規糖鎖マーカーの有用性
 ○土居　忠1、久保　智洋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　慎一3、本間　久登1

 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札幌共立医院　消化器内科、
 4札幌医科大学　腫瘍・血液内科
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　肝臓4 3月5日（土）15：13～ 15：45

座長：鈴木　康秋（名寄市立総合病院　消化器内科）

010（消）　アミオダロン長期投与により発症したと考えられた劇症肝炎の1例
 ○得地　祐匡1、中井　正人1、梅村　真知子1、出水　孝章1、伊藤　淳1、常松　聖司1、佐藤　史幸1、荘　拓也1、
 　須田　剛生1、森川　賢一1、小川　浩司1、坂本　直哉1

 1北海道大学病院　消化器内科

011（消）　A型急性肝炎昏睡型の1例
 ○田中　一成1、姜　貞憲1、松居　剛志1、木村　有志1、辻　邦彦1、吉野　裕紀1、児玉　芳尚1、桜井　康雄1、
 　真口　宏介1、橋本　昌幸2、吉田　行範2、腰塚　靖之3、後藤　了一3、嶋村　剛3、高橋　和明4、
 　新井　雅裕4

 1手稲渓仁会病院、2砂川市立病院　内科、3北海道大学病院　臓器移植医療部、4東芝病院　研究部

012（消）　急性肝炎の成因とその変遷
 ○木村　有志1、姜　貞憲1、松居　剛志1、田中　一成1、辻　邦彦1、吉野　裕紀1、児玉　芳尚1、桜井　康雄1、
 　真口　宏介1

 1手稲渓仁会病院

013（消）　短期間に肝線維化進展を来したテガフール・ウラシル関連肝障害の1例
 ○本田　宗也1、澤田　康司1

 1旭川医科大学　消化器・血液腫瘍制御内科

　日本消化器病学会北海道支部例会評議員会 3月5日（土）17：00～ 18：00

第2会場（2F　小ホール）
　内視鏡専修医優秀演題選考 3月5日（土）9：00～ 9：32

座長：平山　眞章（斗南病院　消化器内科）

014（内）　当院における胃生検Group2症例の検討
 ○松田　千佳1、小野　雄司1、工藤　俊彦1、村井　太一1、板谷　一史1、大場　彩音1、小池　祐太1、遠藤　文菜1、
 　佃　曜子1、和田　吉生1、高氏　修平1、中村　路夫1、永坂　敦1、西川　修二1

 1市立札幌病院　消化器内科

015（内）　大腸ESDにおける遅発性穿孔のリスク因子と抗生剤予防投与の効果に関する検討
 ○佐々木　貴弘1、富永　素矢1、杉山　隆治1、助川　隆士1、稲場　勇平1、小澤　賢一郎1、垂石　正樹1、
 　斉藤　裕輔1

 1市立旭川病院　消化器病センター

016（内）　10mm以下の膵腫瘤性病変に対するEUS-FNAの診断能
 ○萬　春花1、金　俊文1、潟沼　朗生1、高橋　邦幸1、矢根　圭1、五十嵐　聡1、佐野　逸紀1、山崎　大1、
 　古賀　英彬1、北川　洸1、永井　一正1、真口　宏介1

 1手稲渓仁会病院　消化器病センター

017（内）　ダブルバルーン内視鏡とESWLを併用し膵石を除去し得た膵頭十二指腸切除後膵石症の1例
 ○林　優希1、鈴木　一也1、赤保内　正和1、福田　昴一郎1、川上　裕次郎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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　内視鏡研修医優秀演題選考 3月5日（土）9：35～ 10：15

座長：佐藤　康史（札幌医科大学　腫瘍・血液内科学講座）

018（内）　内視鏡的粘膜下層剥離術後に骨転移をきたした食道表在癌（SM1）の一例
 ○松田　宗一郎1、清水　勇一1、水島　健1、安孫子　怜史1、津田　桃子1、宮本　秀一1、大野　正芳1、
 　澤田　憲太郎1、村中　徹人1、中積　宏之2、佐々木　尚英3、小野　尚子4、森　康明4、中川　学4、中川　宗一4、
 　加藤　元嗣4、坂本　直哉1

 1北海道大学大学院医学研究科　消化器内科学分野、2北海道大学病院　腫瘍センター、3市立稚内病院　内科、
 4北海道大学病院　光学医療診療部

019（内）　多発肝転移と著明な門脈腫瘍栓をきたしたAFP・PIVKA-II産生胃原発hepatoid adenocarcinomaの1例
 ○小林　裕1、鈴木　康秋1、村上　雄紀1、久野木　健仁1、芹川　真哉1、杉山　祥晃1

 1名寄市立総合病院　消化器内科

020（内）　膵癌に対する超音波内視鏡下穿刺吸引術（EUS-FNA）によりまれな偶発症を呈した2例
 ○大江　悠希1、飯田　智哉2、安達　雄哉2、中垣　卓2、矢花　崇2、後藤　啓2、近藤　吉宏2

 1小樽市立病院　初期臨床研修医、2小樽市立病院　消化器内科

021（内）　内視鏡的に除去したbarolith （バリウム結石）の1例
 ○日比　則孝1、山下　健太郎1、近藤　智之1、横山　佳浩1、山本　至1、小野寺　馨1、久保　俊之1、
 　山本　英一郎1、能正　勝彦1、有村　佳昭1

 1札幌医科大学附属病院　消化器・免疫・リウマチ内科

022（内）　カプセル内視鏡とダブルバルーン小腸内視鏡が有用であった小腸AVMの1例
 ○宮田　和磨1、岡　俊州1、平山　大輔1、牛島　慶子1、内藤　崇史1、鈴木　亮1、笠原　薫1、小林　寿久1、
 　矢和田　敦1

 1函館五稜郭病院

肝臓1 3月5日（土）10：18～ 10：58

座長：松居　剛志（手稲渓仁会病院　消化器病センター）

023（消）　C型慢性肝炎に対するSofosbuvir / Ribavirin併用療法－地方病院での検討
 ○久居　弘幸1、櫻井　環1、釋　亮也1、小柴　裕1、宮崎　悦2、嘉成　悠介3、池田　裕貴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

024（消）　ジェノタイプ2型C型肝炎・肝硬変に対するSofosbuvir（SOF）＋Ribavirin（RBV）併用療法の治療効果
 ○荘　拓也1、小川　浩司1、出水　孝章1、梅村　真知子1、伊藤　淳1、常松　聖司1、佐藤　史幸1、中井　正人1、
 　須田　剛生1、森川　賢一1、坂本　直哉1

 1北海道大学病院　消化器内科

025（消）　遺伝子型2型C型慢性肝疾患に対するsofosbuvir / ribavirin併用療法の治療成績とヘモグロビンの推移の検討
 ○木村　睦海1、小関　至1、推井　大雄1、山口　将功1、荒川　智宏1、中島　知明1、桑田　靖昭1、佐藤　隆啓1、
 　大村　卓味1、髭　修平1、狩野　吉康1、豊田　成司1

 1札幌厚生病院　第3消化器内科

026（消）　当院におけるジェノタイプ2型C型慢性肝炎・肝硬変に対するSofosbuvir+Ribavirin療法の治療効果
 ○佃　曜子1、松田　千佳1、村井　太一1、板谷　一史1、大場　彩音1、小池　祐太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

027（消）　当院におけるGenotype2型C型肝炎に対するSofosbuvir/RBV併用療法の検討
 ○山本　義也1、田中　一光1、八木澤　允貴1、工藤　大樹1、堀本　啓大1、山本　桂子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
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　肝臓2 3月5日（土）11：01～ 11：33

座長：大村　卓味（札幌厚生病院　第3消化器内科）

028（消）　クリオグロブリン血症によるネフローゼ症候群、腎機能障害を合併したC型慢性肝炎に対する
 ダクラタスビル/アスナプレビル（DCV/ASV）での抗ウイルス療法が著効した1例
 ○馬場　英1、古家　乾1、小泉　忠史1、定岡　邦昌1、関谷　千尋1

 1JCHO北海道病院　消化器センター

029（消）　当院におけるアスナプレビル・ダクラタスビル経口2剤療法の使用経験
 ○小林　ともえ1、永井　孝輔1、長島　一哲1、江藤　和範1、小西　康平1、山本　文泰1

 1苫小牧市立病院

030（消）　C型慢性肝炎に対するDaclatasvir / Asnaprevir併用療法－地方病院での検討 （第2報）
 ○久居　弘幸1、櫻井　環1、釋　亮也1、小柴　裕1、宮崎　悦2、嘉成　悠介3、池田　裕貴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

031（消）　C型慢性肝疾患に対するダクラタスビル・アスナプレビル併用療法の治療効果及び安全性についての検討
 ○堀本　啓大1、田中　一光1、八木澤　允貴1、工藤　大樹1、山本　桂子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

　ランチョンセミナー 2 3月5日（土）11：50～ 12：45

共催：ギリアド・サイエンシズ株式会社

　大腸1 3月5日（土）13：55～ 14：35

座長：間部　克裕（国立病院機構　函館病院　消化器科）

032（消）　健康成人に発症した腸管出血性大腸菌（O-157）陽性溶血性尿毒症症候群の一例
 ○能登谷　元聡1、関　英幸1、伊藤　聡司1、平田　裕哉1、松薗　絵美1、横山　文明1、大原　克仁1、石橋　陽子1、
 　菅井　望1、藤田　淳1、鈴木　潤一1

 1KKR札幌医療センター

033（消）　急激に重症化したClostridium diffi  cile感染症の3例
 ○菊地　剛史1、足立　靖1、檜森　亮吾1、青木　敬則1、秋野　公臣1、見田　裕章1、安達　靖代1、岩田　徳和1、
 　中村　正弘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　消化器科、2札幌しらかば台病院　病理

034（内）　治療に難渋し、外科的切除を施行した高齢者難治性潰瘍性大腸炎 （全大腸炎型）の1例
 ○池田　裕貴1、久居　弘幸1、櫻井　環1、釋　亮也1、小柴　裕1、宮崎　悦2、佐藤　正文3、川崎　亮輔3、
 　行部　洋3、横山　啓介3、嘉成　悠介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

035（消）　憩室炎により発症したS状結腸膀胱瘻に対して、腹腔鏡下手術を行った一症例
 ○渡久山　晃1、西舘　俊彦1、及能　大輔1、植木　知身1、沖田　憲司1、目黒　誠1、秋月　恵美1、水口　徹1、
 　信岡　隆幸1、木村　康利1、古畑　智久1、竹政　伊知朗1

 1札幌医科大学　医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科

036（消）　当院のulcerative colitisにおけるcytomegalovirusの治療検討
 ○巽　亮二1、前本　篤男1、古川　滋1、高坂　琢磨2、坂本　淳2、佐藤　龍2、木村　圭介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　消化器センター
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　大腸2 3月5日（土）14：38～ 15：18

座長：藤田　朋紀（小樽掖済会病院　消化器内科）

037（消）　内視鏡時の腸粘膜生検において虫体を疑い，消化管液の鏡検で確定診断し得たランブル鞭毛虫症の1例
 ○吉田　将大1、重沢　拓1、松本　美櫻1、太宰　昌佳1、小野寺　学1、横山　朗子1、高桑　康成2、
 　吉井　新二1

 1NTT東日本札幌病院　消化器内科、2NTT東日本札幌病院　病理診断センター

038（内）　ポリープ様形態を示した直腸キサントーマの1例
 ○宮本　秀一1、加藤　基嗣2、安孫子　怜1、津田　桃子1、大野　正芳1、小野　尚子2、間部　克裕4、清水　勇一1、
 　山下　充孝2、大西　俊介1、小松　嘉人1、中　智昭3、畑中　佳奈子3、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　光学医療診療部、3北海道大学病院　病理部、
 4北海道大学　がん予防内科

039（内）　ポリスチレンスルホン酸カルシウム内服中に発症した門脈ガス血症を伴う回盲部潰瘍の一例
 ○横山　佳浩1、久保　俊之1、近藤　智之1、日比　則孝1、山本　至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

 1札幌医科大学　消化器・免疫・リウマチ内科学講座

040（消）　MSH6変異によるLynch症候群の一例
 ○近藤　智之1、山下　健太郎1、日比　則孝1、横山　佳浩1、山本　至1、小野寺　馨1、久保　俊之1、山本　英一郎1、
 　能正　勝彦1、有村　佳昭1

 1札幌医科大学付属病院

041（消）　早期大腸癌X線診断におけるCアーム式装置の有用性（第2報）
 ○武藤　桃太郎1、石王　応知1、武藤　瑞恵1、市來　一彦1、石川　千里1、井上　充貴1、合地　美香子2、
 　石井　大介2、北　健吾2、木田　裕之2、後藤　順一2、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

　イブニングセミナー 3月5日（土）15：55～ 16：50

共催：オリンパス株式会社

第3会場（2F　201+202会議室）
　食道１ 3月5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）

042（内）　急速に増大した舌根癌の一例
 ○安孫子　怜史1、清水　勇一1、水島　健1、宮本　秀一1、大野　正芳1、津田　桃子1、高橋　正和1、森　康明1、
 　中川　学1、小野　尚子2、間部　克裕2、中川　宗一1、加藤　元嗣2、坂本　直哉1、本間　明宏3、菅野　宏美4、
 　松野　吉宏4、山下　允孝1、大西　俊介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北海道大学病院　耳鼻咽喉科、
 4北海道大学病院　病理診断科

043（消）　進展の早かった高悪性度食道癌の1例
 ○檜森　亮吾1、足立　靖1、工平　美和子3、青木　敬則1、見田　裕章1、菊地　剛史1、秋野　公臣1、高橋　秀明1、
 　吉田　幸成1、高橋　宏明3、石井　良文2、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恵佑会第2病院　消化器内科

044（消）　内視鏡治療が行われた食道胃接合部腺癌の臨床病理学的検討と治療成績
 ○小平　純一1、檜森　りな子1、立花　靖大1、大橋　広和1、岡原　聡1、工平　美和子1、菅原　伸明1、須貝　茂1、
 　松本　岳士1、小池　容史1、高橋　宏明1、穂刈　格2、塚越　洋元2、西田　靖仙3、細川　正夫3、大内　知之4、
 　武内　利直4

 1恵佑会第2病院　内科・消化器科、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、4恵佑会札幌病院　病理診断科

045（内）　当科における食道ステント治療の臨床的検討
 ○須藤　豪太1、那須野　央1、仲地　耕平1

 1北海道社会事業会協会帯広病院　消化器内科
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　食道2 3月5日（土）9：35～ 10：07

座長：岡原　聡（恵佑会第2病院　消化器内科）

046（消）　内視鏡的バルーン拡張が有効であった高齢者嚥下障害の一例
 ○山本　浩1、金野　陽高1、平田　翔1、岸　宗佑1、野村　友祐1、林　明宏1、葛西　幸穂1、上野　敦盛1、
 　羽廣　敦也1、葛西　和博1、平池　則雄1、丹野　誠志1

 1イムス札幌消化器中央総合病院　消化器病センター

047（消）　術前診断困難であったPseudoachalasiaの1例
 ○山本　恭史1、濱本　英剛1、田沼　徳真1、原田　拓1、橋本　林太朗1、三橋　慧1、小松　直広1、真口　宏介1、
 　木ノ下　義宏2、大森　優子3、野口　寛子3、篠原　敏也3

 1手稲渓仁会病院　消化器内科、2手稲渓仁会病院　外科、3手稲渓仁会病院　病理診断科

048（消）　生体腎移植後のPTP誤嚥による食道穿孔を保存的に加療した一例
 ○服部　優宏1、巖築　慶一1、佐藤　正法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

049（内）　当院及び恵佑会札幌病院で経験した好酸球性食道炎の4例
 ○立花　靖大1、小平　純一1、檜森　りな子1、大橋　広和1、岡原　聡1、工平　美和子1、菅原　伸明1、松本　岳志1、
 　高橋　宏明1、穂刈　格2、小池　容史1、塚越　洋元2、西田　靖仙3、細川　正夫3、大内　知之4、
 　武内　利直4

 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　外科、4恵佑会札幌病院　病理診断科

　胃・十二指腸1 3月5日（土）10：10～ 10：42

座長：小平　純一（恵佑会第2病院　消化器内科）

050（消）　カリウムイオン競合型アシッドブロッカーを用いたヘリコバクター・ピロリ除菌治療の有用性の検討
 ○永井　孝輔1、長島　一哲1、小林　智絵1、江藤　和範1、小西　康平1、山本　文泰1

 1苫小牧市立病院　消化器内科

051（消）　当院でのボノプラザンによるHelicobacter pylori除菌治療の除菌成功率と副作用状況
 ○我妻　康平1、村上　佳世1、伊志嶺　優1、佐々木　基1、永縄　由美子1、谷　元博1、佐藤　修司1、清水　晴夫1、
 　金戸　宏行1

 1市立室蘭総合病院　消化器内科

052（消）　当院におけるABC検診の検討
 ○小笹　真理子1、藤田　弘之1、宮下　憲暢1、佐賀　啓良1、三和　公明1、岡本　宗則1、齋藤　誠2、森岡　正信2、
 　小野　尚子3、間部　克裕4、加藤　元嗣3、浅香　正博5

 1医療法人菊郷会　愛育病院　消化器内科、2愛育病院　内科、3北海道大学大学院医学研究科　消化器内科学講座、
 4北海道大学大学院医学研究科　がん予防内科学講座、5北海道医療大学

053（消）　当院における消化性潰瘍診療ガイドライン2015の準拠率に関する検討
 ○串間　孝朗1、佐藤　龍1、巽　亮二1、高坂　琢磨1、好崎　浩司1、坂本　淳1、木村　圭介1、太田　智之1、
 　古川　滋2、前本　篤男2

 1札幌東徳洲会病院　消化器センター、2札幌東徳洲会病院　IBDセンター

　胃・十二指腸2 3月5日（土）10：45～ 11：25

座長：上野　伸展（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）

054（内）　炭酸水を併用した内視鏡治療が有用であった胃石の1例
 ○嘉成　悠介1、久居　弘幸1、櫻井　環1、釋　亮也1、小柴　裕1、宮崎　悦1、池田　裕貴2

 1伊達赤十字病院、2札幌医科大学　腫瘍・血液内科学講座

055（内）　十二指腸傍乳頭部憩室出血の2例
 ○嘉成　悠介1、久居　弘幸1、櫻井　環1、釋　亮也1、小柴　裕1、宮崎　悦1

 1伊達赤十字病院
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056（内）　下腿浮腫, 脂肪肝を契機に発見された巨大胃空腸横行結腸瘻の1例
 ○谷　元博1、村上　佳世1、我妻　康平1、伊志嶺　優1、佐々木　基1、永縄　由美子1、佐藤　修司1、清水　晴夫1、
 　金戸　宏行1、斉藤　慶太2、佐々木　賢一2

 1市立室蘭総合病院　消化器内科、2市立室蘭総合病院　外科・消化器外科

057（内）　アルゴンプラズマ凝固療法 （ APC ） により胃穿孔を認めた肝硬変患者の1例
 ○山田　錬1、井上　雅貴1、佐々木　塁1、多谷　容子1、羽田　政平1、馬場　麗1、武藤　修一1、木村　宗士1、
 　大原　行雄1

 1独立行政法人国立病院機構北海道医療センター　消化器内科

058（内）NOAC内服者に対する消化器内視鏡休薬基準である札幌コンセンサスIIとその実際
 ○大野　正芳1、加藤　元嗣2、宮本　秀一1、安孫子　怜史1、津田　桃子1、水島　健1、小野　尚子2、中川　学3、
 　中川　宗一3、間部　克裕4、清水　勇一1、坂本　直哉1

 1北海道大学　医学部　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、
 4北海道大学大学院医学研究科　がん予防内科学講座

　ランチョンセミナー 3 3月5日（土）11：50～ 12：45

共催：富士フイルムメディカル株式会社

　胃・十二指腸3 3月5日（土）13：55～ 14：35

座長：山下　健太郎（札幌医科大学医学部  消化器・免疫・リウマチ内科学講座）

059（内）　高分化型早期胃癌の鑑別診断における酢酸・インジゴカルミン散布・水洗法（AIW法）の有用性
 ○三橋　慧1、濱本　英剛1、山本　恭史1、小松　直広1、橋本　林太郎1、原田　拓1、田沼　徳真1、大森　優子2、
 　野口　寛子2、篠原　敏也2、真口　宏介1

 1手稲渓仁会病院　消化器病センター、2手稲渓仁会病院　病理診断科

060（消）　進行消化器癌患者の食欲不振におけるカルニチン補充療法の有用性
 ○鈴木　康秋1、小林　裕1、村上　雄紀1、久野木　健仁1、芹川　真哉1、杉山　祥晃1

 1名寄市立総合病院　消化器内科

061（消）　当院及び恵佑会札幌病院で経験したリンパ球浸潤胃癌の19例
 ○立花　靖大1、小平　純一1、檜森　りな子1、大橋　広和1、岡原　聡1、工平　美和子1、菅原　伸明1、松本　岳志1、
 　高橋　宏明2、穂刈　格1、小池　容史1、塚越　洋元2、西田　靖仙3、細川　正夫3、大内　知之4、
 　武内　利直4

 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　外科、4恵佑会札幌病院　病理診断科

062（内）　疣状胃炎に類似したH. pylori未感染早期胃癌の2例
 ○小平　純一1、檜森　りな子1、立花　靖大1、大橋　広和1、岡原　聡1、工平　美和子1、菅原　伸明1、須貝　茂1、
 　松本　岳士1、小池　容史1、高橋　宏明1、穂刈　格2、塚越　洋元2、大内　知之3、武内　利直3

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

063（消）　急激な転機をたどった特殊型胃癌の一例
 ○佐藤　裕基1、嘉島　伸1、岩間　琢哉1、内海　辰哉1、井尻　学見1、田中　一之1、坂谷　慧1、藤林　周吾1、
 　野村　好紀1、上野　伸展1、後藤　拓麿1、笹島　順平1、盛一　健太郎1、藤谷　幹浩1

 1旭川医科大学　医学部　内科学講座　消化器・血液腫瘍制御内科

胃・十二指腸4 3月5日（土）14：38～ 15：18

座長：佐々木　清貴（北海道消化器科病院　内科）

064（消）　Krukenberg腫瘍が疑われ手術で両側の卵巣原発腫瘍と診断した胃癌の1例
 ○井上　雅貴1、羽田　政平1、山田　錬1、佐々木　塁1、多谷　容子1、馬場　麗1、大平　将史2、内田　亜紀子3、
 　畑中　佳奈子4、武藤　修一1、木村　宗士1、大原　行雄1

 1国立病院機構　北海道医療センター　消化器内科、2国立病院機構　北海道医療センター　外科、
 3国立病院機構　北海道医療センター　婦人科、4北海道大学病院　病理診断科
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065（消）　4型胃癌と鑑別を要した乳癌術後腹膜播種再発の1例
 ○那須野　央1、須藤　豪太1、仲地　耕平1、永生　高広2、阿部　厚憲2

 1帯広協会病院　消化器科、2帯広協会病院　外科

066（消）　HER2陰性切除不能進行胃癌に対するmodifi ed Docetaxel+Cisplatin+S-1（mDCS）療法の第II相試験
 ○植村　尚貴1、菊地　尚平1、佐藤　康史1、大沼　啓之1、佐川　保2、藤川　幸司2、高橋　康雄2、奥田　敏徳3、
 　南　伸弥3、飯島　一飛1、宇佐美　信1、舘越　鮎美1、早坂　尚貴1、佐藤　勉1、宮西　浩嗣1、小船　雅義1、
 　高山　哲治4、加藤　淳二1

 1札幌医科大学　腫瘍・血液内科、2北海道がんセンター　消化器内科、3王子総合病院　消化器内科、
 4徳島大学大学院　医歯薬学研究部　消化器内科学分野

067（消）　当院における進行胃癌に対する術前補助化学療法（Neoadjuvant chemotherapy, NAC）の成績
 ○松田　可奈1、伊藤　憲1、平田　幸司1、林　秀幸1、阿部　暢彦1、内田　多久實1、藤永　明1、高橋　徹2

 1網走厚生病院　内科・消化器科、2網走厚生病院　外科

068（消）　幽門側胃切除術後の残胃癌に対する腹腔鏡下残胃全摘術
 ○中山　健太1、信岡　隆幸1、伊東　竜哉1、河野　剛1、今村　将史1、目黒　誠1、木村　康利1、水口　徹1、
 　平田　公一2、竹政　伊知朗1

 1札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科、2JR札幌病院

第4会場（2F　207会議室）
　胆1 3月5日（土）9：00～ 9：32

座長：後藤　琢磨（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）

069（消）　術前に診断しえた胆嚢管原発の癌肉腫の一例
 ○伊東　文子1、本谷　雅代1、石上　敬介1、若杉　英樹1、志谷　真啓1、阿久津　典之1、佐々木　茂1

 1札幌医科大学　消化器・免疫・リウマチ内科学講座

070（消）　当院における胆嚢癌見落とし症例の検討
 ○中村　英明1、目黒　高志1、町田　卓郎1、山田　裕人1、藤澤　良樹1、加藤　貴司1、佐々木　清貴1、
 　加賀谷　英俊1、高橋　利幸2、堀田　彰一1

 1北海道消化器科病院　内科、2北海道消化器科病院　病理部

071（消）　異時性に発生した腎癌胆嚢転移の1例
 ○工藤　大樹1、田中　一光1、八木澤　允貴1、堀本　啓大1、山本　桂子1、畑中　一映1、山本　義也1、成瀬　宏仁1、
 　植木　伸也2、砂原　正男2、下山　則彦3

 1市立函館病院　消化器内科、2市立函館病院　消化器外科、3市立函館病院　病理科

072（消）　当科における切除不能胆道癌に対する塩酸ゲムシタビン＋シスプタチン併用療法の成績と，
 予後予測因子の検討
 ○成瀬　宏仁1、田中　一光1、八木澤　允貴1、工藤　大樹1、堀本　啓大1、山本　桂子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

　胆2 3月5日（土）9：35～ 10：07

座長：上林　実（北見赤十字病院　消化器内科・腫瘍内科）

073（消）　Trousseau症候群を発症した胆管癌の1例
 ○中村　友亮1、吉田　将大1、重沢　拓1、松本　美櫻1、太宰　昌佳1、小野寺　学1、横山　朗子1、
 　吉井　新二1

 1NTT東日本札幌病院

074（消）　8 trisomy 関連ベーチェット徴候に対する免疫抑制療法中に顕在化した肝内胆管癌の1例
 ○柴田　敬典1、蟹沢　祐司2、羽生　佳弘4、佐賀　潤也4、坂本　拡基1、山田　尚太1、奥田　敏徳1、
 　高橋　祥1、南　伸弥1、井端　壮詞2、藤見　章仁2、橋本　亜香利3、大塚　紀幸5

 1王子総合病院　消化器内科、2王子総合病院　血液腫瘍内科、3札幌医科大学　腫瘍血液内科、4王子総合病院　臨床研修医、
 5北海道大学　分子病理
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075（消）　HCC様の画像所見を呈した腫瘤形成＋胆管内発育型肝内胆管癌の一例
 ○松名　伸記1、菅井　望1、伊藤　聡1、平田　裕哉1、松薗　絵美1、横山　文明1、大原　克仁1、石橋　陽子1、
 　藤田　淳1、鈴木　潤一1

 1KKR札幌医療センター

076（消）　肝予備能低下のため肝中央二区域・尾状葉切除を施行した肝門部胆管癌の1例
 ○森本　浩史1、岡村　圭祐1、上村　志臣1、三井　潤1、中西　喜嗣1、浅野　賢道1、野路　武寛1、海老原　裕磨1、
 　倉島　庸1、中村　透1、田本　英司1、村上　壮一1、土川　貴裕1、七戸　俊明1、三橋　智子2、平野　聡1

 1北海道大学　大学院医学研究科　消化器外科学分野Ⅱ、2北海道大学　病理診断科

胆3 3月5日（土）10：10～ 10：50

座長：河上　洋（北海道大学病院　消化器内科）

077（消）　貧血を主訴に診断となった胆嚢結石による胆嚢十二指腸瘻の1例
 ○平田　裕哉1、菅井　望1、伊藤　聡司1、松園　絵美1、横山　文明1、大原　克仁1、石橋　陽子1、関　英幸1、
 　藤田　淳1、鈴木　潤一1、岩崎　沙理2、鈴木　昭2

 1KKR札幌医療センター　消化器科、2KKR札幌医療センター　病理科

078（消）　胆管十二指腸瘻の1例
 ○河瀬　智哉1、中島　恵2、山口　智仁2、山口　聖隆2、川見　弘之2、田中　卓2、奥　隆臣3

 1北斗病院　消化器内科、2北斗病院　消化器科、3おく内科消化器クリニック

079（消）　頚部と底部側の2箇所にPTGBDを要した漏斗部結石陥頓壊疽性胆嚢炎の1例
 ○上田　恭子1、鈴木　康秋1、小林　裕1、村上　雄紀1、久野木　健仁1、芹川　真哉1、杉山　祥晃1

 1名寄市立総合病院　消化器内科

080（消）　当科における胆汁培養の検討とMRSA検出症例の特徴
 ○佐々木　基1、金戸　宏行1、我妻　康平1、伊志嶺　優1、永縄　由美子1、谷　元博1、村上　佳世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

081（内）　胆管メタリックステント留置後胆嚢炎に対する治療法
 ○北川　洸1、金　俊文1、潟沼　朗生1、永井　一正1、山崎　大1、古賀　英彬1、横山　健介1、佐野　逸紀1、
 　五十嵐　聡1、矢根　圭1、高橋　邦幸1、真口　宏介
 1手稲渓仁会病院　消化器病センター

胆4 3月5日（土）10：53～ 11：25

座長：小野　雄司（市立札幌病院　消化器内科）

082（内）　胆管self-expandable metal stentの抜去－stent-in-stent techniqueによる有用性と安全性－
 ○池田　裕貴1、久居　弘幸1、櫻井　環1、釋　亮也1、小柴　裕1、宮崎　悦2、佐藤　正文3、川崎　亮輔3、
 　行部　洋3、横山　啓介3、嘉成　悠介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

083（消）　超高齢者胆嚢炎に対する経皮的胆嚢ステント留置術－その有用性と問題点－
 ○小柴　裕1、久居　弘幸1、櫻井　環1、釋　亮也1、池田　裕貴1、宮崎　悦2、嘉成　悠介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

084（内）　ERCP関連手技における胆管挿管成功率と偶発症
 ○佐野　逸紀1、真口　宏介1、高橋　邦幸1、潟沼　朗生1、矢根　圭1、金　俊文1、五十嵐　聡1、北川　洸1、
 　横山　健介1、古賀　英彬1、山崎　大1、永井　一正1

 1手稲渓仁会病院　消化器病センター

085（内）　次世代経口胆道鏡SpyGlass DSの使用経験
 ○山崎　大1、矢根　圭1、真口　宏介1、高橋　邦幸1、潟沼　朗生1、金　俊文1、五十嵐　聡1、北川　洸1、
 　佐野　逸紀1、横山　健介1、古賀　英彬1、永井　一正1

 1手稲渓仁会病院　消化器病センター
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　膵1 3月5日（土）13：55～ 14：27

座長：千葉　篤（沼崎病院　消化器内科）

086（消）　SPINK1遺伝子p.P45S変異が確認された遺伝性膵炎の1例
 ○松原　悠1、水上　裕輔2、正宗　淳3、水谷　彰吾1、太田　智之4

 1江別市立病院　消化器内科、2札幌東徳洲会病院　付属臨床研究センター　臨床生体情報解析部、
 3東北大学大学院医学系研究科　消化器病態学分野、4札幌東徳洲会病院　消化器センター

087（消）　膵性腹水を認めた遺伝性膵炎の1例
 ○村井　太一1、小池　祐太1、松田　千佳1、板谷　一史1、大場　彩音1、遠藤　文菜1、佃　曜子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

088（消）　自己免疫性膵炎の寛解後に出現したIgG4関連硬化性胆嚢炎の一例
 ○石上　敬介1、志谷　真啓1、榮浪　洋介1、伊東　文子1、若杉　英樹1、阿久津　典之1、本谷　雅代1、
 　佐々木　茂1

 1札幌医科大学　消化器・免疫・リウマチ内科

089（内）　急性膵炎として発症し、潰瘍性大腸炎を合併した2型自己免疫性膵炎と考えられた高齢者の1例
 ○釋　亮也1、久居　弘幸1、櫻井　環1、小柴　裕1、宮崎　悦2、嘉成　悠介3、池田　裕貴3、平野　博嗣4

 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、
 4札幌医科大学　病理診断科

　膵2 3月5日（土）14：30～ 15：10

座長：長川　達哉（札幌厚生病院　第2消化器内科）

090（消）　進行・再発膵癌に対するNab-paclitaxel＋gemcitabine併用療法の現況
 ○久居　弘幸1、櫻井　環1、釋　亮也1、小柴　裕1、宮崎　悦2、佐藤　正文3、川崎　亮輔3、行部　洋3、
 　横山　啓介3、嘉成　悠介4、池田　裕貴2

 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

091（消）　進行・再発膵癌に対するFOLFIRINOX療法の現況
 ○久居　弘幸1、櫻井　環1、釋　亮也1、小柴　裕1、宮崎　悦2、佐藤　正文3、川崎　亮輔3、行部　洋3、
 　横山　啓介3、嘉成　悠介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

092（消）　当科における切除不能膵癌に対するFOLFIRINOXの使用経験
 ○八木澤　允貴1、畑中　一映1、田中　一光1、工藤　大樹1、堀本　啓大1、山本　桂子1、山本　義也1、
 　成瀬　宏仁1

 1市立函館病院　消化器内科

093（消）　当院における切除不能膵癌に対するGEM+nabPTXの使用経験
 ○岡　俊州1、平山　大輔1、牛島　慶子1、内藤　崇史1、鈴木　亮1、笠原　薫1、小林　寿久1、矢和田　敦1

 1函館五稜郭病院

094（消）　当科における膵癌患者に対する初回化学療法としてのFOLFIRINOX療法と
 ゲムシタビン+ナブパクリタキセル（GEM+nab-PTX）療法
 ○村中　徹人1,2、小松　嘉人2、澤田　憲太郎1、川本　泰之2、中積　宏之2、結城　敏志1、坂本　直哉1

 1北海道大学　医学部大学院　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
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　膵3 3月5日（土）15：13～ 15：45

座長：唐崎　秀則（札幌東徳洲会病院　外科）

095（消）　局所進行膵頭部癌に対し、化学放射線療法施行後に腹腔動脈幹・肝・脾動脈合併切除再建を伴う
 拡大膵頭十二指腸切除術を行い、治癒切除を施行し得た1例
 ○河野　剛1、木村　康利1、今村　将文1、伊東　竜哉1、林　毅2,3、石渡　裕俊2、小野　道洋2、信岡　隆幸1、
 　目黒　誠1、水口　徹1、竹政　伊知朗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　血液腫瘍内科、3北海道がんセンター　消化器内科

096（消）　当院における主膵管型膵IPMN切除症例
 ○高木　智史1、福島　拓1、今井　亜希1、吉田　純一1、脇坂　和貴2、旭　火華2、横山　良司2、高橋　学2、
 　中川　隆公2、佐々木　文章2、中西　勝也3

 1札幌北辰病院　消化器内科、2札幌北辰病院　外科、3札幌北辰病院　病理診断科

097（消）　神経内分泌腫瘍（NET）に対してストレプトゾシン化学療法を施行した2症例
 ○吉田　正宏1、宮西　浩嗣1、河野　豊1、植村　尚貴1、佐藤　昌則1、在原　洋平1、早坂　尚貴1、三浦　翔吾1、
 　櫻田　晃1、佐藤　康史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（消）　多発性内分泌腫瘍1型に合併した多発インスリノーマの1例
 ○山内　康嗣1、小泉　忠史1、馬場　英1、定岡　邦昌1、古家　乾1、関谷　千尋1、中西　一彰1、服部　淳夫2

 1JCHO北海道病院　消化器センター、2JCHO北海道病院　病理診断科
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第1会場（2F　204会議室）
　シンポジウム2 3月6日（日）9：00～ 10：50

　内視鏡プレナリー 3月6日（日）10：53～ 11：20

座長：清水　勇一（北海道大学大学院　医学研究科　消化器内科学分野）

099（内）　食道悪性黒色腫の3例、表在病変の拡大内視鏡像と良悪性鑑別診断への応用の可能性
 ○石川　和真1、大沼　啓之1、菊地　尚平1、佐藤　康史1、佐藤　勉1、宮西　浩嗣1、小船　雅義1、平野　博嗣2、
 　信岡　隆幸3、加藤　淳二1

 1札幌医科大学 腫瘍・血液内科学講座、2札幌医科大学附属病院　病理部、
 3札幌医科大学 消化器・総合、乳腺・内分泌外科

100（内）　カプセル内視鏡検査および造影CTにおける小腸腫瘍性病変の発見率の検討
 ○岡川　泰1、佐川　保1、濱口　京子1、田村　文人1、林　毅1、藤川　幸司1、高橋　康雄1

 1北海道がんセンター　消化器内科

101（内）　EST後出血に対する治療と危険因子
 ○五十嵐　聡1、金　俊文1、潟沼　朗生1、高橋　邦幸1、矢根　圭1、佐野　逸紀1、横山　健介1、北川　洸1、
 　山崎　大1、古賀　英彬1、永井　一正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 4 3月6日（日）12：00～ 12：55

共催：ブリストル・マイヤーズ株式会社

　第117回日本消化器病学会北海道支部例会奨励賞表彰式
　第112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6日（日）13：00～ 13：25

　日本消化器病学会北海道支部第10回専門医セミナー 3月6日（日）13：35～ 15：05

第2会場（2F　小ホール）
　消化器病専修医優秀演題選考 3月6日（日）9：00～ 9：32

座長：岩田　徳和（札幌しらかば台病院　消化器科）

102（消）　当科での十二指腸腫瘍に対する縮小手術の適応と術後成績
 ○山田　徹1、田中　公貴1、吉見　泰典1、三井　潤1、川瀬　寛1、中西　喜嗣1、浅野　賢道1、野路　武寛1、
 　倉島　庸1、海老原　裕磨1、村上　壮一1、中村　透1、田本　英司1、土川　貴裕1、岡村　圭祐1、七戸　俊明1、
 　平野　聡1

 1北海道大学　消化器外科学分野Ⅱ

103（消）　ボノプラザンとランソプラゾールによるHelicobacter pylori 1次除菌療法の比較検討
 ○重沢　拓1、吉田　将大1、松本　美櫻1、太宰　昌佳1、小野寺　学1、吉井　新二1

 1NTT東日本札幌病院　消化器内科

104（消）　重症アルコール性肝炎に対する検討
 ○木村　有志1、姜　貞憲1、松居　剛志1、田中　一成1、辻　邦彦1、吉野　裕紀1、児玉　芳尚1、桜井　康雄1、
 　真口　宏介1

 1手稲渓仁会病院

105（消）　自己免疫性膵炎の診断におけるEUSソノプシーCYの使用経験
 ○榮浪　洋介1、本谷　雅代1、石上　敬介1、伊東　文子1、若杉　秀樹1、志谷　真啓1、阿久津　典之1、
 　佐々木　茂1

 1札幌医科大学　消化器・免疫・リウマチ内科学講座
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　消化器病研修医優秀演題選考 3月6日（日）9：35～ 10：07

座長：藤井　常志（旭川赤十字病院　消化器科）

106（消）　非ホジキンリンパ腫の小腸病変スクリーニングにおける上下部消化管内視鏡検査の有用性
 ○伊藤　亮1、佐藤　健1、山田　充子1、堀口　拓人1、安部　智之1、黒田　裕行1、藤井　重之1、前田　征洋1、
 　藤田　美悧2、中村　元3、濱口　孝太3、山内　夏未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札幌医科大学　腫瘍・血液内科

107（消）　クロストリジウム・ディフィシル腸炎の検討
 ○岸上　直広1、佐藤　龍1、巽　亮二1、高坂　琢磨1、坂本　淳1、木村　圭介1、古川　滋2、前本　篤男2、
 　大田　智之1

 1札幌東徳洲会病院　消化器病センター、2札幌東徳洲会病院　IBDセンター

108（消）　遺伝子型2型C型慢性肝疾患に対するsofosbuvir /ribavirin併用療法の治療成績
 ○推井　大雄1、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、佐藤　隆啓1、
 　大村　卓味1、髭　修平1、狩野　吉康1、豊田　成司1

 1札幌厚生病院　第3消化器内科

109（消）　急性腹症で発症した膵嚢胞性病変からの膵性腹水に対し集学的治療が効した一例
 ～膵性腹水本邦報告18例のまとめを含めて～
 ○高橋　可南子1、吉田　将大1、重沢　拓1、松本　美櫻1、太宰　昌佳1、小野寺　学1、横山　朗子1、吉井　新二1、
 　三浦　巧2、竹本　法弘2、金井　基錫2、山田　秀久2

 1NTT東日本札幌病院、2NTT東日本札幌病院　外科

　肝臓5 3月6日（日）10：10～ 10：50

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）

110（消）　C型肝炎に対するIFN free治療後の耐糖能改善
 ○中島　知明1、推井　大雄1、山口　将功1、木村　睦海1、荒川　智宏1、桑田　靖昭1、小関　至1、佐藤　隆啓1、
 　大村　卓味1、髭　修平1、狩野　吉康1、豊田　成司1

 1札幌厚生病院　第3消化器内科（肝臓科）

111（消）　原発性胆汁性肝硬変の性差に関する検討
 ○村上　雄紀1、鈴木　康秋1、小林　裕1、久野木　健仁1、芹川　真哉1、杉山　祥晃1

 1名寄市立総合病院　消化器内科

112（消）　B型慢性肝疾患に対するラミブジン投与後の長期経過
 ○小川　浩司1、梅村　真知子1、出水　孝章1、伊藤　淳1、佐藤　史幸1、常松　聖司1、中井　正人1、荘　拓也1、
 　須田　剛生1、森川　賢一1、坂本　直哉1

 1北海道大学　消化器内科

113（消）　血管炎の治療に伴い縮小を認めた巨大肝嚢胞の一例
 ○板谷　一史1、小野　雄司1、松田　千佳1、村井　太一1、小池　祐太1、佃　曜子1、遠藤　文菜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

114（消）　Metformin 投与後に消退した肝血管腫の1例－9年の経過観察－
 ○小野　稔1

 1豊浦町国保病院
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　肝臓6 3月6日（日）10：53～ 11：33

座長：小川　浩司（北海道大学病院　消化器内科）

115（消）　腹膜播種を認めた肝エキノコックスの1例
 ○古川　貴光1、木村　有志1、田中　一成1、松居　剛士1、姜　貞憲1、辻　邦彦1、真口　宏介1

 1手稲渓仁会病院

116（消）　診断に苦慮した肝エキノコックス症の1例
 ○秋元　亨介1、山田　錬1、井上　雅貴1、佐々木　塁1、多谷　容子1、羽田　政平1、馬場　麗1、武藤　修一1、
 　木村　宗士1、大原　行雄1、高桑　恵美2

 1国立病院機構北海道医療センター　消化器内科、2北海道大学病院　病理診断科

117（消）　肝多胞虫症における画像診断の検討
 ○大竹　晋1、岡田　充巧1、太田　雄1、玉木　陽穂1、麻生　和信1、鈴木　裕子1、岩本　英孝1、山北　圭介1、
 　高橋　賢治1、北野　陽平1、和田　佳緒利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

118（消）　肝細胞癌術後に増大と縮小を繰り返した肝細胞癌再発の1例
 ○山口　将功1、大村　卓味1、木村　睦海1、荒川　智弘1、中島　知明1、桑田　靖昭1、小関　至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　消化器内科

119（消）　著明な低血糖症状を伴った高分子型Insulin-like growth factor-2産生肝細胞癌の1剖検例
 ○成瀬　宏仁1、田中　一光1、八木澤　允貴1、工藤　大樹1、堀本　啓大1、山本　桂子1、畑中　一映1、山本　義也1、
 　下山　則彦2、佐藤　次生3、福田　いずみ4

 1市立函館病院　消化器病センター　消化器内科、2市立函館病院　病理診断科、3弘前大学　分子病態病理学、
 4日本医科大学付属病院　糖尿病内分泌代謝内科

ランチョンセミナー 5 3月6日（日）12：00～ 12：55

共催：日本イーライリリー株式会社

第3会場（2F　201+202会議室）
小腸1 3月6日（日）9：00～ 9：40

座長：佐川　保（北海道がんセンター　消化器内科）

120（内）　小腸血管腫の3例
 ○藤田　朋紀1、今川　貴之1、小松　悠弥1、高梨　訓博1、北岡　慶介1、和賀　永里子1、安保　文恵1、安保　智典1、
 　勝木　伸一1

 1小樽掖済会病院　消化器内科

121（内）　内視鏡的に切除した空腸孤在性Peutz-Jeghers型ポリープの1例
 ○中村　元1、藤井　重之1、佐藤　健1、山内　夏未1、山田　充子1、安部　智之1、黒田　裕行1、前田　征洋1、
 　藤田　美悧2、濱口　孝太3、堀口　拓人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札幌医科大学　医学部　腫瘍・血液内科

122（内）ESDにより一括切除した陥凹型早期回腸癌の1例
 ○高橋　慶太郎1、河本　徹1、藤永　明裕1、伊藤　貴博1、佐藤　智信1、後藤　充1、柳川　信幸1、斎藤　義徳1、
 　折居　裕1

 1旭川厚生病院

123（消）　大腸癌術後癒着性イレウスとの鑑別が困難であった原発性小腸癌の一例
 ○近藤　知大1、杉山　絢子1、辻　靖1、平山　眞章2、武田　広子3、佐藤　大介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　病理診断科、4KKR札幌医療センター斗南病院　外科
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124（消）　当院で経験した原発性小腸癌8例の検討
 ○濱口　孝太1、藤井　重之1、中村　元1、山田　充子1、堀口　拓人1、安部　智之1、黒田　裕行1、前田　征洋1、
 　藤田　美悧2、仙丸　直人3、佐藤　健4、山内　夏未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、
 4札幌医科大学　医学部　腫瘍・血液内科

　小腸2 3月6日（日）9：43～ 10：23

座長：石橋　陽子（KKR札幌医療センター　消化器科）

125（消）　審査腹腔鏡で診断した腸アニサキス症の一例
 ○柴田　賢吾1、吉田　祐一1、宮岡　陽一1、江本　慎1、河合　朋昭1、小林　清二1、小笠原　和宏1、
 　曽我部　進2、宮城島　拓人2、石田　雄介3、高橋　達郎3

 1釧路労災病院　外科、2釧路労災病院　内科、3釧路労災病院　病理診断科

126（消）　小腸病変の観察が診断および治療方針に有用であったSchonlein-Henoch紫斑病（HSP）の2例
 ○佐々木　塁1、井上　雅貴1、山田　錬1、多谷　容子1、羽田　政平1、馬場　麗1、武藤　修一1、木村　宗士1、
 　大原　行雄1

 1国立病院機構北海道医療センター　消化器内科

127（消）　低蛋白血症を契機に診断した健常成人サイトメガロウイルス腸炎の1例
 ○赤保内　正和1、鈴木　一也1、林　優希1、福田　昂一郎1、川上　裕次郎1、米澤　和彦1、阿部　敬1

 1市立釧路総合病院　消化器内科

128（内）　多数の貼付用磁気治療器誤飲により十二指腸小腸瘻形成を来した1例
 ○重沢　拓1、吉田　将大1、松本　美櫻1、太宰　昌佳1、小野寺　学1、羽田　政平2、吉井　新二1

 1NTT東日本札幌病院　消化器内科、2国立病院機構北海道医療センター　消化器内科

129（消）　CT、XP及びCT fusion超音波にて胆石移動の経過を確認できた胆石イレウスの1例
 ○泉原　里美1、鈴木　康秋1、小林　裕1、村上　雄紀1、久野木　健仁1、芹川　真哉1、杉山　祥晃1

 1名寄市立総合病院　消化器内科

　大腸3 3月6日（日）10：26～ 11：06

座長：沖田　憲司（札幌医科大学医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座）

130（消）　HGCSG1401：切除不能進行大腸癌に対するレゴラフェニブ療法の後方視的研究（第1報）
 ○川本　泰之1、小松　嘉人1、結城　敏志2、澤田　憲太郎2、辻　靖3、小林　良充4、吉田　俊太郎5、畑中　一映6、
 　奥田　博介7、太宰　昌佳8、中村　路夫9、太田　智之10、石黒　敦11、佐藤　康史12、小野寺　馨13、
 　紺野　潤14、工藤　峰生15、加藤　寛士16、坂田　優17、坂本　直哉2

 1北海道大学病院　腫瘍センター、2北海道大学病院　消化器内科、3斗南病院　腫瘍内科、4釧路労災病院　腫瘍内科、
 5東京大学病院　消化器内科、6市立函館病院　消化器内科、7恵佑会札幌病院　腫瘍内科、8NTT東日本札幌病院　消化器内科、
 9市立札幌病院　消化器内科、10札幌東徳洲会病院　消化器センター、11手稲渓仁会病院　腫瘍内科、
 12札幌医科大学医学部　腫瘍・血液内科学講座、13札幌医科大学医学部　消化器・免疫・リウマチ内科学講座、
 14函館中央病院　消化器内科、15札幌北楡病院　消化器内科、16岩見沢市立総合病院　消化器内科、17三沢市立三沢病院

131（消）　KRAS Exon2野生型進行再発大腸癌に対する3次治療におけるPanitumumabの
 皮膚障害に関する無作為化比較試験：HGCSG1001 （J-STEPP試験）：最終解析
 ○畑中　一映1、結城　敏志2、八木澤　允貴1、中積　宏之3、村中　徹人3、岩永　一郎4、奥田　博介5、曽我部　進6、
 　小林　良充6、舘山　美樹7、辻　靖8、中村　路夫9、紺野　潤10、江藤　和範11、岩井　和浩12、林　秀幸13、
 　久居　弘幸14、小池　雅彦15、坂田　優16、小松　嘉人3

 1市立函館病院　消化器内科、2北海道大学病院　消化器内科、3北海道大学病院　腫瘍センター、4北見赤十字病院　腫瘍内科、
 5恵佑会札幌病院　腫瘍内科、6釧路労災病院　腫瘍内科、7苫小牧日翔病院　内科、8斗南病院　腫瘍内科、
 9市立札幌病院　消化器内科、10函館中央病院　消化器内科、11苫小牧市立病院　消化器内科、12王子総合病院　外科、
 13網走厚生病院　内科・消化器科、14伊達赤十字病院　消化器科、15KKR札幌医療センター　消化器外科、
 16三沢市立三沢病院　CEO
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132（消）　同時性肝転移を伴った大腸癌に対する腹腔鏡下大腸・肝同時切除の検討
 ○吉田　雅1、本間　重紀1、下國　達志1、崎浜　秀康1、川村　秀樹1、柿坂　達彦1、神山　俊哉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

133（消）　直腸神経鞘腫の1切除例
 ○小泉　忠史1、古家　乾1、山内　康嗣1、馬場　英1、定岡　邦昌1、関谷　千尋1、杉山　昂1、千田　圭悟1、
 　正村　裕紀1、中西　一彰1、数井　啓蔵1、服部　淳夫2

 1JCHO北海道病院消化器センター、2JCHO北海道病院消化器センター　病理

134（消）　肝転移を伴う進行結腸癌に対して結腸全摘術＋肝部分切除術を施行したserrated polyposis syndromeの一例
 ○中島　正人1、更科　耕一郎1、二瓶　壮史1、北原　言1、中野　真太郎1、平田　甫1、高橋　一宏1、小林　良充1、
 寺下　勝巳1、羽場　真1、曽我部　進1、小田　寿1、河合　朋昭2、石田　雄介3、高橋　達郎4、宮城島　拓人1

 1労働者健康福祉機構釧路ろうさい病院　内科、2労働者健康福祉機構釧路ろうさい病院　外科、
 3労働者健康福祉機構釧路ろうさい病院　病理診断科、4労働者健康福祉機構釧路ろうさい病院　臨床検査科

　大腸4 3月6日（日）11：09～ 11：49

座長：勝木　伸一（小樽掖済会病院　消化器内科）

135（消）　胃悪性リンパ腫（diff use large B-cell lymphoma）と直腸癌（Adenocarcioma）が併存し治療に難渋した1例
 ○伊藤　聡司1、関　英幸1、平田　裕哉1、松園　絵美1、横山　文明1、菅井　望1、藤田　淳1、鈴木　潤一1、
 　岩崎　沙里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　病理診断科

136（消）　大腸原発のneuroendocrine carcinomaの2例
 ○伊志嶺　優1、清水　晴夫1、我妻　康平1、谷　元博1、永縄　由美子1、佐々木　基1、村上　佳世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

137（消）　同時性4多発大腸癌の1例
 ○武藤　桃太郎1、石王　応知1、武藤　瑞恵1、市來　一彦1、石川　千里1、井上　充貴1、合地　美香子2、
 　石井　大介2、北　健吾2、木田　裕之2、後藤　順一2、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

138（消）　化学療法後のタモキシフェン・スリンダク療法が奏功した家族性大腸腺腫症術後の腹腔内デスモイドの1症例
 ○岡本　哲郎1、村松　博士1、宮島　治也1、猪股　英俊1、佐藤　康史2、加藤　淳二2、古畑　智久3、長町　康弘4、
 　小池　和彦4、山内　尚文4、後藤　義朗4、井原　康二4、西里　卓次4

 1札幌清田病院　消化器内科、2札幌医科大学　血液・腫瘍内科、3札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科、
 4札幌清田病院　内科

139（消）　特殊な発育形態を示した虫垂癌の1例
 ○中野　真太郎1、羽場　真1、平田　甫1、北原　言1、二瓶　壮史1、中島　正人1、小林　良充1、寺下　勝巳1、
 　高橋　一宏1、曽我部　進1、小田　寿1、宮岡　陽一2、小笠原　和宏1、高橋　達郎3、宮城島　拓人1

 1釧路労災病院　消化器内科、2釧路労災病院　外科、3釧路労災病院　中央検査科

　ランチョンセミナー 6 3月6日（日）12：00～ 12：55

共催：日本化薬株式会社
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第4会場（2F　207会議室）
　小腸IBDと感染 3月6日（日）9：00～ 9：32

座長：那須野　正尚（札幌厚生病院　IBDセンター）

140（消）　当院における原因不明小腸潰瘍症例の検討
 ○櫻井　環1、久居　弘幸1、釋　亮也1、嘉成　悠介1、小柴　裕1、宮崎　悦2、佐藤　正文3、川崎　亮輔3、
 　行部　洋3、横山　啓介3、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

141（内）　クローン病における小腸CEの有用性と安全性
 ○伊藤　貴博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、斎藤　義徳1、
 　折居　裕1

 1旭川厚生病院　消化器科

142（消）　当科におけるクローン病に対する長期治療成績
 ○木下　賢治1、山梨　香菜1、大西　礼造1、桂田　武彦1、間部　克裕2、武田　宏司3、坂本　直哉1

 1北海道大学消化器内科学講座、2北海道大学大学院医学研究科がん予防内科、3北海道大学大学院薬学研究院

143（消）　術中ICG蛍光法の所見から温存可能な腸管を同定した非閉塞性腸間膜虚血症（NOMI）の1例
 ○坂本　譲1、大野　陽介1、澤野　武行1、植木　伸也1、佐藤　利行1、笠島　浩行1、久留島　徹大1、砂原　正男1、
 　鈴木　伸作1、木村　純1

 1市立函館病院　外科

　膵4 3月6日（日）9：35～ 10：07

座長：羽廣　敦也（イムス札幌消化器中央総合病院　消化内科）

144（消）　Sister Mary Joseph’s Noduleが診断の契機となった膵腺扁平上皮癌の1例
 ○夏井　宏征1、岡村　圭也1、宮川　宏之1、長川　達哉1、平山　敦1、奥　大樹1、北川　翔1

 1札幌厚生病院　第2消化器内科

145（消）　腸閉塞で発症した膵腺扁平上皮癌の1例
 ○山科　哲朗1、岡和田　敦1、荻野　真理子2、米森　敦哉2、黒川　貴則2、本原　敏司2

 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

146（消）　術後2度の異時性肝転移を来たし、切除しえた膵solid-pseudopapillary neoplasiaの1例
 ○寺崎　康展1、大島　由佳1、斎藤　健太郎1、上坂　貴洋1、葛西　弘規1、皆川　のぞみ1、奥田　耕司1、
 　大島　隆宏1、大川　由美1、三澤　一仁1

 1市立札幌病院

147（消）　Solid Pseudopapillary Neoplasmの臨床・画像所見－膵内分泌腫瘍との比較
 ○古賀　英彬1、金　俊文1、高橋　邦幸1、潟沼　朗生1、矢根　圭1、五十嵐　聡1、北川　洸1、佐野　逸紀1、
 　横山　健介1、山崎　大1、永井　一正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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　膵5 3月6日（日）10：10～ 10：42

座長：柳川　伸幸（JA北海道厚生連　旭川厚生病院　内視鏡センター・消化器科）

148（消）　膵性胸水を契機に診断された膵管胸腔瘻を形成した膵管癒合不全の1例
 ○岸　宗佑1、丹野　誠志1、野村　友祐1、羽廣　敦也1、葛西　幸穂1、平田　翔1、山本　浩1、金野　陽高1、
 　上野　敦盛1、平池　則雄1、葛西　和博1、日下　大隆2、吉田　美佳2、吉田　行範2

 1イムス札幌消化器中央総合病院消化器病センター、2砂川市立病院　内科

149（内）　膵空腸吻合部狭窄に対するShort typeシングルバルーン内視鏡による治療成績
 ○永井　一正1、矢根　圭1、高橋　邦幸1、古賀　英彬1、北川　洸1、横山　健介1、五十嵐　聡1、佐野　逸紀1、
 　山崎　大1、金　俊文1、潟沼　朗生1、真口　宏介1

 1手稲渓仁会病院　消化器病センター

150（消）　膵疾患におけるShear wave elastographyの有用性
 ○土居　忠1、久保　智洋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　慎一3、本間　久登1

 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札幌共立医院　消化器内科、
 4札幌医科大学　腫瘍・血液内科

151（消）　後腹膜血腫を契機に発見された膵十二指腸動脈瘤破裂の3例
 ○杉山　浩平1、宮川　宏之1、長川　達哉1、平山　敦1、岡村　圭也1、奥　大樹1、北川　翔1

 1JA北海道厚生連　札幌厚生病院　第2消化器内科

　EUS-FNA 3月6日（日）10：45～ 11：17

座長：潟沼　朗生（手稲渓仁会病院　消化器病センター）

152（内）　EUS-FNAが診断に有用であった、経皮生検困難な腎癌の一例
 ○小野　道洋1、石川　和真1、松野　鉄平1、佐藤　勉1、佐藤　康史1、宮西　浩嗣1、小船　雅義1、廣川　直樹2、
 　坂田　耕一2、舛森　直哉3、加藤　淳二1

 1札幌医科大学　腫瘍・血液内科学講座、2札幌医科大学　放射線医学講座、3札幌医科大学　泌尿器科学講座

153（内）　リンパ腫に対するEUS-FNAは，治療方針の決定に有用である
 ～当院における原因不明の縦隔腹腔内病変に対する診断方針の検討～
 ○小野寺　学1、羽場　真2、吉田　将大1、重沢　拓1、松本　美櫻1、太宰　昌佳1、横山　朗子1、吉井　新二1、
 　吉田　美穂3、西尾　充史3、高桑　康成4、佐藤　昌明4

 1NTT東日本札幌病院　消化器内科、2釧路労災病院　内科、3NTT東日本札幌病院　血液・腫瘍内科、

 4NTT東日本札幌病院　臨床検査科

154（内）　EUS-FNAが診断に有用であった転移性脾腫瘍の1例
 ○安部　智之1、藤井　重之1、山田　充子1、黒田　裕行1、前田　征洋1、佐藤　健2、中村　元2、濱口　孝太2、
 　山内　夏未2、堀口　拓人2、林　毅3、仙丸　直人4、齋藤　雅恵5、南　妃奈5、藤田　美悧6

 1製鉄記念室蘭病院　消化器内科・血液腫瘍内科、2札幌医科大学　腫瘍・血液内科、3北海道がんセンター　消化器内科、
 4製鉄記念室蘭病院　外科、5製鉄記念室蘭病院　産婦人科、6製鉄記念室蘭病院　病理臨床検査室

155（内）　抗血栓薬内服中患者における超音波内視鏡下穿刺吸引法の安全性に関する多施設共同前向き観察研究
 ○川久保　和道1、矢根　圭2、江藤　和範3、石渡　裕俊4、江平　宣起5、羽場　真6,7、松本　隆祐8、
 　品田　恵佐9、大和　弘明10、工藤　大樹7,10、小野寺　学6,11、奥田　敏徳12、多谷　容子13、川畑　修平1、
 　久保　公利1、久保田　良政1、桑谷　将城1、河上　洋1、潟沼　朗生2、上林　実3、林　毅4

 1北海道大学大学院医学研究科　消化器内科、2手稲渓仁会病院　消化器病センター、3市立苫小牧病院　消化器内科、
 4札幌医科大学　腫瘍・血液内科、5北見赤十字病院　消化器内科、6NTT東日本札幌病院　消化器内科、
 7釧路労災病院　消化器内科、8帯広厚生病院　消化器内科、9渓和会江別病院　消化器内科、10市立函館病院　消化器内科、
 11網走厚生病院　内科・消化器科、12王子総合病院　消化器内科、13北海道医療センター　消化器内科
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　ランチョンセミナー

3月5日（土）　11：50 ～ 12：45　第1会場（204会議室）

LS1　最新の膵癌に対する化学療法
座長：曽我部　進（釧路労災病院　腫瘍内科部長）
演者：川本　泰之（北海道大学病院　腫瘍センター）
共催：沢井製薬株式会社

3月5日（土）　11：50 ～ 12：45　第2会場（小ホール）

LS2　C型慢性肝炎における線維化・発がん機構の考察と最新治療
座長：坂本　直哉（北海道大学大学院　医学研究科　内科学講座　消化器内科学分野　教授）
演者：河田　則文（大阪市立大学大学院　医学研究科　肝胆膵病態内科学　教授）
共催：ギリアド・サイエンシズ株式会社

3月5日（土）　11：50 ～ 12：45　第3会場（201＋202会議室）

LS3　レーザー経鼻内視鏡で読み解く胃炎の京都分類
座長：間部　克裕（独立行政法人国立病院機構　函館病院　消化器科部長）
演者：川田　和昭（日本赤十字社　静岡赤十字病院　経鼻内視鏡センター長）
共催：富士フイルムメディカル株式会社

3月6日（日）　12：00 ～ 12：55　第1会場（204会議室）

LS4　B型肝炎の最新治療～肝癌発症リスクスコアをふまえて～
座長：狩野　吉康（JA北海道厚生連　札幌厚生病院　院長）
演者：保坂　哲也（国家公務員共済組合連合会虎の門病院　肝臓センター）
共催：ブリストル・マイヤーズ株式会社

3月6日（日）　12：00 ～ 12：55　第2会場（小ホール）

LS5　これだけは知っておきたい胃がん化学療法～実臨床におけるサイラムザの役割を含めて～
座長：辻　靖（KKR札幌医療センター斗南病院　腫瘍内科　センター長・科長）
演者：奥田　博介（社会医療法人　恵佑会札幌病院　腫瘍内科　部長）
共催：日本イーライリリー株式会社

3月6日（日）　12：00 ～ 12：55　第3会場（201＋202会議室）

LS6　炎症性腸疾患治療における抗TNF-α抗体療法の今後の位置づけ
座長：本谷　聡（札幌厚生病院　副院長 兼 IBDセンター長）
演者：仲瀬　裕志（札幌医科大学　医学部　消化器・免疫・リウマチ内科学講座　教授）
共催：日本化薬株式会社

　イブニングセミナー

3月5日（土）　15：55 ～ 16：50　第2会場（小ホール）

ES1　胆道ドレナージ戦略と最新動向
座長：潟沼　朗生（手稲渓仁会病院）
演者：伊藤　啓（仙台市医療センター仙台オープン病院）
共催：オリンパス株式会社
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　特別講演

バレット食道の発生と発育進展について

渡　　二郎
兵庫医科大学　内科学消化管科

　バレット食道（BE）とは扁平上皮が円柱上皮化生（CLE）に置換された状態である。その形成には胃酸や胆汁酸
の逆流が関与しており、胃食道逆流症の合併症のひとつとされる。本邦でのBEの定義はEGJ（柵状血管下端か
胃粘膜襞の口側端）から口側に進展する円柱上皮化生を内視鏡的に視認できればよい。しかし、米国では組織学
的に特殊腸上皮化生（SIM）が証明できないとBEと診断されない。欧米学者は1cm未満のultra-short BEはBEとは
しないので、BE粘膜長が少なくとも1cm以上をBEとして扱うべきである。BEに逆流性食道炎（RE）が合併する
ことはあるものの、これまでREからBEへ進展したことを直接、証明した報告は少ない。さらに、short-segment 
BE（SSBE）からlong-segment BE（LSBE）へ進展したとする報告もほとんどなく、RE→SSBE→LSBEへの発
育進展は考えにくい。Ultra-short BEを含めたSSBEの頻度（平均16%）に比べてLSBEの頻度が極端に低いこと
（0.2 ～ 0.4%）からも、その事実がうかがえる。BE癌の発生リスクは、LSBE≧SSBEである。BE癌の周辺粘膜
の観察ではSIMを認めないことも多く、SIMは必ずしもBE癌の前癌病変とは言えない。さらに、CLEとSIMの
分子異常に差がないという報告もある。BE癌はBEの0～ 3時方向（右前側）に多く発生するが、この部位に酸逆
流が多いことと関連している。Seattle biopsy protocolに準じて4点生検をするとSIMは0～ 3時方向に高頻度に分
布し、また同部位で腸型のSIMは胃型形質のSIMより増殖能が高いことことから、BE癌の発生部位と関連してい
る可能性がある。最近のメタ解析では、過去のメタ解析に比べBEからBE癌の発生頻度は0.3 ～ 0.4%/年率と低率
であった。この解析で引用された論文はすべて欧米からのもので、ほとんどがLSBEの解析であった。したがっ
て、本邦でのBE癌の発生率は更に低いと考えられる。それ故、費用対効果から考えると、わが国でのSSBEは
surveillanceの必要はない。
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　シンポジウム 1

S-1（内）
当院における食道ESDの治療成績と術後狭窄に関する検討
1旭川厚生病院 
○高橋　慶太郎1、河本　徹1、藤永　明裕1、伊藤　貴博1、佐藤　智信1、
後藤　充1、柳川　伸幸1、折居　裕1　    

【背景】食道ESDは高い根治性と安全性が報告されているが、それらは食道ESDの件
数が多い施設で経験豊富な術者によるデータであることが多い。しかし、NBIなどの画
像強調内視鏡により食道表在癌の診断率が向上しており、食道ESDの先進施設以外
でも食道ESDを施行している現状がある。食道ESDでは穿孔、縦隔気腫など重篤な合
併症が生じることから先進施設以外でも良好な治療成績や安全性が必要と考える。【目
的】食道ESD件数の少ない当院（年間10例前後）における食道ESDの治療成績と合
併症を後ろ向きに検討し、その妥当性を評価した。【方法】2011年から2015年までに当
院で食道ESDを施行した36症例42病変を対象にした。【結果】対象の内訳は男性35
例、女性1例、年齢中央値は72歳（51-90歳）。局在はCe・Ut/Mt/Lt・Ae 3/25/14、
腫瘍径中央値19mm（2-73mm）、治療時間中央値90分（35-230分）、一括切除率
93%、完全一括切除率86%であった。合併症では穿孔、術後出血、縦隔気腫は認め
なかった。腫瘍の周在性は1/2周未満/1/2周以上～ 2/3周未満/2/3周以上が25例
/11例/6例であり、そのうち術後狭窄はそれぞれ2例/4例/4例（計24%）で認めた。狭
窄予防としてステロイド局注を3例、内服を5例で行ったが、局注群3例、内服群2例で
は追加でバルーン拡張術を必要とした。局注群1例では1回目のバルーン拡張術で1cm
程度の大穿孔を起こし、手術を施行された。内服群1例では6回目で小穿孔を起こした
が、保存的に軽快した。また、狭窄形成した1例で生体吸収型ステント、別の1例で金
属ステントを留置したが、生体吸収後もしくは金属ステント抜去後にバルーン拡張術を必
要とした。【結論】食道ESDに関しては当院でも良好な完全一括切除率と安全性が得ら
れており、年間食道ESD件数が少ない施設でも食道ESDを行うことは許容されると考え
る。術後狭窄に対してはステロイド局注、内服をしてもバルーン拡張術を必要とする症例
があり、狭窄予防には更なる改善が必要と考える。また、ステロイド局注により筋層の脆
弱化が指摘されており、バルーン拡張の際には穿孔に注意を要する。

S-2（内）
抗血栓薬使用下におけるCold Polypectomyの安全性の検討
1NTT東日本札幌病院　消化器内科
○松本　美桜1、吉田　将大1、重沢　拓1、太宰　昌佳1、小野寺　学1、
横山　朗子1、吉井　新二1  　    

【背景】近年後出血の少ない手技としてCold Polypectomyが広がりつつある。2012
年に内視鏡学会の抗血栓薬休薬ガイドラインが変わり、さらに新規経口抗凝固薬も多
数発売されているが、抗血栓薬使用下のCold Polypectomyの安全性について検討
した報告は少ない。
【目的・方法】2013年8月～ 2015年9月の期間に当院で施行したCold Polypectomy
のうち、抗血栓薬を使用していた症例につき、後出血について検討を行う。
【結果】対象期間に当院で施行されたCold Polypectomyは622症例1742病変あり、
そのうち抗血栓薬使用下に施行されたCold Polypectomyは127症例374病変であっ
た。抗血栓薬の内訳はアスピリン単剤133病変（35.5％）、コンプラビン単剤が3病変
（0.8％）、プレタール単剤33病変（8.8％）、プラビックス単剤52病変（13.9％）、ワー
ファリン単剤48病変（12.8％）であり、多剤併用は68病変（18.2％）であった。新規経
口抗凝固薬に関してはプラザキサ11病変（2.9％）、イグザレルト20病変（5.3％）、エリ
キュース6病変（1.6％）であった。多剤併用も含め抗凝固薬を使用していた89病変の
うち、ヘパリン置換を施行されたのは34病変（38.2％）で、1つのポリープがイグザレル
ト置換下に施行されていた。抗血栓薬群・非抗血栓薬群間でポリープの部位、大き
さ、形態に有意差はなかった（p＝0.70,0.75,0.26）。切除後のクリップ施行率はそれ
ぞれ2.9％、3.9％でp＝0.36と差はなかった。　
後出血は抗血栓薬群・非抗血栓薬群ともに1例のみで有意差はなかった（p=0.32）。
非抗血栓薬群の出血はアスピリン継続例で、内視鏡的に止血可能であり輸血は要し
なかった。ヘパリン置換例、ワーファリン継続例に出血は認めず、透析施行例におい
ても同様であった。
【結語】Cold　Polypectomyは抗血栓薬使用下においても安全に行える手技である
と考える。

S-3（内）
Cold snare polypectomy後粘膜欠損部に見られる突起物の
出現予測因子
1手稲渓仁会病院　消化器病センター、2手稲渓仁会病院　病理診断科
○橋本　林太朗1、小松　直広1、田沼　徳真1、三橋　慧1、山本　恭史1、
濱本　英剛1、原田　拓1、真口　宏介1、大森　優子2、野口　寛子2、
篠原　敏也2  　    

［背景］Cold snare polypectomy（CSP） は小ポリープに対して広く行われている。CSP後に
粘膜欠損部の中心に白い突起物（cold snare polypectomy defect protrusions: CSDPs）
が見られることがあるが、病理組織学的には粘膜筋板と粘膜下層に相当していることが最近
明らかとなった。つまり、もし病変が粘膜筋板や粘膜下層に及ぶ場合は病変の遺残の可能性
もある。 ［目的］CSDPsの出現予測因子を同定する。［対象］2013年1月から2015年10月
までに当センターでCSPを施行した582例のうち、CSDPsの有無について判定できた535例
909病変。［方法］CSDPs出現の有無別に1.年齢 2.性別 3.病変部位 4.肉眼型（平坦型
/隆起型）5.病変径（5mm以下/6mm以上） 6.病理組織診断 7.有害事象 8.抗血栓剤の内
服 9.施行医の内視鏡経験を比較検討した。なお。手技は全て同一のスネア（PROFILETM 
11×19 mm, Boston Scientifi c, USA）を用いて施行した。［結果］CSDPsは909病変中
86病変（9.6%）に見られた。1.平均年齢（CSDPs+ 64.6 vs CSDP- 66.2, p=0.52）、2.男性
（65% vs 71%, p=0.39）、3.右側結腸（50% vs 47%, p=0.65）、4.平坦型（0-IIa） （12% vs 
14%, p=0.61）、5.病変径（6.8% vs 20%, p＜0.0001）、6.腺腫性（70% vs 72%, p=0.71）、
8.抗血栓剤の内服（1.1% vs 2.7%, p=0.72）、9.内視鏡経験2年未満/2-5年/6年- （13% vs 
9.1% vs 10%, p=0.80）であった。7.後出血や穿孔例はなかった。CSDPsは病変径とのみ相
関（≧6mm, odds ratio 3.47; p＜0.0001） が見られ、病変径以外とは相関を認めなかった。
なお、粘膜内癌が5個（0.6%）認められたが、断端は全て陰性でありCSDPsは認めなかった。
［結論］CSDPsは性別、年齢、部位、形態、病理組織、抗血栓薬の使用、内視鏡医
の経験年数とは相関がみられず、病変径との相関を示した。今回の検討では粘膜内癌の症
例ではCSDPsは見られなかったが、6mm以上のポリープに対してCSPを行う際にはCSDPs
の発現頻度が高くなることを念頭に置くべきである。

S-4（消）
十二指腸乳頭腫瘍に対する内視鏡的乳頭切除術の現状と課題
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○横山　健介1、金　俊文1、真口　宏介1、潟沼　朗生1、高橋　邦幸1、
矢根　圭1、五十嵐　聡1、佐野　逸紀1、北川　洸1、山崎　大1、
古賀　英彬1、永井　一正1  　    

【背景】十二指腸乳頭部腫瘍に対する低侵襲性治療として内視鏡的乳頭切除術（EP）が報告されてい
る。
【目的】十二指腸乳頭部腫瘍に対するEPの治療成績について検討する。
【対象と方法】当センターでは露出腫瘤型の腺腫あるいは腺腫内癌で、胆管・膵管内進展陰性例をEP
の適応としている。2000年4月から2015年3月まで当センターで診療した乳頭部腫瘍137例のうち、EPを
施行した45例を対象。男女比 31:14、年齢中央値 65（39-80）歳、腫瘍の内訳は適応病変40（腺
腫35、腺腫内癌5）、適応外病変5（腺癌2、カルチノイド2、Granulomatous polyp1）。また、治療の
際は切除後にEBS/EPSあるいはENPDを留置し、後出血予防目的として2012年8月までは治療痕辺
縁をヒートプローブでトリミング、2013年7月以降は肛門側clippingしている。検討項目は1） EPの手技内
容、2） 病理学的評価、3） 偶発症、4） 治療後経過とした。
【結果】1） 全例内視鏡的切除可能であり、一括切除39（87%）、分割切除6（13%）であった。EP後に
EBS留置38（84%）、EPS/ENPD留置43（96%）を施行、後出血予防として辺縁トリミング10（22%）、
クリッピング4（9%）を施行。2） 適応病変では、垂直断端陰性25（63%）、水平断端陰性26（58%）で
あり、完全切除は16例（36%）で得られた。一方、適応外病変は全例垂直・水平断端共に陰性が得ら
れなかった。3） EP施行30日以内の早期偶発症を22例（47%）認め、内訳は出血18、膵炎13、穿孔
3、胆管炎1であり、中等症以上は17。全例保存的に改善。4） 中央観察期間22ヶ月（5.6-121）のうち、
局所再発を5例（11% 一括切除3、分割切除2）に認め、何れも病理学的断端非陰性例（適応病変4、
適応外病変1）であり、再発までの期間は12ヶ月（9-45）であった。治療としては、EP2、EP+APC1、
膵頭十二指腸切除術2を施行。一方、後期偶発症は胆管/膵管口瘢痕狭窄による胆管炎/膵炎6、胆
石胆嚢炎3を認め、瘢痕狭窄にはEBS/EPS留置、胆石胆嚢炎では胆嚢摘出術を施行した。
【結語】十二指腸乳頭部腫瘍に対するEPによる一括完全切除例では再発を認めなかった。ただし、早
期偶発症は少なくなく、偶発症回避に対する検討が必要と考える。
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S-5（内）
十二指腸乳頭部腫瘍に対する内視鏡的乳頭切除術の治療成
績と問題点
1JA北海道厚生連　札幌厚生病院　第2消化器内科、2札幌道都病院　外科、
3JA北海道厚生連　札幌厚生病院　病理診断科
○長川　達哉1、岡田　邦明2、村岡　俊二3

【背景】十二指腸乳頭部腫瘍に対する低侵襲性治療として内視鏡的十二指腸乳頭切除術
（Endoscopic papillectomy, 以下EP）が臨床導入され久しいが，その適応病変，偶発症への対策，長期
予後など未だconcensusが得られていない点も多い．【目的】当科にて施行したEP症例をretrospective
に検討し，その治療成績から低侵襲性治療としての有用性と問題点を考察する．【対象】2003年から
2014年の間に当科にて精査後EPを施行した十二指腸乳頭部病変15例（腺癌1例、腺腫内癌2例、腺
腫11例、AVM1例）【検討項目】1）臨床像，2）治療前診断，3）治療手技，4）偶発症，5）病理組織
学的所見，6）長期予後【結果】1）平均年齢は50.7歳（24～ 85），男女比は8:7，初発症状は症状なし
74%, 腹痛13%, 消化管出血13%，生化学的所見では血清膵酵素上昇20%, 貧血13%を認めた．2）内
視鏡所見では乳頭腫大93%, 白色顆粒状粘膜80%, 粘膜面の発赤（易出血性）40%, 開口部からの出
血7%を認め，EUSでは53%が腫瘤像として描出されたが，固有筋層への浸潤像や管腔内進展像は認め
なかった．生検では腺癌3例, 腺腫11例, 所見なし1例であった．3）単線，針付きsnearを使用した一括切
除を基本手技としているが，1例は分割切除となった．副膵管切除例を除外すると切除後のEPD,EBD
留置を共に93%の症例に施行した．AVM症例では切除前に支配動脈のselectiveTAEを行った．4）急
性膵炎（中等度以上）27%, 出血（輸血施行）13%, 穿孔7%を認めた．穿孔例には開腹術が施行され，
死亡例は認めなかった．5）病変の最大径は4～32mm，切除断端は陽性13%, 陰性60%, 判定不能27%
であった。5）治療後の平均観察期間は62.5mo.，腺腫内癌, 腺腫各1例に再発を認め，腺腫再発例に
追加切除とAPC焼灼を施行した．【結語】EPは腺腫症例において腫瘍の一括完全切除が可能となり
再発も低率であることから外科的切除術よりも低侵襲性が証明され，EPD,EBD,止血術など併用治療の
技術向上により比較的安全な手技となりつつある．しかし大量出血，穿孔のriskは他の胆膵領域治療よ
りも高く，手技とRisk managementの習熟が重要と考えられた．

S-6（消）
当院における十二指腸腫瘍（乳頭部腫瘍を除く）に対する内視
鏡的切除の現状
1KKR札幌医療センター　消化器科
○関　英幸1、鈴木　潤一1

【目的】十二指腸腫瘍は稀な疾患であり,治療に関しコンセンサスはない.一般に外科的
治療は歴史がありその手技が確立されているものの,侵襲が大きく術後回復までに時
間がかかる.一方,内視鏡治療はその手技,合併症などに関する検証は十分ではない.そ
こで今回当院での十二指腸腫瘍に対する内視鏡的切除例の検討から,切除手技と
偶発症についての現状を検討した.【方法】平成16年1月から27年9月の間に,当院で
十二指腸腫瘍（乳頭部腫瘍を除く）に対して内視鏡的切除が施行された29例（男性
21例,女性8例,平均年齢63.6±12.3歳）を対象に臨床病理学的特徴,切除手技,偶発
症に関して検討した.【成績】病理学的特徴：肉眼形態は0-1型3病変,0-2a型14病
変,0-2a+2c型10病変,0-2c型2病変で,存在部位は球部4病変,下行脚22病変,水平
脚3病変であった.腫瘍径は9.0±5.6mm.病理診断は腺腫16病変,m癌10病変,sm癌
3病変であった.切除手技：当院での腺腫を含めた十二指腸腫瘍に対する内視鏡治
療の選択は,粘膜下層への局注で充分な隆起が得られず,スネアでの一括切除が困
難な症例にはESDを,粘膜下層の局注で充分な隆起が得られ,スネアでの一括切除が
可能と判断された症例ではEMRを原則として行っている.これまで早期十二指腸癌13
例中9例でESDが行われ3例でEMR,1例で留置スネアを使用したpolypectomyを施行
している.腺腫では16例中10例でESD,6例でEMRが行われた.偶発症予防の目的で
平成21年からは術前術後に蛋白分解酵素阻害薬を使用し,切除時にCO2送気を使
用した.H23年10月からは術後にclip縫縮を行った.偶発症：穿孔1例,後出血2例を認め
た. clip縫縮を追加してからは術後出血を認めていない.輸血,外科手術などを要する
重篤な偶発症は認めなかった.【結論】十二指腸は管腔が狭く壁は菲薄であり,他部位
の消化管と比較すると内視鏡的切除は困難である.しかし,症例に応じた適切な切除
方法を選択することで,内視鏡的切除術は偶発症を考慮しても外科治療と比較して侵
襲が少なく有用な治療となりうる可能性があると考えた.

S-7（消）
胆管結石治療困難例におけるHolmium-YAG Laser ／ダブ
ルバルーン内視鏡を用いた低侵襲治療
1イムス札幌消化器中央総合病院消化器病センター
○野村　友祐1、丹野　誠志1、岸　宗佑1、羽廣　敦也1、葛西　幸穂1、
平田　翔1、山本　浩1、金野　陽高1、上野　敦盛1、平池　則雄1、
葛西　和博1　

【背景と目的】胆管内腔を占拠するような大結石や重積結石症例，術後再建腸管症
例といった胆管結石治療困難例では結石除去に難渋することが少なくない。今回，
治療困難例における胆道鏡下Holmium-YAG Laser（Ho-Laser）およびダブルバ
ルーン内視鏡下ERC（DB-ERC）を用いた載石術の有用性について検討した。【対
象と方法】2013年9月から2015年11月までに経乳頭的（SpyGlass）または経皮経肝
的にHo-Laser載石術を施行した12例（男6女6，年齢中央値76歳）および2011年
11月から2015年11月までにEC-450BI5（Fujinon）を用いてDB-ERCを施行した術
後再建腸管27例中胆管結石18例（男16女2，年齢中央値76歳）を対象に，患者背
景，完全載石率，偶発症について検討した。【結果】Hoレーザー載石術は経乳頭
的治療を9例（75％），肝内結石または前医でPTBD施行後の症例に経皮経肝的治
療を3例（25％）行った。術後再建腸管症例は0例。結石径中央値は24.5mm（15
～ 53mm），結石数中央値1個（1～ 15個），施行回数中央値1.5回（1～ 4回），完
全載石率100％であり，12例全例で結石の完全除去が可能であった。DB-ERC下
載石例における腸管再建術式は18例全例がRoux-en-Y再建（胃全摘15例，胃部
分切除1例，胆管切除2例）であり，全例で乳頭へ到達し胆管造影に成功した。結
石径中央値は6mm（4～ 15mm），結石数中央値3個（1～ 11個），施行回数中央
値は1回（1～ 4回）で，完全載石率100％と全例で載石治療を完遂し得た。いずれ
の治療においても術者1名，助手2名以上の医師を必要とした。治療関連偶発症は
みられなかった。【結論】Ho-LaserおよびDB-ERC下載石術は，胆管結石治療困
難例において優れた治療効果があり安全に施行可能な低侵襲治療である。しかし3
名以上の医師を必要とする複雑で高難度の内視鏡治療であり熟練を要する。

S-8（内）
膵切除後の膵周囲液体貯留に対する低侵襲治療：EUS下ドレ
ナージに関する検討
1札幌医科大学　腫瘍・血液内科学講座、2札幌医科大学　消化器・総合、
乳腺・内分泌外科学講座
○小野　道洋1、石川　和真1、松野　鉄平1、佐藤　勉1、佐藤　康史1、
宮西　浩嗣1、小船　雅義1、木村　康利2、竹政　伊知朗2、加藤　淳二1

【背景】膵切除後には膵液瘻などに起因して嚢胞を形成することがあり、経皮ドレナージが広く行われ
るが、長期間の外瘻はQOLの低下につながる。超音波内視鏡下ドレナージ（EUS-D）は膵炎後の
液体貯留に対しては有効性が確立されつつあるが、膵切除後膵周囲液体貯留に対してはコンセン
サスが得られていない。しかし、一期的内瘻化が可能なEUS-Dは低侵襲でQOL改善に寄与する
可能性がある。【目的】当科における膵切除後膵周囲液体貯留に対するEUS-Dの成績を検討するこ
と。【対象と方法】2008年8月～ 2014年10月に当院で施行された膵手術298例（PD7/PPPD120/
SSPPD63/DpPHR6/MP13/DP75/TP1/膵消化管吻合6/その他7）のうち、膵切除後に液体が
貯留して嚢胞を形成し、当科でEUS-Dを施行した7例（2.4%）を対象とし、後方視的に患者背景、
治療成績（チューブの留置成功率と内訳、臨床的成功率、追加経皮処置/偶発症/嚢胞再燃の有
無）について検証した。臨床的成功は画像上の嚢胞縮小かつ症状消失と定義し、偶発症はASGE
のガイドラインに基づいて判定した。【結果】患者背景は男4女3、年齢中央値76才（25-81）、原疾
患はIPMC2/PNET2/転移性膵腫瘍2/膵癌1、術式はDP4/PPPD1/MP1/膵部分切除1であっ
た。全例が有症状で腹痛6/発熱4/嘔吐1 （重複あり）、術後から液体貯留までの期間は中央値6.9月
（0.4 ～ 20.3月）、嚢胞径の中央値は51mm（34～ 80mm）であった。チューブ留置成功率は100%、
内訳はPS1/MS2/ENBD2/MS+ENBD2で、3例（42.9%）で一期的に内瘻化されており、ENBD
留置4例も留置中央期間7日（3-17）と外瘻期間は短かった。臨床的成功率は100%で、追加経皮
処置はなく、偶発症は認めなかった。嚢胞再燃はPS1例のみで、2か月後にPSが自然脱落してい
たため、PS再留置を要した。MS単独の1例とENBD単独の2例は抜去後チューブフリーとし、MS
単独の1例とMS+ENBD併用の2例は抜去時にPSに変更していずれも再燃していない。【考察】膵
切除後膵周囲嚢胞に対するEUS-Dは低侵襲で手技・臨床的成功率は高い。一期的内瘻化も可
能で外瘻としても留置期間は短く、QOL改善に寄与できる可能性がある。
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S-9（消）
内視鏡的胆道ドレナージは膵癌化学療法症例の予後に影響を
与えるか
1釧路労災病院　内科
○羽場　真1、中島　正人1、平田　甫1、中野　真太郎1、北原　言1、
二瓶　壮史1、小田　寿1、曽我部　進1、高橋　一宏1、小林　良充1、
寺下　勝巳1、宮城島　拓人1　

【背景】膵癌による胆道閉塞には内視鏡的胆道ドレナージ（EBD）が低侵襲で有効性が高く，
不可欠な治療と考えられる．しかし近年の多剤併用レジメンによる化学療法（化療）で強い免
疫抑制状態となり，ドレナージ不良による胆管炎等で化療を制限されることもあるため，EBD不
要症例と比較して予後を損なうことが懸念される．【目的】膵癌化療症例に対してEBDの生存
期間への影響を明らかにすること．【対象と方法】2012年4月 - 2015年3月までに当院で非
切除膵癌に対して化療を施行した患者73例を対象とし，化療開始時にEBDが必要であった
症例をD群：24例，不要であった症例をN群：49例として，両群の生存期間について後方視
的に比較検討した．【結果】患者背景（男性 / 年齢中央値（範囲） / 膵頭部病変 / StageIVb
（膵癌取扱い規約第6版）症例）は，D群：15例 / 73歳（54 - 86歳） / 24例 / 14例，N群：
35例 / 67歳（44 - 80歳） / 9例 / 42例であり，性差はなかったが，年齢，病変部位，臨床
病期で有意差を認めた．D群の初回ステントとして18例に金属ステント，6例にプラスチックステ
ントを使用した．初回化療レジメン（FOLFIRINOX / GEM+nab-PTX / GEM / S-1）はD
群：7 / 0 / 14 / 3，N群：14 / 2 / 27 / 6で，奏効率 / 病変制御率はD群：15％ / 75%，
N群：15% / 66%と有意差を認めなかった．D群でステント閉塞は9例に生じ，うち8例は治療
後に化療の継続が可能であった．N群では8例に胆道合併症を生じ，6例にEBDを要した．そ
のうち2例ではEBD後も化療の継続ができなかった．生存期間中央値 / 1年生存割合はD
群：11.5か月 / 48%，N群：9.8か月 / 37％で有意差を認めなかった．EBDの有無，性，年
齢，臨床病期，初回化療レジメン，ステント閉塞あるいは胆道合併症の有無の生存期間への
影響について多変量解析を行ったところ，年齢，臨床病期が抽出され，EBDの有無は予後
規定因子とはならなかった．【結論】膵癌化学療法症例に対してEBDを適切に行うことにより，
EBD不要症例と比較して予後を減じることなく同等の治療を行うことが可能である．

S-10（消）
当教室における鏡視下手術教育プログラム
－初期教育から技術認定医取得まで－
1北海道大学　消化器外科学分野 I
○下國　達志1、川村　秀樹1、吉田　雅1、本間　重紀1、崎浜　秀康1、
武冨　紹信1　

【はじめに】近年，低侵襲手術として鏡視下手術があらゆる外科領域で急速に普及して
きており，消化器癌においては胃癌・大腸癌を中心に，所謂高難易度の腹腔鏡手術
が盛んに行われるに至った．しかしそれらの手術を安全に施行するためには高い技術レ
ベルが要求されるため，その教育・指導が重要な問題となっている．また，日本内視鏡
外科学会では，一定程度の技術レベルに到達したことを担保する証である技術認定医
制度（合格率30%程度）がつくられている．当教室では鏡視下手術の技術を効率よく身
に着けるために，若い世代からオーガナイズした教育・指導を行うことが重要と考え，1. 
鏡視下基本操作習得のための初期教育，2. 中堅医師に対する実地指導，3. 内視鏡
外科技術認定医取得希望者への直接指導，から成る教育プログラムを2013年より導入
している。【目的】当教室における教育の実際とこれまでの効果について報告する．【方
法】初期教育は日常および他施設に赴いてのドライボックスでの縫合結紮練習、モチ
ベーション維持も兼ねて年3回の競技会，年2回のアニマルラボでの胃・大腸切除執刀，
更に習熟度により実臨床で腹腔鏡下回盲部切除執刀を経験．アドバンス手術の実地
指導は北海道大学病院以外にも当科関連施設へ技術認定既取得者が赴く．日本内
視鏡外科技術認定取得コースではこれまでに13人が指導を受けて受験に挑んだ．【結
果】既定の縫合結紮の所用時間は、指導前期（150±42 秒）、中期（130±35秒）、
後期（119±26秒）と時間短縮化を認めた。実施指導はこれまで道内関連施設18施設
へ赴き，すべての施設で胃，大腸癌に対する鏡視下手術が導入されるに至った．また
技術認定医が在籍する関連施設は5から12施設に増加した．指導を受けた技術認定
医受験者のうち技術認定合格者は8名（61.5%）であり、臓器別には胃42.9％（3/7）、
大腸83.3％（5/6）と全国平均よりも高率であった．【結語】当科の段階的鏡視下手術
教育プログラムはまだ開始して間もないが，すぐれた教育効果があると考えられる．
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S-11（内）
消化管出血のpit fallとしての
primary/secondary aortoenteric fi stula
1江別市立病院　消化器内科、2札幌東徳洲会病院　消化器センター
○松原　悠1、太田　智之2

　大動脈瘤の消化管内穿破は，剖検症例の0.05～0.07%に認められる稀な症例で
あり，腸管大動脈瘻（aortoenteric fi stula：AEF）と呼ばれる．大動脈瘤の消化管へ
の穿破の様式は，動脈瘤の自然経過で起こる一次性穿破（primary AEF：PAEF）
と，大動脈手術後の人工血管に関連する二次性穿破（secondary AEF：SAEF）
に分けられ，二次性が圧倒的に多いとされる．
　AEFの症状は吐血（64-94%），腹痛（32-48%），拍動性腹部腫瘤（17-25%）が3
徴とされてきたが，この3徴が揃う割合は低く，既報では11%-27.8%とされている．また
消化管出血での発症が多い事から，緊急内視鏡検査が優先され診断に苦慮し，確
定診断に至らず死亡させてしまう危険性があり，未だに死亡率が高い疾患とされてい
る．
　上部内視鏡検査でAEFを疑う所見としては，十二指腸水平脚の凝血塊，管外性
の拍動性腫瘤，動脈性出血などがあるが，これらの観察が必ずしも可能とは限らず，
診断率も25%と低い．診断には腹部超音波検査や腹部造影CT検査などが推奨され
ており，特に腹部造影CT検査の診断率が高いとされ，十二指腸周囲の動脈瘤壁の
連続性消失や，後腹膜腔の空気像などが本症を疑う所見とされている．
　消化管出血で来院した患者が，腹痛や拍動性腫瘤等の随伴症状を伴い，とくに
腹部大動脈瘤人工血管置換術後である場合，緊急内視鏡を行う術者はAEFも鑑
別疾患として念頭に置く必要がある．検査は可能なら腹部造影CT検査を先行すべ
きであるが，緊急内視鏡検査が先行した場合でも，診断がつかない場合は深追いせ
ず他の画像検査に切り替えるべきと考える． 
　吐下血を主訴に救急受診され，緊急内視鏡で診断がつかなかったPAEF/
SAEFの2症例を，文献的考察も加え報告する．

S-12（消）
上腸間膜動脈解離16例の臨床的検討
1札幌東徳洲会病院　消化器センター、2札幌東徳洲会病院　IBDセンター、
3札幌東徳洲会病院　外科、4札幌東徳洲会病院　放射線科
○曽々木　昇1、佐藤　龍1、巽　亮二1、好崎　浩司1、高坂　琢磨1、
坂本　淳1、網塚　久人1、木村　圭介1、古川　滋2、前本　篤男2、
唐崎　秀則3、河野　透3、齋藤　博哉4、太田　智之1  　    

【背景】上腸間膜動脈解離は比較的稀な疾患であり、急性腹症として鑑別疾患に挙がる
重要な疾患である。症例報告や複数症例の検討も報告されているが、治療について統
一した見解は得られていない。【対象】2008年10月～ 2015年9月の7年間において当院
で上腸間膜動脈解離と診断された症例のうち、画像所見が明らかな16例について検討し
た。なお、大動脈解離に続発した症例は除外した。【結果】平均年齢は52.6歳（43～ 66
歳）、男性16人に対し女性0人で全て男性であった。全ての症例に上腹部痛を認めた。
13例中11例（85%）に喫煙及び8例（62%）に飲酒を認め、16例中9例（56%）に高血圧が
存在した。解離の発症部位は上腸間膜動脈の起始部から30mm以内にとどまり、解離範
囲の平均値は90mm（70～ 150mm）であった。ステントを留置されたのは3例（19%）で、
2008年に1例・2010年に2例施行されているのみで、検討期間前半の症例に限られてい
た。以後は保存的治療のみで経過をみているが重篤な合併症を発症した症例は存在しな
い。保存的治療には腹痛が消失するまでの腸管安静と降圧が必要であると考えられ、今
回の検討では平均絶食期間は4.4日（1～ 11日）で、退院前の収縮期血圧は16例中15
例が約120mmHg以下の範囲まで降圧されていた。なお、突然の腹痛を発症し救急搬送
され、CTで中結腸動脈瘤破裂および上腸間膜動脈解離の診断がついた症例が1例存
在する。同症例は緊急IVR及び開腹手術が施行され、病理診断で分節性動脈中膜融
解（segmental arterial mediolysis:SAM）であることが明らかになった。【考察】上腸間膜
動脈解離の危険因子として、中年男性・喫煙・高血圧が指摘されており、今回の検討
でも同様にそれらが存在する症例が多く認められた。緊急開腹手術症例を除く15例は重
篤な合併症を発症せず良好な転帰を辿った。腸管虚血や動脈瘤形成などを認めない場
合は必ずしも侵襲的な治療を行う必要はなく、保存的治療が可能であると考えられる。

S-13（消）
急性腹症におけるCT fusion超音波の有用性
1名寄市立総合病院　消化器内科
○鈴木　康秋1、小林　裕1、村上　雄紀1、久野木　健仁1、芹川　真哉1、
杉山　祥晃1　    

【はじめに】我々はこれまでCT fusion超音波による肝癌の診断・局所治療の有用性につ
いて報告してきた。今回、肝臓以外の領域においてCT fusion超音波をおこない、急
性腹症の診断に有用であった4症例を経験したので報告する。【症例1：小腸アニサキス
症】60歳代・男性。刺身摂取後に腹痛を発症し、近医受診。イレウスの診断で当科に
紹介。腹部CTにて、右下腹部に限局した回腸の浮腫性肥厚とその口側腸管の拡張及
び腹水を認めた。小腸アニサキス症が考えられ、小腸のCT fusion超音波を施行。超
音波でもCTの病変部に一致し、腸管の限局性浮腫像（corn sign）を認め、さらに管腔
内に不規則な運動をするアニサキス虫体を同定し、確定診断に至った。【症例2：癒着性
イレウス】60歳代・男性。刺身摂取後に腹痛を発症し、イレウスの診断で近医に入院。
絶食・補液にて保存的加療をおこなうも改善せず、当科に転院となった。小腸アニサキ
ス症と癒着性イレウスの鑑別のため小腸のCT fusion超音波を施行。症例1のようなcorn 
signは認めず、小腸アニサキス症は否定された。虫垂炎術後瘢痕からの走査にて、CT
の腸管狭窄部に一致して、腹壁と癒着し腸管を狭窄している構造物を同定し、癒着性イ
レウスと診断した。イレウス管を挿入したが、改善せず手術を施行。CT fusion超音波で
指摘された部位に癒着を認め剥離した。【症例3：大腸魚骨穿通】80歳代・女性。右
側腹部痛にて当科受診。腹部CTにて上行結腸肝彎曲に線状の異物を認め、その近
傍に膿瘍を形成していた。大腸のCT fusion 超音波にて、針状異物の大腸穿通を同
定し得た。緊急手術を施行し、魚骨の穿通が確認された。【症例4：胆嚢穿孔】70歳
代・男性。胆石胆嚢炎・胆嚢周囲膿瘍疑いで入院。ERCPの際に胆嚢からの造影剤
漏出が疑われた。ERCP後CTとfusionして胆嚢の造影超音波を施行。CTの胆嚢外造
影剤貯留部に一致して、胆嚢壁の断裂・穿孔を同定し、緊急手術となった。【結語】急
性腹症において、超音波で全腸管を観察するのは困難であるが、CT fusion超音波に
よりターゲットを絞った観察が可能となり、診断に有用となると考えられる。

S-14（消）
当院で経験した非閉塞性腸管虚血症に伴う腸管切除症例の
検討
1札幌東徳洲会病院　消化器センター、2札幌東徳洲会病院　IBDセンター、
3札幌東徳洲会病院　外科
○福山　秀青1、巽　亮二1、高坂　琢磨1、坂本　淳1、佐藤　龍1、
木村　圭介1、太田　智之1、古川　滋2、前本　篤男2、前島　拓3、
深堀　晋3、笠井　章次3、向井　信貴3、吉川　大太郎3、唐崎　秀則3

【背景と目的】 非閉塞性腸管虚血症（Non-Occlusive Mesenteric Ischemia; 
NOMI）は腸管を栄養する血管に器質的閉塞を伴わずに腸管虚血・壊死をきたす
予後不良な疾患である.この度NOMIによる腸管壊死に対し腸管切除を行った10症
例の臨床背景と予後を後ろ向きに検討した. 【方法】 2009年12月から2015年4月ま
でに当院で経験した10例のNOMIを検討した. なお、NOMIは腸管切除後の病理
結果にて確定診断とした.【結果】患者の性別は男性7例, 女性3例であり,平均年齢
は78歳であった. 基礎疾患を持つ症例は9例（90%）であり高血圧（6例）・心房細動
（4例）・糖尿病（4例）・慢性腎不全（5例）等が存在した. NOMI発症の時期は12
月から2月にかけての冬季に5例（50%）が発生していた. 発症時の主訴は腹痛が6例
（60%）, 嘔吐3例（30%）, 下血が3例（30%）であった. 身体所見で腹膜刺激症状
を呈した症例は5例（50%）であり,意識障害のため所見がとれない症例も2例あった. 
腸管虚血を示唆する門脈内ガス・腸管の壁在気腫・腸管の血流障害は腹部CT
によって8例（80%）に認められた. 門脈内ガスは2例（20%）, 腸管の壁在気腫は5例
（5%）に認められた. 腹部造影CTは7例（70%）で施行され, うち6例（86%）に腸管
の造影不良は認めた. 発症から手術までに要した平均時間は19.4時間であり, 生存
例は12.4時間, 死亡例では26時間であった.【結論】 NOMIの発症には高齢, 基礎
疾患など循環不全をきたしやすい患者背景が存在する可能性が高いと考えられる.ま
た,早期に外科手術を行い,腸管切除範囲が短いことが予後の改善につながる可能
性が示唆された.
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S-15（消）
胆汁漏・膵液漏・リンパ漏を伴う急性腹症の診断と内科的アプ
ローチ
1札幌厚生病院　第2消化器内科
○北川　翔1、宮川　宏之1、長川　達哉1、平山　敦1、岡村　圭也1、
奥　大樹1　

【目的】比較的稀である胆汁漏・膵液漏・リンパ漏を伴う急性腹症例に対する診断お
よび治療を検討する．【方法】2010年10月から2015年10月までに当科で経験した，
術後症例を除く胆汁漏・膵液漏・リンパ漏を伴う急性腹症例6例をretrospectiveに
検討した．【結果】症例の内訳は胆嚢穿孔2例 （特発性1例，胆管腫瘍栓の落下に
よる胆嚢内圧の上昇1例），膵仮性嚢胞の腹腔内破裂2例 （出血性1例，感染性1
例），膵管破綻1例，乳び腹水1例であった．臨床症状は突発的な腹痛の自覚が5
例，発熱が4例であり，腹部所見は限局性の圧痛が4例，腹部全体の圧痛が2例で
あった．血液検査所見では白血球数は5例が基準値内で，CRPは4例で1.0 mg/
dL未満であった．全例で造影CTを即日施行しており，6例で腹腔内の液体貯留を
認め，うち5例で原因を推定可能であり，残る1例は腹腔穿刺にて乳び腹水を確認し
た．全例で内科的治療が試みられており，3例は内科的治療のみで軽快 （PTGBD，
ENPD+EUS下仮性嚢胞ドレナージ，リピオドールリンパ管造影），2例は内科的治療
で軽快後に待機的に手術を施行 （ENGBD→胆嚢摘出術，ENPD→膵尾部切除
術），1例は内科的治療後に緊急手術となり （ENPD→開腹洗浄ドレナージ），全例
が生存中である．【結論】突発的な腹痛を呈する症例では胆汁漏・膵液漏・リンパ漏
も鑑別にあげ，血液検査所見で大きな異常がなくとも早期に造影CTを施行したこと
が早期診断につながった．また，腹部所見をもとに漏出部位を推定し漏出を抑制す
る治療に可及的速やかに移行することで，原因不明の腹膜炎の診断のもと緊急開
腹術となることを回避できると考えられた．

S-16（内）
急性胆石性膵炎に対する膵管ステント留置術
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、櫻井　環1、釋　亮也1、小柴　裕1、宮崎　悦2、
佐藤　正文3、川崎　亮輔3、行部　洋3、横山　啓介3、嘉成　悠介4、
池田　裕貴4

【目的】急性胆石性膵炎 （ABP）に対する発症早期の内視鏡的治療 （EST・胆管ドレナージ）は
有用である。内視鏡的膵管ステント留置術 （EPS）は、ERCP後膵炎予防や様々な膵疾患の治
療に有用な手技であるが、ABPに対するEPSの有用性に関する報告は散見されるのみである。
今回、ABPに対するEPSの有用性と安全性について検討した。
【方法】対象は2002年1月～ 2015年10月に経験したABP 112例のうち、入院48時間以内に
ERCPを施行した76例。EPSを施行した39例 （A群）とEPSを施行しなかった37例 （B群）につ
いて、背景因子、胆管挿管率 （胆管ドレナージ率）、EST施行率、偶発症などを比較検討した。
膵管ステントは5Fr3cm両端flap付Geenen pancreatic stent （COOK Endoscopy）を使用した。
【成績】1） 年齢、性別、発症および入院からERCPを施行するまでの時間、初回ERCP検査
時間、厚労省急性膵炎重症度判定基準 （2008年）の重症度、CT severity index、BISAP 
scores、血清amylase値、CRP値などに関して両群に有意差は認めなかった。抗血栓薬服用
例はA群 28.2% （11/39）はB群 8.1% （3/37）に比して有意に多かった （P=0.037）。2） 初回
ERCPの選択的胆管挿管率はA群89.7% （35/39）、B群 94.6% （35/37）であり有意差は認
めなかった （P=0.675）。3） 初回ERCPでのEST （needle knife precutを含む）施行率はA群 
72.7% （30/39）はB群 100% （37/37）に比して有意に低率であった （P=0.0024）。4） 膵合併
症 （necrosectomy施行）はA群2.6%、B群5.4%で有意差はなかった （P=0.610）が、ABPによ
る死亡率では、A群 （0%）はB群 （12.1%）に比して少ない傾向にあった （P=0.052）。
【結論】ABPに対するEPSは安全で有用な手技であり、EST困難例や抗血栓薬服用例などの
EST不適切例に対して有用である。真の有用性の評価には、multicenter prospective RCT
が必要である。

S-17（消）
急性胆嚢炎に対する術前処置と腹腔鏡下手術の治療成績の
術後スコアによる検証
1北海道消化器科病院　外科
○田中　栄一1、森田　高行1、藤田　美芳1、加藤　健太郎1、中山　智英1、
楢崎　肇1、桑谷　俊彦1　

（背景）TG13ガイドラインでは急性胆嚢炎（AC）に対する急性期手術を推奨している。当院
では発症から2週程度の時期に待機的手術を採用している。急性期手術の採用には施設
差があり、緊急対応の負担も小さくない。また、ACで問題となる術後合併症や開腹移行は
低侵襲手術のメリットを失うものである。（対象）当院にて2008年1月から2014年12月までに
腹腔鏡下胆のう摘出術を行った1378例（男性706例/女性672例、年齢中央値59歳（16-
92））を対象とした。このうち急性胆嚢炎は284例（21％）。（結果）ACを除いた症例の開腹
移行率は21例（1.9％）、ACは25例（8.8％）で有意にACに多かった。開腹理由は胆嚢頚部
から胆嚢管の同定不能が27例、胆嚢消化管ろうの正確な処理のためが10例、術後癒着
が6例で出血2例や胆道損傷（総胆管）1例は少なかった。術後消化管ろう、胆汁ろうおよ
び出血は認めていない。術前処置としてENGBD29例、PTGBD133例（PTGBA8例含
む）とAC全体の57％に行っているが手術時間で比較すると中央値でENGBD、PTGBD、
処置なしでそれぞれ125,100,105（分）で有意差はなかった。各術者が胆嚢剥離、胆嚢
管同定処理および胆嚢動脈同定処理について3段階で難易度を評価しその和（0（易）-6
（難）点）をスコアとした。スコア0で平均66分、スコア2，4，6でそれぞれ93,129,157分とよ
く手術時間と相関した。術中の出血や胆嚢損傷の有無（ともにあり/どちらか/なし）ともそれ
ぞれ平均値3.4．2.2，0,7とよく相関した。ACとそれ以外とで手術時間・スコアを見るとそ
れぞれ平均105,70分および平均値3.3、0.9とACで有意な延長及びスコア高値を認めた。
しかし、術前処置の有無での比較ではENGBD，PTGBDおよび処置なしでそれぞれ平均
値3.9,3.2,3.2と手術難易度評価上、有意差を認めなかった。（考察）術前の胆嚢ドレナー
ジは自覚症状、炎症反応の速やかな軽快に有効で手術への橋渡しの役割を果たす可能
性がある。スコア上優位性はなかったものの、PTGBDなどによる介入による手術成績は良
好で急性期手術の利点に関してはさらに検討が必要である。
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001（消）
原発不明の腹膜播種と鑑別を要し，診断的腹腔鏡が有用で
あった結核性腹膜炎の1例
1小樽市立病院　初期臨床研修医、2小樽市立病院　消化器内科
○佐藤　美帆1、飯田　智哉2、後藤　啓2、中垣　卓2、矢花　崇2、
安達　雄哉2、近藤　吉宏2

【はじめに】結核性腹膜炎はまれな病態で, 良性疾患ではあるもののPETでは腹腔内
に多発性に異常集積を認めるとされ, 悪性腫瘍と鑑別が困難なことも多い. 今回, 我々
は原発不明の腹膜播種と鑑別を要し, 診断的腹腔鏡が有用であった結核性腹膜炎の
1例を経験したため, 文献的考察を加えて報告する.【症例】サハリン在住の25歳のロシ
ア人女性は, 3ヵ月間持続する腹痛を認め, CTで腹腔内に多発するリンパ節腫大を指
摘され, 悪性リンパ腫疑いと診断された. 日本での治療を希望され当科を受診, 血液検
査ではsIL-2Rは767U/mlと軽度の上昇に留まっており, CA125が236.6U/mlと上昇
していた. 造影CTでは腸間膜にリング状に濃染される内部がやや低吸収の多発リンパ
節腫大, 骨盤内腹膜の肥厚, 腹水貯留を認め, PETでも腹腔内に多数の異常集積を
認め, 原発は不明であったものの悪性腫瘍の腹腔内多発リンパ節転移, 腹膜播種と考
えた. 他院で行った腹水細胞診は陰性であった. また, 両肺野に小結節影, 網状影を
認め, 非特異的な炎症性変化と当初は診断したが, 鑑別診断として行ったQFT検査
が陽性であったことから, 結核性腹膜炎の可能性も考慮して診断的腹腔鏡検査を施行
したところ, 腹壁や肝表面, 腸間膜に多数の白色結節を認めた. 腹水ADAは76.2IU/
lと上昇しており, 組織は乾酪壊死を伴った類上皮細胞肉芽腫の所見を呈していて, 結
核菌PCR反応も陽性で, 結核性腹膜炎と確定診断されたため, 抗結核治療を開始し
た.【考察】結核性腹膜炎は結核患者の0.1-0.7%に見られるまれな病態である. 画像
上特異的な所見に欠け, 本症例同様PETで異常集積を認めることがあり, 悪性腫瘍と
の鑑別が困難なことも多い. CA125の上昇や腹水中のADA上昇は腹膜播種との鑑別
に有用であるとされているが, 確定診断のための診断的腹腔鏡の有用性は以前より報
告されており, 本症例でも診断および治療方針を決定する上で重要であった. 原発不
明の腹膜播種を疑う際には鑑別疾患として結核性腹膜炎を挙げる必要があり, その診
断には腹腔鏡検査が極めて有用であると考えられた.

002（消）
腹膜癌の一例
1留萌市立病院、2札幌医科大学　腫瘍・血液内科
○永島　裕之1,2、茎津　武大1、保木　寿文1,2、野田　さやか1,2、
笹川　裕1

症例は65歳女性。平成27年6月腹部膨満感を主訴に当院を受診した。その際に
施行された血液検査、画像検査では特に異常を認められず、内服薬を処方され経
過観察となった。9月再度に症状の増悪を自覚し、当科受診した。その際の血液
検査でCEA,CA19-9等の腫瘍マーカーは上昇を認めないものの、CA125の上昇が
認められ精査加療を目的に当科入院となった。上下部消化管内視鏡検査で異常
を認められず、婦人科で経膣超音波検査でも卵巣等に明らかな異常を認めなかっ
た。CTでは多量の腹水貯留と腸間膜の肥厚が認められた。MRIでは子宮周囲の
T2等信号領域を認められ、腹膜播種を疑われた。腹水細胞診を施行されClass V 
（adenocarcinoma）との結果であった。PSが不良であったことから腹腔鏡等による
検査は行わず臨床的な腹膜癌clinical stage IIIの診断のもと、当院で化学療法を
開始された。卵巣がんの治療に準じてTC療法（タキソール＋カルボプラリン）＋アバス
チンを施行され計3コースで腹水の消失、腫瘍マーカーの著明な低下を認め、札幌
医大婦人科で手術を施行された。（病理結果未着）原発性腹膜癌は、大網、横隔
膜、腸間膜を覆う中皮細胞、更にはこれと連続性のある卵巣表層上皮細胞から多
中心性に発生する腫瘍である。実地臨床において「原発不明がん」もしくは「全身状
態不良」として化学療法のみによる治療がなされているが、腫瘍減量術を併用しない
化学療法は推奨されない。臨床所見が多量の腹水、正常大の卵巣所見、他臓器
に原発が見つからない等の所見から消化器科でもしばし経験される。腹膜癌の疾患
概念、手術、化学療法の集学的治療で予後が良好な症例が含まれることは、消化
器科一般臨床を行う上で、必須と考えられたため報告する。

003（消）
ペメトレキセド静脈内・シスプラチン腹腔内併用療法が奏功し
た悪性腹膜中皮腫の一例
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、
3KKR札幌医療センター斗南病院　病理診断科
○小野山　直輝1、近藤　知大1、杉山　絢子1、辻　靖1、平山　眞章2、
小山田　ゆみ子3

【はじめに】悪性腹膜中皮腫は標準治療が確立されていない予後不良な疾患であ
り，生存期間中央値は4.7ヶ月と報告されている．ペメトレキセド（PEM）静脈内・シ
スプラチン（CDDP）腹腔内併用療法を行い，発症から約1年間無増悪生存中の症
例を報告する．【症例】60歳代 男性．【主訴】腹部膨満感【生活歴】アスベストへの
暴露歴なし．【現病歴】2015年1月から腹部膨満感を自覚し，2月に近医を受診した．
CT検査で腹水の貯留と大動脈周囲リンパ節の腫大を認めた．がん性腹膜炎を疑
い，上下部内視鏡検査，PET-CT検査や審査腹腔鏡を施行されたが原発巣の同
定が困難であり，原発不明癌がん性腹膜炎に対する治療のため当院に紹介された．
3月に当院外科で審査腹腔鏡と腹腔ポートの留置を行った．同時に免疫染色を行い，
中皮マーカーであるcalretinin（+）,D2-40（+）,CK5/6（+）で，CK7（-）,CK20
（-）,ER（-）,PgR（-）,TTF-1（-）,CEA（-）, cdx2（-）, PSA（-）で あ
り，悪性腹膜中皮腫と診断した．同月からPEM静脈内・CDDP腹腔内併用療法を
行った．毒性は血液毒性，非血液毒性ともに軽微でありGrade3以上の有害事象を
認めなかった．CT検査では腹水減少，腹水細胞診は陰転化した．CA125は初診時
5269 U/mlであったが12月には233 U/mlに低下した．2015年12月現在増悪を認め
ない．【考察】欧米においてCDDPの腹腔内投与は進行卵巣癌の標準治療の1つで
あり，安全に施行可能である．悪性腹膜中皮腫に対する腹腔内療法は2006年から
2015年の間に9例が報告され，その有用性が示唆される．検索した限り，悪性腹膜
中皮腫に対してPEM静脈内・CDDP腹腔内併用療法を行った症例は認めず，第1
報と思われる．【結語】悪性腹膜中皮腫に対してPEM静脈内・CDDP腹腔内併用
療法を行い，長期に奏効を得た1例を経験した．

004（消）
悪性腹膜中皮腫の1例
1岩見沢市立総合病院　消化器内科、2ジェネティックラボ　病理解析センター
○曽根　孝之1、林　健児1、大森　沙織1、大和　弘明1、大平　浩司1、
加藤　寛士1、近藤　信夫2、高木　芳武2

【症例】60代、男性【現病歴】2ヶ月前から食欲不振、体重減少を認めて、近医
を受診した。上部消化管内視鏡検査で逆流性食道炎と診断され、プロトンポンプ阻
害薬が処方されていた。症状が改善せず、当科を受診し、CTで腹膜に多発する
腫瘤と腹水を認めた。肝右葉に接する腹膜腫瘍を認め、肝内腫瘍の浸潤か、他の
原発巣の腹膜転移か判別はできなかった。胸膜に異常所見はなかった。腹水細胞
診で腺癌疑いであったが、典型的ではなかった。内視鏡検査、CTで原発不明であ
り、PET-CTを施行した。肝から骨盤までの腹膜に連続性に集積を認め、審査腹
腔鏡および腹膜生検を施行した。腹膜肥厚、腹膜全体に大小の白色結節を無数
に認め、病理組織診では、異型細胞の腺管状、乳頭状および充実性の増殖、中
皮由来のマーカーであるカルレチニン陽性の所見より悪性中皮腫の診断となった。悪
性胸膜中皮腫の化学療法に準じて、ペメトレキセドとシスプラチンによる化学療法を開
始した。【考察】現在、悪性腹膜中皮腫に有効な治療法はなく、予後は極めて不良
である。本症例は内視鏡検査やCTで原発巣を認めず、CTより中皮腫を疑い、腹
膜生検により悪性中皮腫と診断した。腹膜腫瘍の鑑別として、続発性の転移性腹
膜腫瘍（胃、卵巣、大腸、膵など）が大部分を占めているが、腹膜腫瘍として悪性
腹膜中皮腫を鑑別に入れる必要があると考えられる。若干の文献的考察を加えて報
告する。
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005（消）
腹腔内遊離ガスを伴った腸管嚢腫様気腫症の2例
1函館五稜郭病院
○三宅　高和1、岡　俊州1、平山　大輔1、牛島　慶子1、内藤　崇史1、
鈴木　亮1、笠原　薫1、小林　寿久1、矢和田　敦1

【はじめに】腸管嚢腫様気腫症は種々の原因により腸管壁の粘膜下または漿膜下
に多房性、直線状の含気性嚢胞を形成する比較的稀な疾患であり、基本的に保
存療法で軽快することが多い。しかし、本症例のように腹腔内遊離ガスを呈すること
もあり、消化管穿孔との鑑別を要するため、手術適応の判断に難渋することもある。
今回、腹腔内遊離ガスを伴ったが保存的治療で改善した腸管嚢腫様気腫症の2例
を経験したので報告する。【症例1】73歳、男性。2015年10月中旬に嘔吐・食欲
不振を主訴に当科受診した。腹部CT検査にて十二指腸から上部小腸にかけての
腸管気腫像と腹腔内遊離ガスを認めた。腹部所見は平坦・軟であり、圧痛・腹膜
刺激症状は認めず、保存的加療目的に入院となった。酸素4L/分を投与し、絶食、
補液、抗生剤（SBT/CPZ）にて加療開始し、第3病日に再度CT検査施行したとこ
ろ腸管のガス像は改善を認めた。その後、酸素減少の上、徐々に経口摂取開始し
たが、腹痛等症状なく経過し、第10病日に退院となった。【症例2】84歳、男性。
COPDの既往があり当院呼吸器内科通院中。2015年11月上旬にCT検査・胸部レ
ントゲンで腹腔内遊離ガスを認め、当科紹介となる。嘔気など症状なく、腹部所見も
平坦・軟で圧痛・腹膜刺激症状も認めなかったが、腸間膜穿孔の疑いもあり経過
観察目的に入院となった。入院後も自覚症状なく、絶食、補液で保存的加療を開
始した。第2病日に食事開始するも症状訴えなく、第3病日のレントゲンにて腹腔内遊
離ガスの消失を認めたため退院となった。【考察】腹腔内遊離ガスを呈した場合、消
化管穿孔を除外する必要がある。本症例は2例とも腹部の圧痛・腹膜刺激症状を
認めず、血液検査の結果からも保存的治療の方針となった。保存的治療が可能で
あった腹腔内ガスを伴う腸管嚢腫様気腫症に対して開腹手術が施行された報告もあ
り、外科的治療の必要性の判断は困難であるが、身体所見や血液検査所見、画
像検査所見を総合的に検討することが重要である。

006（消）
肝繊維化が99mTc-GSAシンチグラフィに及ぼす影響
1北海道大学　消化器外科Ⅰ
○若山　顕治1、神山　俊哉1、横尾　英樹1、折茂　達也1、島田　慎吾1、
敦賀　陽介1、蒲池　浩文1、武冨　紹信1

（緒言）肝予備能評価としての99mTc-GSAシンチグラフィから得られるパラメーター、
HH15値とLHL15値のいずれが肝予備能を正確に反映するかは、肝障害度に依存
すると報告されている。しかし肝の繊維化が99mTc-GSAシンチグラフィに及ぼす影
響は不明である。われわれは組織学的な肝繊維化とその予測因子であるヒアルロン
酸（HA）が、HH15値およびLHL15値とICGR15値との相関にどのような影響を与え
るか検討した。（方法） 1997年5月から21015年5月の間に当科で肝切除術を施行し
た168例（肝細胞癌147、肝内胆管癌12例、その他9例）を対象とした。摘出肝の組
織学的繊維化度（F0～F4）に対する術前のHAの分散を検定し、F3以上（n=68）と
F2以下（n=100）に分けた場合のHAのカットオフ値をROC曲線を用いて求めた。HA
のカットオフ値で2群に分け、それぞれの群でICGR15値とHH15値、LHL15値との
相関を求めた。（結果） 術前のHAは有意に組織学的繊維化度を反映していた（p＜
0.0001, ANOVA）。ROC曲線（AUC=0.69511）から求めたF3以上の症例のHAの
カットオフ値は119ng/mLであった。HA 119ng/mL未満（n=81）の群では、HH15
値はICGR15値と有意な相関を示さず（R2=0.014889, p=0.2778）、LHL15値も
弱い相関を示すにとどまった（R2=0.117724, p=0.0017）。一方、HA 119ng/mL
以上（n=87）の群では、HH15値はICGR15値と有意な相関を示し（R2=0.086574, 
p=0.0057）、LHL15値はより強い相関（R2=0.224646, p＜0.0001）を示した。（結
語） 99mTc-GSAシンチグラフィは肝繊維化の強い症例において、より鋭敏に肝予
備能を反映する特性を有する。

007（消）
慢性肝疾患におけるMac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体
（M2BPGi）測定値とMR Elastographyによる肝硬度との比
較検討
1名寄市立総合病院　消化器内科
○鈴木　康秋1、小林　裕1、村上　雄紀1、久野木　健仁1、芹川　真哉1、
杉山　祥晃1

【はじめに】M2BPGiは、肝線維化の進展を反映する糖鎖マーカーであり、2015
年に保険適用となった。また、最近では肝発癌リスクマーカーとしても注目されてい
る。一方、我々が既に報告しているMR Elastography（MRE）は、肝内の振動
の伝播によるShear WaveをMRI位相変化量として捉え、肝硬度を評価する手法で
あり、肝線維化の非侵襲的評価法として有用性が報告されている。今回我々は、
慢性肝疾患患者に対し、M2BPGiとMREの測定を同時期におこない比較検討し
たので報告する。【対象】慢性肝疾患患者47例（男性26・女性21例、平均年齢
56歳）。内訳は、肝硬変（LC）4、非肝硬変（non LC）43例で、成因別では、
NAFLD 16、アルコール性肝障害9、C型肝炎8、B型肝炎7、原発性胆汁性肝
硬変7例。【方法】MREの使用装置はGE Healthcare社Optima MR450w 1.5T。
MR elastogramより肝右葉、左葉各1～ 2箇所ずつfree hand ROIを設定し、平
均弾性率（kPa）を肝弾性度とした。M2BPGi とMRE肝弾性度、線維化バイオマー
カー（血小板数、4型collagen 7S、FIB4 index）との相関を検討した。【結果】1、
non LCは血小板数22.5万、4型collagen 7S 4.9、FIB4 index 1.8、MRE弾性度 
2.5 kPa、 M2BPGi  1.12、LC は血小板数9.1万、4型collagen 7S 14.9、FIB4 
index 13.1、MRE弾性度 6.9 kPa、 M2BPGi  7.42で、それぞれ有意差を認めた
（p＜0.01）。2、M2BPGiは血小板数と負の相関を示し（γ＝- 0.41、p＝0.004）、
4型collagen 7S 、FIB4 index、MRE肝弾性度と正の相関を示した（γ＝0.41 ～
0.67、p＜0.001）。【まとめ】M2BPGiは、各種線維化バイオマーカーとMRE肝弾
性度と相関した。M2BPGi分泌機序はまだ不明な点が多いが、MRE肝弾性度とと
もに非侵襲的な線維化・肝硬度マーカーとして有用性が期待できる。

008（消）
Dual Energy CTによる肝脂肪化診断の有用性
1手稲渓仁会病院　消化器病センター、2手稲渓仁会病院　技術部
○松居　剛志1、板谷　春佑2、木村　有志1、田中　一成1、
吉野　裕紀1、児玉　芳尚1、桜井　康雄1、姜　貞憲1、辻　邦彦1、
真口　宏介1

【背景及び目的】近年、非アルコール性脂肪肝（NAFLD）の増加に伴い、肝硬変・肝細
胞癌へと進行する非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）が注目されている。NASHの確定
診断は肝組織診断によるものであるが、肝生検は侵襲的であることから、より低侵襲な評
価法が求められている。Dual Energy CTの仮想単色X線を利用したspectral HU曲線は
物質弁別が可能であり、特に脂肪はエネルギーレベルによって特異的なCT値を示すことが
知られている。そこで脂肪に特異的なCT値の変動を利用し、肝における脂肪化の評価を
行った。【方法】対象は2014年10月から2015年10月までに肝生検およびDual Energy CT
（GE社製）を施行した39例。CT断面上で肝右葉・左葉各3点にROIを設定しspectral 
HU曲線を作成し、このspectral HU 曲線の40keVのCT値を計測し6点の平均値を算
出した。得られたCT平均値と病理学的な脂肪化の割合やNASスコアとの関係を検討し
た。さらに同時期にUSを施行した35例で脂肪化の割合とCT値およびUSでの肝腎比と
の関係も検討した。【結果】40keV CT値と病理学的な脂肪化の割合はr=－0.81（P＜
0.01）と強い負の相関が認められたが、NASスコアとはr=－0.25と弱い相関を示すのみで
あった。USを施行した35例では脂肪化の割合と40keVCT値との間には強い負の相関（r
＝-0.7964、P＜0.01）、US肝腎比とは正の相関（R=0.4734、P= 0.0041）が認められた。
【考察】Dual Energy CTにより得られた40keVCT値は脂肪化の程度と強い相関が認め
られた。一方、小葉内の炎症なども反映するNASスコアとの間では弱い相関のみであった
ことから、Dual Energy CTにより得られた40keVCT値は純粋な脂肪化の程度を反映して
いる可能性が示唆された。また、Dual Energy CTにより得られた40keVCT値はUSでの
肝腎比より強い相関を示した。USでは炎症や線維化も反映するが、Dual Energy CTで
は炎症や線維化の影響をあまり受けない可能性が考えられる。【結語】Dual Energy CT
の仮想単色X線を用いたCT値と脂肪化の程度の間には強い相関が認められたことから、
NAFLD・NASHの診断に必須である脂肪化の評価法となることが期待される。
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009（消）
慢性肝疾患の線維化評価におけるShear wave elastography
と新規糖鎖マーカーの有用性
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札幌共立医院　消化器内科、
4札幌医科大学　腫瘍・血液内科
○土居　忠1、久保　智洋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　慎一3、本間　久登1

【目的】慢性肝疾患において肝線維化の程度を知ることは治療の適応の判断や発
癌リスクを評価する上で重要である。肝線維化の評価法としては肝生検がゴールドス
タンダードとされてきたが侵襲性やサンプリングエラーの問題点が指摘されている。こ
のため、より低侵襲で反復して行える方法として近年、各種elastographyによる肝
硬度測定や新規糖鎖マーカーが用いられつつある。そこで今回は慢性肝疾患の肝
線維化評価におけるShear wave elastography（SWE）による肝硬度とMac-2結合
タンパク糖鎖修飾異性体（M2BPGi）の有用性について検討した。【対象および方
法】2014年9月から2016年12月までに当科でSWEによる肝硬度測定を行った正常
肝および慢性肝疾患患者連続90症例を対象とし、以下の事項について検討した。
1）慢性肝疾患におけるM2BPGi、肝硬度　2）M2BPGi とSWEの相関、FIB-4
とSWEの相関 3）組織所見あるいは画像所見から診断した肝硬変をアウトカムとした
ROC解析【結果】1）肝硬変症ではSWE, M2BPGiとも正常群に比較し有意な変
化を示した。2）FIB-4 indexとSWE（ρ=0.542, p＜0.0001）およびM2BPGi（ρ
=0.735, p=0.0001）の間には有意な相関を認めた。肝硬変をアウトカムとするROC解
析ではSWE、M2BPGi、FIB-4 indexのAUROCはそれぞれ、0.84,0.94,0.83と
いずれも良好な診断能を示した。【結語】SWEによる肝硬度測定とM2BPGiは同
等の肝線維化診断能を有する。

010（消）
アミオダロン長期投与により発症したと考えられた劇症肝炎の1例
1北海道大学病院　消化器内科
○得地　祐匡1、中井　正人1、梅村　真知子1、出水　孝章1、伊藤　淳1、
常松　聖司1、佐藤　史幸1、荘　拓也1、須田　剛生1、森川　賢一1、
小川　浩司1、坂本　直哉1

症例は77歳男性。高血圧、脂質異常症、脳梗塞後遺症、発作性心房細動にて
近医通院中であった。2015年10月の採血にて肝機能障害が出現し前医紹介となっ
た。各種血液検査にて明らかな原因は同定されなかった。単純CTにてびまん性の
肝臓のdensity上昇があり、鉄沈着が疑われたが、経皮的肝生検では鉄沈着は認
めず、小葉性の炎症細胞浸潤を伴う肝細胞の風船状変化とともに好酸球浸潤が目
立ち薬剤性肝障害としても矛盾しない結果であった。内服薬剤を中止し経過観察さ
れたが、肝機能障害は遷延し、肝不全が進行した。ステロイドパルス療法を開始さ
れたが軽快せず、2015年11月当科紹介転院となった。内服薬の詳細な検討を行っ
たところ、アミオダロンが2013年10月より前医で中止されるまで長期投与されているこ
とが判明した。転院時、著明な肝機能障害に加え腎機能障害、血圧低下、甲状
腺中毒症を認めたが意識障害は認めなかった。前医の検査結果や薬剤変更歴がな
いことも併せ、アミオダロンによる重症型の急性肝不全およびアミオダロン誘発性甲状
腺中毒症と診断した。ステロイドの継続漸減、FFP補充、血液濾過透析、血漿交
換を施行したが、転院2日目に肝性脳症によると考えられる意識障害が出現し劇症肝
炎に至った。内科的治療を継続するも、急速に呼吸状態の増悪を認め転院5日目
に永眠された。アミオダロンによる肝障害は臨床においてしばしば遭遇する病態であ
る。アミオダロン静注による血中濃度の急激な上昇に伴う急性肝障害や劇症肝炎の
報告は散見されるが、経口薬による重症化・劇症化の報告は稀である。今回我々
は、長期間の経口アミオダロン投与中に劇症肝炎をきたした一例を経験したので文
献的考察をあわせて報告する。

011（消）
A型急性肝炎昏睡型の1例
1手稲渓仁会病院、2砂川市立病院　内科、3北海道大学病院　臓器移植医療部、
4東芝病院　研究部
○田中　一成1、姜　貞憲1、松居　剛志1、木村　有志1、辻　邦彦1、
吉野　裕紀1、児玉　芳尚1、桜井　康雄1、真口　宏介1、橋本　昌幸2、
吉田　行範2、腰塚　靖之3、後藤　了一3、嶋村　剛3、高橋　和明4、
新井　雅裕4

【背景】衛生環境の改善に伴いA型肝炎の発生が減少する一方、A型肝炎ウイルス
（HAV）感受性者は高齢化している（感染症発生動向調査週報 11：14～ 20, 2009）。
A型急性肝炎昏睡型を呈した1例を経験したので報告する。【症例】67歳男性。2015
年9月10日に倦怠感を自覚し近医で感冒と診断された。改善しないため16日に前医を受
診し、AST/ALT 430/712 U/L、T. Bil 5.0 mg/dlであり急性肝炎と診断され前医入
院した。保存的治療中の19日にAST/ALTは4474/5202 U/lまで上昇し、20日にPT活
性が 6%と低下、21日には肝性昏睡II度を認めたため22日に当科へ紹介入院した。転院
入時はAST/ALT 587/2027 U/l、T.Bil 15.8 mg/dl、PT活性11%であった。既往歴
に特記なく、60歳からビール500ml/日を摂取し、半年以内の新規薬剤服用はなく、自己
免疫疾患の家族歴を認めない。抗HAV IgM 5.65 S/CO、HBV DNA＜2.1 logCp/ml 
, HCV-RNA＜1.2 logIU/ml , HEV IgA陰性であり、9月16日の血清でHAV RNA 9.4 
logCp/mlからA型急性肝炎と診断した。22日、肝炎抑制のためにステロイドパルス療法、
肝性昏睡に対しHDFなどの血液浄化を開始し、並行して肝移植を検討した。適応生体
ドナーを見いだせず9月30日に脳死登録した。transaminaseは一度低下したが、29日に
再上昇に転じたため、10月1日からcycrosporin A（CyA）を併用し沈静化した。肝炎の
再燃後からBilirubine D/T比は低下し、腎障害が進行した。昏睡発症20日後、脳死
登録12日後の10月11日に脳死ドナーが発生、12日に北大第1外科で肝移植が施行され
現在なお入院治療中である。血中HAV RNAは10月7日 4.0 logCp/ml、移植1日後 の
13日には2.3 logCp/mlと低下した。【結語】医中誌およびPubMedによれば、本邦ではA
型急性肝炎昏睡型に対する脳死肝移植例の報告を認めず、国外でも少数であった。比
較的高齢で発症したA型急性肝炎昏睡型に対し脳死肝移植を施行した1例を経験した。

012（消）
急性肝炎の成因とその変遷
1手稲渓仁会病院
○木村　有志1、姜　貞憲1、松居　剛志1、田中　一成1、辻　邦彦1、
吉野　裕紀1、児玉　芳尚1、桜井　康雄1、真口　宏介1

【目的】急性肝炎はその成因により治療法が異なるため成因診断は重要である.急性肝
炎の成因とその変遷を解明することを目的とした.【方法】2001年から15年までに入院を要
した急性肝炎を対象に,前期（01-08年）後期（09-15年10月）に分けて,成因を時期別に
検討した.診断基準は, A型; IgM-HA抗体（Ab）, B型; IgM-HBc Ab強陽性（無症候性
carrier急性増悪は除外）, C型; HCV-RNA, E型; IgA-HEV Ab または HEV-RNA陽
性とした. 自己免疫性肝炎急性肝炎期（a-AIH）は疑診以上で肝障害既往のないF0-1
例, CMV, EBV肝炎はIgM Ab陽性,上記以外を成因不明とした.アルコール性,薬剤性,
循環障害などの他疾患に伴う肝障害は除外した.【結果】急性肝炎は前期128例（男64
例,年齢中央値41歳）,後期82例（38例,45歳）で後期にて減少していた.成因は前/後期
で,肝炎ウイルス:67例（52%）/29例（36%）, AIH:11例（9%）/23例（28%）, EBV又は
CMV:6例（5%）/6例（7%）,成因不明:44例（34%）/24例（36%）で,肝炎ウイルスの減
少,AIHの増加（p＜0.05）を認めた.肝炎ウイルスの内訳では A型:10例（8%）/4例（5%）, 
B型33例（26%）/16例（20%）, C型2例（1%）/0例, E型22例（17%）/9例（11%）で
急性肝炎における割合は同様だが,A,B,E型では症例数の減少を認めた. genotype Aに
よるB型は前期7例（21%）,後期5例（31%）であった. a-AIHの診断はIgG＜2000mg/dl
からは前期,後期で9例（82%）/19例（83%）で同様だったが,抗核抗体＜40倍からは前
期0例,後期では8例（35%）認めた.抗核抗体＜40倍の成因不明例に対する肝生検は未
測定（前期6例）,移植または死亡（前期2例,後期4例）を除くと前期9例（36％），後期9例
（82％）であった.【考案】genotype AによるB型の症例数増加はなかった.E型は2001年
以降HEV RNA, 抗HEV IgM, IgAにより診断しているが症例数は検査系が保険適用と
された後期で減少していた.後期では急性発症様AIHの存在を念頭に自己免疫指標が
明らかではない症例に対しても肝生検を施行し診断に至る例が存在した.【結論】急性肝
炎の成因ではウイルス性肝炎は減少し,AIHは増加が著しい。成因の変遷に対する認識
のもとで適切な治療介入を行い急性肝不全への進行を阻止する必要がある。
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013（消）
短期間に肝線維化進展を来したテガフール・ウラシル関連肝
障害の1例
1旭川医科大学　消化器・血液腫瘍制御内科
○本田　宗也1、澤田　康司1

症例は70歳台女性。生来肝機能障害を指摘されたことは無い。2014年12月に左
乳癌の診断で左乳房切除術施行し、2015年1月よりテガフール・ウラシル400mg/日
を投与されていた。内服開始2か月後にALT 92 U/Lの肝機能障害を認めたため、
肝庇護薬が投与されたが、ALT40～ 80 U/Lの肝機能障害が持続し、その後浮
腫・腹満が出現したため2015年9月に当科紹介となる。血液検査にて血小板 4.6
万/μL、T-Bil 1.9 mg/dL、Alb 3.0 mg/dL、ALT 88 U/L、ALP 686 U/L、
PT% 40%、99mTc-GSA受容体アシアロシンチにてHH15=0.833、LHL15=0.723
と高度の肝予備能の低下がみられた。腹部CT検査にて肝右葉の軽度萎縮、肝辺
縁の鈍化、腹水と軽度脾腫を認めたため当科入院となった。肝炎ウイルスマーカー
は陰性であり、薬剤性肝障害が疑われたが、抗核抗体、抗セントロメア抗体陽性で
あったため、腹水の改善後に経皮的肝生検を施行した。中等度～高度のinterface 
hepatitisと好酸球浸潤を認めたが慢性非化膿性破壊性胆管炎（CNSDC）の所見
は認めず、bridging fibrosisと線維性隔壁の形成傾向を認めた。上部消化管内
視鏡検査ではF1の食道静脈瘤を認め、4型コラーゲン7s 16 ng./mL、ヒアルロン酸 
653.4 ng/mL、Acoustic radiation force impulse による肝硬度測定ではVs 2.54 
m/sと上昇がみられ、テガフール・ウラシルによる肝障害、肝線維化進展と診断した。
保存的加療にて改善を認め、第30病日に退院となった。　テガフール・ウラシルに
よる肝障害は1.79%に生じるとされ、4年間の長期内服では肝線維化進展、腹水、
食道静脈瘤形成の報告が見られる（Suou T, Hepatol Res, 2002）。本症例は肝障
害発症後約半年と短期間の経過で、肝線維化進展、腹水、食道静脈瘤を認めて
おり、テガフール・ウラシル内服時には短期間でも病態進展する可能性がある事を念
頭に置く必要があると考えられた。

014（内）
当院における胃生検Group2症例の検討
1市立札幌病院　消化器内科
○松田　千佳1、小野　雄司1、工藤　俊彦1、村井　太一1、板谷　一史1、
大場　彩音1、小池　祐太1、遠藤　文菜1、佃　曜子1、和田　吉生1、
高氏　修平1、中村　路夫1、永坂　敦1、西川　修二1

【目的】2010年に胃癌取扱い規約第14版にて胃生検組織診断分類が改定され、
Group2は「腫瘍性（腺腫または癌）か非腫瘍性か判断の困難な病変」と定義され
た。このため、癌であっても生検では診断が困難な症例がこの中に含まれ、慎重な
対応が必要と考えられる。今回我々は、当院にてGroup2と診断された症例につい
てその後の経過を含め検討を行った。
【方法】2014年4月から2015年3月までの1年間、当院にて行った上部消化管内視
鏡検査3900症例のうち、525症例で生検が行われた。上皮成分が採取され病理学
的に評価可能であった515症例、1139検体で検討を行った。
【結果】Group2と診断された症例は21症例21検体、男女比は男性16例、女性5
例であった。20症例では木村-竹本分類でO-2またはO-3相当の強い胃粘膜萎縮を
認めた。病変の部位はU/M/Lで2/8/11であった。病変の肉眼形は陥凹性病変が
13例、隆起性病変が8例であり、部位別では陥凹型が1/4/8,隆起型が1/4/3であ
り、L領域で陥凹型の割合が高かった。拡大内視鏡所見で癌を強く疑い外科的治
療あるいは内視鏡的治療を行えた11症例全例で癌（tub1, M）と確定診断され、その
部位は0/2/9であった。癌病変の肉眼形は陥凹性病変が8例、隆起性病変が3例
であった。再生検にて病理学的に非腫瘍性病変と診断されたのは1例、他疾患に
て死亡2例、他7例は経過観察となっている。【考察】今回の検討ではGroup2と診
断された症例のうち、治療し得たものは全て高分化型癌であり、炎症による修飾があ
るような場合では生検検体のみでは診断が困難であったことが考えられた。その診断
の一助として、拡大内視鏡による検討は有効であると考えられた。また、L領域の腫
瘍は慢性的な炎症により診断が困難となりGroup2と診断されることがあると報告もあ
る。今回の我々の検討でも同様の結果が得られ、Group2と診断した例では、特に
慎重な対応が必要であると考えられた。

015（内）
大腸ESDにおける遅発性穿孔のリスク因子と抗生剤予防投与
の効果に関する検討
1市立旭川病院　消化器病センター
○佐々木　貴弘1、富永　素矢1、杉山　隆治1、助川　隆士1、稲場　勇平1、
小澤　賢一郎1、垂石　正樹1、斉藤　裕輔1

【目的】内視鏡的粘膜下層剥離術（以下ESD）は低侵襲で根治性の高い治療として近
年急速に普及している。さらに2012年4月に大腸ESDが保険収載され広く施行されるよう
になってきた。しかし、大腸は胃に比べ腸管壁が薄く穿孔をきたすリスクが高く、特に遅
発性穿孔は腹膜炎を誘発し緊急手術を要する事もある。また、大腸ESDは汚染手術と
いう位置づけから術後の感染症予防の目的に抗生剤を投与するがその有用性について
は明確にされていない。そこで今回、大腸ESDにおける遅発性穿孔のリスク因子と抗生
剤予防投与の効果に関して検討を行った。検討1：遅発性穿孔のリスク因子の検討【方
法】2010年4月から2015年11月までに施行した大腸ESD 315例を対象とし、遅発性穿孔
を来した症例の臨床的特徴を検討した。【結果】遅発性穿孔例は315例中5例であった。
存在部位に差はなく、肉眼型はいずれも平坦型であった。全例抗生剤は非投与であっ
たが、抗生剤投与例との遅発性穿孔発生における有意差は認めなかった（P=0.27）。腫
瘍径は穿孔群30.4mmに対して非穿孔群26.5mm（P=0.25）であり有意差は認めなかっ
たが、施行時間において穿孔群114.8分に対して非穿孔群で65.1分（P=0.03）であり穿
孔群で有意に長かった。検討2【方法】2010年4月から2015年11月までに施行した大腸
ESD 245例を対象とし、抗生剤投与群と非投与群に分けて術後の発熱・腹痛・血液検
査値などを検討した。【結果】抗生剤投与群は73例、非投与群は172例であった。術後
の発熱は抗生剤投与群で36.97℃に対して非投与群36.95℃（P=0.24）であり、腹痛は
抗生剤投与群6例に対して非投与群16例（P=0.50）でいずれも有意差を認めなかった。
術後の血液検査において、WBCは抗生剤投与群で8195/&micro;lに対して非投与群
7744/&micro;l（P=0.15）で有意差を認めなかった。【結語】今回の検討では施行時間
が遅発性穿孔のリスク因子となり得る可能性が示された。また、今回予防的抗生剤投与
の有用性は示されなかったが、遅発性穿孔例の全例で抗生剤非投与であることから今
後の症例の積み重ねや前向きな検討が必要と考えられた。

016（内）
10mm以下の膵腫瘤性病変に対するEUS-FNAの診断能
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○萬　春花1、金　俊文1、潟沼　朗生1、高橋　邦幸1、矢根　圭1、
五十嵐　聡1、佐野　逸紀1、山崎　大1、古賀　英彬1、北川　洸1、
永井　一正1、真口　宏介1

【背景】超音波内視鏡下吸引穿刺法（EUS-FNA）は高い診断能を有する検査法として注目され
ているが、小病変のEUS-FNAは手技的に容易ではなく、その診断能に関する報告も少ない。
【目的】10mm以下の膵腫瘤性病変に対するEUS-FNAの診断能について検討する。
【対象と方法】Diff-Quik染色を行いOn siteにて組織採取の有無の判定を開始した2003年4月
から2015年11月までに、膵腫瘤性病変に対しEUS-FNAを施行した848例のうち腫瘤径が10mm
以下であった39例（5%）を対象とした。年齢中央値 67（40-84）歳、男女比 27:12、腫瘤径中
央値 8（5-10）mmであり、最終診断は膵内分泌腫瘍（PNET） 16、腫瘤形成性膵炎（TFP） 
11、膵癌（PDAC） 4、膵内副脾 4、SPN 2、腎癌膵転移 2であった。なお、TFPはEUS-
FNAで悪性所見が得られず、1年以上の経過観察にて変化がない、あるいは不明瞭となった病
変と定義した。検討項目は、1） EUS-FNAの実際、2） 正診率、3） 正診困難の理由と正診に
関わる因子、とした。
【成績】1） 穿刺部位は胃 30、十二指腸球部 5、十二指腸下行脚 4、穿刺針の大きさ（重複含
む）は19G 3、22G 36、25G 13、穿刺回数中央値は3（1－5）回であった。EUS-FNA後の偶
発症は全例で認めなかった。2） 検体採取は全例で可能であり、正診率は77%（30/39）であっ
た。疾患別にはPNET 81%（13/16）、TFP 100%（10/10）、PDAC 75%（3/4）、膵内副
脾 50%（2/4）、SPN 0%（0/2）、腎癌膵転移 50%（1/2）であった。3） 正診困難9例の理
由は、検体量不足 4、腫瘍細胞が極少量で診断に至らず 3、検体内に悪性所見なし 2であっ
た。正診に関わる因子として、年齢、性別、腫瘤径、穿刺部位、穿刺針、穿刺回数、最終
診断で検討したところ、単変量・多変量解析にてPNET/TFP/PDACがその他の膵腫瘤に比
較して高い正診率を示した（OR 11.3, p=0.024）が、その他の因子では有意差を認めなかった。
【まとめ】10mm以下の膵腫瘤性病変に対するEUS-FNAでは、全例で検体採取可能であった。
正診率は77%であり、PNET/TFP/PDACの正診率が高かった。一方、正診困難例では、適
切な検体量が得られていなかった。
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017（内）
ダブルバルーン内視鏡とESWLを併用し膵石を除去し得た膵
頭十二指腸切除後膵石症の1例
1市立釧路総合病院　消化器内科
○林　優希1、鈴木　一也1、赤保内　正和1、福田　昴一郎1、川上　裕次郎1、
米澤　和彦1、阿部　敬1

症例は80歳代女性．前医にて1997年に膵癌に対して，膵頭十二指腸切除（PpPD-
IIA）が施行された． 2015年5月下旬より下腿浮腫及び腹部膨満が出現し，当科紹
介受診した．CT・MRCP上で脂肪肝・腹水と残膵に存在していた膵石が膵管空腸
吻合部で嵌頓している所見を認めたことから，膵石の嵌頓によって膵外分泌機能不
全をきたし，吸収不良と栄養障害を呈したものと診断した．全身状態不良であったた
め，膵消化酵素の補充と栄養療法を先行し，腹水と自覚症状の著明な改善が得ら
れた．2015年8月に膵石除去目的にダブルバルーン内視鏡（DBE）による内視鏡的
逆行性胆管膵管造影（ERCP）を施行した．膵空腸吻合部をφ8mmまでバルーン拡
張し，クラッシャーカテーテルにて膵石の砕石を試みたが膵石が固くクラッシャーが嵌頓
したため，triptorにて砕石・嵌頓解除を行ったが，比較的大きな膵石が残存した状
態で手技終了とした．円筒型電磁変換方式の体外衝撃波結石破砕術（ESWL）を
3日間で合計7000発照射し砕石を行った上で，再度DBE-ERCPを施行した．バス
ケットカテーテルにて膵石を数個採石し，膵管造影で粗大な遺残膵石が無いことを確
認した．膵石はネットで回収し成分分析したところ，炭酸カルシウム結石であった．以
後外来にて膵石の再発なく良好に経過している．従来，術後再建腸管を有する胆膵
疾患に対して内視鏡治療は困難であったが，DBEによるERCP関連手技の普及に
より内視鏡的アプローチが比較的容易となった．また膵石に対するESWLの有用性
は多数報告されており，日常診療に用いられている．今回，内視鏡的処置単独では
採石が不能である膵頭十二指腸切除後の膵石症に対して，DBEによる内視鏡的処
置とESWLを併用することで安全かつ有効に採石することが可能であった．医中誌
にて検索した限り，術後再建腸管を有する膵石症に対してDBEとESWLを併用した
治療報告は見当たらなかったため，若干の文献的考察を加え報告する．

018（内）
内視鏡的粘膜下層剥離術後に骨転移をきたした食道表在癌
（SM1）の一例
1北海道大学大学院医学研究科　消化器内科学分野、
2北海道大学病院　腫瘍センター、3市立稚内病院　内科、
4北海道大学病院　光学医療診療部
○松田　宗一郎1、清水　勇一1、水島　健1、安孫子　怜史1、津田　桃子1、
宮本　秀一1、大野　正芳1、澤田　憲太郎1、村中　徹人1、中積　宏之2、
佐々木　尚英3、小野　尚子4、森　康明4、中川　学4、中川　宗一4、
加藤　元嗣4、坂本　直哉1

症例は50歳代, 男性．2005年8月，下咽頭癌に対して内視鏡的粘膜切除術（EMR）
及び放射線治療を施行し，以後，無再発で経過観察中であった．2009年9月，上部
内視鏡検査で中部食道後壁に陥凹性病変を認め，生検で食道扁平上皮癌（SCC）
の診断となった．　内視鏡所見は，切歯列より32～ 35cm，後壁に発赤調の陥凹を
認め，陥凹口側に小結節を伴っていた．ヨード染色では不染を呈し，陥凹内の小結
節部では畳の目の消失を認めた．超音波内視鏡（EUS）では第2層に厚みのある低
エコー像として腫瘍を認め，ごく一部で第3層を圧排する所見を認めた．また，EUS及
びCTではリンパ節転移，遠隔転移は認めず，T1a（MM），N0，M0，cStageIAの
診断となった．2009年10月に同病変に対して内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）を
施行した．最終病理診断はSCC，20×12mm，0-IIc，T1b（SM1:80μm），INFb，
ly0（D2-40），v0（E-Ma），pHM0，pVM0の結果となった．非治癒判定であったが
追加治療は希望されず，厳重経過観察の方針とした．2013年4月（術後3年6ヶ月），
EUS及びCTで気管分岐部にリンパ節腫大を認め，またPET-CTで同リンパ節及び
腰椎L1に集積の亢進を認めた．原発巣検索では明らかな病巣は認めず，経過より
食道癌によるリンパ節，骨転移再発と診断した．2013年6月より化学療法を開始した
が，2014年6月（術後4年8ヶ月），永眠された．　食道扁平上皮癌からの骨転移の
頻度は2-8%と報告されており，特に食道表在癌で扁平上皮癌からの骨転移は，その
報告もほとんどなく非常に稀である．今回，我々は脈管侵襲陰性であり，深達度SM1
であった食道扁平上皮癌から骨転移を来した稀少な症例を経験したので報告する．

019（内）
多発肝転移と著明な門脈腫瘍栓をきたしたAFP・PIVKA-II
産生胃原発hepatoid adenocarcinomaの1例
1名寄市立総合病院　消化器内科
○小林　裕1、鈴木　康秋1、村上　雄紀1、久野木　健仁1、芹川　真哉1、
杉山　祥晃1

【症例】60歳代の男性。1週間前から労作時の呼吸苦があり近医受診。Hb 4.2と
著明な貧血を指摘され精査のため当科紹介入院となった。腹部単純CTにて、多発
肝腫瘍を認め、左右の門脈枝から門脈本幹まで著明な腫瘍栓を認めた。また、胃
噴門部壁肥厚と周囲リンパ節腫大を認めた。腫瘍マーカーはCEA、CA19-9は正常
だが、AFP 1760、AFP-L3 95%、PIVKA-II 2238と著明高値であった。HBs
抗原、HCV抗体、自己免疫抗体は陰性で、飲酒歴は無く、脂肪肝は認めなかっ
た。上部消化管内視鏡にて、胃噴門部に8cm大のBorrmann 3型の易出血性腫瘍
を認め、貧血の原因と考えられた。多嚢胞腎によるCKDがあり、造影CT・MRIが
不可であり、造影超音波を施行。胃、肝臓いずれもhypervascularな腫瘍であり、
irregular typeの腫瘍血管を認め、分化度の低い癌が示唆された。また、門脈腫
瘍栓はthread and streaks signを認めた。胃腫瘍の生検では、高度異型細胞の索
状・充実状の増殖を認め、胞体内にわずかに粘液を認めた。免疫染色では、Hep 
Par 1弱陽性、MUC5AC・MUC6弱陽性であった。以上より、AFP・PIVKA-II
産生胃原発hepatoid adenocarcinomaと多発肝転移・門脈腫瘍栓の診断となった。
食事刺激により胃噴門部からの出血をきたすため、まず姑息的胃切除後に化学療
法を施行する方針となった。胃切除後標本では、胞体が淡明または泡沫状の癌細
胞が肝組織のように充実状に増殖し、多数の静脈内腫瘍栓を認めた。辺縁の一部
に高分化腺癌（tub1）も認め、胃原発hepatoid adenocarcinomaの確定診断に至っ
た。【考察】hepatoid adenocarcinomaは肝外に発生する腺癌の特殊型で、肝細
胞癌に類似する部位と同時に腺癌の部位もみられ、混合型肝癌に類似する。AFP
産生が特徴であり、血行性転移をきたしやすく極めて予後不良である。AFP産生は
全胃癌の2～ 9%に認めるが、本症例のようなPIVKA-II産生胃癌は稀であり、文
献的検討を含め報告する。

020（内）
膵癌に対する超音波内視鏡下穿刺吸引術（EUS-FNA）により
まれな偶発症を呈した2例
1小樽市立病院　初期臨床研修医、2小樽市立病院　消化器内科
○大江　悠希1、飯田　智哉2、安達　雄哉2、中垣　卓2、矢花　崇2、
後藤　啓2、近藤　吉宏2

【はじめに】超音波内視鏡下穿刺吸引術（Endoscopic ultrasound-guided fine needle 
aspiration:EUS-FNA）については, 胆膵領域をはじめその有用性が数多く報告されて
いるが, 手技に伴う偶発症についての報告もまた散見される. 今回我々は, 膵癌に対す
るEUS-FNAによりまれな偶発症を呈した2例を経験したため, 文献的考察を加えて報
告する.【症例1】患者は78歳, 女性. 膵体部癌を疑う15mm程度の病変に対し, 22G針
（ExpectTM,Boston Scientific,Tokyo,Japan）を用い3回の穿刺によるEUS-FNAを施
行した. 浸潤性膵管癌の診断に至ったため膵体尾部切除術を施行, pT3N0M0,pStage 
IIAであった. 半年後のPET検査で胃体部後壁に異常集積を認め, 上部消化管内視
鏡検査で同部位に20mmの頂部にびらんを伴った粘膜下腫瘍様隆起を認め, 病変の部
位からはEUS-FNAによる播種と考えられた. 幽門側胃切除術が施行され, 膵癌の胃壁
への播種と診断された. 術後16ヵ月無再発生存中である.【症例2】患者は64歳, 男性. 
膵体部癌を疑う30mm程度の病変に対し, 症例1と同様の方法でEUS-FNAを施行, 浸
潤性膵管癌の診断であった. また, リンパ節転移によるIVC浸潤, 末梢静脈に広範な血
栓を認め，エドキサバンを開始した. EUS-FNA施行10日後に少量の吐血を認めたため上
部消化管内視鏡検査を施行したところ, Helicobacter pylori陽性胃粘膜を背景として, 
胃体上部大弯後壁よりに20mm程度の辺縁明瞭な潰瘍を認め, 一部出血を伴っていた. 
凝固止血を行い, その後再出血は認めなかった. 病変の部位からはEUS-FNA後の変
化と考えられた.【考察】膵癌に対するEUS-FNAによる播種は本症例も含めるとこれまで
に9例が報告されている. 播種再発部位は全て胃壁で, EUS-FNAによる播種再発病変
に対し根治的外科切除を行った報告は本症例が4例目である. また, EUS-FNAにより出
血性胃潰瘍を呈した報告はなく, 症例1, 2ともにまれな偶発症と言える. EUS-FNAは比
較的安全に行うことができる手技である一方, 頻度は低いながらも生じ得る偶発症の存在
を認識することが重要である.
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021（内）
内視鏡的に除去したbarolith （バリウム結石）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
○日比　則孝1、山下　健太郎1、近藤　智之1、横山　佳浩1、山本　至1、
小野寺　馨1、久保　俊之1、山本　英一郎1、能正　勝彦1、有村　佳昭1

【症例】40歳代女性【現病歴】関節リウマチで当科外来通院中、元来便秘傾向だが
下剤は服用していない。過去に健診で胃バリウムを複数回受けており、排泄困難に
よる腹痛が一度あるが医療機関は受診していない。2015年も定期健診でバリウムを
服用、検査後バリウム排泄はみられたが不十分であった。検査後7日目に強い腹痛
が出現したため夜間急病センターを受診、浣腸施行したが反応なく8日目に当科を受
診。腹部レントゲンにてS状結腸-下行結腸曲付近にバリウム塊（barolith）を認めてい
たが、イレウスの所見はなかった。レシカルボン処方され帰宅となったが、排泄されず
腹部違和感が持続したため翌日再診。PEGを服用したがバリウムは排泄されず、内
視鏡による除去を試みた。S状結腸にbarolithが嵌頓、可動性はみられたがスコー
プ通過は困難であった。鉗子やスネアで除去を試みたが、粘土状で容易に分断し
小片しか回収できなかった。しかし小片除去を繰り返すうちに可動性が増し、内視
鏡下にグリセリンを注入したところ一塊として排泄された。【考察】バリウム飲用による
副作用としては誤嚥、嘔気・嘔吐、便秘などが多い。Barolithはまれであるが発症
すると自然排泄は困難な場合が多く、イレウスや穿孔を併発し手術を施行した報告が
多い。今回の症例のように内視鏡的処置によりbarolithの排泄が可能であった報告
は少なく、自験例を除くと医中誌検索で2例、Pubmedで3例のみであった。【結語】
内視鏡的に除去したbarolith症例を経験した。Barolithは自然排泄が困難で重篤
化しやすいため早期介入が望ましいと思われる。

022（内）
カプセル内視鏡とダブルバルーン小腸内視鏡が有用であった
小腸AVMの1例
1函館五稜郭病院
○宮田　和磨1、岡　俊州1、平山　大輔1、牛島　慶子1、内藤　崇史1、
鈴木　亮1、笠原　薫1、小林　寿久1、矢和田　敦1

症例50歳代男性。4か月前から自覚する労作時の息切れを認め近医受診、COPD
が疑われ加療を受けていたが改善されず、平成27年8月当院循環器内科受診、
Hb4.1と著明な貧血を認め当科紹介となる。入院にて輸血を行い、造影CT、上下
部消化管精査を行ったが明らかな出血源を特定できなかった。更なる検査としてカプ
セル内視鏡を施行したところ、深部小腸にSMT様2型病変を認めたが、貧血の増
悪もないため一時退院となった。後日カプセル内視鏡の通過時間を手掛かりにダブ
ルバルーン小腸内視鏡を経肛門的に行ったところ、深部空腸にSMT様の発赤病変
を認め腫瘍性病変を疑い生検を行ったが、悪性所見は認めなかった。出血源であ
ると考え、点墨・ガストロ造影等行い当院外科紹介、腹腔鏡補助下小腸部分切除
術を行ったところ、病理組織学的に小腸AVMの所見であった。　原因不明の消化
管出血はOGIB（Obscure gastrointestinal bleeding）と言われ、全消化管出血
の約5～ 7.5%を占めると言われ、その約75%は小腸病変が原因であると言われる。
確定診断は困難とされるが、近年カプセル内視鏡や小腸内視鏡の発達によりその診
断能は飛躍的に向上している。今回、カプセル内視鏡とダブルバルーン小腸内視鏡
によって出血部位を同定でき、点墨できたことによって低侵襲な手術にて治療を完
遂できた症例を経験した。当院での小腸病変に対するCEとDBEの取り組みを紹介
し、文献的考察を交え報告する。

023（消）
C型慢性肝炎に対するSofosbuvir / Ribavirin併用療法－地
方病院での検討
1伊達赤十字病院　消化器科、2伊達赤十字病院　内科、
3札幌医科大学　腫瘍・血液内科学講座
○久居　弘幸1、櫻井　環1、釋　亮也1、小柴　裕1、宮崎　悦2、
嘉成　悠介3、池田　裕貴3

日本における HCV 感染患者の約30％を占めるgenotype 2型のC型慢性肝炎また
はC型代償性肝硬変患者に対する治療薬として、核酸型NS5Bポリメラーゼ阻害薬
であるsofosbuvir （SOF）の1日1回投与にribavirin （RBV）を併用したインターフェ
ロン・フリー治療が2015年5月25日に承認された。地方病院である当院においては、
ウイルス性肝炎進行防止対策医療給付事業 （肝炎治療特別促進事業）の肝炎治
療受給者証の交付の遅れから、実際のところ治療開始が遅れたことは否めない。
今回、2015年7月～ 2015年11月にgenotype 2型のC型慢性肝炎および代償性肝
硬変患者に対し、SOF / RBV併用用法を施行した11例 （50～ 77歳、平均64.1
歳、男性4例、女性7例）について、その患者背景、投与状況、治療成績および
有害事象を検討したので報告する。当支部例会の際には新規症例も併せて検討予
定である。

024（消）
ジェノタイプ2型C型肝炎・肝硬変に対するSofosbuvir（SOF）
＋Ribavirin（RBV）併用療法の治療効果
1北海道大学病院　消化器内科
○荘　拓也1、小川　浩司1、出水　孝章1、梅村　真知子1、伊藤　淳1、
常松　聖司1、佐藤　史幸1、中井　正人1、須田　剛生1、森川　賢一1、
坂本　直哉1

【背景】ジェノタイプ2型C型肝炎・肝硬変に対するSofosbuvir（SOF）＋Ribavirin
（RBV）併用療法が2015年5月末より使用可能となった。国内臨床試験では
SVR12が96.7%と良好な成績が得られている。【目的】当科におけるSOF+RBV併
用療法の治療効果を検討する。【対象】2015年12月までにSOF+RBV併用治療を
開始した35例（治療途中も含む）。年齢中央値は65歳（41-81歳）。男性16例、女性
19例。慢性肝炎が32例、肝硬変が3例、肝細胞癌の既往は1例、移植例が1例で
あった。初回治療は28例、再治療は7例。前治療はIFN治療が3例、PEG-IFN＋
RBV治療が4例。治療開始前WBC:5000/μl、Hb:13.5g/dl、血小板:16.4万/μl、
アルブミン:4.2g.dl、AST:34U/L、ALT:38U/L、γ-GT:34U/L、eGFR:74ml/min、
AFP:4.7ng/ml、フィブロスキャンによる肝硬度は6.7kPa、HCV-RNA:6.0logIU/ml
（中央値）であった。【結果】治療開始後のウイルス陰性化率は、2週:32例中15例
で46.9%、4週:31例中29例で93.5%、8週:25例中24例で96.0%、12週:17例中16
例で94.1%であり、SVR4は12例中11例で91.7%であった。全35例中の10例でRBV
が減量開始となっており、貧血にて減量が7例、腎機能低下にて減量が4例であっ
た。また治療途中でRBV減量となったのは6例あり、貧血進行での減量が3例、腎
機能低下での減量が2例、倦怠感での減量が1例であった。1例が精神疾患の症状
増悪のため中止となっている。【結語】2015年12月時点でSOF+RBV併用治療の
RVRは93.5%、SVR4は91.7%であった。治療途中も多く含まれるため解析を追加し
て報告する。
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025（消）
遺伝子型2型C型慢性肝疾患に対するsofosbuvir / ribavirin
併用療法の治療成績とヘモグロビンの推移の検討
1札幌厚生病院　第3消化器内科
○木村　睦海1、小関　至1、推井　大雄1、山口　将功1、荒川　智宏1、
中島　知明1、桑田　靖昭1、佐藤　隆啓1、大村　卓味1、髭　修平1、
狩野　吉康1、豊田　成司1

【背景と目的】遺伝子型2型C型慢性肝疾患に対する新規の抗ウイルス療法である
sofosbuvir（SOF） / ribavirin（RBV）併用療法の治療成績を検証し、ヘモグロビン
（Hb）の推移をpegylated interferon（PEG-IFN） / ribavirin（RBV）併用例と比
較検討する。【対象と方法】当院においてSOF/RBVを12週完遂投与した48例｛遺伝
子型 2a/2b 31/17例、男性17例（35.4%）、年齢63（37-87）歳、ITPA CC 68.2%、
Hb12.9（9.3-16.2）g/dl、比体重あたりのRBV初期投与量9.7（4.7-16.1）mg/kg｝
を対象として、1）HCV RNA陰性化率を検討した。また、当院においてPEG-IFN/
RBVを24週完遂投与した105例｛遺伝子型 2a/2b 75/29例、男性46例（43.8%）、
年齢50（22-71）歳、ITPA CC 77.6%、Hb13.2（9.9-17.2）g/dl、比体重あたり
のRBV初期投与量11.2（3.8-16.4）mg/kg｝を比較対照とし、2）両群のHbの推移、
RBVアドヒアランス、治療前因子を比較した。【結果】1）SOF/RBV群の治療開
始4週時、終了時、終了4週後の各時期におけるHCV RNA陰性化（RVR、ETR、
SVR4）率は、68.1%、100%、93.8%であった。2）治療開始4、8、12週時のHbの
ベースラインからの低下量（中央値）は、SOF/RBV群、PEG-IFN/RBV群で、それ
ぞれ、｛-0.7、-0.5、-1.0g/dl｝、｛-1.6、-2.1、-2.2g/dl｝（p＜0.001）とPEG-IFN/
RBV群で有意に高い値を示した。また、RBVアドヒアランス（平均値）は、SOF/RBV
群、PEG-IFN/RBV群で、それぞれ、98.1%、95.9%であった。治療前因子では、
SOF/RBV群、PEG-IFN/RBV群の年齢（中央値）は、それぞれ、63（37-87）歳、
50（22-71）歳（p＜0.001）とSOF/RBV群で高齢であり、RBV初期投与量（中央値）
は、同様に9.7（4.7-16.1）mg/kg、11.2（3.8-16.4）mg/kgとPEG-IFN/RBV群
で高容量であった。【結語】SOF/RBV群はPEG-IFN/RBV群と比して高齢である
にも拘わらず、RBVアドヒアランスは良好で、治療中のHb低下は軽度であった。

026（消）
当院におけるジェノタイプ2型C型慢性肝炎・肝硬変に対する
Sofosbuvir+Ribavirin療法の治療効果
1市立札幌病院　消化器内科
○佃　曜子1、松田　千佳1、村井　太一1、板谷　一史1、大場　彩音1、
小池　祐太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

【目的】2015年5月よりジェノタイプ2型のC型慢性肝炎/肝硬変の患者に対し、
Sofosbuvir （SOF）+Ribavirin （RBV）併用療法が承認された。今回我々は当院
においてSOF+RBVを投与した症例につき、その治療効果について検討し報告する。
【方法】2015年7月から12月まで、ジェノタイプ2型のC型慢性肝炎/肝硬変と診断さ
れた23人の患者にSOF+RBVを導入した。年齢中央値65歳（28～ 85歳）、性別は
男性10人、女性13人である。慢性肝炎は15人、代償性肝硬変は8人である。治
療開始前のHCV-RNA量は中央値5.9 LogIU/ml（3.8 ～ 6.8）。初回治療例は15
人である。【結果】全症例でのウイルス陰性化率は2週で41% （9/22）、4週（RVR）
で76% （13/17）、8週で90% （9/10）、12週で100% （9/9）であった。RVRは男性
で83%（5/6）、女性で73%（8/11）、 65歳未満で71%（5/7）、65歳以上で40%
（4/10）、慢性肝炎で75%（9/12）、代償性肝硬変で71%（5/7）、初回治療例
で85%（11/15）、前治療の無い例で50%（2/4）であった。RBVによるヘモグロビ
ン低下例に対してはRBVの投与量調節を行い、ヘモグロビン低下を含め副作用に
よる治療中止例は認めていない。【結果】ジェノタイプ2型のC型慢性肝炎/肝硬変に
対するSOF+RBV併用療法はヘモグロビン低下の他には特記すべき副作用がなく、
ウイルス陰性化率も良好である。今後の治療経過について症例を追加し報告する。

027（消）
当院におけるGenotype2型C型肝炎に対するSofosbuvir/
RBV併用療法の検討
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、田中　一光1、八木澤　允貴1、工藤　大樹1、堀本　啓大1、
山本　桂子1、畑中　一映1、成瀬　宏仁1

【目的】C型肝炎に対する抗ウイルス治療は、2011年DAA製剤の登場により飛躍
的に治療成績が向上しているが、対象は主にGenotype1型症例であった。平成27
年5月Genotype2型C型慢性肝炎に対して、インターフェロンフリー治療である核酸型
ポリメラーゼ阻害薬Sofosbuvir/RBV併用療法が承認され、高い治療効果が期待さ
れている。今回、市中病院での治療状況について検討したので報告する。【対象
と方法】当科で導入されたC型肝炎Genotype2型35例に対するSofosbuvir/RBV
療法の抗ウイルス効果、有害事象について検討した。【結果】患者背景は、男性54 
％、年齢中央値（範囲）64（40～ 88）歳、初回57％、肝硬変23％、白血球数中
央値5400（2000 ～ 9700）/μl、ヘモグロビン中央値12.9（10.1 ～ 16.1）g/dl、
血小板数中央値16.9（5.3 ～ 28.9）×104μl、GPT中央値47（10～ 322）IU/
l、eGFR中央値76.5（32.7 ～ 123.9）mL/min/1.73m2）、HCV RNA中央値6.4
（4.4 ～ 7.4）LogIU/ml、Genotypeは2a/2bが22/11例、IL28B major88％だっ
た。時期別HCV RNA陰性化率は、2週35％、4週（RVR）84％、8週100％、12
週治療終了時（ETR）100％で、SVR（4） は94％（16/17例）だった。Non-SVR
例は、80歳代女性で肝癌治療歴を有する肝硬変症例だった。有害事象としては貧
血が挙げられ、ヘモグロビン減少量中央値は4週目1.2（最大3.5）、8週目1.1（最
大3.8）、12週目1.2（最大3.7）g/dlで、2例でRBVの減量を要した。尚、RBV初
期投与量は、超高齢者やeGFR低値例で適宜減量していた。【結論】SOF/RBV
療法の早期の抗ウイルス効果は良好であった。有害事象中止例は1例も見られず、
RBVによる貧血が多少問題とはなるものの高齢者でも安全に治療可能であった。現
在、SofosbuvirはGenotype1型症例に対しても投与可能となっており、当院で治療
開始した37症例の初期効果についても報告する。

028（消）
クリオグロブリン血症によるネフローゼ症候群、腎機能障害を
合併したC型慢性肝炎に対するダクラタスビル/アスナプレビル
（DCV/ASV）での抗ウイルス療法が著効した1例
1JCHO北海道病院　消化器センター
○馬場　英1、古家　乾1、小泉　忠史1、定岡　邦昌1、関谷　千尋1

C型慢性肝炎では約1％の患者で症候性クリオグロブリン血症を発症し、小型の血
管の炎症により約30％の患者でネフローゼ症候群や急性腎炎症候群などの腎障害
をきたすとされる。今回クリオグロブリン血症によるネフローゼ症候群、腎機能障害を
合併したC型慢性肝炎に対し、DCV/ASVによる抗ウイルス療法によりウイルス学的
著効が得られ、ネフローゼ症候群および腎機能も改善した1例を経験したので報告
する。症例は71歳女性。ネフローゼ症候群で当院紹介、C型慢性肝炎とクリオグロ
ブリン血症を認めたため当科紹介となった。来院時尿中蛋白268.3mg/dl（4.02g/
d）、血中総蛋白/Alb:5.6/2.4、血清総コレステロール319mg/dlでネフローゼ症候群
と診断した。また、HCV抗体陽性で、尿潜血3+、BUN/Cre:49.9/1.86と血尿お
よび腎障害を認め、リウマチ因子1145U/ml と高値、C3/C4:67/1と低補体血症
を認めたことから、クリオグロブリンを測定したところ陽性であった。C型慢性肝炎は
genotype1B、HCV-RNA6.9L.IU/ml 、NS5A領域のY93Hが1％未満で認められ
た。クリオグロブリン血症によるネフローゼ症候群、腎機能障害を合併したC型慢性肝
炎としてDCV/ASVによる抗ウイルス療法を施行した。HCV-RNAは治療開始後8週
目で陰性化し、治療終了後まで持続した。現在SVR20まで達成している。SVR20
時点で蛋白尿は5.8mg/dlまで減少し、尿潜血陰性、BUN/Cre:48.2/1.44まで改
善している。これまでC型慢性肝炎に合併したクリオグロブリン血症性血管炎に対す
るIFN治療が有用性である報告があるが、Direct Acting Antiviralsによる治療報
告は検索した限りではなく、今後SVR率が高いDAAが積極的に推奨される可能性
は十分にあるとおもわれる。
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029（消）
当院におけるアスナプレビル・ダクラタスビル経口2剤療法の使
用経験
1苫小牧市立病院
○小林　ともえ1、永井　孝輔1、長島　一哲1、江藤　和範1、小西　康平1、
山本　文泰1

【背景・目的】DAAの登場により今日の慢性C型肝炎の治療成績は飛躍的に向上
した。国内初のIFNフリー治療であるアスナプレビル・ダクラタスビル経口2剤療法は
国内第三相試験においてSVR率86.6％、副作用中止率5.0%と高い有効性、安全
性が示された。今回当院で施行したアスナプレビル・ダクラタスビル経口2剤療法の
使用経験についてまとめた。
【対象・方法】当院にてアスナプレビル・ダクラタスビル経口2剤を導入し、治療終了
した22例。治療効果、副作用について検討した。
【結果】症例は22例、年齢中央値74歳（55-83歳）、男性/女性　10例/12例であっ
た。HCV-RNA中央値は6.3LogIU/ml（5.9 ～ 7.2LogIU/ml）、NS5A耐性変異
は27.3%（6例/22例）で認めた。うち2例は透析症例であった。治療完遂は18例、
副作用中止は3例、viral　breakthroughは1例に認めた。副作用として肝機能障
害は7例に認め、発熱は5例に認めた。治療中止に至ったものは肝機能障害を来し
た2例、肝機能障害および発熱を来した1例であった。SVR12まで観察し得た症例
は12例であり、SVR12を達成したのは83.3%（10例/12例）、relapseは8.3%（1例
/12例）、viral　breakthroughは8.3%（1例/12例）であった。Relapse症例は治療
開始前にNS5A耐性変異を認めなかったが、再燃後にはL31M、Y93H陽性となっ
た。Viral　breakthrough症例は治療開始前にY93Hのみ陽性であったが、治療
終了はL31M、Y93H陽性となった。
【結語】当院におけるアスナプレビル・ダクラタスビル経口2剤治療のSVR12は83.3%
と既報と矛盾しない結果であったが、副作用治療中止率は13.6%と既報よりやや高
い結果となった。非著効例の今後の治療方針が課題と考えられた。

030（消）
C型慢性肝炎に対するDaclatasvir / Asnaprevir併用療法
－地方病院での検討 （第2報）
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
○久居　弘幸1、櫻井　環1、釋　亮也1、小柴　裕1、宮崎　悦2、
嘉成　悠介3、池田　裕貴3

2014年9月にgenotype 1型のC型慢性肝炎および代償性肝硬変に対する最初のイ
ンターフェロン・フリー治療として、NS5A阻害剤のDaclatasvir （DCV）とNS3/4A
阻害剤のAsnaprevir （ASV）併用療法が認可され、多くの施設で投与された。
今回、2014年12月～ 2015年8月に、direct sequence法によるNS5A変異 （L31M/
V、Y93H）を有さないgenotype 1b型C型慢性肝炎および代償性肝硬変患者に対
し、DCV / ASV併用療法を施行した23例 （43～ 84歳、平均68歳、男性10例、
血液維持透析患者1例を含む）について、患者背景、治療成績、有害事象につき
検討したので報告する。
第117回の支部例会では、その治療成績の中間報告をしたが、本支部例会では全
例治療終了12週後の成績が得られていると考えられ、今後の方針を含め発表する。

031（消）
C型慢性肝疾患に対するダクラタスビル・アスナプレビル併用療
法の治療効果及び安全性についての検討
1市立函館病院　消化器病センター　消化器内科
○堀本　啓大1、田中　一光1、八木澤　允貴1、工藤　大樹1、山本　桂子1、
畑中　一映1、山本　義也1、成瀬　宏仁1

【目的】Genotype1型C型慢性肝疾患に対する抗ウイルス療法は，自己免疫賦活
によりウイルスを排除する従来のIFN療法から，ウイルス自体を標的とした新規DAA
治療に変遷をとげつつある．とりわけ本邦初のIFNフリー経口2剤治療であるダクラタ
スビル・アスナプレビル（DCV/ASV）併用療法がこの分野に与えたインパクトは大き
く，これまでIFN治療の恩恵にあずからなかった効果不良例や肝硬変症例，高齢
者への治療効果が期待される．そこで、当院のDCV/ASV療法の治療効果及び
安全性について報告する．【方法】対象は平成26年9月から平成27年11月までに当
科でDCV/ASVを導入したGenotype1b型C型慢性肝疾患患者64症例．治療前に
PCR-invader法/Direct Sequence法にて薬剤耐性変異を測定し、原則　NS5A
耐性変異例には導入を控えた。またTPV，SMV併用療法非著効例も対象外とし
た。DCV/ASV療法の有効性、副作用について検討した．【結果】患者背景は男
性23例，女性41例，年齢中央値73（36-84）歳，CH40例，LC24例，血小板中央
値12.0（5.7-38.3）万/&micro;l，HCV-RNA 6.1（3.7-7.0）logIU/mL，前治療
歴無し38例，あり26例であった．治療効果はETR率　96%（48/50例），SVR12
率　91%（31/34例）であった．一方，非著効3例の内訳はviral breakthroughが1
例，再燃2例で，これらのHCV遺伝子profileはPCR-invader法でY93H陽性1例、
Y93H弱陽性＋D168E弱陽性1例，D168V弱陽性＋L31判定不能1例であった．治
療中止率は7.8%（5/64例）で，viral breakthrough1例，肝障害1例，倦怠感1例，
肝細胞癌発生2例であったが、うち3例は治療中止後にSVR12に到達した．有害事
象は，発熱3例，grade3以上の肝障害2例，高血圧を1例に認めた．【結語】当院で
のDCV/ASV療法は良好な治療成績が得られたが、薬剤耐性変異例では効果が
期待できない可能性が示唆された．有害事象もIFN療法に比べると軽微で概ね認容
可能であった．

032（消）
健康成人に発症した腸管出血性大腸菌（O-157）陽性溶血性
尿毒症症候群の一例
1KKR札幌医療センター
○能登谷　元聡1、関　英幸1、伊藤　聡司1、平田　裕哉1、松薗　絵美1、
横山　文明1、大原　克仁1、石橋　陽子1、菅井　望1、藤田　淳1、
鈴木　潤一1

【はじめに】溶血性尿毒症症候群（以下HUS）は主に幼児や高齢者において腸管
出血性大腸菌（以下EHEC）感染後,志賀毒素によって惹起される血栓性微小血
管障害であり,臨床的に溶血性貧血,血小板減少,急性腎障害の3主徴を呈する疾
患である.成人においては血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）,感染症,自己免疫
疾患,薬剤性など様々な原因で発症し,EHECが原因のHUSは5-10%程度と稀であ
ると言われている.今回我々はEHECが原因と思われる成人発症のHUSの一例を
経験したので本邦における成人発症HUSの概要とともに報告する.【症例】19歳,女
性.開封して10日ほど経過した飲料を摂取し,その後発熱,下痢,粘血便,悪心,嘔吐が
出現し近医を受診した.急性胃腸炎の診断でセフジニルが処方されたものの症状は
改善せず近医に入院となった.入院後,絶食・補液・セファゾリンナトリウム投与にて加
療されていたが,外来にて採取された便培養にてEHEC（O-157）が検出され,採血
にて血小板低下,LDH上昇,腎機能低下が出現した.HUS発症が疑われ当科紹介,
転院となった.当院入院後に施行した採血にてさらなる血小板低下,腎機能低下,溶
血性貧血,PT延長,D-dimer高値が出現しHUS及びDIC合併と診断し,安静・補液
による対症療法に加えトロンボモジュリンアルファ投与を開始した.第2病日に血小板が
1.5万/&micro;Lまで低下したため血小板輸血,貧血が増悪したため赤血球濃厚液
輸血を行った.第7病日以降,血小板数は上昇,貧血・腎機能は改善傾向となり,自覚
症状も軽減した.対症療法を継続し第21病日後遺症なく退院となった.
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033（消）
急激に重症化したClostridium difficile感染症の3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
○菊地　剛史1、足立　靖1、檜森　亮吾1、青木　敬則1、秋野　公臣1、
見田　裕章1、安達　靖代1、岩田　徳和1、中村　正弘1、吉田　幸成1、
加藤　康夫1、石井　良文2、遠藤　高夫1

当院で経験した急激に重症化した経過をとったClostridium difficile感染症（CDI）
の3例を提示する.【症例1】70才台女性.腹痛,体重減少を主訴に来院,肝転移を
伴う膵体部癌と診断,疼痛のコントロール目的にて入院加療となった.各種麻薬など
を使用していたが,嘔気が出現,その2日後に1日3回の水様下痢が出現,白血球数 
46100/μl,CRP 31.76mg/dlと著明な上昇を認めた.腹部CTでは,全結腸の粘膜
面のCT値の上昇がみられ,腸管の拡張がみられた.同日のCDトキシン検査陽性にて
CDIの診断となるが全身状態悪化し,翌日死亡された.【症例2】70才台女性.糖尿病,
高血圧,脳梗塞後遺症にて外来通院中だったが,発熱を主訴に入院加療となった.尿
路感染症の診断にて抗菌薬治療を開始したが第5病日に意識障害を認め,血圧低
下しショック状態となった.白血球数 22490/μl,CRP 9.70mg/dlと増多を認め,血小
板 2.6万/μl,FDP 89ug/mlにてDICと診断した.腹部CTにて全結腸にわたり,粘膜
浮腫を認め,腸管周囲への腹水の貯留,胸水の貯留を認めた.CDトキシン検査陽性
にてCDIと診断,同日より経口バンコマイシンにて加療を行い,第9病日には解熱が得
られたが,その後も複数回の再発を繰り返した.【症例3】80才台男性.1ヶ月前に前
立腺手術をうけ,術後頻尿が出現し食欲不振を主訴に入院加療となった.腎後性腎
不全の診断で加療をうけたが,第5病日より発熱が続き,敗血症として加療を行ったが,
改善見られず第16病日に死亡した.病理解剖の結果,死因にClostridium difficile
感染症が強く関与していることが示唆された.生前に血便は観察されていたが少量で
あり,水様便もみられていなかった.
CDIはC. difficileの感染,抗菌薬加療,宿主状態の悪化の3条件が発症へのキース
テップと考えられている.【症例1】,【症例2】はいずれも下痢の症状がはじまった時点
で重篤な状況であった.【症例3】は剖検で診断された症例であり,敗血症などの種々
の加療の終末期にCDIが関与している可能性が示唆される.

034（内）
治療に難渋し、外科的切除を施行した高齢者難治性潰瘍性
大腸炎 （全大腸炎型）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
○池田　裕貴1、久居　弘幸1、櫻井　環1、釋　亮也1、小柴　裕1、
宮崎　悦2、佐藤　正文3、川崎　亮輔3、行部　洋3、横山　啓介3、
嘉成　悠介4

潰瘍性大腸炎は20歳代での発症がピークであるが、近年は高齢者においても増加し
ている。しかし、基礎疾患を有している割合が高いこと、薬剤による副作用発現のリ
スクも高いことから、早期に外科的介入を必要とする報告もある。今回、治療に難
渋した高齢者潰瘍性大腸炎の1切除例を経験したので報告する。
症例は78歳、女性 （発症時61歳）。平成10年5月に全大腸炎型潰瘍性大腸炎と
診断、5-ASA、ステロイド全身投与、ステロイドパルス、顆粒球除去療法 （GMA）、
アザチオプリン、シクロスポリンによる治療歴があり、複数回にわたりサイトメガロウイル
ス腸炎を合併し、ガンシクロビルの投与歴もある。
平成23年9月よりインフリキシマブ5mg/kgを導入し、一時寛解となるも、ステロイド漸減
に伴い複数回再燃するようになり、その度に入院でステロイド全身投与ならびにGMA
にて加療していた。平成27年1月に16回目の再燃で入院、ステロイド全身投与とGMA
を行うも寛解に至らず、3月にアダリムマブを導入した。症状の改善を認め、3月に一
時退院となったが、症状の悪化を認め、7月に再入院。再度インフリキシマブを導入
するも改善を認めなかった。タクロリムスの投与も検討したが、高齢者であるため感染
症のリスクも考慮し、informed consentが得られたため、同年9月に当院外科で大腸
全摘術、回腸嚢肛門管吻合術、回腸人工肛門造設術を施行した。病理所見では
粘膜下層深部まで炎症細胞浸潤、潰瘍、陰窩膿瘍を認め、Matts grade 5相当で
あった。手術に伴う重篤な合併症は認めなかった。

035（消）
憩室炎により発症したS状結腸膀胱瘻に対して、腹腔鏡下手
術を行った一症例
1札幌医科大学　医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科
○渡久山　晃1、西舘　俊彦1、及能　大輔1、植木　知身1、沖田　憲司1、
目黒　誠1、秋月　恵美1、水口　徹1、信岡　隆幸1、木村　康利1、
古畑　智久1、竹政　伊知朗1

【はじめに】本邦において、憩室炎よる結腸膀胱瘻は、増加傾向にある疾患であり、
腹腔鏡手術の有用性が報告されている。今回、本疾患に対し腹腔鏡下S状結腸
切除術を施行し、良好な経過で治癒した症例を経験したので報告する。【症例】症
例は65歳、男性。下腹部痛、膿尿を認め、当院泌尿器科受診。膀胱鏡検査に
て、膀胱後壁に瘻孔を認めたため当院内科入院となった。下部消化管造影・内視
鏡検査では、S状結腸に多発憩室を認め、同部位の拡張は不良であったが、瘻孔
部の同定は困難であった。CT検査では、S状結腸の多発憩室、膀胱気腫を認め
た。悪性所見は見られず、憩室炎によるS状結腸膀胱瘻と診断し、腹腔鏡補助下
S状結腸切除を行った。【手術】瘻孔部で膀胱と強固に癒着したS状結腸を剥離し、
膀胱壁を縫合した。膀胱はインジゴカルミンを混ぜた生食をみたし、漏れのないことを
確認したうえで、留置カテーテルを14日間留置した。【まとめ】結腸膀胱瘻に対する手
術は、腹腔鏡下手術が完遂できれば低侵襲で、早期の社会復帰が可能な有用な
手段と考えられた。

036（消）
当院のulcerative colitisにおけるcytomegalovirusの
治療検討
1札幌東徳洲会病院　IBDセンター、2札幌東徳洲会病院　消化器センター
○巽　亮二1、前本　篤男1、古川　滋1、高坂　琢磨2、坂本　淳2、
佐藤　龍2、木村　圭介2、太田　智之2

【目的】ulcerative colitis（以下UC）患者のcytomegalovirus（以下CMV）感染は増悪・
難治性要因の1つと考えられている.CMV治療によるUCの臨床症状の改善と再燃率への影
響を検討した.【対象】2008年1月から2015年8月にUC加療で入院した患者は443例で,CMV
血中抗原陽性または組織学的にCMVが証明され, ganciclovir（以下GCV）を投与した症
例は42例であった.うち,GCV投与時に抗炎症療法（steroid,免疫調節剤,生物学的製剤）の
増量や新規導入していない25例を対象とした.男性18例,女性7例,平均年齢50歳,罹患期間
平均4.6年,全大腸炎型19例,左側大腸炎型2例,遠位大腸炎型4例であった.中等症23例,軽
症2例で,初発例2例,再燃例11例,慢性持続例11例,前治療は免疫調節剤使用例14例,生
物学的製剤使用例8例であった.CMV抗原陽性例17例,組織学的にCMVが証明された症
例14例,共に陽性例6例であった.【方法】GCV 250-500mg/日を6-25日間（平均14日）点
滴静注し,投与後のUCの状態と再燃までの期間を検討した.Rachmilewitz indexのClinical 
activity index（CAI）の評価で,CAI≦4 またはCAIが4ポイント以上の低下,もしくは重症度が
中等から軽症となることを有効とした.再燃の定義はCAI≦4の症例がCAI≧5となる時点を再
燃とした.GCV投与後評価でCMV血中抗原または組織学的にCMVの持続的な陽性を認め
た例をC群,陰性化を確認できた例をNC群とし,GCV投与後改善率はχ2乗検定,再燃率は
Kaplan-Meier法で推定し,log-Rank検定で比較した.【結果】C群5例,NC群19例,GCV投
与後にCMVの有無が未測定症例を1例認めた.全体の改善例は20例（75%）,C群の改善例
は3例（60%）,NC群の改善例は16例（89%）で,両群で差は認めなかった（p=0.210）.GCV
投与後CAI≦4の症例は全体であり,18例（72%）,C群4例（80%）,NC群13例（61%）であっ
た.3か月以上の経過観察を行い,C群は全て再燃,NC群は10例（77%）に再燃を認めた.C群
/NC群で累積再燃率を比較したところ,3か月75%/15% ,6か月75%/38%,12か月100% /46%
で,C群で再燃率が高かった（p=0.009）.【結論】UCにおけるCMV治療は改善率への影響
は乏しいが,再燃率を低下させる可能性が示唆された.
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037（消）
内視鏡時の腸粘膜生検において虫体を疑い，消化管液の鏡
検で確定診断し得たランブル鞭毛虫症の1例
1NTT東日本札幌病院　消化器内科、2NTT東日本札幌病院　病理診断センター
○吉田　将大1、重沢　拓1、松本　美櫻1、太宰　昌佳1、小野寺　学1、
横山　朗子1、高桑　康成2、吉井　新二1

【症　例】40歳代，男性．1日20-30行の水様性下痢を主訴に近医を受診し，整腸
剤・抗菌薬の内服加療を受けたが改善せず，当科受診となった．遷延する下痢症の
精査目的に下部消化管内視鏡検査を施行した．粘膜面に明らかな活動性炎症の所
見を認めず，腸粘膜細菌培養検査は陰性であった．しかし，腸粘膜生検検体におい
て粘膜表面に楕円形構造の集簇を指摘し，Giardia lambliaの虫体が疑われた．こ
のため腸液と十二指腸液の新鮮検体を鏡検したところ，いずれにもGiardia lamblia
の栄養体を認めた．ランブル鞭毛虫症と診断し，メトロニダゾールにて加療し，症状は
改善した．【考　察】ランブル鞭毛虫症は2003年以降全数報告の5類感染症に指定
されたが，その報告件数は年間70例～ 100例にとどまっている．虫体は通常施行さ
れる便・腸液・腸粘膜培養検査では検出が不能であり，また内視鏡上も大腸粘膜に
顕性炎症の所見を示さないことから，慢性下痢症のうち本症が原因であるものは実際
の報告数よりも多いことが考えられ，既報では無症状の症例も含め0.36%～ 0.95%
の感染率と報告されている．しかしながら日常臨床ではroutineの検査として消化管
液の新鮮検体の鏡検を考慮することは少なく，本症の診断困難の原因となっている．
自験例でも内視鏡診断はやはり困難であったが，生検検体の病理標本上で粘膜表
面に虫体を疑う構造を指摘することができ，それを基に消化管液の追加検討を行うこ
とで確定診断することができた．消化管液の鏡検を考慮しにくい場合であっても自験
例のように病理標本から診断に繋がる症例が経験されたため，慢性下痢症の鑑別に
本症を考慮に入れ病理標本を検討することで，診断率を向上できる可能性がある．

038（内）
ポリープ様形態を示した直腸キサントーマの1例
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　光学医療診療部、3北海道大学病院　病理部、
4北海道大学　がん予防内科
○宮本　秀一1、加藤　基嗣2、安孫子　怜1、津田　桃子1、大野　正芳1、
小野　尚子2、間部　克裕4、清水　勇一1、山下　充孝2、大西　俊介1、
小松　嘉人1、中　智昭3、畑中　佳奈子3、坂本　直哉1

【症例】50歳代女性【主訴】特記事項なし【現病歴】便潜血反応陽性のため下部消化管
内視鏡検査を施行し、直腸に20mm大の腫瘍を認めたため精査目的に当科紹介となった。
【既往歴】特記事項なし【下部消化管内視鏡検査・超音波内視鏡検査所見】下部直腸に
20mm大の表面不整平坦隆起型腫瘤を認めた。NBI拡大観察では血管走行不整・構造
不明瞭。クリスタルバイオレット染色では腫瘤表面は染色されず上皮の逸脱が考えられた。
超音波内視鏡検査では第三層は保たれていた。【経過】内視鏡像からは粘膜逸脱症候群
（以下MPS: Mucosal Prolapse Syndrome）が疑われたが、排便時の力みはなく、また生
検組織からではMPSには非特異的な所見の泡沫細胞を広範囲に認め、　病理組織学的
にはXanthogranulomatous reactionが疑われた。悪性所見はなく経過観察とし、約1年後
の下部消化管内視鏡検査で、腫瘤はやや増大傾向を認めたため、診断的意義も含め内
視鏡的粘膜下層剥離術を施行した。最終病理診断はXanthogranulomatous reactionで
あった。【考察】一般的にキサントーマは平坦なやや黄色調で胃内には多く認め、その他の
臓器ではあまり認めない。また胃内キサントーマが腫瘤様の形態を示したとの報告も認める。
本症例のように結腸に腫瘤形成性キサントーマが生じた症例は42例の報告例を認めるのみ
で、比較的稀な疾患である。内視鏡像はMPSに類似することが多く、直腸とS結腸に多く
認められる。病理組織学的には泡沫細胞を粘膜固有層に認める。悪性腫瘍を合併した報
告はない。腫瘤形成する原因として細胞障害に伴う反応性隆起が考えられているが、何に
伴う細胞障害などかは明らかになっていない。本症例でも反応性と考えられる炎症や繊維化
を認めたが、炎症の原因は断定できず、腫瘤形成となった原因は不明であった。検索し得
る限りでは報告されているなかで最大のものでも15mmであり、本症例はそれを上回る20mm
と最大であった。【結語】ポリープ様形態を示した直腸キサントーマの1例を経験した

039（内）
ポリスチレンスルホン酸カルシウム内服中に発症した門脈ガス血
症を伴う回盲部潰瘍の一例
1札幌医科大学　消化器・免疫・リウマチ内科学講座
○横山　佳浩1、久保　俊之1、近藤　智之1、日比　則孝1、山本　至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

症例は70歳代、男性。急性B型大動脈解離、両側腎動脈狭窄に伴う慢性腎不全
で当院心臓血管外科通院中であった。2015年7月中旬、突然の右下腹部痛と嘔気
を主訴に当科外来を受診した。腹部CT検査で著明な門脈ガス血症、回腸末端か
ら上行結腸にかけての全周性の壁肥厚と周囲の脂肪織濃度上昇を認め、精査加
療目的に入院となった。保存的加療で右下腹部痛は徐々に改善傾向となり、原因
検索のため第7病日に下部消化管内視鏡検査を施行した。回腸末端に白苔を伴う
類円形の潰瘍が散在し、上行結腸にも同様の所見を認めた。回腸末端の潰瘍辺
縁から採取した生検にて、びらん・浮腫・肉芽形成を伴う粘膜組織内にポリスチレン
スルホン酸カルシウム（高カリウム血症の治療薬であるアーガメイトゼリー）の結晶を認め
た。なお、細菌・抗酸菌培養や抗酸菌染色、サイトメガロウイルス免疫染色はいず
れも陰性であった。以上の所見よりポリスチレンスルホン酸カルシウムによる回盲部潰
瘍を疑い、同薬剤を休薬した。第20病日に退院となり現在外来経過観察中である
が、再発なく経過している。同薬剤による腸管穿孔や大腸潰瘍は添付文書で注意
喚起がなされており、本邦における症例報告も散見される。既報によると、本疾患
は慢性腎不全を基礎疾患に有する便秘傾向の患者に起こりやすく、同薬剤が硬便
形成に強く関与し、硬便が腸管粘膜へ機械的損傷を与えることが主な原因と推測さ
れている。そのためS状結腸や直腸が好発部位とされており、同薬剤内服中の患者
には排便コントロールに十分な注意が必要と考えられる。さらに大腸以外の消化管で
も潰瘍を発生した症例が少数ながら報告されており、同薬剤が腸管に直接作用し損
傷を来たす可能性も示唆されている。本症例は硬便が形成されにくい回盲部に病変
を認めていることから、後者の機序による発症と推察した。

040（消）
MSH6変異によるLynch症候群の一例
1札幌医科大学付属病院
○近藤　智之1、山下　健太郎1、日比　則孝1、横山　佳浩1、山本　至1、
小野寺　馨1、久保　俊之1、山本　英一郎1、能正　勝彦1、有村　佳昭1

【緒言】Lynch症候群はミスマッチ修復（MMR）遺伝子の胚細胞変異による遺伝性
腫瘍症候群であり、原因遺伝子としてはMSH2とMLH1が90%を占める。今回我々
は比較的まれなMSH6変異の症例を経験したので報告する。
【症例】60歳代男性
【既往歴】52歳時S状結腸癌切除（muc, T4N0M0）、61歳時早期胃癌ESD （tub1, 
m, ly0, v0）
【家族歴】母子宮癌（60代、詳細不明）
【現病歴】5年ぶりに施行した内視鏡で下部直腸に2cm大の0-IIa+IIc型病変を認め
た。異時性多発大腸癌のためmicrosatellite instability  （MSI） を解析したところ
MSI-HでありLynch症候群が疑われた。SM2と内視鏡診断したが試験的にESDを
施行、tub1/2, SM2, ly0, v0で断端陽性と診断された。MMR遺伝子の胚細胞変
異解析でMSH2とMLH1には変異を認めなかったが、MSH6のexon 4に5塩基欠失
が検出されLynch症候群と確定診断した。追加腸切除の適応ではあるが、現在ま
で経過観察中である。
【考察】MSH6変異によるLynch症候群は、MSH2やMLH1変異に比し高齢発症
で左右差が少ない、penetranceが低くMSI陰性例が多い等、通常の大腸癌により
類似しており、見逃されやすいと思われる。文献的考察を加え報告する。
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041（消）
早期大腸癌X線診断におけるCアーム式装置の有用性
（第2報）
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、石王　応知1、武藤　瑞恵1、市來　一彦1、石川　千里1、
井上　充貴1、合地　美香子2、石井　大介2、北　健吾2、木田　裕之2、後藤　
順一2、橋本　道紀2、稲葉　聡2、矢吹　英彦2

【はじめに】注腸X線検査における早期大腸癌の深達度診断において、腫瘍正面像、側面像
を正確に、再現性をもって描出することが重要である。しかし体位変換に伴うバリウムの重なり、
空気を保持できないことなどにより、意図する撮影が困難なことも経験する。今回我々は、Cアー
ム式装置を用いて角度を変えて撮影する斜入撮影法を使用することにより、良質な画像が比較
的簡単に得られることを確認できた。【目的】早期大腸癌の精密X線検査における斜入撮影法の
有用性を臨床的に検討する。【対象および方法】対象は2009年10月から2015年9月までの期間
に、外科的あるいは内視鏡的に切除され、病理学的検討が可能であった早期大腸癌48病変で
ある。病変の内訳はM・SM-s癌29病変、SM-m癌19病変である。これらの病変について、C
アーム式装置を用いて検出器をcranial ～ caudal（頭尾側）およびRAO～LAO（左右方向）
に回転させて、またこれらを組み合わせて、任意方向から斜入撮影法を行った。また拡大観察
併用の内視鏡検査も全病変において施行した。検討項目は1）病変の正面像と完全に近い側
面像（癌浸潤の最深部に対する接線像）の描出能、2）病変部位別での斜入撮影法の有用性、
3）斜入撮影法によるX線深達度診断と内視鏡深達度診断との比較、とした。【結果】1）全48
病変で正面像の描出率は、斜入前で34病変（70.8%）、斜入後で43病変（89.6%）と有意に上
昇した（P=0.0386）。真側面像の描出率は斜入前で11病変（22.9%）、斜入後で24病変（50%）
と有意に上昇した（P=0.0109）。2）斜入撮影法が病変の正面像または真側面像の描出に有用
であったのは、盲腸5/9（55.6%）、上行結腸9/10（90%）、横行結腸4/8（50%）、下行結
腸1/2（50%）、S状結腸7/9（77.8%）、直腸7/10（70%）と有意差はないが、上行結腸、S
状結腸、直腸で有用性が高い傾向であった。3）深達度正診率は、斜入撮影法によるX線診
断39/48（81.3%）、内視鏡診断41/48（85.4%）と有意差は認めなかった。【結語】Cアーム
式装置を用いた斜入撮影法は、早期大腸癌の深達度診断に寄与すると考えられた。

042（内）
急速に増大した舌根癌の一例
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北海道大学病院　耳鼻咽喉科、4北海道大学病院　病理診断科
○安孫子　怜史1、清水　勇一1、水島　健1、宮本　秀一1、大野　正芳1、
津田　桃子1、高橋　正和1、森　康明1、中川　学1、小野　尚子2、
間部　克裕2、中川　宗一1、加藤　元嗣2、坂本　直哉1、本間　明宏3、
菅野　宏美4、松野　吉宏4、山下　允孝1、大西　俊介1

【背景】咽喉頭癌は画像強調拡大内視鏡の普及により表在癌として発見され、内視
鏡治療により根治できる症例が増加している。しかし、舌根部は、経口からの内視
鏡では接線方向になるため観察は困難であり、早期がんの発見例も極めて少ない。
【症例】症例は60歳代男性。2014年4月の上部消化管内視鏡検査で早期食道癌
を指摘され、同年6月にESDを施行された。2014年10月の上部消化管内視鏡検査
で舌根に隆起性病変を認め、生検施行。組織診断はSquamous cell carcinomaで
あった。当院耳鼻咽喉科で精査を施行し、中咽頭癌（舌根 cT4aN2bM0）の診断と
なり、動注化学療法および放射線照射を施行された。その後、現在までCRを継続
している。レトロスペクティブにみても2014年4月の上部消化管内視鏡検査では、喉
頭蓋舌面、喉頭蓋谷の詳細な観察は行われているものの、舌根付近に明らかな腫
瘍を指摘出来なかった。近年、舌根部の詳細な観察法として、上部消化管用経鼻
内視鏡による中咽頭反転法の有用性が報告されているが、咽頭喉頭癌の高危険群
において、同観察法の適用は今後の課題と考えられた。通常の経口内視鏡では、
指摘出来ない病変が、6か月後に急速に増大し、進行した舌根癌となった一例は、
示唆に富むと考え報告する。

043（消）
進展の早かった高悪性度食道癌の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恵佑会第2病院　消化器内科
○檜森　亮吾1、足立　靖1、工平　美和子3、青木　敬則1、見田　裕章1、
菊地　剛史1、秋野　公臣1、高橋　秀明1、吉田　幸成1、高橋　宏明3、
石井　良文2、遠藤　高夫1

今回、急速な転帰を遂げた稀な食道大細胞型神経内分泌癌（Large cell NEC、
LC-NEC）を経験したので、報告する。症例は80歳台男性。抑鬱、筋緊張性頭
痛で近医通院中に、1ヶ月前から食道詰まり感、食思不振を自覚したため、精査目
的に札幌しらかば台病院を紹介された。上部消化管内視鏡検査で梨状窩直下から
頸部食道にかけて2/3周性の潰瘍形成を伴う2型進行癌を認めた。潰瘍に覆われ、
表面構造は認識出来なかった。CT所見で、頸部から上部食道の腫瘤で、気管浸
潤が疑われ、stage IVaの診断となった。治療のため恵佑会第二病院に転院し、全
身状態を考慮し放射線単独治療の方針となった。しかし、食道気管瘻を形成したた
め、放射線治療は終了となった。札幌しらかば台病院に転院し、BSCとなったが、
初診後2ヶ月弱で永眠された。病理診断では、当初、basaloid carcinoma、低分
化扁平上皮癌、NECが疑われた。免疫染色の結果は、p53陽性、Ki-67強陽性、
LMWK陽性で、HWWK陰性であった。さらに、CD56,Chromogranin陰性であっ
たが、synaptophisin陽性であった。以上からLarge cell NECと診断された。本症
例に特徴的であったのは、扁平上皮癌のマーカーであるp63が陽性であったことであ
る。食道NECは稀であるが、さらに大細胞型であり、p63が陽性であったことから、
大変貴重な症例と考えられ、文献的考察を加え報告する。

044（消）
内視鏡治療が行われた食道胃接合部腺癌の臨床病理学的検
討と治療成績
1恵佑会第2病院　内科・消化器科、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、4恵佑会札幌病院　病理診断科
○小平　純一1、檜森　りな子1、立花　靖大1、大橋　広和1、岡原　聡1、
工平　美和子1、菅原　伸明1、須貝　茂1、松本　岳士1、小池　容史1、
高橋　宏明1、穂刈　格2、塚越　洋元2、西田　靖仙3、細川　正夫3、
大内　知之4、武内　利直4

【目的】当施設で内視鏡治療が行われた食道胃接合部腺癌の検討を行うこと。【方
法】2000年から2014年に当院で内視鏡治療が行われた接合部腺癌73例74病変
の臨床病理学的解析、内視鏡治療成績と予後調査を行った。EGJの同定は、主
に治療前内視鏡検査での柵状血管の下端あるいは胃縦走襞の口側終末部とし、
EGJ領域の定義は西の分類に従った。本検討における治癒判定は、腫瘍中心が
食道とされたものは、食道癌診断治療ガイドラインに、中心が胃とされたものは胃癌治
療ガイドラインに従った。ただし、食道腺癌で先進部分化型のDMM例は脈管因子陰
性の場合、相対的治癒とした。【成績】対象の平均年齢68歳（41-87歳）、男女比
57/ 16。腫瘍中心占居部位食道48/ 胃26、方向0から6時57病変（77%）、バレッ
ト腺癌40病変（54%）、平均腫瘍径18mm（4-43mm）、肉眼型隆起型48/ 平坦・
陥凹型26、色調発赤調52/ 正色から褪色22、主たる組織型分化・分化優位混在
型72/ 未分化・未分化優位混在型2、壁深達度M47/ SM27であった。切除方法
は、EMR4病変ESD70病変で、一括完全切除率95%、治癒切除率65％、穿孔
1.4％、後出血0%であった。非治癒切除26例中2例に対し放射線化学療法、14例
に対し外科手術（リンパ節転移陽性は2例）が施行された。平均観察期間54か月（捕
捉率92%）で、治癒切除群と非治癒切除群の5年生存率は97％と71%（疾患特異
的5年生存率は100％と83％）であった。なお、外科手術が行われた症例中2例で術
後に遠隔転移が確認された。【結論】食道胃接合部腺癌に対する内視鏡治療は比
較的安全に施行可能であり、治癒切除判定例の予後は良好であった。
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045（内）
当科における食道ステント治療の臨床的検討
1北海道社会事業会協会帯広病院　消化器内科
○須藤　豪太1、那須野　央1、仲地　耕平1

【背景】食道ステント（ES）留置術は悪性腫瘍による食道狭窄や瘻孔形成に対し、
QOLの改善が期待できる低侵襲で有用な治療である。一方、ES留置に伴う合併
症や、期待通りにQOLが改善しない場合もあり、その適応については慎重な検討
が必要である。【対象と方法】2012年4月から2015年10月までの3年6ヵ月間に、当
科で食道ステント留置術を施行した25例について、臨床的特徴、施術前後の治
療、経口摂取の状態、合併症等について後方視的に検討した。使用したステント
はUltraFlex（Boston scientific社製）10例、Flexella-J（Pilolax社製）7例、
CHOOSTENT（M.I.Tech社製）6例、Niti-S（Century medical社製）1例、
HANARO（MC medical社製）1例。 【結果】男女比は23/2例、平均年齢78.2歳
（47-93歳）、PSは1/2/3/4  8/11/4/2例。原疾患の種類は食道癌10例、胃癌
4例、接合部癌6例、肺癌3例、その他の癌2例。腫瘍の占拠部位はMt/Lt/Ae 
3/10/12例、食道癌の進行度はStage2/3/4   4/3/3例。狭窄解除目的24例、瘻
孔閉鎖目的1例。前治療あり：7例（化学療法）、そのうち2例に追加化学療法。ES
留置術後の経口摂取は水分、重湯2例（8%）、3分粥4例（16%）、5分粥以上16例
（64%）で、5分粥以上の経口摂取が可能となった割合はPS良好（PS1/2）な症例
で高く、PS不良例（PS3/4）ではES留置による狭窄解除後も経口摂取不良の場合
が多かった（p=0.04）。自宅または施設退院可能13例（52%）。合併症はステント逸
脱・脱落4例、誤嚥性肺炎4例（2例は死亡）、出血1例。施術後1ヵ月以内の死亡
は4例、それぞれ施術後1日目、11日目、22日目、27日目であり、死因について2例
は誤嚥性肺炎、2例は原疾患による死亡であった。施術後1か月以内の死亡の割合
はPS3以上の症例で高かった（p=0.03）。【考察】ES留置術によりPS良好な症例
では経口摂取が可能となる場合が多く、QOLの改善に有用であった。PS不良例に
おいてはQOL改善へ寄与する効果は低く、その適応には慎重になる必要がある。

046（消）
内視鏡的バルーン拡張が有効であった高齢者嚥下障害の
一例
1イムス札幌消化器中央総合病院　消化器病センター
○山本　浩1、金野　陽高1、平田　翔1、岸　宗佑1、野村　友祐1、
林　明宏1、葛西　幸穂1、上野　敦盛1、羽廣　敦也1、葛西　和博1、
平池　則雄1、丹野　誠志1

当院では、嚥下障害に対して言語聴覚士（ST）と協力のもと、嚥下造影（VF）を積
極的に行いながら評価を行っている。その原因は多岐に渡るが、適切な介入を行い
改善する例も少なくない。今回我々は、高齢者の嚥下障害に対し、バルーン拡張を
行うことで改善を認めた症例を経験したので報告する。症例は90歳代女性、繰り返
す誤嚥性肺炎を認め、食事量減少、るい痩あり精査目的に当科紹介となった。明
らかな脳血管疾患の既往はなく認知症も認めなかった。当院紹介時肺炎は改善して
いたが、食事量は1/3程度で摂取にも時間を要する状態であった。VF上、嚥下の
反射は正常に惹起されるものの食道の入口部にバリウムの貯留を認めた。輪状咽頭
筋の動きが悪く、頻回の嚥下運動を行っても食道内への流入は不良であった。また
輪状咽頭筋の開大不全に伴い、咽頭内側に突起（cricopharyngeal bar）が生じて
おり、通過障害の一因になっていると考えられた。十分なICの元、同部位に対する
バルーン拡張を計3回施行した。施行時、内視鏡の通過は容易で、明らかな狭窄は
認めないものの、バルーンをあてがい、上下に動かすようにして拡張を行った。拡張
術施行後のVF上、入口部の残渣貯留は残るものの、咽頭の動きが改善することで
バリウムの流入も改善していた。十分量の食事摂取が可能となり自宅退院となった。
高齢者の嚥下障害は、よく遭遇する症候であるが適切な評価を行い病態を把握す
ることで、本症例のように消化器的なアプローチが可能なこともある。若干の考察を
加え報告する。

047（消）
術前診断困難であったPseudoachalasiaの1例
1手稲渓仁会病院　消化器内科、2手稲渓仁会病院　外科、
3手稲渓仁会病院　病理診断科
○山本　恭史1、濱本　英剛1、田沼　徳真1、原田　拓1、橋本　林太朗1、
三橋　慧1、小松　直広1、真口　宏介1、木ノ下　義宏2、大森　優子3、
野口　寛子3、篠原　敏也3

　症例は81歳男性。嚥下困難を主訴に前医を受診後、精査目的に紹介となった。2015年8月、
当院初診時の上部消化管内視鏡（EGD）で食道胃接合部狭窄を認め、食道内には食物の貯留
を認めた。狭窄部は内視鏡（GIF-PQ260：外径7.9mm）が抵抗はあるものの通過した。入院・
絶食とし4日後に行ったEGDでは、狭窄部に明らかな腫瘍性病変を指摘できず、続いて行った
NBI拡大観察でも上皮乳頭内血管は拡張・蛇行・口径不同・形状不均一に乏しく軽度延長して
いるのみで食道学会分類A血管のみと判断した。上皮性変化に乏しいが念のため狭窄部口側よ
り悪性否定の生検を行い活動性炎症の所見であった。続いて行った食道透視では食道下端で
鳥のくちばし状、左右対称の狭窄所見を呈し、X線像は紡錘型spindle type、拡張度は44mm
であり食道アカラシアGrade2と診断した。造影CTでは食道胃接合部の軽度壁肥厚および周囲
のリンパ節腫脹（5mm程度）を認め炎症性変化と考えた。初診から10日後にアカラシアバルーン拡
張術（拡張径30mm, 10psi 2回）を施行、併せてカルシウム拮抗薬での薬物療法を開始した。一
旦は5分粥食が食べられる程度に改善を認めたが、拡張1週間後に再度嚥下困難が増悪し、初
回拡張から9日後に再拡張（12psi 2回）とした。しかし、その後も嚥下困難感は続き体重減少を
認めたため、本人と相談の上、腹腔鏡下手術（Heller+Dor手術）を行う方針となった。
　初診から46日目に当院外科にて手術を施行した。食道胃接合部の筋層剥離後、術中内視鏡
にて狭窄部を評価したが改善を認めず、触診では堅さを伴う腫瘤を認め、悪性腫瘍による狭窄
を疑い食道胃接合部切除術へ術式を変更した。手術切除標本の病理診断ではGE, 37x30mm, 
type5, mucoepidermoid carcinoma, pT3, INFb, ly1, v1, 神経周囲浸潤高度, IM0, pPM0, 
pDM0,pRM1であり粘膜面には癌成分が露出していない粘表皮癌だった。
　本症例は食道アカラシア（Idiopathic achalasia）との鑑別が難しいとされるPseudoachalasia
で、かつ本邦の食道切除例に占める割合が0.1%程度と稀な組織型である粘表皮癌であり、若
干の文献的考察を加えて報告する。

048（消）
生体腎移植後のPTP誤嚥による食道穿孔を保存的に加療し
た一例
1札幌北楡病院　外科
○服部　優宏1、巖築　慶一1、佐藤　正法1、久木田　和丘1、目黒　順一1、
米川　元樹1

【症例】66歳男性。2014年11月に生体腎移植施行した。2015年5月某日、定期
薬内服後の上腹部の痛みと発熱を主訴に3日後に当院腎臓外科初診し入院。2日
後のCTで食道内異物を疑い、消化器科で緊急内視鏡を施行し、Press through 
pack（以後PTP）誤嚥と食道穿孔を認めた。PTP摘出後に当科紹介された。
【入院時血液検査所見】白血球4810/mcl　Hb12.5g/dl、血小板10.8万/ mcl、
BUN15.9mg/dl、クレアチニン1.20mg/dl、CRP20.40mg/dl【経過】造影CTで穿
孔部の左側に径3-4cmのcavityと左胸水を認めた。左胸腔穿刺しドレナージ施行し、
漿液性の胸水を確認。食道造影でcavity内への造影剤の貯留は限局し、縦隔内
への広がりを認めなかった。胃管を挿入し絶食と補液で加療した。免疫抑制剤は胃
管より連日定期的に投与した。4週後の内視鏡で食道粘膜は修復されており、食事
開始し6週後に退院した。【考察】PTP誤嚥による食道穿孔の治療法は，食道造影
で造影剤の漏出が少量で限局し，患者の全身状態が良好な場合には保存的治療
が行われ，穿孔が胸腔内に穿破している場合には開胸手術を検討するのが一般的
である。本症例は腎移植後の患者で免疫抑制剤の使用と易感染性のリスクが併存
しており、治療方針について検討を要した。発症後から治療開始に5日間経過して
いたが、入院後には発熱、胸苦、疼痛などの症状もなく全身状態が安定していたた
め、胃管挿入と絶食で加療開始した。免疫抑制剤はタクロリムス、ミコフェノール酸モ
フェチル、エベロリムスを内服していた。注射薬で代替するにはタクロリムスとステロイ
ドの使用を検討したが、感染や縦隔炎増悪のリスクと血中濃度のコントロール困難を
考慮し、免疫抑制剤のみを胃管から注入し、それ以外はドレナージによる保存的加
療で治療しえた。【結語】腎移植後患者のPTP誤嚥による食道穿孔も局所コントロー
ルが良好であれば免疫抑制剤の調整に留意し治療可能であると考えられた。
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049（内）
当院及び恵佑会札幌病院で経験した好酸球性食道炎の4例
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　外科、4恵佑会札幌病院　病理診断科
○立花　靖大1、小平　純一1、檜森　りな子1、大橋　広和1、岡原　聡1、
工平　美和子1、菅原　伸明1、松本　岳志1、高橋　宏明1、穂刈　格2、
小池　容史1、塚越　洋元2、西田　靖仙3、細川　正夫3、大内　知之4、
武内　利直4

好酸球性食道炎は比較的まれな疾患であるが,有病率は増加してきており注目され
ている．今回,当院及び恵佑会札幌病院で4例の好酸球性食道炎を経験した.男女
比は3対1で年齢は29歳から45歳だった.症状は3人がつまり感を訴え,1人は心窩部
痛を訴えた.アレルギー疾患の併発,既往は1例に認めた.内視鏡所見では縦走溝,輪
状溝,粘膜浮腫,血管透見の消失を4例全例に認め白斑を1例に認めた. 今回,4例
の好酸球性食道炎を経験したため,若干の文献的考察を加えて報告する.

050（消）
カリウムイオン競合型アシッドブロッカーを用いたヘリコバクター・
ピロリ除菌治療の有用性の検討
1苫小牧市立病院　消化器内科
○永井　孝輔1、長島　一哲1、小林　智絵1、江藤　和範1、小西　康平1、
山本　文泰1

【背景と目的】従来，プロトンポンプ阻害薬（以下PPI）を用いたヘリコバクター・ピロリ
除菌治療が主流であったが，カリウムイオン競合型アシッドブロッカー（以下P-CAB）の
使用が可能となり，除菌率の向上が期待されている．当院でも2015年3月よりP-CAB
による除菌治療を開始しており，症例数も徐々に増えてきている．そこで今回当院に
おけるPPIによる除菌治療とP-CABによる除菌治療との成績を比較・検討した．
【対象と方法】2008年10月から2015年11月の期間に当院でヘリコバクター・ピロリ感
染症に対して除菌治療を行い，除菌判定が可能であった823例を対象にそれぞれ
PPI，P-CABによる一次除菌治療・二次除菌治療の治療成績を比較した．統計ソ
フトはSPSS2を使用した．
【結果】PPI群，P-CAB群はそれぞれ719例，104例であった．一次除菌成功率
はPPI群において73.3%（527/719例），P-CAB群において88.5%（92/104例）と
P-CAB群で有意に成功率が高かった（p＜0.001）．一次除菌失敗例204例（PPI群
192例，P-CAB群12例）のうち二次除菌を施行し，除菌判定が可能であったのは174
例（PPI群162例，P-CAB群12例 ）であった．174例のうち二次除菌成功率はPPI
群で75.3%（122/162例），P-CAB群で83.3%（10/12例）と両群に有意差は認め
なかった（p＝0.412）． 
【結語】一次除菌治療では有意にP-CABの除菌率が高かった．二次除菌治療では
有意差は認めなかったが，P-CABの症例検討数が少ないため今後の症例の集積が
望まれる．

051（消）
当院でのボノプラザンによるHelicobacter pylori除菌治療の
除菌成功率と副作用状況
1市立室蘭総合病院　消化器内科
○我妻　康平1、村上　佳世1、伊志嶺　優1、佐々木　基1、永縄　由美子1、
谷　元博1、佐藤　修司1、清水　晴夫1、金戸　宏行1

【目的】Helicobacter pylori（H.pylori）除菌治療において，ボノプラザンは既存の
proton pump inhibitor（PPI）と比較して優れた除菌率を示すとされ，2015年2年
に販売開始となった．今回我々は日常診療におけるボノプラザンの除菌率，副作用を
検討した．【方法】2015年5月14日から2015年10月16日までに当院でボノプラザンに
よるH.pylori除菌治療を行った106例の除菌率，副作用を後方視的に検討した．副
作用は，除菌薬を処方した次回の受診時に，主治医が副作用の各項目について問
診した症例を対象とした（項目：内服完遂，下痢，皮疹，体重増加，食欲亢進，逆
流症状，味覚障害，発熱，腹痛，その他）．【成績】年齢中央値：66歳（33-90歳），
男：女=57：49，ボノプラザンによる一次除菌症例92例，二次除菌症例9例，一次二
次除菌症例5例であった．一次除菌判定可能例は60例で除菌率は91.7%（55/60）
であった．二次除菌判定可能例は9例で除菌率は100%（9/9）であった．一次除菌
の副作用評価が可能であった症例は62例で，副作用の評価時期は除菌開始から55
日（9-101日）であった．副作用発現例数22例，発現頻度35.5%，発現件数39例で
あった．主な内訳は下痢17.8%（11/62），皮疹9.7%（6/62）であった．1例が皮疹
により治療を中断していた．副作用の出現の有無・下痢の出現の有無・皮疹の出
現の有無と，年齢・性別・体表面積・CCr・Cr・T-Bil・AST・ALTの関連を検
討したが，有意な項目はなかった．【結論】ボノプラザンによるH.pyloriの除菌率は既
報のように良好であった．副作用として逆流症状が少なかったが，副作用判定時期
の影響も考えられ今後時間が経過するにつれて出現する可能性がある．皮疹が既報
よりも多く今後症例数を増やしての検討が必要である．

052（消）
当院におけるABC検診の検討
1医療法人菊郷会　愛育病院　消化器内科、2愛育病院　内科、
3北海道大学大学院医学研究科　消化器内科学講座、
4北海道大学大学院医学研究科　がん予防内科学講座、5北海道医療大学
○小笹　真理子1、藤田　弘之1、宮下　憲暢1、佐賀　啓良1、
三和　公明1、岡本　宗則1、齋藤　誠2、森岡　正信2、小野　尚子3、
間部　克裕4、加藤　元嗣3、浅香　正博5

【目的】「胃がんリスク検診（ABC検診）」は血清ペプシノゲン（PG）値とH.pylori
（HP）IgG抗体価を組み合わせたABC分類により将来の胃癌のリスクを層別化す
る検診である。当院では2012年よりABC検診を導入しており、これまでの検診実
績について検討する。【方法】2012年7月～ 2015年10月まで、当院でABC検診
を行った139例（男性53名、女性86名）を対象に検討した。PG法はPGI≦70かつ
PGI/II3≦を陽性、HPIgG抗体価は10U/mL以上を陽性とし、A群：HP（－）PG
（－）、B群：HP（＋）PG（－）、C群：HP（＋またはー）PG（＋）の3群に分類
した。【成績】受診者の平均年齢は47.6歳（18歳～ 86歳）で、各群の割合はA群
105名（75.5%）、B群23名（16.5%）、C群11名（7.9%）であった。B群のうち17名、
C群は11名全員に内視鏡検査を行い、B群より1例、C群より2例の胃がんが発見さ
れた。HP陽性で当院で除菌療法を行ったのは24名であり、未判定分を除いた一次
除菌率は76.1%（16/21）、二次除菌率は100%（4/4） であった。また今回の検討
にて除菌後の症例に対し、内視鏡検査による経過観察が十分に行われていない現
状が明らかになった。【結論】ABC検診は血液検査という簡便な検査方法により胃
がんの高リスク群が抽出可能であり、実際に当院においても高リスク群に内視鏡検査
を行い、3年間で3例（2.2%）の胃癌が発見できた。症例を提示するとともに、明らか
になった今後の課題についても検討する。
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053（消）
当院における消化性潰瘍診療ガイドライン2015の準拠率に関
する検討
1札幌東徳洲会病院　消化器センター、2札幌東徳洲会病院　IBDセンター
○串間　孝朗1、佐藤　龍1、巽　亮二1、高坂　琢磨1、好崎　浩司1、
坂本　淳1、木村　圭介1、太田　智之1、古川　滋2、前本　篤男2

【背景】望ましい患者アウトカムのために医療の質が求められる時代であり、質指標
（QI）などで測定する。消化性潰瘍診療ガイドラインは2015年に改定され、当院にお
ける準拠率を検討する事は質指標の一つになり得ると考える。【目的】当院における
消化性潰瘍診療ガイドライン2015準拠率の検討を行う。【対象】平成27年1月から7月
までの間に当院にて上部消化管内視鏡検査を施行し、胃潰瘍もしくは十二指腸潰
瘍の診断がなされた患者97例を対象とした。平均年齢は64.4歳（20-94）、男女比
は72:25、出血性潰瘍は39例、非出血性潰瘍は58例であった。消化性潰瘍診療
ガイドライン2015で推奨度1かつエビデンスレベルAのステートメントに対し準拠率を調
べ、検討を行った。【結果】1.H.pylori除菌療法に関して、胃潰瘍でのH.pyloriの
感染診断率は86%、除菌率は70%であった。また、十二指腸潰瘍でのH.pylori感
染診断率は65%、除菌施行率は88%であった。除菌療法を施行した活動性胃潰瘍
に対する除菌治療の追加に関しては、準拠率は91%であった。2.薬剤性潰瘍に関
して、NSAIDs服用患者は21例であり、20例でNSAIDsを中止し、残りの1例は内
服継続するもPPIを追加投与されていたため、準拠率は100％であった。低用量ア
スピリン内服患者は11例であり、7例がアスピリンを内服継続したままPPIにより加療し
ており、準拠率は64％であった。なお、アスピリンを中止した4例は全て出血性潰瘍
であった。【結語】当院における消化性潰瘍症例は、概ね診療ガイドライン2015を準
拠していた。胃潰瘍に対するH.pylori除菌率、十二指腸に対するH.pylori感染診
断率、低用量アスピリン内服継続率は低率であり、啓蒙が必要と考えられた。

054（内）
炭酸水を併用した内視鏡治療が有用であった胃石の1例
1伊達赤十字病院、2札幌医科大学　腫瘍・血液内科学講座
○嘉成　悠介1、久居　弘幸1、櫻井　環1、釋　亮也1、小柴　裕1、
宮崎　悦1、池田　裕貴2

胃石は比較的稀な疾患であるが，胃潰瘍や腸閉塞を合併することもあるため、発見さ
れれば原則として除去する必要がある。近年、内視鏡的破砕とコーラをはじめ様々
な方法による溶解療法の併用が有用であることが報告されている。今回、われわれ
は、炭酸水を併用した内視鏡治療が有用であった胃石の1例を経験したので報告す
る。
症例は70歳、女性。60歳 糖尿病 （経口糖尿病薬2剤、インスリン治療中）、67歳 
脳梗塞 （アスピリン内服中）。平成27年9月中旬に心窩部痛を認め、他院を受診し、
上部消化管内視鏡検査 （EGD）にて胃石と胃潰瘍を指摘され、9月末に当科紹介
となった。
CTでは胃内に造影効果のない楕円形の構造物を認め，内部にはモザイク状の含気
を有していた。EGDでは7cmの卵円形緑黒色の胃石と前庭部の大弯と後壁、胃角
部小弯に潰瘍を認めた。胃石は固く、V字鰐口鉗子ではくずれなかった。後日、入
院治療を予定し、プロトンポンプインヒビター（PPI）内服にて外来経過観察していた
が、食欲不振が出現したため、10月初旬に入院となった。
入院後、絶食にてダイエットコーラ1000ml/日を3日間経口摂取した後にEGDを施行し
たところ、V字鰐口鉗子にて表面が少し削れるようにはなったが、砕石不可能であっ
た。そこで、経鼻胃管を留置し、ダイエットコーラや強炭酸水500ml/回、1日3回の
投与を1週間行った。その後EGDを施行し、高周波スネアにて胃石の1/4程度を破
砕し、さらに切断したものをV字鰐口鉗子にて数分割し、回収用ネットで胃石を除去し
た。砕石に時間を要したため、翌日、翌 日々もEGDを施行し、完全に除去し得た。
偶発症は認めなかった。採取した結石に対して成分分析を行ったところ、一部タンニ
ン酸と類似の吸収がみられた。結石破砕後はPPI内服加療を継続し、10月中旬に
退院となった。

055（内）
十二指腸傍乳頭部憩室出血の2例
1伊達赤十字病院
○嘉成　悠介1、久居　弘幸1、櫻井　環1、釋　亮也1、小柴　裕1、宮崎　悦1

十二指腸憩室出血は比較的まれな疾患である。近年は内視鏡治療による止血術の
報告が増加しているが、傍乳頭憩室では観察困難なことも多く、止血に難渋する報
告も散見される。今回、我々は内視鏡治療が有用であった十二指腸傍乳頭部憩室
出血の2例を経験したので報告する。
【症例1】88歳、女性。高血圧で近医通院中、平成21年8月にタール便、少量の
吐血を認め、近医で上部消化管内視鏡検査 （EGD）を施行され、十二指腸球部に
少量の凝血塊を認めるも、出血源不明であり、当日紹介入院。入院時検査所見で
はHb 9.0 g/dlと貧血を認めた。入院当日のEGDでは、食物残渣も多く、明らかな
出血源を同定できなかった。翌日再検したところ、第二部の巨大な傍乳頭憩室の辺
縁に露出血管を認めた。正面視が可能であり、エピネフリン加高張食塩水 （HSE） 
5mlを局注し、追加処置としてクリップによる止血術を施行した。治療後発熱および
CRPの上昇を認めたが、腹痛なく、CTでも腹腔や後腹膜腔にエアーを認めなかっ
た。絶食および抗生剤投与として、治療13日後に食事を開始し、8月下旬に退院と
なった。
【症例2】82歳、女性。認知症、慢性関節リウマチ、腰痛 （ロキソプロフェン、プレ
ドニゾロン内服）のため特別養護老人ホームに入所中、平成27年9月に吐血、タール
便を認め、当科受診となった。入院時検査所見ではHb 9.1 g/dlと貧血を認めた。
透明フードを装着し、EGDを施行したところ、第二部の巨大な傍乳頭憩室内に露出
血管を伴う潰瘍を認めた。観察時には活動性出血は認めなかったが、クリッピングを
施行したところ、出血したためヒータープローブ法とアルゴンプラズマ凝固を追加した。
翌日のEGDでは出血は認めず、第7病日より食事開始し、第9病日のEGDでは潰瘍
は改善し、第15病日に退院となった。

056（内）
下腿浮腫, 脂肪肝を契機に発見された巨大胃空腸横行結腸瘻
の1例
1市立室蘭総合病院　消化器内科、2市立室蘭総合病院　外科・消化器外科
○谷　元博1、村上　佳世1、我妻　康平1、伊志嶺　優1、佐々木　基1、
永縄　由美子1、佐藤　修司1、清水　晴夫1、金戸　宏行1、斉藤　慶太2、
佐々木　賢一2

症例は48歳, 男性. 平成16年10月に十二指腸潰瘍に対して幽門側胃切除術
（Billroth II法再建）を施行された. 平成26年8月から下腿浮腫を自覚し, 同年10月に
当院を受診. 血液検査でTP 4.2g/dl, Alb 1.5g/dl, ChE 84IU/lの低栄養を認め, 同
日当院循環器内科に入院となった. 入院時の腹部CTにて脂肪肝および腹水貯留, 血
液検査でAST 84 IU/l, ALT 84 IU/l, ALP 534 IU/l, γGTP 83 IU/lの肝胆道系
酵素上昇を伴っており, 翌日当科に紹介となった. 肝生検では著明な脂肪肝を認めるの
みであり, 直近2年間の飲酒歴なく肝炎ウイルスの感染も認めなかった. 上部消化管内
視鏡検査にて吻合部空腸で横行結腸との巨大瘻孔形成を認めた. 平成24年に当院
で施行した上部消化管内視鏡検査で同部位に吻合部潰瘍を指摘されており, 吻合部
潰瘍の増悪に伴う胃空腸横行結腸瘻と診断した. 上下部消化管内視鏡検査では, 残
胃, 小腸および大腸に潰瘍や炎症性腸疾患を疑わせる所見は見られなかった.　高カ
ロリー輸液, 経腸栄養を行いTP 5.1g/dl, Alb 2.7g/dl, ChE 145IU/lに改善後, 当院
外科にて胃空腸吻合部切除（Roux-en Y法再建）を施行され摘出標本で60mmの瘻孔
を認めた. その後栄養状態は改善し, 術後6ヶ月の腹部CTにて脂肪肝は認められず, 
上部消化管内視鏡検査でも吻合部潰瘍の再発などなく経過している. 今回の低栄養
は食物の胃から結腸への短絡の他, 糞便の小腸再流入により小腸内細菌増加を引き
起こし小腸粘膜障害が生じることによる吸収不良によるもの, 脂肪肝は蛋白欠乏に伴う
Kwashiorkorによると考えられる. 胃空腸横行結腸瘻は, 胃切除術後消化性潰瘍の重
篤な合併症であり, 吻合部空腸と結腸の間に生じる異常交通とされ, 本邦において自
験例を含め94例の報告があり, うち瘻孔径が30mmを超えるものは自験例を含め3例の
報告のみであり比較的稀である. 今回, 下腿浮腫, 脂肪肝を契機に発見された巨大胃
空腸横行結腸瘻の1例を経験したため, 若干の文献的考察を加えて報告する.
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057（内）
アルゴンプラズマ凝固療法 （ APC ） により胃穿孔を認めた肝
硬変患者の1例
1独立行政法人国立病院機構北海道医療センター　消化器内科
○山田　錬1、井上　雅貴1、佐々木　塁1、多谷　容子1、羽田　政平1、
馬場　麗1、武藤　修一1、木村　宗士1、大原　行雄1

【症例】49歳、男性。 【主訴】吐血。【現病歴】アルコール性肝硬変で通院中であっ
たが、禁酒ができずに定期受診されないこともあった。X-1年に肝細胞癌に対し当院
でTACE・RFAが施行され、X年3月には食道静脈瘤破裂を発症し、他院でEISを
施行されていた。その後は再度当院に通院されていた。X年11月、吐血を主訴に
救急外来を受診され、緊急上部消化管内視鏡検査を施行した。食道静脈瘤を認
めていたが、出血所見やRC signは見られなかった。胃内に大量の凝血塊を認め、
胃体上部後壁側にoozingが見られており、同部位が出血源と判断しAPCにて焼灼
止血を行った。入院4日後の上部消化管内視鏡検査で止血が確認できたが、同時
期より強い腹痛が出現した。入院5日後のCTでfree airを認め、消化管穿孔疑いで
緊急手術となった。穿孔部位はAPC焼灼部位に一致しており同部位の閉鎖術が施
行されたが、肝不全・アシドーシスの進行のため入院第10日に逝去された。【考察】
APC治療は熱の影響が粘膜層内に留まると考えられ比較的安全な手技と考えられ
ている。しかし、肝硬変などの患者背景により、予想以上に熱の影響が胃壁深くに
もたらせたことが考えられた。

058（内）
NOAC内服者に対する消化器内視鏡休薬基準である札幌コン
センサスIIとその実際
1北海道大学　医学部　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、4北海道大学大学院医学研究科　がん予防内科学講座
○大野　正芳1、加藤　元嗣2、宮本　秀一1、安孫子　怜史1、津田　桃子1、
水島　健1、小野　尚子2、中川　学3、中川　宗一3、間部　克裕4、
清水　勇一1、坂本　直哉1

【背景】最近、血栓塞栓症予防のため、経口抗凝固薬（Non-Vitamin K antagonist oral 
anticoagulant: NOAC）が、多く使用されている。2012年に発表された「抗血栓薬服用者
に対する消化器内視鏡診療ガイドライン」時点では、ダビガトランの記載しかないが、現在は
抗Xa阻害薬も使用されている。それぞれのNOACには服薬回数、体内動態等に違いがあ
り、ワーファリンと比べ消化管出血リスクが高いことも知られている。そのためNOAC内服者
に対する内視鏡治療時の対応が課題となっている。
【方法】NOACに対する消化器内視鏡の休薬基準を、札幌コンセンサスIIとして作成した。
札幌コンセンサスでは各領域の医師で、抗血栓薬休薬のコンセンサスを作成して前向き検討
を行ってきた。新たに抗凝固薬に対するコンセンサス会議を開催し、NOAC休薬のコンセン
サスをDelphi法で以下のように決定した。「粘膜生検や出血低危険度の内視鏡手技では、
NOACやワーファリンの服用者に対して休薬はせず、処置はトラフ時に行う。出血高危険度
の内視鏡手技において、NOAC服用者に対しては36時間休薬で対応し、処置はトラフ時
に行う。血栓症の高発症群では24時間休薬から36時間休薬の再開までヘパリン置換をす
る。」また、高発症群のマーカーとして凝固亢進状態の把握には、可溶性フィブリン（SF）、
可溶性フィブリンモノマー複合体（SFMC）の測定を推奨した。
【結果】2015年1～ 9月に当科にてNOAC服用者に対し行った内視鏡治療は、大腸ESD/
EMR/ポリペクトミー 9例、胃ESD4例であった。内服薬の内訳はリバーロキサバン5例、アビ
キサバン4例、エドキサバン3例、ダビガトラン1例であった。そのうち3例に後出血を認めたが、
いずれも内視鏡的に止血可能であった。いずれの症例でも血栓症の発症は認めなかった。
【結語】NOACは消化管出血が多いと言われており、休薬時の血栓症リスクも高いとされる
ため、適切な休薬基準が必要である。札幌コンセンサスIIの検証を続ける必要がある。

059（内）
高分化型早期胃癌の鑑別診断における酢酸・インジゴカルミン
散布・水洗法（AIW法）の有用性
1手稲渓仁会病院　消化器病センター、2手稲渓仁会病院　病理診断科
○三橋　慧1、濱本　英剛1、山本　恭史1、小松　直広1、橋本　林太郎1、
原田　拓1、田沼　徳真1、大森　優子2、野口　寛子2、篠原　敏也2、
真口　宏介1

【背景・目的】酢酸・インジゴカルミン散布・水洗法（Acetic acid - Indigo carmine - 
Washing；以下AIW法とする）は，早期胃癌におけるESD前の範囲診断に有用とされて
いる．しかし，AIW法を用いた良悪性の鑑別診断は有用かどうか未だ検討されていない．
そこで，病変の良悪の鑑別におけるAIW法の有用性を検討した．【対象】2015年4月か
ら10月の間，上部消化管内視鏡検査にて色調あるいは形態で境界を確認できた15mm
以内の病変に対し，AIW法および生検を行った24症例，29病変を対象とした．【方法】
AIW法の方法は，（1） 病変全体をよく水洗，（2） 1.5 %酢酸を撒布，（3） 酢酸による
白色化の消失の様子を20秒観察，（4） インジゴカルミンを撒布，（5） 病変全体をやさしく
水洗しインジゴカルミンの付着を確認，との手順にした．AIW法陽性は，病変部でインジ
ゴカルミンの付着が剥がれ落ちた場合と定義した．その評価は各内視鏡担当医（計5名）
が行い，生検による病理診断が出る前にレポートへ記載することとした．病理診断をgold 
standardとし，AIW法の評価と比較した．また，臨床病理学的特徴（肉眼型，腫瘍径，
色調など）とあわせ，AIW法で偽陽性，偽陰性となる症例を検討した．【結果】29病変
中，生検結果で悪性と診断されたものは13病変（いずれもtub1），良性（炎症性変化や
腸上皮化生など）と診断されたものは16病変であった．良悪の鑑別において，AIW法の
感度は84.6 %，特異度は56.3 %，陽性的中率は61.1 %，陰性的中率は81.8 %であり，
統計学的な有意差を認めた（P = 0.024）．偽陽性例（AIW法陽性，かつ病理で良性の
診断）が7例認められ，陽性的中例（AIW法陽性，かつ病理で悪性の診断）11例に比
較すると，統計学的な有意差は認めなかったが陥凹を呈する病変が多い傾向（7例中6
例）にあった．偽陰性（AIW法陰性，かつ病理で悪性の診断）は2例のみであった．【結
論】高分化型早期胃癌の鑑別において，AIW法が有用であると考えられた．陥凹を呈す
る病変では，AIW法で偽陽性となる可能性があり，他のmodalityとの併用が望ましい．

060（消）
進行消化器癌患者の食欲不振におけるカルニチン補充療法の
有用性
1名寄市立総合病院　消化器内科
○鈴木　康秋1、小林　裕1、村上　雄紀1、久野木　健仁1、芹川　真哉1、
杉山　祥晃1

【はじめに】これまで我々は、肝疾患患者の高アンモニア血症・肝性脳症やこむら返
りに対するカルニチン補充療法の有用性を報告してきた。今回、食欲不振に対しカ
ルニチン補充療法を行った進行消化器癌患者を、retrospectiveに検討したので報
告する。【対象】食欲不振に対し2次性カルニチン欠乏症合併を考えカルニチン製剤
を投与した進行消化器癌患者64例（M：F＝37：27、平均71.7歳）。内訳は、胃癌
22、大腸癌15、膵癌11、胆管癌6、肝癌5、その他5例。進行度は、Stage III
が5、IVが59例で、化学療法中が28例（44%）、BSCが34例（53%）、周術期が2例
（3%）。前治療としてオピオイド投与が30例 （49%）、ステロイド投与が16例 （25%）。
【カルニチン投与法】投与経路は、静注 29例（45%）、静注→経口 10例（15.5%）、
経口 15例（24%）、経口→静注　10例（15.5%）。1日平均カルニチン投与量は静注 
2146mg （1000～ 3000mg）、経口 2239mg （1000～ 3000mg）であった。【検討方
法】外来患者は食欲不振が改善したと申告があった場合、入院患者は食事を充分に
経口摂取可能（8/10以上）となり、かつ点滴freeで在宅退院（又は地元の病院にワン
クッション転院）可能と判断した場合、を有効として無効例と比較検討した。【結果】ス
テロイドやオピオイド等を同時処方した、腹水穿刺や腸管ステントを留置した、嚥下障
害や認知症がある等の23例はカルニチン単独の評価困難であるため除外した。評価
可能 41 例中、有効21例、無効20例であった。有効群と無効群で、年齢・性差・
癌の種類・進行度に差は認めなかった。有効群は化学療法中10例：BSC 10例、
無効群は化学療法中5例：BSC 15例と、無効群ではBSC症例が多く、化学療法
中では有効例が多い傾向にあった。有効群において、1日平均カルニチン投与量は
2090mgで、平均効果発現期間は14.3日であった。しかし、有効群でも退院後に約
40%は1ヶ月以内に死亡した。【考察】進行消化器癌患者に対するカルニチン補充療
法は、生命予後は改善しないが、食欲不振の改善に有用となる可能性がある。
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061（消）
当院及び恵佑会札幌病院で経験したリンパ球浸潤胃癌の19例
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　外科、4恵佑会札幌病院　病理診断科
○立花　靖大1、小平　純一1、檜森　りな子1、大橋　広和1、岡原　聡1、
工平　美和子1、菅原　伸明1、松本　岳志1、高橋　宏明2、穂刈　格1、
小池　容史1、塚越　洋元2、西田　靖仙3、細川　正夫3、大内　知之4、
武内　利直4

2012年4月から2015年12月までに当院及び恵佑会札幌病院で19例のリンパ球浸潤
胃癌を経験した.年齢は39歳～ 82歳（平均 64.2）歳，男女比は13:6で腫瘍の局在
はU領域が10例,M領域が5例,L領域が4例であった.深達度はT1b（SM）10例，T2
（MP）5例，T3（SS）2例，T4 a（SE）2 例で肉眼型は早期癌で0-IIc 7例,0-
IIc+IIa 3例,進行癌で2 型 6 例，3 型 2例,であり，5型が2例であった.EBV 感染の
有無に関してはin situ hybridization（EBER ISH）法を11例で行ない10例で陽性
だった.リンパ節転移は進行癌の5例に認めた.今回,当院及び恵佑会札幌病院でリン
パ球浸潤胃癌を19例経験したため,若干の文献的考察を加えて報告する.

062（内）
疣状胃炎に類似したH. pylori未感染早期胃癌の2例
1恵佑会第2病院　内科・消化器科、2恵佑会札幌病院　消化器内科、
3恵佑会札幌病院　病理診断科
○小平　純一1、檜森　りな子1、立花　靖大1、大橋　広和1、岡原　聡1、
工平　美和子1、菅原　伸明1、須貝　茂1、松本　岳士1、小池　容史1、
高橋　宏明1、穂刈　格2、塚越　洋元2、大内　知之3、武内　利直3

【症例1】50代男性。近医で行われたスクリーニング目的の上部消化管内視鏡で腺
腫と診断され、当院紹介受診。腫瘍は幽門部後壁にみられる径約2cm、疣状胃炎
に類似する隆起性病変で、やや不整な陥凹を有していた。NBI拡大内視鏡観察で
は、demarcation lineはみられず、隆起部分に明らかな不整所見は認められなかっ
た。陥凹部分の構造に軽度の不整が認められたが、癌と確定することは困難であっ
た。背景粘膜には、内視鏡像および組織学的に萎縮は認められなかった。血清H. 
pylori（以下Hp）抗体は陰性（＜3U/ML）であり、Hp未感染胃腫瘍と診断、内視
鏡治療を施行した。腫瘍表面は、陥凹部分の一部を除き、広範に非腫瘍粘膜に覆
われていた。粘膜固有層浅層に明瞭な腺腔を形成しながら増生する高分化管状腺
癌であった。。粘液形質は、MUC5AC（-）MUC6（+）MUC2（-）CD10（+）
と胃腸混在型を示した。【症例2】40代女性。腹部不快を主訴に当科受診。上部
消化管内視鏡で幽門部前壁に径約1cm、丈がやや高く、疣状胃炎に類似する正
色～軽度発赤調の隆起性を認めた。胃炎としては不整な頂部の陥凹から生検を行
い、高分化管状腺癌と診断。本例も内視鏡所見と生検組織で萎縮は認められず、
血清Hp抗体も陰性（＜3U/ML）であった。腫瘍は粘膜固有層浅層を中心に明瞭な
腺腔を形成しながら増生しており、表層の大部分に非腫瘍の腺窩上皮が認められ
た。粘液形質は、MUC5AC（-）MUC6（-）MUC2（-）CD10（+）と完全腸
型を示した。上記2症例は、Hp未感染の隆起陥凹型早期胃癌で、比較的異型度
が低いにもかかわらず、広範囲に非腫瘍上皮が被覆している点が共通していた。除
菌後胃癌にも類似の所見がみられることがあり、興味深い。若干の考察を加えて報
告する。

063（消）
急激な転機をたどった特殊型胃癌の一例
1旭川医科大学　医学部　内科学講座　消化器・血液腫瘍制御内科
○佐藤　裕基1、嘉島　伸1、岩間　琢哉1、内海　辰哉1、井尻　学見1、
田中　一之1、坂谷　慧1、藤林　周吾1、野村　好紀1、上野　伸展1、
後藤　拓麿1、笹島　順平1、盛一　健太郎1、藤谷　幹浩1

　症例は70歳代，男性．毎年，検診で胃部X線検査を受けていたが異常を指摘さ
れたことはなかった．平成27年4月、検診の胃部X線検査で異常を指摘され，近医
にて上部消化管内視鏡検査を行ったところ，噴門部小弯に直径20mmの2型腫瘍を
認め，生検にて神経内分泌癌（Neuroendocrine Carcinoma）の診断となり，精査加
療目的で当科紹介となった．
　当科で再度上部消化管内視鏡検査を行い，生検にて一部に神経内分泌腫瘍成
分を伴う未分化型胃癌と診断した．腹部CT検査，PET-CT検査にて，多発肝転移
が認められ，シスプラチンとS-1を用いた化学療法を2コース施行した．2コース終了時
点のCT検査にて肝転移巣の増大が認められたため，シスプラチンとイリノテカンを用い
たIP療法へのレジメン変更を予定した．しかし導入直前に肝機能障害が急激に進行
し，初診時より約3ヶ月で死亡した．
　病理解剖では胃噴門部小弯前壁に20mm大の2型腫瘍と，転移巣が肝内のほぼ
全域を占める状態であり，これに伴う肝不全が死因と考えられた．病理検査では，き
わめて未分化な胃癌細胞がシート状に増殖し，その一部に扁平上皮成分とシナプト
フィジン陽性の神経内分泌腫瘍成分が認められた．また肝転移巣についても，同様
の腫瘍細胞が認められた． 
　胃悪性腫瘍において，上皮性腫瘍である胃癌成分と非上皮性の神経内分泌腫
瘍が混在する症例は稀であり，このような悪性腫瘍は，通常の上皮性腫瘍に比べて
腫瘍の増殖が比較的速く，特に神経内分泌腫瘍成分の悪性度が予後を規定する
場合が多い．神経内分泌腫瘍成分を伴う転移性胃癌の症例では，その悪性度の正
確な把握と，早期の化学療法の導入，ならびに効果判定が必要と思われた．

064（消）
Krukenberg腫瘍が疑われ手術で両側の卵巣原発腫瘍と診
断した胃癌の1例
1国立病院機構　北海道医療センター　消化器内科、
2国立病院機構　北海道医療センター　外科、
3国立病院機構　北海道医療センター　婦人科、4北海道大学病院　病理診断科
○井上　雅貴1、羽田　政平1、山田　錬1、佐々木　塁1、多谷　容子1、
馬場　麗1、大平　将史2、内田　亜紀子3、畑中　佳奈子4、武藤　修一1、
木村　宗士1、大原　行雄1

【症例】60歳代、女性。【主訴】上腹部痛。【現病歴】2015年6月頃から上腹部痛
があった。同年9月に近医を受診し上部消化管内視鏡検査が施行されたところ、胃
前庭部前壁に2型腫瘍を認めた。同部位の前医生検ではAdenocarcinomaの診断
で、印環細胞癌から低分化型腺癌（sig ～ por）の浸潤増殖像を認めていた。当科
に紹介、受診となり、精査加療目的に同年10月に入院となった。【経過】造影CT
検査を施行したところ、幽門下リンパ節腫大と、両側卵巣に不均一な厚さの被膜を
もった嚢胞性腫瘤を認めた。その他、明らかな遠隔転移を疑う所見を認めていな
かった。当院の婦人科にコンサルトしたが、やはり画像上は転移性卵巣癌の可能性
は否定できず、組織診断目的に腹腔鏡下で両側卵巣の摘出術を行った。病理の
結果はSerous borderline tumorであり、原発性卵巣腫瘍の診断であった。胃癌
の卵巣転移が否定されたため、当院外科にコンサルトし、胃癌については手術の方
針とした。同年11月に幽門側胃切除+D2郭清、婦人科との合同手術で子宮全摘
出術も同時に行った。術後経過は良好で現在外来で経過観察となっている。【考
察】胃癌取り扱い規約第14版ではKrukenberg腫瘍はM1、stage4となる。現在では
リンパ行性の転移と考えられているが、稀には播種性・血行性に広がる可能性もあ
る。予後は極めて不良で5年生存割合は5～ 10%といわれている。一方でSerous 
borderline tumorについては卵巣の表層上皮性境界悪性腫瘍に含まれ、5年、10
年相対生存率は98%と95%であり、予後は比較的良好である。卵巣の組織診断に
よって胃癌の正確な診断がつき、適切な治療方針を選択し得た、卵巣腫瘍と胃癌
を合併した症例を経験したので文献的考察を加えて報告する。
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065（消）
4型胃癌と鑑別を要した乳癌術後腹膜播種再発の1例
1帯広協会病院　消化器科、2帯広協会病院　外科
○那須野　央1、須藤　豪太1、仲地　耕平1、永生　高広2、阿部　厚憲2

症例は64歳女性。既往歴に56歳で右乳癌に対して右乳房全摘術、腋窩リンパ節
郭清術施行歴あり。下肢浮腫を主訴に前医を受診。CTにて多量の胸水腹水貯留
を認め精査目的に当院紹介となる。造影CTにて胃噴門から胃体中部にかけて粘膜
面の不整と筋層の異常な造影効果、形状変化を認めた。胃周囲のリンパ節腫脹は
目立たないが、骨盤内の腹膜肥厚と両側卵巣周囲に結節形成を認めた。上部消
化管内視鏡検査では胃体中部から穹隆部にかけて肥厚したひだを認め、伸展不良
であった。胃バリウム検査では胃のふくらみが悪く、胃体部を中心に胃壁の硬化像を
認めた。下部消化管内視鏡検査では悪性疾患を示唆する所見なく、腫瘍マーカー
はCEA 1.9ng/ml、CA19-9 8.9U/mlといずれも基準値内であった。腹水細胞診
はclassIIで、胃粘膜からの生検ではGroup1のびらん性胃炎で悪性所見は認めな
かった。画像所見から4型胃癌、腹膜播種が疑われ診断目的に腹腔鏡補助下胃部
分切除術を施行、腹腔内に多数の白色結節を認めた。切除した胃の病理組織所
見は、粘膜下から漿膜にかけて偏在する核を持つ異型細胞の浸潤増殖を認め、浸
潤性小葉癌の所見であった。免疫染色ではHER2陰性、ER陽性、PgR陽性とな
り、以前の乳腺標本と同様の結果で細胞像も類似していたため、乳癌術後の腹膜
播種再発と診断した。診断後はホルモン療法を開始し、下肢浮腫、胸水腹水など
症状の改善がみられている。腹膜播種病変は原発巣により治療方針が大きく異なる
ことから原発巣の診断は重要である。本例では4型胃癌が疑われたが内視鏡検査で
は診断できず、腹腔鏡補助下胃部分切除術にて診断、治療まで至ることができた。
乳癌の腹膜播種再発はまれであるが診断、治療に至った症例を経験したため、若
干の文献的考察を加えて報告する。

066（消）
HER2陰性切除不能進行胃癌に対する
modified Docetaxel+Cisplatin+S-1（mDCS）療法の第II相試験
1札幌医科大学　腫瘍・血液内科、2北海道がんセンター　消化器内科、
3王子総合病院　消化器内科、
4徳島大学大学院　医歯薬学研究部　消化器内科学分野
○植村　尚貴1、菊地　尚平1、佐藤　康史1、大沼　啓之1、佐川　保2、
藤川　幸司2、高橋　康雄2、奥田　敏徳3、南　伸弥3、飯島　一飛1、
宇佐美　信1、舘越　鮎美1、早坂　尚貴1、佐藤　勉1、宮西　浩嗣1、
小船　雅義1、高山　哲治4、加藤　淳二1

【背景】これまで我々は、切除不能進行胃癌に対して、3剤併用レジメンであるDCS療法を行
い、その優れた治療効果を報告してきた。しかし、DCS療法は、好中球減少等有害事象
の発現頻度が高く、忍容性が問題となっていた。そこで我々は、有害事象の軽減を目的と
し、Docetaxelを減量したmDCS療法を開発し、第II相試験を行い、その有用性と有害事
象について検討を行った。【方法】HER2陰性の切除不能進行胃癌で標的病変を有する
症例を対象とした。投与スケジュールはS-1（80mg/m2）内服（day1-14）, CDDP（60mg/
m2） /DOC（50mg/m2） 点滴静注（day8）とし、21日を1サイクルとした。主要評価項目は
抗腫瘍効果、副次的評価項目は生存期間、抗腫瘍効果の発現時期・持続期間、部位
別奏効率、安全性とした。【結果】2011年9月から2014年12月までに当院および協力施設
にて登録された51症例。施行コースの中央値は、5コース（1-15）で、治療効果は、CR2例
（3.9％）、PR37例（72.5％）、SD12例（23.5％）PD0例（0％）で、生存期間中央値は531
日、無増悪生存期間中央値は341日であった。また16症例（31.3％）にConversion surgery
が行われた。Grade3/4の血液毒性は、白血球・好中球減少36例（70.6％）、貧血19例
（37.3％）、血小板減少4例（7.8％）、発熱性好中球減少症10例（19.6％）で、非血液毒
性は食欲不振14例（27.5％）、倦怠感5例（9.8％）、下痢4例（7.8％）で、非血液毒性に関
してはDCS療法と比較し、出現頻度の軽減を認めたが、血液毒性に関しては、ほぼ同等
であった。【結語】mDCS療法は、血液学的毒性に関して軽減が確認できなかったものの、
DCS療法と同様に優れた抗腫瘍効果を示し、またConversion surgeryへの移行率は良好
であり、有効性が示唆された。

067（消）
当院における進行胃癌に対する術前補助化学療法
（Neoadjuvant chemotherapy, NAC）の成績
1網走厚生病院　内科・消化器科、2網走厚生病院　外科
○松田　可奈1、伊藤　憲1、平田　幸司1、林　秀幸1、阿部　暢彦1、
内田　多久實1、藤永　明1、高橋　徹2

【背景】高度進行切除可能（高度リンパ節転移例や大型3型および4型）胃癌に対す
る治療は手術および術後化学療法とされているが、新たな治療戦略として術前化
学療法（Neoadjuvant chemotherapy, NAC）が注目されている。しかし、その有用
性についてはまだ統一した見解が得られていない。【目的】高度進行切除可能胃癌
に対するNACの治療効果について検討する。【対象】2011年1月から2015年10月
までに当院で胃癌に対する術前化学療法を施行後に根治切除を試みた9例につい
て後方視的に検討する。性別は男性/女性 5例/4例、年齢中央値65歳（48-73）
であった。治療前臨床病期（UICC 7th）はStageIIIA：4例、StageIIIB：3例、
StageIIIC 2例であった。NAC選択の理由は高度リンパ節転移5例、食道浸潤3
例、Bulky mass 1例であった。NACの治療レジメンはS-1+Cisplatin（S-1:80mg/
m2,day1-21,CDDP:60mg/m2,day8,q5wks） 2コースとした。【結果】NACは細菌性
肺炎の合併により2コース目途中で投与中止となった1例を除き、8例で2コース完遂
できた（完遂率89%）。7例においてdown stageが得られ、全例で治癒切除可能で
あった。組織学的効果判定はGrade1b 4例、Grade2 5例と全例で腫瘍縮小効果
が得られていた。術後化学療法について4例はS-1を1年間投与完遂し、1例は現在
投与継続中、2例は副作用で不耐中止、2例は補助療法なしで経過観察を行った。
2015年11月現在、1例の他病死症例を除く8例で再発なく経過している。【結語】高
度進行切除可能胃癌に対するNACは有効性が期待できる治療である可能性が示
唆された。しかし、症例数も少なく長期予後についてもまだ不明であり今後前向き試
験での有効性の評価検討が必要である。

068（消）
幽門側胃切除術後の残胃癌に対する腹腔鏡下残胃全摘術
1札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科、2JR札幌病院
○中山　健太1、信岡　隆幸1、伊東　竜哉1、河野　剛1、今村　将史1、
目黒　誠1、木村　康利1、水口　徹1、平田　公一2、竹政　伊知朗1

【背景】残胃癌に対する残胃全摘術は、腫瘍そのものの進行度とは別に、初回手術
のアプローチや郭清範囲・再建法などによる癒着の部位や程度が様々であるため、
難度の高い術式である。今回、幽門側胃切除術後の症例に腹腔鏡下残胃全摘術
を3例経験したので報告する。【症例1】71歳、男性。43年前に胃潰瘍に対し開腹
下幽門側胃切除術（Billroth-II法再建）が施行された。胃空腸吻合部に発症した
T2病変に対し、腹腔鏡補助下残胃全摘術を施行した。手術時間334分，出血量
10ml。術後合併症なく，術後14日目に退院した。【症例2】63歳、男性。39年前
に胃潰瘍に対し開腹下幽門側胃切除術（Billroth-II法再建）が施行された。胃空
腸吻合部口側のT3病変に対し、腹腔鏡下残胃全摘術を施行した。手術時間552
分，出血量135ml。術後合併症なく，術後14日目に退院した。【症例3】89歳、男
性。30年前に早期胃癌に対し開腹下幽門側胃切除術（Billroth-I法再建）が施行
された。胃空腸吻合部から胃縫合部にかけて発症したT4病変に対し、腹腔鏡下残
胃全摘術を試みたが、残胃縫合部と肝との非常に強い癒着を認め、腹腔鏡下での
操作継続は危険と判断し開腹移行した。同部は開腹下に肝合併切除を行い切除し
えた。病理学的には肝への直接浸潤であったが、合併切除によりR0切除を達成し
えた。手術時間489分，出血量200ml。術後腹腔内膿瘍を来たしたが、経皮的ドレ
ナージ治療により軽快し，術後41日目に退院した。【まとめ】開腹幽門側胃切除術後
であっても特にBillroth-II法再建術後では、挙上空腸の先行切離、癒着の少ない
胃脾間膜、食道周囲などを指標として剥離操作を進めることで、症例によっては選
択可能な術式であると思われた。一方で術中操作困難に遭遇した場合、開腹移行
を含めて柔軟に対処することが肝要と思われた。
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069（消）
術前に診断しえた胆嚢管原発の癌肉腫の一例
1札幌医科大学　消化器・免疫・リウマチ内科学講座
○伊東　文子1、本谷　雅代1、石上　敬介1、若杉　英樹1、志谷　真啓1、
阿久津　典之1、佐々木　茂1

【背景】癌肉腫は上皮由来の癌腫成分と非上皮由来の肉腫成分が同時に認められ
る腫瘍と定義される．泌尿器，呼吸器，乳腺など癌の発生する全ての臓器に認めら
れるが，胆道由来となる癌肉腫は比較的稀な疾患である．今回我々は腺癌と肉腫
成分の混在を示し術前の生検にて診断可能であった，胆嚢管原発の癌肉腫の一例
を経験した．文献的考察を加え報告する．【症例】60歳代男性，皮膚黄染，掻痒
感を自覚し当科初診となる．血液生化学的検査では直接ビリルビン優位の黄疸を認
め軽度肝機能障害を認めた．腫瘍マーカーはCA19-9のみ429 U/mlと上昇を認め
たがCEA, SCCの上昇は認めなかった．CTでは肝内胆管から総胆管まで著明な拡
張を認め，拡張した胆嚢管から胆嚢，さらには下部胆管まで連続する腫瘤性病変を
認めた．腫瘍は軽度の造影効果を有し，圧排膨張性に発育し周囲への明らかな浸
潤は認めなかった．IDUSでは腫瘍は胆管内腔に突出し表面はやや乳頭状を呈して
いた．胆管生検にて癌腫成分，肉腫成分の両方を認め癌肉腫と診断した．進展範
囲を評価したが切除不能因子は認めず，一括切除可能と判断しPTPEを施行後，
拡大肝右葉切除術を施行した．病理結果は術前の生検と同じく癌肉腫であり胆嚢
管原発と診断された（T3a N1 M0 pStageIIIB）．術後経過は良好であり，現在も無
再発で経過観察中である．【考察】癌肉腫は肉腫成分が間葉系細胞由来であるか，
あるいは上皮系細胞が極めて未分化で肉腫様形態を示しているかで鑑別され，前
者を “真の癌肉腫 （pure carcinosarcoma）”後者を “いわゆる癌肉腫 （so-called 
carcinosarcoma）”としている．今回の症例は前者に相当すると考えられ、この区分
における形態的特徴や予後について報告されたものは少なく，さらに胆嚢管原発の
報告はほとんどみられておらず、希少な病態と思われた．

070（消）
当院における胆嚢癌見落とし症例の検討
1北海道消化器科病院　内科、2北海道消化器科病院　病理部
○中村　英明1、目黒　高志1、町田　卓郎1、山田　裕人1、藤澤　良樹1、
加藤　貴司1、佐々木　清貴1、加賀谷　英俊1、高橋　利幸2、堀田　彰一1

【目的】近年画像診断能の向上は著しいが，胆嚢癌の中には術前確定診断に苦慮
する症例や術後初めて病理学的に診断をえる所謂見落とし症例も経験する．今回
我々は術前の画像診断では指摘しえず胆摘術後初めて病理学的に診断された病
変を「見落とし胆嚢癌」と定義し，その特徴を明らかにすることを目的として以下の検
討をおこなった．【方法】2009年1月から2015年12月までに当科で経験した見落と
し胆嚢癌14症例（男7例，女7例．年齢55～ 85才，中央値74.0才）を対象に臨床
所見，術前画像診断の見直し並びに病理学的所見を検討した．【結果】14症例
13例（92.9％）は経過中に腹痛，発熱等の急性胆嚢炎症状を合併していた（2例は
PTGBD施行）が1例は無症候性胆石症例でS状結腸癌手術時に合併切除された
症例だった．胆嚢病変の画像診断をUSとCTにて再検討すると14例全例に胆嚢結
石と胆嚢壁肥厚（びまん性胆嚢壁肥厚12例，限局性壁肥厚2例）を認めたが胆嚢内
に隆起性病変は認められなかった．病理診断では病変の主たる占居部位はGn 3例
（21.4％），Gb 4例（28.6％），Gf 7例（50.0％）で肉眼形態は平坦型8例，乳頭型2
例，結節型2例，顆粒状粘膜隆起型1例，RAS発癌1例だった． 腫瘍（長）径は22
～ 111mm（中央値55.0mm），局所進展度はT1 3例，T2 10例，T3 1例，組織型
はtub1 11例，tub2 2例，pap 1例だった．【考察】臨床所見と術前画像診断を検討
すると見落とし症例全例で胆嚢結石を合併し，大部分の症例で胆嚢炎を合併してい
たことから，腫瘍性胆嚢壁肥厚を炎症性変化と鑑別しきれないことが見落としの一因
と考えられた．また見落とし症例といえどもその多くは進行癌であり，胆嚢病変に対す
る画像診断能の向上は急務と考えられた．

071（消）
異時性に発生した腎癌胆嚢転移の1例
1市立函館病院　消化器内科、2市立函館病院　消化器外科、
3市立函館病院　病理科
○工藤　大樹1、田中　一光1、八木澤　允貴1、堀本　啓大1、山本　桂子1、
畑中　一映1、山本　義也1、成瀬　宏仁1、植木　伸也2、砂原　正男2、
下山　則彦3

【症例】60歳代，男性．【主訴】なし【現病歴】腎臓癌を4年前に摘出しており，経過観
察目的に施行した単純CTで胆嚢壁肥厚を指摘．精査目的に当科紹介となった．【既
往歴】30年前：盲腸癌切除，4年前：腎癌切除．同時性の転移性脳腫瘍も切除およ
びガンマナイフ治療施行【家族歴】特記事項なし【初診時現症】眼瞼結膜貧血なし，
眼球結膜黄染なし．表在リンパ節触知せず．腹部平坦・軟，圧痛なし【血液生化学
所見】軽度の腎障害のみ．特記事項なし【画像所見】胆嚢底部に腫瘤性病変を認め
た．エコーでは低エコー性腫瘤であるが，カラードップラーでは多血性病変が示唆され，
造影CTでは早期濃染を示した．MRIではT1WI低信号，T2WI高信号であり，DWI
では拡散低下が見られた．造影超音波内視鏡を施行したところ，Sonazoid&reg;投
与後10秒後には腫瘍全体に造影効果を認めた．PET-CTも施行し，同腫瘤部に異
常集積を認めた．【治療経過】胆嚢原発の悪性腫瘍との鑑別が画像診断のみでは
困難であるため，診断的治療目的に腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した．術後病理は
腎癌摘出標本と同様の所見であり，腎癌の転移に矛盾しない所見であった．現在は
当院泌尿器科にて画像経過観察中である．【考案】腎癌は同時性，異時性に多発
することが知られているが，胆嚢転移症例は非常にまれであるとされ，その画像所見
を記載している文献も少ない．また，腎癌の転移症例における治療方針も確立してお
らず，今後も症例の蓄積と検討が必要と考え，報告する

072（消）
当科における切除不能胆道癌に対する塩酸ゲムシタビン＋シス
プタチン併用療法の成績と，予後予測因子の検討
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、田中　一光1、八木澤　允貴1、工藤　大樹1、堀本　啓大1、
山本　桂子1、畑中　一映1、山本　義也1

【目的】当科での切除不能胆道癌に対する塩酸ゲムシタビン（GEM）＋シスプラチン
（CDDP）併用療法 （GC療法）の成績と予後予測因子を検討する．【対象と方法】
2009.8月～ 2015.8月までに当科でGC療法を施行した，術後再発，乳頭部癌を除く切
除不能胆道癌37例，平均年齢64.5才，男女比23：14，胆嚢癌17例，肝内胆管癌
12例，肝門部胆管癌6例，肝外胆管癌2例．GEM1000mg/m2，CDDP30mg/m2を
day1.8に2投1休で投与し，可能な限り継続した．生存期間中央値はカプランマイヤー
法で算出し，ログランクテストにて検定した．【結果】全症例の生存期間中央値は462日，
1年生存率52.9%，平均相対用量強度は72.9%，平均投与回数は12.1回であった．癌
種別生存期間中央値は，胆嚢癌479日，肝内胆管癌462日，肝門部～肝外胆管癌210
日で，3群間に有意差は認めなかった．Cox比例ハザードモデルを用いて，初診時の予
後予測因子を検索すると，血清アルブミン値がP値0.0006，ハザード比0.1936（95%
信頼区間0.0756-0.4361），CRPがP値0.0165，ハザード比0.2039（95%信頼区間
0.0555-0.7482）と有意差を持って抽出された．このため，血清アルブミン値とCRPの
区分による予後予測因子であるmodified Glasgow Prognpstic Score（mGPS）を
検討した．mGPS0-1とmGPS2の区分で，mGPS0-1群がP値が0.016，ハザード比
0.2300（95%信頼区間0.0745-0.7097），mGPS2群がP値が0.0106，ハザード比4.3486
（95%信頼区間1.4030-13.421）と有意差をもって予後予測因子と考えられた．血清
アルブミン3.5g/dl未満とmGPS2の両群は，ほぼ同一の集団であった．mGPS2群の
生存期間中央値は207日で， mGPS0-1の群の生存期間中央値545日に比べ有意差
をもって短かった（P=0.0235）.有害事象は，骨髄抑制に関して，Grade3以上の白
血球減少を27.0%，Hb減少を54.1%，血小板減少を43.2%に認めた．【結語】切除不
能胆道癌に対するGC療法において，初診時mGPS0-1とmGPS2の区分は，予後予
測因子である可能性がある．
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073（消）
Trousseau症候群を発症した胆管癌の1例
1NTT東日本　札幌病院
○中村　友亮1、吉田　将大1、重沢　拓1、松本　美櫻1、太宰　昌佳1、
小野寺　学1、横山　朗子1、吉井　新二1

症例は80才台，女性．201X年3月肝機能障害で当科紹介初診となった．CTにて，
胆管癌による閉塞性黄疸が疑われERCPを施行．経乳頭的胆管生検にて胆管癌と
診断された．胆管ステントを留置し黄疸は改善したが，高齢のため積極的な治療をせ
ず経過観察となっていた．発症から6か月後，軽度の吐気が出現．翌朝から脱力み
られ，トイレ内で転倒したため救急搬送された．一度回復し帰宅したがさらに歩行困難
となり，同日夕方に入院となった．入院後は自力での摂食可能となり一時安定してい
たが，入院3日目に左上下肢に脱力が出現したため，MRIを撮像したところ，右半球
中心に多発の脳梗塞を認めた．担癌状態に発症した多発脳梗塞で，Trousseau症
候群と診断された．同症候群発症時点でも明らかな遠隔転移は認めなかったが，凝
固能の亢進（FDP105μg/mL, D-dimer31.6μg/mL）を認めた．ヘパリンナトリウム1
万単位から開始し，しばらくは左の不完全麻痺のみであったが，入院10日目に完全左
麻痺と発語障害を発症．入院17日目から意識状態が悪化し，入院29日目に永眠した．
【考察/結語】Trousseau症候群は悪性腫瘍に伴う血液凝固亢進により脳梗塞症
状を生じる病態で，原因となる悪性腫瘍は固形癌がほとんどと言われている．本症例
は，胆管癌の症例で，発症後6か月が経過していたが明らかな遠隔転移はなく全身
状態も良好であった．また，高齢で軽度の認知症もあり初期にTrousseau症候群を疑
うことは困難であった．担癌状態の症例に神経症状が出た場合，本症候群を鑑別に
挙げるべきと考えられた．示唆に富む症例と考えられたため，若干の文献的考察を加
えて報告する．

074（消）
8 trisomy 関連ベーチェット徴候に対する免疫抑制療法中に
顕在化した肝内胆管癌の1例
1王子総合病院　消化器内科、2王子総合病院　血液腫瘍内科、
3札幌医科大学　腫瘍血液内科、4王子総合病院　臨床研修医、
5北海道大学　分子病理
○柴田　敬典1、蟹沢　祐司2、羽生　佳弘4、佐賀　潤也4、坂本　拡基1、
山田　尚太1、奥田　敏徳1、高橋　祥1、南　伸弥1、井端　壮詞2、
藤見　章仁2、橋本　亜香利3、大塚　紀幸5

【緒言】傍腫瘍症候群は担癌患者の5～ 10%で出現する腫瘍随伴症状であり、神経、内分泌、
血液凝固異常、膠原病様症状など多彩な症状を呈しうる。今回、我々はベーチェット病類似疾患
に対する免疫抑制療法中に顕在化し急速な転帰をとった肝内胆管細胞癌症例を経験したので報
告する。【症例】82才、男性【主訴】腰背部痛【現病歴】80才時に再発性の発熱、有痛性紅斑、
口腔内アフタ、回盲部潰瘍が出現し当院を受診、骨髄穿刺等により8 trisomyに起因するベーチェッ
ト病様病態と診断される。ステロイド（20m）とコルヒチン（1mg）の投与により症状の頻度は減少した
が、その後も寛解再燃を繰り返していた。入院の約1月前に腰背部痛が出現、疼痛は次第に増
強し自力歩行が困難となり受診に至る。高度の炎症所見、DICを呈していたほか、CEA 188ng、
CYFRA 27.8ngと腫瘍マーカーが高値を示していたため入院となる。画像検査にて複数の肝内結
節、多発骨融解病変、腹腔内リンパ節腫大が認められ転移性腫瘍と診断した。上部消化管内視
鏡検査で胃前庭部、体部に隆起性病変が認められ、高分化型腺癌が確認されたため胃癌が原
発巣と考えられた。化学療法を施行したが病状は急速に悪化し第45病日に死亡された。【剖検所
見】胃癌は粘膜固有層に限局し周囲への浸潤は認められなかった。一方、肝内腫瘤では印環細
胞癌を含み充実性胞巣を形成する低分化型腺癌が確認された。骨、リンパ節も同様の組織像で
あった。以上から肝内胆管細胞癌および多発骨、リンパ節転移と診断した。また回盲部には粘膜
固有層を越える深掘れ潰瘍が複数認められ腸管ベーチェット病に矛盾しない所見であった。【考察】
免疫抑制療法の効果が乏しいリウマチ様徴候例では悪性腫瘍の合併が多いとされる。自験例では
胆管癌の発症に先行して難治性ベーチェット病様症状が出現しており両者の関連が想定される。ま
た免疫抑制療法が腫瘍の進展を修飾した可能性も推察された。高齢発症例や非定型的な膠原病
類似症状を呈する例では悪性腫瘍の存在も念頭に置き積極的に検索すべきである。

075（消）
HCC様の画像所見を呈した腫瘤形成＋胆管内発育型肝内胆
管癌の一例
1KKR札幌医療センター
○松名　伸記1、菅井　望1、伊藤　聡1、平田　裕哉1、松薗　絵美1、
横山　文明1、大原　克仁1、石橋　陽子1、藤田　淳1、鈴木　潤一1

肝内胆管癌とは胆管の二次分枝およびその肝側の肝内胆管に由来する癌で、肉
眼型により腫瘤形成型、胆管浸潤型、胆管内発育型に分類され、転移性肝癌と
の鑑別が重要である。根治的な治療法は外科切除以外には確率されていない。治
癒切除例の5年生存率は24%であり、その中で腫瘤形成型および胆管内発育型に
おけるリンパ節転移陰性例の5年生存率は58%と比較的良好である。しかし、胆管
浸潤型やリンパ節陽性例の予後は不良で、新たな治療戦略の確率が必要である。
今回我々は、肝3相CT画像で胆管内発育型の肝細胞癌が疑われたが、胆管生検
で腺癌を認め、胆管浸潤型肝内胆管癌として手術施行となった症例を経験したの
で、多少の文献的考察を加えここに報告する。　症例は、72歳女性。2015年3月
初旬より倦怠感が出現し、血液検査で肝胆道系酵素の上昇、腹部エコーでは肝S1
に40mm大の腫瘤影と総胆管内に20mm大の充実性腫瘤を認め、精査加療目的に
当科入院となった。肝3相CTでS1にφ34mm大の早期相での濃染および後期相で
造影欠損される所見が混在している腫瘤を認め、さらにその病変と連続するように胆
管左右分岐部から上部胆管にかけて造影される腫瘤および肝内胆管の拡張を認め
た。画像所見より肝腫瘍はHCCも否定できない所見であり、肝内胆管癌もしくは胆
管浸潤型肝癌を疑った。ERCPによる胆管内腫瘍生検の結果は腺癌の所見であり、
これより胆管浸潤型肝内胆管癌と診断した。その後、北海道大学第一外科に紹介
となり、2015年6月30日に拡大左葉切除＋尾状葉切除＋胆嚢摘出術＋肝外胆管切
除および胆管空腸吻合術施行となった。病理結果では、肝内胆管癌（腫瘤形成型
＋胆管内発育型）であった。術後経過は良好で、7月16日に退院。現在、当科に
て術後再発予防としてGEM投与を施行しながら、外来フォロー中である。

076（消）
肝予備能低下のため肝中央二区域・尾状葉切除を施行した
肝門部胆管癌の1例
1北海道大学　大学院医学研究科　消化器外科学分野Ⅱ、
2北海道大学　病理診断科
○森本　浩史1、岡村　圭祐1、上村　志臣1、三井　潤1、中西　喜嗣1、
浅野　賢道1、野路　武寛1、海老原　裕磨1、倉島　庸1、中村　透1、
田本　英司1、村上　壮一1、土川　貴裕1、七戸　俊明1、三橋　智子2、
平野　聡1

【はじめに】肝門部胆管癌では外科的切除が唯一長期生存を期待できる治療法であり、
尾状葉切除を含めた葉切除以上の肝切除を要することが多い。しかし、低い肝予備能
や少ない残肝容積などにより大量肝切除が困難な場合、非切除の方針となることもあ
る。今回、肝門部胆管癌に対して肝切除量を抑えた肝中央二区域・尾状葉切除を行っ
た1例を経験したので報告する。【症例】65歳男性。腹痛と背部痛を主訴に近医を受
診した。腹部造影CT検査で肝門部から3管合流部にかけて造影効果を伴う腫瘤性病
変を認め、肝門部胆管癌の診断となった。既往に陳旧性心筋梗塞を認めた。精査加
療目的に当科紹介入院。画像検査上、病変は肝臓側が前後区域枝合流部から左肝
管根部、十二指腸側が3管合流部付近まで広がっていると考えられた。胆道生検で腺
癌をBrl、Bsで検出したが、B2+3、B4、B8奥では認めなかった。以上より術前診断
はBpd,結節浸潤型,cT2aN0M0,cStageII。ICG15分値は10.0%、ICG K値は0.16で
あった。根治切除には肝右三区域切除（残肝208ml、残肝率18.0%）または肝右三区
域切除（残肝290ml、残肝率25.1%）が必要と考えられたが、肝予備能及び残肝率か
ら大量肝切除は困難と考えられた。腫瘍局在から肝中央二区域切除（残肝498ml、残
肝率43.1%）でもR0手術が可能と判断し、前区域をPTPE施行後に肝中央二区域・尾
状葉切除術、肝外胆管亜全切除術を施行した。手術時間は22時間59分、出血量は
5880mlであった。病理学的に三つの病変を認めBpBh（B4,B5+8）Bdと広範であった
が、胆管断端陰性を確保できた。術後胆管炎に対して抗生剤を投与した以外には大き
な合併症なく、術後33日目退院した。現在無再発外来フォロー中である。【まとめ】術前
の精密な診断と手術計画により残肝体積を確保しつつR0手術が遂行できた。
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077（消）
貧血を主訴に診断となった胆嚢結石による胆嚢十二指腸瘻の
1例
1KKR札幌医療センター　消化器科、2KKR札幌医療センター　病理科
○平田　裕哉1、菅井　望1、伊藤　聡司1、松園　絵美1、横山　文明1、
大原　克仁1、石橋　陽子1、関　英幸1、藤田　淳1、鈴木　潤一1、
岩崎　沙理2、鈴木　昭2

【はじめに】胆嚢穿孔は胆石症や急性胆嚢炎を背景に発症することが多く、このうち
胆嚢十二指腸瘻は頻度は高いがその病態は様々で診断、治療は時に難渋すること
がある。今回、貧血の精査目的に近医より紹介され、精査の結果、胆嚢結石、慢
性胆嚢炎による十二指腸炎と診断し、経過観察中に胆嚢十二指腸瘻を形成し自然
落石した1例を経験したので、若干の文献的考察を加え報告する。【症例】78歳女
性、2014年6月にふらつきを認め近医を受診したところ貧血を指摘され、当院紹介と
なった。当院で上下部消化管内視鏡検査、カプセル内視鏡検査を施行したが明らか
な異常所見を認めなかった。外来にて鉄剤の内服で経過を見ていたが改善しなかっ
た為、8月に再度上部消化管内視鏡検査を施行したところ、十二指腸球部後壁に
約20mmの滲出性出血を伴う隆起性病変を認めた。生検からは明らかな悪性所見を
認めず、腹部造影CT検査を施行したところ胆嚢壁の肥厚と、胆嚢が十二指腸壁と
癒着している所見を認めた。後日EUS　とMRCPを施行したところ胆嚢内に胆石と
胆泥を認めた。以上より胆嚢結石、慢性胆嚢炎による十二指腸炎と診断した。胆
嚢摘出術について当院外科に相談したところ、症状がなく急速な貧血の進行が認め
られなかった為、手術のリスクも考え胆嚢十二指腸瘻が形成され、落石するまで経
過観察していく方針となった。その後、2014年12月のCTで胆嚢内及び胆管内に気
腫を認め胆嚢が十二指腸に穿通したと考えられた。2015年10月のCT検査では胆嚢
結石を認めず、萎縮した胆嚢と胆嚢内及び、胆管内に気腫を認めた。内視鏡にて
十二指腸球部の隆起性病変は消失し瘻孔と思われる穴を認め、透視下で造影剤
を流入したところ胆嚢と胆管が描出されたが結石は認めず、胆嚢十二指腸瘻を通じ
て胆石が落石されたと考えられた。

078（消）
胆管十二指腸瘻の1例
1北斗病院　消化器内科、2北斗病院　消化器科、3おく内科消化器クリニック
○河瀬　智哉1、中島　恵2、山口　智仁2、山口　聖隆2、川見　弘之2、
田中　卓2、奥　隆臣3

【緒言】胆管十二指腸瘻を含む内胆汁漏は胆道結石が原因であることが殆どであ
る。今回我々は膵胆管合流異常症が関与したと示唆される胆管十二指腸瘻の症例
を経験したため報告する。【症例】78歳女性。心窩部不快感を主訴に近医で上部
消化管内視鏡検査を実施。その結果十二指腸下降脚に瘻孔をみとめ胆汁の排出
が確認されたため、同瘻孔の原因検査目的で当科紹介入院した。問診上胆道結
石の既往はなかった。入院後、超音波内視鏡を実施したものの胆管内に空気が混
入されているため評価は困難であった。つづけて内視鏡的逆向性胆管造影を行った
ところ膵胆管合流異常症であることが判明。また胆管十二指腸瘻は三管合流部の
直下で形成されていることが判明した。胆管造影、管腔内超音波に引き続き胆汁
細胞診のための経鼻胆管ドレナージチューブを留置。病理学上悪性所見は認められ
なかった。治療方針に関しては心窩部不快感は一時的であり胆管十二指腸瘻との
関連性は定かでは無かったこと。悪性所見なども認められず、胆管炎を呈していな
かったことなどから経過観察とした。【考察】胆管十二指腸瘻は文献上80％から90％
の症例で胆道結石が関与していると言われ、残りを胆道悪性疾患もしくは膵胆管合
流異常症が関与していると言われる。本症例の病態に胆道結石が関連していたか
否かは問診上でしか確認できないが、膵胆管合流異常症が背景にあることが示唆さ
れた。

079（消）
頚部と底部側の2箇所にPTGBDを要した漏斗部結石陥頓壊
疽性胆嚢炎の1例
1名寄市立総合病院　消化器内科
○上田　恭子1、鈴木　康秋1、小林　裕1、村上　雄紀1、久野木　健仁1、
芹川　真哉1、杉山　祥晃1

【症例】60歳代の女性。腹痛、嘔吐、発熱にて初診。胆石胆嚢炎の診断で当科入
院。腹部CTにて胆嚢は腫大し、胆嚢頚体部移行部（漏斗部）に径4cmの結石が陥頓
して、胆嚢底部の著明壁肥厚と周囲脂肪織のdensity上昇を認めた。WBC 12400、
CRP 17と炎症反応高値で、中等症急性胆嚢炎と診断し、緊急PTGBDを施行した。
胆嚢漏斗部は陥頓した胆石で占拠され、それより底部側は肝床部より遊離していたた
め、胆嚢頚部に穿刺してドレナージチューブを留置し、30mlの暗赤色胆汁を排液した。
チューブ造影では胆嚢頚部から胆嚢管は造影されたが、胆石より底部側の胆嚢内腔
は描出されなかった。その後は1日100～ 300mlの胆汁がドレナージされ、腹痛・発熱、
炎症反応は改善した。第6病日より食事を再開し、待機的胆摘の方針とした。しかし、
第12病日に再び腹痛・発熱が出現し、WBC 12700、CRP 6.9と炎症反応も再上昇
した。CTを再度施行すると、PTGBDチューブ留置した胆嚢頚部は内腔虚脱していた
が、底部は依然として腫大と壁肥厚を認めた。このため、胆石陥頓部より底部側に対
し、できるだけ胆嚢遊離間隙を介さないように穿刺ラインをとり、胆石を擦るように穿刺し
てPTGBDチューブを留置し、乳白色胆汁40mlを排液した。1本目の頚部側チューブ、
2本目の底部側チューブそれぞれから造影したが、胆嚢内腔は胆石で完全に遮断され
交通が無く、漏斗部で完全に結石陥頓していると考えられた。その後、再び腹痛・発
熱、炎症反応は改善し、外科に転科し、第25病日に胆摘を施行した。術後標本にて
壊疽性胆嚢炎の病理診断となった。【考察】PTGBDでは肝実質を充分に介する穿刺
ラインを選択し、胆嚢の頸体部移行部あたりを目標に穿刺を行うが、本症例では漏斗
部陥頓胆石が穿刺の障害となり、底部側は肝床部から遊離し、かつ充分な肝実質を
介する穿刺ラインが取れないためやむなく1回目は頚部にPTGBDを施行した。しかし、
結石が完全に陥頓し頚部と底部の交通が全くなかったため底部側に2回目のPTGBD
を要し、かつ陥頓による血流障害により壊疽性胆嚢炎をきたしたと考えられた。

080（消）
当科における胆汁培養の検討とMRSA検出症例の特徴
1市立室蘭総合病院　消化器内科
○佐々木　基1、金戸　宏行1、我妻　康平1、伊志嶺　優1、永縄　由美子1、
谷　元博1、村上　佳世1、佐藤　修司1、清水　晴夫1

【目的】今後の胆道感染症診療の一助とすべく、当科で提出された胆汁培養の結果
とMRSAが検出された症例の特徴に関して検討を行った。【方法】2008年1月から
2015年10月までに当科において胆汁培養が提出された309症例、延べ439検体を
対象として検討を行った。【結果】全症例の年齢中央値は76歳、男性180例、女性
129例と男性がやや多かった。検体採取方法はENBDが314件、ENGBDが26件、
PTBDが34件、PTGBDが65件であった。胆道感染症の原因としては、良性疾患
では総胆管結石性胆管炎が最多で128例、次いで多かったのは急性胆嚢炎で49
例であった。悪性胆道閉塞に伴うものは全体で119例であり、その原因としては胆
管癌が最多で44例、次いで膵頭部癌が39例、胆嚢癌が16例、胆管細胞癌が7例
という結果だった、他にも他臓器癌の胆管直接浸潤、転移リンパ節による圧排で胆
道閉塞をきたしたものなども存在した。今回の検討で提出された439検体の内細菌が
検出されたのは313検体であり、検出細菌は延べ592種類であった。菌種が同定で
きたものはGNRが271回、GPCが延べ233回、GPRは17回であった。GPCの中で
もStaphylococcus属が検出されたのは40回であり、内23回はMRSAが検出されて
いた。MRSAが検出されたのは15症例であり、年齢中央値は80歳、男性7例、女
性8例、検体採取方法はENBDが16件、PTBDが7件であった。胆道感染症の原
因としては悪性胆道閉塞に伴うものが9例であり、それ以外の6例は全て総胆管結石
性胆管炎であったが内2例は他臓器癌の合併を認めており、15例中2/3以上の症例
で何らかの悪性疾患が存在するという結果であった。【結語】当科の胆汁培養では
全体の5.2%でMRSAが検出されており、中でもStaphylococcus属が検出された際
は50%以上の確率でMRSAであった。MRSAが検出された症例は全体と比べると
やや高齢であり、女性の割合も若干高く、悪性胆道閉塞や悪性疾患の併存率も高
いという結果であった。
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081（内）
胆管メタリックステント留置後胆嚢炎に対する治療法
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○北川　洸1、金　俊文1、潟沼　朗生1、永井　一正1、山崎　大1、
古賀　英彬1、横山　健介1、佐野　逸紀1、五十嵐　聡1、矢根　圭1、
高橋　邦幸1、真口　宏介

【背景】胆管メタリックステント（MS）留置後の合併症の一つとして胆嚢炎があり、種々の対
症法があるが、その治療効果については未だ不明な点が多い。【目的】MS留置後の胆
嚢炎とその治療法ついて検討する。【対象】2009年4月から2015年10月までに悪性胆道
狭窄に対しMSを留置した488例のうち、胆嚢炎を発症した20例（4.1%）。検討項目は、1） 
患者背景、2） MS留置状況、3） 胆嚢炎発症状況、4） 治療法、5） 治療後経過とした。
【結果】1） 男女比は11 : 9、年齢中央値は74歳（59-92）、PS中央値は0（0-2）、原疾
患は膵癌 16、胆管癌 2、胆嚢管癌 1、胃癌術後再発 1であった。胆嚢管分岐は低位 
3、中位 15、高位 2、胆嚢管浸潤を9例（45%）に認めた。2） MS留置法は内視鏡的 19
（EST施行 13）、経皮的 1であり、MSの種類はcovered type 19、non-covered type 
1であった。3） MS留置から胆嚢炎発症までの期間は中央値で7.5日（1-145）であり、重症
度は軽症17、中等症3であった。4） 初回治療は、抗生剤投与のみ 2（10%）、胆嚢内胆
汁吸引のみ 15（75%; PTGBA 14、ENGBA 1）、胆嚢ドレナージ 3（6%; PTGBD 1、
EGBS 2）であり、18例（90%）で胆嚢炎の改善を認めたが、2例（ENGBA 1、PTGBA 
1）で奏功が得られず、EUS-GBD 1、外科的切除 1を施行した。偶発症は全例で認めな
かった。5） 初回治療が奏功した18例のうち再燃を9例（50%）に認め、再燃までの期間中
央値は18日（9-45）であった。初回治療別では、吸引のみ　6/13（46%）、ドレナージ 3/3
（100%）であった。再燃後の治療として、PTGBA 3、ドレナージ 4（PTGBD 2、EGBS 
1、EUS-GBD 1）、外科的切除 2を施行したが、うち3例（17%; PTGBA 1、PTGBD 1、
EGBS 1）は反復性の再燃を来し、再PTGBA 2、開腹手術 1を要した。経過中にMSを
抜去したのは7例（35%）であり、MS再留置 4、プラスチックステント留置 1、その他 2（根
治的外科切除 1、EBS非施行 1）を施行した。【結語】MS留置後胆嚢炎に対する初回
治療の奏功率は90%であり、保存的加療により対処可能であった。一方、再燃を50%に
認め、うち17%は反復性であり、胆嚢炎の対処法については今後も検討を要する。

082（内）
胆管self-expandable metal stentの抜去
－stent-in-stent techniqueによる有用性と安全性－
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
○池田　裕貴1、久居　弘幸1、櫻井　環1、釋　亮也1、小柴　裕1、宮崎　悦2、
佐藤　正文3、川崎　亮輔3、行部　洋3、横山　啓介3、嘉成　悠介4

非切除中下部悪性胆道狭窄に対するself-expandable metal stent （SEMS）留置後に
再閉塞を来した場合、可能であれば抜去後にSEMSを再留置することが望ましいが、抜
去が不可能であることもしばしば経験する。今回、われわれは、fully-covered SEMS 
（FCSEMS）を用いたstent-in-stent techniqueによりSEMSが抜去可能であった中下部
悪性胆道狭窄3例を経験したので報告する。
【症例1】86歳、女性。平成21年9月に遠位胆管癌と診断、同年12月にpartially -covered 
SEMS （PCSEMS） （WallFlex、10mm x 6cm、Boston scientific）を留置した。平成
23年11月に閉塞による胆管炎を来したが、両端がtissue hyperplasiaにより抜去不可能で
あり、FCSEMS （WallFlex、10mm x 8cm）を追加留置した。平成25年5月に再閉塞を来
し、FCSEMSをスネアにて抜去し、引き続きPCSEMSを把持鉗子とスネアにて抜去した。
【症例2】63歳、女性。平成25年4月に根治切除不能膵頭部癌と診断、PCSEMS 
（WallFlex、10mm x 6cm）を留置した。平成27年4月に再閉塞のため抜去を試みたが、
遠位端がtissue hyperplasiaにより抜去不可能であり、FCSEMS （WallFlex、10mm x 
8cm）を追加留置した。同年5月に再閉塞を来し、まずFCSEMS下端を把持鉗子にて抜
去し、引き続きPCSEMSをスコープごと抜去した。
【症例3】86歳、女性。平成26年3月に遠位胆管癌と診断、FCSEMS （Niti-S　Long 
Covered ComVi、10mm x 6cm、Taewoong）を留置するも、胆管内に迷入し、抜去不
可能であり、FCSEMS （WallFlex、10mm x 6cm）を追加留置した。平成27年6月に再
閉塞を来し、両SEMSをスコープごと抜去した。
いずれの症例も胆管内にsludgeを認めたため、抜去後にクリーニングを行い、FCSEMS 
（WallFlex、10mm x 6cm）を留置した。抜去に伴い少量の出血が見られたが、重篤な
偶発症を認めなかった。

083（消）
超高齢者胆嚢炎に対する経皮的胆嚢ステント留置術
－その有用性と問題点－
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
○小柴　裕1、久居　弘幸1、櫻井　環1、釋　亮也1、池田　裕貴1、
宮崎　悦2、嘉成　悠介3

　急性胆嚢炎に対するドレナージ方法として、経皮経肝胆嚢穿刺吸引術 （PTGBA）、
経皮経肝胆嚢ドレナージ （PTGBD）、内視鏡的経鼻胆嚢ドレナージ・ステント留置術、
超音波内視鏡下胆嚢ドレナージ・ステント留置術などがある。また、超高齢者では、基
礎疾患やPS不良によりドレナージが成功しても、胆嚢摘出術の適応外になることがあり、
チューブの自己抜去の可能性もある。今回、胆嚢炎を繰り返した超高齢症例に対し、
PTGBDルートで胆嚢ステント留置術を施行した1例を経験したので報告する。
　症例は90歳、男性。79歳 認知症。83歳 脳梗塞。PS 4。平成26年1月上旬より、
発熱、全身倦怠感あり、当院受診。急性胆管炎の診断で当日入院し、内視鏡的胆
管ドレナージを施行。その後に急性胆嚢炎を併発し、第5病日にPTGBAを施行し、軽
快後、第18病日に内視鏡的乳頭括約筋切開術を施行し、2月上旬に退院。
　同年3月上旬に発熱で受診し、急性胆嚢炎の診断で再入院。抗菌薬の投与ととも
にPTGBAを施行したが、第2病日に敗血症性ショックとなった。直ちにPTGBDを施行
し、γグロブリン投与、カテコラミン投与を行った。軽快後のチューブ造影では、胆管へ
交通は見られるものの、胆嚢管は極めて細く、抜去は不可能と判断した。
　4月下旬にPTGBDルートを利用し胆嚢管へアプローチし、7Fr 10cm両端ピッグテー
ルカテーテルを留置した （外瘻として7.2Frピッグテールカテーテルを併置）。外瘻を5月
上旬に抜去し、下旬に当院療養病棟へ転棟となった。
　著変なく経過していたが、7月中旬に40℃台の発熱を来し、血液培養でMRSAが検
出されたためVCM投与開始したが改善せず、敗血症性ショックを来し、内瘻閉塞によ
る胆嚢炎と診断し、PTGBDを施行。軽快後の8月上旬に内瘻ステントを抜去した。そ
の後、胆嚢管の開存を確認し、外瘻も抜去した。9月下旬に療養病棟へ再転棟した
が、12月下旬に老衰で永眠されるまで胆嚢炎の再発は見られなかった。

084（内）
ERCP関連手技における胆管挿管成功率と偶発症
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○佐野　逸紀1、真口　宏介1、高橋　邦幸1、潟沼　朗生1、矢根　圭1、
金　俊文1、五十嵐　聡1、北川　洸1、横山　健介1、古賀　英彬1、
山崎　大1、永井　一正1

【目的】ERCPにおける胆管挿管手技の現状と問題点について検討する．【対象と方法】2010
年1月から2015年10月までに胆道処置目的でERCPを施行した，B-I以外の術後再建腸管例
を除く初回乳頭1510例を対象とした。なお，当センターでは，原則としてExpert（ERCP施行
歴15年以上）の監督下にTraineeが処置を開始し，困難な場合にExpertに交代する．胆管挿
管手技は，造影カテーテルもしくはパピロトームにガイドワイヤを充填するwire-loaded cannulation
（WLC）を第一選択としており，挿管困難例では膵管ガイドワイヤ法（P-GW）もしくはprecutを
施行する．【検討項目】1）患者背景　2）胆管挿管成功率　3）処置内容　4）偶発症【結果】
1）年齢中央値73歳（14-101），男女比853：657．胃切除後B-I再建19（1.3%）．傍乳頭憩室
429（28.4%；憩室外乳頭367，憩室内乳頭62）．疾患は，胆管結石・胆泥885（58.6%），胆
管狭窄446（29.5%；悪性425，良性21），胆嚢腫瘍・胆嚢炎134（8.9%），その他62（4.1%）
であり，Expertが処置を先発したものが57（3.8%）であった．2）初回処置時の胆管挿管成功
は1490（98.7%）であり，挿管法別にWLC1214（80.4%），P-GW209（13.8%），precut67
（4.4%）であった．不成功20のうち，後日再挿管を試みた16例中14例（87.5%）で挿管成功
し，胆管挿管成功は全体で1504（99.6%）であった．不成功6例の対処法はEUS-CDS1，
PTBD1，保存的加療4であった．3）乳頭処置は910（60.3%；EST856，EPBD54）に施行
し，以降の処置は，排石・排泥669（44.3%），ENBD472（31.3%），PS留置177（11.7%），
SEMS留置122（8.1%）であった．4）偶発症は134（8.9％）に認め，ERCP後膵炎（PEP）
59（3.9%；中等症以上24），出血17（1.1%），穿孔8（0.5%），胆管炎15（1.0%），その
他37（2.5%）であった．挿管法別のPEP発症率は，WLC2.6%（13/1221），P-GW8.6%
（18/210），precut11.3%（9/79）であり，WLC不成功（OR,3.28; 95%CI,1.50-7.20），50
歳未満（OR,2.91; 95%CI,1.32-6.42），胆管結石以外の疾患（OR,2.23; 95%CI,1.10-4.51）
がPEP発症に関与する因子であった．【結語】胆管挿管手技の成功率は比較的良好であった
が，偶発症も少なくなく，その対策が今後の課題である．
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085（内）
次世代経口胆道鏡SpyGlass DSの使用経験
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○山崎　大1、矢根　圭1、真口　宏介1、高橋　邦幸1、潟沼　朗生1、
金　俊文1、五十嵐　聡1、北川　洸1、佐野　逸紀1、横山　健介1、
古賀　英彬1、永井　一正1

【はじめに】2015年に操作性や画質が大幅に向上した次世代の経口胆道鏡
SpyGlass DS （Boston Scientific）が承認され、3例に使用する機会を得たので詳
細を報告する。【症例】症例1: 69歳男性。胆道系酵素上昇の精査目的で紹介受
診。USおよびCTにてB2/3の胆管拡張を認めたが、腫瘤性病変は明らかではな
かった。ERCPではB2/3根部に1cm程度の硬い狭窄と末梢胆管の拡張を認め、ブ
ラシ細胞診は陰性であった。正確な画像評価と直視下生検を目的としてSpyGlass 
DSを使用した。内視鏡所見ではB2/3根部に発赤調の境界不明瞭な隆起を認め
た。同部位からの生検でadenocarcinomaを疑う組織が得られ、胆管癌と診断した。
症例2: 62歳女性。胆石および胆嚢胆管瘻の診断で胆嚢摘出術を施行し、術後病
理で胆嚢体部に12mmの平坦浸潤型胆嚢癌 （深達度ss・断端陰性）を認めた。CT
では胆管に明らかな異常を認めなかったが、ERCPでは右肝管から上部胆管にかけ
て軽度の狭窄を認めた。胆嚢癌の胆管進展が否定できず、直視下での評価を目的
として、SpyGlass DSを使用した。内視鏡所見では胆管に腫瘍性病変を認めず、
胆嚢胆管瘻部の結石の残存と、周囲に炎症によると考えられる軽度の隆起を認め、
生検でも炎症性変化を認めるのみであった。症例3: 69歳男性。胆道系酵素上昇お
よびB4の胆管拡張を指摘され紹介受診。USではB4根部に10mmの低エコー病変
を認めたが、CTでは明らかな腫瘤を同定できなかった。ERCPではB4が描出されな
かったため、直視下での評価を目的としてSpyGlass DSを使用した。内視鏡所見で
はB4根部を含めた胆管には腫瘍性病変を認めず、生検でも悪性所見はなく、観察
範囲よりも末梢胆管に限局した肝内胆管癌と診断した。いずれの症例も合併症なく
処置を終了した【結語】次世代経口胆道鏡SpyGlass DSは操作性が改善され、肝
内胆管への安全な誘導や標的部位の正確な狙撃生検が可能となった。また、画質
の向上による画像診断能の上昇も期待される。

086（消）
SPINK1遺伝子p.P45S変異が確認された遺伝性膵炎の1例
1江別市立病院　消化器内科、
2札幌東徳洲会病院　付属臨床研究センター　臨床生体情報解析部、
3東北大学大学院医学系研究科　消化器病態学分野、
4札幌東徳洲会病院　消化器センター
○松原　悠1、水上　裕輔2、正宗　淳3、水谷　彰吾1、太田　智之4

　症例は20代男性．2015年某月突然の心窩部痛を主訴に近医を受診し，精査目的
で紹介となった．来院時心窩部に圧痛を認め，採血で炎症反応の上昇，膵アミラーゼ
の上昇を認めた．腹部造影CT検査で膵のびまん性腫大と周囲炎症所見，膵頭部実
質に膵石を認めたため，慢性膵炎の急性増悪と診断し入院加療とした．急性膵炎の重
症度判定基準は予後因子0点，造影CT grade2であり，症状は保存治療で改善した．
3年前に膵炎を初発しており，発症エピソードにアルコール摂取がなく，中性脂肪高値や
IgG4上昇などの検査所見も認めなかった．母親も20代で原因不明の膵炎を発症してお
り，母方の祖母が50代で膵癌に罹患している家族歴から遺伝性膵炎を疑い，充分なイ
ンフォームドコンセントを得た上で膵炎関連遺伝子検索を行った．慢性膵炎遺伝子解析
の全国展開（厚労省班会議）における多施設共同研究に参画し，研究代表機関である
東北大学大学院医学系研究科消化器病態学分野において遺伝子解析を行ったとこ
ろ，膵分泌性トリプシンインヒビター（SPINK1）遺伝子のp.P45S変異を認めた．
　遺伝性膵炎は慢性膵炎の稀な原因である．診断基準は1.カチオニックトリプシノーゲン 
（PRSS1遺伝子変異（p.R122Hないしp.N29I変異）が認められる，2.世代にかかわら
ず膵炎患者2人以上の家族歴がある，3.少なくとも1人の膵炎患者は大量飲酒など慢性
膵炎の成因と考えられるものが認められない，4.単一世代の場合，少なくとも1人の患者
は40歳以下で発症している, の4項目のうち1を満たす，あるいは2，3，4の全てを満たす
場合とされる．本症例も診断基準2，3，4を満たしたため，遺伝性膵炎と診断した．原
因遺伝子変異としてPRSS1遺伝子変異のほかSPINK1遺伝子変異などが報告され
ている．SPINK1遺伝子p.P45S変異を伴う慢性膵炎症例は本例が2例目である．血清
PSTIが低値であることから，SPINK1遺伝子によるトリプシン活性阻害機構の異常が，
膵炎発症機序として想定されている．今回の希少な症例経験を文献的考察も加え報告
する．

087（消）
膵性腹水を認めた遺伝性膵炎の1例
1市立札幌病院　消化器内科
○村井　太一1、小池　祐太1、松田　千佳1、板谷　一史1、大場　彩音1、
遠藤　文菜1、佃　曜子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

【はじめに】
膵性腹水は比較的稀な病態ではあるが，慢性膵炎の経過中に腹水が生じた場合は
常にその可能性を考えなければならない．今回われわれは，遺伝性膵炎の経過観察
中に膵性腹水を認めた症例を経験したのでここに報告し，膵性腹水の治療法に関し
て過去の報告をまとめ検討した．
【症例】
症例は19歳，女性．母が遺伝性膵炎で当科経過観察されていた．5歳時に主膵管
拡張とPRSS1遺伝子にp.R122H変異が認められ，遺伝性膵炎と診断された．腹部
膨満を主訴に当院婦人科を受診され，腹部MRI所見から多嚢胞性卵巣腫瘍とそれ
に伴う腹水貯留が疑われた．腹腔鏡下手術が施行されたがその際の腹水アミラーゼ
値が著明高値であったため膵性腹水と診断され当科紹介された．画像検査所見か
ら膵頭部嚢胞から膵液漏出が疑われERCPが施行された．膵管造影では，背側膵
管に連続する膵頭部嚢胞から造影剤漏出が認められ，主乳頭から膵液漏出部位を
超える形で内視鏡的膵管ステントが留置された．その後腹水の再貯留は認められず，
半年後に施行されたERCPで造影剤漏出の消失が確認された．
【考察】
膵性腹水は反応性のものは除き、直接に膵液が漏出することに起因する大量の腹
水貯留状態と定義され、80%以上はアルコール性慢性膵炎の経過中に発症すると
されている．本邦において遺伝性膵炎は2015年の時点で82家系が診断されている
のみであり，遺伝性膵炎の経過観察中に膵性腹水を認めた症例報告は検索しうる
限り本症例が初めてである．医学中央誌で「膵性腹水」をキーワードとし，1996年から
2015年までの期間で原著論文を検索したところ，本症例と同様に膵性腹水に対して
内視鏡的膵管ステントが奏功した報告は13編認められた．膵性腹水はいまだに治療
戦略が確立されてはいないが，保存的治療抵抗例に対しては内視鏡的膵管ステント
留置よる膵管減圧術は試みるべき治療法と考えられた．

088（消）
自己免疫性膵炎の寛解後に出現したIgG4関連硬化性胆嚢炎
の一例
1札幌医科大学　消化器・免疫・リウマチ内科
○石上　敬介1、志谷　真啓1、榮浪　洋介1、伊東　文子1、若杉　英樹1、
阿久津　典之1、本谷　雅代1、佐々木　茂1

【諸言】IgG4関連疾患は免疫グロブリンIgG4が関連する全身性疾患であり，全身諸
臓器にIgG4陽性形質細胞とリンパ球の密な浸潤をみとめ，多彩な臨床徴候を呈す
ることが知られている．IgG4関連硬化性胆嚢炎は，自己免疫性膵炎（Autoimmune 
pancreatitis:AIP）に合併することが多いことが報告されており、胆嚢癌との鑑別が
時に問題となり，診断かつ治療目的に胆嚢摘出術が選択されることがある．今回我々
は，AIPと診断しステロイド治療にて寛解が得られた後に出現したIgG4関連硬化性
胆嚢炎を経験したため，文献的考察を交えて報告する．【症例】82歳男性　【主訴】
特になし【現病歴】2014年5月に近医でびまん性の膵腫大を指摘され，同年11月か
ら両側顎下腺腫脹を自覚するようになったため2015年1月に当院を受診した．CTに
て膵全体のびまん性腫大をみとめ，血清IgG4 943mg/dLと高値であることからAIP
と診断した．また同時期に両側涙腺・顎下腺腫脹もみとめたためIgG4関連疾患が疑
われ精査中であったが，閉塞性黄疸ならびに肝機能障害を発症したため，胆管ステン
トを留置下にPSL30mgから治療を開始することとなった．2週間で顎下腺腫大，4週
間で膵腫大の改善を認め，その後PSL8mgまで漸減し寛解を維持していた．治療開
始後4ヵ月の時点で治療評価目的に撮影した腹部CTにて胆嚢体部から底部にかけ
ての著明な壁肥厚を偶然みとめた．胆嚢内腔の粘膜面に不整像はなく，周辺臓器と
の境界は明瞭で膨張性に腫大して見え，炎症性変化を第一に疑った．しかしAIPお
よび両側涙腺・顎下腺炎の再燃は認めず，胆嚢癌などの悪性疾患による可能性も
完全には否定できなかったため，十分なICの上、診断的治療として腹腔鏡下胆嚢摘
出術を行った．病理所見では胆嚢壁に高度のリンパ球浸潤およびIgG4陽性形質細
胞の浸潤と高度の線維化をみとめ，IgG4関連硬化性胆嚢炎と考えられた．その後，
PSL6mgまで漸減し，現在もAIPや両側涙腺・唾液腺炎の再燃なく経過している．
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089（内）
急性膵炎として発症し、潰瘍性大腸炎を合併した2型自己免
疫性膵炎と考えられた高齢者の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、4札幌医科大学　病理診断科
○釋　亮也1、久居　弘幸1、櫻井　環1、小柴　裕1、宮崎　悦2、
嘉成　悠介3、池田　裕貴3、平野　博嗣4

　自己免疫性膵炎 （AIP）は、本邦では高齢男性に好発し、高IgG4血症、
lymphoplasmacytic sclerosing pancreatitis （LPSP）を特徴とする1型の頻度が高い
が、若年者に好発し、炎症性腸疾患の合併が多く、血液免疫学的異常所見に乏し
く、idiopathic duct-centric chronic pancreatitis （IDCP）やgranulocytic epithelial 
lesion （GEL）を特徴とする2型は極めて少ない。今回、急性膵炎として発症し、潰瘍性
大腸炎 （UC）を合併した2型AIPと考えられた高齢者の1例を経験したので報告する。
症例は73歳、女性。2015年7月下旬、上腹部痛、軟便を自覚し近医にて加療中、膵
酵素上昇を認めたため、当科紹介受診となった。CTでは膵はびまん性に腫大し、左前
腎傍腔への炎症の波及を認め （Grade1）、急性膵炎 （軽症）と診断した。MRCPでは
体尾部主膵管の描出は乏しく狭細化が疑われたが、胆管の異常はなかった。IgG4は
正常であったが、CA19-9が高値であった。EUSで膵頭部に約3cmの低エコー腫瘤を認
めたため、EUS-FNA （22Gおよび25G針）を施行したところ、細胞診class IV、組織
診では腺房細胞癌が疑われた。入院後次第に止痢剤抵抗性の水様下痢が増悪し、第
13病日に施行した下部消化管内視鏡では、直腸から盲腸は連続性に発赤浮腫状で、
びらんを有する易出血性粘膜を認め、全大腸炎型のUCと診断した。メサラジンで一時
軽快が得られたが、第21病日に38℃台の発熱、腹痛を伴う10行以上の血性下痢を来
たし、重症と判定した。顆粒球除去療法・アダリムマブ導入も症状の改善なく、ステロイ
ドパルス療法を施行し （以後漸減）、UCおよび膵腫大の改善が得られた。CA19-9は
正常化し、MRCPで主膵管狭細化は改善し、EUSでも腫瘍性病変は消失した。FNA
検体で認めた異型膵管上皮を再生性変化と考えると、周囲に散見される好中球と僅か
なリンパ球・形質細胞浸潤はIDCPの支持所見となり、ステロイドが膵病変に著効した臨
床経過から2型AIPと推測された。

090（消）
進行・再発膵癌に対するNab-paclitaxel＋gemcitabine併用
療法の現況
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、櫻井　環1、釋　亮也1、小柴　裕1、宮崎　悦2、
佐藤　正文3、川崎　亮輔3、行部　洋3、横山　啓介3、嘉成　悠介4、
池田　裕貴2

転移性膵癌に対するNab-paclitaxel＋gemcitabine併用療法がgemcitabine単剤
に比してOSおよびPFSを有意に延長することが報告された （MPACT試験: Von 
Hoff DD et al, N Engl J Med 2013）が、本邦でも2014年12月に承認され約1年が
経過した。また、FOLFIRINOX療法との使い分けに関しては、一定のコンセンサス
は得られていないのが現状であるが、十数年前，成す術がなかった進行・再発膵癌
の治療がこの数年で大きく進歩している。
今回、2013年11月～ 2014年12月までにNab-paclitaxel+gemcitabine併用療法を
施行した15例 （年齢 60～ 82歳、平均 71.2歳、男性12例、女性3例）について、
患者背景、投与状況、治療成績および転帰、有害事象 （CTCAE v4.0）につい
て検討したので報告する。

091（消）
進行・再発膵癌に対するFOLFIRINOX療法の現況
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、櫻井　環1、釋　亮也1、小柴　裕1、宮崎　悦2、
佐藤　正文3、川崎　亮輔3、行部　洋3、横山　啓介3、嘉成　悠介4、
池田　裕貴4

PS良好の転移性膵癌に対するFOLFIRINOX療法 （5FU/LV+CPT-11+L-
OHP）がgemcitabine単剤に比してOSおよびPFSを有意に延長することが報告され 
（Prodige-ACCORD 11試験: Conroy T et al, N Engl J Med 2011）、本邦でも
2013年12月に承認され約2年が経過した。
今回、2011年7月～ 2015年9月までにFOLFIRINOX療法 （5FU/LV+CPT-
11+L-OHP）を21例 （年齢 41～ 79歳、平均 64.5歳、男性 13例、女性9例）に施
行した。原則2週毎の投与で、画像の評価は原則2コース終了毎に施行し、CPT-
11の最大投与量は150mg/m2とし、原則入院で施行した。本支部例会では、患者
背景、投与状況、 治療成績および転帰、有害事象 （CTCAE v4.0）について最新
の結果を報告する。

092（消）
当科における切除不能膵癌に対するFOLFIRINOXの使用経験
1市立函館病院　消化器内科
○八木澤　允貴1、畑中　一映1、田中　一光1、工藤　大樹1、堀本　啓大1、
山本　桂子1、山本　義也1、成瀬　宏仁1

【背景】切除不能膵癌に対するFOLFIRINOX療法がGEM療法に比べ優れた効
果を示したことが2011年に海外第2/3相ランダム化比較試験（ACCORD11試験）で
報告された。本邦でも国内第2相試験を経て2013年12月より実臨床で使用可能と
なり、切除不能膵癌に対する化学療法の選択肢が広がった。当科でこれまで導入
したFOLFIRINOX療法の施行状況について後方視的に検討を行った。【対象と
方法】当科で2013年12月から2015年11月までに一次治療としてFOLFIRINOX療
法を施行した計12 例について、診療録を用いた後ろ向き調査を行った。【結果】年
齢中央値は64歳（範囲39-75歳）、男女比7:5、PS 0/1/2は10/2/0例、原発部位
は頭部5例/体尾部7例、様式は遠隔転移10例/局所浸潤2例であった。観察期間
中央値は189.5日（範囲58-432日）、投与回数中央値は4回（範囲1-18回）だった。
Grade 3以上の主な有害事象は好中球数減少を8例（66.7%）、発熱性好中球減少
症を2例（16.7%）、悪心を4例（33.3%）、下痢を2例（16.7%）、疲労を2例（16.7%）
に認めた。【結語】切除不能膵癌に対するFOLFIRINOX療法は血液毒性、非血
液毒性ともにGrade 3以上の有害事象がやや多く認められたが減量や投与間隔の
調整により治療継続は可能だった。今後もフォローアップを継続し有効性についても
検討していきたい。
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093（消）
当院における切除不能膵癌に対するGEM+nabPTXの使用
経験
1函館五稜郭病院
○岡　俊州1、平山　大輔1、牛島　慶子1、内藤　崇史1、鈴木　亮1、
笠原　薫1、小林　寿久1、矢和田　敦1

【背景】切除不能膵癌に対する化学療法は、2001年に適応承認された GEMに続
き、2006年にはTS1が保険適応となり、2010年にはGEM+Erlotinib、2013年12
月にはFOLFIRINOX、2014年12月には GEM+nabPTXが随時適応承認され、難
治癌である膵癌に対して これまで数少なかった選択肢の幅がようやく広がってきた
感がある。 本検討では保険適応後、約1年経過したGEM+nabPTXの当院での使
用経験を集積し、検討したので報告する。【対象と方法】平成27年1月～11月までに
当科で切除不能膵癌に対してGEM+nabPTXを投与した52歳～ 77歳までの11名
を対象とした。投与方法はGEM 1000mg/m2+nabPTX125mg/m2を週3回投与、
1週休薬する4週1サイクルを基本としたが、主治医判断で適宜増減した。【結果】平
均年齢68.9歳、男女比7：5、治療期間は平均23週（8-43週）であった。初回治療
3例、二次治療6例、三次治療3例であり、前治療の内訳はFOLFIRINOX3例、
GE（Erlotinib）1例、GEMもしくはTS1ベースが5例であった。診断時のstageは
IVa5例、IVb7例で、いわゆる局所進行例は4例、遠隔転移例は7例、術後再発
1例であった。抄録作成時には相対容量強度（RDI）の中央値はGEMで0.655（0.4-
0.79）、nabPTXで0.66（0.4-0.82）であり、2週毎投与例が8例67%、3投1休例が3
例25%、3週毎投与例が1例8%であった。有害事象については、全例に好中球減少
は認めたが、Grade3以上は3例25％、他血小板低下2例17%、末梢神経障害4例
33%等であった。【結語】当院では初回治療でない症例も多く十分なdose intensity
を確保できない症例も多かったがGEM+nabPTX療法は、有害事象も許容される程
度あり忍容性が高いものと思われた。

094（消）
当科における膵癌患者に対する初回化学療法としての
FOLFIRINOX療法とゲムシタビン+ナブパクリタキセル
（GEM+nab-PTX）療法
1北海道大学　医学部大学院　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
○村中　徹人1,2、小松　嘉人2、澤田　憲太郎1、川本　泰之2、中積　宏之2、
結城　敏志1、坂本　直哉1

【背景】切除不能進行・再発膵癌に対してFOLFIRINOX療法は2013年12月に，GEM+nab-PTX
療法は2014年12月に本邦において承認された．
【目的】切除不能進行・再発膵癌患者に対する初回化学療法としてのFOLFIRINOX療法と
GEM+nab-PTX療法との患者背景・有効性・安全性を比較検討する．
【方法】外科的根治切除不能と判断された進行・再発膵癌患者で、2014年1月から2015年9月まで
に当科で初回化学療法としてFOLFIRINOX療法が施行された16症例（F群）とGEM+nab-PTX
療法が施行された22症例（G群）を後方視的に解析した．
【結果】患者背景は年齢中央値F群：63歳（49-71歳），G群：66.5歳 （49-78歳），F群はPS 0：
1=11人：5人，G群はPS 0：1=7人：15人であった．また，F群では局所進行：転移再発＝7人：9
人，G群では局所進行：転移再発＝4人：18人であった．観察期間中央値はF群：11.9ヶ月，G群：
8.3ヶ月であった．病状進行による中止はF群：G群 =68.8%：54.5%，有害事象による中止はF群：
G群 =18.8%：9.1%であった．相対用量強度の中央値はF群でL-OHP 85.1%，CPT-11 73.8%，
5-FU（急速静注）19.9%，5-FU（持続静注）87.2%，G群でGEM 78.0%，nab-PTX 70.4%
であった．Grade 3以上の主な有害事象は，F群で好中球数減少64.7%，発熱性好中球減少症
17.6%，G群で好中球数減少54.5%，貧血18.2%，血小板数減少13.6%，AST増加13.6%，肺臓炎
（間質性肺炎）9.1%，発熱性好中球減少症9.1%であった．有効性については，奏効率はF群：G
群=6.2%：40.9%，病勢制御率はF群：G群=56.3%：86.4%，無増悪生存期間はF群：G群=4.0ヶ
月：6.5ヶ月で，全生存期間中央値はF群：G群=9.9ヶ月：未到達と，G群において良好であった．
【結語】当科における後方視的な検討においては，FOLFIRINOX療法と比較し，GEM+nab-PTX
療法の方が間質性肺炎の頻度は高いものの，有害事象による治療中止率は低く，有効性も高い可
能性が示唆された．

095（消）
局所進行膵頭部癌に対し、化学放射線療法施行後に腹腔動
脈幹・肝・脾動脈合併切除再建を伴う拡大膵頭十二指腸切
除術を行い、治癒切除を施行し得た1例
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　血液腫瘍内科、3北海道がんセンター　消化器内科
○河野　剛1、木村　康利1、今村　将文1、伊東　竜哉1、林　毅2,3、
石渡　裕俊2、小野　道洋2、信岡　隆幸1、目黒　誠1、水口　徹1、
竹政　伊知朗1

局所進行膵癌では、治癒切除を得る為にしばしば広範な合併切除を要する。【症例】60代女
性。食指不振と体重減少を主訴に当院受診。CTにて膵頭体部に径35mmの腫瘤性病変を認
め、EUS-FNAにて膵癌の診断となった。腫瘤は門脈・総肝動脈に浸潤し、さらに腹腔動脈
幹周囲神経叢浸潤を認めた。リンパ節転移や遠隔転移は認めなかった。以上よりNCCNガイドラ
イン上の切除不能膵癌に相当すると診断した。【前治療】全身化学療法としてFOLFIRINOX
を10コース施行後、S-1併用による化学放射線療法（50.4Gy）を施行した。評価のCTにて、
原発巣およびPL浸潤は著明に退縮した。この時点で根治切除可能と判断し、手術の方針と
なった。【手術】切除断端の陰性化を重視し、当初の進展範囲に則して切除範囲を設定し腹腔
動脈幹を合併切除する方針とした。また、血行再建による臓器温存への配慮も重視した。術
前処置としてRGA/LGA/RGEAの塞栓による胃血流の胃脾間膜への収束と、CHA/GDA/
PHAの塞栓による肝動脈血流改変を行った。手術は、腹腔動脈幹‐固有肝・脾動脈・門脈
合併切除を伴う拡大膵頭十二指腸切除術を行った。術中に各動脈切離断端周囲神経に癌
の遺残が無いことを確認した。脾動脈再建は心臓血管外科にて行い、大伏在静脈をグラフト
とし、腹部大動脈‐脾動脈バイパスを作成。肝動脈再建は形成外科にて行い、挙上空腸の
第2空腸動脈をinflowとして、右肝動脈と顕微鏡下吻合した。手術時間は1035分、出血量は
105mlであった。病理学的には、ypT3、ypN0、M0、StageIIIで、R0切除を達成した。術
前治療効果はEvans分類でIIbであった。【術後経過】肝動脈血流・胃動脈血流は保たれてい
たが、肝膿瘍が散発しドレナージを要した。膵液瘻や胃排出遅延等の合併症は認めず、概ね
良好に経過した。【結語】今回われわれは局所進行膵癌に対し、集学的治療の一環として手
術を施行し、治癒切除を施行し得た1例を経験したので報告する。

096（消）
当院における主膵管型膵IPMN切除症例
1札幌北辰病院　消化器内科、2札幌北辰病院　外科、
3札幌北辰病院　病理診断科
○高木　智史1、福島　拓1、今井　亜希1、吉田　純一1、脇坂　和貴2、
旭　火華2、横山　良司2、高橋　学2、中川　隆公2、佐々木　文章2、
中西　勝也3

主膵管型IPMNは分枝型と比較し、高い悪性と浸潤癌の頻度から手術が可能な
症例では、手術が勧められている。しかし、5～ 9mmの主膵管拡張はworrisome 
featuresの一つとしてただちに切除ではなく、精査が推奨されている。これまでのと
ころ、主膵管型IPMNには、主膵管拡張の程度、症状の有無、壁在結節の有無
を含め、明確な悪性の指標は報告されていない。今回、われわれは、2008年1月
から2014年12月まで当院で手術が行われた主膵管型膵IPMN4例について検討し
た。男性2例、女性2例、平均年齢70.5（56-82）歳、平均観察期間は3年2か月
間であった。4例のうち2例は急性膵炎で発症し、他の2例は特に訴えはなくたまたま
施行された検査で膵腫瘍を指摘された。主膵管径の平均は11.1（9-17）mmであ
り、いずれの症例も主膵管内に隆起性成分を認め、隆起の高さは平均13.3（10-
16）mmであった。すべての症例で膵液細胞診、膵管擦過細胞診が行われたが、
ClassIIIa,、IIIbの疑陽性であり、積極的に悪性所見は指摘されなかった。腫瘍の
局在によりDP、あるいはSSPPDは施行されたが、術後の病理組織検査の結果で
は、3例が膵管内乳頭粘液性腺腫（IPMA）、1例が膵管壁をわずかに超える微小
浸潤癌（minimally invasive）の診断であった。切除断端は過形成2例、軽度異型
2例であり、残膵に再発をきたした症例はない。膵癌登録報告2007によるとmnimal 
invasiveの5年生存率は73.2％となっており、いずれも症例も良好な予後が期待され
る。
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097（消）
神経内分泌腫瘍（NET）に対してストレプトゾシン化学療法を施
行した2症例
1札幌医科大学　腫瘍・血液内科
○吉田　正宏1、宮西　浩嗣1、河野　豊1、植村　尚貴1、佐藤　昌則1、
在原　洋平1、早坂　尚貴1、三浦　翔吾1、櫻田　晃1、佐藤　康史1、
小船　雅義1、加藤　淳二1

[はじめに]神経内分泌腫瘍（NET）は緩徐な進行をたどることが多いが，肝転移を有
する進行患者の予後は不良である．切除不能NETに対する従来の標準治療はソマ
トスタチンアナログやエベロリムス，スニチニブなどであったが，ストレプトゾシンが細胞障
害性を有する悪性腫瘍治療薬として昨年9月にNETに対して承認された．今回ストレ
プトゾシンによる化学療法を施行した初発NETの2症例を経験したので報告する．[症
例1] 72歳女性．Basedow病，高血圧，脂質異常症にて外来通院中に腹部CTで肝
腫瘍を認め精査加療目的に当科入院．超音波内視鏡検査にて膵内にも多発腫瘤を
認めた．両病変から病理組織学的に膵NETと診断し，ストレプトゾシンによる化学療
法（5日間連日投与法）を開始した．G2の食欲不振と便秘，G1の倦怠感と口腔粘膜
炎を認めたが，安全に投与継続可能であった．現在まで6コース施行中であるがSD
を維持している．[症例2] 72歳男性．前医にてスクリーニングの腹部超音波検査で肝
腫瘤と膵腫瘤を認めたため当科紹介．肝病変と膵病変の他に左頸部リンパ節も腫大
しており，いずれからも病理組織学的に膵NETと診断し，ストレプトゾシンによる化学
療法（5日間連日投与法）を開始した．G2の腹痛を認めたが安全に投与継続可能で
あった．現在まで3コース施行中であるがPDと判定し，今後治療薬の変更予定であ
る．[結語]ストレプトゾシンによる化学療法は高齢な患者に対しても比較的安全に施行
継続可能であった．一方ストレプトゾシン単剤による治療効果としては未だ十分とは言
えず，今後さらなる症例の蓄積が望まれる．

098（消）
多発性内分泌腫瘍1型に合併した多発インスリノーマの1例
1JCHO北海道病院　消化器センター、
2JCHO北海道病院　消化器センター　病理診断科
○山内　康嗣1、小泉　忠史1、馬場　英1、定岡　邦昌1、古家　乾1、
関谷　千尋1、中西　一彰1、服部　淳夫2

MEN1に合併した多発性インスリノーマの報告は少なく、さらに高齢で発症した症例は
極めて稀である。今回MEN1に合併した膵非機能性内分泌腫瘍の経過観察中に
頻回な低血糖が確認され、多発性インスリノーマと診断された1例を報告する。
症例】71歳、男性。【主訴】低血糖。【現病歴】X－8年に背部痛を主訴に当科
を受診した。CTで多発性膵嚢胞、多発性肝嚢胞、左副腎腫瘍を指摘され、胃
十二指腸潰瘍、両側腎結石、副甲状腺腫瘍の既往歴と同胞にも同様の病歴があ
ることから、多発性内分泌腫瘍1型と診断した。X－5年に撮像したCTで膵体部と
膵尾部に造影効果を伴う腫瘤性病変を新たに認め、神経内分泌腫瘍が疑われた
が、特に症状は認めず非機能性腫瘍として経過観察していた。X年に入り受診時
に頻繁に無症候性の低血糖を認めるようになったため、精査加療目的に当科入院
となった。【経過】CTでは膵全体に造影効果を伴う腫瘍が多発しており、絶食試
験、選択的動脈内カルシウム負荷試験より膵全体に発生した多発性インスリノーマと
診断し、膵全摘術を施行した。術後病理診断はNETs G2であった。免疫染色で
は、各腫瘍内で抗インスリン抗体および抗グルカゴン抗体に局所的に染色される部分
を認めた。【考察】膵内分泌腫瘍は早期濃染を示し、比較的均一に造影される腫瘤
として描出されるのが典型的であり、多発が疑われる場合は選択的動脈内カルシウ
ム負荷試験を行い、局在を確認することが治療上必要と考える。本症例の病理所
見では抗グルカゴン抗体の染色が通常よりも高発現であったが、グルカゴン過剰によ
る臨床症状は認めず、インスリン過剰分泌に対する反応と考えられた。MEN1に合
併するインスリノーマは若年（34±16歳）で発症することが多いとの報告があるが、本
症例は高齢での発症であった。高齢発症の場合には症候性低血糖が少ないとの報
告があり、この原因として、上記の機序で産生されたグルカゴンが関与し、初期の
段階ではインスリノーマによる症状が出現しない可能性がある。

099（内）
食道悪性黒色腫の3例、表在病変の拡大内視鏡像と良悪性
鑑別診断への応用の可能性
1札幌医科大学 腫瘍・血液内科学講座、2札幌医科大学附属病院　病理部、
3札幌医科大学 消化器・総合、乳腺・内分泌外科
○石川　和真1、大沼　啓之1、菊地　尚平1、佐藤　康史1、佐藤　勉1、
宮西　浩嗣1、小船　雅義1、平野　博嗣2、信岡　隆幸3、加藤　淳二1

[はじめに]食道悪性黒色腫はまれな疾患であり，その内視鏡像については不明な点が多
い．今回我々は表在病変の内視鏡観察を行い，その病理所見と比較検討し得た3例を経
験したので報告する．
症例1：70歳代男性。検診で指摘された食道黒色粘膜でフォローされていたが、2年後の
生検で悪性黒色腫が疑われ当科紹介となった。EUSで診察度Mと診断し、診断治療目
的にESDを施行。病理結果はpT1a-LPM, ly0, v0, HM0, VM0, CurEAの悪性黒色腫
であった。治療後1年で食道に黒色粘膜が新規に出現し、再度ESDを施行したが、異
型のないメラノサイトを認めるのみであり、食道メラノーシスの診断であった。
症例2：70歳代男性。前医でのスクリーニングEGDにて中部食道に黒色病変を認められ、
生検の結果悪性黒色腫と診断され、内視鏡治療の検討目的に当科紹介となった。EUS
で深達度Mと考えられ、診断目的を兼ねてESDを施行した。病理診断はpT1a-LPM, ly0, 
v0, HM0, VM0, CurEAの診断で、現在無再発生存中である。
症例3：80歳代男性。喉のつかえ感を自覚し、近医でEGDを施行されたところ、下部食
道に腫瘍を指摘され、生検にて悪性黒色腫の診断で当院紹介となった。精査にて遠隔
転移を認めず、胸腔鏡下食道切除術、胸腹2領域郭清術を施行された。現在無再発生
存中である。
[考察]食道悪性黒色腫の3例を経験した．2例でESDを行い、いずれも治癒切除を得た。
表在病変の拡大観察では、悪性黒色腫の病変部でIPCLの変形や透見不良が認めら
れ，ルゴール染色性は保たれていた。病理ではいずれの病変も異型メラノサイトが基底層を
中心に側方性に増殖・浸潤しており、粘膜上皮表層は保たれていた。メラノサイトはIPCL
に沿うように集簇していたが，黒色腫では既存のIPCL構造が破壊されるため、拡大像に
てIPCLの変形，透見不良所見として認められると考えられた．少数の検討ではあるが食
道黒色病変の良悪性鑑別に有用である可能性が示唆された。食道メラノーシスの拡大観
察像，病理組織所見とも比較検討し、報告する。

100（内）
カプセル内視鏡検査および造影CTにおける小腸腫瘍性病変
の発見率の検討
1北海道がんセンター　消化器内科
○岡川　泰1、佐川　保1、濱口　京子1、田村　文人1、林　毅1、
藤川　幸司1、高橋　康雄1

背景：カプセル内視鏡は小腸病変の発見率が高く、小腸腫瘍においてもその有用性
が期待される。しかし、現時点で腫瘍の大きさや形態からどのような腫瘍がカプセル
内視鏡で発見しやすく、また見逃しやすいかは十分な検討がされていない。今回、カ
プセル内視鏡および造影CTを施行した小腸腫瘍症例を解析し、小腸腫瘍の発見
率および他のmodalityとの比較を含め検討した。方法：対象は2011年6月から2015
年11月までに当科で小腸腫瘍が疑われ、カプセル内視鏡および造影CT検査を施行
した16例とした。カプセル内視鏡および造影CTの病変検出率を比較し、またバルー
ン内視鏡、FDG-PETを施行した症例の検出率を検討した。結果：小腸腫瘍の内
訳は、リンパ腫4例、他臓器癌小腸転移8例、小腸癌1例、その他3例であった。カ
プセル内視鏡では16例中15例（93.8%）に病変を指摘可能であったが、造影CTで
指摘可能であった症例は4例（25.0%）のみであり、有意にカプセル内視鏡で発見率
が高かった。カプセル内視鏡で指摘できなかった症例は、30mm大の粘膜下腫瘍の
形態をとる病変であった。また造影CTでは30mm未満の腫瘍はすべて指摘不能で
あった。FDG-PETは12例中8例（66.7%）、バルーン内視鏡は11例中9例（81.8%）
に病変を指摘可能であった。結論：今回の検討では、通常の造影CTでは30mmを
超える大きな腫瘍でなければ指摘は困難であったが、カプセル内視鏡の病変発見率
は高く、積極的にカプセル内視鏡を施行すべきであると考えられた。しかし粘膜下腫
瘍の形態をとる腫瘍では、カプセル内視鏡で見逃す可能性があり、他のmodalityと
組み合わせて診断することが望ましいと考えられた。
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101（内）
EST後出血に対する治療と危険因子
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○五十嵐　聡1、金　俊文1、潟沼　朗生1、高橋　邦幸1、矢根　圭1、
佐野　逸紀1、横山　健介1、北川　洸1、山崎　大1、古賀　英彬1、
永井　一正1、真口　宏介1

【背景と目的】ESTの偶発症に出血があるが、その危険因子については不明な点が多
い。EST後出血の危険因子や治療経過を明らかにすることを目的とした。【対象と方法】
2014年4月から2015年9月までにERCP関連手技を施行した1529例中、ESTを施行し
た381例（24.9%）を対象とした。EST後出血に関して、手技中に顕性出血をきたし止血
手技を要したものを術中出血、終了後に吐下血、バイタルサインの変化またはHb 2g/dl
以上の低下により内視鏡検査を要したものを後出血、と定義した。検討項目は、1） 患
者背景、2） EST後出血の頻度と内訳、3） 治療法・転帰、4） EST後出血に関与す
る因子、とした。【結果】1） 年齢中央値 75（14-101）歳、男女比 212 : 169。対象
疾患は、胆管結石271、悪性胆管狭窄87、急性胆嚢炎7、SOD 6、レンメル症候群
4、良性胆管狭窄2、その他4であった。2） EST後出血は40例（10.5%）に認め、術中
出血35（9.2%）、後出血9（2.3%）であった（重複あり）。後出血は術後中央値1 （1-5）
日、Hb低下量は中央値2.1 （0.1-5.0） g/dL、臨床症状は吐下血6、頻脈3、出血に
よる胆管炎1（重複あり）、重症度は中等症 7、重症 2であった。3） 術中出血ではバ
ルーン圧迫35、HSE局注8、ヒートプローブ1 （重複あり）にて止血したが、うち4例で後
出血を認めた。後出血ではHSE局注6、止血鉗子4、ヒートプローブ3、バルーン圧迫
2 （重複あり）で一時的な止血が得られたが、うち2例で再出血を認め、Covered MS
留置にて止血した。輸血は3例で施行した。4） 単変量解析では、術中出血では傍乳
頭憩室の有無（p=0.0158）、透析の有無（p=0.0289）で、後出血では術中出血の有無
（p=0.0162）、透析の有無（p=0.0129）で有意差を認めたが、抗血栓薬の有無、ヘパ
リン置換の有無では有意差を認めなかった。多変量解析では、術中出血有（HR 6.08, 
95%CI 1.43-25.8）、透析有（HR 9.43, 95%CI 1.42-62.5）が後出血に関わる因子とし
て抽出された。【結論】EST後出血は種々の止血処置を行うことにより保存的に対処
可能であった。術中出血と透析が後出血の危険因子として抽出された。

102（消）
当科での十二指腸腫瘍に対する縮小手術の適応と術後成績
1北海道大学　消化器外科学分野Ⅱ
○山田　徹1、田中　公貴1、吉見　泰典1、三井　潤1、川瀬　寛1、
中西　喜嗣1、浅野　賢道1、野路　武寛1、倉島　庸1、海老原　裕磨1、
村上　壮一1、中村　透1、田本　英司1、土川　貴裕1、岡村　圭祐1、
七戸　俊明1、平野　聡1

【はじめに】十二指腸腫瘍は比較的稀な疾患であり，十二指腸の局在や機能の面から
も治療方針や手術術式に関しては見解が統一されていないのが現状である．当科で
は十二指腸腫瘍に対し，根治性の維持と低侵襲性の両立を目指し，積極的に縮小手
術を行っている．今回，その治療戦略について報告する．【方法】2011年1月～ 2015
年12月までに十二指腸腫瘍に対し当科で手術を施行した22例を対象とした．腫瘍の
局在，術前診断，施行術式，病理組織学的所見，手術時間，出血量，術後合併症，
術後在院日数について検討した．【結果】22例のうち根治的切除を施行したのは18
例であった．疾患の内訳は，上皮性腫瘍が11例，十二指腸GISTが4例，十二指腸
神経内分泌腫瘍が2例，Brunner腺腫瘍が1例であった．術前深達度診断が粘膜下
層以深であった4例と，Vater乳頭近傍に局在を認めた腫瘍3例に対しては根治性を
考慮し膵頭十二指腸切除術（PD）を施行した．その他の11例については十二指腸を
温存する縮小手術を行った．腹腔鏡手術は11例中9例に施行した．十二指腸腫瘍の
局在により3種類の縮小手術が選択された．1）十二指腸下行脚腫瘍に対する局所切
除：7例，2）水平脚腫瘍に対する環状切除＋挙上空腸による側々吻合：2例，3）上行
脚腫瘍に対する環状切除＋端々吻合：2例．局所切除の再建には，6例で切除部を
縫合閉鎖，切除範囲が大きかった1例では挙上空腸を用いて吻合再建した．縮小手
術の手術時間中央値は256.5（126-545）分，出血量は27.5（0-1095）mlであった．
病理所見では腫瘍遺残や切除範囲にリンパ節転移は認めなかった．術後在院日数は
14（7-23）日であった．術後合併症は吻合部狭窄が1例，保存的治療で軽快した胆汁
性腹膜炎が1例あった．長期成績では，PD症例において7例中1例に再発を認めたが，
症例を限定して縮小手術を施行した症例では再発を認めていない．【結語】十二指腸
腫瘍に対する縮小手術は，根治性と低侵襲性を両立した有用な治療法と考えられる．

103（消）
ボノプラザンとランソプラゾールによるHelicobacter pylori 1
次除菌療法の比較検討
1NTT東日本札幌病院　消化器内科
○重沢　拓1、吉田　将大1、松本　美櫻1、太宰　昌佳1、小野寺　学1、
吉井　新二1

【目的】酸関連疾患治療薬ボノプラザンフマル酸塩（タケキャブ/P-CAB）は新しい作用
機序を持つ酸分泌抑制剤である.酸分泌抑制効果の強さと効果発現の早さの点で既
存のプロトンポンプ阻害薬と比較し高いH.pylori  除菌率が期待されている．今回我々
はH.pyloriに対する3剤併用1次除菌におけるボノプラザンとランソプラゾールの除菌率
や副作用発現率の違いについて後方視的に比較検討した．【対象・方法】2014年6
月～ 2015年10月に当院において，H.pylori現感染（病理組織，血清抗体値，尿素呼
気試験，便中抗原）と診断された患者のうち，ボノプラザン 40mg/日，或いはランソプラ
ゾール 60mg/日を用いて3剤併用1次除菌（P-CAB or PPI/Amoxicillin 1500mg/
日/Clarithromycin 400mg/日）を行った患者196例（ボノプラザン群98例，ランソプラ
ゾール群98例）を対象とした．患者背景はボノプラザン群で男性55例/女性43例，年齢
中央値60.5歳，除菌理由はH.pylori胃炎 84例/胃十二指腸潰瘍 8例/腺腫 3例/胃
癌 1例/ITP 1例/MALT lymphoma 1例であった．ランソプラゾール群では男性55例
/女性43例，年齢中央値60.0歳，除菌理由はH.pylori胃炎 83例/胃十二指腸潰瘍 
11例/胃癌 3例/ DLBCL 1例であった．この2群について後方視的に除菌率や副作
用について検討を行った．除菌判定は治療後4週以降に尿素呼気試験，便中抗原，
病理組織いずれかで行った．【成績】除菌率はボノプラザン群 93.9%（92例/98例），
ランソプラゾール群 74.5% （73例/98例）で，ボノプラザン群で統計学的有意差を持っ
て高い傾向を示した（p＝0.000182）．副作用はボノプラザン群で4.1%（下痢2例，便
秘2例），ランソプラゾール群で12.2%（軟便・下痢6例，便秘2例，蕁麻疹3例）がみら
れ，副作用発現率では両群間に統計学的有意差を認めなかった（p＞0.05）．【結論】
ボノプラザンを用いたH.pylori 1次除菌療法はランソプラゾールと比較し，より高い除菌
成功率を示し，副作用発現率においてはランソプラゾールと同等であり，有効な治療手
段である可能性が示された．

104（消）
重症アルコール性肝炎に対する検討
1手稲渓仁会病院
○木村　有志1、姜　貞憲1、松居　剛志1、田中　一成1、辻　邦彦1、
吉野　裕紀1、児玉　芳尚1、桜井　康雄1、真口　宏介1

【背景】重症アルコール性肝炎（SAH）は,診断に苦慮し,死亡率が高いものの比較
的稀なためその臨床像は充分周知されてはいない.【目的】SAH臨床像,治療法,
その成績を明らかにすること.【方法】1998年から2015年10月までに経験したSAH 
10例を対象に、1.臨床所見,予後予測／重症度score 2. 治療経過,合併症 3. 転
帰を検討した.【結果】1. SAH 10例は, 53 （中央値, 29-68） 歳, 女性7例, アル
コール摂取量は144 （110-600） g/dayであった. アルコール性肝障害の既往を5例
に認めた. 初発症状から受診まで7（2-30）日で,受診から診断迄に3（1-22）日を要
した。3例は受診から診断までに10日以上を要していた.初診時に全例で発熱と腹部
超音波検査で肝腫大を認めた.初診時血液検査は, AST 153 U/l（51-470）, γ
-GTP 578 U/l（114-967）, WBC 17790/μl（12660-64580）, T-bil 9.2 mg/
dl（4.0-20.7）, PT活性 44.0%（32.8-55.6）であった. 予後予測/重症度scoreは 
MDF score 35.5点（21.2-56.9）, MELD score 17.8点（13.3-36.7） , JAS 9.5点
（8-13）であった. 2. MDF score＞32点で予後不良と判定された7例のうち2例は数
日で自然軽快し,5例にステロイド投与を行った.1週間後のLille score 0.985（0.876-
0.998）であったが, 4週後では1例を除く全例でT-bil・MDF score・MELD score・
JASの改善を認めた. 男性3例は禁酒のみで数日で自然軽快した.合併症では,  感
染症を5例, 急性腎障害 3例, 胃静脈瘤 2例, 肝性脳症 1例, 心不全 1例を認め
た. 3. 9例が軽快退院し、発症から30日後に腎障害を伴い受診し、ステロイド治療を
受けた1例（59歳、女性）が死亡した。軽快退院9例中、3例は観察期間36 （8-60） 
ヶ月で禁酒、6例は観察期間9 （2-84） ヶ月で飲酒再開し,そのうち1例にSAHの再発
を認めた.【結語】SAHは早期診断が重要であり, 予後不良例にはステロイドが有用
であった.90%に軽快を認めたが退院後の禁酒継続が課題である.



─ 66 ─

105（消）
自己免疫性膵炎の診断におけるEUSソノプシーCYの使用経験
1札幌医科大学　消化器・免疫・リウマチ内科学講座
○榮浪　洋介1、本谷　雅代1、石上　敬介1、伊東　文子1、若杉　秀樹1、
志谷　真啓1、阿久津　典之1、佐々木　茂1

【背景と目的】超音波内視鏡下穿刺吸引術（以下EUS-FNA）は膵疾患における病
理診断、治療方針決定に重要な役割を担っている。その中には自己免疫性膵炎
（以下AIP）のように組織学的検討や免疫染色が必要なものも多く、従来の穿刺針
ではそれらが困難であることが少なくなかった。EUSソノプシーCY（八光社　以下ソ
ノプシー）は採取組織の挫滅の軽減が特徴とされている。今回我々はAIPの診断目
的にソノプシーを使用した成績を従来針と比較検討した。【方法】2015年6月から11
月までに当科でAIPを疑いEUSソノプシーCYを使用してFNAを施行した連続4例を
対象とした。従来針施行例として同時期までにAIPを疑ってEUS-FNAを施行した
9例を比較対象とした。患者背景、検体採取率、合併症について検討し、AIPと
確定診断された症例において自己免疫性膵炎診断基準2011の病理所見について
検討した。従来針としてExpect（19G、22G）を用い、スコープはGF-UCT260、
GF-UCT240、GF-UM2000のいずれかを使用した。【結果】穿刺部位はソノプシー
では頭部/体部/尾部が0/3/1例、Expectでは1/7/1例。穿刺経路はソノプシーで
胃/十二指腸が4/0例、Expectで7/2例であった。最終診断はAIP 11例（Expect 
9例、ソノプシー 2例）、正常膵2例（ソノプシー 2例）。検体採取率はソノプシーで
100％ （4/4）、Expectで88.9％ （8/9）であった。合併症はソノプシーで0％ （0/4）、
Expectで11.1％ （1/9 急性膵炎、保存的加療にて軽快）であった。AIP確定症例に
おける病理所見陽性率はリンパ球・形質細胞浸潤 ソノプシー 100% （2/2）、Expect 
44.4% （4/9）、花筵状の線維化 ソノプシー 100％ （2/2）、Expect 11.1％ （1/9）、
IgG4陽性細胞 ソノプシー 100% （2/2）、Expect 11.1% （1/9）であった。閉塞性静
脈炎はいずれにも認めなかった。【結語】検体採取率は従来針に比べ遜色ない結果
であった。AIP確定診断例において病理所見を得られる確率がソノプシーで高かっ
た。ソノプシーCYは従来針に比し、組織学的構築や免疫染色による検討に耐えう
る検体を採取できる可能性がある。

106（消）
非ホジキンリンパ腫の小腸病変スクリーニングにおける上下部
消化管内視鏡検査の有用性
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札幌医科大学　腫瘍・血液内科
○伊藤　亮1、佐藤　健1、山田　充子1、堀口　拓人1、安部　智之1、
黒田　裕行1、藤井　重之1、前田　征洋1、藤田　美悧2、中村　元3、
濱口　孝太3、山内　夏未3

　消化管は非ホジキンリンパ腫（NHL）の好発部位であり，近年その初診時に上下部
消化管内視鏡検査によるリンパ腫浸潤の有無の検索が普及している。しかしNHLの
小腸病変検索のために行うカプセル内視鏡（CE）やバルーン内視鏡については，リンパ
腫自体の進行速度・患者の全身状態・医療経済性などを勘案して行う必要があり，ど
のような症例を対象とすべきか明確にされていない。一方，消化管病変を有するNHL
は，その経過中に腸閉塞・穿孔・出血など特有の腸管合併症を認める。我々はこれま
で，NHLの小腸浸潤において半周性以上の隆起・潰瘍性病変が腸管合併症の高危
険度群であり，腸管合併症を伴ったNHLは予後不良であると報告した（日消誌 2013 ; 
110 : 1611-1618）。そのため治療前にNHLの小腸病変を効率的に拾い上げる意義
は大きい。2007年1月から2015年10月までの間，当院を受診した初診NHL198例のう
ち，上下部消化管内視鏡やCEおよびダブルバルーン内視鏡（DBE）を用いて診断した
消化管病変を有するNHL 51例を対象として，上下部消化管内視鏡によるNHLの小
腸病変の拾い上げの可能性について後ろ向きに検討した。上記51例中，上部消化管
内視鏡で十二指腸球部下降脚において，また下部消化管内視鏡で末端回腸において，
リンパ腫病変を認めたのは19例であった。CEまたはDBEを施行したところ19例中13例
（68.4％）で同時期に異所性空回腸リンパ腫を認めた。一方で十二指腸球部下降脚
や末端回腸に病変を認めなかった32例の中で小腸病変を認めたのは6例（18.8％）で
あり，その割合は前者と比較して低い傾向にあった。以上から，NHL初診時において
上下部消化管内視鏡検査で十二指腸球部下降脚や末端回腸にリンパ腫病変を認め
る症例に対しては，CEやDBEによる小腸病変検索を積極的に行う必要があり，化学
療法前に腸管合併症の高危険度群を評価することが重要と考えられた。

107（消）
クロストリジウム・ディフィシル腸炎の検討
1札幌東徳洲会病院　消化器病センター、2札幌東徳洲会病院　IBDセンター
○岸上　直広1、佐藤　龍1、巽　亮二1、高坂　琢磨1、坂本　淳1、
木村　圭介1、古川　滋2、前本　篤男2、大田　智之1

【背景】近年抗菌薬の使用によりクロストリジウム・ディフィシル感染症（CDI）がしばし
問題となっている。またCDは胃酸で殺菌されるが、制酸剤の使用により特にPPI
では重症のCDIが約2倍になると報告されている。CDIと偽膜性腸炎はほぼ同義語
とされており内視鏡診断が有用であるが、CTの有用性については報告されていな
い。【目的】CDIにおける患者背景とCTの有用性を検討すること。【対象および方
法】2014年8月から2015年7月までに当院において、下痢症状を呈し、CDIと診断
された患者214例のうち炎症性腸疾患を除外した130例を対象とした。内訳は男性
69例、女性61例、平均年齢69.2歳（1-96歳）であった。CT検査は施行されてい
た50（38.0%）例を対象にレトロスペクティブに検討を行った。【結果】1. 全130例の
うち、発症2か月以内に抗菌薬を使用されていた患者は87例（66.9%）、制酸剤を
使用されていた患者は68例（52.3%）であった。2. CT検査を施行されていた50例
では腸管の壁肥厚を認める患者は39例（78.0%）であった。部位別には上行結腸
13例（26.0%）、横行結腸10例（20.0%）、下行結腸19例（38.0%）、S状結腸22例
（44.0%）、直腸31例（62.0%）であった。漿膜側の脂肪織濃度上昇は22例（44.0%）
に認めた。部位別には上行結腸8例（16.0%）、横行結腸6例（12.0%）、下行結腸
6例（12.0%）、S状結腸9例（18.0%）、直腸17例（34.0%）であった。【結論】1.CDI
感染において、およそ1/3は直近に抗菌薬の使用がなく、約半数に制酸剤が使用さ
れていた。2. CT検査では遠位腸管の壁肥厚と脂肪織濃度の上昇が多くみられた。
【結語】下痢症状を呈し、CT検査で遠位腸管優位の壁肥厚ならびに脂肪織濃度
の上昇がみられた場合はCDIを念頭におくことが重要と思われた。

108（消）
遺伝子型2型C型慢性肝疾患に対するsofosbuvir /ribavirin
併用療法の治療成績
1札幌厚生病院　第3消化器内科
○推井　大雄1、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、佐藤　隆啓1、大村　卓味1、髭　修平1、
狩野　吉康1、豊田　成司1

【背景と目的】遺伝子型2型C型慢性肝疾患に対して、NS5B阻害剤である
sofosbuvir （SOF）とribavirin （RBV）を用いたIFN freeの治療が承認された。当
院における本併用療法の治療成績を検討する。【対象と方法】当院においてSOF / 
RBVを投与し、4週以上経過観察可能であった103例 {遺伝子型2a/2b 64/39例、
男性50例 （48.5%）、年齢中央値62 （37-87）歳、肝硬変13例 （12.6%）、IL28B 
TT 68.5%、ITPA CC 74.2%、初回治療58例 （56.3%）、比体重あたりのRBV初
期投与量10.5 （4.7-16.1） mg/kg}を対象とした。治療開始4週時 （RVR）、終了
時 （EOT）、終了4週後 （SVR 4）のそれぞれの時期におけるHCV RNA陰性化率
を検討し、非著効例の特徴について言及した。RBV初期投与量は、原則、添付
文書に従い、RBV血中濃度はHPLC法を用いた。【結果】RVR、EOT、SVR 4
は、それぞれ、73.8（76/103）%、100（50/50）%、90.9 （30/33）%で、有
害事象による治療中止例は認めなかった。治療完遂後に再燃をきたした非著効3例
の治療前因子は、年齢が、それぞれ、64/43/78歳、性別では同様に女/男/女、
遺伝子型 2b/2a/2b、HCV RNA 6.1/7.3/6.7logIU/ml 、IL28B TG/TT/TT、
ITPA CA/CC/CA、非体重あたりのRBV初期投与量 8.2/12.3/8.0mg、RBVア
ドヒアランス 100/100/87.5%、前治療歴 有/無/有、肝硬変 合併 有/無/無、肝
癌の治療歴 有/無/有、治療因子では、HCV RNA陰性化時期 12/4/4週、投与
2週時のRBV血中濃度 1174/1904/1985ng/mlであり、一定の傾向は見いだせな
かった。【結語】SOF/RBV併用療法のSVR4は90.9%で、副作用中止例は認め
なかった。非著効に関連する因子は見いだせなかった。
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109（消）
急性腹症で発症した膵嚢胞性病変からの膵性腹水に対し集
学的治療が効した一例
～膵性腹水本邦報告　18例のまとめを含めて～
1NTT東日本札幌病院、2NTT東日本札幌病院　外科
○高橋　可南子1、吉田　将大1、重沢　拓1、松本　美櫻1、太宰　昌佳1、
小野寺　学1、横山　朗子1、吉井　新二1、三浦　巧2、竹本　法弘2、
金井　基錫2、山田　秀久2

症例は60才台男性．201X年8月，4日前から持続する腹痛と食欲不振がみられ，前医から
急性腹症が疑われ，当科紹介となった．腹部全体の筋性防御，血液検査で炎症反応上昇，
膵アミラーゼ上昇みられた．CTでは，上腹部から下腹部の腹腔内に中等量の腹水，広範囲
に脂肪濃度上昇がみられ，腹膜炎状態であり，血性腹水が疑われた．膵炎，膵周囲の腹
水はみられず，膵体部に13mm大の嚢胞性病変がみられた．肝周囲の腹水の試験穿刺で，
血清の腹水を確認し，アミラーゼは21206（IU/L）と高値であった．腹部所見が強く，CTで
腹膜炎の原因が不明であり，外科に審査腹腔鏡を依頼した．腹腔鏡所見は，明らかな腸管
壊死や穿孔はなく，白色の付着物みられ，膵性腹水で矛盾しない所見であった．保存的加
療を施行し，入院3日目のCTにて，膵周囲から胃背側に著明な液貯留みられ，膵嚢胞から
の膵液漏による膵性腹水と判断し，ドレナージ目的でERCP施行し，膵管造影にて，膵体部
からの膵液漏を確認し，膵尾部にENPDチューブを留置した．同時にオクトレオチドも開始し，
腹腔内の腹水は減少した．膵周囲や胃背側から腹腔内に大きく貯留した膵液貯留は改善し
ないため，ENPD留置後6日目に経皮的ドレナージチューブを留置したところ，徐々に胃背側
の膵液は改善した．ENPD留置後15日目にENPDからEPSに交換し，1か月で経皮チュー
ブも抜去した．その後，肺炎等を合併し，治療に難渋したが，入院後約2ヵ月で退院となった．
【考察】膵性腹水の原因としては，膵の嚢胞性病変が考えられた．我々が，医中誌で，「膵
性腹水」（1995～ 2015年）をキーワードに検索し得た範囲では，18例の膵性腹水の報告
があった．典型的な症状としては，腹部膨満感（55%），多量腹水（72%），膵嚢胞（55%）で
あり，本症例は，急性腹症の腹部所見，腹膜炎様のCTが主所見であり，このような症例報
告はなく，膵嚢胞は存在したが，初期診断が難しかった．今後は本症例の様な経過をたどる
膵液漏の膵性腹水もある事を念頭に置き，診療をすすめないといけない．

110（消）
C型肝炎に対するIFN free治療後の耐糖能改善
1札幌厚生病院　第3消化器内科（肝臓科）
○中島　知明1、推井　大雄1、山口　将功1、木村　睦海1、荒川　智宏1、
桑田　靖昭1、小関　至1、佐藤　隆啓1、大村　卓味1、髭　修平1、
狩野　吉康1、豊田　成司1

【背景と目的】C型肝炎ウイルス感染はインスリン抵抗性の原因となることが知られて
おり、C型肝炎患者の15-25%が糖尿病を発症するとされている。IFN治療によるC
型肝炎ウイルス排除後に糖尿病が改善するとの報告はあるが、IFN free治療による
ウイルス排除後の耐糖能改善に関してはあまり知られていない。当院でIFN free治
療を行った2型糖尿病合併C型肝炎患者において、糖尿病が著しく改善する症例を
数例経験した。今回、IFN free治療が著効した2型糖尿病合併C型肝炎患者にお
いて、耐糖能改善の程度を評価することを目的とした。
【対象と方法】Daclatasvir（DCV）/ Asunaprevir（ASV）併用療法を行いSVR12
が得られた2型糖尿病合併C型肝炎患者のうち、ベースラインのHbA1cが6.5％以上、
かつHbA1cの経過観察が可能であった22例を対象として、治療開始後のHbA1cの
推移を解析した。
【成績】対象患者の背景は、年齢中央値は72（56-82）歳、性別は男性10例
（45.5%）、肝硬変例は12例（54.5%）であった。糖尿病治療の内訳は、投薬なし/
経口剤のみ/インスリン治療のみ/経口剤とインスリンの併用がそれぞれ、6/11/1/4例
であった。ベースラインのHbA1c中央値は7.0（6.6-8.9）%であり、治療終了時/治
療終了後24週にはそれぞれ、6.8（5.9-7.9）%/6.4（6.1-7.8）%と有意な低下を
認めた（p=0.044 / p=0.038）。17例（77.3%）で治療終了後のHbA1cはベースライン
と比し低下し、さらに6例（27.3%）では1.0%以上の低下を示し、一部の症例では糖
尿病治療薬の減量が可能であった。
【結論】IFN free治療による著効例では、高率に耐糖能の改善が得られた。

111（消）
原発性胆汁性肝硬変の性差に関する検討
1名寄市立総合病院　消化器内科
○村上　雄紀1、鈴木　康秋1、小林　裕1、久野木　健仁1、芹川　真哉1、
杉山　祥晃1

【はじめに】原発性胆汁性肝硬変（PBC）は、中年女性に好発し、男女比は1：7と男
性例は少ない。このためPBCの性差に関する報告は少ない。今回我々は、当院に
おけるPBC患者の性差について検討したので報告する。【対象】PBC 32例。男
性8、女性25例（男女比1：3）と疫学に比べ男性の比率が高かった。【方法】年齢、
自己抗体や肝胆道系酵素などの免疫生化学所見、自己免疫疾患や肝癌合併率、
UDCA治療効果、肝硬変や食道静脈瘤発症率、MR Elastography （MRE）による
肝硬度について検討した。【結果】1，平均年齢は、女性71、男性68歳、発症時
年齢は女性66、男性63歳で差は無かった。2，AMAは、女性が陽性率76%（平均
抗体価68倍）、男性100%（抗体価175倍）、M2-ELISAは女性142 U/ml、男性
297 U/mlといずれも男性の方が高かった。一方、ANAは女性が陽性率84%（平
均抗体価387倍）、男性75%（抗体価167倍）、ACAは女性が陽性率24%、男性
0%と女性の方が高い傾向にあった。3，IgM、ALT、ALP、T-Bilには性差は無
かったが、γGTPは男性の方が高い傾向であった。4，自己免疫疾患、肝癌合併
率に差は無かった。5，UDCAの治療効果は、女性がGood 56% Fair 8% Poor 
36%、男性がGood 37.5% Fair 25% Poor 37.5%で差は無かった。6，肝硬変は女
性20%、男性25%、食道静脈瘤は女性16%、男性25%と差は無かった。7，MRE
による肝硬度は、女性2.7kPa、男性3.3kPaで差は無かった。【結語】当院はPBC
男性例の比率が高く、γGTP、AMA、M2、ANA抗体価、ACA陽性率に性差を
認めた。

112（消）
B型慢性肝疾患に対するラミブジン投与後の長期経過
1北海道大学　消化器内科
○小川　浩司1、梅村　真知子1、出水　孝章1、伊藤　淳1、佐藤　史幸1、
常松　聖司1、中井　正人1、荘　拓也1、須田　剛生1、森川　賢一1、
坂本　直哉1

【目的】B型慢性肝疾患は核酸アナログの登場によりHBV DNA量の制御が可能となっ
た。ラミブジン（LAM）は本邦初の核酸アナログであるが薬剤耐性が問題となり、現在はア
デホビル（ADV）の追加、エンテカビル（ETV）への切り替えが行われている。今回LAM
の長期経過（耐性、発癌、HBs抗原）について検討した。
【方法】当科にてLAMを投与され1年以上経過観察可能であったB型慢性肝疾患73例
を対象とした。LAM開始時の年齢中央値53歳、男性/女性 44/29例、慢性肝炎/肝
硬変 46/27例、肝細胞癌合併11例、HBe抗原陽性/陰性 32/41例、Genotype B/
C 6/57例であった（LAM開始後の観察期間中央値122ヶ月）。長期的にはLAM中止あ
るいは継続（LAM群）が13例、ETVへの切り替え（LAM/ETV群）29例、ADVの追加
（LAM/ADV群）31例であった。上記患者における（1）耐性獲得率（2）肝細胞癌非合
併例の発癌率 （3）LAM/ETV群とLAM/ADV群の臨床像（4）HBs抗原の推移につ
いて検討した。
【成績】（1）LAM治療開始の薬剤耐性獲得は69.3%/5年であった。（2）全体の発癌率
（5年/10年）は15.2/23.7%、治療法別（5年/10年）ではLAM群が0%/0%、LAM/ETV
群が4.2/29.0%、LAD/ADV群が33.3/37.8%であった。（3）LAM/ADV群はLAM/
ETV群より開始時期が早く、LAM/ADV群は平均34.1ヶ月でADVの追加、LAM/ETV
群は平均15.9ヶ月でETVへの切り替えが行われた。治療開始時LAM/ADV群はLAM/
ETV群に比して若年（49/55歳）で、HBe抗原陽性率が高く（67.7/27.5%）、HBコア関
連抗原が高かった（5.9/5.0LogIU/mL）。（4）HBs抗原はLAM/ADV群ではLAM単
独期間で0.01LogIU/mL/年、ADV併用期間で0.11LogIU/mL/年、LAM/ETV群
ではLAM単独期間で0.01LogIU/mL/年、ETV期間で0.07LogIU/mL/年低下した。
LAM/ETV群で2例、LAM/ADV群で3例にHBs抗原のSCを認めた。
【結論】LAM投与後ADVの追加、ETV切り替えにより長期的にはHBV DNAは制御可
能となったが、発癌率は高かった。LAM単独期間はHBs抗原の低下を認めなかったが、
ADV/ETV期間中は低下傾向であった。
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113（消）
血管炎の治療に伴い縮小を認めた巨大肝嚢胞の一例
1市立札幌病院　消化器内科
○板谷　一史1、小野　雄司1、松田　千佳1、村井　太一1、小池　祐太1、
佃　曜子1、遠藤　文菜1、中村　路夫1、工藤　俊彦1、永坂　敦1、
西川　秀司1

【症例】50代女性。喘息既往歴なし。20XX年11月末より腹部膨満感の改善を認め
ず。夕頃に38度台の発熱も伴っており当科受診。入院時の検査所見上はWBC4400 個
（EOS11%（440個））、腹部USで巨大肝嚢胞を認め嚢胞内に多発の結節構造を認め
ていたこと、幼少期に道東での生活歴があった事から当初エキノコックス症が疑われた。
血清免疫学的検査ではエキノコックス症は否定され、検査兼対症療法として肝嚢胞穿刺
ドレナージ術を施行したところ嚢胞内液は血性で細菌培養陰性、悪性所見、寄生虫も認
めなかった。術後は解熱したが同時期より血液中の好酸球が上昇傾向となった。年末に
一度退院となり20XX+1年1月9日に再入院した際には肝嚢胞の大きさは著変なし、身体
所見では38℃台の発熱再燃を認め、検査所見上WBC4400個（EOS46%（2024個））
とEOSの著明な上昇を認めていた。1月11日より両下肢末端から中枢側に拡大するし
びれと痛みを認めた。MRIでは中枢病変は否定され血管炎による末梢神経炎が疑われ
た。先行するアレルギー症状がないことが非典型的ではあるものの好酸球増多と併せて
eosinophilic granulomatosis with polyangiitis（EGPA）が第一に考えられた。1月15日
にはWBC12300個（EOS69%（8487個））と更にEOS増加、運動神経症外も認めため、
血管炎の治療に準じてprednisolone（PSL）40mg/dayの投与開始となった。投与開始
後1月17日の採血ではWBC6600個（EOS0.8%（528個））とEOS著減、発熱の改善、下
肢の痛みも改善を得られた。その後PSL漸減し5mg/dayで維持量としたが症状の再燃な
し。肝嚢胞も縮小傾向となっている。【考察・結語】肝嚢胞は先天的なものと後天的なも
のがあり、先天的な嚢胞の自然縮小は希とされている。後天的な原因としては外傷、腫
瘍性疾患、寄生虫感染などによる炎症があげられる。EGPAについては全身の様々な血
管壁の炎症をきたし、多彩な臨床症状を呈する疾患である。現在のところEGPAの合併
症として肝嚢胞の報告はない。今回我々は血管炎症状を伴いその治療経過とともに縮小
を認めた巨大肝嚢胞の症例を経験したので若干の文献的考察を加えて報告する。

114（消）
Metformin 投与後に消退した肝血管腫の1例
－9年の経過観察－
1豊浦町国保病院
○小野　稔1

肝血管腫の変化を長期間検討した報告は少ない。われわれは9年間のUS/CTに
よる経過観察で metformin 投与後に腫瘍の退縮を確認した肝血管腫の1例を経
験したので報告する。【症例】男性61歳（医師） 【主訴】特になし　【既往歴】高血
圧・高脂血症【生活歴】アルコールは日本酒で1-2合を週2回程度、煙草は吸わない。
【病歴】2006年検診時のUSで偶然、肝S3-4に腫瘤 （20 x 25 mm）を指摘された。
US・CT・MRIでは肝血管腫の所見であった。肝生検はされていない。自覚症状
はなし。以後定期的にUS・CTで経過観察している。2012年血糖値・HbA1C上
昇のため、metformin （750 mg）の内服を開始した。HbA1Cは7.3 mg/ml （2012
年）から6.1 mg/ml （2015年）と減少した。血管腫の腫瘍径は一時増大した（26.3 x 
33.5 mm）が2014年以降縮小し、2015年のUS/CTでは、1-2 mmと著明に縮小した。
【考案】肝血管腫ではVEGFのautocrine loopが血管内皮細胞増殖に本質的な
役割をはたしている。VEGF-Receptor （VEGFR）下流でのmTOR およびHIF-1 
活性化によるVEGF 転写のさらなる増加が重要といわれている。（VEGF-mTOR-
HIF axis） 一方、metforminはAMPK （AMP-Kinase）の活性化を通じてmTORを
抑制しVEGF-mTOR-HIF axis を遮断することにより腫瘍血管増殖を抑える作用 
（anti-angiogenic effect） があることが最近報告されている。【結論】9年間経過観
察しmetformin投与後に腫瘍の消退を確認した肝血管腫を報告した。腫瘍の消退
にはmetforminのanti-angiogenic effect が関連している可能性がある。

115（消）
腹膜播種を認めた肝エキノコックスの1例
1手稲渓仁会病院
○古川　貴光1、木村　有志1、田中　一成1、松居　剛士1、姜　貞憲1、
辻　邦彦1、真口　宏介1

肝エキノコックス症は北海道で多く発生する疾患であり、国立感染症研究所感染症
発生動向調査事業年報によると、2013年度では全国20例中17例が北海道からの
報告である。肝エキノコッカスは人体へ侵入後、数年から10数年の潜伏期間を経て
上腹部の不快感や全身倦怠感を契機に発見されることが多い。進行例では他臓器
への転移や腹水が出現し、転移性悪性腫瘍と類似した経過を辿る。今回、腹水貯
留を伴う腹膜播種を認めた肝エキノコックスの1例を経験したので報告する。症例は
84歳男性。3か月間持続する全身倦怠感を主訴に近医を受診。単純CTにて腹水
貯留を認め、精査加療目的に当科紹介となる。腹部超音波検査では、肝S5に48
×29mm大、辺縁不整で境界比較的明瞭、内部に石灰化を疑う高エコーと無エコー
域を伴う低エコー腫瘤を認め、肝右葉にも10mm大の低エコー腫瘤が複数個認めら
れた。また、肝表面には無エコー域を伴う結節を多数認めた。腹部造影CTでは、
著明な腹水の貯留と肝S5に石灰化を伴う造影効果の乏しい40mm大の腫瘤を認め
た。さらに、肝右葉の表面や下部食道壁にも造影効果の乏しい腫瘤影を複数認め
た。Gd-EOB-DPTA　MRIでは、肝S5の腫瘤はT1強調像にて低信号、T2強調
像にてやや高信号で腫瘤内部にはさらに高信号を呈する領域を数個認めた。DWI
では高信号、Dynamicでは血流は乏しく、肝細胞相では低信号となり、CT同様に
肝表面に造影効果の乏しい結節影が認められた。以上の画像所見より肝エキノコッ
クス症を第一に考えたが、悪性腫瘍も否定できず、さらなる検索を施行した。全身
的な検索の結果、下部消化管内視鏡検査で直腸に10mm大の腺腫あるいは早期
大腸癌を疑う所見のみであり、他臓器には原発巣を示唆する所見は認めなかった。
また、腹水細胞診では明らかな異型細胞は認めなかった。エキノコックスの血清学
的診断では、ELISA法の抗体価が0.863と疑陽性、western blottingが強陽性で
あったことから、播種性肝エキノコックスと診断した。　腹水貯留と腹膜播種を認め
た肝エキノコックスと考えられる1例を経験したので、文献的考察を加えて報告する。

116（消）
診断に苦慮した肝エキノコックス症の1例
1国立病院機構北海道医療センター　消化器内科、
2北海道大学病院　病理診断科
○秋元　亨介1、山田　錬1、井上　雅貴1、佐々木　塁1、多谷　容子1、
羽田　政平1、馬場　麗1、武藤　修一1、木村　宗士1、大原　行雄1、
高桑　恵美2

【症例】70歳代，女性
【現病歴】2014 年 3 月より重症筋無力症 （MG） のため当院神経内科にて治療開
始。胸腺摘出術、ステロイド、FK506内服、大量免疫グロブリン静注療法 （IvIG） 
でコントロールされていた。2015年 3 月に発熱の原因検索目的で撮像した CT で肝
後区に 15mm 大の多房性嚢胞を指摘され、当科紹介。腹部エコー検査、肝 MRI 
検査を追加するも、明らかな炎症所見の上昇や胆管への圧排所見など見られず、経
過観察の方針となった。　2015 年 9 月に撮像した造影 CT では、肝後区の低吸
収域は 35mm大に増大し、内部は嚢胞状、外側は造影効果を伴う充実構造を呈し
ていたため、精査目的で入院。腹部エコーでは同部に境界が一部不明瞭な、内部
は充実性部分と嚢胞性部分の混在する所見を認めた。肝造影 MRI では辺縁部に
遷延性の造影効果がみられ、中心部は T2 強調画像で高信号を呈していた。いず
れの画像検査でも石灰化成分は認めなかった。この時点で肝の多房性嚢胞性病変
であることからエキノコックス症も鑑別にあがりELISA 法による免疫血清学的検査 を
行ったが陰性であった。　肝腫瘍として手術を検討していたが、11 月、手術による 
MG の病態悪化を危惧してIvIG 目的で入院したところ、コントロール不良の発熱を来
した。各種細菌培養検査で陰性であり、肝膿瘍も否定できないとの判断から同部の
肝生検を施行した。明らかな腫瘍性変化は認められず、凝固壊死を伴う肉芽腫性
炎症を認めるのみで、確定には至れないものの感染による変化が第一に考えられた。
そこで、エキノコックス ウエスタンブロット （WB） 法による免疫血清学的検査を追加し
たところ陽性となり、肝エキノコックス症の診断となった。
【考察】肝エキノコックス症は一般的に CT では造影されない低吸収域と石灰化（ 約 
70% ）  を認め、壊死に膿瘍巣を伴うと画像は多彩となる。石灰化を欠く低吸収域は
胆管細胞癌と酷似し、診断に苦慮することがある。今回我々はELISA 法陰性で石
灰化を欠く肝エキノコックス症を経験したので報告する。
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117（消）
肝多胞虫症における画像診断の検討
1旭川医科大学　内科学講座　病態代謝内科学分野
○大竹　晋1、岡田　充巧1、太田　雄1、玉木　陽穂1、麻生　和信1、
鈴木　裕子1、岩本　英孝1、山北　圭介1、高橋　賢治1、北野　陽平1、
和田　佳緒利1、羽田　勝計1

【背景】肝多胞虫症の典型例では血清診断および画像診断で診断可能であるが、
肝内多発例や肝単純性嚢胞合併例における小病変の質的診断には難渋すること
も経験される。今回、肝切除術を施行した肝多胞虫症の術前画像診断について検
討したので報告する。
【対象】H25年1月～H27年10月に肝切除術を施行し肝多胞虫症と診断された5症
例の8病変について検討した。血清抗エキノコッカス抗体陽性1例、疑陽性4例。切
除標本上病変の大きさは8～ 190mm（平均83.6mm）。病変数は平均1.6個。単
発例は2例。3症例では異なる肝区域に病変を有していた。術前画像診断では、肝
多胞虫症病変以外に単純性嚢胞の合併を3症例に認めた。
【結果】CTで砂粒状石灰化を認めた病変は6病変（75%）、CTもしくはMRI T2WI
で分葉状嚢胞または微小嚢胞集族を認めた病変は7病変（87.5%）。FDG-PETは
5結節に行われたが取り込み亢進を呈した病変はなかった。造影USは6結節に行わ
れ、後期相の虫食い様所見を全病変に認めた。Φ8mmの1病変はCTおよびMRI 
T2WIで単純性嚢胞との鑑別が困難であった。
【考察】これまでにも肝多胞虫症の画像診断においてはCT、MRI、FDG-PET、造
影USの有用性が報告されている。今回の検討では非典型的画像所見を呈し、単
純性肝嚢胞との鑑別が困難な病変が認められた。肝多胞虫症の診断において肝内
小嚢胞性病変を有する症例は主病変の治療後も慎重な対応が必要と考えられた。

118（消）
肝細胞癌術後に増大と縮小を繰り返した肝細胞癌再発の1例
1札幌厚生病院　消化器内科
○山口　将功1、大村　卓味1、木村　睦海1、荒川　智弘1、中島　知明1、
桑田　靖昭1、小関　至1、佐藤　隆啓1、髭　修平1、狩野　吉康1、
豊田　成司1

【はじめに】肝細胞癌は、非典型的な経過を伴うことがあり診断に苦慮することが実
臨床で経験される。今回、我々は肝細胞癌術後の残肝に増大と縮小を繰り返す病
変を認め、再手術を施行。病理学的に肝細胞癌と診断した1例を経験したので報
告する。【症例】71歳、男性。B型慢性肝炎の診断で前医経過観察中に肝S4/8
に多結節癒合型肝細胞癌を認めた。当院紹介され、20x0年3月に内側区+前区腹
側切除施行。20x3年、S3の再発に対し外側区切除施行。20x4年2月、MRI検査
でS5に9mmの肝細胞癌再発を疑う所見を認めたが、5月の画像精査では縮小して
おり経過観察としていた。20x5年8月、MRIではS5の病変が22mm大に再増大して
おり、肝細胞癌再発と考え10月に手術施行した。病理学的診断では、一部に壊死
を伴う多結節癒合型の高分化型肝細胞癌と報告された。【考察】本症例では、増
大した後に縮小、その後再増大した奇異な経過を呈した肝細胞癌の再発であった。
縮小した理由としては、腫瘍壊死が主たるものと思われるがその原因は明らかではな
い。壊死を免れた残存肝細胞癌が再増大を来した経過を想定するが、肝細胞癌の
再発としては稀な経過であると考えられる。【結語】肝細胞癌術後に増大と縮小を繰
り返した肝細胞癌再発の1例を経験したので報告した。

119（消）
著明な低血糖症状を伴った高分子型Insulin-like growth 
factor-2産生肝細胞癌の1剖検例
1市立函館病院　消化器病センター　消化器内科、2市立函館病院　病理診断科、
3弘前大学　分子病態病理学、
4日本医科大学付属病院　糖尿病内分泌代謝内科
○成瀬　宏仁1、田中　一光1、八木澤　允貴1、工藤　大樹1、堀本　啓大1、
山本　桂子1、畑中　一映1、山本　義也1、下山　則彦2、佐藤　次生3、
福田　いずみ4

肝細胞癌に合併する腫瘍随伴症候群として，低血糖がある．その原因として，腫瘍のグルコース
消費量の増大や，糖新生の低下が推測されている．一方，膵外腫瘍による低血糖の原因として，
IGF-2産生腫瘍が報告されている．今回我々は著名な低血糖症状を伴った肝細胞癌の一例を
経験した．症例は73才，男性 ．上腹部鈍重感を主訴に，2014.11月前医を受診し，血液検査に
て肝・胆道系酵素上昇を認めた．腹部CT検査にて肝腫瘍が疑われ，当科紹介入院となった．
入院時検査所見では，背景にB型肝炎の既感染と肝胆道系酵素の上昇を認め，AFP888647 
ng/ml，PIVKA-2 17398mAU/mlと高値であった．血糖値は51mg/dlと低値であったが，初診
時低血糖症状は認めなかった．腹部超音波検査，CT，EOB-MRIにて，肝右葉の大部分を占
拠する腫瘍と，肝左葉にも散在性に腫瘍を認め，肝細胞癌と診断した．入院後，一日1800kcal
以上の摂食が可能であったにも関わらず，低血糖発作を発症し，ブドウ糖の経静脈投与を必要
とした．血液検査では，血中インスリン 0.2μU/ml，血中C-ペプチド0.13 ng/ml，尿中C-ペプチド
1.9 μg/dayとインシュリン産生は低下し，ソマトメジンC（IGF-1）7 ng/mlと低値であった．入院
後，12日目，32日目にてTACEを施行したが，低血糖症状の改善は認められなかった．1日250g
以上のブドウ糖の経静脈投与を施行したにも関わらず，血糖値は70mg/dl程度で推移した．第
51病日に死亡され，家族の同意を得て剖検を施行した．肝右葉を直径18×11.5cmの腫瘍が占
拠し，左葉にも直径1-3cmの腫瘍が多発していた．組織学的には，中-低分化型肝細胞癌と診
断した．腫瘍は，抗IGF-2抗体による免疫染色に陽性で，剖検組織よりのパラフィン切片を用い
てのRT-PCRで，IGF-2のmRNAが検出された．さらに，Western blot法にて，通常のIGF-2
と比べ，高分子量のIGF-2が検出され，高分子型IGF-2産生肝細胞癌と診断した．IGF-2産
生肝細胞癌に関して，本邦ではこれまでに17例の報告があり，文献的考察を加えて報告する．

120（内）
小腸血管腫の3例
1小樽掖済会病院　消化器内科
○藤田　朋紀1、今川　貴之1、小松　悠弥1、高梨　訓博1、北岡　慶介1、
和賀　永里子1、安保　文恵1、安保　智典1、勝木　伸一1

症例1は73才男性。2011年1月タール便と全身倦怠感を主訴に近医受診。採血にて
Hb9.6 g/dlと貧血を認め、上部消化管内視鏡検査を行ったが出血源を認めなかっ
た。全消化管検索目的に当院紹介入院。カプセル内視鏡検査を施行した結果、空
腸回腸移行部に粘膜下腫瘍様隆起を認めたため経口的小腸内視鏡検査を施行し
た。その結果，同部位に青色の粘膜下腫瘍様隆起を認め血管腫と診断。当院外科
で小腸部分切除術を施行した。　症例2は78才女性。2014年12月タール便と全身
倦怠感を主訴に当院受診。採血にてHb 3.7 g/dlと貧血を認め、上部・下部消化
管内視鏡検査を行ったが出血源を認めなかった。カプセル内視鏡検査を施行した結
果、回腸に血液と粘膜下腫瘍様隆起を認めたため経口的小腸内視鏡検査を施行し
た。その結果，同部位に白苔が付着する易出血性の粘膜下腫瘍様隆起を認め血管
腫と診断。当院外科で小腸部分切除術を施行した。　症例3は62才男性。2015
年6月全身倦怠感を主訴に近医受診。採血にてHb 5.9 g/dlと貧血を認め、上部・
下部消化管内視鏡検査を行ったが出血源を認めなかった。全消化管検索目的に当
院紹介入院。カプセル内視鏡検査を施行した結果、空腸回腸移行部に粘膜下腫
瘍様隆起を認めたため経口的小腸内視鏡検査を施行した。その結果，同部位に表
面の一部が発赤調を呈する粘膜下腫瘍様隆起を認め血管腫と診断。当院外科で
小腸部分切除術を施行した。　貧血を呈した小腸血管腫の3例を経験したが、各々
の血管腫で内視鏡所見が異なっており、興味深い3症例と考えこの度報告する。
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121（内）
内視鏡的に切除した空腸孤在性Peutz-Jeghers型ポリープの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札幌医科大学　医学部　腫瘍・血液内科
○中村　元1、藤井　重之1、佐藤　健1、山内　夏未1、山田　充子1、
安部　智之1、黒田　裕行1、前田　征洋1、藤田　美悧2、濱口　孝太3、
堀口　拓人3

Peutz-Jeghers（PJ）症候群は、皮膚粘膜の色素沈着と消化管ポリポーシス、常染
色体優性遺伝の家族歴を三主徴とする症候群である。PJ症候群でみられる消化管
ポリープは過誤腫であり、組織学的に樹枝状に過剰分岐する粘膜筋板とそれを軸と
した腺窩上皮の過形成が特徴的である。一方、PJ症候群のポリープと同様の組織
学的特徴を示す消化管ポリープを有するが、家族歴や皮膚粘膜の色素沈着を欠く
症例も報告されており、比較的稀である。今回我々は、貧血精査中にダブルバルー
ン小腸内視鏡で発見し内視鏡的に切除した空腸孤在性PJ型ポリープの1例を経験
したので報告する。症例は、74歳男性。家族歴に特記すべきこと無し。狭心症、
脳梗塞後遺症があり、普段から抗血栓薬を服用中。平成27年3月の血液検査にて
鉄欠乏性貧血を指摘され、精査目的に当院を紹介受診された。上下部消化管内視
鏡検査を施行した所、大腸ポリープを数個認め内視鏡的に切除した。しかし、貧血
は改善せず。そこで、入院の上でダブルバルーン小腸内視鏡検査を施行。遠位空
腸に頭部が発赤し表面がやや粗造な有茎性ポリープを認め、内視鏡的ポリペクトミー
を施行した。切除標本は、1.5×2.0cm大のポリープで、組織学的に平滑筋線維の
樹枝状増殖と上皮の過形成を認めた事から、PJ型ポリープ（過誤腫）と診断した。若
干の文献的考察を加え報告する。

122（内）
ESDにより一括切除した陥凹型早期回腸癌の1例
1旭川厚生病院
○高橋　慶太郎1、河本　徹1、藤永　明裕1、伊藤　貴博1、佐藤　智信1、
後藤　充1、柳川　信幸1、斎藤　義徳1、折居　裕1

原発性回腸癌の多くは進行癌で発見されるが、内視鏡の進歩により早期回腸癌の
報告も少数認めている。今回、ESDにより一括切除した陥凹型早期回腸癌を経験
したので報告する。【症例】80歳代、男性。便鮮血反応陽性のため前医で下部
消化管内視鏡検査を施行され、回盲弁より3cm口側の終末回腸に1/3周性の発
赤調陥凹性病変0-IIcを認め、当科を紹介された。当科での内視鏡では終末回腸
0-IIc病変の陥凹面は平坦で凹凸不整はなく、クリスタルバイオレット染色下拡大観
察ではVI軽度不整pitを認めた。深達度Mの早期回腸癌と診断し、80歳代と高齢
であったことから外科手術より低侵襲であるESDを選択した。ESDではFlushKnife 
BT15を使用して全周切開を行ったが、一部には操作性が不良な部位もあったことか
らClutch Cutterも併用した。全周切開後に剥離を追加し、一括切除した。術後経
過は良好であり、後出血や穿孔などの偶発症は認めず、入院6日目には退院した。
病理組織診断ではileum, 0-IIc, 腫瘍径13x7mm, tub1, 深達度M, ly0, v0, pHM0, 
pVM0であった。ESD2ヶ月後の内視鏡検査ではESD施行部位に再発所見や術
後狭窄を認めなかった。【考察】原発性小腸癌の発生頻度は全消化管悪性腫瘍の
0.1 ～ 0.3%とまれである。その肉眼型は隆起成分を呈するものがほとんどで、医中
誌・pubmed検索で0-IIcの報告は1例のみであった。本邦における早期回腸癌33例
の治療方法の検討ではEMRが9例（27％）、腹腔鏡下補助手術が4例（12％）、開
腹手術が20例（61%）と早期であっても外科手術の割合が高かった。しかし、原発
性回腸癌M-SM癌の検討では96.2%にリンパ節転移を認めないことから内視鏡治療
の適応があると考える。これまで早期回腸癌に対してESDを施行した報告は認めな
いが、内視鏡が到達可能であれば回腸であっても安全にESDで一括切除が可能
であった。リンパ節郭清の必要がない早期回腸癌の場合は外科手術より低侵襲な
ESDの選択も可能と考える。

123（消）
大腸癌術後癒着性イレウスとの鑑別が困難であった原発性小
腸癌の一例
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、
3KKR札幌医療センター斗南病院　病理診断科、
4KKR札幌医療センター斗南病院　外科
○近藤　知大1、杉山　絢子1、辻　靖1、平山　眞章2、武田　広子3、
佐藤　大介4

【症例】60歳代 女性．【主訴】腹痛【既往歴】2012年1月27日　開腹高位前方切除術
（Stage IIIa）．【現病歴】S状結腸癌のため術後補助化学療法としてFOLFOX療法8
コース，FUFOL療法4コースを施行後，経過観察していた．2015年2月から腹部膨満感
と腹痛を自覚し，近医を受診した．腹部X線検査では軽度のニボーを認め，サブイレウスと
診断されていた．その後軽快したが，同様の症状が5月，6月，7月と頻回に認められた．8
月に近医を受診し，Hb 9.3 g/dlと貧血を認めたため当院に紹介受診した．CT検査や上・
下部内視鏡検査を行ったが，腹痛と貧血の原因は指摘できなかった．その後も，9月，10
月，11月にも同様の症状を認めたが，絶食補液で加療し改善した．CEAやCA19-9の上
昇は認めず，CT検査で明らかなS状結腸癌の再発所見も認めなかったことから，頻回に
繰り返す癒着性イレウスを第1に考えた．外科的治療の方針とし，11月に開腹下にトライツ
靭帯から約80cmの位置で吻合部を含む20cm程度を小腸切除，癒着剥離を行った．切除
検体では吻合部の肛門側約10cmに2型腫瘍を認め，小腸癌と思われた．大腸癌に準じ
た病理組織学的検査では60×40mm，2型， tub1＞tub2, ly0, v0, pT2（MP）, pPM0, 
pDM0であった．組織像は転移としても矛盾のない像であったが，肉眼系から原発性小腸
癌と診断した．【考察】原発性小腸癌は稀な疾患であり全消化管癌の0.1－0.3％とされて
いる．原発性小腸癌の主症状としては腹痛，嘔気・嘔吐と腸閉塞症状や，貧血，黒色
便なの消化管出血を示唆する症状で発見される場合もあるが，ダブルバルーン内視鏡普
及後も術前確定診断がついた症例は39％と報告されており，容易ではない．カプセル内
視鏡も考慮されるが，イレウスでは禁忌であり，本症例では外科的治療を行った．【結語】
大腸癌術後癒着性イレウスとの鑑別が困難であった原発性小腸癌の一例を経験した．

124（消）
当院で経験した原発性小腸癌8例の検討
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、
4札幌医科大学　医学部　腫瘍・血液内科
○濱口　孝太1、藤井　重之1、中村　元1、山田　充子1、堀口　拓人1、
安部　智之1、黒田　裕行1、前田　征洋1、藤田　美悧2、仙丸　直人3、
佐藤　健4、山内　夏未4

＜はじめに＞原発性小腸癌は、全消化管原発癌の約0.1 ～ 0.3%と報告されており、
稀な疾患である。早期診断が難しいため、進行した状態で見つかる場合が多く、予
後も不良である。しかし、近年ダブルバルーン小腸内視鏡やカプセル内視鏡の開発、
各種画像検査の発達に伴い、小腸疾患の診断能は著しく向上しており、小腸癌に
関しても早期発見、早期治療に期待がもたれている。今回我々は、当院で経験した
原発性小腸癌8例について検討を行った。＜対象と方法＞2000年以降現在までの
約16年間に当院において手術が施行された原発性小腸癌8例につき、その臨床的、
病理学的特徴を検討した。＜結果＞8例中、男性3例、女性5例。平均年齢63.5歳
（46～ 83歳）。主訴は、嘔気・嘔吐が4例、腹痛2例、全身倦怠感1例、腰痛1
例で、すべて有症状であった。原発部位は、空腸癌7例、回腸癌1例であった。血
液検査で5例に貧血を認め、腫瘍マーカーは、CEA高値が2例、CA19-9 高値が4
例であった。開腹小腸部分切除術が7例に施行され、1例のみ腹腔鏡下小腸部分
切除術が施行された。組織型は、腺癌5例、未分化癌3例で、全例が、SS以深
の進行癌であり、脈管侵襲陽性であった。腫瘍径の平均は、9.5cm（2～ 21cm）
で、特に未分化癌は、3例の平均が17cm（13～ 21cm）であった。臨床病期は、
StageII 2例、III 1例、IV 5例で、4例に術後補助化学療法を施行した。なお、8
例中3例で術前に病理組織学的診断がなされた。＜考察＞未分化癌の割合が既報
に比べて高い傾向がみられた。ダブルバルーン小腸内視鏡、カプセル内視鏡の導
入以降に発見された4例中3例がStageIII以下であり、そのうち2例で術前に組織診
断を行うことができた。今後これらのモダリティーを積極的に活用することで小腸癌の
早期発見が可能となる事が期待された。
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125（消）
審査腹腔鏡で診断した腸アニサキス症の一例
1釧路労災病院　外科、2釧路労災病院　内科、3釧路労災病院　病理診断科
○柴田　賢吾1、吉田　祐一1、宮岡　陽一1、江本　慎1、河合　朋昭1、
小林　清二1、小笠原　和宏1、曽我部　進2、宮城島　拓人2、石田　雄介3、
高橋　達郎3

審査腹腔鏡にて診断した小腸アニサキス症の一例【はじめに】アニサキスはクジラや
イルカなどの海生哺乳類を最終宿主とする線虫で第2中間宿主のイカ、鯖、サンマな
どをヒトが摂食し幼虫が消化管に進入することで発症する。今回急性腹症に対して
審査腹腔鏡を行い、小腸アニサキス症の診断を得た症例を経験した。【症例】26
歳、女性。腹痛を主訴に急病センター受診し、鎮痛剤を処方され帰宅となった。改
善せず当院救急外来受診した。下腹部に筋性防御を認め、採血でWBC 17160/μ
lと高値であった。腹部造影CTを施行し、回腸の壁の肥厚と内腔の狭小化、混濁
腹水を認めた。絞扼性イレウスを否定できず審査腹腔鏡を行った。腹腔内に血性腹
水と下腹部に高度の発赤を伴う回腸を確認した。その腸間膜に白い虫体を認めた。
循環障害の所見が強く同部位を切除し、吻合した。病理所見としてはaniskis虫体
の存在と近傍の結節状の変性壊死、腸管は循環障害様の粘膜上皮の脱落があき
全層性に虚血性変化をきたしていた。虫体の移行経路は確定困難であった。術後
麻痺性イレウスを合併したが、手術から8日目で退院となった。【考察】アニサキスの寄
生部位は胃が93.2%、小腸2.6%と小腸での報告は比較的稀である。本症例に関し
て文献的考察を加え報告する。

126（消）
小腸病変の観察が診断および治療方針に有用であった
Schonlein-Henoch紫斑病（HSP）の2例
1国立病院機構北海道医療センター　消化器内科
○佐々木　塁1、井上　雅貴1、山田　錬1、多谷　容子1、羽田　政平1、
馬場　麗1、武藤　修一1、木村　宗士1、大原　行雄1

【症例1】30歳代男性【現病歴】両下肢の紫斑とその後出現した腹痛・嘔吐を主訴
に当院皮膚科へ紹介、HSPが疑われ腹部精査のため当科へ紹介受診。CTでは
小腸全体、特に回盲部・終末回腸の浮腫状壁肥厚、上部消化管内視鏡では十二
指腸下行脚に潰瘍、下部消化管内視鏡ではバウヒン弁のびらんおよび終末回腸の
全周性浮腫状粘膜・発赤・びらん、カプセル内視鏡では小腸にびまん性に発赤・
びらんを認め、HSPと考えた。PSL30mg ／日で外来フォローの予定であったが、帰
宅後すぐに腹痛増悪を認めたため入院にてPSL80mg ／日より治療。腹部症状は
改善傾向である。
【症例2】60歳代男性【現病歴】約20年前にHSPの診断。以来、数ヶ月ごとに腹痛
を繰り返している。PSL10mg ／日内服中。再度腹痛増悪・嘔吐を認めたため当科
紹介受診。CTでは十二指腸～小腸の広範囲に浮腫状壁肥厚、上部消化管内視
鏡では十二指腸下行脚の粘膜浮腫・発赤、カプセル内視鏡では上部小腸を中心に
浮腫状変化・点状発赤を認めた。小腸粘膜障害が軽度であったため、PSL10mg
／日のまま継続しながら補液と抗生剤で保存的加療、腹部症状は改善し第11病日
退院。
【考察】HSPとはIgA免疫複合体が関与する血管炎に起因する疾患であり、皮膚
症状、消化器症状、腎症状を主徴とする。一般的には小児に多く見られる疾患で
あるが、近年成人発症例も増えてきている。HSPの診断には小腸病変の観察評価
が有用であるが、今回我々は小腸病変を観察しえた2症例を経験したので報告する。

127（消）
低蛋白血症を契機に診断した健常成人サイトメガロウイルス腸
炎の1例
1市立釧路総合病院　消化器内科
○赤保内　正和1、鈴木　一也1、林　優希1、福田　昂一郎1、川上　裕次郎1、
米澤　和彦1、阿部　敬1

【症例】60台, 男性.【現病歴】2015年8月から下痢が出現, 近医にて点滴, 内服加
療されていたが, 高度の低蛋白血症（総蛋白2.1g/dl, アルブミン1.1g/dl）, 下腿浮
腫を認めたため, 同年9月に当科紹介となった. 入院時の腹部造影CT検査では, 小
腸に著明な壁肥厚を認め, 蛋白漏出性胃腸症が疑われたため, 絶食, 高カロリー輸
液を開始した. 血液検査にてサイトメガロウイルス（CMV）アンチゲネミアが陽性であり, 
カプセル内視鏡にて空腸に多数のびらん, 潰瘍を認めたため, CMV小腸炎と診断
し, ガンシクロビルを計2週間投与したところ, 低蛋白血症の改善を認めた. CMVアン
チゲネミアも陰性となり, 食事再開後も下痢は認めず, 当科退院となった. その後, 経
過良好であり, 再燃は認められていない.【考察】低蛋白血症を契機に診断したCMV
小腸炎の1例を経験した. 健常者でのCMV小腸炎の報告例は小児にて散見される
が成人では少なく, 文献的考察を含め報告する.

128（内）
多数の貼付用磁気治療器誤飲により十二指腸小腸瘻形成を来
した1例
1NTT東日本札幌病院　消化器内科、
2国立病院機構北海道医療センター　消化器内科
○重沢　拓1、吉田　将大1、松本　美櫻1、太宰　昌佳1、小野寺　学1、
羽田　政平2、吉井　新二1

【症例】20歳代，男性．【現病歴】躁鬱病にて精神科通院中であった．交通外傷の
ため近医整形外科で腹部単純X線検査を施行したところ数珠状に連なった異物を
認めたため精査加療目的で紹介となった．【臨床経過】入院時，自覚症状はなく，腹
部単純CTで同異物はhalationのため評価困難であった．上部消化管内視鏡検査
を施行したところ，十二指腸下降脚に複数個の磁石が連なっていた．磁力は強固で
あったが大口鉗子でつかみ，数回に分けて磁石を除去した．除去後のガストログラフィ
ン造影では十二指腸下降脚と小腸の間で瘻孔が形成しており，同部位の癒着・瘻
孔形成と考えられた．腹腔内への造影剤の漏出は認めなかった．翌日の腹部単純
X線検査では腸管内に遺残した側の磁石が回腸まで移動しているのを確認した．そ
の後磁石の自然排出を確認し，1か月後の上部消化管内視鏡検査では瘻孔の閉鎖
を認めた．【考察】本症例では，1年前に複数回に渡り多くの磁石を誤飲した経歴が
あった．誤飲した磁石が数珠状に連なり腸管を介して2方向から引きつけ合い，挟ま
れた腸管が阻血状態に陥り壊死から瘻孔形成したと推察される．また，磁石誤飲か
ら1年以上経過していたため挟まれた腸管同士が強固に癒着し磁石除去後の穿孔
に至らなかったものと考えられた．磁石誤飲も1個であれば自然排泄可能なことが多
いが，今回の症例のごとく複数個の磁石が腸管壁を介して接着停滞し腸管壁に壊
死，穿通，穿孔を来した報告は過去にも散見される．大半が腹膜炎や内瘻化した腸
管ループが原因となった絞扼性イレウスで見つかり緊急手術に至った症例であった．
今回我々は複数個の磁石誤飲により十二指腸小腸瘻を形成したが手術に至ること
なく内視鏡的に除去することに成功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．
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129（消）
CT、XP及びCT fusion超音波にて胆石移動の経過を確認で
きた胆石イレウスの1例
1名寄市立総合病院　消化器内科
○泉原　里美1、鈴木　康秋1、小林　裕1、村上　雄紀1、久野木　健仁1、
芹川　真哉1、杉山　祥晃1

【症例】80歳代の女性。3年前に胆石（3cm）・総胆管結石（9mm）を指摘されたが、
無症状の為経過観察となった。腹痛、嘔吐あり近医受診。イレウスの診断で当科
紹介となった。腹部CTでは以前指摘された3cmの胆石は胆嚢内に無く、左腹部の
回腸に陥頓しており、同部位から腸液貯留により胃まで拡張しており、胆石イレウス
と診断した。胃管留置により保存的に加療したところ、翌日には腹痛が消失したた
め、朝に再度CTを施行。胃・小腸の拡張は改善し、胆石は回腸末端に移動して
いた。バウヒン弁で再度陥頓する危惧があったため、昼にCT fusion超音波を施行
し、回盲部を観察した。しかし、回盲部に胆石は同定されず、さらに上行結腸に向
かってエコー走査したところ、上行結腸に胆石エコーを同定し、さらに胆石が大腸に
移動したことが判明した。このため、イレウス再発の危険はないと判断し、食事を開
始した。第5病日のXPでは直腸に胆石像を認め、第10病日のCTでは胆石は消失し
ており、退院となった。なお、本症例では総胆管結石は以前と変化無く存在し、入
院時CTでは十二指腸は著明に壁肥厚し、胆嚢と連続する不整なdensityを認め、
同部位のCT fusion 超音波では胆嚢十二指腸瘻が疑われた。以上より、胆石が
胆嚢十二指腸瘻から落下後に空腸で一時陥頓し胆石イレウスを発症したと考えられ
た。【考察】胆石イレウスは比較的稀な疾患であり、発生頻度は胆石症例の0.15 ～
0.6%、イレウス症例の0.05%とされている。腸管に嵌頓した胆石が自然排石されるこ
とは少なく、本症例のように、保存的加療で改善し、かつ胆石の移動の経過や胆
嚢十二指腸瘻を各種modalityで観察し得た症例は稀であり、示唆に富む症例と考
え報告する。

130（消）
HGCSG1401：切除不能進行大腸癌に対するレゴラフェニブ療
法の後方視的研究（第1報）
1北海道大学病院　腫瘍センター、2北海道大学病院　消化器内科、3斗南病院　腫瘍内科、
4釧路労災病院　腫瘍内科、5東京大学病院　消化器内科、6市立函館病院　消化器内科、
7恵佑会札幌病院　腫瘍内科、8NTT東日本札幌病院　消化器内科、
9市立札幌病院　消化器内科、10札幌東徳洲会病院　消化器センター、
11手稲渓仁会病院　腫瘍内科、12札幌医科大学医学部　腫瘍・血液内科学講座、
13札幌医科大学医学部　消化器・免疫・リウマチ内科学講座、14函館中央病院　消化器内科、
15札幌北楡病院　消化器内科、16岩見沢市立総合病院　消化器内科、17三沢市立三沢病院
○川本　泰之1、小松　嘉人1、結城　敏志2、澤田　憲太郎2、辻　靖3、小林　良充4、
吉田　俊太郎5、畑中　一映6、奥田　博介7、太宰　昌佳8、中村　路夫9、太田　智之10、
石黒　敦11、佐藤　康史12、小野寺　馨13、紺野　潤14、工藤　峰生15、加藤　寛士16、
坂田　優17、坂本　直哉2

背景：CORRECT試験により日本人を含む大腸癌患者におけるレゴラフェニブの効果と安全性が報告さ
れ、2013年5月に日本でも保険承認されたが、日常臨床における安全性と有効性の報告は未だ少ない。
対象と方法：本抄録作成時に12施設より74例の登録があり、後方視的に検討した。有害事象は
CTCAE ver.4.0、腫瘍縮小に関してはRECIST ver.1.1、無増悪生存期間/全生存期間に関しては
Kaplan-Meier法を用いて評価した。
結果：男性/女性 : 43/31、年齢中央値66歳（29-87）、ECOC PS 0/1/2/3 : 11/51/11/1、KRAS 
Exon2 野生型/変異型 : 41/32（1例は未検）であった。治療開始用量は160mg 57例（77.0%）/120mg 
16例（21.6％）/80mg 1例（1.4％）であった。有害事象に起因する減量を25例（33.8％）に要した。高頻
度に認められたGrade 3以上の有害事象は、手掌・足底発赤知覚不全症候群 20例（27.0％）、高血圧 
18例（24.3％）、蛋白尿 9例（14.8％；13例は未検）、AST増加 12例（16.2％）、疲労 11例（14.9％）、
血中ビリルビン増加 10例（13.5％）、血小板数減少 8例（10.8％）であった。有効性は、奏効率 1.4％/
病勢制御率 29.0％/無増悪生存期間中央値 2.0ヶ月/生存期間中央値 5.4ヶ月であった。ECOG PS
別でみると、無増悪生存期間中央値はPS 0-1/2-3：2.1/1.6ヶ月（HR 2.200, p=0.021）、生存期間中
央値は6.3/2.3ヶ月（HR 3.816, p＜0.001）であった。
結語：レゴラフェニブの効果はPS 0-1の症例でこれまでの報告と同等であったが、PS 2-3の症例では
限定的であった。有害事象は、高血圧/蛋白尿/肝機能障害/血小板数減少が既報よりも高頻度であっ
た。HGCSG1401は170例を越えるCRFの集積を完了し、解析を進めていく予定である。

131（消）
KRAS Exon2野生型進行再発大腸癌に対する3次治療にお
けるPanitumumabの皮膚障害に関する無作為化比較試験：
HGCSG1001 （J-STEPP試験）：最終解析
1市立函館病院　消化器内科、2北海道大学病院　消化器内科、
3北海道大学病院　腫瘍センター、4北見赤十字病院　腫瘍内科、
5恵佑会札幌病院　腫瘍内科、6釧路労災病院　腫瘍内科、7苫小牧日翔病院　内科、
8斗南病院　腫瘍内科、9市立札幌病院　消化器内科、10函館中央病院　消化器内科、
11苫小牧市立病院　消化器内科、12王子総合病院　外科、
13網走厚生病院　内科・消化器科、14伊達赤十字病院　消化器科、
15KKR札幌医療センター　消化器外科、16三沢市立三沢病院　CEO
○畑中　一映1、結城　敏志2、八木澤　允貴1、中積　宏之3、村中　徹人3、
岩永　一郎4、奥田　博介5、曽我部　進6、小林　良充6、舘山　美樹7、辻　靖8、
中村　路夫9、紺野　潤10、江藤　和範11、岩井　和浩12、林　秀幸13、久居　弘幸14、
小池　雅彦15、坂田　優16、小松　嘉人3

[背景] Panitumumab（以下Pmab）はKRAS  Exon2野生型の進行/再発結腸直腸癌に対して有効性
を示す一方、皮膚障害がQOLを低下させる要因となっている。STEPP試験にて予防療法は皮膚障
害を有意に抑制することを示したが、アジア人のデータは存在せず、日本人を対象に再検討が必要と
考える。
[方法] 日本人のKRAS  Exon2野生型 切除不能進行/再発結腸直腸癌患者で、3次治療としてPmab
を含む治療を行う患者を対象とし、対症療法と予防療法に無作為に割り付けた。皮膚障害について
は皮膚科専門医が写真による中央判定も行った（盲検化判定）。主要評価項目は6週時点における
Grade 2以上の累積皮膚障害発現割合、副次的評価項目はGrade毎の皮膚障害発現までの期間、
中央判定における皮膚障害、抗腫瘍効果の比較などとした。
[結果] 2010年6月～2013年3月に95例が登録され、対症/予防療法に48/47例が割り付けられた。6週
時点におけるGrade 2以上の累積皮膚障害発現割合は、主治医判定で対症/予防療法 62.5/21.3%
（リスク比 0.34, p＜0.001）、皮膚科医による中央判定で50.0/18.6%（リスク比 0.37, p=0.002）とい
ずれも予防療法は対症療法と比較し有意に低率であった。抗腫瘍効果に関して、奏効率は対症/予
防療法 18.2/13.3%（p=0.530）、無増悪生存期間は 4.0/3.6ヶ月（HR 1.270, p=0.267）、全生存期
間は12.1/8.2ヶ月（HR 1.150, p=0.515）であり、予防療法の有無による差は認めなかった。
[結語] Pmabの皮膚障害に対する予防療法は日本人に対しても有用であることが示され、予防投与は
抗腫瘍効果に影響を与えないことが示された。本邦においても抗EGFR抗体薬投与の際には予防療
法を併用することが推奨される。

132（消）
同時性肝転移を伴った大腸癌に対する腹腔鏡下大腸・肝同時
切除の検討
1北海道大学大学院　医学研究科　消化器外科学分野Ⅰ
○吉田　雅1、本間　重紀1、下國　達志1、崎浜　秀康1、川村　秀樹1、
柿坂　達彦1、神山　俊哉1、武冨　紹信1

【目的】同時性肝転移を伴った大腸癌に対する，腹腔鏡下大腸・肝同時切除の安全
性について明らかにする．【対象と方法】2008年6月から2014年12月までの間，当科
で施行した初発大腸癌に対する腹腔鏡下大腸切除術は265例であった．その中で，
同時性肝転移を伴った23症例（8.7%）中，大腸・肝同時切除を施行した9例（39%）を
対象とした．患者背景，周術期因子，臨床病理学的因子についてretrospectiveに
検討した．【結果】男性5，女性4例．年齢63.1±16.2歳（平均値±標準偏差）．BMI 
22.8±4.9kg/m2．ASA-PS class I/II; 3/6例．PS 0/1/; 6/3例．原発巣の部位
は，T;1, S;3, RS;1, Ra;2, Rb;1, P;1例で，肝転移個数は1/2/3/4個; 3/2/2/2例
であった。H因子は，H1/2; 6/3例，肝転移Grade A/B/C; 4/4/1例．術前肝予
備能は，Liver damage A/B; 8/1例, Child-Pugh Scoreは全例Aであった．術前
補助化学療法が2例に施行されていた．術式は，横行結腸切除1, S状結腸切除3,
高位前方切除1,低位前方切除2,Miles’手術1, ハルトマン手術1例．リンパ節郭清は，
D2/3; 2/7例．肝切除は，部分切除5例，外側区切除2例，右側切除2例（開腹移
行1例）であった．手術時間424±141分，出血量307±494 gram, 大腸切除で開腹
移行した症例は無かった．肝切除においては，小開腹併用2例，右副腎・横隔膜浸
潤による開腹移行が1例であった．3例で術中輸血を要したが，術後輸血を要した症
例はなかった．組織型はtub1/tub2/muc; 1/7/1例，腫瘍径は41±19 mm, 深達度
はT2/3; 2/7例, リンパ節転移は，N0/1/2/3; 3/4/2例であった．また，郭清リンパ節
数は14±4.5個, 全例でPM0/DM0/RM0，R0であった． Clavien-Dindo分類3度以
上の術後合併症は1例（4.3%, 胆汁瘻）に生じた．術後在院日数は16±3.6日で，手
術関連死は認めなかった．【結語】肝切除を伴ったStage IV大腸癌に対する腹腔鏡
下大腸・肝同時切除術は安全に施行された．今後も，詳細な術前検討の上で症例
を集積すると共に，予後について検討する予定である．
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133（消）
直腸神経鞘腫の1切除例
1JCHO北海道病院消化器センター、2JCHO北海道病院消化器センター　病理
○小泉　忠史1、古家　乾1、山内　康嗣1、馬場　英1、定岡　邦昌1、
関谷　千尋1、杉山　昂1、千田　圭悟1、正村　裕紀1、中西　一彰1、
数井　啓蔵1、服部　淳夫2

【症例】60歳代、女性。【現病歴】慢性腎不全にて当院腎臓内科に通院中で、透析導
入を検討されていた。腹膜透析を希望され腹腔内のスクリーニング目的に当科紹介となった。
【生活歴】機会飲酒程度、喫煙（-）、アレルギー（-）。【既往歴】帝王切開、子宮筋腫で
手術歴あり。糖尿病、高血圧症、高脂血症、白内障。【現症】特記所見なし。【検査成
績】WBC 8190/μl、Hb 9.1g/dl、BUN 81.mg/dl、Cre 6.39mg/dl。【画像検査】大腸
内視鏡検査では直腸Rbに20mm大の急峻な立ち上がりの粘膜下腫瘍を認めた。正色調
で粘膜面に潰瘍形成は認めず、クッションサインは陰性であった。超音波内視鏡検査では
固有筋層に首座を置く24.1mm×19.4mm大の粘膜下腫瘍として描出され、内部エコー輝
度は筋層と同程度であった。カラードプラでは腫瘍内部に豊富な血流を認めた。単純CT検
査ではリンパ節の腫大や遠隔転移を疑う所見は認めなかった。単純MRI検査では腫瘤は
T1WIで低信号、T2WIでやや高信号で内部に点状の高信号となる部分を認めた。DWI
では全体的に高信号であった。FDG-PETでは直腸にSUV Max 8.8と強い集積を認めた
が、他の部位に集積は認めなかった。【経過】各種画像所見からは悪性GISTやカルチノ
イドを考えた。EUS-FNAも検討したが、患者の希望もあり当院外科で腹腔鏡補助下低位
前方切除術を施行した。病理結果ではS100（+）、c-kit（-）、 SMA（-）、 CD34（-）、
MIB-1/Ki67 index ＜ 3%で神経鞘腫の診断となった。【考察】神経鞘腫はSchwann細
胞由来の腫瘍であり、1910年のVerocayの報告以来多数の報告があるが好発部位は脊
髄、脳、頸部、四肢などであり、消化管由来のものは少ない。多彩な画像所見を呈する
こともあり術前診断が困難な場合もある。また、生検で診断がついたとしても生検のみでは
悪性度の判定は困難である。転移を認めた症例の報告もあるため、治療の第一選択とし
ては外科的完全切除とされる。今回直腸神経鞘腫の1切除例を経験した。消化管の神経
鞘腫は稀であるが、FDG-PETで強い集積を認めるなど画像上悪性腫瘍との鑑別が必要
になることもあり粘膜下腫瘍の鑑別診断の一つとして重要と考えられた。

134（消）
肝転移を伴う進行結腸癌に対して結腸全摘術＋肝部分切除術
を施行したserrated polyposis syndromeの一例
1労働者健康福祉機構釧路ろうさい病院　内科、
2労働者健康福祉機構釧路ろうさい病院　外科、
3労働者健康福祉機構釧路ろうさい病院　病理診断科、
4労働者健康福祉機構釧路ろうさい病院　臨床検査科
○中島　正人1、更科　耕一郎1、二瓶　壮史1、北原　言1、中野　真太郎1、
平田　甫1、高橋　一宏1、小林　良充1、寺下　勝巳1、羽場　真1、
曽我部　進1、小田　寿1、河合　朋昭2、石田　雄介3、高橋　達郎4、
宮城島　拓人1

症例は63歳男性。右側腹部痛を主訴に近医受診。CTで上行結腸癌疑いとなり当
科に紹介。下部消化管内視鏡にて上行結腸と横行結腸に進行癌を認め、その他
多数のsessile serrated adenoma/polypも認めた。上行結腸癌、横行結腸癌の重
複癌cStageIIIBの診断にて、結腸右半切除術を施行。pN2であり、pstageIIIBの
診断となった。術後補助化学療法としてXELOX療法を半年間施行した。
術後1年6か月の時点での下部消化管内視鏡で脾弯曲と下行結腸に進行癌を認
め、残存結腸には100個を超えるポリープの多発を認めた。また、全身転移検索
のCTにて肝S7に肝転移を認めたがその他には明らかな遠隔転移は認められなかっ
た。経過および検査所見からserrated polyposis syndromeと臨床的に診断し、残
存結腸全摘及び肝S7部分切除の方針となった。病理学的にはpN2（4/23）であり、
肝転移は結腸癌の転移で矛盾せずR0切除が可能であった。
本症例は父がポリポーシスを伴う直腸癌と診断されたとの家族歴もあり、serrated 
polyposis syndromeの可能性が高いと考えられた。若干の文献的考察を加えて報
告する。

135（消）
胃悪性リンパ腫（diffuse large B-cell lymphoma）と直腸癌
（Adenocarcioma）が併存し治療に難渋した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　病理診断科
○伊藤　聡司1、関　英幸1、平田　裕哉1、松園　絵美1、横山　文明1、
菅井　望1、藤田　淳1、鈴木　潤一1、岩崎　沙里2、鈴木　昭2

【背景】胃悪性リンパ腫と胃癌,胃悪性リンパ腫と直腸悪性リンパ腫が併存している
症例の報告は散見されるが,胃悪性リンパ腫と直腸癌が併存している例は比較的稀
である.今回胃悪性リンパ腫の全身精査時に直腸癌の併存が認められ,その治療に
難渋した1例を経験したため,ここに報告する.【症例】73歳,男性.高尿酸血症,高
脂血症にて近医通院中であった。2015年4月末より喉頭の違和感が出現したため
上部消化管内視鏡検査を施行したところ,食道胃接合部に径35mmのSMTを認め
た.食道側からの観察では表面はすべて正常食道粘膜で覆われ,胃側からの観察
ではSMTの中央部に辺縁がsmoothな径10mmの潰瘍を認めた.潰瘍面からの生検
で大型異型細胞を認めdiffuse large B-cell lymphoma（DLBCL）の診断となっ
た.一方,全身精査目的のCT検査を施行したところ直腸腫瘍,肝転移が疑われた.下
部消化管内視鏡検査を施行したところ,直腸Rbに半周性の2型腫瘍を認め,生検に
てAdenocarcinomaの診断となった.　治療方針としては,直腸癌は半周性であるも
のの胃悪性リンパ腫はKi-67 indexが90%以上と非常に増殖能が高くリンパ腫の治
療を先行する方針とした.5月より近医血液科にてR-CHOP 3コース+放射線照射を
行いCRが得られた.その後8月に当科転科しCTを行うと直腸癌,肝転移は急速に増
大していた.化学療法を予定していたが,その後閉塞性イレウスとなり当科緊急入院と
なった.当院外科にて人工肛門増設術を施行し,現在Cetuximab単剤による化学療
法を施行している.【考察】今回胃悪性リンパ腫の治療としてPrednisoloneを使用した
ことにより直腸癌が急速に進行した可能性も考えられる. 胃悪性リンパ腫と直腸癌が
併存する例は非常に稀であり,若干の文献的考察を加えて報告する.

136（消）
大腸原発のneuroendocrine carcinomaの2例
1市立室蘭総合病院　消化器内科
○伊志嶺　優1、清水　晴夫1、我妻　康平1、谷　元博1、永縄　由美子1、
佐々木　基1、村上　佳世1、佐藤　修司1、金戸　宏行1

今回我々は大腸原発のneuroendocrine carcinoma（NEC）の2例を経験したので
報告する．症例1は67歳女性．2010年6月に血便を主訴に当科受診，精査の下部
内視鏡検査（CS）でRbに2型病変を認めた.同部位の生検はNECの診断で,同年8
月に腹会陰式直腸切断術を施行．切除標本の病理学的診断はNECのpStageIIIb
であった.術後補助化学療法として肺小細胞癌に準じたCPT－11+CDDPを同年11
月から開始，計4コース施行した．以降，外来にて経過観察となっているが，5年以上
の期間再発なく,長期生存中である．症例2は70歳男性．2015年7月に他科で撮影
したPET－CTで上行結腸に集積を認め，精査のCSで同部位に2型病変を認めた．
同部位の生検はNECの診断で,同年9月に右半結腸切除術を施行．切除標本の病
理学的診断は,NECのpStageIIIbであった.術後補助化学療法として大腸癌に準じ
たXELOXを同年10月より開始している.大腸原発のNECはまれな疾患で，悪性度
が高く予後不良である．治療は外科的切除が基本であるが，切除可能であっても術
後早期に遠隔転移やリンパ節転移をきたすことが多い．術後補助化学療法について
は実施が推奨されているものの，特定の推奨レジメンはなく，本邦でも確立した治療
方針は存在しない．化学療法については近年，大腸癌に準じたレジメンおよび肺小
細胞癌に準じたレジメンが有効であったとの報告が存在する．症例1では術後補助化
学療法が奏功した可能性も示唆されるが，大腸原発のNECに対する術後補助化学
療法についての報告は少なく，抗癌剤のレジメン選択に際しての指標として何が有効
であるかは，いまだ不明と言わざるを得ない．本症例のような比較的まれな癌の標準
治療を確立するために，今後も更なる症例の集積が求められる．
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137（消）
同時性4多発大腸癌の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、石王　応知1、武藤　瑞恵1、市來　一彦1、石川　千里1、
井上　充貴1、合地　美香子2、石井　大介2、北　健吾2、木田　裕之2、
後藤　順一2、橋本　道紀2、稲葉　聡2、矢吹　英彦2

【はじめに】大腸は他臓器に比べ多発癌が発生する頻度が高いと言われているが、4
多発癌以上の高次多発癌は稀である。同時性4多発癌は大腸癌の0.07%と報告さ
れている。今回我々は3ヵ所の早期癌と1ヵ所の進行癌を併発した同時性4多発大
腸癌の症例を経験したので報告する。【症例】78歳、男性。2015年7月より血便が
出現し、下部消化管内視鏡検査を施行したところ、S状結腸に2型腫瘍、下行結腸
にIIa+IIc病変とIsp病変、横行結腸にLST-NGを認めた。CT検査では明らかな肝
転移、肺転移を認めなかった。基礎疾患に特発性間質性肺炎がありステロイド内服
中であったため、術後縫合不全などの合併症を考慮し、大腸亜全摘術を選択した。
病理組織結果は（1）S, 20×20mm, 2型, tub2, pSS, ly1, v1　（2）D, 10×10mm, 
0-Isp, tub1, pM, ly0, v0　（3）D, 10×10mm, 0-IIa+IIc, tub2, pSM, ly1, v1　
（4）T, 26×20mm, 0-IIa, tub1, pSM, ly0, v0.　リンパ節は腸管傍リンパ節No.231
に1個のみ転移がみられpN1であった。術後は合併症なく経過し、術後16日目で退
院となった。今後、術後補助化学療法を予定している。【考察】大腸癌が多発する
疾患として家族性大腸腺腫症（FAP）や遺伝性非ポリポーシス大腸癌（HNPCC）が
あるが、本症例は家族歴に大腸癌を有さず、78歳と高齢であることより、これらの疾
患は否定的であった。過去の同時性多発大腸癌の報告では、併発した早期大腸
癌の肉眼型はIpやIspなどのいわゆるpolypoid growthが大半を占めている。また病
理学的特徴として腺腫成分の共存（腺腫内癌）が高率であり、adenoma-carcinoma 
sequenceの関与が示唆されている。しかし、本症例では併発した3つの早期癌の肉
眼型がIsp, IIa+IIc, LSTと多岐にわたっており、また腺腫成分はいずれにも含まれ
ていなかった。多発大腸癌の癌発生経路を考える上で示唆に富む症例と考えられ、
病理組織学的検討を含めて報告する。

138（消）
化学療法後のタモキシフェン・スリンダク療法が奏功した家族
性大腸腺腫症術後の腹腔内デスモイドの1症例
1札幌清田病院　消化器内科、2札幌医科大学　血液・腫瘍内科、
3札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科、4札幌清田病院　内科
○岡本　哲郎1、村松　博士1、宮島　治也1、猪股　英俊1、佐藤　康史2、
加藤　淳二2、古畑　智久3、長町　康弘4、小池　和彦4、山内　尚文4、
後藤　義朗4、井原　康二4、西里　卓次4

家族性大腸腺腫症（FAP）の術後には高頻度に腹腔内デスモイド腫瘍（DT）を合併する。DTに
対する外科的治療は切除困難であることに加え再発率も高く、保存的な薬物療法が選択される
ようになってきた。今回われわれは、大腸亜全摘術後のFAP症例に合併した急速に増大する
DTに対して、Doxorubicin（DOC）+Dacarbazine（DTIC）による化学療法を行い腫瘍増大
を抑制し、引き続き行ったTamoxifen、Slindac治療で著明な腫瘍縮小を得た1症例を経験した
ので報告する。【症例】25歳女性。【家族歴】祖母、母、叔母、従兄：FAP。【既往歴】X-2
年 抑うつ状態。【現病歴】X-2年12月S状結腸癌、リンパ節転移にて大腸亜全摘術（札医大
外科）、術後XELOXを5コース（札医大内科）行っていたが、X年9月、術後に発生し経過観察
していた腹腔内DTが急速に増大し、緊急の化学療法を要すると判断されたため、当院に紹介
転院となった。イレウス症状を伴うChurch分類IV期の腹腔内DT（長径18cm）に対して、DTIC 
120mg/m2+DOX 16mg/m2 （day 1-4, q28 days）を4コース行った。腫瘍はわずかに縮小（同
15cm）を認めたがSDの範疇であった。食欲不振、口内炎などgrade 3, 脱毛、悪心grade 2の
有害事象あり患者希望により中止となった。X+1年1月よりTamoxifen 80mg/dayを4か月行った
ころ、腫瘍は縮小（同12cm）した。しかし、頭痛、悪心、倦怠感grade 2出現、抑うつの増悪
（自殺企図）があり治療中断となった。6月からはSlindac　300mg/dayの投与を開始したところ
DTは緩徐に縮小し、X+1年11月には長径9cmとなった。さらに、X+2年11月にも8.3cmとさらな
る縮小を認めている。なお、APC遺伝子解析の結果、exon 15, codon 1450にCGA（Arg）
→TGA（STOP）の点変異が認められた。【考案】遺伝性大腸癌診療ガイドラインでは、急速に
増大するChurch分類IVのDTには、DOX+DTICなどの強力な化学療法が推奨されているが、
本症例では引き続き行ったTamoxifen、Slindac療法が奏功し、腫瘍の制御（PRの維持）と自
覚症状の改善が得られている。詳細な経過に文献的考察を加えて報告する。

139（消）
特殊な発育形態を示した虫垂癌の1例
1釧路労災病院　消化器内科、2釧路労災病院　外科、
3釧路労災病院　中央検査科
○中野　真太郎1、羽場　真1、平田　甫1、北原　言1、二瓶　壮史1、
中島　正人1、小林　良充1、寺下　勝巳1、高橋　一宏1、曽我部　進1、
小田　寿1、宮岡　陽一2、小笠原　和宏1、高橋　達郎3、宮城島　拓人1

症例は77歳，女性．2014年に健診で便潜血反応陽性を指摘され当科でスクリーニ
ング目的の下部消化管内視鏡検査を施行したが特記すべき所見を認めなかった．
2015年7月，再度便潜血反応陽性を指摘されたため近医を受診した．血液検査にて
CEA 6.3 ng/mL，CA19-9 1481.7 U/mLと腫瘍マーカーの上昇を認めた．下部消
化管内視鏡検査にて肝湾曲近傍の上行結腸に粘膜下腫瘍様の病変を認めたた
め，精査加療目的に当科へ紹介となった．当科で施行した下部消化管内視鏡検査で
は，虫垂開口部は正常であったが回盲部より13cm肛門側の上行結腸に易出血性で
白苔を伴う表面不整な隆起性病変を認めた．同部位より生検を施行した結果，粘液
を豊富に産生する印鑑細胞様の所見であり低分化のAdenocarcinomaと確定診断
した．造影CTでは上行結腸に接するように腸管壁外に造影増強効果の弱い腫瘤を
認め，同病変から伸びる管腔構造が盲腸へと連続している所見であった．虫垂先端
部に発生した腫瘍が上行結腸へ浸潤している状態であると診断し外科的切除の方
針とした．術中所見でも同様に虫垂腫瘍の上行結腸浸潤が確認され，回盲部切除術
を施行した．病理組織学的には上行結腸の粘膜層に露出した部分は粘液癌であり，
周囲の結腸粘膜に上皮内病変を認めず，虫垂内に分化の良い成分が比較的多い
ことから虫垂癌の上行結腸壁内進展と考えられた（Colon cancer．V，muc＞＞tub2
＞tub1，int，INFb，Ly0，v0，pT4b，pN2，pPM0，pDM0，pRM0，pStageIIIb 
大腸癌取り扱い規約第8版）．本症例は虫垂先端部に生じた腫瘍が解剖学的に距
離のある上行結腸壁に浸潤する珍しい形態を呈した．虫垂に発生した腫瘍が重力に
逆らって上行結腸に浸潤するとは考えにくく，以前より虫垂が上行結腸に癒着してお
り同部位に腫瘍が発生した可能性が推測された．本症例に関して若干の文献的考
察を含めて報告する．

140（消）
当院における原因不明小腸潰瘍症例の検討
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
○櫻井　環1、久居　弘幸1、釋　亮也1、嘉成　悠介1、小柴　裕1、
宮崎　悦2、佐藤　正文3、川崎　亮輔3、行部　洋3、横山　啓介3、
池田　裕貴4

小腸潰瘍は従来比較的稀とされてきたが、近年、小腸内視鏡の普及により比較的高頻度
に認められることが明らかになった。小腸潰瘍を来す疾患はクローン病、腸管ベーチェット病、
腸結核、NSAIDs潰瘍、非特異的多発性小腸潰瘍症など多岐に渡るが、典型的な臨床
症状や病理組織所見が得られず診断に苦慮する症例も少なくない。今回我々は、2012年
から2015年に経験した原因不明の小腸潰瘍3例について検討したので報告する。
【症例1】51歳男性。生来著患なし。2012年6月腹痛主訴に搬送。画像検査でfree airを
認め、消化管穿孔の診断で緊急手術。回盲部より口側20cm～ 90cmの回腸壁が肥厚し
40cmの所で穿孔していた。穿孔部含め肥厚した小腸を切除したところ、縦走潰瘍・びらん
が多発していた。組織学的に肉芽種・血管炎・腫瘍など特異的な所見は認めず、原因不
明であった。
【症例2】73歳男性。陳旧性脳梗塞・心房細動のためアスピリン内服中。アルコール依存症
にて近医精神科に長期入院中。腹痛・嘔吐症状あり、2015年2月当院転院。造影CTで
下部回腸に広範囲に壁肥厚を認め、大腸内視鏡にて回腸末端から回盲部にかけて浅い潰
瘍が多発し繰り返し生検行うも、非特異的所見しか認めず。小腸造影では下部回腸に数十
cmに渡り全周性の管状狭窄を認めた。アスピリンを休薬し保存的に治療するも、慢性的な腹
痛のため経口摂取がままならず、3ヶ月後に回盲部含め狭窄した下部回腸を切除した。小腸
には潰瘍が多発しており、組織学的には全層性の炎症と漿膜の浮腫・線維化を認めたが、
肉芽種・腫瘍など特異的な所見はなく、原因不明であった。
【症例3】79歳女性。脳梗塞・慢性関節リウマチの既往あり、アスピリンとメソトレキセートを内
服していた。2013年7月腹痛を主訴に受診。画像上free airがあり消化管穿孔の診断にて
緊急手術。回腸末端より15cm程口側回腸に穿孔あり、消化管他部位に異常なく、穿孔部
周囲を全層切除し腸管縫合した。穿孔部は筋層が断裂、漿膜側に化膿性腹膜炎を来して
いたが、背景回腸粘膜には血管炎や肉芽種・腫瘍など特異的所見は認めず、原因不明で
あった。
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141（内）
クローン病における小腸CEの有用性と安全性
1旭川厚生病院　消化器科
○伊藤　貴博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、斎藤　義徳1、折居　裕1

【背景と目的】クローン病診断や診療におけるCEの位置付け・安全性については定
まったものはない.クローン病確定患者や疑い患者に対する小腸CEの有用性や安全
性を検討した.【対象】当院にて小腸CEを施行およびパテンシーカプセル（パテンシー）
による小腸開通性評価を受けた101名.【結果】（1）臨床症状やCT,上・下部消化
管内視鏡でクローン病の疑いがありCEを施行した患者は23名であった.23名中1名を
除いて全小腸観察可能であったが最終的にクローン病と確定診断された患者はいな
かった.これら22名のCE所見はびらん～潰瘍10名,潰瘍5名などであり,最多の最終
診断名はNSAID潰瘍（5名）であった.（2）既にクローン病と確定診断がついており小
腸病変の検索・病勢評価目的でCE・パテンシーを施行した患者は15名（小腸型4名,
小腸大腸型9名,大腸型2名）であった.1名以外全員パテンシーを内服しそのうち3名
が小腸開通性なしと判断され結果として12名がCEを施行され滞留はなかった.パテン
シーで開通性ありと判断された11名全員全小腸観察は可能であったが,パテンシーを
施行しなかった1名は潰瘍による狭窄部で停留があり全小腸観察ができなかった（全
小腸観察率91.7%）.クローン病以外の患者の全小腸観察率は92.7%（76/82）であ
り有意差はなかった.全小腸観察可能であったクローン病患者の平均胃通過時間は
61分,小腸通過時間は204分でありクローン病以外の患者（34分,289分）と比較し胃
通過時間は有意にクローン病で長かった.小腸通過時間はクローン病で短かったが胃
通過時間が長く途中でメトクロプラミドを使用した影響と考えられた.大腸型のクローン
病患者でCEを施行し新たに小腸病変を指摘された患者はいなかった.それ以外のク
ローン病患者の主要病変は不整形潰瘍50%（5/10）,アフタ30%,潰瘍廏痕10%で
あった.カプセル内視鏡インデックスの1つであるCECDAIは平均4.2であった.【結論】
CEはクローン病疑い患者における小腸病変のスクリーニングに有用な検査方法と考え
られた.クローン病確定患者においてもパテンシー検査を先行させれば安全に施行で
き,治療中の小腸病変の病勢把握に有用であると考えられた.

142（消）
当科におけるクローン病に対する長期治療成績
1北海道大学消化器内科学講座、2北海道大学大学院医学研究科がん予防内科、
3北海道大学大学院薬学研究院
○木下　賢治1、山梨　香菜1、大西　礼造1、桂田　武彦1、間部　克裕2、
武田　宏司3、坂本　直哉1

【目的】クローン病（CD）に対し抗TNF-α抗体製剤（Bio）が広く使われるようになり、CDを取
りまく治療環境は大きく変化した。今回我々は、CDに対するBio投与例の長期治療成績を
検討した。【方法】当科にて2015年10月30日までにBioが使用され、通院を継続しているCD
患者を解析の対象とした。Bioの累積投与継続率、累積手術回避率、累積非入院率を
Kaplan-Meier法で検討した。またBioの2次無効例や有害事象についても検討した。【成
績】2004年～ 2015年10月30日まで当科にて加療を継続しているCD70例中Bio使用例は
55例（78.5％）であった。CD55例中、男/女:33/22、年齢中央値:41歳（19～ 72）、発症
時年齢中央値:22歳（12～ 45）、罹病期間中央値:13.4年（9か月～ 36.7年）、小腸型/大
腸型/小腸大腸型:13/7/35、腸管切除歴:25例（45.4％）、免疫調節剤（IM）既使用:2例、
bio開始時IM併用:6例（10.9%）、Bio開始後IM追加:15例（27.2%）、成分栄養剤（ED）併
用:23例（41.8%）であった。Infliximab（IFX）:46例、Adalimumab（ADA）:9例に使用さ
れた。Bio全体の長期予後（観察期間中央値:5.3年、8か月～ 10.6年）は、Bio累積投与継
続率1年:88.7%,3年:68.0%,5年:61.8%、累積非手術回避率1年:90.9%,84.0%,73.2%、累
積非入院率1年:85.3%,3年:76.4%,5年,62.6%であった。IFXとADAの累積投与継続率は、
IFXvsADA1年:95.5%vs50.0%,3年:81.7%vs25.0%,5年:74.5%vs25.0%であった。1次無効
はADA2例（22.2%）に認めた。2次無効はIFX18例（39.1%）、ADA2例（22.2%）であった。
IFXの倍量投与は16例（34.7%）に行われた。IFXの投与時反応を7例（15.2%）に認め、不
耐例はIFX:2例（4.3%）、ADA:2例（22.2%）に認めた。なお、IFX1例（2.1%）に結核の発
症を認めた。【結論】当科でのCD患者に対するBio使用率は78.5%と効率であった。Bio開
始前の腸管切除歴を約半数に認め、難治例が多いことが示唆された。Bio開始5年後の累
積手術回避率は73.2%、累積入院回避率は62.6%とBioにより長期予後が改善される可能
性が示唆された。ADAの累積投与継続率はIFXと比べ低かった。原因としては、IFXは二
次無効となっても、倍量投与を行うことで、治療が継続されることが考えられる。

143（消）
術中ICG蛍光法の所見から温存可能な腸管を同定した非閉塞
性腸間膜虚血症（NOMI）の1例
1市立函館病院　外科
○坂本　譲1、大野　陽介1、澤野　武行1、植木　伸也1、佐藤　利行1、
笠島　浩行1、久留島　徹大1、砂原　正男1、鈴木　伸作1、木村　純1

【はじめに】非閉塞性腸間膜虚血症（NOMI）は、腸間膜の主幹動静脈に器質的な
閉塞がないにも関わらず腸管に虚血・壊死をきたし、依然として死亡率の高い致死
的内因性疾患である。また、腸管壊死を認めた際には外科的切除が必要となるが、
腸管の虚血および壊死病変が分節的で非連続性であり、腸管切除範囲の決定に
難渋することが少なくない。今回我々は、NOMIにおいて壊死腸管と温存可能な腸
管を同定するのに、術中ICG蛍光法による腸管血流評価が有用であった1例を経験
したので、若干の文献的考察を加え報告する。【症例】72歳、男性。急性硬膜
下血腫術後にて前医リハビリ入院中、意識障害と腹部膨満を認めた。腹部単純CT
を撮像したところ、小腸拡張像、門脈ガス像を認め、腸閉塞の疑いにて当院へ救
急搬送となった。当院における腹部造影CTにて、上腸間膜動脈主幹部には明らか
な閉塞は認めないものの小腸壁の造影効果不良および壁内ガス像を認め、NOMI
の疑いにて同日緊急手術を施行した。術中所見は、回腸末端から結腸には明らか
な虚血・壊死は認めなかったが、ほぼ全ての小腸は分節状・白色調に壊死を認め
た。ICG蛍光法を用いて口側・肛門側の温存可能な腸管を同定し、トライツ靭帯の
約15cm遠位から回腸末端の約30cm口側まで小腸を切除し、口側の空腸で単孔式
人工肛門を造設した。術後はICU管理を要したが良好に経過し、術後17日目に前
医へリハビリ転院となった。【まとめ】NOMIなどの虚血性腸疾患の手術においては、
可能な限り残存腸管を長くすることが大切だが、切除範囲を誤ると再手術が必要と
なる可能性がある。術中の腸管切除範囲の決定には腸管自体の血流評価が重要
であり、それを視覚的・非侵襲的に評価することが可能なICG蛍光法はNOMIにお
ける温存腸管の同定に有用と考えられた。

144（消）
Sister Mary Joseph’s Noduleが診断の契機となった膵腺扁
平上皮癌の1例
1札幌厚生病院　第2消化器内科
○夏井　宏征1、岡村　圭也1、宮川　宏之1、長川　達哉1、平山　敦1、
奥　大樹1、北川　翔1

【症例】50歳代女性【主訴】臍部腫瘤【既往歴】子宮筋腫、バセドウ病
【現病歴】2015年5月,臍部に腫瘤を自覚し,当院皮膚科を受診した.臍部腫瘤から生
検を施行したところsquamous cell carcinomaと診断された.ほぼ同時期に撮像され
た腹部CTで膵尾部に7cm大の腫瘤を認めたため膵癌の転移を疑われ,当科に紹介
となった. 【経過】当科初診時の採血では、腫瘍マーカーはCEA 2.7ng/mlは基準範
囲内であったが, SCC 1.8ng/ml, CA19-9 494.6U/mlと上昇を認めた.EUS-FNA
による膵尾部腫瘤からの生検でadenosquamous carcinomaと診断された.全身検索
をしたところ骨,肺,肝臓,脾臓,副腎,胃,腹膜,腹部リンパ節などへの多発転移を認め,
膵尾部癌（cT4N3M1 StageIVb）,臍転移（Sister Mary Joseph’s Nodule）と診
断した. 治療はFOLFIRINOX（L-OHP 130mg, 5-FU 3700mg, l-LV 311.8mg, 
CPT-11 240mg, 5-FU（bolus） 600mg）を開始した.骨髄抑制などの副作用が強く
見られたが、計4コース施行された.その後のCTでPDと判断したため,GEM1500mg
単剤に変更した.GEM1コース施行後から急激に全身状態の悪化を認め,意識障
害,DICを発症し,初回化学療法より数えて105日後に永眠された.【考察】内臓悪性
腫瘍の臍転移はSister Mary Joseph’ s Nodule（SMJN）と呼ばれ、頻度は少
ない.一般的にSMJNを認めた場合は予後不良とされ,生存期間中央値は約5ヶ月と
いう報告もある.SMJNの転移経路としては血行性,リンパ行性,腹膜播種からの浸潤,
腫瘍からの直接浸潤などがあるが,腫瘍の部位や腹膜播種の程度などから血行性も
しくはリンパ行性転移の可能性が高いと考えらえた.一方、膵の腺扁平上皮癌は膵癌
の組織型としては比較的稀であり、膵癌登録報告2007によると膵癌全体の1.0%で
ある.通常の腺癌と比べ、進行が早く予後は悪いとされる.今回、SMJNが診断の契
機となった膵腺扁平上皮癌の一例を経験したので、若干の文献的考察を踏まえて
報告する.
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146（消）
術後2度の異時性肝転移を来たし、切除しえた膵
solid-pseudopapillary neoplasiaの1例
1市立札幌病院
○寺崎　康展1、大島　由佳1、斎藤　健太郎1、上坂　貴洋1、葛西　弘規1、
皆川　のぞみ1、奥田　耕司1、大島　隆宏1、大川　由美1、三澤　一仁1

症例は57歳女性。平成19年6月に膵頭部のsolid-pseudopapillary neoplasia（以
下PSPN）の診断でPD施行。その後平成25年6月に肝S6再発を認め、肝S6部分
切除術を施行した。さらに平成27年8月、フォローアップの腹部造影CTで肝S8に11m
大の境界明瞭な腫瘤性病変を認めた。MRIでも肝細胞相で10mm大の低信号、T2
強調像、拡散強調画像では高信号を呈する結節影を認めた。再発を強く疑い、10
月に肝S8部分切除術を施行した。病理学的組織診では、いずれもPSPNの転移
であった。PSPNは若年女性に好発する、比較的予後が良好な腫瘍として知られ
ている。しかし一方、肝臓や所属リンパ節へ転移する例も見られ、必ずしも予後良
好な疾患ではない事もわかってきた。また再発症例に対しては、積極的な手術療法
を行うことが勧められている。本症例のように2度の異時性肝転移に対しそれぞれ切
除しえた症例は少なく、若干の文献的考察を加え報告する。

147（消）
Solid Pseudopapillary Neoplasmの臨床・画像所見
－膵内分泌腫瘍との比較
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○古賀　英彬1、金　俊文1、高橋　邦幸1、潟沼　朗生1、矢根　圭1、
五十嵐　聡1、北川　洸1、佐野　逸紀1、横山　健介1、山崎　大1、
永井　一正1、真口　宏介1

【目的】SPNと膵内分泌腫瘍（PNET）の臨床・画像所見を比較し、SPNの特徴を明らかにす
る。【対象と方法】2008年から2015年までに画像診断の後に外科切除術を行い、病理組織
学的にSPNと診断した10例（S群）とPNETと診断した31例（N群、G1:19, G2:10, NEC:2）を
対象とした。検討項目は1） 患者背景、 2） 占拠部位と腫瘍径、画像診断による3） 腫瘤形態
と辺縁、4） 内部性状、5） 造影態度、6） T2WI/DWI所見、とした。【結果】1） 女性がS
群 9（90.0%）、N群 16（51.6%）でS群に多く（p＜0.05）、年齢中央値はS群 41歳（22-79）、
N群 60歳（35-73）とS群で若年であった（p＜0.05）。有症状はS群 4（40.0%：腹痛4）、N群 
5（16.7%：腹痛3、低血糖発作2）であった。2） 部位（頭部：体尾部）は、S群2：8、N群9：
21、N群で多発を2例に認めた。腫瘍径中央値はS群 38.5mm（7-115）、N群 12mm（4-80）
であり、S群で大きかった（p＜0.05）。3） S群では全例境界明瞭、類円形に近いものの辺縁不
整6（60.0%）、N群では境界明瞭29（93.5%）、類円形 26（83.9%）、辺縁不整 9（29.0%）
であった。4） S群では石灰化 5（50.0%）、明らかな無エコーを伴わない嚢胞形成 5（50.0%）
であったが、N群では石灰化 4（12.9%）、嚢胞形成5（16.1%）で、S群で不明瞭な嚢胞形成
と石灰化の頻度が高かった（p＜0.05）。5）造影態度（早期濃染：遅延濃染：造影効果なし）は、
S群0：8：2、N群25：6：0であり、S群で遅延濃染が多かった（p＜0.05）。内部造影効果はS
群で均一 1（14.3%）、不均一 7（87.5%）で全例弱い造影効果であったが、N群では均一に
強い染影17（54.8%）、不均一に強い染影 11（35.5%）、弱い染影 3（9.8%）であり、S群で
不均一に弱く造影される頻度が高かった（p＜0.05）。6）T2WIでの高信号はS群 8（80.0%）、
N群 18（58.1%）、DWIでの高信号はS群 7（70.0%）、N群 26（83.9%）であり、両群に有
意差はなかった。【結語】SPNは若年女性に多く有症状を40.0%に認めた。画像検査では、
境界明瞭で不整を伴う類円形の腫瘤として認識され、PNETと比較し明らかな無エコー域を呈
さない嚢胞形成と石灰化を伴う頻度が高く、不均一な弱い遅延濃染が特徴的であった。

148（消）
膵性胸水を契機に診断された膵管胸腔瘻を形成した膵管癒合
不全の1例
1イムス札幌消化器中央総合病院消化器病センター、2砂川市立病院　内科
○岸　宗佑1、丹野　誠志1、野村　友祐1、羽廣　敦也1、葛西　幸穂1、
平田　翔1、山本　浩1、金野　陽高1、上野　敦盛1、平池　則雄1、
葛西　和博1、日下　大隆2、吉田　美佳2、吉田　行範2

症例は50歳代の男性。常習飲酒家。2015年10月中旬より咳嗽，喀痰，呼吸苦が
出現し前医受診，血液検査で血清アミラーゼ値高値，胸部単純X線写真，CTで多
量両側胸水（右優位）を認め入院，胸腔穿刺で胸水は血性かつPアミラーゼ高値で
膵性胸水であったことから，精査目的に当科紹介となった。CT，MRCPで尾側主
膵管の拡張，膵頭部に嚢胞性病変と頭側方向に縦隔へ連続する管腔構造を認め
た。EUSで尾側主膵管拡張と頭部の嚢胞性病変内に膵石を認めたことから，主膵
管内膵石で膵管内圧上昇を来たし閉塞性膵炎を発症していると判断しERPを施行
した。ERPでは主乳頭から造影を試みるも膵管は造影されず，副乳頭切開後に副
乳頭から造影すると背側膵管と嚢胞性病変，その内部に膵石，尾側主膵管の一部
が造影された。背側膵管は体部で頭側方向に屈曲しており，さらに造影すると頭側
方向に連続する管腔構造がみられ，そこから胸腔内へ造影剤流出を認めたことより，
膵管胸腔瘻と判断した。以上の所見より，本症例では膵管癒合不全による慢性膵
炎を基盤に，背側膵管内の膵石で膵管内圧上昇，膵管破綻を来たし膵管胸腔瘻を
形成したと考え，ENPD先端を瘻孔部分に留置，ソマトスタチンアナログを併用したと
ころ，膵性胸水は減少し，その後EPSに変更した。膵性胸水貯留の機序は，膵液
が後腹膜腔に漏出し，横隔膜の食道あるいは大動脈裂孔に瘻孔を形成することに
よって，縦隔内に膵液が移動し，胸膜を穿破することによって成立すると報告されて
いる。本症例では，膵管癒合不全による慢性膵炎を基盤に主膵管内膵石による膵
管内圧上昇，膵管破綻を来たし膵管胸腔瘻を形成したと推測され，CT，MRCPで
の画像に加えERPで，原因となった瘻孔の描出が可能であったので報告する。

145（消）
腸閉塞で発症した膵腺扁平上皮癌の1例
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
○山科　哲朗1、岡和田　敦1、荻野　真理子2、米森　敦哉2、黒川　貴則2、
本原　敏司2

膵腺扁平上皮癌は比較的稀な腫瘍である。病理学的には様々な量の角化扁平上
皮成分を伴う腺腫様細胞の増殖で特徴づけられ、その頻度は全膵新生物の0.9 ～
4％と報告されている。また発見時には既に多臓器浸潤を伴い膨張性発育をしてい
る場合も少なくない。自験例は腸閉塞で発症したため、可及的に大腸ステントを留置
し閉塞を解除し、その後の各種画像診断による検索で膵尾部由来の腫瘍と診断さ
れ手術が行われた。術後の病理診断はStage4bの膵尾部由来の膵腺扁平上皮癌
であった。術後の経過は良好であり4週間後より補助化学療法を開始した。補助化
学療法については症例数が少なく未だ確立はされていないが、自験例は扁平上皮
成分が多いことからFP療法（CDDP、5-FU併用）を選択した。現在は外来で慎重
に経過観察中であるが治療後6月経過したが再発兆候は認めていない。各種画像
診断を提示し、その特徴的な所見を述べる。



─ 77 ─

149（内）
膵空腸吻合部狭窄に対するShort typeシングルバルーン内視
鏡による治療成績
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○永井　一正1、矢根　圭1、高橋　邦幸1、古賀　英彬1、北川　洸1、
横山　健介1、五十嵐　聡1、佐野　逸紀1、山崎　大1、金　俊文1、
潟沼　朗生1、真口　宏介1

【目的】Short typeシングルバルーン内視鏡（short SBE）を用いた膵空腸吻合部狭
窄に対する治療成績について検討する。【方法】2015年11月までに膵空腸吻合部
狭窄に対してshort SBEを用いて治療を試みた14例を対象とした。対象の内訳は、
男性4、女性10、年齢中央値57歳（28～ 86歳）。原疾患は膵癌3、IPMN3、乳
頭部腫瘍2、胆管癌2、SPN2、NET1、慢性膵炎1。術式はPD-IA 3、PD-IIA 
11。手術から内視鏡治療までの期間の中央値は35ヶ月（7～163ヶ月）。1）自覚症
状の有無、2）膵管挿管成功率、3）初回処置内容と手技時間、4）不成功例の対
処、5）成功例の経過、6）早期偶発症について検討した。【成績】1）有症状は11
例（79%）であり、10例は膵炎を併発していた。2）初回時の膵管挿管成功率は36%
（5/14）であった。不成功9例中3例で後日再検し、2例で膵管挿管に成功した。全
体の膵管挿管成功率は50%（7/14）であった。3） 膵管挿管可能であった全例で治
療処置に成功し、内容は吻合部バルーン拡張6、排石2、EPS5、ENPD2であっ
た（重複含む）。到達時間中央値は11分（7-16）、総処置時間中央値は49分（23-
96）であった。4）不成功は全例、吻合部の同定困難が原因であった。7例中4例は
保存的加療、2例は再手術（膵空腸吻合術）、1例はEUS-rendezvousにて対処し
た。5） 内視鏡治療成功例では全例再燃を認めていない（観察期間中央値5ヶ月,0-
43ヶ月）。6） 1例（6%）で高アミラーゼ血症を認めた以外に偶発症はみられなかった。
【結語】膵空腸吻合部狭窄に対するshort SBEを用いた内視鏡治療は比較的低
侵襲であり、成功例の経過も良好で有効な手技である。但し、吻合部同定困難例
が多く、非吸収糸を用いた縫合あるいはマーキングの作成などが望まれ、外科医と
の連携が必要と考えられた。

150（消）
膵疾患におけるShear wave elastographyの有用性
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札幌共立医院　消化器内科、
4札幌医科大学　腫瘍・血液内科
○土居　忠1、久保　智洋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　慎一3、本間　久登1

【目的】Shear wave elastography（SWE）は非侵襲的に組織硬度を測定し、線維
化の進展を推定し得る検査法であり、肝疾患でその有用性が多く報告されている。
膵硬度を定量的に評価することができれば、各種膵疾患の診断にも有用であると考
えられる。そこで今回は膵疾患におけるSWEの有用性について検討した。【対象・
方法】2015年9月より11月まで当院にて膵SWEを施行した55例を対象に以下の項
目について検討した。1）正常人における膵硬度測定成功率、部位別測定成功率
および部位別膵硬度　2）正常群と各種膵疾患（膵腫瘍、慢性膵炎、早期慢性膵
炎）の膵硬度　3）Bモードエコーによる膵実質の粗造化の有無と膵硬度の関連につ
いて検討した。【結果】正常人を対象とした膵硬度測定成功率は およそ90％で、部
位別の測定成功率は膵頭部と膵体部では明らかな差は認めなかったが、膵尾部で
やや低い傾向を認めた。また正常人における部位別の膵硬度には有意差は認めら
れなかった。慢性膵炎や早期慢性膵炎では硬度は正常群に比べ有意に高く、膵癌
では腫瘍部の硬度上昇のみならず非腫瘍部でも硬度が上昇する傾向を認めた。ま
たアルコール多飲歴を有する症例やBモードエコーで膵実質の粗造化を認める症例
でも膵硬度上昇を認めた。【結語】SWEによる膵硬度測定成功率は高く、膵線維
化診断における有用性が示唆された。Bモード体外エコーで膵実質粗造化を認める
例やアルコール多飲歴を有する症例の中には慢性膵炎や早期慢性膵炎が含まれて
いると予想されることから、SWEによる膵硬度測定は慢性膵炎や早期慢性膵炎のス
クリーニング等に応用できる可能性がある。

151（消）
後腹膜血腫を契機に発見された膵十二指腸動脈瘤破裂の3例
1JA北海道厚生連　札幌厚生病院　第2消化器内科
○杉山　浩平1、宮川　宏之1、長川　達哉1、平山　敦1、岡村　圭也1、
奥　大樹1、北川　翔1

【緒言】膵十二指腸動脈瘤は稀な疾患であるが，破裂例では速やかな診断・治療を
要する．今回我々は後腹膜血腫が発見契機となった膵十二指腸動脈瘤破裂の3例
を経験したので報告する．【症例1】60歳代女性．突然の上腹部痛にて近医を受診
し，腹部CTで後腹膜腫瘍が疑われたため当科転院となった．腹部CTでは十二指
腸周囲に20cm大の血腫を疑う所見および正中弓状靭帯による腹腔動脈起始部圧
迫症候群 （celiac axis compression syndrome: CACS）があり，血管造影検査で
は明らかな血管外漏出像はなかったが前下膵十二指腸動脈の口径不整像を認め
たため，同部位を出血源と考えコイル塞栓術を施行した．術後，一時的に十二指腸
の浮腫性狭窄を認めたが保存的に軽快し退院となった．【症例2】50歳代男性．突
然の腹痛にて当院救急外来を受診し，腹部CTで10cm大の後腹膜血腫を疑う所見
およびCACSの所見を認めたため当院入院となった．血管造影検査で後上膵十二
指腸動脈に5mm大の動脈瘤を認めコイル塞栓術を施行し，術後経過は良好で退院
となった．【症例3】50歳代男性．突然の腹痛と嘔気にて近医を受診し，腹部CTで
十二指腸の閉塞を認めた．保存的加療で症状は軽快したが，原因精査目的に当科
紹介となった．腹部CTで十二指腸水平脚腹側に2cm大の血腫，CACSおよび動脈
瘤を疑う所見を認めた．血管造影検査で下膵十二指腸動脈の枝に4mm大の動脈
瘤を認めNBCA塞栓術を施行し，術後経過は良好で退院となった．【考察】後腹膜
血腫が発見契機となった膵十二指腸動脈瘤破裂の3例を経験した．CACSを伴う後
腹膜血腫例では膵十二指腸動脈瘤破裂を念頭に置き，造影CTでの微細な所見を
見逃さないこと，診断・治療を目的とした血管造影検査を施行することが重要と考え
られた．

152（内）
EUS-FNAが診断に有用であった、経皮生検困難な腎癌の一例
1札幌医科大学　腫瘍・血液内科学講座、2札幌医科大学　放射線医学講座、
3札幌医科大学　泌尿器科学講座
○小野　道洋1、石川　和真1、松野　鉄平1、佐藤　勉1、佐藤　康史1、
宮西　浩嗣1、小船　雅義1、廣川　直樹2、坂田　耕一2、舛森　直哉3、
加藤　淳二1

腎癌の80％は特徴的な画像のみで確定診断に至ることが可能な淡明細胞癌であ
る。非淡明細胞型腎癌は画像のみでは確定診断が困難であり、切除が考慮され
る。根治切除不能であっても減量手術が施行されて確定診断に至ることが多いが、
4cm以下（T1a）の腫瘍で転移がある場合には、治療方針決定のために経皮生検が
考慮される。しかし、比較的小さな腫瘍の場合は、部位によっては経皮生検が困
難なことがある。今回我々は、経皮生検は困難であったが超音波内視鏡下穿刺吸
引術（EUS-FNA）で確定診断を得ることができた右腎癌を経験したので、報告する。
【症例】40歳台、男性【主訴】腰痛【既往歴】なし【現病歴】9ヶ月間持続する腰
痛を主訴に近医の整形外科を受診したところ、腰椎の病的骨折と診断された。更
にPET-CTで頭蓋骨、脊椎に多数の集積亢進を指摘され、転移性骨腫瘍が疑わ
れた。原発巣検索目的に2015年5月に当科紹介入院となった。【経過】造影CTで
右腎上極に25mm大のわずかに造影される腫瘤と、肺に多発する粒状影を認めた。
当院泌尿器科との協議の結果、右腎原発の悪性腫瘍が疑われたが、淡明細胞癌
の特徴的な画像所見ではないことから、経皮生検による確定診断を試みることとなっ
た。放射線科にて経後腹膜的針生検が試みられたが、腎門を介するため困難であ
り、組織を採取できなかった。また、経肝的には穿刺可能であったが、腹腔内出
血のリスクがあることから施行されなかった。そこでEUS-FNAを試みる方針となった。
コンベックス型超音波内視鏡で十二指腸下行脚より右腎を描出すると、振動子に近
い位置に低エコー腫瘤として病変が描出された。介在する血管はなく、安全に穿刺
が可能と考えられ、22G針で穿刺を行った。肉眼的に十分な白色検体が採取され、
迅速細胞診でも異型細胞が採取されていることが確認された。偶発症なく手技を終
了し、後日の病理診断で非淡明型の乳頭状腎細胞癌の診断に至った。
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154（内）
EUS-FNAが診断に有用であった転移性脾腫瘍の1例
1製鉄記念室蘭病院　消化器内科・血液腫瘍内科、
2札幌医科大学　腫瘍・血液内科、3北海道がんセンター　消化器内科、
4製鉄記念室蘭病院　外科、5製鉄記念室蘭病院　産婦人科、
6製鉄記念室蘭病院　病理臨床検査室
○安部　智之1、藤井　重之1、山田　充子1、黒田　裕行1、前田　征洋1、
佐藤　健2、中村　元2、濱口　孝太2、山内　夏未2、堀口　拓人2、林　毅3、
仙丸　直人4、齋藤　雅恵5、南　妃奈5、藤田　美悧6

　症例は60代、女性。便潜血陽性を指摘され、2013年6月当科初診。胸腹部CTを撮影したとこ
ろ、脾臓に辺縁優位にごくわずかながら染まる腫瘤を認めた。PET-CTを撮影したが、非特異的な
所見であり、MRIでは悪性の可能性が低いと考えられたため、以後、定期的に画像検査でフォロー
アップしていた。2015年3月のCT検査で、脾腫瘍は増大傾向となっており、膵尾部癌の浸潤も疑わ
れたため、PET-CT撮影。膵尾部～脾臓の病変に集積亢進を認め、悪性病変の可能性を指摘さ
れた。脾腫瘍に対する組織診断が必要と考え、4月EUS-FNAを施行したところ、adenocarcinoma, 
moderately differentiated type with psammomatous bodies （ calcifications ） との病理結果で、
卵巣の serous papillary adenocarcinoma などの転移が示唆された。当院産婦人科へコンサルトし
たが、本患者は子宮筋腫のため子宮全摘術＋右卵巣摘出術後であり、残存している左卵巣には腫
瘍を認めないとの返事であった。しかし、産婦人科で施行したMRI検査で腹膜に小結節を認め、腹
膜播種あるいは腹膜癌疑いを指摘された。そのため、当院外科に依頼し、診断的加療目的に5月、
腹腔鏡補助下膵体尾部切除術を施行。術中、S状結腸近傍に結節を認め、一緒に切除された。
病理診断の結果、脾腫瘍は卵巣癌、S状結腸近傍の結節は播種病変に一致する所見であった。そ
こで、当院産婦人科に依頼し、7月腹腔鏡下左卵巣切除術を施行。病理結果は serous papillary 
adenocarcinoma であった。以後、当院産婦人科で化学療法施行中である。　これまでの報告で
は脾腫瘍の診断は非侵襲的な画像検査だけでは困難であり、多くの症例では診断的治療として脾
臓摘出術が行われている。最近は腹腔鏡下脾臓摘出術が行われるようになり、以前よりも低侵襲
で治療が行えるようになってきている。しかし脾摘後重症感染症などの合併症も少なからず存在するこ
とから、術前に組織診断を行い脾摘の必要性を判断することは重要である。脾腫瘍に対するEUS-
FNAでの診断の報告は少なく、若干の文献的考察をふまえ報告する。

155（内）
抗血栓薬内服中患者における超音波内視鏡下穿刺吸引法の
安全性に関する多施設共同前向き観察研究
1北海道大学大学院医学研究科　消化器内科、2手稲渓仁会病院　消化器病センター、
3市立苫小牧病院　消化器内科、4札幌医科大学　腫瘍・血液内科、
5北見赤十字病院　消化器内科、6NTT東日本札幌病院　消化器内科、
7釧路労災病院　消化器内科、8帯広厚生病院　消化器内科、9渓和会江別病院　消化器内科、
10市立函館病院　消化器内科、11網走厚生病院　内科・消化器科、
12王子総合病院　消化器内科、13北海道医療センター　消化器内科
○川久保　和道1、矢根　圭2、江藤　和範3、石渡　裕俊4、江平　宣起5、羽場　真6,7、
松本　隆祐8、品田　恵佐9、大和　弘明10、工藤　大樹7,10、小野寺　学6,11、奥田　敏徳12、
多谷　容子13、川畑　修平1、久保　公利1、久保田　良政1、桑谷　将城1、河上　洋1、
潟沼　朗生2、上林　実3、林　毅4

背景：超音波内視鏡下穿刺吸引法（EUS-FNA）は，胆膵疾患，消化管粘膜下腫瘍，リンパ
節腫脹の組織学的診断において必要不可欠な検査である．近年，高齢化社会に伴い，抗血
栓薬内服中の患者が急増している．今回，我々は日本消化器内視鏡学会からのガイドラインを
基にし，抗血栓薬内服中患者におけるEUS-FNAの安全性を検討する目的で，北海道内にお
ける多施設共同前向き観察研究を行った．方法：2012年9月から2015年9月まで，北海道内
13施設において，EUS-FNAを予定された患者のうち，抗血栓薬を内服しており，血栓症発生
の高危険群を対象とした．抗血栓薬の休薬方法は，日本消化器内視鏡学会のガイドラインを遵
守するようにした．主要評価項目は，出血性偶発症の発生頻度，副次的評価項目は，血栓塞
栓症の発生頻度，その他の偶発症とした．結果：2629例のEUS-FNAのうち，120例で抗血
栓薬内服中であった．33例は血栓塞栓症の低危険群，残りの87例が高危険群，2例が除外
となり85例を解析対象とした．抗血栓薬の内訳は，アスピリン43，チエノピリジン系30，ワーファリ
ン25，NOAC14，その他12，単剤51例，2剤28例，3剤6例．年齢中央値74歳（範囲40-85），
男性/女性62/23，平均血小板数19.5万/μl，平均PT-INR1.12．穿刺対象は膵54，リンパ節
11，胆道5，粘膜下腫瘍10，その他5．腫瘍径中央値24.2mm．穿刺針19/22/25G:11/65/9．
穿刺回数中央値3回（範囲1-7）．出血性偶発症を2例（2.4%，95%信頼区間0.6-8.3%）に認
めた．1例はアスピリン，プラビックス内服中，胃SMTに対し19G針で2回穿刺，術後血胸とな
り外科的止血術を要した．もう1例はワーファリン内服中，腹腔内リンパ節に対し25G針で穿刺，
術後10日目に下血にて受診，十二指腸潰瘍にて輸血を要した．血栓塞栓症は認めず、その
他の偶発症を3例（いずれも穿刺部膿瘍）に認めた．結語：抗血栓薬内服中で，血栓塞栓症
の高危険群に対するEUS-FNAにおける出血性偶発症は少ないとは言えない．

153（内）
リンパ腫に対するEUS-FNAは，治療方針の決定に有用である
～当院における原因不明の縦隔腹腔内病変に対する診断方
針の検討～
1NTT東日本札幌病院　消化器内科、2釧路労災病院　内科、
3NTT東日本札幌病院　血液・腫瘍内科、
4NTT東日本札幌病院　臨床検査科
○小野寺　学1、羽場　真2、吉田　将大1、重沢　拓1、松本　美櫻1、
太宰　昌佳1、横山　朗子1、吉井　新二1、吉田　美穂3、西尾　充史3、
高桑　康成4、佐藤　昌明4

【背景】EUS-FNAが普及し，様々な部位への穿刺が積極的に施行され，原因不明癌もしくはリンパ
腫も診断可能となってきた．【目的】当院におけるリンパ腫へのEUS-FNAの成績を評価し，その有用性
を明らかにすること．【対象/方法】2013年4月から2015年11月まで，EUS-FNAを施行した174例のう
ち，原発不明癌やリンパ腫が疑われた22例を対象とした．EUS-FNAは腸管（食道，胃，結腸）からコ
ンベックス内視鏡で観察可能な病変を穿刺した．特にリンパ腫と最終診断されている13例について，後
方斜視的に検討した．【結果】対象22例の内訳は，9例（上皮性腫瘍6例，炎症性病変2例，神経原
性腫瘍1例）はリンパ腫以外の病変で，13例がリンパ腫であった．リンパ腫の詳細；1）年齢：69.6（30-
94）才，2）性別：男6女7，3）部位：縦隔5例，腹腔内病変8例，4）平均最大径；42.8（17-90）mm，
5）診断率；病理組織診断（HE＋免疫染色）23%（3/13），血液内科医がFNA検体からのFCM等
の表面マーカーを追加検討した総合診断69%（9/13）であった．診断し得なかった4例の内訳は，検体
不足で組織診断，表面マーカーで診断不能が3例，リンパ腫を疑っておらず，表面マーカーの情報なし
が1例であった．全例外科的診断を追加し，診断された．原発不明癌も含めた全体の診断率は81.8%
（18/22）であった．【考察】病理組織診断（HE+免疫染色）のみでは，診断能は高くなかったが，表
面マーカー等の検査を付加することにより，上乗せ効果が大きかった．【当科の方針】I.EUS-FNAで，
上皮系腫瘍，リンパ腫等の鑑別を行う．II.最初からリンパ腫を疑う病変には，血液内科と相談の上，表
面マーカー等の提出を行う．III.最終的には血液内科専門医の総合判断（病理＋他のマーカー）となる
ので，評価に耐えうる検体の採取を目指す．【結語】初診時より重篤な症例も多いリンパ腫患者には，
EUS-FNAは低侵襲で施行し得，治療方針決定に有用であった．原発不明の疾患には，リンパ腫も
含まれており，EUS-FNAは，血液内科専門医，病理専門医の在籍する医療機関で行うべきである．
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本北海道支部例会を開催するにあたりまして、次の皆様からご支援・ご協力を頂きました。
心より感謝申し上げます。

第118回日本消化器病学会北海道支部例会
会長　太　田　智　之

第112回日本消化器内視鏡学会北海道支部例会
会長　鈴　木　潤　一

協 賛 企 業 一 覧 

味の素製薬株式会社

アストラゼネカ株式会社

株式会社アビス

株式会社アムコ

MSD株式会社

株式会社大塚製薬工場

オリンパス株式会社

カイゲンファーマ株式会社

ギリアド・サイエンシズ株式会社

沢井製薬株式会社

株式会社 JIMRO

大日本住友製薬株式会社

株式会社竹山

中外製薬株式会社

東芝メディカルシステムズ株式会社

日本イーライリリー株式会社

日本化薬株式会社

ニプロ株式会社

ノバルティスファーマ株式会社　

富士フイルムメディカル株式会社

ブリストル・マイヤーズ株式会社

ボストン・サイエンティフィック・ジャパン株式会社

堀井薬品工業株式会社

株式会社ムトウ

持田製薬株式会社

株式会社ヤクルト本社

（五十音順）



高カロリー輸液用　糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液

1 2

ELNEOPA  No.1 Injection

ELNEOPA  No.2 Injection

◇効能・効果、用法・用量、警告・禁忌を含む使用上の注意等は、製品添付文書をご参照ください。

処方箋医薬品* 薬価基準収載

＊注意̶医師等の処方箋により使用すること

処方箋医薬品* 薬価基準収載

＊注意̶医師等の処方箋により使用すること

〈’15.11作成〉
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薬価基準収載

〈アルギン酸ナトリウム製剤〉

逆流性食道炎に

効能・効果、用法・用量、使用上の注意等
につきましては添付文書をご参照ください。

http://www.kaigen-pharma.co.jp
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