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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 206会議室にて行います。
 受付時間は下記の通りです。
 3月3日（土）8：00～ 16：30
 3月4日（日）8：30～ 12：00

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．日本消化器病学会専門医更新単位登録について
 ● 第122回日本消化器病学会北海道支部例会への出席で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。
 ● 日本消化器病学会北海道支部第14回専門医セミナーへの出席で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。
 ※今回より単位登録方法が変更になりました。
 　 参加証に記載されている15桁の出席番号を日本消化器病学会ホームページ（http://www.jsge.or.jp/）にあ

るパーソナルページから登録をすることにより、出席ポイントを保存することができます。登録すること
により更新時、参加証の提出が不要となります。登録をしない場合、更新書類に参加証コピーを貼付する
方法で更新手続きを行ってください。

６． 一般社団法人日本消化器内視鏡学会専門医更新単位登録について
  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
 　2018年3月3日（土）16：40～ 17：40　204会議室
  ○第121回日本消化器病学会北海道支部例会奨励賞表彰式
 　2018年3月4日（日）11：40～ 11：55　204会議室
  ○第116回日本消化器内視鏡学会北海道支部例会奨励賞表彰式
 　2018年3月4日（日）11：40～ 11：55　204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、展示会場内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3日（土）～ 4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23日（金）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/jsge122-jges116-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（消化器病） 発表8分、質疑2分（総合討論あり）

シンポジウム（内視鏡） 発表8分、質疑2分（総合討論あり）

一般演題 発表5分、質疑2分

内視鏡プレナリー 発表7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2分

内視鏡専修医・研修医優秀演題選考 発表5分、質疑2分

３． PC受付　2F小ホール前
 受付時間 3月3日（土）8：00～ 15：00
  3月4日（日）8：30～ 12：00

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、2016）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116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．  会場でご用意するPCケーブルのコネクターの形状はMiniD-sub15ピンです。
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３．  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、必ずご自身でお持ちください。

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、TimesNewRoman

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
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会議室

第4会場
2F 207会議室

展示会場
2F 206会議室

シンポジウム（消）
「100％SVR時代の

C型肝炎SVR後の評価と課題」
9:00～10:50

座長：森川賢一
　　 小関　至

小腸1
9:00～9:28
柳澤秀之

その他1
9:00～9:35
正村裕紀

胆１
9:00～9:35
久居弘幸

胆2
9:37～10:05
金　俊文

大腸1
10:07～10:42
武藤修一

胆3
10:44～11:19
宮川宏之

胆4
11:21～11:56
野路武寛

大腸2
14:05～14:47
吉田　雅

その他2
9:38～10:06
目黒高志

肝2
11:25～11:53
髙木秀安

膵1
10:09～10:51
本谷雅代

肝1
10:54～11:22
須田剛生

小腸2
9:31～9:59
小林寿久

内視鏡プレナリー
10:02～10:32
山下健太郎

胃・十二指腸1
10:35～11:03
住吉徹哉

胃・十二指腸2
11:06～11:34
小野寺馨

内視鏡研修医優秀演題選考
10:53～11：21
盛一健太郎

内視鏡専修医優秀演題選考
11:24～11:52
桂田武彦

ランチョンセミナー2
共催：オリンパス株式会社
12:00～12:55

ランチョンセミナー3
共催：ヤンセンファーマ株式会社
　　田辺三菱製薬株式会社

12:00～12:55

胃・十二指腸3
14:05～14:33
海老原裕麿

3月3日（土）

特別講演
「C型肝炎ウイルス基礎研究の

過去、現在、未来」
13:00～14:00
座長：古家　乾
演者：脇田隆字

女性医師の会企画
『頑張れ、女性医師！』
14:05～14:35

座長：加藤淳二、古家　乾

専門医セミナー
14:50～16:20
桒谷将城
矢根　圭

ランチョンセミナー1
共催：アッヴィ合同会社
12:00～12:55

日本消化器病学会評議員会
16:40～17:40

展示会場
9:00～16:30

プ　ロ　グ　ラ　ム　日　程　表
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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会議室

第4会場
2F 207会議室

展示会場
2F 206会議室

3月4日（日）

8:30～　　 受付開始

シンポジウム（内）
「後輩に伝えたい内視鏡魂：診断と

治療の基本とこだわり」
9:00～10:30

座長：垂石正樹
　    吉井新二

消化器病研修医優秀演題選考
10:33～11:01
潟沼朗生

消化器病専修医優秀演題選考
11:04～11:39
小川浩司

消化器病・内視鏡合同表彰式
11:40～11:55

ランチョンセミナー4
共催：杏林製薬株式会社
12:00～12:55

閉会式

食道　9:00～9:21
岡原　聡
胃・十二指腸4
9:24～9:52
清水晴夫

胃・十二指腸5
9:55～10:23
田沼徳真

胃・十二指腸6
10:26～11:15
奥田博介

ランチョンセミナー5
共催：バイエル薬品株式会社

12:00～12:55
　

膵2
9:00～9:28
浅野賢道

膵3
9:31～10:06
長川達哉

肝3
10:09～10:37
土居　忠

肝4
10:40～11:15
中西一彰

肝5
11:18～11:46
玉木陽穂

ランチョンセミナー6
共催：武田薬品工業株式会社

12:00～12:55

大腸3
9:00～9:28
阿部雅一

大腸4
9:31～9:59
山野泰穂

大腸5
10:02～10:30
前本篤男

大腸6（IBD）
10:33～11:08
那須野正尚 展示会場

9:00～13:00
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〈201+202会議室〉
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E
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PC受付

会　場　案　内　図
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特別講演 3月3日（土）　13：00～ 14：00　第1会場（2F　204会議室）

C型肝炎ウイルス基礎研究の過去、現在、未来
座長：古家　　乾（独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）北海道病院）
演者：脇田　隆字（国立感染症研究所）

女性医師の会企画 3月3日（土）　14：05-14：35
『頑張れ、女性医師！』 　第1会場（2F　204会議室）

座長：加藤　淳二（札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座）
　　　古家　　乾（独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）北海道病院）

講演1. 消化器病学会－イクボス宣言のおすすめ
演者：長谷部　千登美（旭川赤十字病院　消化器内科）

講演2. 女性医師のキャリア形成と維持
  －新専門医制度の時代を迎えて
演者：本谷　雅代（札幌医科大学医学部　消化器内科学講座）

日本消化器病学会北海道支部
第14回専門医セミナー

　3月3日（土）　14：50～ 16：20
第1会場（2F　204会議室）

講演1.  EUS up-to-date 胆膵領域におけるラジアル型EUSと 
  コンベックス型EUSの描出法と使い分け
座長：桒谷　将城（北海道大学病院　光学医療診療部）
演者：矢根　圭（手稲渓仁会病院　消化器病センター）

講演2. EUS関連インターベンションとそのエビデンス
座長：矢根　圭（手稲渓仁会病院　消化器病センター）
演者：桒谷　将城（北海道大学病院　光学医療診療部）

プ ロ グ ラ ム
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　シンポジウム（消） 3月3日（土）9：00～ 10：50　第1会場（2F　204会議室）

100％ SVR時代のC型肝炎SVR後の評価と課題
座長：森川　賢一（北海道大学病院　消化器内科）
　　　小関　至（札幌厚生病院　消化器内科（肝臓内科））

S-1（消） MR Elastography・IDEAL IQ によるC型肝炎DAA治療SVR後の評価
 ○鈴木　康秋1、上原　聡人1、上原　恭子1、久野木　健仁1、藤林　周吾1、芹川　真哉1　
 1名寄市立総合病院　消化器内科

S-2（消） C型肝炎治療前後の肝硬度, 脂肪化（CAP）および血液生化学的検査の変化と治療後肝発癌についての検討
 ○馬場　英1、古家　乾1、須田　剛生2、森川　賢一2、坂本　直哉2　
 1JCHO北海道病院　消化器センター、2北海道大学大学院医学研究科　内科学講座　消化器内科学分野

S-3（消） 慢性C型肝炎合併透析症例に対する治療成績と臨床パラメーターの変化検討
 ○須田　剛生1、小川　浩司1、坂本　直哉1

 1北海道大学病院　消化器内科

S-4（消） HIV/HCV重複感染の治療到達点と新たな課題
 ○荘　拓也1、小川　浩司1、坂本　直哉1

 1北海道大学病院　消化器内科

S-5（消） C型肝炎におけるDAA治療SVR後の肝発癌危険因子の検討
 ○林　秀美1、澤田　康司1、長谷部　拓夢1、中嶋　駿介1、藤谷　幹浩1、奥村　利勝1　
 1旭川医科大学　内科学講座　消化器・血液腫瘍制御内科学分野

S-6（消） 肝移植後の抗C型肝炎ウイルス療法の検討
 ○中村　晃久1、森川　賢一1、鈴木　和治1、大原　正嗣1、川岸　直樹1、出水　孝章1、梅村　真知子1、
 　中井　正人1、荘　拓也1、須田　剛生1、小川　浩司1、坂本　直哉1　
 1北海道大学大学院　医学研究科　消化器内科

S-7（消） DAA治療が肝癌再発と門脈圧亢進症に与える影響
 ○中島　知明1、髭　修平1、狩野　吉康1

 1札幌厚生病院　消化器内科（肝臓内科）

S-8（消） C型慢性肝炎に対するインターフェロンフリーDAAが脂質に与える影響
 ○松居　剛志1、姜　貞憲1、山本　恭史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

S-9（消） C型肝炎に対するDAA治療後の肝線維化改善効果および肝発癌状況の検討
 ○山本　義也1、北潟谷　隆1、霜田　佳彦1、伊藤　淳1、大野　正芳1、工藤　大樹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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　シンポジウム（内） 3月4日（日）9：00～ 10：30　第1会場（2F　204会議室）

後輩に伝えたい内視鏡魂：診断と治療の基本とこだわり
座長：垂石　正樹（市立旭川病院　消化器内科）
　　　吉井　新二（NTT東日本札幌病院　消化器内科）

S-10（消） 手の小さい術者におけるアングルノブアタッチメントの有用性
 ○松本　美桜1、多谷　容子1、桜井　健介1、佐々木　塁1、常松　聖司1、馬場　麗1、武藤　修一1、
 　木村　宗士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

S-11（内） 食道上皮内腫瘍におけるNBI血管間色調変化の診断能についての検討－ヨード染色との対比　
 ○安孫子　怜史1、清水　勇一2、高橋　正和2、石川　麻倫2、松田　可奈1、宮本　秀一2、山下　允孝2、
 　津田　桃子1、山本　桂子2、森　康明2、中川　学2、小野　尚子2、中川　宗一2、工藤　俊彦1、
 　坂本　直哉1

 1北海道大学病院　消化器内科、2北海道大学病院　光学医療診療部

S-12（内） 背景粘膜診断からの効率的な胃癌スクリーニングとIEE有用性
 ○間部　克裕1、西村　友佑1、久保　公利1、加藤　元嗣1

 1国立病院機構　函館病院　消化器科

S-13（内） routineにNon traumatic tubeを用いた大腸内視鏡観察法の工夫
 ○檜森　亮吾1、森園　竜太郎1、山野　泰穂2

 1勤医協中央病院　消化器内科、2札幌医科大学医学部　消化器内科学講座

S-14（内） 当院における閉塞性大腸癌に対するBTSとしてのステント治療と予後の検討
 ○成瀬　宏仁1、北潟谷　隆1、霜田　佳彦1、伊藤　淳1、大野　正芳1、工藤　大樹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

S-15（内） 縦隔腹腔内リンパ腫診断におけるEUS-FNA診断へのこだわり
 ～消化器内科，血液内科，臨床検査科の三科連携による診断能向上への追及～
 ○小野寺　学1、江上　大基1、鈴木　茉理奈1、宮本　大輔1、太宰　昌佳1、吉井　新二1、吉田　美穂2、
 　西尾　充史2、佐藤　昌明3、高桑　康成3

 1NTT東日本　札幌病院　消化器内科、2NTT東日本　札幌病院　血液・腫瘍内科、3NTT東日本　札幌病院　臨床検査科

S-16（内） Needle knife papillotomy and needle knife fi stulotomy for diffi  cult biliary cannulation
 ○久居　弘幸1、櫻井　環1、小柴　裕1、山内　夏未1、宮崎　悦2、飴田　咲貴3

 1伊達赤十字病院　消化器科、2伊達赤十字病院　内科、3札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座・血液内科学
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［3月3日（土）］

第1会場（2F　204会議室）

　シンポジウム（消） 3月3日（土）9：00～ 10：50

　内視鏡研修医優秀演題選考 3月3日（土）10：53～ 11：21

座長：盛一　健太郎（旭川医科大学内科学講座　消化器・血液腫瘍制御内科学分野）

001（内） Nivolumab関連の出血性胃炎の1例
 ○小助川　紗弥1、林　優希1、三宅　高和1、大久保　陽介1、福田　昴一郎1、鈴木　一也1、米澤　和彦1

 1市立釧路総合病院　消化器内科

002（内） 同時多発した胃底腺型胃癌
 ○土田　直央1、松薗　絵美1、山口　巧1、松原　悠1、曽我部　進1、菅井　望1、関　英幸1、藤田　淳1、
 　鈴木　潤一1、柳内　充2、鈴木　昭2

 1KKR札幌医療センター　内科、2KKR札幌医療センター　病理診断科

003（内） 直腸アニサキス症の1例
 ○田上　敬太1、内藤　崇史1、矢島　秀教1、矢花　崇1、仲地　耕平1、安達　雄哉1、有村　佳昭1、
 　近藤　吉宏1

 1小樽市立病院

004（内） 当院におけるイレウス管の現状と留置後管理の重要性
 ○佐藤　孝大1、常松　聖司1、桜井　健介1、佐々木　塁1、多谷　容子1、松本　美桜1、馬場　麗1、武藤　修一1、
 　木村　宗士1

 1独立行政法人国立病院機構　北海道医療センター

　内視鏡専修医優秀演題選考 3月3日（土）11：24～ 11：52

座長：桂田　武彦（北海道大学病院　光学医療診療部）

005（内） 胃粘膜の敷石状・ひび割れ様変化と胃酸分泌抑制薬との関連性についての検討
 ○桜井　健介1、常松　聖司1、佐々木　塁1、多谷　容子1、松本　美桜1、馬場　麗1、武藤　修一1、
 　木村　宗士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

006（内） 2 in 1 スネア SOUTENを用いた大腸腫瘍におけるprecutting EMR/ESDの有用性の検討
 ○鈴木　茉理奈1、江上　太基1、太宰　昌佳1、小野寺　学1、宮本　大輔1、横山　朗子1、吉井　新二1

 1NTT東日本札幌病院　消化器内科

007（内） 当院における大腸用メタリックステントの使用状況
 ○山田　錬1、伊藤　憲1、西澤　竜也1、小林　智絵1、江藤　和範1、山本　文康1

 1苫小牧市立病院

008（内） 手術高リスクな胆嚢炎症例に対する内視鏡的胆嚢ドレナージ術の検討
 ○柴田　敬典1、小野　道洋1、村松　丈児1、渡邊　晃一1、山田　充子1、安部　智之1、黒田　裕行1、藤井　重之1、
 　前田　征洋1、佐賀　潤也2、佐藤　昌則2

 1製鉄記念室蘭病院　消化器内科・血液腫瘍内科、2札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座・血液内科学

　ランチョンセミナー 1 3月3日（土）12：00～ 12：55

共催：アッヴィ合同会社
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　特別講演 3月3日（土）13：00～ 14：00

　女性医師の会企画『頑張れ、女性医師！』 3月3日（土）14：05～ 14：35

　日本消化器病学会北海道支部第14回専門医セミナー 3月3日（土）14：50～ 16：20

　日本消化器病学会北海道支部例会評議員会 3月3日（土）16：40～ 17：40

第2会場（2F　小ホール）

　小腸1 3月3日（土）9：00～ 9：28

座長：柳澤　秀之（帯広厚生病院　消化器内科）

009（内） 小腸腫瘍を契機に診断された多発性骨髄腫の１例
 ○松田　可奈1、小野　尚子2、石川　麻倫2、宮本　秀一2、安孫子　怜史1、津田　桃子1、山本　桂子2、工藤　俊彦1、
 　清水　勇一2、坂本　直哉1

 1北海道大学大学院　医学研究科　消化器内科、2北海道大学病院光学医療診療部

010（消） 腹膜播種を伴った小腸癌の1例
 ○小野　賢人1、杉山　祥晃1、岸　法磨1、太田　勝久1、齋藤　敦1、相馬　学1、松崎　伸幸1、
 　阿部　真美1、藤井　常志1、長谷部　千登美1、菊地　智樹2、小幡　雅彦2

 1旭川赤十字病院　消化器内科、2旭川赤十字病院　病理診断科

011（消） メッケル憩室周囲に発生した潰瘍出血にPPIが奏功した一例
 ○藤田　千紗1、大沼　啓之1、菊地　尚平1、平川　昌宏1、松野　鉄平1、三浦　翔吾1、宮西　浩嗣1、
 　加藤　淳二1

 1札幌医科大学医学部　腫瘍内科

012（消） 回盲部の粘膜下血腫を認めた後天性第XIII/13因子欠乏症の１例
 ○霜田　佳彦1

 1市立函館病院　消化器内科

　小腸2 3月3日（土）9：31～ 9：59

座長：小林　寿久（函館五稜郭病院　消化器内科）

013（内） ダブルバルーン小腸内視鏡で診断した狭窄型虚血性小腸炎の1例
 ○武藤　桃太郎1、本田　宗也1、武藤　瑞恵1、市來　一彦1、石川　千里1、井上　充貴1、岩田　浩義2、齋藤　善也2、
 　北　健吾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

014（消） 魚骨による小腸穿孔をきたした一例
 ○峰村　明里1、桜井　健介1、佐々木　塁1、常松　聖司1、多谷　容子1、松本　美桜1、馬場　麗1、武藤　修一1、
 　木村　宗示1、矢部　沙織2、三野　和宏2、上村　一仁2

 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、2独立行政法人国立病院機構　北海道医療センター　外科

015（消） 審査腹腔鏡を用いた緊急手術により救命し得た門脈ガス血症の一例
 ○坂本　沙織1、佐野　修平1、石川　倫啓1、江本　慎1、河合　朋昭1、小林　清二1、小笠原　和宏1

 1釧路労災病院

016（消） 当院における腸軸捻転症の臨床的検討
 ○滝新　悠之介1、松本　将吾1、斎藤　理佳1、仙波　佳祐1、山村　貴洋1、永井　孝輔1、加藤　貴司1、國枝　保幸1、
 　押野　智博2、小柳　要2、菊池　弘展2、高橋　学2

 1市立稚内病院　内科、2市立稚内病院　外科
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　内視鏡プレナリー 3月3日（土）10：02～ 10：32

座長：山下　健太郎（札幌医科大学医学部　消化器内科学講座）

017（内） アダリムマブ増量を必要とするクローン病の臨床的特徴
 ○宮川　麻希1、那須野　正尚1、杉山　浩平1、田中　浩紀1、本谷　聡1

 1札幌厚生病院　IBDセンター

018（内） 術後再建腸管例に対するENBDチューブを用いたinterventional EU
 ○宇都宮　蘭1、矢根　圭1、潟沼　朗生1、瀧川　有記子1、小林　陽介1、田中　一成1、遠藤　壮登1、小松　直広1、
 　永井　一正1、金　俊文1、林　毅1、高橋　邦幸1、真口　宏介1

 1手稲渓仁会病院　消化器病センター

019（内） 主膵管狭窄を有する慢性膵炎に対する経乳頭的内視鏡治療成績と再発の危険因子
 ○永井　一正1、林　毅1、潟沼　朗生1、宇都宮　蘭1、小林　陽介1、瀧川　有記子1、遠藤　壮登1、小松　直広1、
 　田中　一成1、矢根　圭1、高橋　邦幸1、真口　宏介1

 1手稲渓仁会病院　消化器病センター

　胃・十二指腸1 3月3日（土）10：35～ 11：03

座長：住吉　徹哉（斗南病院　消化器内科）

020（消） 内視鏡的に胃底腺型胃癌が示唆された1例
 ○三橋　慧1、風間　友江1、久保　俊之1、白田　智洋1、小野寺　馨1、山本　英一郎1,2、能正　勝彦1、
 　山下　健太郎1、山野　泰穂1、辻脇　光洋3、空閑　陽子4、伊東　竜哉4、信岡　隆幸4、海上　雅光5、長谷川　匡3、
 　竹政　伊知朗4、仲瀬　裕志1

 1札幌医科大学医学部　消化器内科学講座、2札幌医科大学医学部　分子生物学講座、3札幌医科大学医学部　病理診断学講座、
 4札幌医科大学医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座、5PCL札幌　病理・細胞診センター

021（消） 胃穹窿部に発生した腺内分泌細胞癌の1例
 ○吉田　幸成1、遠藤　高夫1、石井　良文2、菊地　剛史1、見田　裕章1、安達　靖代1、中村　正弘1、岩田　徳和1、
 　足立　靖1、加藤　康夫1、信岡　隆幸3、竹政　伊知朗3、菅原　太郎4、長谷川　匡4

 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部、3札幌医科大学医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座、
 4札幌医科大学医学部　病理診断科・病理部

022（内） FAP患者における胃底腺ポリポーシス合併早期胃癌の1例－NBIの有用性を中心に
 ○小林　裕1、高橋　慶太郎1、杉山　雄哉1、岩間　琢哉1、井尻　学見1、安藤　勝祥2、野村　好紀1、上野　伸展2、
 　嘉島　伸1、盛一　健太郎1、水上　裕輔1、藤谷　幹浩1、奥村　利勝1

 1旭川医科大学　内科学講座　消化器・血液腫瘍制御内科学分野、2旭川医科大学　地域医療支援および専門医育成推進講座

023（消） 幽門狭窄により発症した胃異所性膵原発腺癌の1例
 ○田中　秀五1、吉田　将大1、庵原　秀之1、大岩　修太郎1、得地　果穂1、藤井　亮爾1、皆川　武慶1、岡川　泰1、
 　森田　康太郎1、住吉　徹哉1、平山　眞章1、近藤　仁1、小山田　ゆみ子2、奥芝　俊一3

 1斗南病院　消化器内科、2斗南病院　病理診断科、3斗南病院　外科
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　胃・十二指腸2 3月3日（土）11：06～ 11：34

座長：小野寺　馨（札幌医科大学医学部　消化器内科学講座）

024（消） 胃がんニボルマブ治療において下垂体機能低下をきたした１例
 ○曽我部　進1,2、大原　克仁1,2、山口　巧2、松薗　絵美2、松原　悠2、菅井　望2、関　英幸2、藤田　淳2、
 　鈴木　潤一2

 1KKR札幌医療センター　腫瘍内科、2KKR札幌医療センター　消化器内科

025（消） 日常臨床における治癒切除不能進行再発胃癌に対するOxaliplatin併用レジメンの有効性および安全性の検討
 ○中野　真太郎1、井上　正貴1、大森　沙織1、大和　弘明1、大平　浩司1、加藤　寛士1

 1岩見沢市立総合病院　消化器内科

026（消） 当科における切除不能進行再発胃癌に対するweekly Paclitaxel+Ramucirumab療法の使用経験
 ○八木澤　允貴1、小松　嘉人2、村中　徹人1,2、川本　泰之1,2、中積　宏之1,2、結城　敏志1、坂本　直哉1

 1北海道大学病院　消化器内科、2北海道大学病院　腫瘍センター

027（消） Trastuzumab併用化学療法が奏効しConversion Surgeryを行ったHER2陽性Stage IV胃癌の1例
 ○内藤　崇史1、矢島　秀教1、矢花　崇1、仲地　耕平1、安達　雄哉1、有村　佳昭1、近藤　吉宏1

 1小樽市立病院　消化器内科

　ランチョンセミナー 2 3月3日（土）12：00～ 12：55

共催：オリンパス株式会社 

　胃・十二指腸3 3月3日（土）14：05～ 14：33

座長：海老原　裕磨（北海道大学病院　消化器外科Ⅱ）

028（消） StageIVの進行胃癌に対し化学療法を施行後、conversion surgeryを施行した7例の検討
 ○小泉　忠史1、池田　明洋1、馬場　英1、定岡　邦昌1、古家　乾1、坂本　聡大1、藤居　勇貴1、敦賀　陽介1、
 　正村　裕紀1、数井　啓蔵1、服部　淳夫2、田口　純3、竹内　啓3

 1JCHO北海道病院　消化器センター、2JCHO北海道病院　病理、3北海道大学病院　腫瘍内科

029（消） Stage IV胃癌に対するConversion Surgery症例の検討
 ○奥田　耕司1、中村　路夫2、大島　由佳1、齋藤　健太郎1、谷　道夫1、上坂　貴洋1、寺崎　康展1、片山　知也1、
 　大島　隆宏1、大川　由美1、三澤　一仁1

 1市立札幌病院　外科、2市立札幌病院　消化器内科

030（消） 腹腔鏡下残胃全摘術を施行した噴門側胃切除術後残胃癌の1例
 ○伊東　竜哉1、信岡　隆幸1、中山　健太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

031（消） 当教室におけるロボット支援腹腔鏡下胃全摘術の導入と短期成績
 ○山村　喜之1、海老原　祐麿1、真木　健裕1、中西　喜嗣1、浅野　賢道1、野路　武寛1、倉島　庸1、中村　透1、
 　村上　壮一1、土川　貴裕1、岡村　圭佑1、七戸　俊明1、平野　聡1

 1北海道大学　消化器外科Ⅱ
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第3会場（2F　201+202会議室）

　その他1 3月3日（土）9：00～ 9：35

座長：正村　裕紀（JCHO北海道病院　外科）

032（消） 腹部症状を契機に発見された血管筋線維芽細胞腫の一例
 ○太田　勝久1、藤井　常志1、岸　法磨1、斎藤　敦1、相馬　学1、松崎　伸幸1、杉山　祥晃1、阿部　真美1、
 　長谷部　千登美1

 1旭川赤十字病院　消化器内科

033（内） 著しい低蛋白血症，体重減少をきたしたCronkhite-Canada症候群の1例
 ○一色　裕之1、清水　晴夫1、大和田　紗恵1、那須野　央1、伊早坂　舞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

034（消） 急性腹症と鑑別が必要であった、自然腎盂外尿溢流の1例
 ○檜森　亮吾1,2、中村　浩子1、菊地　剛史1、中村　正弘1、見田　裕章1、安達　靖代1、岩田　徳和1、吉田　幸成1、
 　足立　靖1、遠藤　高夫1

 1札幌しらかば台病院　消化器内科、2勤医協中央病院　消化器内科

035（消） 外科的摘除により症状改善を認めた腹腔内遊離体の1例
 ○福井　晨介1、常松　聖司1、桜井　健介1、佐々木　塁1、多谷　容子1、松本　美桜1、馬場　麗1、武藤　修一1、
 　植村　一仁1、高橋　宏明1、木村　宗士1

 1独立行政法人国立病院機構　北海道医療センター

036（消） 伝染性単核球症に合併した特発性脾破裂の1例
 ○飴田　咲貴1、久居　弘幸1、櫻井　環1、小柴　裕1、宮崎　悦2、佐藤　正文3、川崎　亮輔3、行部　洋3、
 　水沼　謙一3、山内　夏未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札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座・血液内科学

　その他2 3月3日（土）9：38～ 10：06

座長：目黒　高志（北海道消化器科病院　内科）

037（内） 縦隔内進展を来した甲状腺腫瘍に対するEUS-FNAにより出血を来した1例
 ○山内　夏未1、久居　弘幸1、櫻井　環1、小柴　裕1、宮崎　悦2、飴田　咲貴3

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

038（消） リンパ節からのEUS-FNAにて診断し得たエキノコックス症の一例
 ○堀内　正史1、野村　好紀1、小林　裕1、杉山　雄哉1、岩間　琢哉1、佐藤　裕基1、井尻　学見1、高橋　慶太郎1、
 　河端　秀賢1、林　明宏1、安藤　勝祥2、上野　伸展2、後藤　拓麿1、嘉島　伸1、笹島　順平1、盛一　健太郎1、
 　藤谷　幹浩1、奥村　利勝1

 1旭川医科大学　内科学講座　消化器・血液腫瘍制御内科学分野、2旭川医科大学　地域医療支援及び専門医育成推進講座

039（消） 非ホジキンリンパ腫の化学療法後に発生した腹腔動脈瘤の1例
 ○町田　卓郎1、小川　亮1、河上　純彦1、入江　達朗2、葛西　健二2、岡本　宗則3

 1医療法人　菊郷会　札幌センチュリー病院　消化器科、2医療法人　菊郷会　石橋胃腸病院　内科、
 3医療法人　菊郷会　愛育病院　消化器科

040（消） 当院における悪性腫瘍疾患に対するPTEGによるドレナージ
 ○西田　千尋1、小田　寿1、松田　宗一郎1、更科　耕一郎1、平田　甫1、原田　一顕1、佐野　逸樹1、高橋　一宏1、
 　寺下　勝巳1、小林　良充1、宮城島　拓人1

 1釧路労災病院　消化器内科
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　膵1 3月3日（土）10：09～ 10：51

座長：本谷　雅代（札幌医科大学医学部　消化器内科学講座）

041（消） 膵癌切除例におけるCTでのSMA周囲軟部陰影に関する検討
 ○小松　直広1、林　毅1、潟沼　朗生1、宇都宮　蘭1、瀧川　有記子1、小林　陽介1、田中　一成1、遠藤　壮登1、
 　永井　一正1、金　俊文1、矢根　圭1、高橋　邦幸1、真口　宏介1

 1手稲渓仁会病院　消化器病センター

042（消） 分枝型IPMNの良悪性診断におけるMRI拡散係数の有用性
 ○遠藤　壮登1、金　俊文1、潟沼　朗生1、児玉　芳尚2、桜井　康雄2、高橋　邦幸1、林　毅1、矢根　圭1、
 　永井　一正1、小松　直広1、田中　一成1、小林　陽介1、瀧川　有記子1、宇都宮　蘭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　放射線診断科

043（消） 膵癌の最終診断以前に施行されていた画像所見の検討
 ○瀧川　有記子1、林　毅1、潟沼　朗生1、宇都宮　蘭1、田中　一成1、小松　直広1、遠藤　壮登1、永井　一正1、
 　小林　陽介1、金　俊文1、矢根　圭1、高橋　邦幸1、真口　宏介1

 1手稲渓仁会病院　消化器病センター

044（消） 膵内副脾に発生したepidermoid cystの1例
 ○宇佐美　信1,3、秋山　剛英1、土居　忠1、大井　雅夫1、高橋　稔1、本間　久登1、米森　敦也2、竹内　幹也2

 1札幌共立五輪橋病院　消化器内科、2札幌共立五輪橋病院　消化器外科、3札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座

045（消） 神経内分泌化を呈する膵腺房細胞癌の1例
 ○齋藤　敦1、杉山　祥晃1、岸　法磨1、太田　勝久1、相馬　学1、稲葉　千尋1、松崎　伸幸1、細木　弥生1、
 　阿部　真実1、藤井　常志1、長谷部　千登美1、菊池　智樹2

 1旭川赤十字病院　消化器内科、2旭川赤十字病院　病理診断科

046（消） 進行膵腺房細胞癌に対してmodifi ed FOLFIRINOX療法を施行した1例
 ○久居　弘幸1、櫻井　環1、小柴　裕1、山内　夏未1、佐藤　正文2、川崎　亮輔2、行部　洋2、吉田　直文2、
 　宮崎　悦3、飴田　咲貴4

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

※プログラム編成の都合上、同一セッション内に複数のカテゴリーの演題があります。

　肝1 3月3日（土）10：54～ 11：22

座長：須田　剛生（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）

047（消） 慢性肝疾患における低亜鉛血症における自覚症状の頻度の検討
 ○山口　将功1、小関　至1、畑山　加奈1、巽　亮二1、木村　睦海1、荒川　智宏1、中島　知明1、桑田　靖昭1、
 　大村　卓味1、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（肝臓内科）

048（消） 慢性肝疾患における血清亜鉛値の検討
 ○山口　将功1、小関　至1、畑山　加奈1、巽　亮二1、木村　睦海1、荒川　智宏1、中島　知明1、桑田　靖昭1、
 　大村　卓味1、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（肝臓内科）

049（消） 当院におけるステロイド投与によるB型肝炎再活性化への対応の現状と再活性化例の検討
 ○沼田　泰尚1、我妻　康平1、柾木　喜晴1、志谷　真啓1、阿久津　典之1、本谷　雅代1、佐々木　茂1、
 　仲瀬　裕志1

 1札幌医科大学医学部　消化器内科学講座

050（消） 薬物性肝障害に再生不良性貧血を併発した１例
 ○山本　恭史1、松居　剛志1、姜　貞憲1、辻　邦彦1、真口　宏介1、林　優希2、米澤　和彦2

 1手稲渓仁会病院　消化器病センター、2市立釧路総合病院　消化器内科
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　肝2 3月3日（土）11：25～ 11：53

座長：髙木　秀安（札幌禎心会病院　消化器内科・腫瘍内科）

051（消） アルコール性肝障害と自己免疫性肝炎の鑑別に苦慮した1例
 ○松居　剛志1、山本　恭史1、姜　貞憲1、辻　邦彦1、瀧山　晃弘1,2、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　病理科

052（消） 急性型劇症肝炎を呈した悪性リンパ腫の１例
 ○西村　友佑1、久保　公利1、間部　克裕1、加藤　元嗣1、木村　伯子2、中村　晃久3

 1国立病院機構　函館病院　消化器科、2国立病院機構　函館病院　病理診断科、
 3北海道大学大学院　医学研究科内科学講座　消化器内科学分野

053（消） 出産後に発症した抗セントロメア抗体陽性自己免疫性肝炎の１症例
 ○齋藤　潤信1、阿久津　典之1、我妻　康平1、沼田　泰尚1、柾木　喜晴1、志谷　真啓1、本谷　雅代1、佐々木　茂1、
 　仲瀬　裕志1

 1札幌医科大学医学部　消化器内科学講座

054（消） NAFLD合併原発性硬化性胆管炎の1例
 ○坂本　拡基1、田中　信悟1、宮西　浩嗣1、河野　豊1、中村　元1、村瀬　和幸1、高田　弘一1、加藤　淳二
 1札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座

　ランチョンセミナー 3 3月3日（土）12：00～ 12：55

共催：ヤンセンファーマ株式会社／田辺三菱製薬株式会社

第4会場（2F　207会議室）

　胆1 3月3日（土）9：00～ 9：35

座長：久居　弘幸（伊達赤十字病院　消化器科）

055（内） 胆道病変の診断能におけるSpyGlassDSの有用性
 ○柾木　喜晴1、志谷　真啓1、我妻　康平1、沼田　泰尚1、阿久津　典之1、本谷　雅代1、佐々木　茂1、木村　康利2、
 　武政　伊知朗2、仲瀬　裕志1

 1札幌医科大学医学部　消化器内科学講座、2札幌医科大学医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座

056（内） 胆管癌の術前側方進展範囲診断における新型経口胆道鏡SpyGlass DSの有用性の検討
 ○池田　裕貴1、吉田　真誠1、石川　和真1、中村　元1、村瀬　和幸1、高田　弘一1、宮西　浩嗣1、加藤　淳二1、
 　木村　康利2、竹政　伊知朗2

 1札幌医科大学医学部　腫瘍内科、2札幌医科大学医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座

057（消） 下部胆管癌肉腫の1例
 ○杉山　祥晃1、岸　法磨1、太田　勝久1、齋藤　敦1、相馬　学1、松崎　伸幸1、阿部　真美1、藤井　常志1、
 　長谷部　千登美1、菊地　智樹2、小幡　雅彦2

 1旭川赤十字病院　消化器内科、2旭川赤十字病院　病理診断科

058（内） 繰り返す胆石性胆嚢炎に対しBONASTENT M-intraductalを用いて超音波内視鏡下胆嚢ドレナージ（EUS-GBD）に
 よる内瘻化を施行した2例
 ○川村　雄剛1、須藤　隆次1、藤城　貴教1、白山　真司2

 1清水赤十字病院　消化器内科、2清水赤十字病院　外科

059（内） 急性胆嚢炎に対する経乳頭的胆嚢ステント留置術の治療成績
 ○小林　陽介1、金　俊文1、潟沼　朗生1、高橋　邦幸1、林　毅1、矢根　圭1、永井　一正1、遠藤　壮登1、
 　小松　直弘1、田中　一成1、宇都宮　蘭1、瀧川　有記子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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　胆2 3月3日（土）9：37～ 10：05

座長：金　俊文（手稲渓仁会病院　消化器病センター）

060（消） 肝嚢胞による胆管狭窄によって生じた感染性胆汁性嚢胞（biloma）に対して，
 内視鏡的ドレナージが有効であった1例
 ○藤林　周吾1、水上　奨一郎1、上原　聡人1、上原　恭子1、久野木　健仁1、芹川　真哉1、鈴木　康秋1

 1名寄市立総合病院

061（消） 肝膿瘍および内因性眼内炎を契機に診断がついたVater乳頭部癌の一例
 ○中島　正人1、上林　実1、江平　宣起1、岩永　一郎1、水島　健1、佐藤　史幸1、古川　龍太郎1

 1北見赤十字病院　消化器内科

062（消） 胆管炎を伴う胆管非拡張型膵胆管合流異常症の一例
 ○平田　甫1、佐野　逸紀1、西田　千尋1、松田　宗一郎1、更科　耕一郎1、原田　一顕1、小林　良充1、高橋　一宏1、
 　寺下　勝巳1、小田　寿1、宮城島　拓人1

 1釧路労災病院　消化器内科

063（内） 胆嚢十二指腸瘻から胆石イレウスを生じ、外科的治療を施行した1例
 ○津田　桃子1、小野　尚子2、石川　麻倫1、松田　可奈1、宮本　秀一1、安孫子　怜史1、高橋　正和1、山本　桂子2、
 　森　康明1、中川　学3、中川　宗一3、工藤　俊彦1、清水　勇一2、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、2北海道大学病院　光学医療診療部、3中川胃腸科

　大腸1 3月3日（土）10：07～ 10：42

座長：武藤　修一（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）

064（消） 自然消退した上行結腸癌の1例
 ○松原　悠1、関　英幸1、河北　一誠2、山口　巧1、松薗　絵美1、曽我部　進1、菅井　望1、藤田　淳1、
 　鈴木　潤一1、秋元　真祐子3、柳内　充3、鈴木　昭3

 1KKR札幌医療センター　消化器内科、2KKR札幌医療センター　消化器外科、3KKR札幌医療センター　病理診断科

065（内） 自然脱落した大腸腫瘍の一例
 ○石川　麻倫1、松田　可奈2、宮本　秀一1、安孫子　怜史2、津田　桃子2、山本　桂子1、小野　尚子1、工藤　俊彦2、
 　清水　勇一1

 1北海道大学病院　光学医療診療部、2北海道大学大学院　医学研究院　内科学分野　消化器内科学教室

066（内） 興味深い内視鏡所見を呈した、6mm大のS状結腸早期癌の１例
 ○檜森　亮吾1、五十嵐　聖名子1、後藤　哲1、高木　秀雄1、古山　準一1、森園　竜太郎1、内沢　政英1、
 　水尾　仁志1

 1勤医協中央病院　消化器内科

067（内） 内視鏡的ポリペクトミー後に判明した深達度MのS状結腸内分泌細胞癌の１例
 ○松原　悠1、関　英幸1、山口　巧1、松薗　絵美1、曽我部　進1、菅井　望1、藤田　淳1、鈴木　潤一1、
 　秋元　真祐子2、柳内　充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

068（内） 深達度診断が困難であった大腸側方発育型腫瘍の一例
 ○白田　智洋1、山野　泰穂1、風間　友江1、三橋　慧1、久保　俊之1、小野寺　馨1、山本　英一郎1,4、能正　勝彦1、
 　山下　健太郎1、辻脇　光洋2、秋月　恵美3、長谷川　匡2、竹政　伊知朗3、仲瀬　裕志1

 1札幌医科大学医学部　消化器内科学講座、2札幌医科大学医学部　病理診断学講座、

 3札幌医科大学医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座、4札幌医科大学医学部　分子生物学講座
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　胆3 3月3日（土）10：44～ 11：19

座長：宮川　宏之（札幌厚生病院　消化器内科（胆膵内科））

069（消） 固有上皮型胆嚢腺腫の１例
 ○藤井　重之1、佐賀　潤也1、柴田　敬典1、山田　充子1、小野　道洋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、渡邊　晃一4、佐藤　昌則4

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

070（内） 直視下狙撃生検が有用であったIgG4関連硬化性胆管炎の1例
 ○岩野　博俊1、佐藤　貴幸2、山田　政孝1、玉川　進3、石井　吉文1、神　崇志1、仁木　卓1

 1士別市立病院　消化器内科、2士別市立病院　内視鏡技術科、3旭川医療センター　病理診断科

071（消） 悪性遠位胆管狭窄に対する細径金属ステントを用いたdouble stenting
 ○平田　幸司1、桒谷　将城1、杉浦　諒1、加藤　新1、川久保　和道1、坂本　直哉1

 1北海道大学病院　消化器内科

072（内） 主膵管非閉塞の悪性胆道狭窄に対するメタリックステント留置時の乳頭括約筋切開術付加の効果
 ○加藤　新1、桒谷　将城1、川久保　和道1、杉浦　諒1、平田　幸司1、坂本　直哉1

 1北海道大学病院　消化器内科

073（内） シングルバルーン小腸内視鏡 （SBE）を用いた胆管メタリックステント留置が有用であった胃癌による悪性胆
 管狭窄の1例
 ○櫻井　環1、久居　弘幸1、山内　夏未1、小柴　裕1、宮崎　悦2、飴田　咲貴3

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

　胆4 3月3日（土）11：21～ 11：56

座長：野路　武寛（北海道大学　医学研究院　消化器外科教室Ⅱ）

074（消） 肝門部領域胆管癌がmodifi ed DCS療法による術前化学療法で病理学的完全奏功を得た胃癌との重複癌の1例
 ○石川　和真1、吉田　真誠1、池田　裕貴1、坂本　拡基1、高田　弘一1、宮西　浩嗣1、加藤　淳二1、木村　康利2、
 　竹政　伊知郎2

 1札幌医科大学医学部　腫瘍内科、2札幌医科大学医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科

075（消） 胆嚢小細胞癌の一症例
 ○脇坂　理紗1、横山　和典1、松本　航1、代田　充1、沢田　尭史1、旭　火華1、喜納　政哉1、益子　博幸1、
 　山野　三紀2

 1日鋼記念病院消化器センター、2日鋼記念病院　病理診断科

076（消） 胆道系に発生した神経内分泌腫瘍3例の検討
 ○池田　明洋1、馬場　英1、青山　慶哉1、小泉　忠史1、定岡　邦昌1、古家　乾1、敦賀　陽介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　病理診断科 

077（消） 膵内胆管上皮内進展病変に対する 膵内胆管亜全切除
 ○野路　武寛1、岡村　圭祐1、田中　公貴1、中西　善嗣1、浅野　賢道1、中村　透1、土川　貴裕1、平野　聡1

 1北海道大学大学院医学研究院消化器外科教室Ⅱ

078（消） 遠位胆管腺扁平上皮癌の一切除例
 ○空閑　陽子1、山口　洋志1、今村　将史1、永山　稔1、待木　隆志1、水口　徹1、本谷　雅代2、木村　康利1、
 　仲瀬　裕志2、竹政　伊知朗1

 1札幌医科大学医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座、2札幌医科大学医学部　消化器内科学講座
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　大腸2 3月3日（土）14：05～ 14：47

座長：吉田　雅（北海道大学病院　消化器外科Ⅰ）

079（消） 大腸原発内分泌細胞癌の1例
 ○岡崎　ななせ1、佐々木　貴弘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

080（内） TSA（Traditional serrated adenoma）の癌化が内視鏡的に推測可能であった一例
 ○久保　俊之1、山野　泰穂1、風間　友江1、白田　智洋1、三橋　慧1、小野寺　馨1、山本　英一郎1,2、
 　山下　健太郎1、鈴木　拓2、杉田　真太朗3、長谷川　匡3、永塚　真4、菅井　有4、仲瀬　裕志1

 1札幌医科大学医学部　消化器内科学講座、2札幌医科大学医学部　分子生物学講座、
 3札幌医科大学医学部　病理診断科・病理部、4岩手医科大学医学部　病理診断学講座

081（消） S状結腸原発性腹膜垂炎の１例
 ○水上　奨一朗1、鈴木　康秋1、上原　聡人1、上原　恭子1、久野木　健仁1、藤林　周吾1、芹川　真哉1

 1名寄市立総合病院　消化器内科

082（消） 多発性骨髄腫患者においてS状結腸穿孔による急性汎発性腹膜炎と急性発症の小腸間膜出血を合併した一例
 ○佃　悠輔1、前田　好章1、皆川　のぞみ1、砂原　正男1、篠原　敏樹1、濱田　朋倫1

 1独立行政法人国立病院機構　北海道がんセンター　消化器外科

083（内） SSA/P（sessile serrated adenoma/polyp） familyの拡大内視鏡所見
 ○久保　俊之1、山野　泰穂1、風間　友江1、白田　智洋1、三橋　慧1、小野寺　馨1、山本　英一郎1,2、能正　勝彦1、
 　山下　健太郎1、小野　佑輔3、藤田　裕美3、杉田　真太朗3、長谷川　匡3、仲瀬　裕志1

 1札幌医科大学医学部　消化器内科学講座、2札幌医科大学医学部　分子生物学講座、
 3札幌医科大学医学部　病理診断科・病理部

084（内） 悪性右側大腸狭窄症例に対するself-expandable metallic stent留置術
 ○久居　弘幸1、櫻井　環1、小柴　裕1、山内　夏未1、佐藤　正文2、川崎　亮輔2、行部　洋2、吉田　直文2、
 　宮崎　悦3、飴田　咲貴4

 1伊達赤十字病院　消化器科、2伊達赤十字病院　外科、3伊達赤十字病院　内科、

 4札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座・血液内科学
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［3月4日（日）］

第1会場（2F　204会議室）

　シンポジウム（内） 3月4日（日）9：00～ 10：30

　消化器病研修医優秀演題選考 3月4日（日）10：33～ 11：01

座長：潟沼　朗生（手稲渓仁会病院　消化器病センター）

085（消） 当院におけるリンパ球浸潤胃癌16例の検討－リンパ球浸潤胃癌は多発する－
 ○嘉島　相裕1、関　英幸1、山口　巧1、松薗　絵美1、大原　克仁1、石橋　陽子1、菅井　望1、藤田　淳1、
 　鈴木　潤一1、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

086（消） IgG4関連胃十二指腸潰瘍の一例
 ○武藤　理1、斉藤　裕樹1、高添　愛1、横浜　吏郎1、柏谷　朋1、平野　史倫1、西村　英夫1

 1独立行政法人　国立病院機構　旭川医療センター　消化器内科

087（消） 胆嚢摘出術後にcholedochoceleを形成した一例
 ○古川　理紗子1、小池　祐太1、松田　千佳1、村井　太一1、板谷　一史1、曽根　孝之1、藤田　弘之1、遠藤　文菜1、
 　佃　曜子1、小野　雄司1、中村　路夫1、永坂　敦1、西川　秀司1

 1市立札幌病院　消化器内科

088（消） 膵癌の診断におけるENPDを用いた細胞診の有用性および安全性の検討
 ○青山　慶哉1、馬場　英1、古家　乾1、池田　洋明1、小泉　忠史1、定岡　邦昌1

 1JCHO北海道病院　消化器センター

　消化器病専修医優秀演題選考 3月4日（日）11：04～ 11：39

座長：小川　浩司（北海道大学病院　消化器内科）

089（消） 幽門側胃切除を施行した胃カンジダ症の1例
 ○神　崇志1、岩野　博俊1、山賀　昭二2、玉川　進3、佐藤　貴幸4、石井　吉文1、仁木　卓1、山田　政孝1

 1士別市立病院　消化器内科、2士別市立病院　外科、3国立病院機構旭川医療センター　病理診断科、
 4士別市立病院　内視鏡センター

090（消） Infl iximabの投与開始後5年以上経過しギラン・バレー症候群様の末梢神経障害を発症したクローン病の1例
 ○小田切　信介1、桂田　武彦1、山梨　香菜1、長島　一哲1、木下　賢治1、松島　理明2、加納　崇裕2、
 　坂本　直哉1

 1北海道大学病院　消化器内科、2北海道大学病院　神経内科

091（消） 当院におけるC型肝炎患者のクリオブロブリン血症陽性例の実態とDAA治療前後の変化
 ○松田　宗一郎1、寺下　勝巳1、西田　千尋1、更科　耕一郎1、平田　甫1、原田　一顕1、佐野　逸紀1、高橋　一宏1、
 　小林　良充1、小田　寿1、宮城島　拓人1

 1国立病院機構　釧路労災病院、2国立病院機構　釧路労災病院　内科

092（消） 当院のHBV再活性化対策に対する取り組み
 ○伊藤　憲1、山田　錬1、西澤　竜也1、小林　智絵1、江藤　和範1、山本　文泰1

 1苫小牧市立病院　消化器内科

093（消） 当院での難治性腹水に対するKM-CARTの治療成績
 ○池田　明洋1、馬場　英1、青山　慶哉1、小泉　忠史1、定岡　邦昌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121回 日本消化器病学会北海道支部例会奨励賞表彰式
　第116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4日（日）11：40～ 11：55

　ランチョンセミナー 4 3月4日（日）12：00～ 12：55

共催：杏林製薬株式会社

第2会場（2F　小ホール）

　食道 3月4日（日）9：00～ 9：21

座長：岡原　聡（恵佑会第2病院　内科・消化器科）

094（消） 下肢麻痺を契機に診断された食道腺扁平上皮癌の一例
 ○大和田　紗恵1、清水　晴夫1、那須野　央1、一色　裕之1、伊早坂　舞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

095（消） 保存的加療で治癒した胸腔内穿破型特発性食道破裂の1例
 ○石川　雄大1、藤林　周吾1、水上　奨一郎1、上原　聡人1、上原　恭子1、久野木　健仁1、芹川　真哉1、
 　鈴木　康秋1

 1名寄市立総合病院

096（内） 当院で経験した急性壊死性食道炎の5例
 ○一色　裕之1、清水　晴夫1、大和田　紗恵1、那須野　央1、伊早坂　舞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

　胃・十二指腸4 3月4日（日）9：24～ 9：52

座長：清水　晴夫（市立室蘭総合病院　消化器内科）

097（内） OTSC （Over-The-Scope-Clip）による胃瘻抜去後瘻孔閉鎖不全2症例の治療経験
 ○真崎　茂法1、森園　竜太郎2、古山　準一2、高木　秀雄2、後藤　哲2、檜森　亮吾2、五十嵐　聖名子2、
 　水尾　仁志2、内沢　政英2

 1宮の森記念病院　消化器科　、2勤医協中央病院　消化器内科

098（内） GISTと併存した胃plexiform fi bromyxomaの1例
 ○風間　友江1、三橋　慧1、白田　智洋1、久保　俊之1、小野寺　馨1、山本　英一郎1、能正　勝彦1、山下　健太郎1、
 　山野　泰穂1、信岡　隆幸2、竹政　伊知朗2、杉田　真太朗3、長谷川　匡3、森　康喜4、仲瀬　裕志1

 1札幌医科大学医学部　消化器内科学講座、2札幌医科大学医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座、
 3札幌医科大学医学部　病理診断学講座、4市立三笠総合病院

099（内） 膵炎を伴った異所性膵に対してLECSを施行した1例
 ○高橋　徹1、後藤　学1、三浦　洋輔1

 1恵み野病院　消化器内科

100（消） 癌と鑑別が困難であった十二指腸乳頭部腺筋症の1例
 ○林　明宏1、後藤　拓磨1、佐藤　裕基1、河端　秀賢1、笹島　順平1、水上　裕輔1、奥村　利勝1、今井　浩二2、
 　井上　充貴3

 1旭川医科大学　内科学講座　消化器・血液腫瘍制御内科学分野、2旭川医科大学　外科学講座　消化器病態外科学分野、
 3遠軽厚生病院　内科
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　胃・十二指腸5 3月4日（日）9：55～ 10：23

座長：田沼　徳真（手稲渓仁会病院　消化器内科）

101（消） 上部消化管出血に対する出血スコアを用いて緊急内視鏡処置の必要性は判断可能か
 ○佐々木　塁1、桜井　健介1、常松　聖司1、多谷　容子1、松本　美桜1、馬場　麗1、塚本　祐己1、武藤　修一1、
 　木村　宗士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

102（消） 当院における胃静脈瘤出血に対する緊急内視鏡治療の現状
 ○北潟谷　隆1、山本　義也1、霜田　佳彦1、伊藤　淳1、大野　正芳1、工藤　大樹1、畑中　一映1、
 　成瀬　宏仁1

 1市立函館病院　消化器内科

103（消） 胃十二指腸動脈瘤破裂で発見された十二指腸癌の1例
 ○湯浅　憲章1、飴田　咲貴2,3、三浦　翔吾2,4、前田　征洋2

 1製鉄記念室蘭病院　放射線科、2製鉄記念室蘭病院　消化器・血液腫瘍内科、3伊達赤十字病院　消化器科、
 4札幌医科大学医学部　腫瘍・血液内科学講座

104（内） 内視鏡的に止血し得た傍乳頭憩室内のDieulafoy潰瘍の1例
 ○武藤　桃太郎1、本田　宗也1、武藤　瑞恵1、市來　一彦1、石川　千里1、井上　充貴1

 1JA北海道厚生連　遠軽厚生病院　内科

胃・十二指腸6 3月4日（日）10：26～ 11：15

座長：奥田　博介（恵佑会札幌病院　腫瘍内科）

105（内） vonoprazan関連胃粘膜変化と考えられた発赤の検討
 ○西村　友佑1、久保　公利1、間部　克裕1、加藤　元嗣1、木村　伯子2

 1国立病院機構　函館病院　消化器科、2国立病院機構　函館病院　病理診断科

106（内） 経口分子標的薬投与後に生じた消化管障害の2例
 ○山川　司1、飯塚　尭1、平野　雄大1、横山　佳浩1、牛島　慶子1、鈴木　亮1、岡　俊州1、笠原　薫1、
 　小林　寿久1、矢和田　敦1

 1函館五稜郭病院　消化器内科

107（消） アキシチニブ投与中に胃穿孔をきたした転移性腎細胞癌の1例
 ○村井　太一1、松田　千佳1、板谷　一史1、曽根　孝之1、藤田　弘之1、小池　祐太1、遠藤　文菜1、佃　曜子1、
 　小野　雄司1、中村　路夫1、永坂　敦1、西川　秀司1

 1市立札幌病院　消化器内科

108（消） 当院におけるヘリコバクターピロリ除菌療法の変遷
 ○大野　正芳1、北潟谷　隆1、霜田　佳彦1、伊藤　淳1、工藤　大樹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

109（消） 当院循環器内科の急性期・慢性期におけるバイアスピリン処方患者に対する併用胃薬は変化しているか
 ○武藤　修一1、桜井　健介1、佐々木　塁1、多谷　容子1、常松　聖司1、松本　美桜1、馬場　麗1、塚本　祐己1、
 　木村　宗士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

110（消） 当院におけるNSAIDs処方患者に対する併用胃薬の検討
 ○武藤　修一1、桜井　健介1、佐々木　塁1、多谷　容子1、常松　聖司1、松本　美桜1、馬場　麗1、塚本　祐己1、
 　木村　宗士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

111（消） アンケートと実際の処方数から考察される当院医師の胃薬の処方傾向
 ○武藤　修一1、桜井　健介1、佐々木　塁1、多谷　容子1、常松　聖司1、松本　美桜1、馬場　麗1、塚本　祐己1、
 　木村　宗士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
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　ランチョンセミナー 5 3月4日（日）12：00～ 12：55

共催：バイエル薬品株式会社

第3会場（2F　201+202会議室）

　膵2 3月4日（日）9：00～ 9：28

座長：浅野　賢道（北海道大学大学院　医学研究院　消化器外科学教室Ⅱ）

112（消） 精索転移を認めた膵尾部癌の一例
 ○千葉　慶宣1、小池　祐太1、村井　太一1、松田　千佳1、板谷　一史1、曽根　孝之1、藤田　弘之1、佃　曜子1、
 　遠藤　文菜1、小野　雄司1、中村　路夫1、永坂　敦1、西川　秀司1

 1市立札幌病院　消化器内科

113（消） 併存する嚢胞内に進展を来し、嚢胞状肝転移を来した膵尾部癌の1例
 ○山内　夏未1、久居　弘幸1、櫻井　環1、小柴　裕1、佐藤　正文2、行部　洋2、川崎　亮輔2、吉田　直文2、
 　宮崎　悦3、飴田　咲貴4

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

114（内） 胆管癌を合併した自己免疫性膵炎の一例
 ○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、推井　大雄1

 1札幌厚生病院　消化器内科（胆膵内科）

115（消） 膵原発悪性リンパ腫の一例
 ○村松　丈児1、小野　道洋1、佐賀　潤也1、柴田　敬典1、山田　充子1、安部　智之1、黒田　裕行1、藤井　重之1、
 　前田　征洋1、渡邊　晃一2、佐藤　昌則2、藤田　美莉3

 1製鉄記念室蘭病院　消化器内科・血液腫瘍内科、2札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座、血液内科学、

 3製鉄記念室蘭病院　病理臨床検査室

　膵3 3月4日（日）9：31～ 10：06

座長：長川　達哉（札幌厚生病院　消化器内科（胆膵内科））

116（消） 上部消化管内視鏡検査で胆管穿孔・急性膵炎を繰り返す家族性大腸腺腫症の1例
 ○推井　大雄1、畑山　加奈1、北川　翔1、奥　大樹1、岡村　圭也1、平山　敦1、長川　達哉1、宮川　宏之1

 1札幌厚生病院　第2消化器内科

117（消） 急性膵炎治療中に劇症1型糖尿病を発症した1例
 ○内海　辰哉1、田中　一之1、河本　徹1、藤永　明裕1、佐藤　智信1、後藤　充1、田邊　裕貴1、斎藤　義徳1、
 　柳川　伸幸1

 1JA北海道厚生連旭川厚生病院　消化器科

118（消） 経鼻膵管ドレナージが奏効した慢性膵炎に伴う膵性腹水の1例
 ○白鳥　翔也1、岡川　泰1、吉田　将大1、森田　康太郎1、庵原　秀之1、大岩　修太郎1、得地　果穂1、藤井　亮爾1、
 　皆川　武慶1、住吉　徹哉1、平山　眞章1、近藤　仁1

 1斗南病院　消化器内科

119（消） 急性膵炎後Walled-off  necrosisに対する内視鏡的ネクロセクトミーの治療成績
 ○田中　一成1、矢根　圭1、潟沼　朗生1、宇都宮　蘭1、瀧川　有記子1、小林　陽介1、小松　直広1、遠藤　壮登1、
 　永井　一正1、金　俊文1、林　毅1、高橋　邦幸1、真口　宏介1

 1手稲渓仁会病院

120（消） 脾仮性動脈瘤の膵管内穿破の1例
 ○河瀬　悠希1、小泉　忠史1、青山　慶哉1、池田　明洋1、馬場　英1、定岡　邦昌1、古家　乾1

 1JCHO北海道病院　消化器センター
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　肝3 3月4日（日）10：09～ 10：37

座長：土居　忠（札幌共立五輪橋病院　消化器内科）

121（消） 緊急TAEで救命し得た肝動脈瘤十二指腸瘻の1例
 ○松原　悠1、関　英幸1、山口　巧1、松薗　絵美1、曽我部　進1、菅井　望1、藤田　淳1、鈴木　潤一1

 1KKR札幌医療センター　消化器内科

122（内） 巨木型食道静脈瘤の2例
 ○木村　睦海1、巽　亮二1、山口　将功1、荒川　智宏1、中島　知明1、桑田　靖昭1、小関　至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　消化器内科（肝臓内科）

123（消） アルコール性肝硬変に伴うシャント型肝性脳症に対しB-RTOが著効した1例
 ○町田　卓郎1、河上　純彦1、嘉成　悠介2、藤田　朋紀2、勝木　伸一2

 1医療法人　菊郷会　札幌センチュリー病院　消化器科、2小樽掖済会病院　消化器科

124（消） 肝静脈へのearly venous returnの所見により術前診断に至った肝血管筋脂肪腫の一例
 ○大森　銀治1、奥田　敏徳1、渡辺　大地1、石塚　理恵1、小野山　直輝1,3、坂野　浩也1,3、今川　貴之1,3、
 　山田　尚太1、南　伸弥1、佐藤　健2,3、吉田　正宏2,3、蟹澤　祐司2、外丸　詩野4

 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札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座　血液内科学、

 4北海道大学大学院医学研究院　分子病理学教室

肝4 3月4日（日）10：40～ 11：15

座長：中西　一彰（市立函館病院　消化器外科）

125（消） 破裂で発見されたVp3肝細胞癌に対してTAE後に二期的肝切除と術中RFAを施行した1例
 ○湯浅　憲章1、小野　道洋2、前田　征洋2、佐藤　彰記3、細井　勇人3、仙丸　直人3、藤田　美悧4

 1製鉄記念室蘭病院　放射線科、2製鉄記念室蘭病院　消化器･血液腫瘍内科、3製鉄記念室蘭病院　外科、
 4製鉄記念室蘭病院　臨床病理検査室

126（消） 肝細胞癌切除後10年生存例における長期予後因子の検討
 ○島田　慎吾1、神山　俊哉1、横尾　英樹1、折茂　達也1、若山　顕治1、長津　明久1、蒲池　浩文1、
 　武冨　紹信1

 1北海道大学大学院　消化器外科学分野Ⅰ

127（消） 造影超音波検査を施行した肝未分化癌の1例
 ○堀本　啓大1、宮下　憲暢1、三和　公明1、岡本　宗則1、小西　和哉1、高桑　康成1

 1愛育病院　消化器内科、2札幌センチュリー病院　外科、3NTT東日本札幌病院　臨床検査科

128（消） 肝細胞癌に対する新規マイクロ波凝固療法（EmprintTM）の初期使用経験
 ○中井　正人1、鈴木　和治1、中村　晃久1、大原　正嗣1、川岸　直樹1、出水　孝章1、梅村　真知子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

129（消） 超音波内視鏡下エタノール注入療法が有用であった尾状葉の肝細胞癌の1例
 ○久居　弘幸1、櫻井　環1、小柴　裕1、山内　夏未1、宮崎　悦2、飴田　咲貴3

 1伊達赤十字病院　消化器科、2伊達赤十字病院　内科、3札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座・血液内科学
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　肝5 3月4日（日）11：18～ 11：46

座長：玉木　陽穂（旭川医科大学内科学講座　病態代謝内科学分野）

130（消） 肝原発悪性リンパ腫の一切除例
 ○木村　明菜1、木村　康利1、永山　稔1、水口　徹1、待木　隆志1、山口　洋志1、今村　将史1、阿久津　典之2、
 　佐々木　茂2、池田　博3、竹政　伊知朗1

 1札幌医科大学医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座、2札幌医科大学医学部　消化器内科学講座、
 3札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座、血液内科学

131（消） 診断に苦慮した限局性結節性過形成（FNH）の一例
 ○鈴木　和治1、荘　拓也1、中村　晃久1、大原　正嗣1、川岸　直樹1、出水　孝章1、梅村　真知子1、中井　正人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

132（消） 遺伝性出血性毛細血管拡張症の経過中に肝に多発結節影を生じ，悪性腫瘍との鑑別を要した1例
 ○森下　和輝1、菅井　望1、山口　巧1、松薗　絵美1、松原　悠1、曽我部　進1、関　英幸1、藤田　淳1、
 　鈴木　潤一1、秋元　真祐子2、柳内　充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

133（消） 胃内分泌細胞癌同時性多発肝転移に対し、術後化学療法とラジオ波焼灼療法を施行し長期生存が得られている1例
 ○飴田　咲貴1、久居　弘幸1、櫻井　環1、小柴　裕1、宮崎　悦2、山内　夏未3

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

　ランチョンセミナー 6 3月4日（日）12：00～ 12：55

共催：武田薬品工業株式会社
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第4会場（2F　207会議室）

　大腸3 3月4日（日）9：00～ 9：28

座長：阿部　雅一（札幌厚生病院　化学療法内科）

134（消） 骨盤内腫瘍の術後に化学療法が奏功してcoversiontherapyを施行し得たS状結腸癌の一症例
 ○鈴木　琢士1、横山　和典1、松本　航1、代田　充1、沢田　尭史1、旭　火華1、喜納　政哉1、益子　博幸1、
 　山野　三紀1、幅田　周太朗3

 1日鋼記念病院　消化器センター、2日鋼記念病院　病理診断科、3日鋼記念病院　産婦人科

135（消） Bevacizumabにより結腸吻合部穿孔をきたした１例
 ○藤野　紘貴1、沖田　憲司1、西舘　敏彦1、奥谷　浩一1、秋月　恵美1、碓井　彰大1、石井　雅之1、里吉　哲太1、
 　吉田　瑛司1、竹政　伊知朗1

 1札幌医科大学医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座

136（消） HGCSG1401：切除不能大腸癌に対するレゴラフェニブの後方視的研究：原発部位による解析
 ○石黒　敦1、結城　敏志2、中積　宏之3、村中　徹人3、辻　靖4、小林　良充5、畑中　一映6、奥田　博介7、
 　佐々木　尚英8、太宰　昌佳9、紺野　潤10、中村　路夫11、太田　智之12、大沼　宏之13、加藤　総介14、
 　阿部　雅一15、中野　真太郎16、小野寺　馨17、江藤　和範18、舘山　美樹19、小松　嘉人3

 1手稲渓仁会病院　腫瘍内科、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斗南病院　腫瘍内科、
 5釧路ろうさい病院　腫瘍内科、6市立函館病院　消化器内科、7恵佑会札幌病院　腫瘍内科、8北海道消化器科病院　内科、
 9NTT東日本札幌病院　消化器内科、10函館中央病院　消化器内科、11市立札幌病院　消化器内科、
 12札幌東徳洲会病院　消化器センター、13札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座、14札幌北楡病院　消化器内科、
 15札幌厚生病院　化学療法内科、16岩見沢市立総合病院　消化器内科、17札幌医科大学医学部　消化器内科学講座、
 18苫小牧市立病院　消化器内科、19苫小牧日翔病院　内科

137（消） HGCSG1503：切除不能大腸癌に対するTAS-102の後方視的研究：生存期間のUpdate
 ○原田　一顕1、結城　敏志2、川本　泰之3、八木澤　允貴3、辻　靖4、畑中　一映5、奥田　博介6、南　伸弥7、
 　石黒　敦8、太田　智之9、太宰　昌佳10、江藤　和範11、加藤　貴司12、中島　淳太13、佐々木　尚英14、
 　中村　路夫15、小池　雅彦16、中野　真太郎17、舘山　美樹18、坂本　直哉2、小松　嘉人3

 1釧路ろうさい病院　腫瘍内科、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斗南病院　腫瘍内科、
 5市立函館病院　消化器内科、6恵佑会札幌病院　腫瘍内科、7王子総合病院　消化器内科、8手稲渓仁会病院　腫瘍内科、
 9札幌東徳洲会病院　消化器センター、10NTT東日本札幌病院　消化器内科、11苫小牧市立病院　消化器内科、
 12市立稚内病院　内科、13帯広厚生病院　消化器内科、14北海道消化器科病院　内科、15市立札幌病院　消化器内科、
 16KKR札幌医療センター　消化器外科、17岩見沢市立総合病院　消化器内科、18苫小牧日翔病院　内科
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　大腸4 3月4日（日）9：31～ 9：59

座長：山野　泰穂（札幌医科大学医学部　消化器内科学講座）

138（内） 当院における高齢者に対する大腸ESDの検討
 ○安部　智之1、藤井　重之1、柴田　敬典1、佐藤　昌則1、山田　充子1、小野　道洋1、黒田　裕行1、前田　征洋1、
 　藤田　美悧2、佐賀　潤也3、渡邊　晃一3

 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　腫瘍内科学講座、血液内科学

139（消） 大腸上皮性腫瘍に対する自家蛍光内視鏡の組織学的・分子生物学的特徴の予測
 ○岩間　琢哉1、盛一　健太郎1、齊藤　成亮1、杉山　雄哉1、佐藤　裕基1、岡田　哲弘1、井尻　学見1、
 　高橋　慶太郎1、河端　秀賢1、林　明宏1、安藤　勝祥1、野村　好紀1、上野　伸展1、嘉島　伸1、後藤　拓磨1、
 　笹島　順平1、水上　裕輔1、藤谷　幹浩1、奥村　利勝1

 1旭川医科大学内科学講座　消化器・血液腫瘍制御内科学分野

140（消） 大腸癌の深達度診断における注腸X線検査の上乗せ効果の検討
 ○武藤　桃太郎1、本田　宗也1、武藤　瑞恵1、市來　一彦1、石川　千里1、井上　充貴1、岩田　浩義2、齋藤　善也2、
 　北　健吾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

141（内） 当院での閉塞性大腸癌に対するSEMS留置術の検討
 ○林　健児1、久保　彰則1、木脇　佐代子1、小笠原　倫子1、高木　智史1、吉田　純一1

 1地域医療機能推進機構札幌北辰病院　消化器内科

　大腸5 3月4日（日）10：02～ 10：30

座長：前本　篤男（札幌東徳州会病院　IBDセンター）

142（消） 原病の治療が病状の改善につながった続発性慢性偽性腸閉塞症の1例
 ○米村　洋輝1、桜井　健介1、佐々木　塁1、常松　聖司1、多谷　容子1、松本　美桜1、馬場　麗1、武藤　修一1、
 　木村　宗士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

143（内） 当院にて緊急内視鏡治療を実施した直腸静脈瘤破裂症例の検討
 ○巽　亮二1、畑山　加奈1、山口　将功1、木村　睦海1、荒川　智宏1、中島　知明1、桑田　靖昭1、小関　至1、
 　大村　卓味1、狩野　吉康1

 1札幌厚生病院　肝臓内科

144（内） 無症状で術前診断できた虫垂腺腫の１例
 ○猪股　英俊1、木村　朋広1、宮島　治也1、藤見　章仁2、長町　康弘2、岡本　哲郎1、後藤　義朗2、山内　尚文2、
 　井原　康二2、西里　卓次2

 1札幌清田病院　消化器内科、2札幌清田病院　内科

145（消） 当院での便秘治療に対するとりくみと処方の変化について
 ○馬場　麗1、桜井　健介1、佐々木　塁1、常松　聖司1、多谷　容子1、松本　美櫻1、塚本　祐己1、武藤　修一1、
 　木村　宗士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
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　大腸6（IBD） 3月4日（日）10：33～ 11：08

座長：那須野　正尚（札幌厚生病院　IBDセンター）

146（消） ステロイドが著効するも,漸減中に再燃を繰り返すCronkhite-Canada 症候群の1例
 ○佐々木　貴志1、山本　文泰1、江藤　和範1、小林　智絵1、西澤　竜矢1、伊藤　憲1、山田　錬1

 1苫小牧市立病院　消化器内科

147（消） 消化管病変に起因する脾腫によって汎血球減少を呈したクローン病の一例
 ○齊藤　成亮1、上野　伸展2、小林　裕1、杉山　雄哉1、岩間　琢哉1、佐藤　裕基1、井尻　学見1、高橋　慶太郎1、
 　河端　秀賢1、林　明宏1、安藤　勝祥2、野村　好紀1、後藤　拓磨1、嘉島　伸1、盛一　健太郎1、水上　裕輔1、
 　藤谷　幹浩1、奥村　利勝1

 1旭川医科大学内科学講座　消化器・血液腫瘍制御内科学分野、2旭川医科大学　地域医療支援及び専門医育成推進講座

148（消） QOLの観点から検討したインフリキシマブバイオシミラー投与の妥当性
 ○杉山　雄哉1、上野　伸展1、小林　裕1、岩間　琢哉1、佐藤　裕基1、井尻　学見1、高橋　慶太郎1、安藤　勝祥1、
 　林　明宏1、川端　秀賢1、野村　好紀1、嘉島　伸1、後藤　拓磨1、笹島　順平1、高氏　修平1、盛一　健太郎1、
 　水上　裕輔1、藤谷　幹浩1、奥村　利勝1

 1旭川医科大学病院

149（内） 潰瘍性大腸炎に対する顆粒球吸着除去療法の有効性と内視鏡所見の関係
 ○杉山　浩平1、那須野　正尚1、宮川　麻希1、田中　浩紀1、本谷　聡1

 1札幌厚生病院　IBDセンター

150（内） ポリープ様隆起を呈した腸管子宮内膜症の1例
 ○武藤　桃太郎1、本田　宗也1、武藤　瑞恵1、市來　一彦1、石川　千里1、井上　充貴1

 1JA北海道厚生連　遠軽厚生病院　内科



─ 31 ─

　ランチョンセミナー

3月3日（土）　12：00 ～ 12：55　第1会場（204会議室）

LS1　C型肝炎の最新治療
座長：坂本　直哉（北海道大学大学院医学研究院　内科学分野　消化器内科学教室　教授）
演者：茶山　一彰（広島大学大学院医歯薬保健学研究科　医歯薬学専攻　消化器・代謝内科学　教授）
共催：アッヴィ合同会社

3月3日（土）　12：00 ～ 12：55　第2会場（小ホール）

LS2　胆管結石症例への治療戦略
座長：潟沼　朗生（手稲渓仁会病院　消化器病センター　副部長）
演者：入澤　篤志（福島県立医科大学会津医療センター　消化器内科学講座　教授）
共催：オリンパス株式会社

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

LS3　クローン病治療 up date　～最適な Bio の使い方～
座長：藤谷　幹浩（国立大学法人 旭川医科大学　内科学講座　消化器・血液腫瘍制御内科学分野　准教授）
演者：鈴木　康夫（東邦大学医療センター　佐倉病院　内科学講座　主任教授）
共催：ヤンセンファーマ株式会社／田辺三菱製薬株式会社

3月4日（日）　12：00 ～ 12：55　第1会場（204会議室）

LS4　日常診療に必要な潰瘍性大腸炎内科治療の基本
 ～ baseline治療（5ASAとステロイド）を中心に～
座長：仲瀬　裕志（札幌医科大学医学部　消化器内科学講座　教授）
演者：中村　志郎（兵庫医科大学　炎症性腸疾患内科　教授）
共催：杏林製薬株式会社

3月4日（日）　12：00 ～ 12：55　第2会場（小ホール）

LS5　HCC治療の新たな戦略　－Regorafenibを中心に－
座長：加藤　淳二（札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座　教授）
演者：泉　並木（武蔵野赤十字病院　消化器内科　院長）
共催：バイエル薬品株式会社

3月4日（日）　12：00 ～ 12：55　第3会場（201＋202会議室）

LS6　上部消化管の癌は予防の時代～確実な一次予防、二次予防を目指して～
座長：斉藤　裕輔（市立旭川病院　副院長・消化器病センター長）
演者：間部　克裕（国立病院機構　函館病院　消化器病センター長）
共催：武田薬品工業株式会社





特別講演
シンポジウム（消）（内）

抄 録
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　特別講演

C型肝炎ウイルス基礎研究の過去、現在、未来

脇田　隆字、相崎　英樹、渡士　幸一
国立感染症研究所

　C型肝炎は血液を介して感染後、持続感染化する。日本ではC型肝炎ウイルス（HCV）キャリアが100万人程度
と推定されている。HCVの持続感染は慢性肝炎、肝硬変、肝臓癌を引き起こす。肝臓癌を減らすためには新規
HCV感染を防止し、治療することが重要となる。1989年にHCVが発見され、輸血用血液などのスクリーニング
が可能となり新規感染は激減した。しかし、HCV持続感染者の多くが肝硬変、肝臓癌を発症することも明らかと
なった。肝炎の病態進行を止めるためにウイルス排除が可能な治療法の開発が必要であった。有効な抗HCV薬を
開発するためには、感染細胞におけるウイルスの感染増殖複製機構を理解することが重要であり、そのためのツー
ルとして培養細胞におけるウイルス感染培養実験系の開発が必須となる。しかし、HCVは培養細胞を用いた感染
実験が困難であった。1999年のHCVレプリコン開発が突破口となり、さらに我々はJFH?1株を用いることにより
ウイルス培養系を2005年に開発することができた。その後の抗HCV薬の開発は目覚ましいものがあり、近年開発
されたDAAによって100％に近い著効率が得られるようになった。しかし、HCVの根絶を目指して真に最適で安
価な治療法の開発が求められている。また、薬剤耐性ウイルスの対策も重要である。抗ウイルス薬の至適組み合
わせにより、薬剤耐性ウイルスの出現を減らし、治療期間の短縮が可能と考えられる。DAA治療により、SVR
達成率が飛躍的に高くなる一方で、SVR後の肝発癌、脂質代謝異常、HBVの再活性化など、いわゆるSVR後症
候群が問題となる。長期間のHCV感染による肝組織障害とその分子機構の解明を進める必要がある。また、潜在
しているHCVキャリアーをいかに治療へ導入するかも大きな課題である。
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　シンポジウム（消）

S-1（消）
MR Elastography・IDEAL IQ によるC型肝炎DAA治療
SVR後の評価
1名寄市立総合病院　消化器内科
○鈴木　康秋1、上原　聡人1、上原　恭子1、久野木　健仁1、藤林　周吾1、
芹川　真哉1  　    

【はじめに】MR Elastography（MRE）は、肝内の振動の伝播をMRI位相変化量とし
て捉え、組織弾性率により肝硬度を評価する手法で、また、IDEAL IQはMRI化学
シフト法で、肝の脂肪含有率と鉄沈着の評価ができる。今回我々は、C型肝炎DAA
治療SVR例において、治療前後のMRE・IDEAL IQによる評価をしたので報告する。

【対象と方法】DAA・SVR24のC型肝炎25例（年齢中央値64歳、男12・女13例、
CH 16・LC 9例）。治療前後のALT値、MRE肝硬度、IDEAL IQ脂肪含有率・
鉄沈着率の変化を比較検討した。【結果】１、治療前評価。MRE肝硬度 3.3 （CH 
2.9・LC 4.8）kPa、IDEAL IQ脂肪 6.1（CH 6.2・LC 6.1）%、鉄沈着 33（CH 
33・LC 32）Hz。２、DAA治療後１回目評価（治療終了後4ヶ月）。MRE肝硬度 
2.6 kPa、IDEAL IQ脂肪 6%、鉄沈着 34Hz。３、治療後２回目評価（同16ヶ月、
n=16）。MRE肝硬度 2.6 kPa、IDEAL IQ脂肪 6%、鉄沈着 35Hz。４、治療後３
回目評価（同24ヶ月、n=8）。MRE肝硬度 2.3 kPa、IDEAL IQ脂肪 8.7%、鉄沈
着 36Hz。５、MRE肝硬度は治療後１回目評価では0.8（前値の約21%）低下した。
治療後２、３回目評価では前回評価よりMRE肝硬度低下はそれぞれ0.2と低下程度
は減少した。IDEAL IQ脂肪含有率・鉄沈着率は変化が無かった。６、３例がSVR
にもかかわらずALTが正常化しなかった。３例とも治療後に飲酒量と体重増加を認め
た。MRE肝硬度は治療前6.9→治療後１回目評価4.8→２回目評価5.0 kPaと再上昇
を認め、１例は治療２年後に肝発癌を認めた。【考察】MREでは肝線維化に加え炎
症も肝硬度に影響を与えるため、SVR例では治療後早期にMRE肝硬度が軽度低下
した。その後の低下が肝線維化改善を反映する可能性がある。一方、SVRにもか
かわらずALT正常化しない例は肝硬度低下不良であり、うち１例が発癌したことより、
MRE肝硬度が発癌リスク因子にかかわる可能性も考えられる。

S-2（消）
C型肝炎治療前後の肝硬度, 脂肪化（CAP）および血液生化
学的検査の変化と治療後肝発癌についての検討
1JCHO北海道病院　消化器センター、
2北海道大学大学院医学研究科　内科学講座　消化器内科学分野
○馬場　英1、古家　乾1、須田　剛生2、森川　賢一2、坂本　直哉2　    

【背景】DAAの登場により，治療抵抗性とされていた高齢者や線維化進行例においても，
高いSVR率を達成できるようになった．その一方でSVR後の肝機能や線維化の変化，肝
発癌や肝発癌の抑止効果など検証すべき新たな問題も生じている．【対象】DAAを使用
した治療をおこなったC型慢性肝炎・代償性肝硬変394例（慢性肝炎315例，代償性肝
硬変79例）を対象とした．HCC治療歴は35例（8.9%）で認めた．慢性肝炎では年齢60.8±
10.4歳（IFNを含む治療），65.1±13.6歳（DAAｓのみの治療），男性150人，肝硬変では
年齢66.4±13.3歳，男性40人であった．治療の内訳（SVR24）はTVR/PegIFN/RBV22
例（81.0%），SMV/PegIFN/RBV45例（68.9%），DCV/ASV102例（97.0%），SOF/
LDV116例（98.2%），OMV/PTV/r15例（100%），EBV/GZR1例（100%），SOF/RBV93
例（88.0%）であった．治療前，治療終了時（EOT），および治療終了後24週後（EOT24）に
線維化マーカーを含んだ血液検査およびFibroscanを用いて肝硬度，CAPを測定し経時的
経過を検討した．【成績】慢性肝炎において，IFNが含まれた治療法では肝硬度はEOT24
で治療前と比較して有意に低下していた． DAAsのみの治療では肝硬度はEOT24で治
療前およびEOTと比較して有意に低下していた． 肝硬変では肝硬度はEOT24および
EOTで治療前と比較して有意に低下していた． いずれの対象においてもヒアルロン酸や
Fib4はEOT24で治療前と比較して有意に低下していた．CAPは各群に有意な差を認めな
かった． AlbはEOT24で治療前およびEOTと比較して有意に上昇し，ALTはEOT24で
治療前およびEOTと比較して有意に低下していた．治療開始からの平均観察期間898±
389日で，12例（DAAsのみ11例）に治療後に肝癌を認め，治療開始から発癌までの平均
期間は446±224日であった．【結論】DAAを含んだ治療により，肝硬度，各種線維化マー
カーは低下し,アルブミンが上昇することから，繊維化が改善し，肝予備能が改善することが
示唆された．このような効果が肝発癌に及ぼす影響に関してはさらなる検討が必要である．

S-3（消）
慢性C型肝炎合併透析症例に対する治療成績と臨床パラメー
ターの変化検討
1北海道大学病院　消化器内科
○須田　剛生1、小川　浩司1、坂本　直哉1    

（背景・目的）DAAｓの登場により、全例で100％のSVRを目指す事が可能な時代が
近づきつつある。一方で、肝移植例・高度腎機能障害、HIV共感染例などの歴史的
に難治性例であった症例に対する治療成績とDAAｓによりえられたSVR後の臨床
的な変化・推移については十分に解明されていない。そこで、我々はC型肝炎合併
慢性腎不全透析患者に対するDaclatasvir/Asunaprevir併用療法の治療効果・
SVRにより変化する臨床因子・非著効例の耐性ウイルスを含めた推移を検討する事
を目的とした。（対象）北海道の多施設共同研究として2014年11月から2015年11月
までに治療後12週の観察が可能であったゲノタイプ1型透析症例で、Daclatasvir/
Asunaprevir併用療法が行われた症例（結果）21例のゲノタイプ1型透析症例にお
いて、Daclatasvir/Asunaprevir併用療法が行われた。21例中、男性15名、女
性6名で、年齢中央値が63（50 -79）才、ウイルス量中央値は5.7logIU/ml（2.9-
6.8）であった。透析導入の原因疾患が糖尿病8名、糸球体腎炎7その他6名で透析
期間中央値7（1.5-33）年であった。また、NS5A耐性変異については3例がY93H
陽性症例であった。最終的に、SVR12は、21例中20例が達成し1例が治療終了
後４週でrelapseを認め、開始時asunaprevirに対する耐性変異となるaa168番変異
が治療前に認められていた。治療に伴い、ALT・線維化マーカーの有意な低下、
ALBの有意な上昇が認められ、AFP高値例においては有意に低下が認められた。
SVR後　1年以上の経過を追跡可能であった10症例において2例が非肝疾患によ
る死亡（IP増悪、心不全）が確認さされたが、残り8症例においては2年間肝疾患に
よる入院は認められなかった。非著効例1例では2年後においてもNS3aa168変異が
持続していた。（結語）透析症例であっても、高い著効率が得られるようになったが、
一方で非著効例においては耐性変異等、再治療が問題となる

S-4（消）
HIV/HCV重複感染の治療到達点と新たな課題
1北海道大学病院　消化器内科
○荘　拓也1、小川　浩司1、坂本　直哉1

【背景】HIV/HCV重複感染症例では、慢性肝炎から肝硬変への進展や肝硬変の
病態進行が早く、肝細胞癌の合併率も高く、HCV持続感染による肝病変の進展が予
後規定因子の一つとなる。従来標準治療としてIFN-based therapyが行われてきた
が、HCV単独感染症例と比較して難治例とされていた。2015年からはGenotype1型
に対してIFN-free therapyであるSofosbuvir+Ledipasvirが使用可能となった。【目
的】HIV/HCV重複感染の現状を把握し、IFN-based therapyとDAA therapyの
治療効果を比較検討する。【対象】HIV/HCV重複感染症例32例。17例にIFN-
based therapy、Genotype 1b型7例にDAA therapyを施行した。【結果】HIV/HCV
重複感染症例は全例男性、年齢中央値は48歳（23-66歳）であった。IFN-based 
therapyが17例に施行され、SVR率は17例中8例で47.1%であった。血球減少、倦
怠感、うつ症状などの副作用により8例（47.1%）が中止となった。特にGenotype3
型は中止率60%と高く、SVRも20％と治療成績が悪い結果であった。2015年より
Genotype1型（1b：5例、1a：2例）に対してSofosbuvir+Ledipasvirを施行した。年
齢中央値は52歳（39-64歳）、初回治療は5例、再治療は2例で、治療開始前の
HCV-RNA量は6.1 LogIU/mlであった。SVR12は100%（5/5）であり、HCV-RNA
陰性化率は4週で57.1%（4/7）、8週で100%（7/7）、12週で100%（7/7）であっ
た。HCV単独感染例におけるSofosbuvir+LedipasvirのSVR12、97.1％と比較し
て遜色ない結果であった。全例、副作用中止もなく、安全に施行が可能であった
Genotype2/3/4型においてもSofosbuvir+Ribavirin/Sofosbuvir+Daclatasvir+Ri
bavirin/Sofosbuvir+Daclatasvirによる治療が1例ずつ行われ、いずれもSVRを達
成した。2017年12月の段階でGenotype3型4例、4型1例、混合型（3a+1b）1例が治
療待機となっている。【結語】HIV/HCV重複感染例においてもIFN-based therapy
と比較してDAA therapyは高い安全性と治療効果が確認された。治療待機は3型お
よび4型であり、Pangenotypeに使用できるDAAsの治療効果が期待される。
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S-5（消）
C型肝炎におけるDAA治療SVR後の肝発癌危険因子の検討
1旭川医科大学　内科学講座　消化器・血液腫瘍制御内科学分野
○林　秀美1、澤田　康司1、長谷部　拓夢1、中嶋　駿介1、藤谷　幹浩1、
奥村　利勝1　

【背景】C型肝炎はDirect Acting Antivirals（DAA）治療により100%近いSVR
が得られるようになっているが、DAA治療SVR後に肝発癌を来す症例を経験する。
本研究ではDAA治療SVR後の肝発癌危険因子について後ろ向きに検討を行った。

【対象と方法】2014年11月～ 2017年5月までにDAA治療を施行し、SVR12を判定
できた68例を対象とし、SVR12達成後の肝発癌に寄与する因子について、年齢、性
別、高血圧、糖尿病、肝硬変、肝癌既往の有無、血液生化学検査、Fib-4 index
をCox比例ハザードモデルにて解析した。【結果】68例中SVR12は64例（94.1%）で
達成された（SVR12達成例、DCV/ASV: 23/24例, LDV/SOF: 23/23例, OBT/
PVR/r: 3/4例, SOF/RBV: 15/17例）。SVR12を達成した64例の背景は年齢中
央値69歳（15̃87歳）、男性25例、女性39例、高血圧合併28例、糖尿病合併10
例、肝硬変症例17例、肝癌の既往を8例に認めた。観察期間中央値608.5日で64
例中10例（15.6%）に肝発癌を認めた（新規発癌：6例、再発4例）。発癌リスクに関
して単変量解析で血清アルブミン（p=0.018）、肝硬変合併（p=0.006）、糖尿病合併
（p=0.029）、肝癌既往（p=0.011）が有意な因子として抽出され、多変量解析にて
糖尿病合併（p=0.005）が独立因子として抽出された。【結論】DAA治療により高い
SVR12が得られたが、SVR後も肝発癌に注意が必要であり、特に糖尿病合併例に
は厳重なフォローが必要であると考えられた。

S-6（消）
肝移植後の抗C型肝炎ウイルス療法の検討
1北海道大学大学院　医学研究科　消化器内科
○中村　晃久1、森川　賢一1、鈴木　和治1、大原　正嗣1、川岸　直樹1、
出水　孝章1、梅村　真知子1、中井　正人1、荘　拓也1、須田　剛生1、
小川　浩司1、坂本　直哉1

【目的】C型肝硬変は、肝移植適応疾患のなかで最多となっている。しかし、C型肝
炎ウイルス（HCV）の移植肝への再感染は必発であり、他疾患と比較し術後予後が
不良とされてきた。今回、肝移植後の抗HCV療法の治療効果を臨床的因子、宿
主因子、ウイルス的因子を含めて検討することを目的とした。

【方法】2008年から2017年4月まで当科にて、肝移植後C型肝炎再発に対し抗ウイル
ス療法を行った15症例、のべ治療32回の治療前後の経過および効果を検討した。
【成績】HCV感染症は、術後グラフト肝に全例再感染を認めた。移植年に合わせ
たインターフェロン（IFN）単独療法、IFN＋リバビリン（RBV）併用療法、IFN＋RBV
併用直接型抗ウイルス剤（DAA）療法、IFNフリーDAA療法により、最終的に15例
中13例にウイルス学的著効（SVR）が得られた。SVRを得られなかった2例は、1例
が経過中他癌発症にて抗ウイルス療法中断、もう1例はPeg-IFN＋RBV併用療法
30回投与後肝酵素上昇を認め中断、肝生検にてlate-onset acute rejectionと診断
した症例であった。
【結論】肝移植後の再発C型肝炎に対する治療奏効率が、患者の予後規定因子と
なる。IFN療法時代は、免疫賦活作用による拒絶反応誘発を考慮し、十分量投
薬出来ていなかったことが、非SVRの原因であった。C型肝硬変に対する肝移植術
後のIFNフリーDAA療法は、安全に施行でき、高い治療効果が得られ、術後生存
期間の延長が、期待できると考えられた。

S-7（消）
DAA治療が肝癌再発と門脈圧亢進症に与える影響
1札幌厚生病院　消化器内科（肝臓内科）
○中島　知明1、髭　修平1、狩野　吉康1

【目的】DAA治療によるSVR後に肝癌再発が抑制されるか否か、門脈圧亢進症が改善さ
れるか否かを評価するため、以下の検討を行った。
検討1）【方法】2004年1月から2013年12月までに当院でHCV関連初発肝癌と診断し、
根治的治療を行った222例を対象に、肝癌治療後にDAA治療によりSVRを達成した42例

（DAA群）、肝癌治療後にIFN治療によりSVRを達成した7例（IFN群）、IFN治療による
SVR後に発癌した18例（SVR後発癌群）、抗HCV治療未治療またはSVRを達成しなかっ
た155例（非SVR群）において、生存期間と無再発生存期間（半年以内の再発例を除く）
をKaplan-Meier法で評価し、二群間比較をlog-rank検定で評価した。【成績】生存率は
DAA群、SVR後発癌群では非SVR群に比し有意に高く（P＜0.001、P＝0.004）、さらに
DAA群はIFN群に比し高い傾向を認めた（P＝0.085）。無再発生存率は、DAA群、IFN
群では非SVR群に比し高い傾向を認めたが（P＝0.085、P＝0.005）、DAA群とIFN群と
の間に差を認めなかった（P＝0.204）。
検討2）【方法】ダクラタスビル・アスナプレビル併用治療によりSVRを達成し、治療前/治療
開始3年後にCT検査を施行されたC型代償性肝硬変21例において、脾静脈径と脾容積、
さらにこれらとBMI、APRIから算出される門脈圧予測値PVP（J Dig Dis, 2016）の変化を
検討した。【成績】APRIの中央値は治療前/後で3.0/0.7と有意に低下した（P＜0.001）。
同様に、脾静脈径（cm）は0.83/0.88と低下を認めなかったが（P＝0.340）、脾容積（㎤）は
266.9/206.1と有意に減少した（P＝0.007、減少率17.8%）。脾容積が10%以上減少/増加
した症例は16例（76.2%）/2例（9.5%）であった。PVP（mmHg）は治療前/後で28.5/20.2
と有意に低下した（P＜0.001、低下率27.2%）。治療前/後で脾静脈径、脾容積ともに顕
著な増加（1.1/1.7、997.4/1558.1）を示した1例でPVPの上昇を認めた（39.8/48.6）。

【結論】DAA治療でSVRが達成されると、IFN治療と同等に肝癌再発が抑制される可能
性が示唆された。さらに多くのSVR症例で門脈圧が減少することが示唆されたが、門脈圧
の上昇が続く症例も存在し、注意を要する。

S-8（消）
C型慢性肝炎に対するインターフェロンフリーDAAが脂質に与
える影響
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○松居　剛志1、姜　貞憲1、山本　恭史1、辻　邦彦1、真口　宏介1

【背景】C型肝炎ウイルス（HCV）の肝細胞内への取り込みには脂質と密接な関係が
あることがわかっており、一部のDAAでは投与早期に総コレステロール（TC）が上昇す
ることが示さている。【目的】現在使用可能なDAA製剤がTCに与える影響を検討する。
【対象】HCV genotype1および2のC型慢性肝炎（CHC）に対しDAAを投与した149例
（DCA+ASV 64例、SOF/LDV 18例、OBV/PTV/r 13例、SOF＋RBV54例 ）【 方
法】各DAAにおいて治療前、2週後、終了時（DCA+ASVは24週、そのほか12週）、治
療終了3か月後の血中TCを解析する。【成績】DCA+ASVの各時期におけるTCの平
均値は167.7/170.3/179.7/199.2mg/dL（ 治療前/2週/終了時/終了3か月）、SOF/
LDV　174.0/192.6/194.0/190 mg/dL、OBV/PTV/r　168.4/170.6/183.6/200.0 
mg/dL、SOF＋RBV　173.3/179.3/181.4/185.0 mg/dLであった。治療前からの変動
はDCA+ASV2.6/12.8/29.6mg/dL（2週/終了時/終了3か月；p= 0.3142/ p ＜ 0.001/ 
p ＜ 0.001）、SOF/LDV　18.6/7.7/9.7 mg/dL（p ＜ 0.001/ p=0.2071/ p=0.0745）、
OBV/PTV/r　2.3/15.2/34.0 mg/dL（p=0.7954/ p=0.1667/ p ＜ 0.001）、SOF＋RBV　
6.0/7.6/12.3 mg/dL（p=0.0485/ p= 0.0293/ p=0.0195）であった。DCA+ASVでは治療
早期のTCの変動は見られなかったが、治療終了以後は上昇していた。SOF/LDVでは早
期にTCの上昇を認めるものの以後変動は見られなかった。OBV/PTV/rでは治療終了3か
月後にのみ上昇を認めた。SOF＋RBVでは治療早期に上昇し以後も上昇し続けた。治療前
より各時期までのTCの変動は2週後ではSOF/LDVがほかのDAAに比し高値の傾向にあっ
た（vs.DCA+ASV; p=0.0054, vs.SOF＋RBV; p=0.0318, vs.OBV/PTV/r;p= 0.1069）。
治療終了時では差がなく、治療終了3か月後ではOBV/PTV/rがSOF/LDVおよびSOF＋
RBVに比し高値であった（vs. SOF/LDV;p= 0.0098,vs. SOF＋RBV;p= 0.0195）.【まとめ】
DAAによりTCの変動パターンは異なっていた。しかしながら、治療終了3か月後ではどのDAA
でもTCは上昇しており、TC上昇の原因としてHCVの変化の影響が大きいと考えられた。
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S-9（消）
C型肝炎に対するDAA治療後の肝線維化改善効果および肝
発癌状況の検討
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、北潟谷　隆1、霜田　佳彦1、伊藤　淳1、大野　正芳1、
工藤　大樹1、畑中　一映1、成瀬　宏仁1　

【目的】C型肝炎に対するDAAの登場以降、治療効果は著しく向上したが、予後の改善に
ついては検証が必要である。今回、DAA治療後の肝線維化マーカーの推移、肝発癌状況
について検討したので報告する。【対象と方法】対象はC型肝炎に対して当科でDAAを投
与し、SVR12の確認できた247例である。肝線維化マーカーは、Fibroscanによる肝硬度、
M2BPGi、4型コラーゲン7S、ヒアルロン酸、FIB-4 indexについて、治療前後で比較した。
DAA治療後の発癌状況については、肝癌既往別に発癌に関与する因子について検討し
た。【結果】患者背景は、男性47 ％、年齢中央値68（30 ～ 88）歳、初回64％、肝硬変
21％、肝癌既往11％、Genotype1型175例/2型72例だった。治療内容はDCV/ASV67例、
SOF/LDV74例、OBT/PTV19例、SOF/RBV72例、EBR/GZR15例で、SVRは各々
94、97、100、94、100％だった。肝線維化マーカー（平均値）の治療前/型肝炎終了時
/終了3 ～ 6ヶ月後の比較では、Fibroscan肝弾性値：13.4/9.3/8.1（kPa） （P＜0.01）、
M2BPGi値：3.1/1.9/1.5（COI） （P＜0.01）、4型コラーゲン7S：8.1/6.5 /5.6 （ng/ml） 

（P＜0.05）、FIB-4 index:8.1/2.2/2.0（P＜0.01）と、いずれの指標も治療後改善傾向
を示し、その効果は持続していた。治療後の肝発癌は、平均観察期間605日で18例確認さ
れた。背景は男性7例、年齢中央値78歳、肝硬変13例、肝癌既往有10例で、DAA終了
後から肝癌発症までの日数は255（0 ～ 721）日だった。腫瘍径中央値は18mm、StageI/
II/IIIが12/4/2例で、累積肝発癌率は、肝癌既往別（有/無）では6ヶ月24/0.5％、12ヶ月
37/1.5％、18ヶ月42/3.3％だった（P＜0.01）。発癌関連因子については、初発例では高
齢、線維化進展が多変量解析で抽出されたが、再発例では有意な因子は見いだせなかっ
た。【結論】DAA治療により高率にSVRが達成され、肝線維化マーカーの有意な改善が確
認された。しかし、肝発癌については治療終了後早期から発症する例も経験され、特に肝
癌既往例の再発率は非常に高く、厳重な肝癌スクリーニングが必要である。
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S-13（内）
routineにNon traumatic tubeを用いた大腸内視鏡観察法の
工夫
1勤医協中央病院　消化器内科、2札幌医科大学医学部　消化器内科学講座
○檜森　亮吾1、森園　竜太郎1、山野　泰穂2

近年、大腸癌では検査と検査の間に発見された中間期間癌に関する報告がなされるよ
うになってきた。これらの癌はde novo pathwayのように小さな病変が短期間に発生し、
急速に増大と浸潤を来したとする意見がある反面、見逃し癌の可能性が大きいと指摘
する意見もあり、内視鏡検査における観察の重要性が指摘されつつある。　特に大
腸では管腔内の襞や屈曲が存在するため死角が生じやすく、さらに蠕動も加わるため
観察精度が低下すると考えられている。観察精度を向上させるために観察時間、観察
deviceの併用、広角・超広角視野scopeなどの工夫が挙げられる。我々は観察device
のひとつとしてNon traumatic tube（以下、NT tube）を用いている。NTtubeは藤井
氏（元がんセンター中央病院）が考案したdeviceであり、tube 先端が直径2.8mmの球形
となっており、先端部分から色素撒布を行えるdeviceである。演者は過去に秋田赤十
字病院消化器病センターに在籍し、NTtube を用いた観察法を習得し、現在も可能な
限り使用している。実際にはscopeが盲腸に到達後、NTtubeを鉗子孔から挿入し観
察を開始する。球形先端部分が粘膜への損傷を予防しつつ襞裏や屈曲部分の押さえ
込み観察が可能で、病変発見時には至適距離を確保しつつNBI観察や色素観察が
容易に行え、また拡大観察でのfocus調整も行える。また鉗子孔からNTtubeを入れた
状態でも吸引は可能であり、残渣が多い場合などにも粘膜を吸引することなく残液を吸
引できることや、憩室出血での出血点の検索においてもNT tubeより個々の憩室を直
接水洗でき有用と考えている。さらにtubeの出し入れの微調整を日頃から左手で行うこ
とで、治療内視鏡時のdevice controlの練習や、EMRやESD時の局注simulationに
も有用と考えている。但しNTtubeを使用する際には介助者が常に１名必要であること、
scope先端からの突出長の調整を要すること、先端が球形で鈍的とは言え視野が確保
できない場合は穿孔のリスクがあることなど、その使用には慎重を期すことを強調したい。
以上のNTtubeの有用性など実臨床におけるビデオを供覧し、提示したい。

S-10（消）
手の小さい術者におけるアングルノブアタッチメントの有用性
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
○松本　美桜1、多谷　容子1、桜井　健介1、佐々木　塁1、常松　聖司1、
馬場　麗1、武藤　修一1、木村　宗士1　    

【背景】内視鏡の左右アングル部分は手の小さい術者には扱いが困難なことがしば
しば経験される．　オリンパス社からは左右アングルの操作を容易にするために，左
右アングルに被せて使用するアングルノブアタッチメントが発売されている．　今回アン
グルノブアタッチメントの有用性を検討したため報告する．【方法】滅菌手袋のサイズが
5.5ｃｍ,6.0ｃｍ,6.5ｃｍ,7.0ｃｍの術者それぞれで、アタッチメントを装着しない状態・した
状態で,１）内視鏡を通常状態で保持し、親指及び中指が左右アングルからはみ出
す長さ，２）上下アングルをフルアップで保持し、中指が左右アングルからはみ出す長
さを測定した．【結果】通常保持・アタッチメントなしの場合では左右アングルからはみ
出す親指の長さはサイズ6.0,6.5,7.0ｃｍの術者ではそれぞれ9,12,24ｃｍだったが，5.5
ｃｍの術者はわずか3ｍｍであった．中指の測定では，6.0,6.5,7.0ｃｍの術者ではそれ
ぞれ3,7,13ｍｍであったが,5.5ｃｍの術者ははみ出すことなく-3ｍｍとの結果であった．
次にアタッチメントを装着すると，親指の測定では5.5ｃｍの術者から順に8ｍｍ，10ｍｍ，
13ｍｍ，26ｍｍとなり、中指の測定では-1ｍｍ，0ｍｍ，7ｍｍ，13ｍｍと、5.5ｃｍの術者
でも指がはみ出すまでには至らないものの，アングルにしっかり指がかかるようになって
いた．　親指でアップアングルを保持した状態での測定では，5.5ｃｍの術者から順に
0ｍｍ,5ｍｍ,7ｍｍ,11ｍｍであったが，アタッチメントを装着すると2ｍｍ,2ｍｍ，6ｍｍ，11ｍ
ｍとなった．　また,可動性を評価したところ，5.5ｃｍの術者においてはアタッチメント装
着にて１ストロークで左右に十分動かせるようになっていた．【考察】5.5ｃｍサイズの術
者では，アタッチメント装着にて左右アングルにしっかり指がかかるようになり，可動性
が良好となった．一方で6.0ｃｍ以上のサイズの術者ではもともと左右アングルにしっか
り指がかかる様子が観察され，明らかな有用性があるとは言えなかった．【結語】手袋
サイズ5.5ｃｍ以下の術者にはアングルノブアタッチメントは有用である．

S-11（内）
食道上皮内腫瘍におけるNBI血管間色調変化の診断能につ
いての検討－ヨード染色との対比　
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
○安孫子　怜史1、清水　勇一2、高橋　正和2、石川　麻倫2、松田　可奈1、
宮本　秀一2、山下　允孝2、津田　桃子1、山本　桂子2、森　康明2、
中川　学2、小野　尚子2、中川　宗一2、工藤　俊彦1、坂本　直哉1

【背景・目的】食道上皮内腫瘍の内視鏡診断において，ヨード染色によるpink-
color sign （PCS）の有 無がIntraepithelial neoplasia （IN） とsquamous cell 
carcinoma （SCC）の鑑別に有用であり広く活用されてきた．近年，腫瘍部のNBI観
察におけるIPCL間の色調変化 （background coloration ; BGC） が注目されてお
り, 今回我々は，PCSと比較したBGCの正診率と診断一致率について前向きに検討
した．【方法】当院でEGDが施行され，食道NBI観察でのIPCLの拡張と，ヨード染
色で不染帯を認め，生検またはEMR/ESDが施行された病変を対象とし，BGCおよ
びPCSの有無と，組織所見の結果について検討した．また, 3名の内視鏡専門医に
よる観察者間診断一致率を検討した.【結果】87症例103病変（SCC/HGIN 48病
変，IN/non-atypia 55病変）について検討が行われた．BGCを鑑別指標とした場合，
SCCとIN/non-atypiaの診断能は，感度93.8％，特異度88.2％, 正診率91.3%であ
り，PCSを鑑別指標とした場合の感度97.9％，特異度88.2％, 正診率93.2%と有意
差は認めなかった（p = 0.79）．しかし, まだら食道（scattered type）症例38病変にお
ける正診率はPCS 94.7%に比べてBGC 86.8%と低い傾向にあった. 全103病変の
観察者間診断一致率（κ値）は, BGC 0.64 （substantial）, PCS 0.83 （excellent）
であった. 【考察・結論】まだら食道症例ではIPCL拡張が散在しており，血管間色調
変化が認識しづらくなることがBGC正診率が下がる一つの要因と考えられた．結論と
して, 多くの症例のサーベイランスにおいて, NBI血管間色調変化はヨード染色pink-
color signに取って代われるものと考えられるが, まだら食道を呈する症例では依然, 
ヨード染色は重要である.

S-12（内）
背景粘膜診断からの効率的な胃癌スクリーニングとIEE有用性
1国立病院機構　函館病院　消化器科
○間部　克裕1、西村　友佑1、久保　公利1、加藤　元嗣1

背景：Helicobacter pylori （H.pylori）が胃癌の確実な発癌因子であり、本邦にお
ける胃癌の殆どがH.pylori感染胃炎に由来する。また、萎縮性胃炎の程度やひだ
肥厚性胃炎の有無などにより胃癌リスクは大きく異なる。また、H.pylori感染状態や
胃炎の状態により発見される胃癌の組織型や発生部位などに特徴がある。H.pylori
の感染状態（現感染、既感染、未感染）は胃炎の京都分類を用いることで内視鏡
検査で診断可能であり、萎縮の程度やひだ肥厚は白色光観察で診断でき、IEEを
用いると腸上皮化生の診断も容易となる。2016年には対策型胃内視鏡検診も認め
られ、胃癌スクリーニング検査における効率的で高精度な内視鏡検査が必要とされ
ている。具体的方法：胃癌リスクはH.pylori未感染か否か、で大きく異なる。胃体
下部から前庭部小弯に規則的な集合細静脈、RACを認めた場合、未感染と診断
出来る。体部のびまん性発赤、粘膜腫脹、白濁粘液を認めた場合は現感染、萎
縮や黄色腫を認めるが現感染の所見を認めない場合や地図状発赤を認める場合
は既感染と診断出来る。未感染か否かは90％以上の精度で診断可能であるが、現
感染か既感染かは70％程度になるため、内視鏡は補助診断とし、H.pylori感染診
断を併用する。びまん性発赤や腸上皮化生の診断はLCIにより容易に出来る。現
感染、既感染では萎縮が高度なほど、高分化型腺癌が萎縮粘膜や萎縮境界付近
に発生する。萎縮が軽度で皺襞腫大、鳥肌などを認める時、非萎縮粘膜から未分
化型癌の発生が起こる。除菌後では癌の表面の一部に正常の腺窩上皮が腫瘍を
覆い診断に難渋する場合があるが、LCIによる観察で癌がより鮮明になる。未感染
では、胃癌の発生頻度は極めて低い。腺境界付近で退色調の印環細胞癌が、胃
穹窿部から胃体部にかけては胃型の低異型度分化型胃癌、胃食道接合部から噴
門部にかけては分化型癌が発生する。

　シンポジウム（内）



─ 39 ─

S-14（内）
当院における閉塞性大腸癌に対するBTSとしてのステント治療
と予後の検討
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、北潟谷　隆1、霜田　佳彦1、伊藤　淳1、大野　正芳1、
工藤　大樹1、畑中　一映1、山本　義也1

【目的】当院における閉塞性大腸癌に対するステント留置と予後を検討する．【対象と
方法】2011年1月から2016年12月に手術加療した大腸癌797を，A群-閉塞性大腸
癌117例（14.7%）とB群-非閉塞性大腸癌680例（85.3%）に分けて，後方視的に臨
床病期別発生頻度，局在，予後を検討した．閉塞性大腸癌が予後不良因子となる
か，病期ごとにcox比例ハザードモデルにて検討した．累積生存率は，カプランマイヤー
法にて算出し，有意差検定は，ログランクテストにて行った．2期に関して，予後不良
因子をcox比例ハザードモデルにて回析し，閉塞性大腸癌が予後不良因子か検討し
た．【結果】A/B群で平均年齢71.2/70.7歳，男女比66：51/413：267と差を認め
なかった．各病期に占めるA群の比率は，2期17.7％，3a期16.3%，3b期16.7%，4
期24.7%であった．A群中4期の占める割合は，39.7%と高かった．左半結腸に局在
する比率は，A/B群で75.2%/64.9%とA群で高かった．閉塞性大腸癌は，全例では
予後不良因子であったが，2から4期では病期別予後不良因子ではなかった．緊急手
術の割合は病期別に差を認めなかったが，緊急手術例/減圧後待機手術の5年生
存率は，30.7/57.7%と緊急手術例で不良であった．2から4期の大腸ステント留置の
有無による病期別累積生存率に差は認めなかった．2期では，提唱されている予後
不良因子（穿孔・T4・悪性組織型・ly3・v3・リンパ節探索個数12個未満）は，閉
塞/非閉塞性大腸癌で差を認めず，緊急手術の比率が高かった．2期の予後不良
因子は，穿孔・緊急手術・リンパ節探索個数12個未満・補助化学療法なしであっ
た（P値＜0.01）．【結論】閉塞性大腸癌のBTSとしての大腸ステント留置手技は，中
期的予後の不良因子ではない．穿孔に留意して緊急手術を回避する大腸ステント留
置による術前減圧は有用であり，実際のステント留置手技の注意点についても考察し
て報告する．

S-15（内）
縦隔腹腔内リンパ腫診断におけるEUS-FNA診断へのこだわり
～消化器内科，血液内科，臨床検査科の三科連携による診断
能向上への追及～
1NTT東日本　札幌病院　消化器内科、
2NTT東日本　札幌病院　血液・腫瘍内科、
3NTT東日本　札幌病院　臨床検査科
○小野寺　学1、江上　大基1、鈴木　茉理奈1、宮本　大輔1、太宰　昌佳1、
吉井　新二1、吉田　美穂2、西尾　充史2、佐藤　昌明3、高桑　康成3

【背景】近年コンベックス内視鏡の普及により，縦隔や腹腔内リンパ腫に対しても，病理診断が可能に
なってきたが，各施設での使用歴は浅く，経験は十分ではない．【目的】縦隔や腹腔内リンパ腫への
EUS-FNA診断のこだわりや当院での診断体系を報告すること．【対象と方法】2013年4月から2017
年11月までに縦隔腹腔内リンパ節へのEUS-FNAを施行した44例中，最終的にリンパ腫と診断した
20病変を対象とした．EUS-FNAは腸管（食道，胃，十二指腸）からコンベックス内視鏡で病変を描
出し，透視下で，CTから想定される対象病変に近いことを確認し，施行した．穿刺回数は，肉眼で
組織検体の採取を確認されるまで穿刺し，免疫学的検討（FCM；フローサイトメトリー）等の検査用の
検体採取のため，1-2回穿刺を追加した．検討項目1）年齢．2）性別．3）部位．4）最大径．5）診断
率について，レトロスペクティブに検討した．【結果】1）年齢：69.6（30-94）才，2）性別：男10，女
10，3）部位：縦隔6例，腹腔内14例，4）平均最大径；37.2（9-90）mm，5）診断率；病理組織診
断（HE＋免疫染色）15%（3/20），血液内科医がFCM等を追加検討した総合診断70%（14/20）
であった．診断不能6例の内訳は，検体不足が4例，FCMの検査提出なしが2例で，外科的診断に
て最終診断した．【考察】CTにて，穿刺可能と判断したリンパ節は，全例で検査可能であったが，描
出と穿刺にはコツもいるため，消化器内科医は穿刺可能なリンパ節の熟知と技術の向上を目指すべ
きである．病理組織のみでは診断率が高くなかったが，FCMをあわせた総合診断で診断能は向上し
た．組織を提出した際に残存した血液成分もFCM用の検体として提出することにより，FCMの細胞
数が増加し，血液内科医からの評価が高かった．【結語】リンパ腫へのEUS-FNAは低侵襲で施行し
得，治療方針決定に有用であった．描出穿刺技術と検体の処理能力を消化器内科医は習得し，総
合診断し得る血液内科専門医，病理専門医との連携体制の構築を追求していくべきである．

S-16（内）
Needle knife papillotomy and needle knife fistulotomy 
for difficult biliary cannulation
1伊達赤十字病院　消化器科、2伊達赤十字病院　内科、
3札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座・血液内科学
○久居　弘幸1、櫻井　環1、小柴　裕1、山内　夏未1、宮崎　悦2、
飴田　咲貴3

【目的】Precutは選択的胆管挿管困難例に対する最終手段のひとつである。Precutは通常パピロ
トームを使用するtranspancreatic septostomyと針状メスを使用する方法に大別されるが、後者は開
口部から切り上げるneedle knife precut （NKP）と膨大部切開needle knife fistulotomy （NKF）が
ある。今回NKPおよびNKFの治療成績を検討した。
【方法】2000年9月～ 2017年9月までに胆管挿管困難でNKPまたはNKFを施行したBillroth-I法以
外の術後再建腸管症例を除く179例 （年齢41 ～ 101歳、平均78歳、男性81例、女性98例、NKP 
140例、NKF 39例）。原疾患は胆管結石105例 （58.7%）、悪性胆管狭窄61例 （34.1%）、胆嚢炎7
例 （3.9%）などであった。原則切開波で施行し、膵管にガイドワイヤー留置可能であった80例 （44.7%）
にERCP後膵炎予防目的に膵管ステント留置 （EPS）後にNKPを施行した。使用needle knifeは
KD11Q-1、KD441Q-1、KD-V451M （OLYMPUS）、RX Needle Knife （Boston Scientific）で、
浅く切開を繰返し、胆汁の流出の確認後または胆管が露出したと思われた時点で鈍的かつ愛護的に
needle knifeで挿管を試みた。偶発症の定義・重症度はCottonらの分類 （GIE 1991）に準じた。

【成績】1） 胆管挿管成功率: 初回胆管挿管可能例は116例 （64.8%）、後日可能例は57例 （31.8%）
であり、最終的に173例 （96.6%）で挿管可能であった。EPSの有無による初回挿管率に有意差はな
かった。2） 偶発症: 膵炎を16例 （8.9%）に認め、EPS施行群6例 （軽症3/中等症3）であった。未施
行群では10例 （軽症4/中等症4/重症2）であり、そのうちNKFでは3例 （軽症2/中等症1）で、EPS
施行群およびNKF群でより重症度が低かった。後出血は4例 （2.2%、軽症2/中等症1/重症1）に認
めた。穿孔はEPS未施行群の6例 （3.3%）で、5例は2回目のERCPの際に来したが、precutに起因
するものは2例であった。手技関連死はなかった。

【結論】胆管挿管率を100%に限りなく近づくためにはNKPおよびNKFは習熟すべき手技のひとつと
考えられた。偶発症の危険性を熟知したうえで施行することが肝要である。
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001（内）
Nivolumab関連の出血性胃炎の1例
1市立釧路総合病院　消化器内科
○小助川　紗弥1、林　優希1、三宅　高和1、大久保　陽介1、福田　昴一郎1、
鈴木　一也1、米澤　和彦1

【症例】30歳代女性．呼吸器内科にて肺腺癌stageIIIBに対し2nd lineの化学療法
としてNivolumab （3mg/kg）が投与されていた．Nivolumab 25コース目（初回投与か
ら12カ月後）に心窩部痛・嘔吐が出現しPPI開始されたが，第5病日に吐血したため
当科紹介となった．内視鏡検査では胃全体に発赤と易出血性粘膜を認め，まるで薄
皮がむけたような白色粘液塊が散在していた．生検病理診では出血もしくは壊死性
粘膜を背景に異型細胞がみられ，再生性変化と腫瘍性変化のどちらも鑑別にあげら
れた．絶食補液療法にて自然止血が得られたが，飲水再開で心窩部痛の再増悪が
みられた．第12病日に内視鏡再検したが胃炎は不変であった．Nivolumab関連の出
血性胃炎を疑い，診断的治療としてmPSL40mg （0.8mg/kg）と除痛目的にオキシコ
ドンを開始したところ，症状は改善傾向だったが第26病日でも治療効果は不十分だっ
た．内視鏡再検したところ，穹隆部は肉眼的に正常粘膜まで改善したが，幽門前庭
部は発赤・易出血性が強く残存していた．生検病理診では胃全体の胃粘膜固有層・
腺窩上皮に中～高度な好中球浸潤を認め，一部では腺管内膿瘍を形成し，PD-1阻
害剤関連の胃腸炎として矛盾のない所見であった．同日よりmPSL100mg （2.0mg/
kg）に増量したところ劇的な症状改善が得られ，第30病日にオキシコドン30mg内服を
終了しオピオイドフリーとなり，第41病日に補液終了した．ステロイドは適宜漸減し，第
80病日にステロイドを終了した．第92病日の内視鏡再検で幽門に軽度びらんを認めた
が，他部位は肉眼的に粘膜治癒が得られており，生検病理診も炎症改善がみられ
た．Nivolumab最終投与から約5ヵ月経過しているが，肺癌の増悪なく経過している．

【考察】近年，免疫チェックポイント阻害薬が臨床使用され，様々な免疫関連副作用
が報告されている．そのうち出血性胃炎の報告は稀であり，医中誌・PubMedで検索
した限り，本症例を除き本邦で吐血の1例，海外で黒色便の1例のみであった．経時
的な内視鏡写真の供覧と若干の文献的な考察を加え報告する．

002（内）
同時多発した胃底腺型胃癌
1KKR札幌医療センター　内科、2KKR札幌医療センター　病理診断科
○土田　直央1、松薗　絵美1、山口　巧1、松原　悠1、曽我部　進1、
菅井　望1、関　英幸1、藤田　淳1、鈴木　潤一1、柳内　充2、鈴木　昭2

【症例】85歳, 男性【現病歴】2型糖尿病, 本態性高血圧で当院代謝・内分泌
内科に通院していた. 消化管疾患のスクリーニング目的で施行した上部消化管内視
鏡検査で噴門部に表面が軽度発赤調で, 拡張した樹枝状の血管を伴う粘膜下腫
瘍様の直径5mm大の0-IIa型病変を2病変指摘された. 前壁側病変の生検では診
断分類Group 4で, 胃底腺細胞に類似した細胞が不規則な腺管を形成する像があ
り, 胃底腺型胃癌を疑われ精査加療のため当科へ紹介された. 【経過】当科入院
後, 内視鏡的粘膜下層剥離術を施行した. 前壁側の病変を16×15mm, 後壁側の
病変を16×14mmで, 内視鏡的に切除した. 術後, 特記すべき合併症なく経過し, 第
8病日に退院とした. 病理組織所見は前壁側病変が0-IIa, 6.5×5mm, tub1, pT1b1

（SM1）（500μm）, UL（-）, ly（-）, v（-）, pHM0, pVM0, 後壁側病変が
0-IIa, 6×4.5mm, tub1, pT1a（M）, UL（-）, ly（-）, v（-）, pHM0, pVM0で
あり, 前者は適応拡大治癒切除, 後者は治癒切除と判断した. 免疫染色ではいず
れの病変もCD10（-）, MUC2（-）, MUC5AC（-）, MUC6（+）, pepsinogen I

（+）, proton pump（+）であり, 胃底腺型胃癌と診断した. 【考察】胃底腺型胃癌は
Tsukamotoらが2007年に初めて報告した, 胃底腺への分化を示す分化型胃癌の1
種である. 疫学的には男性に多く, H. pyloriの感染の有無に関係なく発症し, 胃癌
全体の0.7 ～ 1.6%を本疾患が占めるといわれている. 現状, 治療法に関して確立し
た方法はないが, 胃癌治療ガイドラインに従って治療することが多く, 本例も同ガイドラ
インに基づいて治療した. 本疾患は0-II型の肉眼型を示すものが多いが, 約半数に
は粘膜下層浸潤を認めることも本疾患の特徴である. 本症例は胃底腺癌の同時多
発症例であるが, 本疾患の多発例は国内の報告で内視鏡所見や病理所見, 画像
所見など確認可能なもの51例中2例と少なく, 貴重な症例であると考え, 文献的考察
を加え報告する.

003（内）
直腸アニサキス症の1例
1小樽市立病院
○田上　敬太1、内藤　崇史1、矢島　秀教1、矢花　崇1、仲地　耕平1、
安達　雄哉1、有村　佳昭1、近藤　吉宏1

【はじめに】胃アニサキス症は日常臨床でしばしば遭遇し，内視鏡的に容易に診断し
虫体を摘出し得る疾患である．今回われわれは，イレウスで発症した直腸アニサキス
症の1例を経験したので報告する．【症例】症例は68歳，女性．2017年11月9日夕食
後から臍周囲痛，腹部膨満，嘔吐が出現し，同日深夜に夜間急病センターを受診．
腹部X-pで二ボーを認め，イレウスを疑われ翌11月10日当科紹介となる．CTで小腸お
よび大腸の系統的な拡張を認め，イレウスと診断した．直腸診では腫瘤は触知せず，
閉塞機転の有無の確認目的に大腸内視鏡を施行した．直腸にアニサキス虫体を確
認し，内視鏡的に虫体を摘出し得た．問診により，症状出現日とその前日に生魚（イ
カ，タコ，シャコ）の摂取歴が判明した。【考察】アニサキスはクジラやイルカの胃に寄
生する線虫で，オキアミを第1，サバ，ホッケ，スルメイカを第2中間宿主とする．宿主
が死亡した際に虫体が腸管から筋肉へ移動し，それを経口摂取すると幼虫が消化管
に刺入し発症する．消化管アニサキス症の寄生部位は胃が93.2%と最も多く，小腸が
2.6%，大腸が1.1%と報告されており，自験例のような大腸での報告は稀である．大
腸の報告に限ると，虫体の刺入部は右側結腸が多く，直腸に刺入部を認めた症例
は非常に稀である．症状は腹痛や下痢症状が多い一方で，無症状で偶然発見され
るケースも少なくない．本症例では，イレウスの原因検索目的に大腸内視鏡を行った
が，直腸の虫体摘出後，速やかに臨床症状の改善を認めた．腹部手術歴がなく明
らかな閉塞機転が不明なイレウスの鑑別疾患の一つにアニサキス症を考える必要性
があり，生魚摂取の注意深い問診が重要であると考えられた．【結語】イレウスを契機
に内視鏡的に診断，治療し得た直腸アニサキス症の1例を経験した．閉塞機転が不
明なイレウスの診断においては，問診による生魚の摂取歴の聴取が診断の糸口につ
ながる可能性が示唆された．

004（内）
当院におけるイレウス管の現状と留置後管理の重要性
1独立行政法人国立病院機構　北海道医療センター
○佐藤　孝大1、常松　聖司1、桜井　健介1、佐々木　塁1、多谷　容子1、
松本　美桜1、馬場　麗1、武藤　修一1、木村　宗士1

【緒言】腸閉塞は消化器内科にとって遭遇する頻度の高い疾患であり，その原因は
様々である．血行障害を伴う症例は原則手術加療となるが，単純性イレウスや確定診
断がついていない症例では腸管減圧を主とした保存的治療が行われ，本邦では経
鼻イレウス管を挿入して減圧を図る報告が多い．保存的加療の継続期間については
定まった指針はないが1週間程度を限界とする報告が多く，Bacterial translocation

（BT）を含む合併症を避けるためにも漫然とした保存的加療は慎むべきとされる．今
回，我々は当院における腸閉塞に対する経鼻イレウス管の使用や保存的治療の継続
期間を中心に，腸閉塞の治療方針について検討を行った．【対象と方法】2016年4
月から2017年10月までに腸閉塞と診断され，経鼻イレウス管による保存的加療を選択
された50例を対象とした．患者背景及び臨床検査所見，排液量や造影検査の有無，
イレウス管抜去までの期間，合併症の有無を含む臨床経過について検討した．【結
果】対象症例の年齢中央値は71（38-93）歳で，男性26人，女性24人であった．腹
部手術既往のある症例は31例であった．造影検査等により7日以内にイレウス管のク
ランプ・抜去，もしくは手術加療への移行が判断された症例は36例（短期留置群）
であり，14例では7日を超えた減圧加療が行われていた（長期留置群）．長期留置群
では6例（42.8%）が経過中にBT発症を来し，短期留置群1例（2.8％）と比してBT発
症頻度が高かった（p＝0.001）．長期イレウス管留置に寄与する因子について検討を
行ったところ，手術歴などの患者背景及び臨床検査所見においては関連性が認めら
れなかった．しかしながら，短期留置群では長期留置群と比して，イレウス管留置後3
日以内の造影検査施行症例が多かった（p＝0.043）．【結論】長期のイレウス管留置
はBT発症のリスクとなると考えられた．また，早期の造影検査による狭窄部を含めた
通過障害の評価が，遅滞ない治療方針決定に寄与している可能性が示唆された．
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005（内）
胃粘膜の敷石状・ひび割れ様変化と胃酸分泌抑制薬との関連
性についての検討
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
○桜井　健介1、常松　聖司1、佐々木　塁1、多谷　容子1、松本　美桜1、
馬場　麗1、武藤　修一1、木村　宗士1

【目的】プロトンポンプ阻害薬（PPI）は胃酸関連疾患に第一選択薬として広く用いら
れている薬剤である．加えて，逆流性食道炎の維持療法や抗血小板薬などの薬剤
性の粘膜障害予防に対しても有用であることから長期にわたって使用されることが多
い．近年，胃酸分泌抑制薬の長期使用が，「敷石状粘膜」「ひび割れ様粘膜」と
いう２つの特徴的な粘膜変化を生じることが報告されている．組織学的には酸分泌
腺の拡張と関連していると報告されているが，疫学的な研究は不十分である．今回，
我々はPPI及びボノプラザン内服と，この2つの粘膜変化を含めた内視鏡所見との関
連性を中心に報告する．【方法】2017年7月から2017年10月までに当院で上部消化
管内視鏡検査が施行された症例を対象とし，胃酸分泌抑制薬の内服歴を含む患者
背景や胃底腺ポリープの有無，H.pylori感染の有無，萎縮性胃炎の有無，「敷石
状粘膜」，「ひび割れ様粘膜」について観察研究を行った．「敷石状粘膜」「ひび
割れ様粘膜」の診断は，既報に則った診断基準を用いた．【成績】症例は計277例
で，平均年齢67.9歳，性別は男性145例，女性132例であった.「敷石状粘膜」は8
例（2.5％）に認められ，PPIまたはボノプラザンの内服群では6.0％，対照群では1.1％
と，内服群で多く見られた（P＝0.026）．「ひび割れ様粘膜」は22例（7.9％）に見ら
れ，PPIまたはボノプラザンの内服群では16.1％，対照群では3.3％で認められた（P＜
0.001）．H.pylori感染状態と「敷石状粘膜」「ひび割れ様粘膜」の関連性は認めら
れなかった.【結語】「敷石状粘膜」「ひび割れ様粘膜」の存在はPPI・ボノプラザ
ン内服と関連性が認められ，内服群では少なくない割合で粘膜変化が生じているこ
とが明らかとなった．これらの臨床的意義は未だ研究段階であるが，ピロリ菌感染率
が低下している今，内視鏡医は留意しておくべき所見と考えられた．

006（内）
2 in 1 スネア SOUTENを用いた大腸腫瘍におけるprecutting 
EMR/ESDの有用性の検討
1NTT東日本札幌病院　消化器内科
○鈴木　茉理奈1、江上　太基1、太宰　昌佳1、小野寺　学1、宮本　大輔1、
横山　朗子1、吉井　新二1

【目的】conventional EMRは広く一般化した手技であるが，腫瘍径20mm未満の病
変でも一括完全切除が難しい症例が存在する．Precutting EMRはESDとEMRの
利点を兼ね備えた手技で治療成績の改善が期待される．SOUTENはスネアの先端
にナイフを有しprecutting EMRに適したデバイスである．またESDも薬事承認されて
いるためESDに対応も可能である．今回我々は大腸腫瘍におけるSOUTENの有用
性を明らかにすることを目的とした．【対象・方法】2017年3月から9月までの期間，当
院にてSOUTENでprecutting EMRを試みた41病変を対象として，一括完全切除
率，治癒切除率，偶発症の頻度をretrospectiveに解析した．【結果】41病変中32
例でprecutting EMRが施行され，9例でprecutting EMRを試みたがスネアリングによ
る一括切除が困難と判断しESDに変更して切除された．病変の部位はPrecutting 
EMR群 でLST-NG25/LST-G/3/Is4，ESD群 でLST-NG5/LST-G3/Is1で
あった．部位はprecutting EMR群でC/A/T/D/S/R=4/10/9/2/5/2，ESD群で
3/2/2/0/0/2であった．病理はprecutting EMR群ではTubular adenoma / SSA/
P / TSA / Tis / T1=15/12/2/1/2，ESD群では5/3/1/0であった．標本径，病変
径中央値はprecutting EMR群20mm（11-35），ESD群20mm（12-33）で，治療時
間はprecutting EMR群5分（1-25），ESD群19分（3-30）であった．一括完全切除
率・治癒切除率はprecutting EMR群100%（32/32），96.8%（31/32），ESD群
は100%（32/32），100%（32/32）であった．【結論】SOUTENによる10-30mmの
大腸腫瘍へのprecutting EMR/ESDは安全で一括切除率の改善に有用である．

007（内）
当院における大腸用メタリックステントの使用状況
1苫小牧市立病院
○山田　錬1、伊藤　憲1、西澤　竜也1、小林　智絵1、江藤　和範1、
山本　文康1

【目的】当院における大腸用メタリックステント（以下, SEMS）使用状況を検討し，現状
評価ならびに今後の課題を明らかにすること．【対象】2012年3月から2017年10月ま
での期間に当院においてSEMS留置術を施行された115例を対象とした．【方法】1）
患者背景，2）手技成功率・手技時間，3）臨床的成功率，4）食事再開までの期間，
5）合併症，BTS症例に対しては，6）術前退院率，7）術式・リンパ節郭清の範囲，
8）術後合併症，について検討を行った．【結果】1）年齢中央値 76（39-95）歳，留
置部位は上行結腸 15例，横行結腸17例，下行結腸 13例，S状結腸 47例，直腸 
23例，であった．留置目的は，BTS 66例，緩和 49例であった．使用したSEMSは
WallFlex 102例，HANARO 1例，Niti-S 12例であった．2）手技成功率は100%で
あったが，左側で難渋例が見られた．3）4）臨床的成功率は98%であった．BTS群
よりも緩和群で臨床的成功率が低く，また大腸癌よりも他臓器癌で臨床的成功率が
低かった．SEMS留置後の食事再開までの中央値は1（1-32）日であった．5）合併
症は16%（18/115）にみられ，穿孔率は3%であった．穿孔時期は2-21日で比較的
留置早期にみられた.6）手術までに一時退院した症例は96%であった．7）術式・リン
パ節郭清範囲は腹腔鏡下手術 36例（D3 34例，D2 2例，D1 0例），開腹手術30
例（D3 13例，D2 5例，D1 10例，不明2例）であった．8）術後合併症としては吻合
部出血1例，イレウス4例，骨盤死腔炎1例，縫合不全1例に見られた．【考察】大腸
用SEMS留置は手技成功率，有効率も高い治療法であるが，穿孔などの合併症に
注意する必要がある．BTS症例ではほとんどの症例で一時退院しており，また一期
的な切除吻合が施行されていた．SEMS留置により半数以上で腹腔鏡下手術が可
能であった．多くの症例でD3郭清が施行されていたが長期予後については今後の
症例の蓄積が必要と思われる．

008（内）
手術高リスクな胆嚢炎症例に対する内視鏡的胆嚢ドレナージ
術の検討
1製鉄記念室蘭病院　消化器内科・血液腫瘍内科、
2札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座・血液内科学
○柴田　敬典1、小野　道洋1、村松　丈児1、渡邊　晃一1、山田　充子1、
安部　智之1、黒田　裕行1、藤井　重之1、前田　征洋1、佐賀　潤也2、
佐藤　昌則2

【背景】胆嚢摘出術は急性胆嚢炎の標準的な治療法であるが、手術高リスクな症例においては
安全性が問題となる。Tokyo Guideline 2013（TG13）では手術高リスク症例に対しては経皮経
肝的胆嚢ドレナージ（PTGBD）が推奨されているが、外瘻であるため最終的に手術を回避できな
いことも経験される。手術回避のために、内瘻化が可能な内視鏡的胆嚢ドレナージ（Endoscopic 
GBD：EGBD）である経乳頭的ドレナージ（Endoscopic transpapillary GBD：ETP-GBD）あるい
は超音波内視鏡下ドレナージ（EUS-GBD）が選択されることがあるが、その効果は十分には検証さ
れていない。【目的】当院における急性胆嚢炎の現況を解析し、手術高リスク症例に対するEGBD
の治療成績を検討する。【方法】2017年4月～ 10月に当院で経験した急性胆嚢炎37例を対象と
し、手術高リスクのためEGBDを施行された症例の割合とその患者背景、ドレナージ手技の内訳
と手技/臨床的成功率、偶発症、胆嚢炎再燃率について後方視的に検討した。手術高リスクは
American Society of Anesthesiologists physical status classification system （ASA-PS）≧
3とし、臨床的成功は3日以内の症状消失と採血データ改善とした。【結果】手術高リスク症例は18
例（48.6%）で、7例（18.9%）にEGBDが施行されていた。患者背景は男4女3、年齢中央値85歳

（78 ～ 92）、ASA-PS 3/4：5例/2例、抗血栓薬有/無：2例/5例、胆嚢炎の原因：結石5例/
胆泥1例/癌1例、TG13 G1/2：0例/7例、ETP-GBD/EUS-GBD：4例/5例（重複あり）であっ
た。ETP-GBDの手技/臨床的成功率は50%/50%、偶発症0%、胆嚢炎再燃率0%で、不成功例
は全例EUS-GBDが追加で施行されていた。EUS-GBDの手技/臨床的成功率は100%/100%、
偶発症0%、胆嚢炎再燃率0%であった。最終的に全例でEGBDが達成されたが、1例（14.3%）
は4か月後に胆嚢動脈瘤の破綻をきたして手術を施行されていた。【結語】EGBDの成績は良好
で、手術高リスクな胆嚢炎症例において治療選択肢となり得る。特にEUS-GBDは手技/臨床的
成功率が高く有用と思われるが、長期成績を含めた更なる検討が必要である。
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009（内）
小腸腫瘍を契機に診断された多発性骨髄腫の１例
1北海道大学大学院　医学研究科　消化器内科、
2北海道大学病院光学医療診療部
○松田　可奈1、小野　尚子2、石川　麻倫2、宮本　秀一2、
安孫子　怜史1、津田　桃子1、山本　桂子2、工藤　俊彦1、清水　勇一2、
坂本　直哉1

【背景】多発性骨髄腫は単クローン性免疫グロブリンの産生と，特徴的な臓器障害
（CRAB（高カルシウム血症（calcium），腎不全（renal），貧血（anemia），骨病変
（bone）の4 症状））が特徴である一方、様々な病態を合併することが知られている。
進行期においては消化管へ浸潤することも報告されているが、その頻度は0.9％と極
めて少ない。今回髄外病変として小腸病変を合併した多発性骨髄腫を経験したた
め報告する。【症例】70歳代女性。【現病歴】1カ月前からの労作時の息切れ・動
悸を自覚し、当院循環器内科へ紹介されたが、Hb 7.5 g/dlと急激な貧血の進行を
認めたため、消化管精査目的に当科へ紹介となった。上下部消化管内視鏡検査で
は貧血の原因疾患を認めず、腹部造影CTにて左腸骨窩の小腸に45mm大の内部
に造影効果を伴う腫瘤性病変を認めた。ダブルバルーン小腸内視鏡検査を施行した
ところ、遠位空腸に50mm程度の潰瘍を伴う粘膜下腫瘍を認め、内腔は軽度狭窄
していた。同部位の生検では、核の偏在傾向を示す形質細胞様の小型細胞が粘
膜固有層を主座に浸潤し、Plasma cell neoplasmと診断された。当院血液内科で
の全身検索の結果、尿中のM蛋白（κ型Bence Jones蛋白）および胸部CTにて右第
８肋骨に骨透亮像を認め、多発性骨髄腫の診断となった。現在、化学療法を継続
中である。【結語】髄外病変としての小腸腫瘍を契機に診断に至った多発性骨髄腫
の１例を経験した。多発性骨髄腫では、消化管の髄外病変は稀であるものの、出
血やイレウスの報告も散見されるため、念頭に置くべき疾患である。

010（消）
腹膜播種を伴った小腸癌の1例
1旭川赤十字病院　消化器内科、2旭川赤十字病院　病理診断科
○小野　賢人1、杉山　祥晃1、岸　法磨1、太田　勝久1、齋藤　敦1、
相馬　学1、松崎　伸幸1、阿部　真美1、藤井　常志1、長谷部　千登美1、
菊地　智樹2、小幡　雅彦2

【症例】70歳代, 女性. 右下腹部痛, 貧血で当科紹介受診. 身体学的所見では右
下腹部に圧痛を認めた. 血液生化学検査ではHb 8.7と貧血を認めた. また, CEA, 
AFP, CA19-9の腫瘍マーカーは問題なかった. 腹部超音波検査では, 回腸末端に
壁構造が途絶する腫瘍を認めた. 腹部CTでは, 回腸末端は全周性に壁肥厚し, 強
い造影効果を伴っていた. また, 周囲のリンパ節腫大, 腹膜播種と考えられる結節も
認めた. 下部消化管内視鏡検査では, 回腸末端に全周性の狭窄病変を認めた. 狭
窄は強く, 造影剤は流入しなかった. 狭窄部位からの生検結果はGroup4であった. 
以上より, 小腸癌, リンパ節転移と診断し, 当院外科にて腹腔鏡下回盲部切除術を
施行した. 切除標本は回腸末端に20×20mm大の中央に癌性潰瘍を形成する2型
腫瘍を認め, 病理組織学的所見は単一管状増殖する高分化型管状腺癌が主体で
あった. また, 腫瘍はわずかに漿膜を超えて露出しており, 一部腹膜播種も認めた. 
大腸癌取扱い規約第8版に準ずるとType2, T4a（SE）, N1, M1a（P1）, fStageIV
であった. 術後経過は良好で, 第12病日に退院となった. 術後44病日に化学療法と
してFOLFOXを選択し現在に至る. 【考察】小腸悪性腫瘍は全消化管悪性腫瘍の
約1～2%とまれな疾患である. 十二指腸を除いた空腸と回腸における発生頻度はさ
らに少なく, 全消化器癌の0.1 ～ 0.3%程と報告されている. 今回我々は, 腹膜播種
を伴った小腸癌を経験したので文献的考察を加え報告する.

011（消）
メッケル憩室周囲に発生した潰瘍出血にPPIが奏功した一例
1札幌医科大学医学部　腫瘍内科
○藤田　千紗1、大沼　啓之1、菊地　尚平1、平川　昌宏1、松野　鉄平1、
三浦　翔吾1、宮西　浩嗣1、加藤　淳二1

【症例】 60歳代, 男性. 【現病歴】 40歳代から3回血便を繰り返していたが, その都
度施行された上下部内視鏡検査では出血源が特定されなかった. 出血のため鉄欠
乏性貧血となり前医にて鉄補充療法を継続していたが, 再度血便を来たし貧血の
増悪を認めたため精査加療のため当科紹介受診となった. 当科にて小腸カプセル
内視鏡検査を施行したところ回腸潰瘍を認めた. 病変評価のためダブルバルーン内
視鏡検査 （DBE） を施行したところメッケル憩室を認め, 憩室に随伴する回腸潰瘍
が消化管出血の原因と考えられた. 外科的切除が推奨されたが, 患者の承諾が得
られなかったため, プロトンポンプ阻害薬 （PPI） を用いた保存的抗酸療法を行った. 
PPI投与開始後, 消化管出血は観察されず,貧血は改善し鉄補充療法の中止後も
再燃しなかった. 診断の1年後に施行した2回目のDBEにおいて, 憩室周囲潰瘍の
完全治癒を認めた. 潰瘍出血または貧血は, 最初の診断から2年間で再燃していな
い. 【考察】 メッケル憩室は卵黄腸管に起因する真性憩室で発生頻度は1 ～ 3.4%
とまれな疾患である. メッケル憩室による消化管出血の多くは, 異所性胃粘膜より分
泌される塩酸やペプシンにより隣接する小腸粘膜に消化性潰瘍を生じ出血をきたし
ていると考えられているが, 治療法は確立していない. 今回我々はPPIにて保存的
に治療し得た一例を経験した. 消化性潰瘍の治療におけるPPIの治癒活性は多数
のメタアナリシスによって確立されており,  PPI維持療法はメッケル憩室の周囲潰瘍
に有効な可能性が示唆された.

012（消）
回盲部の粘膜下血腫を認めた後天性第XIII/13因子欠乏症の
１例
1市立函館病院　消化器内科
○霜田　佳彦1

回盲部の粘膜下血腫を認めた後天性第XIII/13因子欠乏症の１例市立函館病院　
消化器病センター　消化器内科○霜田佳彦, 北潟谷隆, 伊藤淳, 大野正芳, 工藤
大樹, 畑中一映, 山本義也, 成瀬宏仁【症例】89歳女性【主訴】下血【現病歴】施
設入所中で寝たきりで管理されている．便に血が混じっていることを主訴に前医を
受診した．造影CTを施行したが明らかな出血点は指摘されなかった．経過中にHb
の急激な低下があり，精査加療目的に当院に転院搬送となった．【臨床経過】造影
Dynamic CTでは腹部大動脈瘤を認めたが，明らかな出血源の特定には至らなかっ
た．下部消化管内視鏡検査では，回盲部に限局した粘膜下血腫を認めた．易出血
性で，洗浄でも容易に粘膜からの出血を増悪させた．そのほかの部位には潰瘍やび
らんなどの出血点となるような病変は認めなかった．粘膜下血腫について原因検索
を行ったが，慢性心房細動に対してアピキサバンを内服されていた方であったが，す
でに休薬した状態であった．採血においても凝固系に関してPT，APTTは正常範囲
内であった．当院では同年に全く異なる繰り返す下血と貧血の症例を経験していた．
その症例では第13因子を測定すると低値を認めていた．それに習い，各凝固因子
の活性を調べると，第13因子の活性の低値を認めた．当院血液内科にコンサルトの
上で第13因子製剤を補充したところ，粘膜下出血は改善し，貧血の進行もおさまった．

【考察】第13因子は止血凝固系の最終段階で安定化フィブリン塊を保ち，過剰な線
溶現象を防ぎ，止血の完了維持と創傷治癒作用に働く重要な因子である．近年，先
天性の欠乏症のほかに，後天性の第13因子欠乏症の報告が散見されている．第13
因子の活性低下があってもPTやAPTTは正常値を示す．そのため，PTやAPTTが
正常にもかかわらず，出血傾向を来す症例では第13因子の活性が低下している可
能性がある．出血を呈する疾患の成因検索において，第13因子活性の検査は有用
であることがある．【結語】消化管出血を契機として凝固因子欠乏症を診断しえた1例
を経験した．
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013（内）
ダブルバルーン小腸内視鏡で診断した狭窄型虚血性小腸炎の
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、本田　宗也1、武藤　瑞恵1、市來　一彦1、石川　千里1、
井上　充貴1、岩田　浩義2、齋藤　善也2、北　健吾2、後藤　順一2、
橋本　道紀2、稲葉　聡2、矢吹　英彦2

症例は69歳、男性。糖尿病で当科外来通院中であった。2017年4月下旬に下腹部痛、
嘔吐、下痢、下血が出現し当科受診となった。CT検査で骨盤内小腸に一部璧肥厚と
造影不良域を認め、口側腸管の拡張を伴っていた。小腸イレウスの診断で入院となり、
イレウス管を留置した。保存的加療でイレウスは改善し、イレウス管造影でも明らかな狭窄
起点を認めず、イレウス管を抜去した。食事開始後も問題なく退院となった。しかし退院
2日後に腹痛が出現し当科受診となり、小腸イレウスの診断で再入院となった。イレウス
管留置による保存的加療でイレウスは改善したが、イレウス管造影で回腸末端に璧硬化
像と狭窄を認めた。診断目的で経肛門的にダブルバルーン小腸内視鏡（double-balloon 
enteroscopy：DBE）検査を施行したところ、回盲弁から口側約40cmに全周性の縦走傾
向のある潰瘍および管腔の狭小化を認めた。スコープは通過しなかった。同部位のガス
トログラフィン造影では長さ6cmにわたる管状狭窄を来たしていた。潰瘍から生検を行い、
好中球などの炎症細胞浸潤を認めたが、クローン病を疑うような肉芽腫やその他の特異
的所見は指摘されなかった。以上より狭窄型の虚血性小腸炎の診断で腹腔鏡補助下
小腸部分切除術を施行した。狭窄部を含む35cmの小腸を切除した。切除標本の病理
組織学的所見は、区域性の出血性梗塞巣と、間質には高度の好中球、リンパ球を中
心とした炎症性細胞浸潤を認めた。また粘膜から粘膜下層に肉芽組織の形成がみられ、
虚血性小腸炎として矛盾のない所見であった。術後経過は良好で術後12日目に退院と
なった。小腸は側副血行路が豊富な臓器であるため虚血性病変が生じる可能性は少な
いとされ、虚血性小腸炎は比較的まれな疾患である。一過性型は少なく、多くは慢性
経過の後、狭窄型へ移行するとされている。今回術前にDBEにて病変部を観察し、腹
腔鏡補助下に切除術を行った虚血性小腸炎の1例を経験したので報告する。

014（消）
魚骨による小腸穿孔をきたした一例
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、
2独立行政法人国立病院機構　北海道医療センター　外科
○峰村　明里1、桜井　健介1、佐々木　塁1、常松　聖司1、多谷　容子1、
松本　美桜1、馬場　麗1、武藤　修一1、木村　宗示1、矢部　沙織2、
三野　和宏2、上村　一仁2

症例は70歳代男性. 腹痛を主訴に当科受診した. 腹部診察では左側腹部優位に
圧痛, 筋性防御あり, 採血で炎症反応の上昇を認めた. 腹部造影CTでは小腸に高
吸収の線状陰影, 周囲脂肪式濃度の上昇, free airを認めた。改めて問診をしたと
ころソイのあら汁の摂取歴があり, 魚骨による消化管穿孔・穿通性腹膜炎を疑い外
科的に開腹を行なった. 術中所見では, Traiz靭帯から肛側290cm・回盲部から口
側190cmの部分に2.5cmの魚骨が穿通しており腸間膜側に膿瘍を形成していた. 同
部位を含む10cmの小腸部分切除を行ない, 経過良好にて術後12日目に退院となっ
た. 回収した魚骨をDNA鑑定に提出したところ, シマゾイの骨であることが判明した.
 魚骨による穿孔は他の急性腹症と鑑別する上で特異的所見に乏しい. 造影CTや
腹部エコーなどの画像検査で魚骨陽性所見が認められるのは約半数であり, 開腹
所見で初めてわかる場合も少なくない. 最近はMDCTの導入により正診率は上昇し
ているが、食事歴についての問診が重要である. 原因となる魚として鯛の報告が多
いが, 今回は問診でもDNA鑑定でもシマゾイで矛盾しなかった. 魚骨は過熱により
遊離しやすくなり、特に魚の頭部を含むあら汁では頭部の骨が細かく分かれることに
より誤飲が多くなるとの報告もある。よって、魚骨穿孔を疑う場合にはあら汁を含む
食物摂取歴の聴取が重要と考えられた。
 魚骨穿孔を疑う際には画像検査に加えて, 食物の摂取歴の聴取が重要である。

015（消）
審査腹腔鏡を用いた緊急手術により救命し得た門脈ガス血症
の一例
1釧路労災病院
○坂本　沙織1、佐野　修平1、石川　倫啓1、江本　慎1、河合　朋昭1、
小林　清二1、小笠原　和宏1

門脈ガス血症は腸管虚血などの重篤な腹腔内疾患の際に生じる比較的稀な病態で
あり、その致死率は高く、所見を見た際には緊急手術の適応とされてきた。画像診
断の進歩に伴い、保存治療での治癒例の報告もあるが、手術の適応基準に明確な
ものはない。今回われわれは身体所見・画像所見からは明らかな腸管虚血を伴わ
ない門脈ガス血症に対して審査腹腔鏡を用いて血流障害の診断を確定した後、緊
急開腹手術を行い救命し得た一例を経験したので文献的考察を加えて報告する。
症例は基礎疾患のない63歳女性。就業中に悪心・嘔吐、冷汗が出現し前医を受
診した。CT検査で門脈ガス血症を認めたため手術治療の可否も含めて当科に紹介
となった。来院時発熱なく、腹部所見も軽度の圧痛のみであり、CT所見上も明ら
かな腸管虚血所見は認めなかったが門脈ガス血症の致死率の高さを考慮し審査腹
腔鏡を行う方針とした。術中所見では広範な小腸虚血所見を認めたため小腸切除
術を行った。懸念された縫合不全は発症せず、良好な術後経過を得ている。

016（消）
当院における腸軸捻転症の臨床的検討
1市立稚内病院　内科、2市立稚内病院　外科
○滝新　悠之介1、松本　将吾1、斎藤　理佳1、仙波　佳祐1、山村　貴洋1、
永井　孝輔1、加藤　貴司1、國枝　保幸1、押野　智博2、小柳　要2、
菊池　弘展2、高橋　学2

【背景】腸軸捻転症は日常診療においてしばしば遭遇する疾患であるが，絞扼など致
死的な合併症を起こすことがあり，また活動性の低い高齢者や精神疾患を基礎疾患
に有している患者に好発することから，慎重に治療方針を検討する必要がある．【方
法】当院で2012年３月～ 2017年5月までに経験した腸軸捻転症16例（男性12例・女
性4例・平均69.3歳）について後ろ向きに検討し，臨床的特徴や治療経過について
検討した．【結果】腸軸捻転症は全16症例でS状結腸軸捻転症が14例であった．そ
の他，慢性偽性腸閉塞症に伴う小腸軸捻転症と盲腸軸捻転症を1例ずつ認めた．S
状結腸軸捻転症の14症例のうち慢性的な便秘で下剤を服用している症例を9例に
認めた．過去に軸捻転またはイレウスの既往があるものは3例であった．主訴は腹痛も
しくは腹部膨満感が全例に認められ，2例に嘔吐を認めた．腹部X線検査では，結
腸の拡張を全例で認めるものの，典型的なcoffee bean signを認めたのは5例のみで
あった．CT検査では全例S状結腸の拡張を認めて診断に至り，うち11例ではS状結
腸間膜の捻転部を明瞭に同定しえた．初診時のCT検査または内視鏡所見で絞扼
か腸管壊死を疑った5例と内視鏡的に整復した翌日に再度捻転を起こした1例で緊
急手術を施行した．内視鏡的整復で改善したのは8例であったが，そのうちの2例で
は後に複数回の内視鏡的整復を必要とし，再発予防のため待機的にS状結腸切除
術を施行した．小腸軸捻転の1例と盲腸軸捻転症の1例についてもそれぞれ緊急手
術を施行した．【考察】当院で経験した腸軸捻転症の16例中8例が最終的に外科手
術を施行しており，内視鏡治療では制御できない症例が半数を占めていた．腸軸捻
転症の診療においては全身状態の悪い症例も多いが，外科治療に移行することを常
に念頭において治療方針を決めていくことが重要と考えられる．
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017（内）
アダリムマブ増量を必要とするクローン病の臨床的特徴
1札幌厚生病院　IBDセンター
○宮川　麻希1、那須野　正尚1、杉山　浩平1、田中　浩紀1、本谷　聡1

【目的】2016年6月にクローン病（CD）に対するADA 80mg隔週投与への増量が承
認されたが，ADA増量を必要とするCDの情報は不十分であり，内視鏡的重症度が
およぼす影響も明らかではない．今回我々はADA 40mg隔週投与が施行されたCD
を対象に，ADA増量を必要とするCDの臨床的特徴を検討した．【方法】2010年10
月から2016年12月までにADAによる寛解導入治療が施行されたCD のうち，ADA
導入前3か月以内に下部内視鏡検査（CS）が施行され，ADA 40mg隔週投与が1回
以上行われた症例を対象とした．ADA投与前のHarvey-Bradshaw index （HBI） 5
未満と人工肛門を有する症例は除外した．ADA 80mg隔週投与またはADA 40mg
毎週投与をADA増量と定義し，ADA初回投与から増量までの累積ADA非増量率
をKaplan-Meier法を用いて検討し，さらに累積ADA非増量率に影響する背景因子
をログランク検定により比較検討した．内視鏡スコアはSimple endoscopic score for 
Crohn’s disease （SES-CD） を用いた． 【結果】患者背景は男性58例・女性21
例，年齢27.5歳，罹病期間1.1年（いずれも中央値），小腸型10例・小腸大腸型58
例・大腸型11例，肛門病変50例，炎症型58例・狭窄型16例・瘻孔型5例，腸管
切除歴16例，インフリキシマブ （IFX）使用歴16例．併用療法は免疫調節薬18例，
5-ASA製剤59例，成分栄養療法24例，ステロイド9例，ADA導入時のCRP 1.02 
mg/dl，HBI 8.0（いずれも中央値）であった．SES-CDの平均値は16.9であった．
累積ADA非増量率は1年81 %，3年63%，5年53%であった．ログランク検定では，
IFX既使用・腸管切除歴・大腸型・罹病期間 （1.1年以上）・SES-CD （16以上） 
がADA非増量率を有意に低下させる予後不良因子であり，SES-CD 16未満にお
けるADA非増量率が1年94%，3年79%，5年69%に対し，SES-CD 16以上では1
年72%，3年55%，5年39%と有意に不良であった．【結語】CDにおけるADA 40mg
隔週投与において，5年間で約5割の症例がADA増量を必要とした．IFX既使用・
腸管切除歴・大腸型・長い罹病期間・SES-CD高値といった臨床的特徴を有する
CDではADA増量の必要性が高まる可能性が示唆された．

018（内）
術後再建腸管例に対するENBDチューブを用いた
interventional EU
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○宇都宮　蘭1、矢根　圭1、潟沼　朗生1、瀧川　有記子1、小林　陽介1、
田中　一成1、遠藤　壮登1、小松　直広1、永井　一正1、金　俊文1、
林　毅1、高橋　邦幸1、真口　宏介1

【背景と目的】術後再建腸管例に対するinterventional EUS（IV-EUS）においては,目
的部位へのスコープ挿入が困難なことが多い.目的部位到達の工夫としてENBDチュー
ブ（NB）をガイドとしてIV-EUSを施行した3例を報告する.【症例】症例１：70歳代男性,
胃癌に対して幽門側胃切除R-Y再建術後.膵頭部癌疑いで前医にてEUS-FNAを試
みられたが，胃内からは腫瘤の描出が困難であり紹介となった.シングルバルーン内視鏡

（SBE）を用いてNBを輸入脚盲端に留置し，直視型コンベックスEUS（FV-EUS）の鉗
子チャンネル内に引き込むことでスコープを輸入脚へ誘導，盲端に挿入した.超音波観察
で膵頭部に不整形の低エコー領域を認め22G EZshot3を用いて穿刺した.組織診にて
腺癌と診断し, 化学療法を施行した.症例2：60歳代男性.胃癌に対して胃全摘空腸間置
再建術後. CTにて膵鉤部に腫瘤を認め紹介となった.直視スコープを用いて十二指腸を
越えて遠位の空腸にNBを留置し，これをガイドとして前方斜視型コンベックスEUS（OV-
EUS）を十二指腸に誘導した.膵頭部に低エコー腫瘤を認め, 22G SonoTipを用いて穿
刺した.組織診にて腺癌と診断し,化学療法を施行した.症例３：80歳代女性,膵癌に対して
膵頭十二指腸切除術後（SSPPD-4-B）.胆管空腸吻合部良性狭窄による胆管炎に対
してEUS-HGSを前医で施行されていたが,ステント機能不全による胆管炎を発症し紹介
となった.SBEを用いて胆管空腸吻合部へ到達し胆管挿管を試みたが完全閉塞してお
り同様に不可能であった.吻合部からの胆管ドレナージ目的に、OV-EUSの挿入を試みた
が困難であった. このためNBを輸入脚深部へ留置し, FV-EUSを用いることで，胆管空
腸吻合部への到達が可能となった.吻合部近傍から拡張胆管を描出，穿刺し，右肝管に
partial covered WallFLEX10＊40mm, B2に7Fr50mmQuickPlaceVを留置した.処置
に伴う偶発症は認めず,胆管炎の改善が得られた.【結語】術後再建腸管例に対するIV-
EUSにおいてスコープ挿入のガイドとしてNBを用いることで安全に処置が可能であった．

019（内）
主膵管狭窄を有する慢性膵炎に対する経乳頭的内視鏡治療
成績と再発の危険因子
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○永井　一正1、林　毅1、潟沼　朗生1、宇都宮　蘭1、小林　陽介1、
瀧川　有記子1、遠藤　壮登1、小松　直広1、田中　一成1、矢根　圭1、
高橋　邦幸1、真口　宏介1

【背景】主膵管狭窄を伴う有症状の慢性膵炎に対する経乳頭的内視鏡治療は有効と
されているが、無効となる症例の予測は困難である。【目的】当院での治療成績と再発
の危険因子を検討する。【方法】当センターでは、主膵管狭窄に対し経乳頭的に段階
的な膵管ステント留置 （EPS） によるブジーを行い、膵管造影所見で評価し、必要に応
じ2-3月毎に段階的に10Fr.まで太径化を行っている。造影で開存ありと判断した場合、
ステントフリーとしている。2003年1月から2015年12月までに上記治療を行った症例を対
象とし、治療成績を後方視的に検討した。【結果】148例（男女比 109:39）に治療を
行い、年齢中央値60（6-87）歳、成因はアルコール/特発性/癒合不全/自己免疫性
膵炎/良性腫瘍/遺伝性による膵管圧排が104/19/18/5/1/1であった。狭窄部位は
頭部/体部/尾部/複数部位が106 （うちSantorini領域の狭窄: 12例）/15/2/25。合
併病態は膵石/仮性嚢胞が112/48 （重複含む）。148例中144例 （97%）で症状改善
とステントフリーが達成された。そのうち、単回留置でステントフリーとしたのは90例 （63%） 
であり、留置期間中央値は2.3ヶ月であった。ESWL併用は89例 （62%） であった。合
併症は8例（5%）に認め、膵炎/仮性嚢胞/胆管炎が1/5/2であったが、いずれも内科
的加療で軽快した。ステントフリー達成例のうち、観察期間中央値52ヶ月で再発は64例

（44%）に認め、再発までの期間中央値は11 （1-76）ヶ月であった。再発例中2回以
上の再発を来したのは35例（55%）であり, 再々発までの期間中央値は14 （2-67）ヶ月
であった。再発に関連する因子を同定するため、ロジスティック回帰モデルを用いて年
齢、性別、膵管狭窄部位、膵石、仮性嚢胞、成因、糖尿病について多変量解析
を行ったところ、65歳未満が有意な因子として抽出された （p＜0.05）。【結語】段階的
なEPSの太径化による膵管狭窄の解除は安全に施行可能であり良好な治療効果をも
たらす。再発をきたしやすい症例に対する治療法が今後の課題となる。

020（消）
内視鏡的に胃底腺型胃癌が示唆された1例
1札幌医科大学医学部　消化器内科学講座、
2札幌医科大学医学部　分子生物学講座、
3札幌医科大学医学部　病理診断学講座、
4札幌医科大学医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座、
5PCL札幌　病理・細胞診センター
○三橋　慧1、風間　友江1、久保　俊之1、白田　智洋1、小野寺　馨1、
山本　英一郎1,2、能正　勝彦1、山下　健太郎1、山野　泰穂1、辻脇　光洋3、
空閑　陽子4、伊東　竜哉4、信岡　隆幸4、海上　雅光5、長谷川　匡3、
竹政　伊知朗4、仲瀬　裕志1

【現病歴】60歳代女性．胸やけを主訴に近医を受診し，EGDを施行．胃体中部大彎に隆起性病変を認め，
生検にて未分化型癌の診断となった．手術目的に当院消化器外科へ紹介され，当科へ病変の内視鏡的再評
価を依頼された．【検査所見】EGDにて，胃体中部大彎にφ20mmの0-IIa + IIc病変を認め，NBI拡大観察
やEUS所見から未分化型胃癌SM massiveと考えた．一方，萎縮の所見がほとんどない穹窿部に，φ5mmの
立ち上がりが急峻なSMT様隆起病変を同時に指摘した．NBI拡大観察では，病変の立ち上がりが周囲の非
萎縮粘膜と同様のpit様表面構造であるものの，頂部へ向かうにつれ管腔構造が徐々に伸びていくような変化
が認められた．EUSでは第1層を被覆するややlowな腫瘍性病変が胃内へ突出するような所見であり，第3層
の途絶は認めなかった．以上より，穹窿部病変は内視鏡的に胃底腺型胃癌，深達度Mと考えた．CT，FDG-
PET，CSでは特記すべき異常所見を認めなかった．【治療方針】主病変である未分化型胃癌の治療方針とし
て胃全摘術を選択．穹窿部病変も切除範囲内に含まれることとなった．【病理診断】主病変は，T1b （SM） 
N2M0，規約14版 pStage IIAの結果であった．穹窿部病変は，胃底腺類似の細胞が腺管や腺房構造をと
り特に深部で不規則に分枝しながら増殖する像を認めるものの，核異型に乏しく悪性とは言い切れないため過
形成病変と診断された．追加で粘液形質，KI-67，pepsinogen 1の評価を依頼したが，薄切の過程で病変部
が消失してしまい評価困難となってしまった．HE標本のみではあるが他院病理医へコンサルトしたところ，胃底
腺型胃癌の診断が妥当であるとの回答を得られた．しかしながら，pepsinogen 1の免疫染色が不可能なため，
やや根拠に欠ける点を否定できなかった．【結語】比較的稀な胃底腺型胃癌が内視鏡的に示唆された症例を
経験した．小病変の場合，通常の薄切過程で病変の大半が失われてしまう可能性がある．胃底腺型胃癌を
積極的に疑った場合は，最初から未染スライドを数枚用意してもらうなどの対応が必要であると考えた．
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021（消）
胃穹窿部に発生した腺内分泌細胞癌の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部、
3札幌医科大学医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座、
4札幌医科大学医学部　病理診断科・病理部
○吉田　幸成1、遠藤　高夫1、石井　良文2、菊地　剛史1、見田　裕章1、
安達　靖代1、中村　正弘1、岩田　徳和1、足立　靖1、加藤　康夫1、
信岡　隆幸3、竹政　伊知朗3、菅原　太郎4、長谷川　匡4

【はじめに】穹窿部に発生する胃癌（胃穹窿部癌）はめずらしく、その頻度は全胃癌のわ
ずか0.5%に過ぎない。一方、胃腺内分泌細胞癌（内分泌細胞癌を含む）は早期から転
移を生じる予後不良な胃癌の一亜型であるが、全胃癌の0.2 ～ 0.6%とまれである。今回
われわれは、胃穹窿部に発生した腺内分泌細胞癌のまれな1例を経験したので報告す
る。【症例】患者は80歳代男性。X年4月に当院での初回のスクリーニング上部消化管内
視鏡検査（EGD）で慢性萎縮性胃炎と診断され、Helicobacter pylori血清抗体（+）の
ため翌月に除菌治療を施行し成功した。以後、1年半～ 2年半ごとのフォローEGDで異
常の指摘はなかったが、除菌7年後に施行した4度目のフォローEGDで胃穹窿部後壁に3
型腫瘍を認め、生検でGroup 5（腺癌）と診断された。入院精査の結果、遠隔転移所
見はなくcStageIB（T2 N0 M0）と診断した。腫瘍マーカーは正常範囲。治療は年齢を
考慮し腹腔鏡下胃噴門側切除術が施行された。病理診断では、組織学的に腺癌（tub2
＞tub1＞por）のほかに腫瘍細胞が胞巣状～リボン状に増殖する領域を認めた。後者は
免疫染色でCD56、chromogranin A 、synaptophysinがいずれも陽性であり、Ki67 
index 90%と高値を示すことから、本症例は胃腺内分泌細胞癌と診断された（両成分が
各々30%以上を占めるため2010WHO分類ではmixed adenoneuroendocrine carcinoma

（MANEC）と診断）。SS（pT3）ly1 V2 pNO M0 R0でpStage IIAであった。【考
察】穹窿部は、全胃面積の約20%を占めるにもかかわらず癌発生率は0.5%と極めて低く、
胃の中で最も癌の発生しにくい領域とされる。また、穹窿部癌は他部位に発生する胃癌
に比べ比較的予後が良好と考えられており、高悪性度である内分泌細胞癌や腺内分泌
細胞癌の発生はめずらしい。さらに、本症例のような除菌後発見胃癌としての腺内分泌
細胞癌の報告は文献上一例認めるのみであり、非常に貴重な症例と思われる。

022（内）
FAP患者における胃底腺ポリポーシス合併早期胃癌の1例－
NBIの有用性を中心に
1旭川医科大学　内科学講座　消化器・血液腫瘍制御内科学分野、
2旭川医科大学　地域医療支援および専門医育成推進講座
○小林　裕1、高橋　慶太郎1、杉山　雄哉1、岩間　琢哉1、井尻　学見1、
安藤　勝祥2、野村　好紀1、上野　伸展2、嘉島　伸1、盛一　健太郎1、
水上　裕輔1、藤谷　幹浩1、奥村　利勝1

【背景】家族性大腸腺腫症（familial adenomatous polyposis, FAP）の胃癌合併頻度は本
邦において2.6 ～ 7%とされる。その多くはH. pylori（Hp）感染陽性例に発症し、Hp感染陰
性のFAP随伴胃底腺ポリープに腺癌を合併した報告はまれであり、内視鏡所見の特徴は不
明である。【症例】40歳代、女性。FAPに対して大腸全摘術を施行後、当科に定期通院
していた。Hp除菌治療歴はなく、Hp-IgG、便中Hp抗原はいずれも陰性であった。X-4年
の上部消化管内視鏡検査では胃体部から胃穹窿部の胃底腺ポリポーシスを認め、体下部大
彎に10m大の発赤色調隆起性病変を指摘されていた。隆起性病変からの生検ではGroup1
であり、その後は年１回経過観察されていた。X年の内視鏡検査で病変は増大しており、生
検でtub1、Group4と診断された。NBI併用拡大内視鏡検査では背景粘膜の胃底腺ポリープ
においては開大した溝状のpit様構造が規則的に配列していたのに対し、腫瘍辺縁ではpit様
構造が徐々に管状構造に変化し、明瞭なDemarcation line（DL）を形成していなかった。ま
た、腫瘍部では開大したpit様構造に加えて軽度不整な管状～畝状構造が主体で、その一
部に大小不同で不整の目立つvilli様構造を認めた。微小血管は拡張、走行不整、口径不
同は認めなかった。DL形成が無く胃癌の確診には至らなかったが不整の目立った腺管構造
があったことからESDで一括切除した。病理組織診断では胃底腺ポリープと低～高異型度腺
腫が主体で、一部に高分化型管状腺癌が混在した粘膜内癌であった。【考察】FAPに合併
した胃上皮性腫瘍のNBI併用拡大内視鏡所見は7症例11病変の報告がある。いずれも従来
のVS classificationで診断可能とされていたが、本症例では胃底腺ポリープとadenomaの混
在が主体で一部に癌腺管が合併した病変であり、背景粘膜にも胃底腺ポリープを認めたことか
らDLの同定が困難であった。ME-NBIで不整腺管を認める場合は生検組織診断やDLの有
無に関わらず、タイトな経過観察や完全生検としての内視鏡治療が必要であると考えられる。

023（消）
幽門狭窄により発症した胃異所性膵原発腺癌の1例
1斗南病院　消化器内科、2斗南病院　病理診断科、3斗南病院　外科
○田中　秀五1、吉田　将大1、庵原　秀之1、大岩　修太郎1、得地　果穂1、
藤井　亮爾1、皆川　武慶1、岡川　泰1、森田　康太郎1、住吉　徹哉1、
平山　眞章1、近藤　仁1、小山田　ゆみ子2、奥芝　俊一3

【症例】74歳男性．元来他院で胃幽門部の粘膜下腫瘍を経過観察されていた．胃
のもたれ感が出現し，CTおよびEGDで同病変の増大傾向を指摘され，精査目的に
当科紹介受診となった．【画像所見】CTでは胃幽門部に境界不明瞭な全周性の
壁肥厚を認め，EGDでは幽門輪大弯側に3cm大の胃粘膜下腫瘍を認めた．同病
変により幽門狭窄を来しており胃内には食物残渣の貯留が見られた．EUSでは低エ
コー部と高エコー部が混在する腫瘤として描出され，層構造との連続性は評価困難
であり，内部に無エコーの小領域を多数認め嚢胞の存在を疑った．穿刺吸引によっ
て得られた検体は質が低く，良悪性の判定は困難であった．増大傾向である点と狭
窄症状を来している点から外科的切除の方針とした．術前診断で悪性が否定しきれ
なかったため，リンパ節郭清の範囲は摘出した腫瘤部の術中迅速組織診断の結果を
基に決定する方針とした．【手術所見】腹腔鏡下に胃幽門部の摘出と周囲の#4d #5 
#6のリンパ節郭清を行った．迅速組織診断では悪性所見を認めなかったため，追加
の郭清は行わなかった．【病理所見】腫瘤部の粘膜下層から筋層に異所性膵組織を
認め，その近傍に大小不同な腺管構造の増生を多数認めた．増生している腺管に
は一部核異型を伴いadenocarcinomaを考える組織像のものが見られたが，異型の
弱い腺管と入り乱れた配列であり腫瘍と非腫瘍の境界は不明瞭であった．#6 リンパ
節にも同様に多数の腺管増生を認め，いずれの異型度の腺管もリンパ組織内に高
度に浸潤を来しており，このことからは異型度が弱い腺管も腫瘍の成分と考えられた．
以上の浸潤様式は胃癌としては非典型的で膵癌の組織に比較的多くみられる形態
的特徴であり，本病変も異所性膵組織由来の腺癌と診断した．一部で異型腺管が
漿膜面に近接しており，以上を総合しpT4（SE）, pN1, M0の胃異所性膵原発腺
癌として診断された．【まとめ】幽門狭窄で発症した胃異所性膵癌を経験したため，文
献的考察を加えて報告する．

024（消）
胃がんニボルマブ治療において下垂体機能低下をきたした１例
1KKR札幌医療センター　腫瘍内科、2KKR札幌医療センター　消化器内科
○曽我部　進1,2、大原　克仁1,2、山口　巧2、松薗　絵美2、松原　悠2、
菅井　望2、関　英幸2、藤田　淳2、鈴木　潤一2

ニボルマブ（オプジーボ）はPD-1を阻害する免疫チェックポイント阻害薬（ICI）であり、
悪性黒色腫、肺がん、腎細胞がんに続き、２０１７年９月末より胃がんに対しても本
邦で使用可能となっている。ICIは本症例で経験したような下垂体機能低下などの
自己免疫疾患関連副作用（irAE）を生じることが知られている。
症例は５０歳代女性。初診時より腹膜播種を伴う胃がんとしてS-1＋オキサリプラチン
併用療法、パクリタキセル＋ラムシルマブ療法、5-FU+LV（FL）療法施行もいずれ
も無効となり、ニボルマブにて治療開始した。day5よりGrade3の下痢、Grade3の
食欲不振、Grade2の疲労、全身の浮腫、皮膚の乾燥、腹部膨満を認め、day9に
受診。即日入院となった。ニボルマブによる腸炎の可能性も考え、絶食、補液にて
加療。day11には下痢はGrade1に改善したがその他の症状は改善なく、ニボルマブ
による下垂体機能低下を疑いTSHを測定したところ0.32ng/mlと低下を認めた。血
中コルチゾル、ACTHを採血後、臨床的に下垂体機能低下と診断し、同日よりヒド
ロコルチゾン100mg　div/dayを投与開始した。day12以後、前述の症状はすべて
改善。Day14にコルチゾル4.1μg/dl、ACTH 11pg/mlと低下が確認され、同日よ
りヒドロコルチゾンを60mg po/dayに変更し、チラージン 50μg/dayも追加とし、経過
良好にてday15、退院となった。患者と相談のうえ、ヒドロコルチゾン、チラージンを
補充しつつニボルマブを継続の方針となり、day23にニボルマブの２回目の投与を施
行。以後は自覚症状の悪化なく、外来にて２週毎の投与を継続している。抗腫瘍
効果としても臨床的に腹部膨満の改善を認め、前治療までは約２、３週毎の腹水穿
刺が必要であったが、ニボルマブ開始後２か月経過している現在まで腹水穿刺は一
度も行っていない。
ICIを使用する際は、irAEの早期の診断が重要であり、適切なマネージメントにより
治療継続が可能な場合もあると考えられる。
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025（消）
日常臨床における治癒切除不能進行再発胃癌に対する
Oxaliplatin併用レジメンの有効性および安全性の検討
1岩見沢市立総合病院　消化器内科
○中野　真太郎1、井上　正貴1、大森　沙織1、大和　弘明1、大平　浩司1、
加藤　寛士1

【背景】治癒切除不能進行再発胃癌の1次治療におけるS-1+Oxaliplatin （L-OHP）
療法（SOX療法）のS-1+Cisplatin（CDDP）療法（SP療法）に対する同等の有効性が
G-SOX試験で示され本邦の胃癌診療ガイドラインでは推奨度2と記載されている．L-OHP
併用レジメンは外来にて施行可能で有害事象も比較的軽度であり使用頻度が増えている．

【目的】当院における進行胃癌の1次治療についてL-OHPまたはCDDP併用レジメンの
有効性，安全性につき比較検討する．【方法】2014年7月1日から2017年8月31日において
組織診断された治癒切除不能進行胃癌に対し当院で1次治療でL-OHPまたはCDDP
併用レジメンの化学療法を施行した患者を対象とし，有効性，安全性など診療録を用いて
後ろ向きに解析した．【結果】L-OHP群は20例（SOX 17例，XELOX3例），CDDP群
は19例（SP15例，XP4例）であった．Trastuzumab併用例はL-OHP群が1例，CDDP群
が6例であった．患者背景は男/女 13/7 vs 18/1，平均年齢 65.4vs62.8， intestinal /
diffuse/不明 7/12/1 vs 10/9/0，PS（0/1/2） 7/11/2 vs 13/5/1，初発/再発 16/4 
vs 15/4，転移臓器個数（1/2/3） 10/5/5 vs 7/11/1，HER2+/- 2/18 vs 6/13 だっ
た．PFSはL-OHP群/CDDP群 203日vs187日（P=0.377）， OSはL-OHP群/CDDP群 
463日vs596日（P=0.429）だった． 2次治療の移行率はL-OHP群/CDDP群 93.7% vs 
68.7%だった．HER2陰性例ではPFSはL-OHP群/CDDP群 203日vs153日（P=0.886），
OSはL-OHP群/CDDP群 463日vs296日（P=0.887）だった．有害事象でレジメン変更し
た例はL-OHP群で3例（PS悪化2例，発熱性好中球減少症（FN）1例），CDDP群で
3例（FN2例，涙道閉塞1例）だった．治療関連死は認めなかった．【考察】L-OHP群は
CDDP群と比べてPFS，OSに有意差を認めなかった．HER2陰性例ではL-OHP群の方
がOSは良い傾向であり，L-OHP群の二次治療への高い移行率が影響していると思われ
た．また，両群とも忍容性は良好だった．【まとめ】日常臨床においてもL-OHP併用レジメン
はCDDP併用レジメンと比べて同等の有効性が示唆され，忍容性も良好だった．

026（消）
当科における切除不能進行再発胃癌に対する
weekly Paclitaxel+Ramucirumab療法の使用経験
1北海道大学病院　消化器内科、2北海道大学病院　腫瘍センター
○八木澤　允貴1、小松　嘉人2、村中　徹人1,2、川本　泰之1,2、中積　宏之1,2、
結城　敏志1、坂本　直哉1

【背景】切除不能進行再発胃癌の二次治療において、国際共同第3相試験の
RAINBOW試験の結果からweekly Paclitaxel + Ramucirumab（wPTX+Rmab）
療法の効果が証明され、実臨床において広く行われるようになってきている。【目的】
切除不能進行再発胃癌に対するwPTX+Rmab療法の当科での治療成績について
検討する。【方法】2015年6月から2017年6月までに当科でwPTX+Rmab療法を施行
した切除不能進行再発胃癌症例について診療録を用いて後方視的に検討を行っ
た。【結果】対象症例は16例で年齢中央値は60歳（40-81歳）、男性8人、原発部
位は胃食道接合部3例、diffuse typeは8例だった。様式は遠隔転移/術後再発が
7/9例、HER2陽性（IHC3+もしくはIHC2+/FISH+）が2例だった。治療ラインは二
次/三次/四次が9/6/1例だった。相対用量強度（RDI）はPTXが81 %、Rmabが
90 %だった。治療効果は奏効率12.5 %、病勢制御率 68.8 %、無増悪生存期間
中央値は4.0か月、全生存期間中央値は8.5か月だった。頻度の多かったGrade3以
上の血液学的有害事象は好中球減少（6例）、貧血（3例）、非血液学的有害事象
は高血圧（4例）、蛋白尿（1例）を認めた。【結語】切除不能進行再発胃癌に対する
wPTX+Rmab療法の治療成績を検討した。有効性、安全性は既報と遜色ない結
果であった。今後は後方ラインでの免疫チェックポイント阻害薬を使用する機会が増
加することが予想され、さらなるOSの延長が期待される。

027（消）
Trastuzumab併用化学療法が奏効しConversion Surgery
を行ったHER2陽性Stage IV胃癌の1例
1小樽市立病院　消化器内科
○内藤　崇史1、矢島　秀教1、矢花　崇1、仲地　耕平1、安達　雄哉1、
有村　佳昭1、近藤　吉宏1

Trastuzumab併用化学療法はHER2陽性の切除不能進行胃癌に対しての標準療
法とされている．今回われわれは，trastuzumab併用化学療法が奏効し，33ヶ月
の長期にわたるPFSを得た後にconversion surgeryを施行したHER2陽性Stage 
IV胃癌を経験した．症例は77歳の男性．上部消化管内視鏡で胃体部に大型の
5型進行癌を指摘し，CTでは高度のリンパ節転移と腹膜播種を認めた．生検標
本の免疫組織化学染色でHER2 （3+） であり，HER2陽性Stage IV胃癌と診断．
Capecitabine+CDDP+trastuzumab併用の全身化学療法を開始した．8コース施行
後のCTでリンパ節腫大はほぼ消失し，内視鏡でも胃の原発巣は消失していた．その
後，capecitabine+trasutuzumabによる化学療法を継続し，46コース施行後に原発
巣の再燃を認め，conversion surgeryの方針として胃全摘，D1+郭清手術を行った．
開腹所見では腹腔内に腹腔内播種は認めず，術後病理診断では郭清したリンパ節
全てに癌細胞を認めなかった．Trastuzumab併用化学療法はHER2陽性のStage 
IV胃癌に対して，長期間のPFSをもたらし得る．そして，化学療法が奏効した場合に
はconversion surgeryを施行可能である．個別化治療の一選択肢として，化学療
法奏効後のconversion surgeryは，その施行時期に議論が残るが有効な選択肢と
なる可能性がある．

028（消）
StageIVの進行胃癌に対し化学療法を施行後、conversion 
surgeryを施行した7例の検討
1JCHO北海道病院　消化器センター、2JCHO北海道病院　病理、
3北海道大学病院　腫瘍内科
○小泉　忠史1、池田　明洋1、馬場　英1、定岡　邦昌1、古家　乾1、
坂本　聡大1、藤居　勇貴1、敦賀　陽介1、正村　裕紀1、数井　啓蔵1、
服部　淳夫2、田口　純3、竹内　啓3

近年切除不能進行胃癌に対し化学療法を行いconversion surgeryを行った報告が
散見される。今回StageIVの切除不能進行胃癌に対し化学療法を施行し、治療によ
り腫瘍縮小が認められconversion surgeryを施行した7症例につき検討を行った。対
象は2008年1月から2017年11月までに当院でStageIVの切除不能進行胃癌に対し化
学療法を施行し腫瘍縮小が認められconversion surgeryを施行した7例。平均年齢は
66.6±10.9歳（48-80歳）。性別は男性4例女性3例。組織型はtub1/tub2/por/sigが
1/2/2/2例。肉眼型はBorrmann 1/2/3/4型がそれぞれ1/1/4/1例であった。切除不
能因子は遠隔リンパ節転移が4例、腹膜播種が2例、両方を認めるものが1例であった。
化学療法のレジメンはDTX+S-1が3例、SPが1例、SOXが2例、SOXからXP+Tmabに
変更したものが1例であった。施行コースは4/5/6/7/8がそれぞれ1/2/2/1/1例であっ
た。術後のStageはIA/IIA/IIB/IIIA/IV がそれぞれ2/1/2/1/1例であった。全例
がR0切除であった。術後補助化学療法は5例に施行しており、術後StageがIAとIIB
であった2例では施行していない。7例の術後観察期間中央値は16か月（3-70か月）で
あり、経過としては2例がそれぞれ術後16か月、39か月で原病死している。1例は術後
2か月で皮下転移を疑う結節の出現を認めているが3か月時点で生存が得られている。
術後無再発生存が得られている4例の生存期間中央値は32か月であった。第4版の胃
癌診療ガイドラインではconversion surgeryの記載はなく現在標準的治療ではないが、
Stage IVの胃癌において化学療法施行後にconversion surgeryを行いR0手術が達
成できた場合は有意に予後が延長するとの報告がある。今後の更なる検討が待たれる
が、化学療法などの治療後にR0手術が可能と考えられた場合には、全身状態が許せ
ば積極的に手術を検討すべきと考えられた。



─ 49 ─

029（消）
Stage IV胃癌に対するConversion Surgery症例の検討
1市立札幌病院　外科、2市立札幌病院　消化器内科
○奥田　耕司1、中村　路夫2、大島　由佳1、齋藤　健太郎1、谷　道夫1、
上坂　貴洋1、寺崎　康展1、片山　知也1、大島　隆宏1、大川　由美1、
三澤　一仁1

【はじめに】抗癌剤や分子標的薬の進歩により、本来は根治手術の対象外で
あるStage IV胃癌でも、抗癌剤治療が奏功して、治癒をめざした外科的切除

（Conversion Surgery）が行われる症例が散見されるようになった。今回われわ
れは、当施設でのStage IV胃癌に対するConversion Surgery症例の現状につい
て検討した。【結果】2008年1月から2017年10月までの期間に、121症例のStage 
IV胃癌に対して化学療法が施行された。生存期間中央値は9か月、１年生存率が
44%、3年生存率が6.7％であった。化学療法が開始された後に、胃切除が行われ
たのは12症例であったが、そのうち7例は閉塞や出血に対する姑息的な胃切除で、
治癒を目指した手術が企図されたのは5例であった。そのうち1例は大動脈周囲リンパ
節転移に対する術前補助化学療法施行例で、2例は術中に腹膜転移を認めたため
姑息的な胃切除となり、残りの2例でConversion Surgeryが施行された。【症例１】
73歳男性、胃体中部～前庭幽門部の4型腫瘍で、CTにて腹膜播種、膵浸潤を認
めた。CDDP/CPT-11が開始され、2か月後のCTで腹膜播種の所見がほぼ消失
したため、治療開始2か月後に胃全摘術を施行した。術後S-1を開始したが、術後
5か月にリンパ節再発を認めたため、CDDP/CPT-11を再開したが、その後腹膜播
種が増悪し、治療開始18か月後に原病死となった。【症例２】79歳男性、胃前庭
部の2型腫瘍でCTにて腹膜播種、リンパ節転移を認めた。SOX療法が開始され、
2か月後のCTで、原発巣、リンパ節、腹膜結節の縮小を認めた。治療開始5か月
後に幽門側胃切除を施行した。術後S-1を開始したが、術後3か月にリンパ節再発を
認め、Ramucirumabを開始するが、その後肝転移が出現、治療開始13か月後に
原病死となった。【結語】現時点では、Stage IV胃癌に対するConversion Surgery
の意義は不明であり、各々の症例で慎重に手術適応を判断すべきである。

030（消）
腹腔鏡下残胃全摘術を施行した噴門側胃切除術後残胃癌の1例
1札幌医科大学医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科
○伊東　竜哉1、信岡　隆幸1、中山　健太1、竹政　伊知朗1

【はじめに】残胃癌に対する腹腔鏡下手術に対するいくつかの報告では、出血量の
少なさや在院期間の短さで利点があるとされる。しかし噴門側胃切除術後の残胃癌
に対する腹腔鏡下残胃全摘術の報告は極めて少なく、詳細は明らかでない。今回
我々は噴門側胃切除・空腸嚢間置再建術後の残胃癌に対して腹腔鏡下残胃全摘
術を経験したため報告する。【症例提示】症例は50代男性。5年前にU領域の早期
胃癌（por-sig）に対して腹腔鏡下噴門側胃切除術、D1+郭清、空腸嚢間置法再
建を施行された。術後定期経過観察されていたが、今回EGDにて幽門前庭部に
0-IIa病変を指摘され、生検にてtub1、残胃癌（M-05-O）の診断となった。深達度
SMかつ広範囲の病変が疑われること、および空腸嚢を介しての内視鏡操作が不安
定であることからESD困難と考えられ、手術目的に当科紹介となった。【手術】術式は
腹腔鏡下残胃全摘術を施行した。通常の腹腔鏡下胃全摘術に準じた5ポートで行っ
た。腹腔鏡下手術後であり腹壁と腹腔内臓器との癒着は少なかったが、残胃や空
腸嚢近傍には周囲臓器との顕著な癒着を認めた。残胃-横行結腸間の癒着を剥離
し、空腸嚢間膜を切離することで残胃-空腸嚢の後方に至り、そこから遠位側へ剥
離を進め十二指腸を切離した。続いて肝外側区と残胃・空腸嚢との強固な癒着を
丁寧に剥離し、続いて膵上縁と残胃・空腸嚢との癒着も剥離して食道空腸吻合部
に至り、その近位側で食道を切離し、標本を摘出した。再建はRoux-en-Y法で行っ
た。手術時間は609分、出血量は少量であった。【病理】病変は2か所に存在し、
いずれもtub1で深達度Mであった。リンパ節転移や脈管侵襲は認めず、pStageIA、
R0であった。【術後経過】術後は合併症無く経過し、術後4日で食事再開、術後18
日で自宅退院となった。現在外来経過観察し無再発生存中である。【まとめ】残胃癌
に対する腹腔鏡下手術は、残胃周囲および膵上縁郭清後の癒着性変化が顕著で
あるが、慎重な癒着剥離により対応可能である。近年接合部癌の増加から噴門側
胃切除術症例の増加が見込まれており、本手術手技の重要性は増すと思われる。

031（消）
当教室におけるロボット支援腹腔鏡下胃全摘術の導入と短期
成績
1北海道大学　消化器外科Ⅱ
○山村　喜之1、海老原　祐磨1、真木　健裕1、中西　喜嗣1、浅野　賢道1、
野路　武寛1、倉島　庸1、中村　透1、村上　壮一1、土川　貴裕1、
岡村　圭佑1、七戸　俊明1、平野　聡1

【はじめに】当教室では2014年1月より臨床試験として胃癌に対してda Vinci 
Surgical Systemを用いたロボット支援腹腔鏡下幽門側切除術を導入しており、
2017年6月からは胃全摘術にも適応を拡大し、これまで5例に対してロボット支援腹腔
鏡下胃全摘術（Robot assisted total gastrectomy: RTG）を施行したので、その短
期成績を報告する。なお、ポート位置や手術手順などは当教室で定型化している腹
腔鏡下胃切除術（Co-axial position）を踏襲した。【対象】性別は男性3名、女性2
名で、年齢の中央値は66歳（51-76）、腹部手術の既往は虫垂切除術2例、子宮
筋腫核出術2例、腹腔鏡下S状結腸切除術1例と、全例腹部手術の既往があった。

【結果】郭清範囲はD1郭清2例、D1+郭清３例であり、2例に対して胆嚢摘出術を
付加した。全例RTGを完遂することができた。食道空腸吻合はoverlap法が1例、
機能的端々吻合法が4例であり、手術時間の中央値は302分（243-503）で、出血
量の中央値は32.5ml（少量-50）であった。リンパ節の郭清個数は25個（14-39）で、
全例R0手術であり、合併症は認められなかった。【結語】当教室において、安全に
RTGを導入することができたが、今後はRTGの有用性を検証する必要がある。

032（消）
腹部症状を契機に発見された血管筋線維芽細胞腫の一例
1旭川赤十字病院　消化器内科
○太田　勝久1、藤井　常志1、岸　法磨1、斎藤　敦1、相馬　学1、
松崎　伸幸1、杉山　祥晃1、阿部　真美1、長谷部　千登美1

【症例】７０歳代男性、生来健康で検診・受診歴はなかった。前医受診の1か月前よ
り微熱、体重減少、便秘の症状が出現した。また受診の３日前より３８－３９度の発
熱を認めた為、近医を受診した。身体所見では腹部膨隆が著明で、単純CTでは
中～下腹部にかけて巨大腫瘤が認められた。リンパ腫などの疾患が疑われ精査目的
に当科へ紹介・受診となった。受診当日に超音波検査、造影CT、MRIを施行し、
上腹部から骨盤に及ぶ３０ｃｍ弱の巨大腫瘤を認め、骨盤内から派生した後に頭側
へ増大した病変が疑われた。造影CTではGISTや肉腫も含めた悪性疾患も鑑別に
挙げられたが、MRIでは変性に乏しく平滑筋腫やSolitary fibrous　tumorなどの良
性疾患の可能性が高いと考えられた。後日に施行した下部消化管内視鏡検査では
バウヒン弁から回腸末端部にかけて血管透見像消失と浮腫、発赤が見られ、生検
を施行したが腫瘍の腸管浸潤を示唆する所見は認めず、炎症のみの所見であった。
診断目的に腫瘍からの生検が必要と考えられ当院外科にコンサルト、腫瘍切除もしく
は生検目的に開腹手術が予定された。しかし術中の所見では腫瘍と腹膜の間に静
脈の連絡路を認めた上に易出血性であり腫瘍の摘出は困難で、生検のみで終了と
なった。生検結果は血管筋線維芽細胞腫であった。良性腫瘍ではあるが、症状が
出現している事と増大傾向である事から、外科的切除が望ましいと考えられたが、出
血リスクや由来臓器によっては人工肛門・回腸導管などが必要となる可能性が考え
られた為、相談の上外来での経過観察の方針となった。【考察】血管筋線維芽細
胞腫は非常にまれな疾患で、女性の鼡径部などより発生する事が多いといわれる。
本症例の様に男性でしかも腹腔内に出現することはほとんど報告されていない。この
ような非常にまれな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。
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033（内）
著しい低蛋白血症，体重減少をきたしたCronkhite-Canada症
候群の1例
1市立室蘭総合病院　消化器内科
○一色　裕之1、清水　晴夫1、大和田　紗恵1、那須野　央1、伊早坂　舞1、
佐藤　修司1、金戸　宏行1

【背景】Cronkhite-Canada症候群（以下，CCS）は現在までに世界で500例が報告
される希少疾患で，非遺伝疾患であるが本邦からの報告が4分の3以上を占めるとさ
れる．今回我々は，CCSと診断した症例を経験したので報告する．【症例】78歳男
性．平成28年11月ころから腹痛・下痢が出現し，総合病院受診し精査されたが腸炎
と診断され，整腸剤等の処方似て経過観察となった．しかしその後も症状は持続し
徐々に食事摂取量の低下，味覚障害，体重の低下（-15kg/年）が進行し，体力の
低下のため自宅での生活が困難となったため，10月下旬，前医診療所入院となった．
入院後，整腸剤・ポリカルボフィルカルシウムにて加療を行うも改善せず，精査加療目
的に11月中旬，当科転院となった．身体所見では脱毛，爪甲委縮，皮膚色素沈着
を認め，血液検査では低蛋白・低アルブミン血症が認められた．上部消化管内視鏡
検査では浮腫状の胃粘膜に小隆起が複数認められ，十二指腸には無茎性の多発
性小隆起が認められ，隆起のない粘膜にも炎症性変化が認められた．下部消化管
内視鏡検査では大腸全体に発赤の強い扁平隆起が多発して認められた．以上より
CCSと診断し，高カロリー輸液を行いながら副腎皮質ステロイド 30mg/日にて治療を
開始したところ，腹部症状は改善し食事摂取量も改善を認め，低蛋白血症も徐々に
改善を認めた．【考察・結語】CSSは下痢・低蛋白血症をきたし消化管にポリポー
シスが認められる疾患で，ステロイド治療に対する反応は比較的良好とされる．著しい
低蛋白血症を伴う下痢・腹痛・体重減少を訴える患者には，CCSも念頭に内視鏡
検査を行うべきである．

034（消）
急性腹症と鑑別が必要であった、自然腎盂外尿溢流の1例
1札幌しらかば台病院　消化器内科、2勤医協中央病院　消化器内科
○檜森　亮吾1,2、中村　浩子1、菊地　剛史1、中村　正弘1、
見田　裕章1、安達　靖代1、岩田　徳和1、吉田　幸成1、足立　靖1、
遠藤　高夫1

症例は５０歳代男性。朝から持続する腹痛で近医受診。非常に強い疼痛を認めた
ため、急性腹症の可能性が考えられ当院紹介受診となった。触診では腹部は平坦
であったが、右腹部がやや硬く、強い疼痛を認めた。反跳痛は認めなかった。腹部
造影CTでは上行結腸に憩室が多発し、後腹膜に浮腫様の変化を認めた。水腎症
を伴い、かつ腎周囲腔から炎症が広がっていたが、結腸周囲の浮腫は乏しかった。
上行結腸憩室炎からの炎症の波及を考えたが、尿管に小結石を認め、追加で排泄
性尿路造影を施行したところ、右尿管は描出されず、腎盂外へ造影剤の漏れを認
めた。以上から、自然腎盂外尿溢流と診断した。血液検査では腎機能の軽度悪化
を認めたが、結石も小さいことからご本人と相談の上、保存的治療の方針となった。
入院後3日程度で腹痛が消失し、4日目に再度施行した排泄性尿路造影では尿管が
描出され、腎盂外への造影剤の漏れは消失していた。血液検査でも腎機能は改善
し、５日目に施行した腹部単純CTでは漏れ出た尿と考えられた後腹膜の浮腫様変
化は消失しており、７日目に退院となった。泌尿器科領域であり、消化器の医師に
とって稀な疾患と思われるが、急性腹症と鑑別が必要であり、今後の診療に有用
な症例と考え、文献的考察を加え報告する。

035（消）
外科的摘除により症状改善を認めた腹腔内遊離体の1例
1独立行政法人国立病院機構　北海道医療センター
○福井　晨介1、常松　聖司1、桜井　健介1、佐々木　塁1、多谷　容子1、
松本　美桜1、馬場　麗1、武藤　修一1、植村　一仁1、高橋　宏明1、
木村　宗士1

【緒言】腹腔内遊離体は腹膜ねずみとも呼ばれその名の通り腹腔内を移動する．諸
臓器から遊離した組織である．成因は未だ明確ではないが，腹膜垂が何らかの原因
で虚血壊死に陥り，腹腔内に遊離した後に線維組織に被包されて遊離体を形成す
るという過程が示されている．小さなものでは，通常は無症状であり経過観察となる．
今回，腹部症状を伴う腹腔内遊離体に対し，外科的切除を行い症状の消失を認め
たので文献的考察を加えて報告する．【症例】47歳男性．重症筋無力症で当院に
通院中，下腹部痛の訴えがあり当科に紹介となった．下腹部痛は体動時や体の角
度の変化で生じる突発的なものであり，数年前から頻繁に出現するようになった．血
液生化学検査及び尿検査では症状を説明し得る異常所見は認められなかった．CT
検査では，腹腔内に10mm大の類円形の石灰化結節が認められた．上下部消化管
内視鏡検査及びカプセル内視鏡検査を施行したが，明らかな異常所見は認められな
かった．経過観察としていたが症状は継続し，石灰化結節の腹腔内での移動を認め
る以外には腹痛の原因は指摘できなかった．10mm大と既報と比し小さい径ではある
ものの腹腔内遊離体による症状と診断し，当院外科で腹腔鏡下腹腔内遊離体摘出
術を施行したところ，症状は消失した．【考察】腹腔内遊離体は他疾患の経過観察中
や開腹手術時に偶然発見されることがほとんどであり，臨床症状を呈することは稀で
ある．腹腔内遊離体を医学中央雑誌で検索したが，1970年から2017年までの間に
おいても手術例は極めてまれで，その多くは巨大な症例であった．腹膜ねずみを疑っ
て手術した症例の中で10mm大かつ症状を呈する小さな腹腔内遊離体の症例報告
はなく，本症例は極めてまれと考えられた．【結語】摘除により症状改善を認めた腹腔
内遊離体の1例を経験した．小さくとも，診断に苦慮する腹痛の鑑別疾患の1つに腹
腔内遊離体を考慮する必要があると考えられた．

036（消）
伝染性単核球症に合併した特発性脾破裂の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札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座・血液内科学
○飴田　咲貴1、久居　弘幸1、櫻井　環1、小柴　裕1、宮崎　悦2、
佐藤　正文3、川崎　亮輔3、行部　洋3、水沼　謙一3、山内　夏未4

伝染性単核球症 （infectious mononucleosis: IM）はEpstein-Barr virus （EBV）
の初感染に起こる急性感染症であり、発熱、咽頭炎、リンパ節腫脹、倦怠感、異
型リンパ球増多を特徴とし、通常は良好な経過で自然治癒する。経過中約半数で
脾腫が見られるが、うち0.1 ～ 0.5%で特発性または外傷性に破裂するとされている。
今回我々は、IMの経過中に脾破裂を来した症例を経験したので報告する。
症例は20歳、女性。1週間以上続く発熱と咽頭痛、腹部から背部にかけての圧迫
感を主訴に近医を受診し、CTで巨大脾腫を認めたため当科紹介となった。肝機能
障害、リンパ球優位の白血球上昇を認め、IMが疑われた。巨大脾腫があるため絶
対安静を指示し、後日再診としたが、受診当日帰宅後に嘔気、強度の腹痛を自覚
し、当院救急搬送となった。
来院時ショックバイタルであり、腹部に筋性防御を認めた。CTでは、腫大した脾臓
周囲を中心にダグラス窩にまで及ぶ腹腔内液体貯留を認めた。脾臓の上部から下部
にかけて広範な被膜下血種があり、明らかな造影剤のextravasationや仮性動脈瘤
を疑う所見は認めなかった。
非外傷性脾破裂の診断で赤血球輸血を行いながら、緊急手術が施行された。術
中所見で脾臓は後腹膜に固定されていない遊走脾であり、脾門部で脾動静脈が捻
転していた。脾臓温存は困難と考えられ、脾臓摘出術が施行され、術中出血量は
4100mlであった。術後に発熱や血小板低下を認めたが、経過は良好で術後19日に
退院した。血液検査で血清EBV-VCA-IgM抗体20倍、EBV-VCA-IgG抗体160
倍、EBNA抗体陰性であり、EBV初感染によるIMと診断した。
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037（内）
縦隔内進展を来した甲状腺腫瘍に対するEUS-FNAにより出血
を来した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札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座・血液内科学
○山内　夏未1、久居　弘幸1、櫻井　環1、小柴　裕1、宮崎　悦2、
飴田　咲貴3

症例は79歳、男性。進行性核上性麻痺、高血圧、糖尿病で当院神経内科通院
中、つかえ感、体重減少あり、平成29年4月紹介受診。造影CTで肝右葉に11cm
の早期濃染を呈する腫瘍と甲状腺左葉と連続し縦隔に進展し上部食道壁に接す
る4cmの造影効果を伴う腫瘤を認めた。AFP / DCP高値で、肝腫瘤は肝細胞癌 
（HCC）と診断した。甲状腺腫瘤はEUSでは血流が豊富な低エコーで中央部高エ
コーを呈し、食道筋層と連続していた。22G針を用いて食道よりEUS-FNA （吸引
法1回、slow pull 法2回）を施行した。検査後軽度の喉の違和感を認めたが、検査
2日後に退院となった。しかし、検査5日後より咳嗽・咽頭痛あり、12日後に発熱も認
めたため受診。著明な炎症所見とCTで腫瘤の周辺に血腫・膿瘍の形成を認め入
院となり、抗菌薬投与により症状は改善した。病理では類円形核と好酸性胞体を示
す立方形～円柱状の腫瘍細胞が索状、管状に増殖し、リボン状配列も認めた。免
疫組織学的には、CK7 （＋）、CK20 （－）、TTF-1 （＋）、thyroglobulin （＋）、
PAX8 （＋）、AFP （－）、HepPar-1 （－）、chromogranin A （－）、synaptophysin 

（-）、CD56 （＋）であり、甲状腺乳頭癌と診断した。その後、HCCに対してはTAE
を施行した。検査74日後のCTでは、甲状腺癌は縮小していた。診断より7カ月経過
したが、現在までに甲状腺癌の増大はなく、HCCに対してはTAEを繰返し施行中
である。

038（消）
リンパ節からのEUS-FNAにて診断し得たエキノコックス症の一例
1旭川医科大学　内科学講座　消化器・血液腫瘍制御内科学分野、
2旭川医科大学　地域医療支援及び専門医育成推進講座
○堀内　正史1、野村　好紀1、小林　裕1、杉山　雄哉1、岩間　琢哉1、
佐藤　裕基1、井尻　学見1、高橋　慶太郎1、河端　秀賢1、林　明宏1、
安藤　勝祥2、上野　伸展2、後藤　拓麿1、嘉島　伸1、笹島　順平1、
盛一　健太郎1、藤谷　幹浩1、奥村　利勝1

【症例】70歳代男性．潰瘍性大腸炎にて当科通院加療中，15年前に慢性C型肝炎に対して
インターフェロン療法を受けSVRとなり，その後定期的に画像検査を施行していた．20XX年6月
に施行したCTにて，肝S5に辺縁より漸増性に造影される20mm大の多形性腫瘤と十二指腸
靭帯リンパ節腫大を認めた．超音波検査では肝S5に高・低エコーの混在した腫瘤として描出さ
れ，造影超音波検査では虫食い像は認めなかった．PET-CTでは肝腫瘤に有意な集積はな
かったが，肝十二指腸靭帯に集積増加を認めた．AFP，PIVKA-II，CEA及びCA19-9の腫
瘍マーカーは正常範囲内であった．以上の結果から胆管細胞癌，リンパ節転移の可能性を考
え，肝腫瘤から生検を施行したが確定診断には至らなかったため，肝十二指腸靭帯リンパ節に
対して超音波内視鏡下穿刺吸引法（EUS-FNA）を施行した．超音波内視鏡では門脈・胆管
周囲に24mm大の内部に点状の高エコーを伴う低エコー腫瘤として描出された．病理組織学的
にはエオジン好性の膜様物質を認め，PAS陽性でありエキノコックス由来のクチクラと考えられ
た．多包性エキノコックスに特異的な血清Em18抗原がウエスタンブロット法にて陽性であったた
め，多包性エキノコックス症によるリンパ節浸潤と診断した．外科的切除を提示するも手術療法
を希望されなかったため，アルベンダゾールにて治療開始したが，他疾患にて病死となった．【考
察】多包性エキノコックス症の約98%が肝臓に病巣を形成し，続いて肺，脳，脾臓，骨などの二
次病巣へと浸潤する．これら二次病巣の有病率はそれぞれ7%，3%，1%，1%未満と報告され
ている。本症例のようにリンパ節に病巣を認めた症例は手術後に診断された1例が報告されて
いるのみであり， EUS-FNAで開腹せずに確定診断し得た報告は本症例が初めてである．エキ
ノコックス症のリンパ節浸潤例の診断法は確立されておらず，多くの症例では肝病巣が進行して
から発見されている可能性がある．本症例のCT，PET，超音波検査などの画像所見は、リン
パ節浸潤を伴うエキノコックス症の早期診断指標となる可能性があると考えられた．

039（消）
非ホジキンリンパ腫の化学療法後に発生した腹腔動脈瘤の1例
1医療法人　菊郷会　札幌センチュリー病院　消化器科、
2医療法人　菊郷会　石橋胃腸病院　内科、
3医療法人　菊郷会　愛育病院　消化器科
○町田　卓郎1、小川　亮1、河上　純彦1、入江　達朗2、葛西　健二2、
岡本　宗則3

＜はじめに＞腹部内蔵動脈瘤は従来、まれな病態と考えられていたが、画像診断の
進歩により発見率が上昇している。様々な動脈に発生し、存在部位に関わらず増大
し、破裂すると大量出血を来し死亡率の高い疾患である。腹部内蔵動脈瘤に対する
治療は、径カテーテル的動脈塞栓術（TAE）が広く行われるようになっている。今回
我々は、悪性リンパ腫の化学療法後に発生した腹腔動脈瘤に対してTAEにて治療
した1例を経験したので報告する。＜症例＞84歳女性。平成28年7月、非ホジキンリ
ンパ腫（DLBCL）の診断にて化学療法を施行された。R-CHOP5コース、R-GDP3
コース施行しCRを達成し経過観察となっていた。腹腔動脈近傍には明らかなリンパ
腫の病変は認めなかった。平成29年6月follow upのCTにて脾梗塞の所見を認め、
7月には腹腔動脈周囲の毛羽立ち、炎症所見を認めた。平成29年9月腹腔動脈に
動脈瘤を形成し、急速に増大していることからTAEの適応と考え紹介入院となる。
腹腔動脈造影にて肝動脈はほぼ閉塞し、腹腔動脈から肝動脈の分岐部に動脈瘤
を認めさらに脾動脈は閉塞。左胃動脈のみ血流を認めた。ごくわずかに残る総肝動
脈から動脈瘤をpackingし、左胃動脈から腹腔動脈幹にかけてマイクロコイルで塞栓
した。その後の経過は良好である。＜考察＞本症例の動脈瘤の発生原因は特定で
きなかった。急速に増大していることからTAEの適応と考えられた。塞栓部位によっ
ては、臓器の虚血を惹起することもあり、塞栓範囲、塞栓方法など十分に留意する
必要があると考えられた。

040（消）
当院における悪性腫瘍疾患に対するPTEGによるドレナージ
1釧路労災病院　消化器内科
○西田　千尋1、小田　寿1、松田　宗一郎1、更科　耕一郎1、平田　甫1、
原田　一顕1、佐野　逸樹1、高橋　一宏1、寺下　勝巳1、小林　良充1、
宮城島　拓人1

癌性腹膜炎などの悪性腫瘍疾患による腸閉塞症状に対して、腸管減圧を目的とし
た経皮経食道胃管挿入術（以下PTEG）によるドレナージは有用な方法であり、経
鼻ドレナージと比較してQOLに優れていると報告されている。今回、当院で悪性腫
瘍疾患に対して腸管減圧を目的としてPTEGを造設した症例を経験したので報告す
る。2012年1月1日から2017年12月1日までの期間において10例にPTEGを施行し
た。そのうち5例に脳神経疾患患者への経腸栄養ルートとして造設を行った。残り5
例の進行癌患者に対して腸管減圧目的にPTEGを施行した。腸管減圧群の年齢中
央値は65歳（62 ～ 77歳）、男性／女性は2例／ 3例であった。PTEG造設後の生
存期間中央値は40日（32 ～ 82日）であった。疾患の内訳は胃癌2例、十二指腸癌
1例、膵臓癌1例、胆嚢癌1例、膀胱癌1例であった。PTEGは経鼻管と比較して
鼻咽頭の違和感がないため、経鼻管留置による患者への負担は軽減された。少量
であるが経口摂取も可能となった症例もみられた。癌性腹膜炎や腫瘍による消化管
閉塞に対するPTEGによるドレナージは有効であり、より早期に造設をすすめた方が
よいと考える。
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041（消）
膵癌切除例におけるCTでのSMA周囲軟部陰影に関する検
討
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○小松　直広1、林　毅1、潟沼　朗生1、宇都宮　蘭1、瀧川　有記子1、
小林　陽介1、田中　一成1、遠藤　壮登1、永井　一正1、金　俊文1、
矢根　圭1、高橋　邦幸1、真口　宏介1

【背景】膵管癌 （膵癌） のSMA周囲の膵外神経叢浸潤 （PL） を治療前に評価する
ことは重要であり、一般にCTで神経叢の存在する血管周囲の軟部陰影の性状で診
断するが、その判定法は十分に確立されていない。【目的】術前CTのSMA周囲軟部
陰影と切除検体のPLとの関係を評価する。【対象・方法】2006 年6月から2011年12
月までに当センターにて前治療なしで外科切除術を行った膵頭部癌患者116例のうち、
SMA神経叢を郭清した27例を対象とした。Dynamic CTにてSMA周囲の軟部陰影
を、無/腫瘤状/網状の3パターンに分類し、さらに腫瘤状、網状のものは膵病巣との
連続性も評価した。CT所見と切除検体での病理学的PLとの関連を後方視的に検討
した。【結果】年齢中央値は 65 （49-82） 歳、男女比は15:12、切除術式は全例PD、
SMA郭清は半周 24、全周 3。切除判定分類 （NCCNガイドライン） はR 14、BR 12、
UR 1、pStage （JPS 7th） はIA 1、IIA 5、IIB 19、III 2であった。SMA周囲の
軟部陰影は無 6例（22%）に対して陰影有りは21例（78%）で、腫瘤状 4と網状 17例で
あった。主病巣との連続性は15例 （腫瘤状 4、網状 11） に認めた。一方、切除検
体のPLは10例 （PLsma 1、PLph 7、PLsma+ph 2） であり、全例でCTの主病巣
の連続性を有する軟部陰影 （腫瘤状4, 網状 7） を認めた。CTでの軟部陰影のみを
PL陽性と判定した場合、感度 100%（10/10）、特異度 35%（6/17）、正診率 59%

（16/27）であったが、主病巣との連続性を加えると、感度 100%（10/10）、特異度 
71%（12/17）、正診率 81%（22/27）であり精度の上昇が得られた。後者の解析で
の偽陽性の5例は、いずれにも主病巣と連続性を有する網状の軟部陰影がみられた。

【結論】CTでの膵病変と連続する腫瘤状もしくは網状の軟部陰影は膵外神経叢浸
潤を示唆するが特異度は低い。網状影は主病巣と連続性があってもPL陰性例が含ま
れ、正診率向上には同所見の良悪性の鑑別方法の確立が今後の課題である。

042（消）
分枝型IPMNの良悪性診断におけるMRI拡散係数の有用性
1手稲渓仁会病院　消化器病センター、2手稲渓仁会病院　放射線診断科
○遠藤　壮登1、金　俊文1、潟沼　朗生1、児玉　芳尚2、桜井　康雄2、
高橋　邦幸1、林　毅1、矢根　圭1、永井　一正1、小松　直広1、田中　一成1、
小林　陽介1、瀧川　有記子1、宇都宮　蘭1、真口　宏介1

【背景】MRI拡散強調画像（MRI-DWI）から得られる拡散係数（ADC）は膵腫瘤性
病変の診断に有用であることが報告されている。一方、嚢胞性腫瘍の診断における
MRI-DWIの有用性は明らかでなく、特にADC値がIPMNの良悪性診断に寄与する
か否かは明らかではない。【目的】分枝型IPMNの嚢胞部分のADC値を測定し、良悪
性の診断能について検討する。【対象と方法】対象は2008年4月～ 2017年3月に当
センターで切除した分枝型IPMN 88例のうち、術前画像（CT/MRI）で明らかな壁在
結節を認めず、かつ由来浸潤癌/隣接併存膵癌が疑われた55例を除く33例（38%）。
DWIは1.5TMRI装置を用いてb=0.800s/mm2で撮影し、ADCは体軸断像で嚢胞が
最大となる断面で嚢胞全体を計測し、最小値、平均値、最大値を算出した。切除
検体の病理検査にてinvasive carcinoma（IC）、high-grade dysplasia（HD）を悪
性群、low-grade dysplasia（LD）を良性群と分類した。【結果】患者背景は年齢平
均66歳、男女比21:12、嚢胞径中央値 24mm（12-49）であった。手術時の国際ガ
イドライン分類ではhigh-risk stigmata陽性 12（36%）、worrisome feature陽性 11
（33%）であり、切除後の病理診断はIC 2（6%；T1a 1、T1c 1）、HD 12（36%）、
LD 19（58%）であった。良悪性群別のADC最小値（中央値）は良性 2.4（0.92-3.2）
×10-3mm2/s、悪性1.7（1.4-2.1）×10-3mm2/s、平均値は良性 3.1（1.5-3.7） ×
10-3mm2/s、悪性 2.9（2.0-3.2） ×10-3mm2/s、最大値は良性 3.7（2.2-4.3）×10-

3mm2/s、悪性 3.6（2.6-4.1）×10-3mm2/sであり、最小値および平均値が悪性群で
有意に低かった（p＜0.001、p=0.03）。ADC最小値、平均値の良悪性判定に対す
るROC解析ではAUCがそれぞれ0.93、0.75であり、ADC最小値を用いた良悪性診
断能が有意に高かった（p=0.01）。ADC最小値のカットオフ値 2.015×10-3mm2/sとし
たときの診断能は感度 95%、特異度 88%であった。【結論】ADC最小値による分
枝型IPMNの良悪性判定において高い診断能を有している可能性が示唆された。

043（消）
膵癌の最終診断以前に施行されていた画像所見の検討
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○瀧川　有記子1、林　毅1、潟沼　朗生1、宇都宮　蘭1、田中　一成1、
小松　直広1、遠藤　壮登1、永井　一正1、小林　陽介1、金　俊文1、
矢根　圭1、高橋　邦幸1、真口　宏介1

【背景・目的】膵癌の早期診断は困難を極め、標準的な画像診断法は未確立であ
る。膵癌症例の最終診断以前に施行されていた画像検査を見直し、より早期の診
断の可能性を検討する。【対象】2014年1月-2017年10月までに当センターにて最終
診断した膵癌574例のうち、さかのぼって3カ月から36カ月に造影CTもしくはMRIを施
行していた55例（9%）の画像所見を検討した。【結果】年齢中央値は70歳（42-88）、
男女比は34:21。腫瘍占拠部位は頭/体/尾部: 29/14/12 （53/25/22%）、最終診
断時の進行度はStage 0/IA/IIA/IIB/III/IV: 1/3/20/12/3/16例であった。検
査契機は、消化器疾患/他科疾患/他: 38/14/3例（69/26/5%）で、施行画像は
CT/MRI/両者: 52/22/19 （94/40/34%）であった。CT時期中央値は8ヶ月前（3-
25）で、3-6/6-12/12-36カ月前: 11/27/14例（21/52/27%）であった。腫瘍描出
が12例（23%）でみられ早期低吸収/遅延性濃染: 9/4例、間接所見が22例（42%）
でみられ尾側膵管拡張/分枝拡張/脂肪織濃度上昇/限局性萎縮: 18/8/3/4例で
あった。早期診断に重要と考えられるStage 0/I 症例では、いずれも直接所見は
認めなかったが、3/4例 （75%） で診断6カ月以上前より主膵管拡張を認めた。一
方、MRI時期中央値は9ヶ月前（3-36）であり、3-6/6-12/12-36ヶ月前: 5/9/8例

（23/41/36%）であった。腫瘍描出が8例（36％）でみられ、拡散制限/T1強調の低
信号: 8/3 例であった。間接所見が5例（23%） にみられ、尾側主膵管/分枝膵管
拡張: 5/1例であった。Stage 0/I症例では6カ月以上前から所見を認めたものは3/4
例 （75%）あり、2例で尾側膵管拡張、1例で腫瘍の拡散制限を認めた。【結論】多
くの症例で腫瘍自体が描出されており、見逃しのない読影システムの構築が必須で
ある。また、尾側の膵管拡張などの間接所見は膵癌早期を含む多くの症例でみら
れており、速やかに精査を行うことで多くの症例の診断遅れが回避できるものと考え
られる。

044（消）
膵内副脾に発生したepidermoid cystの1例
1札幌共立五輪橋病院　消化器内科、2札幌共立五輪橋病院　消化器外科、
3札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座
○宇佐美　信1,3、秋山　剛英1、土居　忠1、大井　雅夫1、高橋　稔1、
本間　久登1、米森　敦也2、竹内　幹也2

膵内副脾に発生したepidermoid cystはまれな疾患であり，画像診断により嚢胞
性病変として発見され，悪性疾患を否定できず手術により確定診断される場合が
多いとされる．今回，膵嚢胞性腫瘍との鑑別が困難であった膵内副脾に発生した
epidermoid cystの1例を経験したため報告する．
症例は40歳男性．特記すべき既往歴なし．左腰背部痛を主訴に当院初診となり，尿
管結石を疑い施行した腹部超音波検査にて，膵尾部に腫瘤性病変を指摘された．膵
尾部に20mm大の境界明瞭な低エコー病変を認め，造影CTでは境界明瞭な類円形
の嚢胞性病変を認めた．冠状断像では淡く造影される隔壁様構造を認めた．MRIで
はT1強調画像で低信号，T2強調画像で高信号を呈する境界明瞭な嚢胞性病変を
認めた．拡散強調画像では高信号を呈した．MRCPでは，主膵管の拡張はなく主膵管
と嚢胞性病変の明らかな交通も確認できなかった．膵尾部の嚢胞性病変で被膜や
隔壁様構造を呈し，嚢胞内部の粘液貯留が疑われたことからsolid pseudopapillary 
neoplasmやmucinous cystic neoplasm等の膵嚢胞性腫瘍が鑑別診断として考えら
れたが，確定診断を下す事ができなかった．患者に膵癌の家族歴があり手術の強い
希望があったことから，膵尾部切除術を施行した．病理組織検査では，膵実質内に
嚢胞を伴う副脾が存在し，嚢胞の内腔面は重層扁平上皮で覆われていた．以上か
ら，膵内副脾に発生したepidermoid cystと診断した．
今回膵内副脾に合併したepidermoid cystの1例を経験した．副脾は比較的多く見ら
れるが，膵内副脾に嚢胞が発生する事は稀であり，若干の文献的考察を加え報告す
る．
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045（消）
神経内分泌化を呈する膵腺房細胞癌の1例
1旭川赤十字病院　消化器内科、2旭川赤十字病院　病理診断科
○齋藤　敦1、杉山　祥晃1、岸　法磨1、太田　勝久1、相馬　学1、
稲葉　千尋1、松崎　伸幸1、細木　弥生1、阿部　真実1、藤井　常志1、
長谷部　千登美1、菊池　智樹2

【症例】50歳代, 男性【既往】慢性腎障害，糖尿病，高血圧，HCV既感染【経過】腹痛と
下痢にて近医を受診し，その際に施行した腹部画像検査にて下十二指腸角に腫瘍性病変
と多発肝腫瘤を認めた．精査加療目的に2017年7月，当科紹介受診となった．血液生化学
検査では，炎症反応の軽度高値と腎機能障害を認めた．CEA，CA19-9は正常値であっ
た．単純CT検査では，十二指腸水平脚から頭側に突出する64×51×61mm大の腫瘤性病
変を認めた．内部は不均一であり壊死を疑う所見であった．肝内にも多発腫瘤を認め，MRI
のT2強調像にて不均一な高信号を示していた．上部消化管内視鏡検査では，下十二指
腸角近傍に深いdelleを伴う粘膜下腫瘍様の隆起を認めた．EUS-FNAを施行したところ，
組織診では，類円形で均一な核と好酸性細胞質を有する腫瘍細胞が充実性ないし索状
配列をとり増生していた．免疫組織染色ではsynaptophysinが陽性であり，高分化なNET
であった．核分裂像は8個/10 HPFs，MIB-1 indexは40 ～ 50%であり，NET G3（WHO 
2017）であった．以上より十二指腸NET（G3） cT3，N0，M1 cStageIV （ENETS）と
診断した．根治的な手術の適応はない状態であったが，十二指腸には深いdelleを伴って
おり，今後出血や穿孔等の症状をきたす可能性が考えられたため，原発巣の切除を行っ
た上で化学療法を行う方針とした．2017年8月，膵頭十二指腸切除を施行した．術後病
理は，Acinar cell carcinoma，Ph，TS3（50mm）結節型，pT3，med，INF a＞b，ly1，
v1，ne0，mpd0，pCH0，pDU0，pS1，pRP1，pPCM0，pBCM0，pDPM0，pN0: total 
0/11（n5 0/3，n8a 0/1，n12a 0/0，検体内付着リンパ節0/7）であった．ただし免疫染
色ではBCL10（＋），chromogranin A（very a few＋），synaptophysin（＋）であった．
synaptophysinは病変内にびまん性に陽性であった。以上より，Aciner cell carcinoma 
with neuroendocrine differentiationと診断した．膵癌取扱い規約第7版では，膵併存
癌 pT3,N0,M1（HEP） pStageIV であった．現在，GEMによる化学療法を施行中である．

【結語】神経内分泌化を呈する膵腺房細胞癌の１例を経験したので報告する．

046（消）
進行膵腺房細胞癌に対してmodified FOLFIRINOX療法を
施行した1例
1伊達赤十字病院　消化器科、2伊達赤十字病院　外科、
3伊達赤十字病院　内科、
4札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座・血液内科学
○久居　弘幸1、櫻井　環1、小柴　裕1、山内　夏未1、佐藤　正文2、
川崎　亮輔2、行部　洋2、吉田　直文2、宮崎　悦3、飴田　咲貴4

膵腺房細胞癌 （ACC）は稀な膵腫瘍であり、根治的切除例における5年生存率は浸潤性膵管癌 
（PDAC）と比較して良好とされているが、術後再発例や切除不能例の予後は依然として不良であ
り、適切な化学療法に関する報告も少ない。今回、多発肝転移・腹部リンパ節転移を有するACC
に対し、modified FOLFIRINOX （mFFX）療法を施行した1例を経験したので報告する。
症例は69歳、男性。平成28年12月より上腹部不快感、体重減少あり、平成29年2月にUSで膵体部
腫瘤、肝腫瘤を認め、3月初旬に当科紹介受診。CTでは膵体部に尾側主膵管の拡張を伴う33mm
大の増強効果の乏しい低吸収値腫瘤を認め、脾動静脈の圧排所見を呈し、多発性の肝腫瘤と腹部
リンパ節腫大を認め、精査加療目的に入院。
膵体部腫瘤、肝腫瘤S2、リンパ節よりEUS-FNAを施行した。病理では、膵腫瘤、肝、リンパ節に
は類円形濃染核，好酸性胞体を持つ異型細胞のびまん性増殖像があり、肝、リンパ節の組織の一部
に腺管形成やロゼット様配列が見られた。免疫染色では、腫瘍細胞はsynaptophysin、chromogranin 
A、CD56、β-catenin は陰性で、BCL10が陽性であり、ACCの肝転移、腹部リンパ節転移と診
断した （TNM分類 （JPS 7th/UICC 7th）: cT3 cN1b cM1 cStage IV / cT3 cN1 cM1 cStage 
IV）。腫瘍マーカーでは、CEA 5.5 ng/ml、CA19-9 30 U/ml、AFP 12 ng/ml、Trypsin 10183 
ng/ml、NSE 37.3 ng/mlであった。
PS 1であり、informed consentを取得後に3月中旬より、mFFX療法 （oxaliplatin 140 mg / 
irinotecan 140 mg / 5-FU 3500 mg）を開始した。UGT1A1 遺伝子多型は＊6 のsingle hetero接
合体であった。2コース終了後のCTでは腫瘍の縮小傾向を認め、8コース終了後では、原発巣は18mm
と縮小し、リンパ節も縮小するも肝転移巣に著変は認めなかった。10コース施行後の9月のCTでは著
変認めないものの、黄疸、PT時間の延長、腹水 （漏出液）などの肝不全の進行とGrade 4の好中
球減少、Grade 3の血小板減少を認め、全身状態の悪化により、10月下旬に死亡退院となった。

047（消）
慢性肝疾患における低亜鉛血症における自覚症状の頻度の検
討
1札幌厚生病院　消化器内科（肝臓内科）
○山口　将功1、小関　至1、畑山　加奈1、巽　亮二1、木村　睦海1、
荒川　智宏1、中島　知明1、桑田　靖昭1、大村　卓味1、髭　修平1、
狩野　吉康1、豊田　成司1

【目的】肝疾患患者では、アミノ酸結合型亜鉛の増加による血中アルブミン濃度の低
下による亜鉛の尿中排泄の亢進、食欲不振による亜鉛摂取量の不足と腸管での吸
収低下により低亜鉛血症を生じやすいため、亜鉛欠乏による味覚障害、口内炎、
皮膚炎、食欲不振、脱毛などの多彩な自覚症状を来すことが知られている。当院
において低亜鉛血症を認めた症例を対象としこれらの症状についてアンケート調査
し、その頻度を明らかとすることを目的とした。【対象と方法】2017年5月から11月
までに当院肝臓外来を受診し、低亜鉛血症 （＜65μg/dL）を認めた572例中質問
表を回収可能であった325例 [平均年齢70歳、男性184例 （57%）、背景肝病変 
HCV/HBV/Alcohol/NAFLD/AIH+PBC/その 他　122/60/50/34/27/32例、
以下平均値で、PLT 9.5万、PT 75%、Alb 3.6g/dl、AST 41 U/L、ALT29 
U/L、T-chol 162mg/dl、NH364 μg/dL、FIB-4 6.9、血清銅107 μg/dL、
血清鉄105 μg/dL]を対象とした。【結果】味覚障害/口内炎/皮膚炎/食欲不振/
脱毛の頻度は7.7/8.0/15.4/9.8/5.8%であった。血清亜鉛値 （μg/dL）が40未満 

（n=40）では、同様に17.5/10.0/37.5/20.0/0%、40以上50未満 （n=72）では、
8.3/9.7/16.7/5.6/9.7%、50以上64未満 （n=214）では、7.7/8.0/15.4/5.8/9.8%
であった。【考察】低亜鉛血症を認める症例において必ずしも有自覚症状例が多い
わけではないが、味覚障害・皮膚炎・食欲不振は血清亜鉛値の低下に伴い有症
状率は増加した。一方で口内炎や脱毛の頻度は血清亜鉛値と相関せず、低亜鉛
血症ではある一定の頻度で生じると考えられた。【結語】低亜鉛血症症例では多彩
な症状を見逃さない詳細な問診が必要である。

048（消）
慢性肝疾患における血清亜鉛値の検討
1札幌厚生病院　消化器内科（肝臓内科）
○山口　将功1、小関　至1、畑山　加奈1、巽　亮二1、木村　睦海1、
荒川　智宏1、中島　知明1、桑田　靖昭1、大村　卓味1、髭　修平1、
狩野　吉康1、豊田　成司1

【目的】肝疾患患者では、アミノ酸結合型亜鉛の増加による血中アルブミン濃度の低
下による亜鉛の尿中排泄の亢進、食欲不振による亜鉛摂取量の不足と腸管での吸
収低下により低亜鉛血症を生じやすいことが報告されている。また、亜鉛欠乏の頻
度は肝疾患の重症度に依存して増加することが明らかとされておいる。当院におけ
る肝疾患患者における低亜鉛血症の頻度と血清亜鉛値に与える背景因子を検討し
た。【対象と方法】2017年5月から11月までに当院肝臓外来を受診した1345例 [男
性721例 （54%）、平均年齢68歳、背景肝病変はHBV/HCV/NAFLD/Alcohol/
AIH+PBC/NBNC/その他が33/27/15/12/6/4/2%、PLT 5未満/5 ～ 8/8 ～
12/12万以上の頻度が6/16/35/43%]を対象とし、低亜鉛血症 （血清亜鉛値＜65
μg/dL）の頻度と血清亜鉛値と患者背景因子 （年齢、Hb, PT、PLT、AST、
ALT、T-bil、Alb、ChE、T-chol、NH3、FIB-4、Fe、Cu）についてSpearman
の順位相関係数を用い相関係数を検討した。【結果】1） 低亜鉛血症は572例 

（43%）であった。血清亜鉛値 ＜40/40-49/50-54/55-59/60-64 μg/dLの頻度
は10/19/20/22/30%であった。2） 血清亜鉛値と相関係数0.25以上であった患者
背景因子はAlb （r=0.66）、ChE （r=0.59）、FIB-4 （r=-0.452）、Hb （r=0.44）、
PT （r=0.42）、T-chol （r=0.38）、NH3（r=-0.36）、PLT （r=0.35）であった。【考
察】血清亜鉛値はAlb、ChE、FIB-4、Hb、PTと強い相関係数を有し、肝予備
能や肝線維化進展度、貧血と相関することが示された。【結語】慢性肝疾患におけ
る低亜鉛血症の頻度は決して稀ではなく、血清亜鉛値は肝予備能や肝線維化進
展度、貧血と関連する。



─ 54 ─

049（消）
当院におけるステロイド投与によるB型肝炎再活性化への対応
の現状と再活性化例の検討
1札幌医科大学医学部　消化器内科学講座
○沼田　泰尚1、我妻　康平1、柾木　喜晴1、志谷　真啓1、阿久津　典之1、
本谷　雅代1、佐々木　茂1、仲瀬　裕志1

【目的】ステロイドは多くの疾患で使用される。ステロイド使用に伴うB型肝炎再活性化
予防は重要である。日本肝臓学会｢免疫抑制・化学療法により発症するB型肝炎対
策ガイドライン｣の遵守状況から、当院のB型肝炎再活性化への対応を検討する。ま
た、再活性化症例について、その背景や経緯の検討も行う。【方法】当院で2012
年1月から2015年12月末までの間にステロイド内服投与を行っていた1212症例につ
いて検討した。【成績】ガイドラインを遵守して各種検査が施行されていた症例は798
例（65.8％）で、残りの414例（34.2％）はガイドラインが遵守されなかった。その要因
は、多い順にHBs抗原陰性時のHBs抗体または/かつHBc抗体の測定未施行（207
例）、HBs抗原測定未施行（169例）、HBs抗体陽性または/かつHBc抗体陽性時
のHBV-DNA測定未施行（51例）、HBs抗原陽性時の核酸アナログ未投与（11例）
であった。再活性化は5例（0.4％）で認められた。いずれもHBs抗原陰性かつHBc
抗体陽性で、HBs抗体陽性は2例であった。再活性化の判断は、3例がHBs抗原
陽性化、2例がHBV-DNA検出感度以下の例でHBV-DNAの陽性化であった。再
活性化判明の経緯は、ガイドラインに従ったモニタリングによるものが2例、当初はモ
ニタリングが行われていなかったが、途中からモニタリングを開始して判明したものが2
例、他疾患精査の際に判明したものが1例であった。再活性化時に肝障害をきたし
たり、AST/ALTが基準値を超えて上昇したりすることはなかった。内服量は、多い
例でプレドニゾロン12mgに免疫用製剤のシクロフォスファミド5mg併用、少ない例でプレ
ドニゾロン2mgでも再活性化を認めた。【結論】当院のガイドライン遵守率は十分では
なかった。HBs抗原測定が施行されない、施行されても陰性なら更なる検査が施行
されないことが多く、改善が必要である。ステロイド内服でもHBVの再活性化を認め
ている。再活性化時に肝障害をきたした例はなかったため、見落とさないためにもモ
ニタリングの徹底が重要である。

050（消）
薬物性肝障害に再生不良性貧血を併発した１例
1手稲渓仁会病院　消化器病センター、2市立釧路総合病院　消化器内科
○山本　恭史1、松居　剛志1、姜　貞憲1、辻　邦彦1、真口　宏介1、
林　優希2、米澤　和彦2

症例は17歳男性。前医入院10日前より食思不振あり、8日前に市販胃薬を内服。6
日前より倦怠感・嘔気あり市販感冒薬を内服した。入院当日の朝に全身掻痒感、発
疹が出現し近医受診、肝機能障害を認め前医紹介入院となった。AST 1946IU/
l, ALT 2438IU/l, T-Bil 13.4mg/dl, PT活性値60%と著明な肝機能障害を認め、
入院第3病日に肝生検施行後 PSL40mg内服開始した。しかし、肝機能障害は持
続し第6病日よりステロイドパルス（mPSL1000mg）開始となった。その後、ステロイド漸
減より増悪を認めたため第11病日に当院転院となった。前医の検査では各種ウイル
ス検査陰性、自己抗体陰性であり、薬物性肝障害疑いの診断であった。当科転院
時の採血ではPT活性値が保たれていることからステロイドを漸減する方針とし経過を
みたが、第15病日にはAST 605IU/L, ALT 2297 IU/Lと増悪を認めた。経過よ
り薬剤誘発性の自己免疫性肝炎の可能性を考え第19病日に再度肝生検を施行し
た。組織所見は胆汁鬱滞と門脈域や小葉内の好中球浸潤が目立ち、薬剤性肝障
害が第一に考えられるもので、薬物性肝障害（肝細胞傷害型・JDDW2004診断基
準スコア 8点）の診断に至った。ステロイド漸減し第47病日に退院、前医での外来フォ
ローとなった。その後、肝機能障害の増悪を認めたがSNMC投与でゆっくりと改善
を認め第116病日に正常化した。一方、当科入院中よりPlt 5万/μl.程度の一時的
な血小板減少およびWBC 2000/μl程度の白血球減少を認めたが、血液内科と相
談の上、経過観察としていた。当院退院後、肝機能障害の改善とともに血小板減
少、白血球減少がすすみ第116病日にはWBC 1410/μl, Plt 0.9万/μlと著明な低
値を示した。血液内科での精査により再生不良性貧血の診断となった。
　本例は肝機能障害正常化まで約4ヶ月を要した重症の薬物性肝機能障害であり、
また肝機能障害改善とともに再生不良性貧血を併発した稀な例と考えられた。若干
の文献的考察を加えて報告する。

051（消）
アルコール性肝障害と自己免疫性肝炎の鑑別に苦慮した1例
1手稲渓仁会病院　消化器病センター、2手稲渓仁会病院　病理科
○松居　剛志1、山本　恭史1、姜　貞憲1、辻　邦彦1、瀧山　晃弘1,2、
真口　宏介1

症例は50歳代女性。空腹時心窩部痛, 胸焼けを主訴に平成28年1月近医受診. 
血液検査で肝胆道系酵素とCA19-9の著明な上昇, 腹部US・CTで肝S5/S6を中
心にびまん性病変を認めたため, 精査加療目的に当院紹介.20歳時よりエタノール換
算100gの飲酒歴あり。初診時血液所見では総Bil2.1mg/dl、AST795、ALT560、
ALP585、γGTP2213と肝機能障害を認めIgG3162、ANA1280倍と高値であり、
肝炎ウイルスマーカーは陰性であった。腹部US所見は肝実質高低不均一であり、肝
表面は不整であった。入院を勧めたものの拒否され、外来で経過を見ることとした。5
日後の再受診時には総Bil1.5mg/dl、AST712、ALT426、ALP427、γGTP1856
と肝機能は若干の改善を認めたが、PT活性値64.8%と低下しており入院とした。入
院後肝生検を行ったところ、肝細胞周囲に高度の線維化、形質細胞の集簇を伴っ
たinterface activity、ロゼット形成を認めた。また、20-30%程度の肝細胞に大滴
性脂肪沈着を認め、泡沫状変性を伴い腫大した肝細胞が見られた。自己免疫性肝
炎（AIH）改訂版国際診断基準（1999年）では13点でAIH疑いであったが、アルコー
ル性肝障害の可能性もあり、ステロイドを投与せずに経過観察とし、軽快したため退
院、外来フォローとした。初診より2か月後の血液所見では再度AST,ALTの上昇と
PT活性値の低下を認め、肝生検を再度施行した。高度な壊死、リンパ球、形質
細胞、好中球の浸潤、Emperipolesisを認め、大脂肪滴の沈着は10%程度まで低
下していた。国際診断基準は20点でAIHと診断し、ステロイドを投与したところ肝機
能は正常化し現在再燃なく経過している。今回アルコール性肝障害との鑑別に苦慮
したAIHの１例を経験したので報告する。

052（消）
急性型劇症肝炎を呈した悪性リンパ腫の１例
1国立病院機構　函館病院　消化器科、
2国立病院機構　函館病院　病理診断科、
3北海道大学大学院　医学研究科内科学講座　消化器内科学分野
○西村　友佑1、久保　公利1、間部　克裕1、加藤　元嗣1、木村　伯子2、
中村　晃久3

症例は80歳代男性。数日前からの食欲低下を主訴に前医を受診した。38℃台の高
熱と著明な肝機能障害（AST 4966U/L, ALT 1135U/L, T-Bil 1.6mg/dl, LDH 
1364U/L, Ch-E 138U/L, γ-GTP 160U/L）を認めたため精査加療目的に当院
紹介受診となった。腹部エコー、CTでは胆石のほか肝腫大、脾腫大を認めており
急性肝炎の所見を呈していた。肝炎ウイルスはB型、C型、A型、E型のいずれも陰
性であった。ICUに入床し保存的治療を行ったが、第4病日には肝性昏睡（IV度）、
PT 38.3%と急性型の劇症化を認めた。同日のCTでは脾腫大と結節状変化を認め、
リンパ節腫大も認めた。発熱とAST,LDHの高値から、劇症肝炎様の経過をとる悪
性リンパ腫を疑った。検査を行う間もなく心肺停止に至り、蘇生術を行ったが第4病
日のうちに永眠された。特異な経過であり、臨床的には劇症肝炎であるが肝炎の原
因は明らかでなく悪性リンパ腫も疑われたため、家族に説明して剖検の承諾を得た。
剖検の結果、びまん性大細胞性B細胞リンパ腫の診断となった。示唆に富む症例で
あるため文献的考察を加えて報告する。
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053（消）
出産後に発症した抗セントロメア抗体陽性自己免疫性肝炎の１
症例
1札幌医科大学医学部　消化器内科学講座
○齋藤　潤信1、阿久津　典之1、我妻　康平1、沼田　泰尚1、柾木　喜晴1、
志谷　真啓1、本谷　雅代1、佐々木　茂1、仲瀬　裕志1

【症例】30歳台・女性【主訴】特になし【現病歴】第一子を出産後、乳酸菌とDHA
の入ったサプリメントを内服していた。産後７ヶ月目に爪の異常を自覚して近医皮膚科
受診した際に肝機能障害を指摘され、前医消化器内科紹介となった。サプリメントに
伴う薬剤性肝障害と考え内服を中止したが、翌月の血液検査にてAST 377U/L、
ALT 611U/Lと肝機能障害の悪化を認めたため、当科紹介・入院となった。【経
過】入院時血液検査にてAST409U/L、ALT722U/Lと肝機能障害の更なる悪化
を認め、薬剤性肝障害は否定的と考えた。肝炎ウイルスは陰性であり、サイトメガロ
ウイルス、EBウイルスは既感染パターンであった。母親に自己免疫性肝炎の既往が
あり、抗核抗体40倍、抗セントロメア抗体陽性、IgG値1605mg/dl、HLA-DR4陽
性であり、自己免疫性肝疾患の可能性を考えた。肝生検施行し、インターフェース肝
炎、ロゼット形成を認め、自己免疫性肝炎国際診断スコアは17点と確診例であり、
自己免疫性肝炎と診断した。【考察】女性ホルモンの一つであるエストロゲンは、炎
症サイトカインの産生を抑え、Tリンパ球の働きを抑制することが知られており、出産後
にエストロゲンが減少することで自己免疫性疾患が増悪することが報告されている。ま
た、自己免疫性肝炎の中でも抗セントロメア抗体陽性例は陰性例と比べ、IgG値が
低値という報告がある。示唆に富む稀な症例であり報告する。

054（消）
NAFLD合併原発性硬化性胆管炎の1例
1札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座
○坂本　拡基1、田中　信悟1、宮西　浩嗣1、河野　豊1、中村　元1、
村瀬　和幸1、高田　弘一1、加藤　淳二

【症例】30歳代，男性．【既往歴】1996年 潰瘍性大腸炎．2014年 総胆管結石．
【生活歴】飲酒歴なし，喫煙歴なし【入院時現症】身長 162 cm，体重 97.3 kg，BMI 
37.1．【現病歴】2010年，肝胆道系酵素の上昇を認め精査目的に当科へ入院とな
り，血液検査，画像検査および肝生検所見から原発性硬化性胆管炎（PSC）および
単純性脂肪肝（NAFLD；NAS：2/8，Matteoni分類：type 2）と診断された．以後，
当科外来で加療されていたが，2017年6月の採血検査にてAST 124 U/L，ALT 
214 U/L，ALP 1153 U/L，γGT 2171 U/Lと肝胆道系酵素の上昇およびHbA1c 
12.3 %と高値を認め当科へ入院となった．入院後に施行されたMRCPでは胆菅所
見に変化を認めず，CT検査では脂肪肝の著明な悪化を認めた．NAFLDおよび糖
尿病の治療として入院後直ちに食事療法（糖尿病食 1600 kcal）および運動療法
が開始され持効型インスリンが導入された．退院後も自宅にて食事・運動療法，インス
リン療法が継続され，2017年9月にインスリンからSGLT-2阻害薬の内服へ変更され
た．2017年11月時点で体重 87 kg（BMI 33.1），AST 62 U/L，ALT 84 U/L，
ALP 711 U/L，γGT 475 U/L，HbA1c 5.3 %と肝胆道系酵素および糖尿病の
改善を認めている．【考察】PSC症例においてNAFLDの発症率は低く，NASHへ
の進展も少ないという報告が単施設少数例での検討としてあるものの，両病態におけ
る相互作用については明らかでない．今回，PSC症例におけるNAFLDの急激な悪
化に対し，NAFLDの標準的治療とされる食事・運動療法および糖尿病治療にて速
やかに改善し得た1例を経験した．PSCおよびNAFLD両病態併存時における治療
法，肝・胆管がんの発がんを含めた予後などの解明にはさらなる症例の集積が必要
と考える．

055（内）
胆道病変の診断能におけるSpyGlassDSの有用性
1札幌医科大学医学部　消化器内科学講座、
2札幌医科大学医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座
○柾木　喜晴1、志谷　真啓1、我妻　康平1、沼田　泰尚1、阿久津　典之1、
本谷　雅代1、佐々木　茂1、木村　康利2、武政　伊知朗2、仲瀬　裕志1

【背景・目的】近年、胆道病変の診断・治療目的にデジタル型経口胆道鏡
SpyGlassDSが使用され、その有用性が数多く報告されている。今回我々は、胆道
病変の精査目的にSpyGlassDSを使用した症例に対して診断能を評価することで、
その有用性について検討した。【対象・方法】１：2015年11月から2017年11月まで
の間に当院で胆道精査目的にSpyGlassDSを施行した32症例を対象とした。検討
項目は、観察成功率および鏡視下生検の適正検体採取率とした。目的部位まで到
達し、十分な観察が行えた場合を観察成功と定義し、またSpyBiteを用いた生検で、
組織学的診断に堪えうる十分な検体量が得られた場合を適正検体採取と定義した。
２：上記32症例のうち、切除標本による水平進展度を十分に評価可能であった肝
外・肝内胆管癌15例を対象とし、肉眼的・組織学的水平進展度との一致率を検
討した。肉眼的診断は、主病変から連続して不整な乳頭状・顆粒状粘膜および拡
張蛇行した血管を認める場合に進展ありと判定した。進展評価部位は、遠位胆管
癌では左右肝管合流部を、肝切除を必要とする肝門部領域胆管癌あるいは肝内胆
管癌では残肝側一次分枝あるいは二次分枝根部とした。【結果】１：病変観察成功
率は97％（113/116）であり、適正検体採取率は89％（67/75）であった。２：疾患
の内訳は、肝門部領域胆管癌あるいは肝内胆管癌9例、遠位胆管癌6例、進展
有無の検討部位は計15箇所（左右肝管合流部7例、右前後区分岐5例、左肝管
根部3例）であった。術前診断と切除標本の対比による進展度の一致率は、胆道
鏡観察のみで93％（14/15、偽陽性1例）であったが、生検結果も加味すると100%

（15/15）であった。【結語】目的とする病変部位への到達率は高く、特に胆管二次
分枝までの詳細な評価が可能であることは、手術の適応や術式を選択する上で非
常に有用であると考えられたが、適正検体採取の点に関しては課題が残る。術前診
断能も良好であり、特に鏡視下生検を加えることで正診率の上乗せが期待できる。

056（内）
胆管癌の術前側方進展範囲診断における新型経口胆道鏡
SpyGlass DSの有用性の検討
1札幌医科大学医学部　腫瘍内科、
2札幌医科大学医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座
○池田　裕貴1、吉田　真誠1、石川　和真1、中村　元1、村瀬　和幸1、
高田　弘一1、宮西　浩嗣1、加藤　淳二1、木村　康利2、竹政　伊知朗2

【背景・目的】 透視下生検, 造影CT, IDUS, 胆管造影などによる胆管癌の術前側方進展
範囲診断には限界があり正診率は十分ではなかった. 近年, 新型経口胆道鏡が発売され, 
その成績の向上が期待されている. 術前側方進展範囲診断にSpyGlass DSを使用した症
例における成績を検討した. 【対象と方法】 2016年4月から2017年7月までに当科で新型経
口胆道鏡 （SpyGlass DS）を使用した21例中, 胆管癌の術前側方進展範囲診断に用い
て, その後外科切除した8例をretrospectiveに検討した. 検討項目は1） 背景因子, 2） 狭
窄部の通過率, 3） 胆道鏡所見, 4） 検体採取成功率, 5） 他モダリティーの所見, 6） 側方
進展診断正診率, 7） 偶発症とした. 3）, 4）, 5） は外科切除線決定部位のものとした.【成
績】1） 8症例の平均年齢は67±11歳, 全例男性であり, 6例が肝門部領域胆管癌, 2例が
遠位胆管癌であった. 胆道鏡施行前に胆道ステントが留置されていた症例が7例 （PS5例, 
inside PS1例, ENBD1例）であった. 胆道鏡施行時にESTを施行した症例が5例であっ
た.外科切除の術式は拡大右葉切除が2例, 拡大左葉切除が3例, 右3区域切除が1例, 膵
頭十二指腸切除が2例であった. 2） 狭窄部の通過は100% （8/8）成功であった. 3）内視
鏡所見は全例で悪性を疑う顆粒状, イクラ状粘膜は認めなかったが, 12.5% （1/8）で粘膜
の発赤所見を認めた. 4） 切除線を決定する部位からの検体採取率は100% （8/8）でいず
れも癌陰性であった. 5） CTで, 切除断端近傍まで胆管壁の造影効果を有したのが12.5% 

（1/8） , IDUSで壁肥厚所見を認めたのが28.6% （2/7）, 胆管造影で壁硬化, 壁不整像
を認めたのが37.5% （3/8）であった. 6） 外科切除検体と比較し, 胆道鏡下の生検組織で
の側方進展正診率は100% （8/8）であり, 全例R0手術を達成できた. 7） 偶発症は胆管炎
を12.5% （1/8）に認めた.【結論】CT, IDUS, 胆管造影などの画像診断はステント留置な
どにより, 少数例ながら癌進展診断における偽陽性があった. 一方, SpyGlass DSによる生
検診断は側方進展範囲を正確に診断でき, 有用性が高いと考えられた.
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057（消）
下部胆管癌肉腫の1例
1旭川赤十字病院　消化器内科、2旭川赤十字病院　病理診断科
○杉山　祥晃1、岸　法磨1、太田　勝久1、齋藤　敦1、相馬　学1、
松崎　伸幸1、阿部　真美1、藤井　常志1、長谷部　千登美1、菊地　智樹2、
小幡　雅彦2

症例は70歳代, 男性. 皮膚黄染, 褐色尿を自覚し近医受診. 血液検査にて黄疸
を認め, 当科紹介となった. 血液検査ではビリルビン, 肝胆道系酵素の高値を認め, 
腫瘍マーカーはCEA 5.1ng/mL, CA19-9 102.1IU/mLと軽度高値を認めた. 腹
部超音波検査では肝内胆管の拡張, 胆嚢腫大を認め, 総胆管は拡張し, 下部胆
管内には腫瘤様エコーを認めた. 造影CTでは総胆管は下部胆管で狭窄し, 同部
位に造影効果を認めた. 明らかなリンパ節腫大, 遠隔転移は認めなかった. MRIに
ついては, くも膜下出血時のクリッピングの詳細が不明であり施行できなかった. 減
黄, 組織診断目的にERCPを施行. 下部胆管に強い狭窄を認め, 同部位より生
検, 胆汁細胞診を施行し, 7Fr ENBDを留置した. ENBDからの胆汁細胞診で
Adenocarcinomaであった. よって, 下部胆管癌と診断し当院外科にてSSPPDを
施行した. 病理組織学的所見は腺癌所見に加えて, 一部短紡錘形細胞の増殖を
呈する肉腫様部分を認めた. 両者の間には明らかな移行部は認めなかった. 免疫
染色では, 癌腫部分はCAM5.2に陽性であった. 一方肉腫様部分ではvimentin陽
性で, CAM5.2, AE1/AE3, EMA等の上皮系マーカーは全て陰性であった. また, 
α-SMA, CD34, S-100 proteinはいずれも陰性であった. 胆道癌取扱い規約（第
6版）に基づく最終病理診断は, Carcinosarcoma, BdA, flat-infiltrating, circ, 
30mm, T3a（pancreas and duodenum）, sci, INFc, ly1, v1, ne3, pN0, pDM0, 
pHM0, pEM0, pPV0, pA0, pStageIIAであった. 癌肉腫は同一腫瘍内に上皮系と
非上皮系の悪性腫瘍が混在した疾患であり, まれな腫瘍である. あらゆる臓器に発
生するが, 肝外胆管原発の癌肉腫の報告は少ない. 今回われわれは下部胆管癌
肉腫の1例を経験したので, 文献的考察を加えて報告する.

058（内）
繰り返す胆石性胆嚢炎に対しBONASTENT M-intraductal
を用いて超音波内視鏡下胆嚢ドレナージ（EUS-GBD）による内
瘻化を施行した2例
1清水赤十字病院　消化器内科、2清水赤十字病院　外科
○川村　雄剛1、須藤　隆次1、藤城　貴教1、白山　真司2

【緒言】当院の位置する西十勝地域は,高齢化率が約35％となり,認知症をはじめと
した様々な疾患を有する患者が多く,医療アクセスも制限される患者を多く抱えてい
る.そのような背景を持つ患者は,なるべく低侵襲な処置・治療が望ましい.
【症例1】86歳,男性.胆石性胆嚢炎を保存的加療したが,高度認知症と金銭的な問
題から外科的治療を拒否され,経過観察となっていた.その2ヶ月後に胆石性胆嚢炎
を再発し,経皮的経肝胆嚢ドレナージ（PTGBD）を施行し速やかに改善したが,チュー
ブのクランプで胆嚢炎を繰り返すため,PTGBDチューブを抜去出来なかった.外
科治療を希望されず, PTGBDチューブの自己抜去のリスク回避とQOL改善目的
に,BONASTENT M-intraductalを用いてEUS-GBDによる内瘻化を施行した.施
行から5ヶ月経つが再燃無く経過している.

【症例2】79歳,男性.胆石性胆嚢炎を保存的加療したが,先天性肺低形成による
高度の呼吸機能低下と御本人の強い意思から外科的治療を拒否され,経過観察
となっていた.その6ヶ月後に胆石性胆嚢炎を再発しPTGBDを施行した.外科治療
に対する拒否が強く, QOL改善目的に,BONASTENT M-intraductalを用いて
EUS-GBDによる内瘻化を施行した.施行から5ヶ月経つが再燃無く経過している.

【結語】繰り返す胆嚢炎に対する標準的治療が胆嚢摘出術であることは明白であ
る.しかし,高齢化に伴い,担癌患者や認知症患者など外科的治療が困難なケースに
遭遇する事がある.従来はPTGBDを持続留置していたが,QOLを低下させることが
問題となっていた. EUS-GBDは内瘻化によるQOLの改善と強力なドレナージ経路
と成り得る可能性を持っているが,ステントの選択や瘻孔拡張法など定まっておらず,
長期成績の問題もあり,標準的な選択肢とは言えない.今回,十分なインフォームドコン
セントのもと当院で施行した2症例につき,若干の文献的考察を含めて報告する.

059（内）
急性胆嚢炎に対する経乳頭的胆嚢ステント留置術の治療成績
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○小林　陽介1、金　俊文1、潟沼　朗生1、高橋　邦幸1、林　毅1、
矢根　圭1、永井　一正1、遠藤　壮登1、小松　直弘1、田中　一成1、
宇都宮　蘭1、瀧川　有記子1、真口　宏介1

【背景】急性胆嚢炎の治療には早期の胆嚢摘出術が推奨されるが,全身状態により外科
治療が困難な場合がある.近年,内視鏡を用いた経乳頭的胆嚢ステント留置術（ETGBS）
が報告されており,外科治療の代替法として注目されている.【目的】急性胆嚢炎に対する
ETGBSの有用性を後方視的に検証する.【対象と方法】対象は2011年4月から2017年10
月までに急性胆嚢炎と診断し,外科治療困難によりETGBSを企図した37例.ETGBSは経
乳頭的アプローチにて胆嚢にガイドワイヤー（GW）を誘導し,5-7Frのpig tail型胆管ステント
あるいは5-7.5Frの切断したENBDチューブを胆嚢内に留置した.【検討項目】1.患者背
景,2.手技成功率と2週間以内の早期偶発症,3.臨床的奏功率（ETGBS後2週間以内に
症状・血液検査所見の改善）,4.胆嚢炎の再発【成績】1.年齢中央値85歳（57-96）,男
女比21:16.主な基礎疾患（重複含む）は悪性腫瘍12（膵癌4,胆道癌5,その他3）,認知症
11,脳梗塞5,心疾患3であり,うちPS 2以上を22例（59.5%）,抗血栓薬内服を18例（48.6%）
に認めた.胆嚢炎の成因は胆石性29,胆嚢管閉塞7（腫瘍性3,胆管ステント留置後4）,その
他1であり,重症度は軽症32,中等症5であった.2.手技成功率は78.4%（29/37）であり,処置
時間中央値は41分（8-107）であった.手技不成功8例の内訳は胆嚢管突破困難6,胆嚢管
選択困難1（胆管ステント留置後）,胆嚢管損傷で中止1であり,PTGBA 5,PTGBD 2,胆
管ステント抜去 1にて対処した.早期偶発症は10.8%（4/37）に認め,GWによる胆嚢管穿通
3（いずれも無症状.1例は保存的対応.2例はENBD留置し症状出現はなし）,胆管閉塞に
よる肝障害1（軽症,胆管ステント追加留置し軽快）であった.3.ETGBD成功29例中臨床的
奏功が得られたのは96.6%（28/29）であり,非奏功1例は,ENGBDを追加留置したが改善
せず胆嚢摘出術を施行した.4.胆嚢炎の再発は14.3%（4/28；再発時期21-221日後）に
認め,累積RBO6ヶ月は89.9%であった.再発後はETGBS交換2,PTGBA 1,胆嚢摘出術1
にて対処した.【結論】急性胆嚢炎に対するETGBSは高い治療効果を認め,偶発症も少な
く安全で有効な治療法である.ただし,手技困難例もみられ,成功率の向上が課題である.

060（消）
肝嚢胞による胆管狭窄によって生じた感染性胆汁性嚢胞
（biloma）に対して，内視鏡的ドレナージが有効であった1例

1名寄市立総合病院
○藤林　周吾1、水上　奨一郎1、上原　聡人1、上原　恭子1、久野木　健仁1、
芹川　真哉1、鈴木　康秋1

【症例】80歳代女性．以前より多発性肝嚢胞を指摘されていた．前日より心窩部違
和感，高熱が出現し，前医に救急搬送となった．CT上肝内に多発する低吸収域を
認め，肝膿瘍を疑われ，精査加療目的で同日当科紹介入院となった．CTでは肝両
葉に多発する嚢胞性病変を認め，B2，B3は中枢側で狭窄し，末梢の肝内胆管の
著明な拡張を認めた．B2の起始部とB2の嚢胞性病変との連続性を認め，感染性
bilomaや感染性肝嚢胞が考えられた．入院後保存的加療を開始したが，第2病日に
40℃以上の高熱を認め，DICを併発した．経皮的ドレナージは拡張胆管により穿刺ライ
ンの確保困難であり，内視鏡的ドレナージが望ましいと判断し，同日ERCPを施行した．
左肝管に狭窄を認め，末梢の肝内胆管の著明な拡張を認め，B2の造影でbilomaが
描出され，膿性胆汁を50ml吸引した（Klebsiellaが培養同定）．biloma内に胆管ステ
ントを留置し終了した．ERCP後は速やかに解熱し，DICも改善した．第22病日のCT
ではB2のbilomaは消失し，末梢の肝内胆管拡張も改善したため，第23病日に退院
となった．【考察】自験例では，8年前のCTと比較検討すると，bilomaの部位には以
前には嚢胞は認めないことより胆管交通型感染性肝嚢胞は否定的であった．一方，
S2の肝嚢胞が8年間で15→42mmとB2中枢側に向かって増大しており，B2狭窄によ
り末梢でbilomaを形成し，経胆道感染をきたしたと考えられた．単純性肝嚢胞はその
大部分が無症状で経過するが，稀に胆管を圧排し，症状を有する場合がある．これ
までに肝嚢胞による胆管狭窄に伴う胆管炎，黄疸の報告は散見されるが，医中誌で
検索し得た範囲では，感染性bilomaを呈した報告は自験例が初である．また，biloma
の治療は経皮的ドレナージの報告が多いが，近年内視鏡的ドレナージの報告もなされ
てきており，文献的考察を加えて報告する．
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061（消）
肝膿瘍および内因性眼内炎を契機に診断がついたVater乳頭
部癌の一例
1北見赤十字病院　消化器内科
○中島　正人1、上林　実1、江平　宣起1、岩永　一郎1、水島　健1、
佐藤　史幸1、古川　龍太郎1

【症例】70歳代女性．食欲不振および体動困難を主訴に救急外来を受診．既往歴
に慢性心房細動，慢性腎不全，高血圧症，糖尿病を認めた．血液検査では，高度
炎症反応および肝胆道系酵素上昇を認めた．腹部CTを撮影．単純CTでは，肝臓
に占拠病変を2カ所および総胆管から肝内胆管の拡張を認めた．この時点の診断と
して肝膿瘍を疑い，膿瘍ドレナージを考慮．抗血栓薬を休薬する必要があるため，翌日
肝膿瘍穿刺をする方針となり，抗生剤加療を行った．また，入院前日に眼底出血を近
医で指摘されていたため，即日眼科に受診．眼内に菌塊を認めたため，内因性眼内
炎の診断で，眼内注入および点眼での抗生剤加療を行う方針となった．【経過】後日
の培養結果において肝膿瘍，眼内，血液から同一の菌としてKlebsiella pneumoniae
を認めた．胆管拡張の原因検索目的にERCを施行．Vater乳頭部に露出した腫瘍
を認め，生検結果からadenocarcinomaの診断となった．【考案】近年他臓器に播種
するinvasiveなKlebsiella pneumoniae の報告がなされており，肝膿瘍の起因菌とし
て注目されている．本症例を通じ，Klebsiella pneumoniaeによる肝膿瘍形成時には
他臓器への感染浸潤も視野に治療に当たることが肝要と思われた．

062（消）
胆管炎を伴う胆管非拡張型膵胆管合流異常症の一例
1釧路労災病院　消化器内科
○平田　甫1、佐野　逸紀1、西田　千尋1、松田　宗一郎1、更科　耕一郎1、
原田　一顕1、小林　良充1、高橋　一宏1、寺下　勝巳1、小田　寿1、
宮城島　拓人1

症例は70歳代女性. 心窩部痛を主訴に前医を受診し, 胆管炎を疑われ当科紹介と
なった. 入院時， 発熱と黄疸を認め, 血液検査では白血球15020/μl, 血小板 7.0
万/μl, 総ビリルビン8.1mg/dl, CRP13.59mg/dlであった. USでは胆嚢腫大を認め, 
CTでは膵内胆管の狭窄と総胆管拡張を認めたが肝内胆管の拡張はなかった. 急
性胆管炎と考え, ドレナージ目的でERCPを試みたが十二指腸下行脚が蛇行してお
り十二指腸乳頭部の正面視ができず胆管挿管困難であった. そのため経皮経肝胆
嚢ドレナージ（PTGBD）を行ったところ, 感染および黄疸は速やかに改善した. 胆汁
細胞診は陰性で, EUSでは合流異常の確認はできなかったものの総胆管の均一な
肥厚を認めた. 良性胆道狭窄を疑い組織生検目的で再度ERCPを試みたが胆管
挿管は困難であった. そのためPTGBDルートからガイドワイヤーを順行性に十二指腸
内に留置し. 乳頭部のガイドワイヤーの脇から胆管深部挿管を行った. 胆管造影で
主膵管も描出され, 膵管との合流部所見から膵胆管合流異常を認め, 胆管ステント
7Fr 7cmを留置した. 狭窄部からの生検では悪性の所見を認めず, 非拡張型の膵
胆管合流異常とそれに伴う胆管炎と診断した. 処置後は膵炎などの偶発症はなく, 
102日後に施行したERCでも胆管像は変化なかった. 今後胆嚢摘出術を検討してい
る. 膵胆管合流異常は胆管拡張型と非胆管拡張型に大別される. 非胆管拡張型
では胆管癌以外に急性胆管炎を併発するケースは少なく, 合流形態によって胆管ド
レナージや結石除去に難渋することも少なくない. 本例では内視鏡的胆管ドレナージ
困難例に対してPTGBDを行い, 同ルートからのランデブー法にて胆管生検やステント
留置を施行した, 若干の文献的考察を踏まえて報告する.

063（内）
胆嚢十二指腸瘻から胆石イレウスを生じ、外科的治療を施行
した1例
1北海道大学大学院　医学研究科　消化器内科学、
2北海道大学病院　光学医療診療部、3中川胃腸科
○津田　桃子1、小野　尚子2、石川　麻倫1、松田　可奈1、宮本　秀一1、
安孫子　怜史1、高橋　正和1、山本　桂子2、森　康明1、中川　学3、
中川　宗一3、工藤　俊彦1、清水　勇一2、坂本　直哉1

胆石イレウスは、胆石症の比較的稀な合併症である。今回、胆嚢十二指腸瘻から
落下した結石により、胆石イレウスを発症した1例経験したので報告する。【症例】70
歳代女性。【現病歴】10日前からの心窩部痛と嘔吐を主訴に来院、上部消化管内
視鏡検査で十二指腸球部後壁に潰瘍性病変から露出する黒色の異物を認めた。
同日夜より頻回の嘔吐と腹痛が出現し、腹部CT検査で十二指腸球部と骨盤内小
腸にそれぞれ30mm大の石灰化腫瘤と胆嚢十二指腸球部間に瘻孔を認めた。胆石
の十二指腸穿破と小腸への落石と考えられ、即日入院となった。【経過】第１病日、
外科手術前に十二指腸の潰瘍を確認するため再度上部消化管内視鏡検査を施行
したところ、十二指腸内に落下した結石を認め、潰瘍部に瘻孔を確認した。内視
鏡的に採石はできなかった。同日インフルエンザを発症したため、保存的に経過観察
されていたが、第3病日に小腸の胆石イレウスを発症し同日外科的に胃切開排石術、
小腸切開排石術が施行された。術後経過は良好であり、術後11日目に施行した上
部内視鏡検査では瘻孔は閉鎖していた。病理組織学的には瘻孔部は慢性胆嚢炎
の所見で、悪性所見は認められなかった。【結論】胆石による胆嚢十二指腸瘻から
の排石により小腸イレウスを発症した１例を経験した。内視鏡的に経過を追えた症例
は稀であり、報告する。

064（消）
自然消退した上行結腸癌の1例
1KKR札幌医療センター　消化器内科、2KKR札幌医療センター　消化器外科、
3KKR札幌医療センター　病理診断科
○松原　悠1、関　英幸1、河北　一誠2、山口　巧1、松薗　絵美1、
曽我部　進1、菅井　望1、藤田　淳1、鈴木　潤一1、秋元　真祐子3、
柳内　充3、鈴木　昭3

　症例は60代男性．既往は脂質異常症のみで生来健康であったが，20XX年某月に
検診で便潜血陽性を指摘され，当院を受診した．同月に下部消化管内視鏡検査を施
行したところ，上行結腸に直径15mm大の2型腫瘍を認めた．同部位の生検ではtub2
からporのadenocarcinomaと中等度から高度の好中球とリンパ球浸潤を認めており，
リンパ球はTリンパ球優位でCD4＞CD8を示していた．造影CTなどで明らかな転移
所見を認めず，cStage Iとして当院外科で右半結腸切除の方針となった．　同年翌
月（初回内視鏡検査1ヶ月後）に，点墨目的で再度下部消化管内視鏡検査を施行し
たところ，上行結腸の腫瘍は縮小して瘢痕状になっており，形態も0-IIc様となってい
た．腫瘍の自然消退を疑ったが，初回病理結果を踏まえ，同月に当院外科で右半結
腸切除を行った．術後切除標本で上行結腸に11×3mm大のIIc様瘢痕を認めたが，
同部に癌細胞は認められなかった（pStage 0）．術後の経過は良好で，術後1ヶ月後
に腫瘍残存確認目的で下部消化管内視鏡検査を施行したが，吻合部から肛門にか
けて明らかな腫瘍性病変を認めなかった．　悪性腫瘍の自然消退については，全悪
性腫瘍において60,000-100,000例に1例程度と報告されているが，大腸癌はさらに
その2%前後とされる．Pubmedで“spontaneous regression”“colorectal cancer”
をkey wordで検索したが，報告は少なく，原発巣消退についてはAbdelrazeq らが
1900年から2005年までの11例，Chidaらが2006年からの5例をreviewしているのみ
であった．腫瘍消退の原因は，免疫，代謝内分泌，手術後の影響，血流障害，腫
瘍壊死，自壊，carcinogenの消失など，様々な方面から考察されているが，明確に
はされていない．本症例における消退も，病理組織の特徴から何らかの免疫反応が
関与した可能性が考えられるが，その原因を特定することは困難であった．この度経
験した希少な症例を，文献的考察を踏まえ報告する．
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065（内）
自然脱落した大腸腫瘍の一例
1北海道大学病院　光学医療診療部、
2北海道大学大学院　医学研究院　内科学分野　消化器内科学教室
○石川　麻倫1、松田　可奈2、宮本　秀一1、安孫子　怜史2、津田　桃子2、
山本　桂子1、小野　尚子1、工藤　俊彦2、清水　勇一1

【症例】60歳代、男性。【現病歴】膜性腎症、ネフローゼ症候群にて近医通院中、
消化管スクリーニング目的で当科受診。下部消化管内視鏡検査 （CS）にてS状結腸
癌と多発する大腸ポリープを認めた。S状結腸癌はSM浸潤を疑う20 mm大Isp病変
であった。S状結腸以外のポリープは内視鏡的粘膜切除術が施行され、点墨マーキ
ングの後にS状結腸切除術目的に当院へ転院された。【臨床経過】入院後再度CS
を施行したところ、S状結腸に多数の5 mm大Is病変、30 mm大Isp病変、20 mm
大Ip病変を認めた。S状結腸の最も口側にあるポリープ近傍と最も肛門側の20 mm
大Ip病変の近傍に点墨を認め、点墨の間に30 mm大Isp病変を認めた。しかし著明
な低アルブミン血症のためいったん手術は延期となり、ネフローゼ症候群の加療を優
先する方針となった。その2か月後、突然大量の血便を来たしショックバイタルを呈し
たが、保存的加療にて状態は安定し血便も自然止血を得られた。ネフローゼ症候群
が落ち着くのを待って再度CSを施行したところ、前回認めていた30 mm大Isp病変
は認めなかった。【考察】消化管腫瘍の自然脱落は比較的稀な病態であり、中でも
大腸に関する報告は非常に少ない。脱落時に臨床症状を呈する場合もあるが、全く
症状が無いこともある。大腸腫瘍の脱落要因としては、1. 腫瘍の増大による相対的
虚血、2. CSの前処置による腸蠕動亢進による機械的刺激、3. 腫瘍頚部の捻転・
牽引による相対的虚血、4. 生検の関与、などが考えられている。本症例は、1や3
による自然脱落が疑われ、その結果、突然の血便およびショックバイタルを来たした
非常に貴重な症例であり、文献的考察を加えて報告する。

066（内）
興味深い内視鏡所見を呈した、6mm大のS状結腸早期癌の１例
1勤医協中央病院　消化器内科
○檜森　亮吾1、五十嵐　聖名子1、後藤　哲1、高木　秀雄1、古山　準一1、
森園　竜太郎1、内沢　政英1、水尾　仁志1

日常の内視鏡診療において、しばしば内視鏡診断に悩む症例を認め、小病変でも
悪性病変に遭遇することがある。今回、S状結腸に興味深い内視鏡所見を呈した早
期癌を経験したので報告する。症例は80歳台男性。５ヶ月前に施行されたスクリーニ
ング下部消化管内視鏡検査にて病変を指摘され、治療目的に紹介となった。S状結
腸中位に6mm大のIs+IIa 病変を認め、NBI拡大内視鏡所見では、隆起部で、円
形の腺窩辺縁上皮と考えられる構造が視覚化され、内部は腺開口部と思われたが、
色調が濃かった。平坦部では腺腫で認められるような茶褐色の血管分布が認められ
たが、蠕動などにより詳細観察が難しかった。インジゴカルミン撒布像では、隆起部、
平坦部ともにインジゴカルミンの乗りが悪く、一部粘液様のものが付着しており、洗浄
しても取れなかった。隆起部は腺開口部が開大しているように思え、平坦部は観察
が困難であったが、隆起部とは表面構造が違っていた。以上から、乳頭構造を呈し
ている病変や鋸歯状病変、隆起部と平坦部の衝突病変なども鑑別に挙げ、診断的
治療目的にEMRとした。病理所見では、鋸歯状腺管は認められず、一部腺腫も認
められたが、全体に分化型の癌腺管が認められ、粘膜内病変であった。免疫染色
ではKi-67（＋）、MUC2（-）、MUC5AC（-）、MUC6（-）であった。当院病理
診断はWell differentiated tubular adenocarcinoma（Tis）,ly0,v0,HM（-）,VM

（-）であった。昨今、cold polypectomyが普及されてきているが、安易に行なわず、
小さな病変でも悪性の可能性も考慮し、色素撒布を用いた診断を行い、粘膜下層
も含められるEMRなどの内視鏡的完全摘除法を選択することが重要と考えられた。

067（内）
内視鏡的ポリペクトミー後に判明した深達度MのS状結腸内分
泌細胞癌の１例
1KKR札幌医療センター　消化器内科、2KKR札幌医療センター　病理診断科
○松原　悠1、関　英幸1、山口　巧1、松薗　絵美1、曽我部　進1、
菅井　望1、藤田　淳1、鈴木　潤一1、秋元　真祐子2、柳内　充2、鈴木　昭2

症例は60代男性．検診で指摘された便潜血陽性の精査目的で，20XX年5月に当科
で下部消化管内視鏡検査を施行した．S状結腸に径8mmのIsp病変を認めたため，
後日内視鏡的ポリープ切除術を施行した．病理組織学的にはtubular adenomaを背
景に最大径5mmのendocrine cell carcinomaが混在した．腫瘍の浸潤は粘膜にとど
まり，脈管リンパ管侵襲はなく，断端は陰性であった．組織特殊型であることから患
者と相談し，リンパ節郭清を伴うS状結腸追加切除を行ったが，切除標本に悪性所
見は認めなかった．術後の経過は良好であり，現在外来での経過観察を行なってい
る． 大腸内分泌細胞癌は原発性大腸癌の0.2%程度とされており，極めて稀な疾患
とされる．診断時にはすでに肝転移が48%，腹膜播種が11.9%みられるとされ，1年
以内の癌死は80%と，悪性度は非常に高いと考えられている．その発生については
諸説あるが，先行した粘膜内高・中分化管状腺癌の癌腺管深部内に，腺癌細胞の
分化で出現する増殖能の高い腫瘍性内分泌細胞が塊状増殖し、腺内分泌細胞癌
を経て形成することが多いとされる．早期内分泌細胞癌の報告を医学中央雑誌で検
索したところ，2017年11月の時点で11例報告され，10例は深達度SMで，深達度M
の病変は1例のみであった．これらの報告で，腺腫や腺癌の共存病変がある場合は
全てSM浸潤であったが，本例は共存病変を有しながら粘膜内にとどまっていたことか
ら，内分泌細胞癌の発生が粘膜内分化型腺癌由来で増殖するという，従来の説を
支持するものと考えた．また，本症例は内視鏡所見で通常の腺腫を疑っており，ポリ
ペクトミー後病理学的に内分泌細胞癌と診断されたことから，早期で癌量が少ない場
合は腺腫などと鑑別が困難になることも考えられる．このように本例は示唆に富む希少
な症例と考えられ，文献的考察を加えて報告する．

068（内）
深達度診断が困難であった大腸側方発育型腫瘍の一例
1札幌医科大学医学部　消化器内科学講座、
2札幌医科大学医学部　病理診断学講座、
3札幌医科大学医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座、
4札幌医科大学医学部　分子生物学講座
○白田　智洋1、山野　泰穂1、風間　友江1、三橋　慧1、久保　俊之1、
小野寺　馨1、山本　英一郎1,4、能正　勝彦1、山下　健太郎1、辻脇　光洋2、
秋月　恵美3、長谷川　匡2、竹政　伊知朗3、仲瀬　裕志1

【症例】80代男性。【現病歴】S状結腸癌術後の経過観察目的に大腸内視鏡検査が
施行され、肝彎曲部に径約10mmの平坦型病変を指摘。精査加療目的に当科へ紹介。

【経過】内視鏡検査で病変は弱発赤調、偽足所見を有する病変で、短軸方向から平
行する３本のヒダを認めた。インジコカルミン色素撒布で局面のない浅い陥凹を認めLST-
NG pseudo depressed typeとした。NBI拡大観察では、surface patternは認識できた
が、vascular patternは辺縁部分でのみで大部分は血管視認性に乏しく、JNET type 2B 
low confidence + 2Aと判断した。クリスタルバイオレット染色後の拡大観察では、肛門側辺
縁部分では比較的規則的な管状pit（IIIL型）、浅い陥凹部分では小さな管状pitを認め
たが、病変中央から口側部分では大小不同、疎密差のある不整な管状pit（VI型）を認
めた。以上よりtub1相当の腺腫内癌であり、局面のない陥凹かつ陥凹内隆起を認めない
ことから粘膜内癌（cTis）と診断して内視鏡的粘膜切除術（EMR）を施行した。なお、局注
時にnon-lifting sign陰性であったが、病変に一致してわずかに窪んだ所見を認めた。【病
理組織所見】腺腫成分のない粘膜内癌（tub1＞tub2）と粘膜下層に孤立した小胞巣状の
癌組織を認めた。同部の免疫染色にてリンパ管侵襲陽性と判断され、深達度pT1a（浸
潤距離600μm）とした。しかし粘膜内癌でのly陽性は希有であり、連続切片による再検討
を行った結果で粘膜内癌から連続した粘膜下層への直接浸潤が示された。最終病理組
織診断は、adenocarcinoma（tub1＞tub2）pT1b（1,200μm）,ly1,v0,HM0,VM0となっ
た。追加腸切除が施行されたが、局所遺残およびリンパ節転移を認めなかった。【結語】
術前診断では、SM浸潤像を通常および拡大内視鏡所見からは想定できず、唯一局注時
のわずかな窪みだけがSM浸潤を反映していたと考えられ、貴重な症例と考え報告する。
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070（内）
直視下狙撃生検が有用であったIgG4関連硬化性胆管炎の1例
1士別市立病院　消化器内科、2士別市立病院　内視鏡技術科、
3旭川医療センター　病理診断科
○岩野　博俊1、佐藤　貴幸2、山田　政孝1、玉川　進3、石井　吉文1、
神　崇志1、仁木　卓1

症例は70歳代，女性．生来健康であった．隣人に皮膚の黄染を指摘されたため
2016年12月に当科外来を受診した．血液検査でT.Bil 9.8mg/dl, D.Bil 7.21mg/dl, 
AST 85U/l, ALT 119U/l, ALP 2413 U/l, γ-GTP 981U/lと閉塞性黄疸，肝
胆道系酵素上昇を認めた．腹部超音波検査では肝内胆管の拡張を認めたが，肝外
胆管の拡張は認めなかった。造影CTでは肝門部胆管狭窄と固有肝動脈周囲にい
たる軟部影を認めた．MRCPでは左枝と右前区域枝は抹消側で分断されていたが，
右後区域枝は根部の狭窄を認めるが分断はされておらず，後区域のドレナージで減
黄可能と診断した．肝門部領域の胆管癌を疑い，ERCPを施行した．肝門部胆管
狭窄部は辺縁平滑な狭窄であった．胆汁細胞診と透視下胆管生検を行い，右後区
域にplastic stentを留置した．細胞診，組織診とも悪性所見は認めなかった．CEA, 
CA19-9は基準内，IgG4は463mg/dlと高値であり，胆管癌とIgG4関連硬化性胆管
炎の鑑別目的で，SpyGlassTM DS（ボストン・サイテンティフィック社）による胆管粘膜
の確認と狙撃生検を行った．胆管粘膜に比較的丈のあるいくら状隆起と拡張，蛇行し
た血管を認め，易出血性であったが，狭窄部の硬化像には乏しい印象であった．不
整粘膜部の直視下生検を行ったが，悪性所見は認めなかった．前回の生検痕も不
整粘膜部にあり，直視下狙撃生検でも悪性所見を認めないこと，IgG4高値であるこ
とからIgG4関連硬化性胆管炎疑診例と診断した。インフォームドコンセントを行い，プ
レドニゾロン30mg/日の内服治療を行った．治療開始36日後にERCPを施行したとこ
ろ，胆管の口径不同は残るものの狭窄は改善しており，胆管ステントは不要となった．
現在，11か月経過し，プレドニゾロン5mg/日で維持療法中である．今回，直視下狙
撃生検が有用であったIgG4関連硬化性胆管炎の1例を経験したので報告する．

071（消）
悪性遠位胆管狭窄に対する細径金属ステントを用いたdouble 
stenting
1北海道大学病院　消化器内科
○平田　幸司1、桒谷　将城1、杉浦　諒1、加藤　新1、川久保　和道1、
坂本　直哉1

【緒言】悪性胆道狭窄に対する内視鏡的胆管金属ステント留置は，肝門部から遠位
胆管にいたるまで幅広く頻用されている．一方，ステント留置後早期にドレナージ不良
となる症例も存在し，その対応は原因により様々である．遠位胆管金属ステント留置
後のステント閉塞に対し，double stentingが奏功した症例に関して報告する． 【症
例】（1） 30代女性．膵頭部癌による閉塞性黄疸に対し，covered self-expandable 
metal stent（CSEMS）を留置したが，翌日胆管炎を発症した．画像検査上，左右
肝管が遠位で分岐しており，ステントによる右肝管閉塞をきたしていた．CSEMSを抜
去し，乳頭切開を行ったのちに，左右肝管に近位端を置く形で，細径のCSEMSに
よるdouble stentingを行った．その後胆管炎は改善し，再発なく経過した．（2） 50
代女性．遠位胆管癌による閉塞性黄疸に対するCSEMSによる治療後，全身化学
療法を施行されていたが，1年間でステント逸脱に伴う胆管炎を4回繰り返した．ステ
ント逸脱を予防する目的で総胆管に細径のCSEMSによるdouble stentingを行った．
以降ステント逸脱の再発なく経過した． 【考案】肝管下位分岐や著しい総胆管拡張
を伴う遠位胆管狭窄に対しては，ときに単一の金属ステントではドレナージが不十分と
なり得る．その際の対応策の一つとして細径金属ステントのdouble stentingが候補と
なる．【結語】悪性遠位胆管狭窄に対する金属ステント閉塞への対処の一つとして，
double stentingが有効であった．

072（内）
主膵管非閉塞の悪性胆道狭窄に対するメタリックステント留置
時の乳頭括約筋切開術付加の効果
1北海道大学病院　消化器内科
○加藤　新1、桒谷　将城1、川久保　和道1、杉浦　諒1、平田　幸司1、
坂本　直哉1

【背景】胆管メタリックステント（MS）を留置する際にERCP後膵炎（PEP）予防目的に乳
頭括約筋切開術（ES）を付加することについて、主膵管閉塞を伴う膵頭部癌症例に対
する前向き介入試験では有効性が否定されている。しかし、閉塞を伴わない症例での検
討は十分に尽くされていない。【目的】主膵管閉塞を伴わない悪性胆道狭窄（MBO）に対
して乳頭出しでMSを留置する際に、ESを付加しないことの安全性および有効性を検討
する。【方法】2006年1月から2017年8月までに、北海道大学病院においてMBOに対し
てMSを留置した285例のうち、すでにESが付加されているかMSの留置歴のある症例を
除外すると211例であった。そのうち、腫瘍により主膵管が閉塞している160例を除外した
51例を対象とした。留置に先立ちESを付加しなかった25例（non-ES群）、ESを付加し
た26例（ES群）に分け、1）患者背景、2）処置後48時間以内のPEP発症率、3）処置
後30日以内の出血、胆管炎、胆嚢炎、穿孔発症率、4）ステント開存の4項目について
後方視的に検討した。【成績】1） 性別（男性） non-ES群 14、ES群 17 （p = 0.493）。
年齢（中央値） non-ES群 73 （43-90）、ES群 71 （19-84） （p = 0.304）。MBOの原因　

（胆管癌/ 胆嚢癌/ リンパ節転移/ 膵癌/ 乳頭部癌） Non-ES群 12/3/9/1/0、ES群 
12/4/10/0/0 （p = 0.882）。2） PEP発症を、non-ES群で5例、ES群で10例に認め
た （p = 0.148）。3） 出血 （non-ES群 vs. ES群）、0 vs. 1 （p = 0.984）; 胆管炎、0 
vs. 1 （p = 0.984）; 胆嚢炎、1 vs. 1 （p = 0.488）; 穿孔は両群とも認めなかった。4） 
留置後観察期間の中央値はnon-ES群66 （12-1076 d）、ES群219.5 days （23-967 
d）。ステント機能不全 （閉塞、迷入、逸脱）をnon-ES群6例、ES群9例に認めた （p = 
0.6）。ステント開存期間の中央値はnon-ES群66 （4-1076 d）、ES群131 days （8-644 
d）であった （p = 0.991）。【結論】主膵管閉塞を伴わないMBOにMSを留置する際のES
付加は、PEP発症を抑制しない一方、出血のリスクを有する。ES非付加のMS留置は
安全かつ有効であり、ルーチンのES付加は避けるべきである。

069（消）
固有上皮型胆嚢腺腫の１例
1製鉄記念室蘭病院　消化器内科・血液腫瘍内科、
2製鉄記念室蘭病院  病理・臨床検査室、
3製鉄記念室蘭病院  外科・呼吸器外科、
4札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座、血液内科学
○藤井　重之1、佐賀　潤也1、柴田　敬典1、山田　充子1、小野　道洋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、
渡邊　晃一4、佐藤　昌則4

日常診療で胆嚢ポリープに遭遇する機会は多く、その大部分はコレステロールポリー
プであるがその中に低頻度ながら癌・腺腫などの腫瘍性病変が含まれ鑑別には注
意が必要である。胆嚢の腺腫は稀な病変であり、細胞形質から固有上皮型と化生
型（幽門腺型、腸型）に分類されるが、そのほとんどは幽門腺化生型の管状腺腫と
報告されている。今回我々は術前に早期癌との鑑別が困難であった固有上皮型胆
嚢腺腫の1例を経験したので報告する。症例は、60歳代男性。数年前に胆嚢にポ
リープを指摘されていたがsizeも小さく経過観察となっていた。近医でスクリーニング
目的に腹部エコー検査を施行したところ、胆嚢内に長径18mm程度の隆起性病変を
認めたことから精査加療目的に当院に紹介受診となった。腹部エコーやEUSでは表
面結節状で内部エコーが実質様、基部はくびれを伴うもやや広く最外層に不整像を
認めた。また、同腫瘍は、CT検査でわずかに造影効果を認め、MRIの拡散強調
画像でわずかに高信号を呈していたことから胆嚢癌が疑われた。当院外科で開腹
胆嚢摘出術＋肝切除＋リンパ節郭清を施行。切除標本の病理組織学的検討にて
Tubular adenoma、proper epithelium type と診断した。若干の文献的考察を加
え報告する。
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076（消）
胆道系に発生した神経内分泌腫瘍3例の検討
1JCHO北海道病院　消化器センター、2JCHO北海道病院　病理診断科 

○池田　明洋1、馬場　英1、青山　慶哉1、小泉　忠史1、定岡　邦昌1、
古家　乾1、敦賀　陽介1、数井　啓蔵1、服部　淳夫2

胆道系原発の神経内分泌腫瘍は発生頻度が低く、予後は一般的には不良である。
当院での加療後に長期生存を得ている2例とともに、新たに経験した1例を加えてこ
れらを検討した。症例1は50代女性、CTにて胆嚢に腫瘍性病変を認め、肝直接浸
潤からの生検により神経内分泌癌（NEC）と診断した。症例2は70代男性、CTにて
下部胆管からVater乳頭に腫瘍性病変を認め、内視鏡にて乳頭部より生検採取し
NECと診断した。症例3は50代男性、腹部エコーおよびCTにて胆嚢壁肥厚を認め、
ENBDからの胆汁細胞診にて当初腺癌が疑われたが、その後の手術病理所見によ
り混合型腺神経内分泌癌（WHO2017よりMiNENと定義）と診断された。MiNEN
ではNEC成分が粘膜下層以深で認められることが多く、このために所見の不一致が
生じたものと考えられた。症例1は胆嚢床浸潤と周囲リンパ節の腫大を認めたことか
ら、始めにCDDP+CPT-11による化学療法を2コース施行した。これにより肝浸潤の
縮小を認めたため、外科的手術も考慮して放射線化学療法1コースを追加した。この
結果腫大リンパ節の消失も認め、手術施行に至った。術後はnedaplatin+CPT-11
による補助化学療法を17コース施行した。化学療法終了後10年9ヶ月経過した現在
も無再発生存中である。症例2では外科的切除ののちにCDDP+CPT-11による化
学療法を施行、化学療法終了後10年9ヶ月経過し無再発生存中である。症例3は
当初は腺癌として外科的切除を施行されたが、その後MiNENの診断となり、加え
て術後病理でリンパ節転移も認めたため、CDDP+CPT-11による化学療法を開始し
た。有害事象の出現によりCDDP+ETPに変更となり、現在も治療継続中である。
文献的考察では、10年単位の生命予後が報告された胆道系神経内分泌腫瘍は79
例中4例と少なかった。しかし自験例が示すように、術前診断の結果に基づき、外
科的切除のみならず、術前・術後化学療法や放射線療法も交えた集学的治療によ
り、臨床的治癒が期待できる可能性が示された。

075（消）
胆嚢小細胞癌の一症例
1日鋼記念病院消化器センター、2日鋼記念病院　病理診断科
○脇坂　理紗1、横山　和典1、松本　航1、代田　充1、沢田　尭史1、
旭　火華1、喜納　政哉1、益子　博幸1、山野　三紀2

症例は62歳女性。54歳時に子宮頚部腺癌に対して当院婦人科にて根治切除術、
放射線治療が施行され、59歳時に鼠径リンパ節再発に対して腫瘍摘出術が施行
された。その後無再発経過中であったが、定期検査目的のCTで胆嚢腫瘍、肝転
移、腹腔リンパ節腫大を認めて当科に紹介となった。CTでは胆嚢内腔に肝臓と同
程度に造影される30mm大の隆起性病変を認め、肝床浸潤と漿膜側の不整突出像
をともなっていた。肝内には最大径35mmをはじめとする4個の転移巣と#12リンパ節
腫大を認めた。MRCPでは胆管に膵管が合流する形態を示す膵胆管合流異常を
認めた。PET-CTでは上記病変以外に集積を認めなかった。以上からStage IVb
の胆嚢癌と診断したが、腫瘍の造影効果が比較的強く、原発巣の大きさに比して
転移巣が大きいことから、腺癌以外の組織学的鑑別が必要と考えて経皮的肝腫瘍
生検を施行したところ、小細胞癌と診断された。化学療法は小細胞肺癌に準じて
CBDCA+VP-16療法を2コース施行したが、原発巣とリンパ節は著明に縮小したが、
肝転移巣の増大を認めたことから、CDDP+CPT-11療法に変更した。1コースを終
了した時点で肝転移巣の増大が続き、骨髄抑制も遷延した。その後急速に肝不全
が進行して、化学療法開始101日後に死亡した。胆嚢小細胞癌は胆嚢腫瘍の0.4％
と報告されるまれな組織型であり、標準的化学療法も確立されていない。本例では
肝転移病巣が奏功せず不幸な転帰をたどったが、同様な症例報告もあり、文献的
検討を加えて報告する。

073（内）
シングルバルーン小腸内視鏡 （SBE）を用いた胆管メタリックス
テント留置が有用であった胃癌による悪性胆管狭窄の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札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座・血液内科学
 ○櫻井　環1、久居　弘幸1、山内　夏未1、小柴　裕1、宮崎　悦2、
飴田　咲貴3

近年、鉗子口径が大きく有効長が短いshort typeのバルーン小腸内視鏡 （BE）が
登場し、ERCP処置具の多くが使用可能となった。そのため、これまで困難とされて
きた術後再建腸管症例でも、胆膵内視鏡治療の多くが可能となってきている。今回、
short typeのシングルバルーン小腸内視鏡 （Short SBE） を用いた胆管メタリックス
テント留置が有用であった胃癌による悪性胆管狭窄の1例を経験したので報告する。
症例は70歳、男性。幽門狭窄と腹膜播種を伴う前庭部胃癌の診断にて、2017年
5月に胃空腸バイパス術施行され、全身化学療法を施行されていた。経過中に閉塞
性黄疸となり、同年10月入院となった。
腹部CTでは、胃癌前庭部病変が上部胆管と門脈本幹に直接浸潤し、胆管狭窄と
門脈の狭窄を来し、肝内胆管は拡張していた。癌性腹膜炎と門脈圧亢進症による
と思われる腹水貯留も認められた。
幽門狭窄のため通常のERCPはできず、腹水貯留や穿刺ルートに横行結腸が存在
しPTBDも困難であった。また、肝と胃が十分に接近するルートがなく、肝左葉周囲
にも腹水が貯留しており、EUS-HGSも困難と判断した。さらに、幽門狭窄部に十二
指腸ステントを留置し、通常のルートでのERCPを試みたが、ステント内腔開存が不十
分で後方斜視鏡も直視鏡も通過せず不可能であった。そのため、胃空腸吻合部か
らBEで主乳頭にアプローチする方法での減黄を試みた。
Short SBE （有効長152cm、鉗子口径3.2mm、SIF-H290S、OLYMPUS）を
使用し、主乳頭を確認後、胆管挿管し、胆管狭窄部 （Bp）にuncovered metallic 
stent （径10mm、長さ8cm, HANAROSTENT biliary、Boston scientific）を留置
した。ステント留置後、減黄は良好で、11月より胃癌に対する全身化学療法を再開
することが可能となった。

074（消）
肝門部領域胆管癌がmodified DCS療法による術前化学療法
で病理学的完全奏功を得た胃癌との重複癌の1例
1札幌医科大学医学部　腫瘍内科、
2札幌医科大学医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科
○石川　和真1、吉田　真誠1、池田　裕貴1、坂本　拡基1、高田　弘一1、
宮西　浩嗣1、加藤　淳二1、木村　康利2、竹政　伊知郎2

症例は36歳, 男性. 家族歴, 母 乳癌, 伯父 胃癌. 食物つかえ感, 皮膚掻痒感を自覚し, 
近医受診した. 採血で肝胆道系酵素上昇とCTで肝門部胆管狭窄, 上部消化管内視鏡
で食道胃接合部に3型腫瘍を指摘された. 経乳頭的胆道ステント留置後に当科紹介入院
となり, 精査の結果, 肝門部領域胆管癌 （Bp, T3, N1, cStage IIIB）, 食道胃接合部癌
（UE, type3, tub2＞tub1, T3, N0, cStage IIA）の重複癌と診断した. 胆管癌は右肝動
脈浸潤が疑われ, B4根部は胆道鏡による胆管生検で癌陰性であったが，造影で壁硬化像
を認め, 根治切除には右3区域切除が必要と判断した. CTで残肝容積は228ml（17.5%）
と著明に不足していたため, 経皮経肝門脈塞栓術 （PTPE）を施行し, さらに肝容積増大
までの期間に術前化学療法modified DCS療法（Docetaxel, Cisplatin, S-1）を施行した. 
1回目のPTPE施行から4ヶ月後の評価で残肝容積は302ml（28.4%）, 機能的残肝率
31.3%にしか増大しておらず, 門脈が再開通していたため, 再度PTPEを施行した. 1回目
のPTPE施行から6ヶ月後には残肝容積539ml（42.7%）, 機能的残肝率52.2%にまで増大
した. この間, mDCS療法は6コース施行し, 肝門部領域胆管癌はSD, 食道胃接合部癌は
PRであった. 診断から7ヶ月後に当院外科にて肝右3区域切除術+胃全摘術+リンパ節郭
清が施行された. 術後病理結果は胆管癌が病理学的完全奏功（pCR）であり, 病変があっ
たと思われる部位は線維化, 異物型巨細胞を認めた．食道胃接合部癌はtype5, T3, N1, 
M0, pStage IIBで組織学的効果判定基準はGrade 2であった.　術後肝不全（ISGLS 
Grade B）を来したが, 保存的治療で改善し, 術後68日目で療養目的に転院となった. 現
在, 術後5ヶ月経過しており無再発生存中である. 胆道癌に対する周術期の化学療法は
確立されていないが, 今回術前化学療法としてのmDCS療法により肝門部領域胆管癌は
病理学的完全奏功（pCR）を得たことから, mDCS療法は胆管癌に対する有用な化学療法
である可能性が示唆された. 非常に示唆に富む症例と考え, 報告する.
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078（消）
遠位胆管腺扁平上皮癌の一切除例
1札幌医科大学医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座、
2札幌医科大学医学部　消化器内科学講座
○空閑　陽子1、山口　洋志1、今村　将史1、永山　稔1、待木　隆志1、
水口　徹1、本谷　雅代2、木村　康利1、仲瀬　裕志2、竹政　伊知朗1

【はじめに】胆道癌取扱い規約（第6版）によれば、「腺扁平上皮癌」とは腺癌と扁平
上皮癌成分が同一病巣内で相接、または混在し、後者が1/4以上を占める状態、と
定義されている。今回われわれは極めて稀な、遠位胆管に発生した腺扁平上皮癌
の一切除例を経験したので報告する。【症例】70歳、男性。心窩部痛、食後の嘔
気・嘔吐を主訴に前医を受診し、胆管狭窄の精査・加療目的に当院紹介となった。
血液検査では、腫瘍マーカーCA19-9 62（U/mL）、DUPAN-2 332（U/mL）の
上昇以外に特記すべき異常は無かった。造影CT検査では、胆嚢管合流部から遠
位胆管に門脈相から後期相にかけて造影効果を伴う腫瘤影を認め、腫瘍近傍の門
脈背側に造影効果を伴うリンパ節が腫大していた（cN1）。EUS、ERCP/IDUSか
ら、遠位胆管の限局性隆起性病変は胆管壁を越える浸潤を伴い（cT2）、主腫瘍
部からの生検により腺癌と診断された。遠位胆管癌cT2N1M0 StageIIBとの臨床
診断のもと、当科にて幽門輪温存膵頭十二指腸切除術、領域リンパ節郭清を施行
した。術中、肝十二指腸間膜から総肝動脈周囲の随伴炎症とリンパ節腫脹が著明
であり、手術時間は690分、出血量は110mlであった。術後はPF（ISGPF-BL, 
CD3a）を呈したが保存的に軽快退院した。【病理組織学的所見】遠位胆管に28×
10mmの結節浸潤型腫瘍を認め、胆管壁周囲の結合組織へ浸潤していた。高ー中
分化型腺癌と扁平上皮癌成分を認め、腺扁平上皮癌と診断された。領域リンパ節

（4/15, #12p=1/3,#8a=2/4,#8p=1/1）、遠隔リンパ節（#16b1=#1/7）に扁平上皮
癌優位の転移を認め、進行度はpT2N1M1, StageIV（R0）であった。【まとめ】今
回われわれは、極めて稀な胆管腺扁平上皮癌を経験した。自験例のレヴューと文
献的考察を加えて報告する。

079（消）
大腸原発内分泌細胞癌の1例
1市立旭川病院　消化器病センター
○岡崎　ななせ1、佐々木　貴弘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

【症例】70歳代男性【主訴】発熱・下腹部痛【現病歴】発熱・下腹部痛を主訴に近
医受診され、抗生剤による保存的加療を行ったが、症状改善なく前医紹介となっ
た。CTにて直腸壁の肥厚と口側腸管の拡張を認めていた。下部消化管内視鏡検
査を施行し直腸腫瘍を認め、直腸癌によるイレウスの診断で精査・加療目的に当院
紹介となった。当科での内視鏡検査・消化管造影検査ではRa ～ Rsにかけて7cm
大の1型進行癌を認め、生検組織でCD56、chromogranin A陽性から内分泌細胞
癌の診断となった。CT上は小腸への直接浸潤を疑う所見を認めたが、明らかな所
属リンパ節転移や遠隔転移は認めず、当院外科で低位前方切除術が施行された。
術後病理結果はT4b（AI small intestine）、N0、M0、Stage２の診断となった。
小腸への直接浸潤を認め、術前イレウス発症であったことから術後補助化学療法施
行の方針としてカペシタビン内服を開始としたが、約4か月内服したところでGrade3の
手足症候群が出現し、化学療法は中止とした。化学療法中止後も現在まで再発は
認めず、初診時より3年間生存中である。【結語】大腸原発内分泌細胞癌は悪性度
が高く、早期に脈管侵襲をきたして全身の臓器に転移する予後不良な比較的稀な
癌であるとされている。今回、手術療法と術後補助化学療法にて現在まで無再発
生存中の症例を経験したので文献的考察を加えて報告する。

080（内）
TSA（Traditional serrated adenoma）の癌化が内視鏡的
に推測可能であった一例
1札幌医科大学医学部　消化器内科学講座、
2札幌医科大学医学部　分子生物学講座、
3札幌医科大学医学部　病理診断科・病理部、
4岩手医科大学医学部　病理診断学講座
○久保　俊之1、山野　泰穂1、風間　友江1、白田　智洋1、三橋　慧1、
小野寺　馨1、山本　英一郎1,2、山下　健太郎1、鈴木　拓2、杉田　真太朗3、
長谷川　匡3、永塚　真4、菅井　有4、仲瀬　裕志1

【背景】近年大腸鋸歯状病変を基盤としてSerrated neoplastic pathwayが注目されてい
る。今回我々は直腸RSにTSAを背景とする早期癌を経験したので報告する。【症例】
60歳代男性。高血圧と慢性B型肝炎にて近医通院中であった。検診で便潜血陽性であ
り大腸内視鏡検査を行ったところ、直腸RSに隆起性病変を指摘され当科へ紹介となっ
た。病変は径15mm大の顆粒状を呈した隆起性病変であり、一部に緊満感を有していた。
NBI拡大観察では背景の表面構造は比較的整った乳頭状構造で、血管は均一な分布
を示していたが、隆起部では表面構造が不明瞭な部分もあり、血管は不均一な分布を呈
していた。クリスタルバイオレット染色による拡大観察では背景の顆粒状の部分で鋸歯状を
呈する脳回状・管状のpitと、隆起部では浅く不整なpit（VI）を認めた。以上よりCancer 
in TSAあるいはCancer in adenoma with serrationでTis相当と診断し、EMRにて一括
切除した。病理組織診断では、背景の顆粒状構造を呈していた部位は好酸性の細胞質
と鉛筆状の核を持つ細胞で構成され、ectopic crypt fociも認められTSAと診断した。緊
満感を呈した隆起の立ち上がりの部分は分岐を示す腺管構造を示し核クロマチンの増量
を認め、より異型度の高いTSA、また隆起の中心ではさらに核クロマチン量の増量が見ら
れ、この部分は高分化管状腺癌と診断した。パラフィンブロックからTSA部と癌部をとりわ
け遺伝子解析を行ったところ、いずれもBRAF wild、KRAS mutant（G12V）、CIMP
マーカーは陰性、TP53は陰性であった。【考察】TSAの癌化は1.5-11%と報告されてい
る。本症例は事前の内視鏡診断において、表面構造の違いから鋸歯状病変を背景とし
た癌の存在を予想することが可能であった。貴重な症例と考え報告する。

077（消）
膵内胆管上皮内進展病変に対する 膵内胆管亜全切除
1北海道大学大学院医学研究院　消化器外科教室Ⅱ
○野路　武寛1、岡村　圭祐1、田中　公貴1、中西　善嗣1、浅野　賢道1、
中村　透1、土川　貴裕1、平野　聡1

背景：胆道癌手術において、膵内胆管に進展した非浸潤病変を切除するために、
膵内胆管の追加切除を行うことがあるが、同手技の成績は報告されていない。目的：
膵内胆管亜全切除の手技を提示するともに、術後膵液瘻・再発形態について明ら
かにする。対象2005年1月～2016年12月までに肝切除または 肝外胆管切除を行っ
た胆道癌症例のうち、膵頭十二指腸切除施行例を除外した242例を後方視的に検
討した。膵内胆管亜全切除の適応と方法：術前診断で乳頭側方向への上皮内進
展が陽性の症例、または術中、膵上縁で切離した胆管断端の迅速病理診断にて
癌陽性であった症例に対し、膵内胆管を、背側を覆う膵実質や後上膵十二指腸動
脈を切離しつつ、膵管との合流部直上まで剥離後、切離した。膵内胆管断端の術
中組織診断は行わなかった。膵液瘻（PF）の定義はISGPSのGrade B/Cに相当す
る症例とした。結果：原疾患は胆管癌（肝門部領域癌・遠位胆管癌）194例・胆
嚢癌48例であり、肝切除症例は191例であった。男女比は160：82で、年齢中央
値は69歳（45-86）であった。全症例中、膵内胆管亜全切除を67例（XX％）に行い、
それ以外は膵上縁切除を行った。全症例でのPF発生例は23例（9.5％）であり、そ
れらの術後在院期間はPFのない症例と比較して有意に延長した（60日 vs. 31日; p
＜0.001）。膵内胆管亜全切除のPF発生は、膵上縁切除例に比較し有意に多く認
められた（22% vs. 4.5％; p＜0.001）。R0切除率は膵上縁切除群と膵内胆管亜全
切除群で有意差を認めなかった（95.4％ vs. 91％; p=0.221）。膵内胆管再発例は
両群ともに認めなかった。結語：胆道癌における膵内胆管亜全切除後はPFの合併
が多いが、膵内胆管に上皮内癌を認める例ではR0切除を得るためには有用な手技
であると考えられる。
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081（消）
S状結腸原発性腹膜垂炎の１例
1名寄市立総合病院　消化器内科
○水上　奨一朗1、鈴木　康秋1、上原　聡人1、上原　恭子1、久野木　健仁1、
藤林　周吾1、芹川　真哉1

【症例】20歳代の男性。３日前から左下腹部痛が出現し当科初診。微熱はあるが
下痢・血便はなく、左下腹部に限局性の強い圧痛と左CVA叩打痛を認めた。血
液生化学検査では、WBC 11,600、CRP 1.4と軽度炎症反応を認めたが、尿潜
血は陰性であった。腹部単純CTでは、S状結腸の軽度壁肥厚と近傍の脂肪織の
毛羽立ちと索状の濃度上昇を認めた。超音波では、S状結腸の一部が浮腫性壁肥
厚を呈し、腸間膜脂肪織高エコー層も肥厚していた。CT・超音波いずれも明らか
な憩室は指摘できなかったが、S状結腸憩室炎や腸間膜脂肪織炎疑いにて、腹痛
が強い為入院加療となった。絶食・補液・抗菌剤投与等の保存的治療にて、第４
病日で腹痛は消失した。第６病日にCSを施行。S状結腸はやや粘膜浮腫状である
が、発赤・潰瘍・憩室などは認めなかった。入院時CT、超音波所見を再検討す
ると、CTではS状結腸の足側に軟部組織濃度の細い輪郭（hyperattenuating ring 
sign）に囲まれた20mmの卵形の脂肪織濃度上昇領域を認め、超音波では同部位
に周囲低エコー帯を有する20mmの高エコー腫瘤を認めた。以上よりS状結腸原発
性腹膜垂炎の確定診断となった。第７病日に退院し、第15病日に施行したCTでは
病変はほぼ消失していた。【考察】腹膜垂炎は、その原因により血行障害型（原発
性）と非血行障害型（続発性）に分類される。前者は腹膜垂が捻転や栄養血管の血
栓による梗塞または直接圧迫による循環障害が原因とされ、後者は憩室炎等の細
菌感染が腹膜垂に波及し炎症を起こしたものである。原発性腹膜垂炎は比較的ま
れな疾患であるが、予後良好な疾患でありCTや超音波の特徴的な画像所見から診
断が可能である。しかし、発症部位によっては、急性虫垂炎や憩室炎と臨床所見
が類似するため鑑別を要す。好発年齢は20 ～ 50歳代で男性に多く、肥満体型に
多くみられ（本症例もBMI 29）、 発症部位はS状結腸にもっとも多いと報告されてい
る。急性腹症の診療に際しては、原発性腹膜垂炎の可能性を念頭に置いて診断
することが重要と考えられる。

082（消）
多発性骨髄腫患者においてS状結腸穿孔による急性汎発性腹
膜炎と急性発症の小腸間膜出血を合併した一例
1独立行政法人国立病院機構　北海道がんセンター　消化器外科
○佃　悠輔1、前田　好章1、皆川　のぞみ1、砂原　正男1、篠原　敏樹1、
濱田　朋倫1

症例は60代，男性．201X年1月，当院血液内科にて多発性骨髄腫（国際病期分類：
I）と診断し，同年2月よりBD療法（ボルテゾミブ＋デキサメタゾン）を3回施行した．同
年3月よりVCD療法（ボルテゾミブ＋シクロホスファミド＋デキサメタゾン）を2コース行っ
たが効果が得られず，同年5月よりRd療法（レナリドミド＋デキサメタゾン）へ変更した．
4コース施行後に自家末梢血幹細胞採取を行ったが，採取量少なく自家末梢血幹
細胞移植を断念した．その後はRd療法を継続し，2年半経過したが増悪はなかった．
201X＋3年11月某日の朝6時頃，排便後に腹痛を自覚したため救急要請し，前医で
S状結腸憩室穿孔疑いと診断された．本人が当院での治療を希望したため、同日当
科へ転院搬送された．来院時の診察では，苦悶様顔貌であり，右下腹部を最強点
とする腹部全体の自発痛及び圧痛を認め，筋性防御と反跳痛を認めた．前医のCT
では上行結腸及びS状結腸に憩室が多発しており，Free airも多数認めたため，消
化管穿孔による急性汎発性腹膜炎と診断し，緊急手術を行った．開腹すると大量の
血性腹水を認め，腹腔内を検索するとS状結腸に1cmの穿孔を認めた．また，小腸
および間膜の広範囲に虚血を認め、間膜の複数箇所に出血を認めた．S状結腸穿
孔による腹膜炎から誘発された敗血症，循環不全，凝固障害と診断し，S状結腸穿
孔部閉鎖及び小腸大量切除，小腸人工肛門造設（単孔式），横行結腸人工肛門
造設（双口式），腹腔内洗浄ドレナージを施行した．術後3日目にICUを離床し，術後
7日目には経口摂取を再開し，良好に経過している．S状結腸穿孔による急性汎発性
腹膜炎と急性発症の小腸間膜出血を合併した，稀な例を経験したため文献的考察
を加えて報告する．

083（内）
SSA/P（sessile serrated adenoma/polyp） familyの拡大
内視鏡所見
1札幌医科大学医学部　消化器内科学講座、
2札幌医科大学医学部　分子生物学講座、
3札幌医科大学医学部　病理診断科・病理部
○久保　俊之1、山野　泰穂1、風間　友江1、白田　智洋1、三橋　慧1、
小野寺　馨1、山本　英一郎1,2、能正　勝彦1、山下　健太郎1、小野　佑輔3、
藤田　裕美3、杉田　真太朗3、長谷川　匡3、仲瀬　裕志1

近年、SSA/P（sessile serrated adenoma/polyp）が大腸がんの前駆病変として注目
されている。今回われわれは拡大内視鏡所見の異なるSSA/P familyの３症例を経
験したので報告する。【症例１】50歳代女性。家族内に大腸癌の発生がありスクリー
ニング目的にて施行した大腸内視鏡検査（以下CS）にて病変を指摘され当科紹介と
なった。病変は左側横行結腸、径30mmのLST-NG flat elevated type。通常光
観察では正色調で粘液の多い病変であり、拡大観察では病変全体が一様に開II型
pit を呈しSSA/Pと診断しEMRを施行した。病理組織診断も異型を伴わないSSA/
Pと診断された。【症例2】60歳代男性。血便を主訴に近医を受診し、病変を指摘さ
れ当科紹介受診となった。病変は上行結腸、25mm、LST+Isであった。通常光観
察では正色調で粘液の多い病変であり、拡大観察では開II型pit を背景としIs部分
はIIIL+IV型様のpitを呈していた。EMRを施行し、病理組織学的にSSA/P with 
cytological dysplasia（CD）と診断された。【症例3】80歳代女性。近医にて1年前
に盲腸、径10mm、LSTを指摘されていた。フォローアップのために行った大腸内視
鏡検査にて、径の増大と一部に他とは異なる構造を認めたため当科へ紹介となった。
病変は盲腸、12mmのLST-NG flat elevated typeであり、通常光観察では粘液の
多い病変で、正色調と発赤調の色調の異なる部位を認めた。拡大観察でも開II型 pit
とVI型高度不整の領域を認めた。EMRを施行し、Cancer（tub1, pTis） in SSA/
Pと診断された。【結語】3症例を通じて開II型pitを示す部分はSSA/Pであり、腺腫
様のpit部分でCD、VI型部分で癌をみとめ、SSA/P familyの質的診断に拡大内視
鏡所見が有用であることが確認できた。考察を加えて報告する。

084（内）
悪性右側大腸狭窄症例に対するself-expandable metallic 
stent留置術
1伊達赤十字病院　消化器科、2伊達赤十字病院　外科、
3伊達赤十字病院　内科、
4札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座・血液内科学
○久居　弘幸1、櫻井　環1、小柴　裕1、山内　夏未1、佐藤　正文2、
川崎　亮輔2、行部　洋2、吉田　直文2、宮崎　悦3、飴田　咲貴4

【目的】左側悪性大腸狭窄症例に対するself-expandable metallic stent （SEMS）留置術の有用性と安
全性に関する報告は多いが、右側大腸狭窄症例の報告は少ない。今回、悪性右側大腸狭窄症例に対
するSEMS留置術の治療成績について検討した。

【方法】対象は2011年2月～ 2017年8月までに悪性大腸狭窄症例に対しTTS （through-the-scope） 
stentを留置した76例のうち、右側大腸狭窄症例に留置した26例 （大腸癌24、胃癌2）。留置目的は
bridge-to-surgery （BTS群）が6例、palliation （P群） 20例で、うち2例に後日手術が施行された（回腸
結腸バイバス術、右半結腸切除術）。

【成績】1） BTS群 / P群の年齢（平均）、性別（M:F）、狭窄部位（T:A:C-I）、狭窄長（平均）はそれぞ
れ、43 ～ 81 （71）歳 / 42 ～ 102 （83）歳、5:1 / 6:4、4:2:0 / 10:9:1、 4.5 ～ 9.9 （6.4）cm / 4.2 ～
10 （6.3）cmであった。また、BTS群 / P群のASA-PS分類（1-2:3-4）、PS （ECOG）（1-2:3-4）はそ
れぞれ、5:1 / 14:6、4:2 / 5:15であり、P群でASA-PS、PSが高かった。2） Technical success 100%

（26/26）、clinical success 100%（26/26）、surgical success 100%（6/6）であった。手技時間は13.2
～ 69（平均36.3）分、同日追加留置したのは3例であり、平均CROSS（大腸閉塞スコア） は留置前1.6
から留置後3.9へ有意に上昇した。BTS群では手術までの日数は8 ～ 36日（中央値17.5日）、術後在院日
数は12 ～ 27（中央値16）日で術後合併症は認めなかった。3） P群でのMSTは291日で、累積生存率は
3か月89%、6か月74%、12か月41%であった。平均開存期間は143日で、累積開存期間は3か月93%、6
か月72%、12か月72%であった。4） P群の大腸癌2例、胃癌の2例の計5例（25%）で留置後に化学療法
を施行し、1例は右半結腸切除術が施行された。5） 早期偶発症では発熱を7例（7.7%）に認めた。再閉
塞を4例に認め、SEMS留置3例、回腸結腸バイバス術を1例施行した。手技関連死はなかった。

【結論】右側悪性大腸狭窄症例に対するSEMS留置術は低侵襲で、緩和・集学的治療・術前減圧に有
用である。留置後の偶発症とその対処法を念頭に置いて治療にあたることが肝要である。
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085（消）
当院におけるリンパ球浸潤胃癌16例の検討－リンパ球浸潤胃癌
は多発する－
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
○嘉島　相裕1、関　英幸1、山口　巧1、松薗　絵美1、大原　克仁1、
石橋　陽子1、菅井　望1、藤田　淳1、鈴木　潤一1、鈴木　昭2

【背景】リンパ球浸潤胃癌（Gastric carcinoma with lymphoid stroma:GCLS）は胃
癌全体の約1-4%の割合であり，非常に稀な癌であるといわれている．今回我々は
当院で治療したGCLS症例16例について，その形態や予後について検討した．【方
法】2007年3月から2017年9月までに当院で治療された胃癌1925例中，同時多発
を含むGCLS症例16例24病変を対象として，年齢，性別，局在，肉眼型，深達度，
EBV（Epstein Barr virus）感染の有無，病期，予後に関して検討した．【結果】
年齢は59 ～ 81（平均68）歳,男女比は11:5であった．局在はU領域9病変，M領域
11病変，L領域4病変と中部～上部に多かった．肉眼型は早期癌では0-i型1病変，
0-iia型1病変，0-iib型1病変，0-iic型7病変，0-iia+iic型4病変，0-iic+iib型1病
変，0-iic+iia+iib型1病変，進行癌では1型2病変，2型3病変，3型3病変であった．
深達度はSM15病変，MP4病変，SS4病変，SE1病変でありSMの頻度が高かっ
た．EBVの感染に関してはEBER ISH法を行い全例で腫瘍細胞にEBVの感染を
確認した．粘膜層での組織型に関して24病変を検討しすべてに中分化型腺癌の混
在を認めた．  臨床病期はStageiが11例，StageiiAが1例，StageiiiAが4例であり
リンパ節転移は4例に認めたが最大3409日の観察で再発症例はなく，原病死を認め
た症例はなかった．同時多発胃癌を認めた症例は8例あり，5例はすべての病変が
GCLS（それぞれ2病変が3例，4病変，5病変が1例ずつ）であり，3例はEBER陰
性の分化型腺癌の共存を認めた．【考察】当院でのGCLS症例は既報のように男性
に多く腫瘍は胃上部に存在し予後に関しても良好であった．上述の通りGCLSは稀
な癌であるといわれているが当院で経験した16例中5例（31.3%）はEBER陽性の同
時多発例であった。胃部分切除後の異時性多発胃癌の25%がGCLSとの報告もあ
りGCLSが多発することは稀な病態ではない可能性が考えられた．

086（消）
IgG4関連胃十二指腸潰瘍の一例
1独立行政法人　国立病院機構　旭川医療センター　消化器内科
○武藤　理1、斉藤　裕樹1、高添　愛1、横浜　吏郎1、柏谷　朋1、
平野　史倫1、西村　英夫1

26歳男性。持続する上腹部痛、嘔気を主訴に当院初診。既往歴に原因不明の出
血性胃十二指腸潰瘍があり過去3年間に二回の入院加療を要した。非ステロイド性
抗炎症薬の使用歴はなく、来院時はプロトンポンプ阻害薬（以下PPI）で内服加療中
であった。緊急上部消化管内視鏡検査で多発十二指腸潰瘍と出血性胃潰瘍を認
め内視鏡的止血術施行。絶食補液・PPI点滴療法を行い入院精査加療の方針と
なった。原因検索のため血液・画像検査、尿素呼気試験および上部消化管内視鏡
検査を再検し胃・十二指腸潰瘍部から内視鏡下生検を施行し病理学的評価を行っ
た。検査・臨床所見からヘリコバクター・ピロリ感染症、好酸球性胃腸炎、Crohn
病、Zollinger-Ellison症候群、サイトメガロウイルス感染症、血管炎、悪性腫瘍等
は否定的と考えられたが、血清IgG4高値を認めIgG4関連疾患が疑われた。胃・
十二指腸潰瘍部の生検組織には著明なIgG4陽性形質細胞浸潤を認め、IgG4関
連胃十二指腸潰瘍と診断した。IgG4関連上部消化管潰瘍は非常に稀であり、殆
どの場合は悪性疾患が疑われ外科的胃切除術後の病理組織からretrospectiveな
診断がなされている。今回、我々は血液検査および内視鏡下生検により外科的治
療を施すことなくIgG4関連胃十二指腸潰瘍の診断を得ることができた。再発難治性
の胃十二指腸潰瘍の鑑別診断上示唆に富む症例と考え報告する。

087（消）
胆嚢摘出術後にcholedochoceleを形成した一例
1市立札幌病院　消化器内科
○古川　理紗子1、小池　祐太1、松田　千佳1、村井　太一1、板谷　一史1、
曽根　孝之1、藤田　弘之1、遠藤　文菜1、佃　曜子1、小野　雄司1、
中村　路夫1、永坂　敦1、西川　秀司1

【症例】60歳代，女性．【主訴】右季肋部痛．
【現病歴】過去に胆石症で腹腔鏡下胆嚢摘出術が施行されたが，その時は
choledochoceleは認められなかった．右季肋部痛を主訴に当科を受診され精査され
た．CT，MRCPで胆管末端部において十二指腸内腔に突出し，胆管と交通を認め
る涙滴状の嚢胞性病変が認められ，choledochoceleと診断された．choledochocele
内部には結石が認められ，右季肋部痛の原因と考えられた．経乳頭的胆管挿管は
困難であったため，choledochoceleの膨隆部を切開して胆管挿管し，結石が除去さ
れた．胆管胆汁のアミラーゼ値は高値であり，膵液胆管内逆流現象が起きていたと
推測された．

【 考察】Choledochocele（総胆管瘤）は，十二指腸壁内において胆管末端部
が嚢腫様に拡張したものである．戸谷分類の III 型に位置づけられ，その頻度は 
ERCP 施行例の 0.1% と報告されている．成因は解明されていないが，Oddi括約
筋機能不全のために胆管末端部の壁の脆弱な部分が嚢状に拡張したとする説があ
る．Choledochocele は十二指腸壁内の病変であるため膵・ 胆管合流異常はないと
されてきたが，神澤らは膵液胆汁相互逆流を加味した細分類を提唱し，共通管を形
成する型に膵液胆汁相互逆流がおこり得るとしている．本例は胆嚢摘出術後に発生
したcholedochoceleであり，胆嚢摘出術後の胆管内圧上昇がcholedochoceleの形
成に関与したと推測されたが，過去に同様の報告はなく，choledochoceleの成因を
考察する上で貴重な症例と考えられた．また，choledochoceleに胆道癌が合併した
報告は過去に19例あり，その内胆汁アミラーゼ値の記載があった報告では全例が高
値を示していた．本例も同様に胆管胆汁アミラーゼ値が高値であったことから，膵・胆
管合流異常に準じて胆道癌に対する注意が今後も必要と考えられた．

088（消）
膵癌の診断におけるENPDを用いた細胞診の有用性および安
全性の検討
1JCHO北海道病院　消化器センター
○青山　慶哉1、馬場　英1、古家　乾1、池田　洋明1、小泉　忠史1、
定岡　邦昌1

【背景】膵癌の診断において病理学的診断として膵液細胞診とEUS-FNAがおこなわ
れるが，EUS-FNAは高い診断能を有し合併症も少ないことから広くおこなわれている．し
かし腫瘍の播種の問題に加え随伴性膵炎や線維化による偽陽性が問題となっている．
一方で膵液細胞診に関しては過去の報告では診断能も高く，ERCP後膵炎の危険性は
あるものの比較的安全性も高いとされている．今回我々は膵癌診療における膵液細胞診
の有効性と安全性を明らかにするため検討を行った．【方法】2010年8月26日から2017
年4月26日までに当院で膵液細胞診を施行した膵管所見を有する膵癌が疑われる76例

（72.3±10.4歳，男性40例）を対象としてretrospectiveに検討した．ENPDはERPで膵
管造影をおこなった後，5FrENPDカテーテルを用い，原則狭窄部を超えて留置し，膵管
擦過細胞診は追加しなかった．膵液採取はERCP時，3時間後，6時間後，12時間後の
4回採取した．ERCP後膵炎は翌日の血液検査でのアミラーゼ上昇と腹部症状の両方を
有するものとした．【成績】病変の主座は膵頭部癌27例（うちIPMN合併5例，71.5±10.8
歳，男性14例，腫瘍径346.±15.4mm），膵体尾部癌26例（うちIPMN合併3例, 70.2±
9.4歳，男性12例，腫瘍径28.8±16.1mm），IPMN単独23例（75.6±10.8歳，男性14
例）であった．膵液細胞診の感度は膵頭部癌85.2%，膵体尾部癌68.0%であり，膵液採
取時間で検討すると膵頭部癌においてはERCP時に採取した膵液細胞診 （70.4%）,
膵体尾部癌においてはERCP後6時間後 （50.0％）が最も良好であった．腫瘍径で検討
すると膵頭部癌ではTS1（88.9%），TS2（85.7%），TS3（100%），TS4（50%），膵
尾部癌ではTS1（75.0%），TS2（76.9%），TS3（50.0%）で，いずれにおいても腫瘍
径が小さいほど感度が高い傾向があった．ERCP後膵炎は膵頭部癌5例（18.5%），膵尾
部癌3例（11.5%）において認められた．いずれも保存的加療のみで改善し，重症化は認
めなかった．【結論】本検討では特に膵頭部癌の比較的腫瘍径が小さい症例で膵管所
見を有する場合には，膵液細胞診は診断に寄与する可能性が高いと考えられた．
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089（消）
幽門側胃切除を施行した胃カンジダ症の1例
1士別市立病院　消化器内科、2士別市立病院　外科、
3国立病院機構旭川医療センター　病理診断科、
4士別市立病院　内視鏡センター
○神　崇志1、岩野　博俊1、山賀　昭二2、玉川　進3、佐藤　貴幸4、
石井　吉文1、仁木　卓1、山田　政孝1

【症例】患者は79歳女性。2002年に胃潰瘍と診断、H.pylori除菌治療後もPPIを内
服していた。2012年のEGDでは特記すべき病変は認めなかった。2015年4月に上腹
部痛を自覚し、EGDで胃角部小弯側を中心とする多発性胃潰瘍（H1 stage）を認め
た。生検で悪性所見はなく、PPI継続とした。2016年4月のEGDでは胃潰瘍の残存
と、食道に白斑付着を認めた。食道病変の培養でカンジダを認めた。その後も食道カ
ンジダを認め、胃潰瘍はA2 stageと悪化し、上腹部痛と嘔気嘔吐の頻度は高くなっ
た。2017年7月には潰瘍部と正常粘膜の境界が不明瞭となり、前庭部から幽門にか
けて広範な白苔と幽門狭窄を認めた。PPI継続にも関わらず潰瘍の拡大と狭窄をき
たしたことから、4型胃癌を強く疑ったが、生検で悪性所見は認めなかった。胃壁深部
の組織採取目的でEUS-FNAを施行したが、カンジダを認めるのみであった。その後、
経口摂取不能となり入院となった。繰り返し施行した病理学的検索で悪性所見はな
く、胃カンジダ症による幽門狭窄を疑ったが、悪性腫瘍の可能性を完全に否定でき
ず、通過障害を生じているため幽門側胃切除、D1＋リンパ節郭清（#7,#8,#9,#11p）、
Roux-en-Y再建を行った。術後経過は良好であり、第21病日に退院とした。切除標
本に悪性所見は認めず、潰瘍部からPAS染色陽性のカンジダ菌糸や胞子を認めたこ
とから胃カンジダ症により潰瘍が進行し幽門狭窄をきたしたものと診断した。【考察】カ
ンジダ感染胃潰瘍は、内視鏡下生検を行った胃疾患のうち0.12%と稀な疾患であり、
抗潰瘍薬での治癒率は30%程度にすぎない。カンジダの発育条件はpH4.5以上とさ
れ、カンジダ増殖に胃内のpHが関与しているとの報告もある。本症例において、PPI
が潰瘍の増悪に関与した可能性があり、通常の胃潰瘍治療で改善しない場合は、胃
カンジダ症を考慮すべきと考えられた。診断困難な胃カンジダ症による幽門側胃切除
を施行した一例を経験したため画像所見と併せ報告する。

090（消）
Infliximabの投与開始後5年以上経過しギラン・バレー症候群
様の末梢神経障害を発症したクローン病の1例
1北海道大学病院　消化器内科、2北海道大学病院　神経内科
○小田切　信介1、桂田　武彦1、山梨　香菜1、長島　一哲1、木下　賢治1、
松島　理明2、加納　崇裕2、坂本　直哉1

【症例】60歳代男性【主訴】全身脱力、動悸【現病歴】X-6年に貧血精査のため前
医に入院となり、十二指腸に縦走潰瘍を認め、当科紹介となった。小腸型クローン
病と診断し、メサラジン内服で治療を開始した。X-5年、十二指腸に著明な狭窄を
認め、当院消化器外科にて胃空腸吻合術が行われた。術後、Infliximab 5 mg/
kgの投与を開始し、以降は臨床的寛解を得ていた。X年、１ヶ月前からの全身脱力
が進行し立位困難、飲食不能となり、動悸も出現し、救急搬送となった。来院時、
上下肢の筋力低下、脈拍120回/分の洞性頻脈を認めた。血液生化学検査では脱
水、電解質異常を認め、同日当科に入院となった。先行する薬剤変更や上気道炎
症状、腸炎症状はなかった。【臨床経過】入院後、輸液にて頻脈と電解質異常は
改善したが全身脱力は改善しなかった。当院神経内科診察では感覚障害は目立た
ず、全般性腱反射はほぼ消失し、四肢遠位筋優位の筋力低下及び筋萎縮を認め
た。脳MRIでは特記所見を認めず、針筋電図では神経原生変化、また神経伝導
検査では軸索障害を疑う所見を認めた。ギラン・バレー症候群様の運動神経優位の
末梢神経障害と判断し、原因としてInfliximabを疑い中止とした。発症から五週間
経過し急性期は脱しており、リハビリテーションの方針となり、第36病日に転院となっ
た。現在、末梢神経障害は改善し、当科外来に通院している。クローン病の臨床
的再燃を認めていない。【考察】 Infliximabの副作用としてギラン・バレー症候群様
の末梢神経障害を発症することがあり、自験例も含め12例の報告がある。既報での
投与開始から発症までの期間は9週間から17ヶ月間であったが、本症例では投与開
始後5年以上経過して発症しており、貴重な1例と考えられるため、報告する。【結
語】Infliximabの投与開始後5年以上経過しギラン・バレー症候群様の末梢神経障
害を発症した小腸型クローン病の1例を経験した。Infliximab長期使用例でも脱髄疾
患が生じる可能性があり、注意を要すると考えられる。

091（消）
当院におけるC型肝炎患者のクリオブロブリン血症陽性例の実
態とDAA治療前後の変化
1国立病院機構　釧路労災病院、2国立病院機構　釧路労災病院　内科
○松田　宗一郎1、寺下　勝巳1、西田　千尋1、更科　耕一郎1、平田　甫1、
原田　一顕1、佐野　逸紀1、高橋　一宏1、小林　良充1、小田　寿1、
宮城島　拓人1

【目的】慢性C型肝炎の肝外病変として知られる免疫疾患合併患者に対して治療が
免疫性疾患に与える影響については十分に明らかにされていない．クリオグロブリン
血症は細動脈レベルの血管炎であり，主に皮膚，関節，神経，腎臓に障害を引き起
こすといわれていおりC型肝炎患者に併発するのは知られている．今回，当院にお
けるC型肝炎感染者のクリオグロブリン血症を有する患者について，併発する実態や
DAA治療前後の変化を検討する．【方法】対象は2014年～ 2017年の間に，当院の
HCV-RNA患者陽性者に血清クリオグロブリンを測定した88例を後ろ向きに検討した．

【結果】男性 39例，女性 49例，年齢中央値 63（20-87）歳，ジェノタイプは1b型が
46例，2a型は21例，2b型は 7例，重複感染（1b+2a）は1例，判定不能は3例であっ
た．血清クリオグロブリン血症陽性例は88例のうち30例であった．内訳は男性 8例，
女性 22例，年齢中央値 69 （34-87）歳，陽性例は高齢女性で，4型コラーゲン，ヒ
アルロン酸，Fib-4 indexなどの繊維化マーカーの高値，血清補体価の低下，eGFR
の低下例で多く認めた．陽性例で治療導入したのは30例のうち23例で，DAA治療
によってクリオグロブリン陰性化したのは14例であった．治療後の変化としては尿蛋白
やeGFR改善する傾向が得られ，血清補体価は優位に改善が得られた．クリオグロブ
リン血症が陰性化する時期については，DAA投与中だけではなく，投与後にもみら
れており一定の傾向は認めなかった。【考察】DAA治療によって，クリオグロブリン
血症が改善することが期待できる．

092（消）
当院のHBV再活性化対策に対する取り組み
1苫小牧市立病院　消化器内科
○伊藤　憲1、山田　錬1、西澤　竜也1、小林　智絵1、江藤　和範1、
山本　文泰1

【背景】B型肝炎ウイルス（HBV）キャリアの症例に免疫調整剤や化学療法を施行し
た場合、HBVの再活性化により致死的な重症肝炎を発症する可能性があることが
報告されている。今回当院では各部署と連携し、スクリーニング対象抽出システムお
よびアラートシステムを独自に考案、実施した。【方法】対象薬剤を投与された患者
の原疾患、治療薬およびHBVスクリーニング検査の実施状況、その後のフォローアッ
プについて、対策開始前の2016年3月1日から7月31日までの1542症例と、対策開
始後（１）2016年8月1日から2017年3月31日までの1734例、（２）2017年4月1日か
ら8月31日までの1547名に分けて比較、検討した。【結果】対策開始前の患者背景
は男性622名、女性920名、年齢平均値63.3±16.1歳、現疾患は膠原病が776例

（50.3%）と高く、癌が307例（19.9%）、アレルギー疾患が189例（12.3%）と続いた。
使用薬剤はステロイド単独が733名（47.5%）と最も多く、抗がん剤が263名（17.1%）、
免疫調整薬166名（10.7%）と続いた。複数剤併用症例は319例（20.7%）であった。
対策後（１）の患者背景は男性723名、女性1011名、年齢平均値63.3±16.4歳で

（２）は男性605名、女性942名、年齢平均値63.1±16.1歳あった。HBｓ抗原検査
実施率は対策前83.1%（1282/1542人）、対策後（１）は94.4%（1637/1734人）、

（２）は96.3%（1490/1547人）、HBs抗体検査実施率は対策前31.6%（489/1542
人）、対策後（１）77.2%（1338/1734人）、（２）82.9%（1282/1547人）、HBｃ抗
体検査実施率は対策前31.7%（489/1542人）、対策後（１）78.1%（1355/1734
人）、（２）83.1%（1285/1547人）、と対策前と比較していずれも有意に改善が見
られた。また、対策後、HBｓ抗原陽性であった52例は全例HBV-DNAによるフォ
ローアップがなされており、5例が原疾患で死亡、36例は核酸アナログ開始、11例
はHBV-DNAが低値であり慎重経過観察となっていた。【考察/結語】各部門の協
力により医師の異動後もHBVスクリーニング検査率は向上し、医師に対してもHBV
再活性化に対する啓蒙につながった。今後も対策の継続が重要であると考える。
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093（消）
当院での難治性腹水に対するKM-CARTの治療成績
1JCHO北海道病院　消化器センター、2JCHO北海道病院　病理診断科
○池田　明洋1、馬場　英1、青山　慶哉1、小泉　忠史1、定岡　邦昌1、
服部　淳夫2

従来の腹水濾過濃縮再静注法（cell-free and concentrated ascites reinfusion 
therapy: CART）は、再静注時に発熱がほぼ必発であることや、細胞成分の多い腹
水には適応できないことなどが問題点であった。2011年に考案されたKM-CARTは
これらの問題点を改良し、より簡便で有害事象の少ない治療法として実臨床の場面
で徐々に普及してきている。その成果はこの数年で少しずつ公表され始めているが、
有用性や患者のQOLに与える影響について未だ定まっていない。そこで、当院にて
KM-CARTにより加療した患者を対象として、濃縮前・濃縮後で腹水中の蛋白量、
アルブミン量、エンドトキシン量、IgG、IL-6を測定し、血液検査を施行することにより、
治療前後での変化を検討し、これまでの研究成果と比較した。なお、本検討は当
院倫理審査委員会の承認を得て施行した。対象は肝性腹水10症例（のべ29回）、
癌性腹水7症例（のべ16回）、複数回施行した症例のCART間隔は29.4±23.4日で
あった。ドレナージした腹水量は平均5.3±2.4 Lで平均濃縮率は10.5倍（還元した腹
水量は0.5±0.2 L）であった。ドレナージした腹水中の蛋白量、アルブミン量、IgG、
IL-6は84.0±78.2 g, 39.7±48.2 g, 23831±35607 mg, 154649±141475 pgであ
り、いずれも濃縮前後で有意に減少していた（p=0.005, 0.04, 0.0021, 0.03）。濃
縮前の腹水中のエンドトキシンに関しては、1例で17720 pg/mLであったほかは全て
陰性であった。治療前と治療2週後の変化を比較した結果、体重は肝性腹水で有
意に減少した（3.5±6.3 kg, p=0.0017）が、癌性腹水では有意な変化を認めなかった

（p=0.30）。また血液検査では、総蛋白やアルブミン量の有意な低下を認めず、ク
レアチニン量の有意な上昇も認めなかった。再静注前には抗ヒスタミン薬とステロイド
を投与し、全症例で発熱などの合併症を認めなかった。以上によりCARTは安全
に施行でき、かつ血中アルブミン濃度を維持したままで腹水管理ができることが示され
た。当施設での症例数は現時点ではまだ少数であるが、今後も症例を蓄積し長期
的に観察する予定である。

094（消）
下肢麻痺を契機に診断された食道腺扁平上皮癌の一例
1市立室蘭総合病院　消化器内科
○大和田　紗恵1、清水　晴夫1、那須野　央1、一色　裕之1、伊早坂　舞1、
佐藤　修司1、金戸　宏行1

症例は83歳男性．急速に進行する下肢の運動・感覚障害精査目的に平成29年8
月当院脳神経外科に入院となった．MRIで第1・第2胸椎内に転移性骨腫瘍を疑う
異常信号と，縦郭リンパ節の著明な腫大を認めた．当初は呼吸器原発の悪性腫瘍
を疑い，当院呼吸器内科にてリンパ節生検が施行され，病理結果は扁平上皮癌の
リンパ節転移であった．その後造影CTで下部食道の不整な壁肥厚を認め，食道悪
性腫瘍の骨・縦郭リンパ節転移が疑われたため当科紹介となった．上部消化管内視
鏡検査を施行し，胸部下部食道に20mm大の隆起性病変，胸部中部食道に30mm
大の0-IIb病変を認めた．主病変からの生検で扁平上皮癌および腺癌成分がそれぞ
れ検出され，腺扁平上皮癌と診断された．以上より食道腺扁平上皮癌cT3N3M1 
cStageIVbと診断しその後の加療目的に当科転科となったが，ご本人，ご家族に積
極的治療の希望なく，支持療法を行う方針となった．その後徐々に現病の悪化を認
め，転科から約2カ月後に永眠された．
食道癌の組織型はそのほとんどが扁平上皮癌であり，腺癌と扁平上皮癌が混在した
腺扁平上皮癌は非常にまれで，発生頻度は食道癌全体の約1%と報告されている．
他の組織型と比較し浸潤傾向が強く，血行転移が多いため生命予後は不良とする
報告が散見されるが，その臨床病理学的特徴についてはいまだ不明点も多い．また，
本症例のように，下肢麻痺が診断の契機となった進行食道癌はまれであり，検索し
得た限りその報告例は認めかった．若干の文献的考察を加えて報告する．

095（消）
保存的加療で治癒した胸腔内穿破型特発性食道破裂の1例
1名寄市立総合病院
○石川　雄大1、藤林　周吾1、水上　奨一郎1、上原　聡人1、上原　恭子1、
久野木　健仁1、芹川　真哉1、鈴木　康秋1

【症例】80歳代男性．入院前日より食道つまり感，倦怠感，呼吸苦が出現し前医を
受診．肺炎と診断されたが入院を希望せず帰宅した．しかし症状が改善せず，翌日
当院救急搬送となった．CTにて胸部下部食道の全周性壁肥厚，右肺の軽度浸潤
影を認め，食道腫瘍及び肺炎疑いで救急科入院となった．入院後保存的加療を開
始したが，炎症反応は徐々に上昇し，第3病日のCTにて，縦隔及び右肺，右胸膜
直下に低吸収域を認め，精査目的で当科紹介となった．食道壁肥厚の消失，右胸
膜直下低吸収域と食道壁の連続性を認め，食道破裂に伴う縦隔膿瘍及び右膿胸，
右肺膿瘍を疑った．超高齢であり，手術リスクも高く，保存的加療の方針となった．そ
の後，炎症反応，全身状態は改善し，第14病日のCTでは右膿胸の縮小を認め，第
17病日に上部消化管内視鏡検査（EGD）を施行した．胸部下部食道左側壁に瘻孔
があり，膿汁の排液を認めた．癌を疑うような上皮性変化は認めず，特発性食道破
裂と診断した．第21病日に内視鏡的胃瘻造設術を施行して経腸栄養を開始した．第
28病日のCTでは縦隔膿瘍は消失，第35病日のCTでは右膿胸，右肺膿瘍は著明に
縮小し，第52病日に退院となった．第83病日のCTでは右膿胸，右肺膿瘍は消失し，
第91病日のEGDでは瘻孔の閉鎖を認め，経口摂取を開始後，第167病日に胃瘻抜
去となった．【考察】特発性食道破裂は比較的稀な疾患だが，早期に診断し，適切
な治療を行わないと重篤な経過を辿る重症急性疾患である．穿孔形式によって縦隔
内限局型と胸腔内穿破型に分けられる．前者は保存的加療で改善する例も稀では
ないが，後者では外科的治療の適応となる場合が多い．本症例のような胸腔内穿破
型が保存的加療で改善した例は稀であるため，文献的考察を加え報告する．

096（内）
当院で経験した急性壊死性食道炎の5例
1市立室蘭総合病院　消化器内科
○一色　裕之1、清水　晴夫1、大和田　紗恵1、那須野　央1、伊早坂　舞1、
佐藤　修司1、金戸　宏行1

【背景】急性壊死性食道炎は特徴的な食道粘膜の黒色変化をきたし，上部消化管
内視鏡施行例の0.01 ～ 0.3%程度のまれな疾患である．【目的・手法】急性壊死性
食道炎の臨床経過を明らかにするため，当院で2012年12月から2017年11月までの5
年間に急性壊死性食道炎と診断された5例について，後方視的に背景因子，症状
や治療経過等について検討した．【症例提示】＜症例1＞53歳男性，背景疾患に高
血圧あり．川辺で倒れているところを発見され救急搬送．搬送時低体温，脱水あり．
保存的加療で軽快．＜症例2＞80歳男性，背景疾患に高血圧，慢性心不全，閉塞
性動脈硬化症あり．悪心・嘔吐で発症．保存的加療で軽快したが3か月後に再発．
＜症例3＞71歳女性，背景疾患に高血圧，糖尿病あり．悪心・嘔吐で発症．保存
的加療で軽快．＜症例4＞67歳男性，背景疾患に高血圧あり．悪心・嘔吐・前胸
部痛で発症．保存的加療行うも他疾患のため死亡．＜症例5＞71歳男性．食事摂
取および体動困難にて救急搬送．搬送時脱水あり．保存的加療で軽快．【考察】急
性壊死性食道炎の病因は不明であるが，食道局所での血流障害が最も関与してい
るとされ，基礎疾患として糖尿病，感染症，手術後，悪性腫瘍などが報告されてい
る．当院で経験した5例でも4例で高血圧などの基礎疾患を有し投薬加療がなされ，2
例で脱水による血圧低下が発症の誘因として疑われた．症状は吐血により発症する
ことも多いとされるが，当院で経験した5例では悪心・嘔吐・前胸部痛を呈した症例
が多かった．治療は絶食及びPPI投与による保存的加療が選択されることが一般的
に多く，当院でも他疾患で死亡した1例を除き4例で保存的加療によりすみやかに食
道炎は軽快した．1例では3か月後に再発が認められた．【結語】心血管系疾患を有
する，あるいは，血圧低下のエピソードがある患者が急性の悪心・嘔吐・前胸部痛を
呈した場合，急性壊死性食道炎を念頭に診療にあたるべきである．
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097（内）
OTSC （Over-The-Scope-Clip）による胃瘻抜去後瘻孔閉鎖
不全2症例の治療経験
1宮の森記念病院　消化器科　、2勤医協中央病院　消化器内科
○真崎　茂法1、森園　竜太郎2、古山　準一2、高木　秀雄2、後藤　哲2、
檜森　亮吾2、五十嵐　聖名子2、水尾　仁志2、内沢　政英2

【はじめに】
難治性消化管瘻孔や消化管穿孔などに対しては従来外科手術が選択されてきたが
2011年11月にOTSC（Over-The-Scope-Clip）が薬事認可され治療選択肢の一つと
なった．
我々はこれまで胃瘻抜去後瘻孔閉鎖不全2症例に対しOTSCによる瘻孔閉鎖を試みた．
手技成功への要点について文献的考察を加え報告する．

【症例1】
症例は71歳女性．
統合失調症等による経口摂取困難にて2010年PEG施行，その後経口摂取が徐々に安
定し，2014年7月胃瘻抜去術が施行された．瘻孔が閉鎖せず著明な瘻孔周囲炎を生じ
当科入院となった．OTSCによる閉鎖を選択，瘻孔をフード内に吸引したところでOTSCを
リリース，瘻孔閉鎖を確認した．しかし2日後胃瘻部から再度胃液の漏出あり，EGDでの
観察時OTSCはすでに脱落していた．瘻孔部は硬く吸引のみでは十分に瘻孔をフード内
に捉えられなかったことがOTSC早期脱落の原因と考えられた．

【症例2】
症例は88歳男性．
2015年6月右大腿骨頚部骨折術後，経口摂取不良にてPEG施行．その後経口摂取が
安定し，2017年6月胃瘻抜去術を施行した．しかし瘻孔が閉鎖せず胃液漏出が続き著明
な瘻孔周囲炎を生じ当科入院となった．P-CABを投与し保存的に経過を観察したが改
善なく，OTSCによる瘻孔閉鎖を選択した．OTSCアンカーを用いて瘻孔をフード内に十分
に引き込みOTSCをリリース，瘻孔閉鎖に成功した．
胃瘻抜去後瘻孔閉鎖不全のOTSCによる閉鎖にはアンカーの使用が必要と思われる．
発表では動画を供覧し報告する．

098（内）
GISTと併存した胃plexiform fibromyxomaの1例
1札幌医科大学医学部　消化器内科学講座、
2札幌医科大学医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座、
3札幌医科大学医学部　病理診断学講座、
4市立三笠総合病院
○風間　友江1、三橋　慧1、白田　智洋1、久保　俊之1、小野寺　馨1、
山本　英一郎1、能正　勝彦1、山下　健太郎1、山野　泰穂1、信岡　隆幸2、
竹政　伊知朗2、杉田　真太朗3、長谷川　匡3、森　康喜4、仲瀬　裕志1

plexiform fibromyxoma （plexiform angiomyxoid myofibroblastic tumor，PAMT）
は胃の稀な間葉系腫瘍で，これまでの英文報告は64例に過ぎない．今回我々はGIST
と併存したPAMTの一例を経験したので報告する．症例は74歳男性，腎癌切除の既往
あり．高血圧等で前医通院中に貧血が進行，上部内視鏡を施行したところ胃体上部大
彎に潰瘍を伴う胃粘膜下腫瘍を認め，生検でPAMTが疑われ当科紹介となった．EUS
では粘膜下層が主座の低エコー腫瘤で内部は均一，造影CTでは後期相で造影された．
所属リンパ節腫大や遠隔転移は認めず手術適応と考え，同時重複の上行結腸癌と共
に2017年5月腹腔鏡下胃部分切除術・回盲部切除術が施行された．病理組織学的に
は小血管に富む粘液性～線維性間質を背景にした紡錘形細胞腫瘍が粘膜下層に増
殖し，核異型は乏しく核分裂像は認めなかった．免疫染色ではα-SMAおよびvimentinが
陽性，c-kit，CD34，DOG1，S-100は陰性，間質はAlcian blue陽性でPAMTと確定
診断した．またPAMTの直下および近傍の固有筋層に7mm大の腫瘍を2個認め，PAMT
との連続性はみられなかった．病理組織学的にいずれも紡錘形細胞からなる腫瘍で、免
疫組織学的にはc-kit，CD34，DOG1陽性，α-SMA陰性で2病変ともGISTと診断した．
3病変のKIT変異を解析したところPAMTはwild，GIST 2病変はexon 11に異なるタイ
プの変異が検出された．EUS画像を遡及的に確認したところ，PAMTの直下に固有筋
層と連続した低エコー腫瘤が描出されていた．GISTとPAMTの併存例の報告はなく，ま
た過去に報告されているPAMTは全て胃前庭部に発生している．PAMTはGISTや筋
腫との鑑別が問題となるが，本例では病理組織・免疫組織学的に典型的なPAMTであ
り，遺伝子解析も病理診断を裏付ける結果であった．文献的考察を加えて報告する．

099（内）
膵炎を伴った異所性膵に対してLECSを施行した1例
1恵み野病院　消化器内科
○高橋　徹1、後藤　学1、三浦　洋輔1

【緒言】異所性膵は、正常膵臓に発生し得る全ての膵疾患を、正常膵臓と同様に
発症する可能性があると言われている。しかし、ほとんどの異所性膵は無症状の経
過をたどることが多い。症状を伴う異所性膵と診断した場合は保存的治療が優先さ
れるが、症状が繰り返される場合は外科的治療も考慮される。今回、腹痛を繰り
返し、異所性膵による膵炎と診断した症例に対してLECS（腹腔鏡内視鏡合同手
術）を施行したため報告する。【症例】30歳代の男性、身長 184cm、体重 133kg、
BMI 39.7【現病歴】3年前に肝機能障害を指摘され当科を初診しNASHの診断
となり、通院、内服加療をしていた。その期間中に軽度の心窩部痛を繰り返してお
り、症状が増悪傾向のため精査を施行した。心電図検査では異常所見を認めず、
上部消化管内視鏡検査で胃角部後壁に30mm大のSMT（胃粘膜下腫瘍）を認め
た。超音波内視鏡検査でSMTは第4層から発生する腫瘍と考えた。同部位に超音
波内視鏡下穿刺吸引法検査を施行し、病理検査で異所性膵と診断した。経過観
察していたが、症状はさらに増悪し、入院加療となった。血液検査でアミラーゼの上
昇を認め、造影CT検査で異所性膵の周辺に毛羽立ちを認めたため、異所性膵に
よる膵炎と診断した。腹痛を繰り返し、増悪傾向であることから、LECSによる異所
性膵切除術を施行した。【結果】手術時間は222分であり、内視鏡操作では針状ナ
イフやIT-2ナイフを用いてSMTを切除し、施行時間は34分だった。入院日数は9日
間であり、重篤な合併症を認めず退院した。術後の病理検査は術前と同様に異所
性膵の診断だった。【考察】異所性膵は無症状の場合が多いが、一部ではアミラー
ゼ等の消化酵素を分泌する。腸との交通がないため、膵炎が生じた際にコントロー
ル困難なことがあり、外科的治療を選択する事がある。異所性膵のみであれば、リ
ンパ節転移等の転移病変は考慮されないため、SMT病変に対してのLECSは良い
適応と考える。【結語】膵炎を伴う異所性膵に対してLECSを選択することで、外科
単独手術と比較して、患者負担が少ない治療を行える。

100（消）
癌と鑑別が困難であった十二指腸乳頭部腺筋症の1例
1旭川医科大学　内科学講座　消化器・血液腫瘍制御内科学分野、
2旭川医科大学　外科学講座　消化器病態外科学分野、3遠軽厚生病院　内科
○林　明宏1、後藤　拓磨1、佐藤　裕基1、河端　秀賢1、笹島　順平1、
水上　裕輔1、奥村　利勝1、今井　浩二2、井上　充貴3

症例は 84 歳の女性，腹痛を主訴に前医を受診，採血にてアミラーゼ 284 U/Lと高
値を，CTにて主乳頭の腫大と膵腫大を認め，軽症急性膵炎の診断となり同院入院
となった．膵炎改善後に主乳頭精査目的で施行した上部内視鏡および超音波内視
鏡検査では，乳頭部粘膜下に 15 mm大の低エコー性腫瘤とOddi括約筋より膵側へ
の進展を認めたが，十二指腸に腫瘍の露出はなかった．ERCP下に乳頭部から生検
した結果，高分化腺癌を疑う病理像を認めたため，十二指腸乳頭部癌（非露出型）
T3aN0M0  cStage 2Aと診断，当院転院の上，全胃温存膵頭十二指腸切除術を
施行した．病理学的には，Vater 乳頭部の主膵管周囲にAccessory duct と結節状
の平滑筋組織が過形成を呈しており，adenomyomatous hyperplasiaの確定診断に
至った.また十二指腸粘膜下層には肉芽組織で壁が置換された管腔構造も見られた
が，乳頭部，総胆管，主膵管や周囲線維組織に腫瘍性病変は認めなかった．十二
指腸乳頭部に発生した腺筋症（adenomyomatous hyperplasia：AMH）は，本邦で
は過去に 12 例の報告があるのみで稀な疾患である．術前診断が困難な十二指腸
乳頭部AMHの 1 例を経験したため，臨床病理学的特徴につき文献的考察を加えて
報告する.
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101（消）
上部消化管出血に対する出血スコアを用いて緊急内視鏡処置
の必要性は判断可能か
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
○佐々木　塁1、桜井　健介1、常松　聖司1、多谷　容子1、松本　美桜1、
馬場　麗1、塚本　祐己1、武藤　修一1、木村　宗士1

【目的】上部消化管出血が疑われる患者が来院した場合, 特に夜間や休日であれば
緊急内視鏡検査・処置の必要性の判断が重要である. 内視鏡施行前にその必要性
を評価可能なスコアシステムがいくつか報告されているが, 今回これらのスコアを用い
て上部消化管出血に対する緊急処置の必要性の予測が可能か検討した.【方法】
2016年9月から2017年10月までに上部消化管出血が疑われ当院で緊急内視鏡を
施行した58例を, 止血処置を要した群（治療必要群）と処置不要だった群（治療不
要群）に分け, admissionRockallスコア, AIMS65スコア, Glasgow-Blatchfordスコア

（GBS）にて各群の緊急内視鏡処置の必要性を評価した. また転帰として7日以内
の再出血, 30日以内の死亡, 輸血, 入院日数につき後方視的に検討した.【結果】
対象患者58例の平均年齢は74.4歳, 男性は30例, 治療必要群24例（41.4%）, 治
療不要群34例（58.6%）だった. 治療必要群／不要群について, 平均年齢は72.8
歳／ 75.5歳, 男：女は12：12 ／ 18：16, admissionRockall平均は3.33 ／ 2.94, 
AIMS65平均は1.88 ／ 1.06, GBS平均は12.5 ／ 8.35で, AIMS65とGBSで有
意差を認めた（共にp＜0.01）. AIMS65とGBSに関して, ROC曲線下面積は各々
0.73, 0.81でGBSがより予測精度が高く, GBS12点以上が最も治療必要性の精度
が高かった（感度79.4%, 特異度75.0%）. しかしGBS12未満の群にも治療必要例

（6/33例）が存在し, そのうち活動性出血1例（胃GISTからの出血）, 露出血管2
例, 活動性出血・露出血管とも明らかでないが予防的に止血術施行したのが3例で
あった. また転帰に関して, GBS12点以上の群とGBS12未満の群の間には輸血率
で有意差を認めたが（p＜0.01）, 再出血や死亡, 入院日数に差はなかった.【結論】
AIMS65およびGBS, 特にGBSは緊急内視鏡検査・処置の必要性の判断に有用
と考えられた.

102（消）
当院における胃静脈瘤出血に対する緊急内視鏡治療の現状
1市立函館病院　消化器内科
○北潟谷　隆1、山本　義也1、霜田　佳彦1、伊藤　淳1、大野　正芳1、
工藤　大樹1、畑中　一映1、成瀬　宏仁1

【背景】胃静脈瘤出血に対する緊急的な止血法としてヒストアクリル （Histoacryl; 
HA） を用いた内視鏡的硬化療法（endoscopic injection sclerotherapy; EIS）のコ
ンセンサスが得られているものの，一般市中病院においては治療選択に難渋すること
も多いのが現状である．【目的】当院で胃静脈瘤出血に対してHAを用いた緊急EIS
の治療成績を明らかにすること．【対象と方法】2011年4月から2017年9月までの間に
治療した10例を対象とした．年齢中央値55歳（36-84歳），男性8例，全例肝硬変で，
アルコール性が8例，C型が1例，自己免疫性肝炎が1例，肝癌合併は３例，Child-
Pugh 分類はB / Cで7 / 3例，穹窿部を主体としたF3相当の静脈瘤が多かった．【結
果】全例一次止血は成功し，再出血は2例にあったが，いずれも追加処置で対応可
能だった．生存率は1年 / 3年で76.2% / 57.1%，生存期間中央値は42ヶ月で，胃
静脈瘤出血による失血死はなかった．治療による重篤な合併症はなかった．【結語】
HAを用いたEISは胃静脈瘤出血の止血法として有用だった．

103（消）
胃十二指腸動脈瘤破裂で発見された十二指腸癌の1例
1製鉄記念室蘭病院　放射線科、2製鉄記念室蘭病院　消化器・血液腫瘍内科、
3伊達赤十字病院　消化器科、4札幌医科大学医学部　腫瘍・血液内科学講座
○湯浅　憲章1、飴田　咲貴2,3、三浦　翔吾2,4、前田　征洋2

【症例】90歳代、女性。【主訴】突然の吐下血。【現病歴】後述の循環器疾患な
どで当院通院中だったが、他に消化器疾患の既往は無く当院での画像検査歴も無
かった。某日、上記主訴で救急搬送された。【既往歴】慢性心不全、閉塞性肥大
型心筋症、大動脈弁狭窄症、左脚ブロック、発作性心房細動、高血圧、2型糖尿
病、高尿酸血症など。【搬送時現症】血圧66/33mmHg、脈拍66回/分、体温36.0
度、意識清明だが顔面蒼白。【血液検査所見】Hb 5.1（g/dl）、T-Bil 0.4（mg/
dl）、AMY 79（IU/l）、BUN 38.6（mg/dl）、Cre 1.48（mg/dl）。血液ガスはpO2 
101.0（mmHg）、pCO2 27.1（mmHg）、pH 7.455、Lactate 70（mg/dl）。【画像
所見】CTで胃内にhigh densityの内容物、造影後に膵頭十二指腸領域に14mm
の動脈瘤および十二指腸下行脚～水平部へ造影剤漏出を認めた。さらに動脈瘤
周囲に50×40mmの充実性腫瘤および十二指腸下行脚壁肥厚を認め十二指腸癌も
しくは膵頭部癌の十二指腸浸潤が疑われ、傍大動脈などにリンパ節腫大を認め転
移も疑われた。【治療経過】動脈瘤破裂であり内視鏡的止血は困難と判断され直ち
にAGを開始した。右大腿動脈穿刺し4Frカテーテルで腹腔動脈造影後に2.2Frマイ
クロカテーテルで胃十二指腸動脈を造影し動脈瘤の責任動脈と確認してからその遠
位まで挿入し、3mm径のマイクロコイルを胃十二指腸動脈起始部まで計14個留置し
TAE（isolation）を施行した。輸液と輸血（RCC 4単位）も行い血圧110mmHg台、
Hbも8.2（g/dl）まで改善した。後日、内視鏡で十二指腸下行脚に全周性2型腫瘍
を認め、生検でadenocarcinomaと診断されたが、リンパ節転移もあり高齢であったの
でBSCの方針となった。【考察・結語】胃十二指腸動脈瘤は稀であるが破裂率は高
いと報告されている。自験例は消化器疾患既往や画像検査歴が無く動脈瘤形成機
序や増大速度は不明だが、腫瘍浸潤が破裂の原因と推測された。TAEは標準的な
isolationで難易度は高くなかったが、shock vital症例において救急初療医および各
科医師による迅速的確な診断および治療方針選択が救命に寄与したと思われる。

104（内）
内視鏡的に止血し得た傍乳頭憩室内のDieulafoy潰瘍の1例
1JA北海道厚生連　遠軽厚生病院　内科
○武藤　桃太郎1、本田　宗也1、武藤　瑞恵1、市來　一彦1、石川　千里1、
井上　充貴1

【はじめに】消化管憩室において十二指腸憩室の頻度は結腸に次いで高く、しばし
ば認められるが、憩室内潰瘍はまれである。今回傍乳頭憩室内の出血性潰瘍に対
し、内視鏡的に止血可能であった1例を経験したので報告する。【症例】79歳、男
性。2017年9月下旬に2回吐血し、当科受診となった。緊急上部消化管内視鏡検
査を施行したところ、食道、胃に出血源を指摘できず、十二指腸下行脚に傍乳頭巨
大憩室を認めた。憩室内の乳頭部近傍に長径5mmほどの浮腫性周堤を伴わない
浅い潰瘍を認め、潰瘍の中心部に露出血管を認めた。観察時出血はしていなかっ
た。Dieulafoy潰瘍と診断し、スコープを直視鏡から十二指腸スコープ（後方斜視）
に変更して、露出血管に対しHot biopsy鉗子で高周波凝固止血を施行した。処置
中、噴出性の出血を認めたが、出血性ショックを呈する事なく止血が得られ、処置
終了とした。第2病日の上部消化管内視鏡検査で止血を確認し、第5病日より食事
を開始した。Hbは第2病日で10.0g/dlまで低下したが、輸血を必要とせず、再出血
もなく第9病日に退院となった。尚、迅速ウレアーゼ試験は陰性であった。【考察】一
般に憩室出血やDieulafoy潰瘍に対する内視鏡的止血術はクリップ法がよい適応と
考えられている。しかし、十二指腸憩室はほとんどが筋層を欠く仮性憩室であり、ク
リップ後、穿孔や腹膜炎の合併症をきたしている報告例が散見される。また、乳頭
部に近い潰瘍は胆管の走行が近い場合があり、クリップにより医原性の胆道閉塞を
きたす可能性もある。今回我々は、高周波凝固法が有用であった傍乳頭憩室内の
Dieulafoy潰瘍を経験したので報告する。
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105（内）
vonoprazan関連胃粘膜変化と考えられた発赤の検討
1国立病院機構　函館病院　消化器科、
2国立病院機構　函館病院　病理診断科
○西村　友佑1、久保　公利1、間部　克裕1、加藤　元嗣1、木村　伯子2

【目的】proton pomp inhibitors（PPI）を内服している患者において、PPI関連胃
粘膜変化として、敷石状粘膜、胃底腺ポリープ、多発白色扁平隆起などの形態学
的変化が報告されている。一方、potassium-competitive acid blocker（P-CAB）
についてはまだ長期使用例が少ないためか、敷石状粘膜の報告があるのみである。
今回、我々はP-CABであるvonoprazan内服後に新規に出現した、あるいは内服
中止によって消失した発赤を「vonoprazan関連胃粘膜変化」と定義して、その特徴
について検討した。【方法】2016年1月から2017年12月までに当院で上部消化管
内視鏡検査（EGD）が施行された症例のうち、vonoprazan関連胃粘膜変化と考え
られた4症例について内視鏡学的、病理学的に検討した。【結果】4例の男女比
は3：1、平均年齢は72.5歳で、2例は逆流性食道炎、1例は胃粘膜下層剥離術

（ESD）、1例は食道癌に対するアルゴンプラズマ焼灼術（APC）後の潰瘍治療とし
てvonoprazanが投与された。H. pyloriは現感染1例、既感染2例、未感染1例で
あった。発赤の原因となりうるNSAIDsの内服や門脈圧亢進症は認めなかった。4
例ともvonoprazan内服開始前には発赤を認めず、最短で投与6週目には点状発赤
が出現していた。点状発赤の部位は胃体中部大弯が3例と最多であった。内服を中
止した2症例では、いずれも中止して約3か月後には点状発赤の消失を認めた。3例
で点状発赤部位からの生検を施行しているが、うち2例で壁細胞の高度な変性を認
めた。炎症細胞浸潤は3例に共通して認められた。【考察】vonoprazan関連胃粘
膜として点状発赤が出現することが明らかになったが、その機序、臨床上の影響に
ついては今後の検討が必要である。

106（内）
経口分子標的薬投与後に生じた消化管障害の2例
1函館五稜郭病院　消化器内科
○山川　司1、飯塚　尭1、平野　雄大1、横山　佳浩1、牛島　慶子1、
鈴木　亮1、岡　俊州1、笠原　薫1、小林　寿久1、矢和田　敦1

　近年では悪性腫瘍に対し様々な分子標的薬治療が適応となっている。特にマル
チチロシンキナーゼ阻害薬は腫瘍増殖や血管新生に関わるシグナル伝達を標的とし
治療効果を有する比較的新しい薬剤であり、従来の細胞障害性の抗癌剤とは異な
り、多種多様な合併症をきたすことが知られている。今回経口の分子標的薬治療
開始後に消化管障害を生じた2例を経験したので、文献的考察を加えて報告する。

【症例１】70歳代女性、甲状腺癌（肺転移）に対し当院外科で経口分子標的薬（レン
バチニブメシル酸塩）で治療中に心窩部痛の訴えがあり当科へ精査依頼となった。
上部消化管内視鏡検査で幽門輪から十二指腸下行部にかけて輪状襞に一致して
強い発赤と多発びらんを認めた。レンバチニブは一時的に休薬し、制酸薬、胃粘膜
保護薬を開始したところ症状は軽快したため、現在レンバチニブを減量して治療継続
中である。

【症例２】60歳代男性、右腎細胞癌（肺転移、副腎転移）に対し、当院泌尿器科
で経口分子標的薬（パゾパニブ塩酸塩）で治療中に強い心窩部痛、貧血の進行、
黒色便を認め、当科へ精査依頼となった。上部消化管内視鏡検査で胃角部、前
庭部に深掘れの潰瘍を認め入院加療の方針とした。パゾパニブを休薬して制酸薬
を開始したところ症状は軽快し、後日内視鏡検査を再検したが潰瘍は治癒傾向にあ
るものの再生上皮の形成に乏しく、非典型的な潰瘍の治癒像と考えられた。

107（消）
アキシチニブ投与中に胃穿孔をきたした転移性腎細胞癌の1例
1市立札幌病院　消化器内科
○村井　太一1、松田　千佳1、板谷　一史1、曽根　孝之1、藤田　弘之1、
小池　祐太1、遠藤　文菜1、佃　曜子1、小野　雄司1、中村　路夫1、
永坂　敦1、西川　秀司1

【はじめに】アキシチニブはマルチキナーゼを阻害する分子標的薬であり、転移性腎淡
明細胞癌における2次治療の選択肢として利用可能である。今回われわれはアキシチ
ニブ投与中に胃穿孔をきたした転移性腎淡明細胞癌の1例を経験したので報告する。

【症例】症例は80歳台、男性。右腎淡明細胞癌T3aN0M1（多発肺転移）に対し、
腹腔鏡下腎摘出術を施行し、約1か月後にインターフェロン-α製剤の投与が開始され
た。その3か月後に肺転移の増悪を認め、2次治療としてアキシチニブ投与が開始され
た。その後は奏効が得られていたがアキシチニブ投与開始5か月後に右季肋部痛を認
め、当科紹介となった。画像検査所見から胃幽門部付近に石灰化を伴った15mm大
の腫瘤とその辺縁に嚢胞様構造を認め、同部に限局した腹腔内遊離ガスと腹膜炎の
所見を認めたため、胃穿孔の臨床診断で当日緊急開腹手術を施行した。術中所見
では幽門部に大網や胆嚢、横行結腸が癒着しており限局した腹膜炎を認めたが、穿
孔部位の同定には至らず、最も癒着の強い幽門前庭部を含め幽門側胃切除術を施
行した。組織学的には、腫瘤は内部に骨化を伴った境界明瞭な球状を呈し、固有筋
層との連続性を認め、免疫染色態度から変性した平滑筋腫と考えられた。平滑筋腫
の周囲の嚢胞は出血を伴っており、周囲脂肪組織には高度の炎症を認めることから、
腹膜炎に伴う反応性変化と考えられた。穿孔部位の同定はできなかった。術後経過
は良好であったが、ご本人・ご家族の意向で以降の化学療法は行わない方針となり、
1年後に永眠された。

【考察】分子標的薬の合併症として消化管穿孔が知られているが、アキシチニブのみ
投与中に胃穿孔をきたした症例は検索した限り自験例が1例目である。医学中央誌で

「平滑筋腫　消化管穿孔」をキーワードとし1990年から2017年までの期間で検索した
ところ、平滑筋腫が胃穿孔をきたした報告はないことから、アキシチニブが平滑筋腫周
囲に影響を及ぼし胃穿孔に関与した可能性が高いと考えられた。

108（消）
当院におけるヘリコバクターピロリ除菌療法の変遷
1市立函館病院　消化器病センター　消化器内科
○大野　正芳1、北潟谷　隆1、霜田　佳彦1、伊藤　淳1、工藤　大樹1、
畑中　一映1、山本　義也1、成瀬　宏仁1

【背景・目的】2013年2月にヘリコバクターピロリ胃炎に対する除菌治療が保険収載
され、最近ではボノプラザンを用いた3剤による一次、二次除菌療法の有用性の報
告が散見される。当院におけるヘリコバクターピロリ除菌療法（以下HP除菌）の変遷
について後方視的に検討する。

【方法】2010年1月から2016年12月まで当院で施行されたHP除菌について、年毎
の除菌数、対象となる疾患名を検討した。除菌のレジメンに関しては従来のPPIとボ
ノプラザンの2群に分け、一次除菌成功率、二次除菌成功率を比較検討した。さら
に50歳以上と50歳以下の除菌成功率も比較検討した。

【結果】HP除菌は1273例施行されており、対象の平均年齢は61.5歳（13-92）、
男性719例、女性554例であった。除菌対象となった疾患は慢性胃炎929例、胃・
十二指腸潰瘍241例、早期胃癌治療後77例、他26例であった。2010 ～ 2012年
の3年間の平均除菌数は112例であったが、慢性胃炎に対する除菌が保険収載さ
れた2013年以降は平均235例と倍増していた。一次除菌成功率はPPI [ITT解析: 
72.0%（848/1177）, PP解析: 76.1%（848/1114）]であったのに対し、ボノプラ
ザン [ITT解析: 79.2%（76/96）, PP解析: 85.4%（76/89）]とPP解析において
有意にボノプラザンの除菌率が高かった（p=0.048）。二次除菌成功率はPPI [ITT
解析: 83.2%（188/226）, PP解析:84.3%（188/223）]、ボノプラザン [ITT解析: 
87.1%（27/31）: PP解析: 87.1%（27/31）]であり、有意差は認めなかった。50
歳以下と50歳以上の除菌率を比較したところ、PPIレジメンで50歳以下 [ITT解析: 
65.1%（155/238）, PP解析: 72.8% （155/213）,]、50歳以上[ITT解析: 73.8% 

（693/939）, PP解析: 76.9%（693/901）]とITT解析において50歳以下の除菌
率が低かった（p=0.008）。ボノプラザンレジメンでは有意差は認めなかった。

【結語】当院においてHP一次除菌成功率はボノプラザンレジメンで有意に高く、50歳
以下においては従来のPPIレジメンで有意に低かった。
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109（消）
当院循環器内科の急性期・慢性期におけるバイアスピリン処方
患者に対する併用胃薬は変化しているか
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
○武藤　修一1、桜井　健介1、佐々木　塁1、多谷　容子1、常松　聖司1、
松本　美桜1、馬場　麗1、塚本　祐己1、木村　宗士1

【背景】消化器病学会の消化性潰瘍ガイドラインにおいて、低用量アスピリンによる消
化性潰瘍・上部消化管出血の予防には酸分泌抑制薬が推奨されている。しかし、
消化器内科以外ではその意義は実感としてわかないため、酸分泌抑制薬が併用さ
れない事態も理解できることである。そこで、この数年間における当院の循環器内科
でPCIを行った患者で低用量アスピリンが処方された患者に、併用胃薬はどのような
変遷をたどっているか調査したいと考えた。また、外来で経過を見ている低用量アス
ピリン処方患者に対して、併用胃薬は処方されているのか検討を行った。【対象】対
象とした急性期の患者は、2012年から2016年までの10月から12月に当院の循環器
内科でPCIを行った患者（39人/3ヶ月から93人/3ヶ月）で低用量アスピリンを処方さ
れた患者。また、慢性期の患者は、2017年の11/16から11/22の１週間、循環器
内科外来に受診した患者の中でバイアスピリンを処方された134人。【結果】急性期
患者でPPIもしくはボノプラザンを処方された患者の割合は、2012年は59%に対し、
2016年は72.9%と上昇していた。外来患者は、現在60.4%に酸分泌抑制薬が処
方されていた。【考察】胃薬処方がされていない患者は急性期では11%、外来では
22%見られている。認知症や腸内フローラの変化など、酸分泌薬の影の合併症につ
いて昨今報告が相次いでいるのも一因と考えるが、当院の循環器内科では、酸分
泌薬併用が思うほどに増えていない現状が認識された。

110（消）
当院におけるNSAIDs処方患者に対する併用胃薬の検討
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
○武藤　修一1、桜井　健介1、佐々木　塁1、多谷　容子1、常松　聖司1、
松本　美桜1、馬場　麗1、塚本　祐己1、木村　宗士1

【背景】消化器病学会の消化性潰瘍ガイドラインにおいて、NSAIDsによる消化性潰
瘍・上部消化管出血の予防において、潰瘍リスクのない患者には酸分泌抑制薬や
ミソプロストール、レバミピドが推奨されている。高齢や潰瘍歴などリスクのある患者に
対しては酸分泌抑制薬もしくはミソプロストールが推奨される。そもそも、NSAIDs投薬
についてはCOX２阻害薬が推奨されている。それでは当院ではNSAIDs処方時に
どのような薬が処方されているのか調査を行った。【対象】2017年11/16から11/22
の1週間に、当院で処方されたセレコキシブの処方数と一番処方されるロキソプロフェ
ンとの処方数の比較を行った。ロキソプロフェンは、併用胃薬がどのようなものがあっ
たか検討した。また頻繁に胃薬を処方する内科系と外科系でその違いがあるのかも
検討した。【結果】この期間でのセレコキシブ処方数は2329錠、ロキソプロフェンは
4469錠であった。ロキソプロフェンの併用胃薬は、内科系では69人に対し酸分泌抑
制薬が62.3%、粘膜保護薬は14.5%であった。外科系では94人に対し酸分泌抑制
薬が23.4%、粘膜保護薬は50.0%であった。【考察】セレコキシブの処方数は、まだ
ロキソプロフェンの半分という状態であった。ロキソプロフェンに対しては、高齢などの
危険因子を１つ以上もつ患者に対しても、胃薬処方に変化は見られておらず、胃薬
を併用する医師の処方習慣は変容しないことが推察された。

111（消）
アンケートと実際の処方数から考察される当院医師の胃薬の処
方傾向
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
○武藤　修一1、桜井　健介1、佐々木　塁1、多谷　容子1、常松　聖司1、
松本　美桜1、馬場　麗1、塚本　祐己1、木村　宗士1

【背景】我々の行った医師へのアンケートでは、胃薬は使い慣れていないとその胃薬
は処方しずらいという意見が見られていた。NSAIDsや低用量アスピリンの併用胃薬
が酸分泌抑制薬を処方しない理由を知りたいと考えた。また、外科系と内科系では
処方内容に偏りがあるように思えたため、実際の処方内容を調査した。【対象】2015
年11月、2016年11月、2017年11月の内科系と外科系の医師のボノプラザンとエソメ
プラゾールとファモチジン、レバミピドの推移について検討した。2017年3月に医師向
けにNSAIDs処方患者に対する併用胃薬を選ぶアンケートを行い、内科系医師と外
科系医師の処方に傾向があるか比較した。【結果】新薬のボノプラザンは、特に内科
系医師で処方が増えていた。エソメプラゾールとファモチジンは内科でも外科でも若
干減少していた。レバミピドはほとんど変化なく、2017年には内科系医師で若干増加
していた。NSAIDs処方患者に対する併用胃薬のアンケートでは、内科系医師も外
科系医師も消化性潰瘍の危険因子がふえていくと胃薬の変更やNSAIDsをセレコキ
シブやアセトアミノフェンを選ぶ傾向が強くなった。【考察】胃薬処方に関しては、独自
のやり方を作り上げており、消化性潰瘍のガイドラインの発刊後も本来必要な予防薬
にたいする標準化は見られていない。しかし、アンケート結果では危険因子が増える
と処方に変容が見られることから、今後もしつこく繰り返し予防薬としての胃薬を啓発
していく必要があることを再認識した。

112（消）
精索転移を認めた膵尾部癌の一例
1市立札幌病院　消化器内科
○千葉　慶宣1、小池　祐太1、村井　太一1、松田　千佳1、板谷　一史1、
曽根　孝之1、藤田　弘之1、佃　曜子1、遠藤　文菜1、小野　雄司1、
中村　路夫1、永坂　敦1、西川　秀司1

【症例】80歳代，男性．【主訴】下腹部痛
【現病歴】左精索腫脹を自覚され前医を受診された．精索腫瘍が疑われ，高位左
精巣摘出術が施行された．病理検査で転移性精索腫瘍と診断され，その後に施行
された腹部CT検査で，膵尾部に80mm大の膵癌と腹腔内に播種を疑う多数の軟
部結節が認められた．膵癌にEUS-FNAが施行されたところ，粘液を豊富に有する
adenocarcinomaの所見が認められ，膵粘液癌の可能性が示唆された．精索腫瘍は
膵癌と同様の病理像を呈しており，膵癌の精索転移と診断された．膵癌の治療とし
て化学療法の選択肢が提示されたが，本人が希望されず，現在無治療で経過観察
中である．

【考察】膵癌を原発巣とする転移性精索腫瘍は，医学中央誌で1963年から現在まで
の「膵癌」「精索」「転移」をキーワードに検索すると15例の報告が認められた．過
去に報告された15例を検討したところ，初診時の平均年齢は65.8歳，組織型は全例
において腺癌，原発部位は膵尾部に多い傾向があり，精索転移は右側が多い傾向
が認められた．また，多くの症例が精索摘出術後に化学療法が導入されることなく無
治療で経過観察となっていた．長期生存例を除く全生存期間は診断から平均7.6カ
月であった．本症例は組織型が腺癌である点，膵尾部を原発とする点は過去の報告
の傾向と一致していたが，精索転移が左側に発生した点は過去の報告の傾向と一
致しなかった．膵癌を原発巣とする転移性精索腫瘍は稀な疾患であり，治療方針の
確立には今後更なる症例の蓄積が必要とされる．
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113（消）
併存する嚢胞内に進展を来し、嚢胞状肝転移を来した膵尾部
癌の1例
1伊達赤十字病院　消化器科、2伊達赤十字病院　外科、
3伊達赤十字病院　内科、
4札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座・血液内科学
○山内　夏未1、久居　弘幸1、櫻井　環1、小柴　裕1、佐藤　正文2、
行部　洋2、川崎　亮輔2、吉田　直文2、宮崎　悦3、飴田　咲貴4

通常型膵癌の約8%に嚢胞性病変が併存するとされ、その嚢胞性病変には拡張した癌性腺管や腫瘍の嚢胞
変性、貯留嚢胞、腫瘍随伴性膵炎に伴う仮性嚢胞などがあり、悪性化したIPMN、MCNなどの嚢胞性膵
疾患との鑑別も必要になる。さらに、嚢胞状肝転移は転移性肝腫瘍の2 ～ 4%に認められるが、膵癌での報
告はまれである。今回、併存する嚢胞内に進展を来し、さらに嚢胞状肝転移を来した膵部癌の1例を経験し
たので、報告する。
症例は67歳、男性。前医通院中、CA19-9の著明な上昇を認めたため、平成27年12月当科紹介受診。
CTで膵尾部腫瘤を認め、精査目的に入院となった。CTおよびEUSでは膵尾部に2cm大の増強効果に乏し
い充実性腫瘤とその尾側に6cm大の嚢胞性病変を認めた。腫瘍マーカーでは、CEA 6.7ng/ml 、CA19-9 
4209 U/ml、DUPAN-II 4154U/mlと著明高値であった。充実性性腫瘤に対しEUS-FNAを施行し、腺癌
と診断された。
平成28年1月に尾側膵切除、横行結腸・胃部分切除術を施行。病理では、Invasive ductal adenocarcinoma, 
wel, Pt, pTS2 （23mm）, infiltrative and cystic type, pT2, int, INFb, ly0, v0, ne0, mpd （-）, pT2, 
pCH0, pDUX, pS0, pRP0, pPV0, pA0, pPL0, pOO0, pPCM0, pBCMX, pDPM0, R0, pN0 （0/10）, 
CY0, M0 TNM分類 （JPS 7th /UICC 7th）: pT2 pN0 M0 Stage IIA /pT2 pN0 M0 Stage IIであった。
切除2か月後に肝S3に25mmの腫瘤を認め、肝生検を施行し、膵癌の肝転移の診断となり、mFOLFIRNOX
療法を開始し、2コース目終了後のCTで肝外側区被膜下に嚢胞性病変を認め、経過観察としたが、4コース
施行後の7月にCTを再検したところ肝S3にも嚢胞性病変を認めた。7月に9cm大の外側区被膜下の嚢胞性
病変に対し、EUS下ドレナージを施行し、細胞診でclass V （腺癌）であり、膵癌の転移と診断された。8月に
S3の6cmの嚢胞性病変に対してもEUS下ドレナージ施行し、細胞診でclass V （腺癌）であった。その後、二
次治療としてNab-paclitaxel＋gemcitabine療法を施行するも、腹膜播種による直腸狭窄、腹水貯留が出現
し、手術より11カ月後に永眠された。

114（内）
胆管癌を合併した自己免疫性膵炎の一例
1札幌厚生病院　消化器内科（胆膵内科）
○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、推井　大雄1

【はじめに】自己免疫性膵炎（AIP : autoimmune pancreatitis ）はIgG4関連硬化
性胆管炎（ IgG4-SC : IgG4-related　sclerossclerosing cholangitis ）などによる
胆管狭窄を高率に合併し、しばしば閉塞性黄疸を呈し、胆管癌との鑑別が必要と
なることがある。今回、胆管癌を合併した自己免疫性膵炎を経験したので報告する。

【症例】70歳代の男性。近医で血糖コントロールの悪化、肝機能障害、胆管拡張
を指摘され、当科紹介となった。CTでは軽度の膵腫大、下部胆管の狭窄と上流
胆管の拡張、狭窄部の胆管壁の造影増強効果を認めた。ERCPでは膵管狭細像
を認めた。IｇG4 710mg/dlと高値を認め、自己免疫性膵炎と診断した。ERCPの
際の下部胆管からの生検でAdenocarcinomaと診断された。超音波内視鏡では胆
管、胆嚢内に胆泥を認めるが、狭窄部より上流側の胆管壁肥厚は認めなかった。
自己免疫性膵炎に合併した下部胆管癌と考え、まずプレドニゾロン（PSL）30mg/日
を開始した。投与開始10週後にPSL 5mg/日まで減量、CT、MRIで膵炎所見の
改善、胆管狭窄の改善を確認した。その後当院外科で亜全胃温存膵頭十二指腸
切除を施行した。病理所見はpTis, pN0, M0, Stgae 0 であった。【考察】肝外胆
管癌を合併したAIPの報告は本症例を含め7例あり、いずれも中高年男性であった。
7例中6例で外科手術が施行されていた。胆管癌の発症時期はAIPと同時が5例、
3か月後1例、3年6か月後1例であった。胆管癌とAIPの合併は比較的まれではある
が、胆管癌の合併も考慮し、可能であれば生検等を行い確定診断を行うべきと考え
られた。

115（消）
膵原発悪性リンパ腫の一例
1製鉄記念室蘭病院　消化器内科・血液腫瘍内科、
2札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座、血液内科学、
3製鉄記念室蘭病院　病理臨床検査室
○村松　丈児1、小野　道洋1、佐賀　潤也1、柴田　敬典1、山田　充子1、
安部　智之1、黒田　裕行1、藤井　重之1、前田　征洋1、渡邊　晃一2、
佐藤　昌則2、藤田　美莉3

膵原発悪性リンパ腫は悪性リンパ腫の0.6 ～ 2.2%と頻度が低く、日常診療で経験することは稀で
ある。今回我々は、画像上膵癌としても矛盾しない膵頭部腫瘤に対して悪性リンパ腫を鑑別に
精査を進め、最終的にEUS-FNAで確定診断に至ることができた膵原発悪性リンパ腫を経験し
たので報告する。【症例】65歳男性【主訴】なし【既往歴】結核性脊椎炎（9歳）【飲酒歴】ビー
ル350ml/日を25年【喫煙歴】なし【現病歴】高血圧と糖尿病のため近医に通院中であったが、スク
リーニング目的の腹部エコー検査で膵腫瘤を疑われたため、当科紹介となった。【経過】腹部エ
コー検査では膵頭部に2cm強の低エコー腫瘤と尾側主膵管の拡張を認め、膵頭部周囲のリンパ
節は10～20mmと腫大していた。CTでは膵頭部に遅延性にわずかに造影される境界不明瞭な
領域として認識され、その尾側の主膵管は拡張していた。また、膵周囲の他に頚部、腋窩、縦
郭リンパ節も10mm大に腫大していた。MRCPでは膵体部でMPDが途絶し、尾側主膵管の拡張
を認めていた。MPDが途絶している部位はT1でやや低信号、T2でやや高信号となる境界不明
瞭な領域として認識され、軽度の拡散障害を認めていた。以上の所見は膵癌のリンパ節転移とし
ても矛盾しないと思われたが、CEAとCA19-9が正常であったため、悪性リンパ腫を念頭にsIL-
2Rを採取したところ1090U/mlと高値であった。PETでも膵頭部病変と頚部、腋窩、縦郭、膵
周囲リンパ節にFDGの取り込みが認めたことから、膵原発悪性リンパ腫や、膵癌と悪性リンパ腫
の併存の可能性も否定できないと判断し、膵頭部病変とリンパ節それぞれからEUS-FNAを施行
した。EUSでは膵頭部病変は25mm大の境界明瞭な円形の低エコー腫瘤として、リンパ節は円
形の低エコーとして認識された。膵周囲のリンパ節2か所と膵頭部病変に対して、それぞれ22G針

（EZ shot 3）で穿刺したところ、いずれも中型～大型の異形リンパ球が確認され、免疫染色で
CD20（+）、CD10（+）、CD3（-）、CD5（-）、bcl-2（-）であった。フローサイトメトリーでも単
クローン性が確認され、総合的に膵原発Diffuse Large B Cell Lymphomaと診断した。

116（消）
上部消化管内視鏡検査で胆管穿孔・急性膵炎を繰り返す家
族性大腸腺腫症の1例
1札幌厚生病院　第2消化器内科
○推井　大雄1、畑山　加奈1、北川　翔1、奥　大樹1、岡村　圭也1、
平山　敦1、長川　達哉1、宮川　宏之1

【症例】65歳、男性【主訴】上腹部痛【既往歴】30歳で家族性大腸腺腫症（FAP）
により回腸直腸吻合術（IRA）を施行。63歳で十二指腸乳頭部癌により幽門輪温
存膵頭十二指腸切除（PPPD）を施行。【家族歴】特記すべき事項なし。【現病歴】
X-2年8月に十二指腸乳頭部癌の診断でPPPDを施行され経過観察中であった。
食事摂取後に腹満感や上腹部痛を認めることもあったが血液検査では特記すべき
異常は認めていなかった。X年8月に黒色便と上腹部痛を認め来院した。上部消化
管内視鏡検査（EGD）を施行し十二指腸吻合部潰瘍（A1 stage）を認め止血処置
を施行した。それより4日後に再度EGDを行い出血がないことを確認し退院となった。
退院から2日後に上腹部痛が出現し救急外来を受診した。血液検査では膵酵素の
上昇を認め、急性膵炎が疑われ腹部造影CTを施行した。左葉肝表面の肝被膜下
にfree airを認め末梢胆管枝の穿孔及び急性膵炎の所見を認め、入院となった。
絶食補液管理、抗生剤投与により症状は改善し第10病日に退院となった。X年10
月に胃潰瘍評価目的のためEGDを施行した。潰瘍の瘢痕化を確認し短時間で検査
は終了した。EGDから2日後に上腹部痛が出現し救急外来を受診した。血液検査や
腹部造影CTでは前回と同様の結果で急性膵炎の診断となり入院となった。絶食補
液管理、抗生剤投与により症状は改善し退院となった。【考察】EGD施行後に胆
管穿孔、急性膵炎を繰り返す症例である。十二指腸乳頭部癌でPPPD、FAPで
IRAが施行されており、EGDによる送気が空腸内に貯留し腸管内圧が容易に上昇
しやすい状況であり、胆管穿孔と急性膵炎が発症すると考えられた。今後も同様に
繰り返す可能性がありEGD時の対応や食事への注意が必要であると考えられた。
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117（消）
急性膵炎治療中に劇症1型糖尿病を発症した1例
1JA北海道厚生連旭川厚生病院　消化器科
○内海　辰哉1、田中　一之1、河本　徹1、藤永　明裕1、佐藤　智信1、
後藤　充1、田邊　裕貴1、斎藤　義徳1、柳川　伸幸1

症例は34歳，男性．3日前からの発熱と心窩部痛を主訴に当科を受診され，血液検
査にて膵酵素の上昇とCTにて前腎傍腔までの脂肪識濃度上昇を認め，急性膵炎
の診断にて入院となった．常習飲酒の既往や胆石の所見はなく，特発性膵炎と考え，
輸液，蛋白分解酵素阻害薬投与，抗生剤投与にて加療開始し，第2病日には症状
はすみやかな改善が得られた．しかし，第4病日に腹痛再燃と倦怠感・口渇が出現し，
血液検査にて膵酵素の再上昇および空腹時血糖1179mg/dlと急激な上昇，尿ケト
ン陽性・動脈血液ガス分析にて代謝性アシドーシス（pH 7.007，HCO3- 9.8mmol/l）
の所見を認め，糖尿病性ケトアシドーシス（DKA）と診断した．補液および速効型インス
リン持続静注にて血糖値および全身状態の改善が得られたが，尿中Cペプチド0.04
μg/dayであったこと，入院時の血液検査では随時血糖158mg/dl，HbA1c 5.5%と
糖尿病の所見を認めていなかったこと，抗GAD抗体などの膵島関連自己抗体が陰
性であったことから劇症型1型糖尿病との診断に至った．その後は膵炎の悪化なく経
過し，1型糖尿病に対してインスリン療法を導入し，第32病日に退院となった．劇症1
型糖尿病はほとんどの症例で発症時に何らかの血中膵外分泌酵素が上昇するとい
われているが，通常は軽度にとどまり，膵炎様の腹部症状が出現したり，CTにて膵
炎の所見をきたすことは一般的ではない．これまでに明らかな急性膵炎発症後に急
激なインスリン欠乏から1型糖尿病を発症した症例の報告も散見され，原因として共通
したウイルスの先行感染の関与の可能性も指摘されているが、詳細は未だ不明のま
まである．急性膵炎に伴い一過性の血糖コントロール悪化をきたすケースはよくあるが，
今症例のように劇症1型糖尿病およびDKAを発症した場合は，病態把握の遅延によ
り致死的な経過をたどる可能性もあるため，急性膵炎治療中は血糖値のモニタリング
および急激な血糖上昇を来した場合には早期の病態把握・初期治療に留意する必
要があると考えられる．

118（消）
経鼻膵管ドレナージが奏効した慢性膵炎に伴う膵性腹水の1例
1斗南病院　消化器内科
○白鳥　翔也1、岡川　泰1、吉田　将大1、森田　康太郎1、庵原　秀之1、
大岩　修太郎1、得地　果穂1、藤井　亮爾1、皆川　武慶1、住吉　徹哉1、
平山　眞章1、近藤　仁1

症例は70歳代、男性。2017年8月より腹部膨満あり前医を受診、精査目的に当
科紹介入院となった。身体所見では腹部膨満は認めるものの、腹部圧痛は軽度で
あった。血液検査では膵酵素の上昇と軽度の炎症反応上昇を認めた。腹部CTで
は大量の腹水貯留と主膵管拡張および多数の膵石を認めた。MRCP、超音波内
視鏡検査では、主膵管の拡張と膵石、および尾側膵管に破綻が疑われる部位を
認めた。腹水穿刺を施行したところ、性状は血性であり、腹水中のアミラーゼおよび
蛋白濃度が高値であった。膵性腹水の可能性を考慮し、ERCPを施行したところ、
膵管造影にて主膵管から膵外への造影剤の漏出を認めた。膵石に伴う膵管内圧
上昇により膵管が破綻し膵液が漏出したものと考えられ、減圧を目的にENPD tube
を留置した。自覚症状は数日で軽快し、1週間後に施行したCTでは腹水の消失を
認めた。ENPD tubeからの主膵管造影では、腹腔内への漏出は消失しており、膵
管破綻部は閉鎖したものと考えられた。後日、内視鏡的に膵石を除去し、外来にて
経過観察中であるが、現在まで腹水の再燃は認めていない。膵性腹水は膵液が腹
腔内に直接漏出することに起因する腹水貯留状態と定義されている。腹水中のアミ
ラーゼ高値、蛋白濃度高値で疑い、実際にERCPなどによって内膵液瘻を証明す
ることで確定診断となる。アルコール性慢性膵炎を基礎疾患にするものが多く、半数
以上は疼痛を伴わない腹部膨満が主訴である。治療については、保存的治療や手
術治療が奏効した報告もあるが、近年では内視鏡的膵管ドレナージが有用とする報
告が散見される。膵性腹水は日常診療において遭遇する機会は比較的稀であるが、
腹水の原因の一つとして鑑別が必要な疾患であり、文献的考察を含め報告する。

119（消）
急性膵炎後Walled-off necrosisに対する内視鏡的ネクロセクト
ミーの治療成績
1手稲渓仁会病院
○田中　一成1、矢根　圭1、潟沼　朗生1、宇都宮　蘭1、瀧川　有記子1、
小林　陽介1、小松　直広1、遠藤　壮登1、永井　一正1、金　俊文1、
林　毅1、高橋　邦幸1、真口　宏介1

【背景】急性膵炎後の膵局所合併症としてみられるWalled-off necrosis （WON）の
治療法として内視鏡的ネクロセクトミー（EN）の有用性が報告されている。当院におけ
るENの治療成績を検討する。【対象】2011年1月から2017年9月までに当センターで
診療したWON 37例中、ENを施行した9例を対象とした。年齢中央値は64歳（43-
79）、男女比 6：3、急性膵炎の成因はアルコール 4、ERCP 3、胆石 2であった。
当院では抗菌薬投与による保存的治療で軽快しないWONに対する治療として超音
波内視鏡（EUS）下ドレナージを行い、効果不十分な場合にENを追加している。手
技的成功はWON内へのスコープ挿入が可能であった場合と定義し、臨床的成功は
WONの縮小および臨床症状の改善が得られた場合と定義した。【検討項目】 （1）
WONの長径、形態、進展度、（2）ENの手技内容、手技的・臨床的成功率、（3） 
有害事象、（4） 臨床経過【成績】（1） 長径 151mm（79-221）、形態は全例多房
性であり、膵頭部周囲までの進展あり/なし 5/4、骨盤腔までの進展あり/なし 3/6で
あった。（2）WON診断日からEN施行までの日数は16日（7-52）、初回ドレナージか
らEN施行までの日数は9日（7-18）、施行回数は6回（1-12）であり、手技成功率は
100％（9/9）、臨床的成功率は67％（6/9）であった。（3） EN施行中の有害事象
として３例で出血、１例で脳梗塞を認めた。出血の1例は手技中に活動性出血を認
め、TAEで止血困難であり開腹止血術で止血された。2例はENとの直接の関連は
不明であり膵炎の経過に伴う出血と思われた。脳梗塞とENの関連は不明であった。

（4） 3例（33％）が死亡し、全例が膵頭部周囲および骨盤腔まで炎症が及び、経過
中に出血を伴っていた。【結語】WONに対するENの臨床的成功率は67％とやや不
十分であった。広範囲に進展している症例や経過中に出血を生じた症例ではENによ
る臨床的改善が得られにくく、外科治療のタイミングなど今後の検討を要する。

120（消）
脾仮性動脈瘤の膵管内穿破の1例
1JCHO北海道病院　消化器センター
○河瀬　悠希1、小泉　忠史1、青山　慶哉1、池田　明洋1、馬場　英1、
定岡　邦昌1、古家　乾1

【症例】50歳代男性【主訴】貧血、黒色便【病歴】X－3ヶ月頃から腎機能低下精査
目的に当院腎臓内科へ通院。X－1ヶ月にはHb 11.4 mg/dLであったが、X－7日には
8.9 mg/dLと貧血の進行を認めた。X日には5.5mg/dLと貧血が進行し、血圧低下も
認められたため同日当科紹介、緊急入院となった。【身体所見】BP 73/51mmHg。
眼瞼結膜蒼白、腹部圧痛なし。【既往歴】慢性膵炎、胃潰瘍。【生活歴】ウイスキー
360ml/日の飲酒歴あり。【経過】上部消化管内視鏡では十二指腸に凝血塊を認め
た。十二指腸乳頭から暗赤色の凝血塊が排出されていたが、活動性の出血はな
かった。他に出血源となる病変は認めなかった。CTでは8mm大の脾動脈瘤と膵体
部に膵管の拡張を伴った28mm大の低吸収域を認めた。明らかなextravasationは認
めないも、慢性膵炎急性増悪に起因する膵仮性嚢胞形成、脾仮性動脈瘤の膵管
内穿破の可能性が高いと考えられた。同日緊急で血管造影を行い脾動脈瘤に対し
てコイル塞栓術を施行した。術後の経過は良好で第17病日で退院となったが、退院
51日後に再出血のため入院し、手術の方針となった。【考察】膵管出血hemosuccus 
pancreatitis（以下HP）は膵管から乳頭経由に血液を排出する稀な消化管出血の
鑑別疾患である。慢性膵炎に起因するHPの発症機序としては、1.膵仮性嚢胞が周
囲の動脈や膵管と交通し発症する場合、2.嚢胞壁由来の出血が膵管と交通し発症
する場合、3.膵周囲の動脈瘤が膵管と交通し発症する場合がある。診断はVater乳
頭からの血液排出や、腹部血管造影による動脈瘤、血管外漏出像を確認すること
が有用である。医学中央雑誌にて「hemosuccus pancreatitis」で検索した183件のう
ち、症例の詳細が得られた52例において、年齢は31歳～ 90歳（平均59歳）、男性
は42例（80%）、乳頭に出血が認められたのは34例（65%）、IVRで治療されたのは
21例（40%）であり、IVR後再出血は3例報告があった。IVRは血管造影に引き続い
て施行可能で奏効率も高く、治療の第一選択となるが、一時的に奏功しても再出血
の可能性があるためコイル塞栓後十分な経過観察が必要と考えられる。
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121（消）
緊急TAEで救命し得た肝動脈瘤十二指腸瘻の1例
1KKR札幌医療センター　消化器内科
○松原　悠1、関　英幸1、山口　巧1、松薗　絵美1、曽我部　進1、
菅井　望1、藤田　淳1、鈴木　潤一1

　症例は90代男性．他院で約10年前に無症状の肝動脈瘤をコイル塞栓され，以後
状態は安定していた．20XX年某月，朝から多量の下血によるショックで，近医より紹
介搬送された．来院時の意識は清明であったが，ショックバイタルを呈しており，採血
検査でHb 7.8g/dlと著明な貧血を認めていた．胸腹部造影CTを撮像したところ，コ
イル塞栓治療後の肝動脈瘤の変形と増大を認め，胃内に多量の血腫を確認した．瘤
と十二指腸は接しており，状況から肝動脈瘤十二指腸瘻を疑い，内視鏡検査先行
による多量出血のリスクやtime lossを考え，緊急TAEを優先した．腹部血管造影で
左肝動脈域に動脈瘤を確認し，動脈瘤は血腫でsealingされていたため，消化管と
腹腔内へのextravasationは認めなかった．動脈瘤への血流を遮断する目的で近位
側と遠位側をcoilingし，最終的に腹腔動脈からの造影で動脈瘤が描出されないこと
を確認し，処置終了とした．術後は再出血を起こさず，貧血も輸血で改善した．状態
の安定を確認し，後日上部消化管内視鏡検査を施行したところ，十二指腸球部に動
脈瘤と考えられる粘膜下隆起を認め，頂部に血液の付着したfistulaを確認した．他
に明らかな出血源を認めず，本例は肝動脈瘤十二指腸瘻による消化管出血であっ
たと診断した．　肝動脈瘤は比較的稀な疾患とされているが，近年画像技術の向上
から報告は増加傾向にある．原因の大部分が外傷性・医原性であり，非医原性の
肝動脈瘤は少なく，ほとんどが無症状で破裂によって発見される．破裂例では腹腔
内が43%，胆道系が41%と多く，胃・十二指腸への破裂は11％とされる．医学中央
雑誌では「肝動脈瘤」と「消化管出血」で検索したところ，会議録を除いて10例が報
告されている．そのうち手術後の発症を疑われる症例が8例と最多であり，本例のよう
に塞栓治療後の再発例は認めなかった．消化管への穿通は7例であり，診断に要し
たモダリティは腹部造影CTと腹部血管造影が各々4例で最多であった．なお8例が
TAEで治療されている．これらの症例と自験例を検討し報告する．

122（内）
巨木型食道静脈瘤の２例
1札幌厚生病院　消化器内科（肝臓内科）
○木村　睦海1、巽　亮二1、山口　将功1、荒川　智宏1、中島　知明1、
桑田　靖昭1、小関　至1、大村　卓味1、髭　修平1、狩野　吉康1、
豊田　成司1

巨木型の食道静脈瘤の治療は、その高度な静脈瘤形態や複雑な血行動態から治療に
難渋する例がみられる。２例の巨木型食道静脈瘤に対する治療を経験したため報告する。

【症例１】8X歳女性。非B非C肝硬変。Child 5点。201X年8月に左胃静脈を供血路と
する巨木型の食道静脈瘤（LsF2CbRC2）を認めた。治療として内視鏡的静脈瘤硬化療
法を選択。静脈瘤を穿刺し造影剤を注入したが造影剤の停滞はみられず、無水エタノー
ルを先行して注入した。注入後の疼痛もあり安定した穿刺・注入は難渋した。次に5%EOI
を注入したところ血管内注入・停滞（１分弱）が得られた。翌週の観察で前週に治療した静
脈瘤は形態縮小が認められ、他の静脈瘤への追加穿刺にてEOIの血管内注入・停滞（５
分以上）が得られた。2か月後の観察で食道静脈瘤はF1まで縮小し、EOIによる追加の
硬化療法と結紮療法にて静脈瘤を消退させることに成功した。【症例２】7X才男性。アル
コール性肝硬変。Child 8点。201X年8月に左胃静脈を供血路とする巨木型の食道静脈
瘤（LsF3CbRC2）を噴門部直上に認め、EUS上は直径1cm超とsizeが極端に大きく、孤
立性の胃穹窿部静脈瘤に匹敵する形態であった。治療として5%EOIでの内視鏡的硬化
療法は、EOを停滞させるために無水エタノールや結紮療法を併用しても難渋すると考えら
れた。また抜針後出血に対する止血も安全性が疑問視された。ヒストアクリルを使用した硬
化療法は適応外使用と安全性が問題であった。また、先んじて無用に静脈瘤や側副血行
路に治療変化を与えることは、IVR治療をのちに選択した場合に障害になると考えられた。
そこで先行してIVR治療を行う方針となり、奇静脈系経由のBRTO、経皮経肝的もしくは
経皮経脾的なPTO（PTS）等が検討され、侵襲性も勘案してBRTOを選択。鎖骨下静
脈経由で奇静脈に合流する排血路へマイクロカテーテルを挿管。食道内腔の静脈瘤内を
下行し噴門部直上まで進め（蠕動・蛇行で難渋）、バルーンカテーテルでの閉塞も併用して
foamのEOIを注入、１～２分の停滞が得られた。治療後のCT、E（CD）USにて食道
静脈瘤の血栓性閉塞が確認され治療は奏功した。文献的検索を加えて報告する。

123（消）
アルコール性肝硬変に伴うシャント型肝性脳症に対しB-RTOが
著効した1例
1医療法人　菊郷会　札幌センチュリー病院　消化器科、
2小樽掖済会病院　消化器科
○町田　卓郎1、河上　純彦1、嘉成　悠介2、藤田　朋紀2、勝木　伸一2

＜はじめに＞肝硬変などによる門脈圧亢進症は、難治性腹水、食道・胃静脈瘤の
形成の他に、門脈大循環シャントを形成し肝性脳症の原因となる。シャント型肝性脳
症は薬物治療に難渋することが多く、IVR治療が著効することが多い。今回、我々は
シャント型肝性脳症に対してB-RTOを施行し著効した1例を経験したので報告する。
＜症例＞65歳男性。40歳時より飲食店を経営し、大量飲酒歴がある。平成29年6
月、発熱にて近医受診。糖尿病、肝腫瘍を認め前医へ紹介入院となった。精査
にて肝臓S7に25mm大のHCC、食道静脈瘤、脾腎シャントを認めた。7月より肝性
脳症が出現。各種経口剤ではコントロールが不良であり、当院入院までの3か月に渡
り、連日アミノレバン1000mlの投与を要する状況となった。肝性脳症に伴う意識障
害、不穏状態も出現し、10月に当院へ紹介入院。シャント型肝性脳症＋αが原因と
考え、B-RTOを施行した。シャント閉鎖後アンモニア値が低下しても不穏状態が持続
したため、前医へ転院。転院後、不穏行動は改善し、肝性脳症もコントロール可能
となったため、外来加療となった。当院入院時、HCCは自然退縮していた。＜考
察＞門脈大循環シャントに対するシャント閉鎖術はシャント型肝性脳症に対して有用と
考えられた。

124（消）
肝静脈へのearly venous returnの所見により術前診断に
至った肝血管筋脂肪腫の一例
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札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座　血液内科学、
4北海道大学大学院医学研究院　分子病理学教室
○大森　銀治1、奥田　敏徳1、渡辺　大地1、石塚　理恵1、小野山　直輝1,3、
坂野　浩也1,3、今川　貴之1,3、山田　尚太1、南　伸弥1、佐藤　健2,3、
吉田　正宏2,3、蟹澤　祐司2、外丸　詩野4

症例は48歳女性。近医より肝腫瘤精査目的に当科紹介となった。既往歴なし。内
服薬なく、経口避妊薬の使用およびホルモン療法の既往なし。飲酒、喫煙歴なし。
背景肝はHCV抗体陰性、HBs抗原およびHBc抗体陰性、肝硬変所見なし。血液
検査では炎症所見含め特記すべき所見なし。腫瘍マーカーはCEA、CA19-9、AFP
およびPIVKAIIは基準値内であった。腹部エコーで肝S6/7に85mm大の高エコー
腫瘤が存在し、境界明瞭で明らかな被膜形成なく、内部不均一でエコーの減衰を認
める。CT検査では境界明瞭、厚い被膜は認めず分様状傾向を示し、腫瘤内部は
単純CTで明瞭な低吸収を認め、脂肪成分の含有が示唆された。また、動脈優位
相で不整に拡張した動脈構造を認め、さらに腫瘤より連続する肝静脈への早期流出

（early venous return）を認めた。EOB-MRIでは造影の程度はCT所見と同様で
はあるが、肝細胞相で低信号ではあるがやや染まりがあるように描出された。腹部血
管造影では、腫瘤は肝動脈から供血され、腫瘤から直接静脈へドレナージされる所
見を認めた。肝細胞癌が鑑別となるが巨大な腫瘤であるにもかかわらず腫瘍マーカー
の上昇がないこと脂肪成分が粗大すぎることから考えにくく、early venous returnの
所見から第一に肝血管筋脂肪腫（AML）を疑った。大きな腫瘤であり悪性化および
破裂のリスクがあることを説明し、手術を希望された。病理結果は、被膜は不明瞭で
薄い被膜様の変化はごく一部に観察された。全体に壊死が高度な病変であり、脂
肪成分が豊富な腫瘤で類上皮細胞が増生しており、免疫染色HMB-45陽性で肝
血管筋脂肪腫と診断された。early venous returnの所見からAMLと術前診断し得
た症例を経験した。文献的考察を加えて報告する。
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125（消）
破裂で発見されたVp3肝細胞癌に対してTAE後に二期的肝
切除と術中RFAを施行した1例
1製鉄記念室蘭病院　放射線科、2製鉄記念室蘭病院　消化器･血液腫瘍内科、
3製鉄記念室蘭病院　外科、4製鉄記念室蘭病院　臨床病理検査室
○湯浅　憲章1、小野　道洋2、前田　征洋2、佐藤　彰記3、細井　勇人3、
仙丸　直人3、藤田　美悧4

【はじめに】肝細胞癌破裂に対する止血目的で最近はTAEが選択されるが、循環動態後の
二期的肝切除がTAE単独と比較し予後良好で、非破裂例と比較しても同等の予後と報告
されている。一方、門脈浸潤を有する進行肝細胞癌でも肝動注療法奏効後にconversion 
therapyとして肝切除例が施行された症例では長期予後も報告されている。今回我々は表
題の1例を経験したので報告する。【症例】60歳代、男性。【主訴・現病歴】突然の腹痛で
救急搬送された。【既往歴】肝疾患の既往無し（後にHBs抗原陽性判明）。一過性脳梗塞。
高血圧。【生活歴】アルコール多飲歴および喫煙歴有り。【搬送時現症】血圧67/44mmHg、
脈拍113回/分、意識清明だが顔面蒼白だった。【画像所見】CTで肝S3に57mmの腫瘍
を認め、周囲に高濃度液体貯留を認め肝細胞癌破裂による腹腔内出血と診断されたが、
さらに門脈左枝に腫瘍塞栓（Vp3）、肝右葉にも3個の腫瘍を認めた。【治療経過】直ちに
AG･TAEを開始し左肝動脈A3よりゼラチンスポンジで止血できた。評価CTやMRIで主腫
瘍と門脈腫瘍栓の大半は壊死したが、再度濃染を認め腫瘍マーカー（PIVKA-2）も再上
昇した。再評価でChild-Pugh A（5点）、肝障害度B、残肝率83％で二期的肝切除可能
と判断されたが、右葉の多中心性発育腫瘍は3個および3cm未満（ミラノ基準内）であり同時
に術中RFAの方針とし、TAE 85日後に肝左葉･尾状葉切除およびRFAを施行し、AFP
は50→9（ng/ml）、PIVKA-2も17000台→20台（mAU/mL）と正常化した。【考察･結語】
自験例は門脈浸潤と両葉多発の進行肝細胞癌だったが最終的に根治できた。破裂出血
を機に発見され救命目的のTAEにより主腫瘍および腫瘍塞栓の大半が阻血壊死したこと、
残肝腫瘍もRFA可能な範囲であったこと、残肝容積が大きく肝予備能も良好であったことな
どが要因と思われる。また、術中RFAは全麻下で疼痛体動が無く呼吸も安定しており穿刺
が容易で針も安定、直達的に止血可能などの利点があるが、US走査や穿刺可能範囲が
狭く、特に肝側面～背側の腫瘍同定や穿刺が困難な印象だった。

126（消）
肝細胞癌切除後10年生存例における長期予後因子の検討
1北海道大学大学院　消化器外科学分野Ⅰ
○島田　慎吾1、神山　俊哉1、横尾　英樹1、折茂　達也1、若山　顕治1、
長津　明久1、蒲池　浩文1、武冨　紹信1

【背景】肝細胞癌（HCC）は高い再発率を有しており、再発治療を行う機会が多いと
いう特徴がある。その生存・再発予後因子に関する報告は多数あるが、長期の予
後因子に関する報告は少ない。肝細胞癌切除後に10年以上生存した症例におい
て、再発後治療を含めてその長期予後因子について検討した。【方法】2000年1月
から2007年11月までのHCCに対する初回肝切除339例のうち、初回肝切除後10年
の時点で転帰を確認しえて他病死を除いた223例を対象とした。a）10年以上の無
再発症例 35例（RF群）、b）再発を認めたが10年以上の生存症例 48例（RS群）、
c）他病死を除き10年以内に死亡した症例 140例（RD群）とした。1）RF群vs.RS群
+RD群で長期の再発予後因子を、2）RF群+RS群 vs.RD群で長期の生存予後
因子を、3）RS群 vs.RD群で再発した症例における再発後治療を含めた生存予後
因子を検討した。【結果】223例中、男183例、女40例、年齢の中央値は60（33-
86）歳、10年全生存率37.2%、無再発期間（RFS）中央値14ヶ月であった。1）単
変量解析および多変量解析では非NBNC、AFP、腫瘍個数、最大腫瘍径、門
脈侵襲、線維化が再発予後因子であった。2）単変量解析および多変量解析では
ChE、AFP、腫瘍個数、最大腫瘍径、門脈侵襲、線維化が生存予後因子であっ
た。3）単変量解析および多変量解析ではChE、PIVKA-II、門脈侵襲が生存予
後因子であった。さらに再発形式においてはRS群ではRD群に比して肝単独再発の
症例が多く（81.3%vs.35.7%）、遠隔再発症例（18.8%vs.64.3%）が少なかった。再
発後治療においても局所療法や再肝切除が多かった。sorafenibに関しては、RD
群で有害事象による中止を多く認めた（14.3%vs.29.4%）。【結語】AFP、腫瘍個
数、最大腫瘍径、門脈侵襲、線維化は長期予後因子である。再発症例において
はChE、PIVKA-II、門脈侵襲が長期予後因子であり、残肝単独再発の長期予
後に比較して、遠隔転移に対する治療予後は非常に不良であった。

127（消）
造影超音波検査を施行した肝未分化癌の1例
1愛育病院　消化器内科、2札幌センチュリー病院　外科、
3NTT東日本札幌病院　臨床検査科
○堀本　啓大1、宮下　憲暢1、三和　公明1、岡本　宗則1、小西　和哉1、
高桑　康成1

【はじめに】肝未分化癌は肝原発の上皮性腫瘍のうち2%以下とされ，非常に稀である．
通常は乏血性の腫瘍であり，被膜形成に乏しく壊死や出血を伴うとされるが，画像診断
のまとまった報告はない．高熱や炎症反応を伴う症例もあり，しばしば肝膿瘍と診断され
治療を開始されることもある．今回，我々は炎症反応の上昇を伴い慢性肝膿瘍との鑑
別に難渋した肝未分化癌の一例を経験したので報告する．【症例】80歳代女性．糖
尿病にて通院中に食思不振と炎症反応高値が持続し，CTにて肝S6に径8cm大の腫
瘤を指摘され当科紹介となった．Dynamic　CT，MRI検査では動脈相から平衡相に
かけて腫瘍辺縁の淡い造影効果を伴う乏血性の腫瘤であった．Sonazoid造影超音波
検査ではearly vascular phaseで腫瘤辺縁から中心部にむけて全体がほぼ均一に造
影され造影効果は腫瘤辺縁にも波及しており造影域の拡大がみられた．Late vascular 
phaseでは造影剤の洗い出しがみられ，post　vascular phaseでは明瞭な欠損像として
描出された．肝膿瘍，悪性腫瘍の両方の可能性を念頭に抗生剤治療を開始したが炎
症反応が遷延し腫瘤が増大傾向を示したため，腫瘍生検を施行した．肝肉腫が疑われ，
肝後区域切除，横隔膜合併切除が施行された．術後病理では異型核を持つ腫瘍細
胞がシート状に増殖しており，Vimentin（＋）,AE1/AE3（＋）にてUndifferentiated 
carcinoma（Sarcomatoid carcinoma）と最終診断された．術後1年間無再発生存中
である．【考察】本症例では炎症反応の上昇を伴い慢性肝膿瘍と鑑別に難渋した．他
のmodalityでは腫瘍血流を捉えられなかったが造影超音波検査で明瞭な早期濃染を
捉えることができた．最終的に肝膿瘍を除外できず腫瘍生検後に手術に至ったが，これ
まで肝未分化癌に造影超音波検査が施行された報告はなく，示唆に富む症例と思わ
れた．【まとめ】肝未分化癌の報告は稀であり，しばしば弛張熱や炎症反応を伴い肝膿
瘍と鑑別が困難な症例が散見される．本例でも同様の経過を辿り診断に苦慮したが血
流診断にはCTやMRIよりも造影超音波検査が有用な可能性が示唆された．

128（消）
肝細胞癌に対する新規マイクロ波凝固療法（EmprintTM）の初
期使用経験
1北海道大学病院　消化器内科
○中井　正人1、鈴木　和治1、中村　晃久1、大原　正嗣1、川岸　直樹1、
出水　孝章1、梅村　真知子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

【背景】2017年7月に経皮的マイクロ波凝固療法のデバイスとしてEmprintTMが保険収載
され、肝癌に対する経皮的治療として使用可能となった。従来のラジオ波焼灼療法で
は、単回焼灼での焼灼範囲は横径30mm以下であり、最大径が20mmを超えるような肝
癌の治療においては、複数回穿刺（bipolar針の使用を含め）やTACEの併用が必要で
あった。また、いわゆるCooling effect効果によって、脈管の近くへの熱の波及が乏し
く、局所再発のリスクが高いと報告されていた。EmprintTMは球形の焼灼範囲が得られ、
Cooling effectを受けにくいとされており、今後肝癌に対する経皮的治療の選択肢の一
つとなると考えられる。今回、当科にてEmprintTMを用いて肝細胞癌に対する経皮治療
を行った症例を経験したので報告する。【症例】症例は77歳男性。B型肝硬変にて近
医通院中に、スクリーニングの腹部USにて肝S7に2mm大の腫瘤性病変を指摘された。
Dynamic CTにて肝細胞癌と診断され、治療目的に当科紹介となった。EOB-MRI、造
影エコーにて、腫瘍最大径は29mm、単発であり、肝細胞癌Stage IIと診断した。GSA
シンチグラフィによる肝予備能評価では、LHL15=0.911と比較的良好であったが、肝左
葉が委縮し、肝容積が少ないこと、ご本人が肝切除を希望されないことから経皮的治療
の方針となり、経皮的マイクロ波凝固療法を施行した。人工胸水併用下に40×40mmの
焼灼域を計画し、EmprintTMにて45W1分、75W1分、100W 8分30秒の通電による焼
灼を施行した。翌日の評価CTでは、48×45mmの広範な焼灼域が得られ、治療効果
は良好と考えられた。術翌日に中等度の肝障害を認めたものの、出血や広範な肝梗塞・
胆管拡張は認められず、大きな合併症は認めなかった。術後5日目に退院となった。【結
語】EmprintTMによるマイクロ波凝固療法は、広範な球状の焼灼域を得られ、20mmを
超える比較的大きなサイズの肝細胞癌の経皮治療の有用な手段と考えられた。今後症例
の集積が期待される。
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129（消）
超音波内視鏡下エタノール注入療法が有用であった尾状葉の
肝細胞癌の1例
1伊達赤十字病院　消化器科、2伊達赤十字病院　内科、
3札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座・血液内科学
○久居　弘幸1、櫻井　環1、小柴　裕1、山内　夏未1、宮崎　悦2、
飴田　咲貴3

尾状葉 （S1）に発生した肝細胞癌 （HCC）の治療に関しては、その解剖学的特性か
ら、手術、TACE、経皮的治療が困難なことが多い。今回、経皮的ラジオ波焼灼
療法 （RFA）が困難なS1のHCCに対し、超音波内視鏡 （EUS）下エタノール注入療
法を施行し、腫瘍制御が良好であった1例を経験したため報告する。
症例は87歳、男性。飲酒：焼酎2合/日。84歳 糖尿病、高血圧。平成29年5月初旬
に出血性胃潰瘍で入院した際の造影CTで2個の肝腫瘍を認めた。S6は33mm大、
S1は15mm大でともに早期相で濃染され、平衡相でwash-outされる腫瘤で、EOB-
MRIでも同様の造影パターンであり、肝細胞相で造影されず、HCCと診断した。背
景肝は肝硬変と考えられ、肝予備能は Child-Pugh grade Aであった。HBc抗体陽
性で、腫瘍マーカーではPIVKA-II 788 mAU/mlと高値であった。
同年6月中旬に再入院し、S6の病変に対し、RFAを2回施行した。その後、S1の病
変に対しては、経皮的な穿刺ルートの確保が困難であり、EUS下エタノール注入療
法を選択した。
S1の低エコー腫瘤を体上部小弯付近から描出後にカラードップラーにて穿刺ルートに
介在血管が無いことを確認し、22G穿刺針を用い、無水エタノールを11ml注入した。
穿刺部及び腹腔内に出血がないことを確認し終了した。翌日のCTで左側に腫瘍の
残存を認め、再度EUS下エタノール注入療法を施行した。 計2回の総エタノール注
入量14.5ml であった。偶発症は認めなかった。評価のCT で腫瘍の早期濃染像は
消失し、完全壊死所見と判断した。治療1か月のCTではS1 の腫瘍の早期濃染像
は消失し、PIVKA-IIは25 mAU/ml まで低下した。現在まで再発は認めていない。
本手技はS1の肝細胞癌への新しいアプローチ法による簡便な局所治療として安全
かつ有効な治療法と考えられ、症例を集積し安全性と有用性を検討する必要がある。

130（消）
肝原発悪性リンパ腫の一切除例
1札幌医科大学医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座、
2札幌医科大学医学部　消化器内科学講座、
3札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座、血液内科学
○木村　明菜1、木村　康利1、永山　稔1、水口　徹1、待木　隆志1、
山口　洋志1、今村　将史1、阿久津　典之2、佐々木　茂2、池田　博3、
竹政　伊知朗1

【はじめに】悪性リンパ腫は全身のリンパ節に発生しうる疾患であるが、肝原発悪性リン
パ腫は極めて稀である。今回、肝切除術後の病理組織検査で肝原発悪性リンパ腫と
診断された一例を経験したので報告する。

【症例】68歳女性。他疾患follow up中のCTで肝腫瘤を認め、精査目的に当院内科
紹介となった。血液検査では特記すべき異常所見なく、腫瘍マーカーはいずれも陰性
であった。造影CTで肝S3に20mm、S4に18mmのやや境界不明瞭で造影効果に乏し
い腫瘤を認めたが、腹腔内リンパ節の明らかな腫大はなかった。EOB-MRIでは早期
相で濃染、門脈相でwash outを認め、PET-CTでは同部位に一致した異常集積を認
めた。肝細胞癌を含む肝原発の悪性腫瘍を疑い、腹腔鏡下肝左葉切除術を施行し
た。術後経過は良好で術後13日目に自宅退院した。病理組織検査で、肝原発悪性リ
ンパ腫（びまん性大細胞型B細胞リンパ腫）の診断となった。
【考察】肝原発悪性リンパ腫は節外性リンパ腫のうち0.4%と非常に稀である。画像所見
は、エコーでは典型的な所見はなく、造影CTでは多彩な造影効果を示すことが報告さ
れている。経皮的生検が有用との報告もあるが、その正診率は30％に満たないとされて
おり、多くの症例で術前に確定診断が得られず、手術検体により肝原発悪性リンパ腫
と診断されている。治療に関しては、術前に診断に至った場合はR-CHOP等の化学
療法が選択されると考えられるが、限局した病変では肝切除により良好な予後が得られ
るとの報告もある。一定の見解はまだ得られておらず、今後の症例の蓄積が望まれる。
本症例では、術後補助療法は選択しなかったが、厳重なfollow upを予定している。

【結語】肝腫瘤の鑑別診断として、貴重な症例と思われた肝原発悪性リンパ腫の一例
を報告した。

131（消）
診断に苦慮した限局性結節性過形成（FNH）の一例
1北海道大学病院　消化器内科
○鈴木　和治1、荘　拓也1、中村　晃久1、大原　正嗣1、川岸　直樹1、
出水　孝章1、梅村　真知子1、中井　正人1、須田　剛生1、森川　賢一1、
小川　浩司1、坂本　直哉1

【症例】60歳代男性【現病歴】慢性腎不全のため当院腎臓内科に定期外来通院中に、
IgG高値、免疫電気泳動でM蛋白を認めたため血液内科へ紹介となった。単クローン
性γグロブリン血症の診断に至り、精査目的に全身CTを撮像したところ、肝内に多発
の低吸収結節を認めたため当科紹介となった。【既往歴】腎結石、高血圧【生活歴】
喫煙：20本/dayを3年間、飲酒：ワイングラス1杯/day【各種検査所見】血液検査にて
AST 19 IU/l, ALT 17 IU/l, ALP 372 IU/l,γ-GTP 34 IU/l, T-bil 0.5 mg/dlであ
り、肝機能障害は認めない。 BUN 15 mg/dl, Cre 1.4 mg/dlと腎機能低下を認める。
腫瘍マーカーはCA19-9の軽度上昇を認める。HBs-Ag, HCV-Abはじめ、ウイルスマー
カーはどれも陰性であった。単純CTでは辺縁が不明瞭な低吸収結節の多発を認めた。
PET-CTでは明らかな異常集積は認めなかった。EOB-MRIでは肝内に多発する結節
は早期濃染および後期相で内部洗い出しとリング状増強を認められた。T2WIとDWIで
軽度高信号を示し、肝細胞相では内部低信号であるが、リング状のEOBの取り込み像
を呈していた。腹部超音波検査のBモードでは肝内に境界不明瞭な等～低エコー腫瘤
を多数認めた。形態は不整形でいずれも内部不均一であり、ドップラーでは比較的豊
富な線状の血管構築が認められた。造影では早期造影相では、はじめにSpot状に造
影され、その後腫瘍全体が明瞭に造影された。後期相で欠損像を呈さず、内部に造
影効果を認めた。Post vascular phaseにて明らかな欠損像は示さず、内部に造影効
果を認めていた。以上より、FNH、肝細胞線種、血管腫、肝細胞癌が鑑別に上がっ
たが画像精査のみでは診断に至ることはできず、肝腫瘍生検をおこなった。【肝生検所
見・考察】腫瘍辺縁に被膜の形成は認めない。中心部に線維性の中心瘢痕を有する。
肝細胞の細胞密度は増加しており、一部血管空様構造を有し、FNHに大きく矛盾しな
い所見であった。ただ、β-catenin陽性であることが一部矛盾しており、HCAも考慮し
経過観察が必要である。【結語】診断に苦慮したFNHの一例を経験した。

132（消）
遺伝性出血性毛細血管拡張症の経過中に肝に多発結節影を
生じ，悪性腫瘍との鑑別を要した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
○森下　和輝1、菅井　望1、山口　巧1、松薗　絵美1、松原　悠1、
曽我部　進1、関　英幸1、藤田　淳1、鈴木　潤一1、秋元　真祐子2、柳
内　充2、鈴木　昭2

症例は49歳，女性．20XX年，近医にて施行された腹部エコー検査で，肝内胆管の
拡張を指摘された．母，妹に遺伝性出血性毛細血管拡張症の既往があり，本症例
も同疾患に罹患していることが疑われ，異常血管の検索を施行した．診察で舌右縁
に毛細血管拡張を認め，上部消化管内視鏡で胃内に毛細血管拡張を1箇所認め
た．下部消化管内視鏡は他院で施行されており，異常は認めなかった．頭部MRI，
胸部CTでも異常血管は認めなかった．20XX＋1年9月のCTでは結節影は認めず，
肝動脈の拡張，蛇行，肝内シャントの多発を認めた．1年後，フォローアップで施行し
たdynamic CTで，肝S5に動脈相で周囲実質より染まらず，門脈相，平衡相で周囲
実質と同等の濃染を示す，以前には認めなかったφ15mm大の結節性病変を認めた．
次いで施行した肝EOB造影MRIでは，内部に低信号域を含んだ，辺縁増強される
肝S5の結節性病変の他に，同様の造影効果を示す多発結節を肝内に認めた．悪
性腫瘍の可能性を考え，肝S5（φ15mm）の結節性病変に対し，CTHA，CTAPを
施行後，造影エコー下に針生検を施行した．病理診断の結果，腫瘍性病変はなく，
肝血管形成異常に伴う変化との診断であった．遺伝性出血性毛細血管拡張症に伴
う肝病変において，本症例のように肝腫瘍との鑑別を要する，血管形成異常に伴う
結節影の出現については報告が少なく，今後更なる症例の蓄積が望まれる．
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133（消）
胃内分泌細胞癌同時性多発肝転移に対し、術後化学療法と
ラジオ波焼灼療法を施行し長期生存が得られている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札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座・血液内科学
○飴田　咲貴1、久居　弘幸1、櫻井　環1、小柴　裕1、宮崎　悦2、
山内　夏未3

胃内分泌細胞癌は胃悪性腫瘍全体の約0.6%とまれであり、急速に発育し高度のリ
ンパ節転移や肝転移を認め悪性度が高いことが知られている。また、胃癌の肝転移
は予後不良であり、胃癌ガイドラインでは非治癒状態と規定され、手術適応とならな
いが、近年胃癌の肝転移に対し、肝切除術を施行し、長期生存が得られた報告が
散見される。今回我々は、肝転移を来している胃内分泌細胞癌に対し、胃切除術
後に術後化学療法とラジオ波焼灼療法 （RFA）を施行し、長期生存が得られている
症例を経験したため報告する。
症例は61歳、男性。心窩部痛を主訴に近医を受診し、EGDで胃角部小弯に2型
腫瘍を認めた。高次病院に紹介。精査中に肝転移を指摘されたが、平成23年6月
に幽門側胃切除 （＋D1郭清）を行った。術後の病理診断は、LM, Less, Type2, 
60×30mm, neuroendocrine carcinoma, pT3 （SS）, INFγ, Ly0, V0, pPM0, 
pDM0, pN0（0/4）, M1（HEP）, StageIVであった （chromogranin A陽性、
synaptophysin陰性、CD56陰性、HER-2陰性）。術後肝転移に対する化学療法目
的に、同年7月に当院紹介。CTで肝S5、S6、S8に約10mmの腫瘤を計3個認め、
同月よりS-1＋CDDP療法を開始した。5コース終了の評価はstable disease （SD）
であった。平成24年1月に3か所の病変に対しRFA （Cool-tip RF system）を施行し
た。その後S-1を継続したが、末梢神経障害により、平成24年7月に終了。経過観
察中、平成28年10月にCT、EOB-MRI、FDG-PETで肝S8に17mm大の腫瘤を
認め再発と診断した。同年11月よりSOX （S-1＋oxaliplatin）療法を開始し、計4コー
ス終了後はSDであった。平成29年2月に人工胸水下にRFA （VIVA RF system）
を施行した。S-1の後治療は患者の希望により施行しないこととなったが、現在、胃
切除後80か月経過し再発なく生存中である。

134（消）
骨盤内腫瘍の術後に化学療法が奏功してcoversiontherapy
を施行し得たS状結腸癌の一症例
1日鋼記念病院　消化器センター、2日鋼記念病院　病理診断科、
3日鋼記念病院　産婦人科
○鈴木　琢士1、横山　和典1、松本　航1、代田　充1、沢田　尭史1、
旭　火華1、喜納　政哉1、益子　博幸1、山野　三紀1、幅田　周太朗3

例は61歳女性。当院産婦人科で最大径120mmの骨盤内腫瘍の診断で子
宮付属器摘出術と人工肛門造設術が施行されて、卵巣癌（endometrioid 
adenocarcinoma, G2, pT2c, Nx, M0）の診断となった。術前にCSが施行されたがS
状結腸途中までの観察では異常を認めなかった。術後にPTX+CBDCA療法が5回
施行されたが奏功せず、性器出血を認め腫瘍浸潤が疑われた。腫瘍マーカーも低下
しなかった。この時点で当科に再評価の依頼があり、CSを施行したところ、肛門か
らの内視鏡観察で腫瘍露出を認めた。同部の生検でtub2を認め、免疫組織化学
的検討からCDX2およびCD20陽性、CD7陰性でS状結腸癌の診断となった。婦人
科手術標本の再検討でも同様な所見を認め、骨盤内腫瘍はS状結腸癌由来と判明
した。消化器内科に転科して化学療法を施行することになり、K-RAS変異型である
ことから、初回手術後約5ヶ月後からBV+FOLFOX療法を18コース施行した。残存
腫瘍の縮小を得たが、腫瘍マーカーの正常化が得られないために、 BV+FOLFIRI
療法に変更して、7コース施行したところ腫瘍マーカーは正常化し、CTでは残存腫瘤
も痕跡程度でPET-CTの集積も減弱化していた。初回手術より約1年11ヶ月後に
骨盤内臓全摘術（ストマ閉鎖、小腸部分切除、膣全摘、膀胱摘出、ストマ再造設、
回腸導管造設術）が施行された。切除組織標本での化学療法の効果はGrade 1a
であった。術後3ヶ月より化学療法を再開し、初回手術後約2年8ヶ月時点では再
燃なく経過している。本例では初回治療時にはS状結腸癌の診断ができなかったが、
有害事象をコントロールしながら長期の化学療法を施行することで根治切除を施行し
得た。

135（消）
Bevacizumabにより結腸吻合部穿孔をきたした１例
1札幌医科大学医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座
○藤野　紘貴1、沖田　憲司1、西舘　敏彦1、奥谷　浩一1、秋月　恵美1、
碓井　彰大1、石井　雅之1、里吉　哲太1、吉田　瑛司1、竹政　伊知朗1

【はじめに】BevacizumabはVEGF-A標的とした分子標的薬であり、血管新生阻害
もしくは血管再構築により抗腫瘍効果があるとされており、結腸・直腸癌や非小細胞
癌、卵巣癌などに対し、抗悪性腫瘍剤と併用することで高い治療効果が期待されて
いる。一方で、高血圧・蛋白尿などの有害事象の他、消化管穿孔や血栓塞栓症
などの重篤な有害事象も報告されている。【症例】70代、男性。8ヶ月前に貧血の
ため前医を受診し、精査の結果、上行結腸癌および胃粘膜下腫瘍の診断となった。
縦郭リンパ節・肺門部リンパ節転移、および肺転移がありStageIVの診断となってい
た。全周性病変でありイレウスの予防、また貧血の進行を予防するために手術目的に
当科紹介となった。上行結腸癌に対して腹腔鏡下回盲部切除術、D3、胃粘膜下
腫瘍に対しては腹腔鏡下胃部分切除術を施行した。腸管の吻合は機能的端端吻合

（2発法）で行った。術後病理はpT3N3M1（Lym,PUL）StageIVおよび蔓状線
維粘液腫、胃GIST（超低リスク）の診断となった。術後はSOX+ Bevacizumab療
法を開始された。7コース目を投与し4日目に強い腹痛を自覚し近医を受診した。CT
で腹腔内にfree air、肝周囲にfluidを認め消化管穿孔の疑いで当院救急搬送、同
日緊急手術となった。術前に上部消化管内視鏡検査を施行し明らかな異常がないこ
とを確認したうえで、腹腔鏡下に腹腔内を観察したところ汚染腹水を認め、前回手
術の吻合部近傍より便汁の流出がみられた。吻合部を切離し、腹腔内を十分に洗
浄したのち回腸瘻・結腸瘻を造設した。術後はICUに入室し敗血症、DICに対して
加療を行った後に一般病棟にて管理を行った。【考察】Bevacizumab投与による消
化管穿孔は発生率が0.9 ～ 3.1%ほどと報告されており、30日以内の致死率が12.5
～ 21.4%と高率であり、他の下部消化管穿孔をきたした症例に比較して重篤な経過
をたどることが多い。本症例では上行結腸癌術後のBevacizumab併用した化学療
法中に発症した消化管穿孔に対し、発症早期での手術を施行し、救命し得た症例
を経験したので文献的考察を加え報告する。

136（消）
HGCSG1401：切除不能大腸癌に対するレゴラフェニブの後方
視的研究：原発部位による解析
1手稲渓仁会病院　腫瘍内科、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斗南病院　腫瘍内科、5釧路ろうさい病院　腫瘍内科、6市立函館病院　消化器内科、
7恵佑会札幌病院　腫瘍内科、8北海道消化器科病院　内科、9NTT東日本札幌病院　消化器内科、
10函館中央病院　消化器内科、11市立札幌病院　消化器内科、12札幌東徳洲会病院　消化器センター、
13札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座、14札幌北楡病院　消化器内科、
15札幌厚生病院　化学療法内科、16岩見沢市立総合病院　消化器内科、
17札幌医科大学医学部　消化器内科学講座、18苫小牧市立病院　消化器内科、19苫小牧日翔病院　内科
○石黒　敦1、結城　敏志2、中積　宏之3、村中　徹人3、辻　靖4、小林　良充5、畑中　一映6、
奥田　博介7、佐々木　尚英8、太宰　昌佳9、紺野　潤10、中村　路夫11、太田　智之12、
大沼　宏之13、加藤　総介14、阿部　雅一15、中野　真太郎16、小野寺　馨17、江藤　和範18、
舘山　美樹19、小松　嘉人3

[背景] 近年、大腸癌初回化学療法を中心に原発部位が治療効果に影響をもたらすことが報告されて
いる。原発部位によるレゴラフェニブの治療効果に関する検討は少なく、今回、HGCSG1401：レゴラ
フェニブの後方視的研究のデータベースを用いて検討した。[方法] HGCSG1401試験には173例が登
録された。原発部位を右側：盲腸～横行結腸（n=55）、左側：下行結腸～直腸（n=118）と定義し、患
者背景・有害事象（CTCAE v4.0）・奏効率（RR）/病勢制御率（DCR）（RECIST v1.1）はFisher
の正確検定/t検定、治療成功期間（TTF）・無増悪生存期間（PFS）・生存期間（OS）はログランク
検定/Cox比例ハザードモデルを用いて比較検討した。 [結果] 患者背景はおおむねバランスがとれてい
たが、性別（男性：右側 38.2% vs 左側 65.3%；p=0.001）、腹膜転移（あり：右側 45.5% vs 左側 
30.5%；p=0.062）、KRAS exon2（野生型：右側 43.6% vs 左側 63.2%；p=0.021）で差異を認めた。
有害事象はGrade 3以上の疲労（右側 1.8% vs 左側 13.6%；p=0.014）以外、有意な差は認めなかっ
た。RR/DCRは右側：0/29.8%、左側：1.9/29.0%と差異は認めなかった（p=1.000/1.000）。TTF
中央値：右側 1.8ヶ月 vs 左側 1.9ヶ月（HR 0.927, p=0.644）、PFS中央値：右側 2.0ヶ月 vs 左側 
2.1ヶ月（HR 0.894, p=0.511）、OS中央値：右側 6.6ヶ月 vs 左側 6.2ヶ月（HR 0.807, p=0.205）と
有効性は原発部位に影響を受けないことが示唆された。[結語] 今回の解析では、原発部位により背
景因子に若干の差異を認めるものの、原発部位はレゴラフェニブの有効性に影響を与えなかった。
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137（消）
HGCSG1503：切除不能大腸癌に対するTAS-102の後方視的
研究：生存期間のUpdate
1釧路ろうさい病院　腫瘍内科、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斗南病院　腫瘍内科、5市立函館病院　消化器内科、6恵佑会札幌病院　腫瘍内科、
7王子総合病院　消化器内科、8手稲渓仁会病院　腫瘍内科、9札幌東徳洲会病院　消化器センター、
10NTT東日本札幌病院　消化器内科、11苫小牧市立病院　消化器内科、12市立稚内病院　内科、
13帯広厚生病院　消化器内科、14北海道消化器科病院　内科、15市立札幌病院　消化器内科、
16KKR札幌医療センター　消化器外科、17岩見沢市立総合病院　消化器内科、18苫小牧日翔病院　内科
○原田　一顕1、結城　敏志2、川本　泰之3、八木澤　允貴3、辻　靖4、畑中　一映5、奥田　博介6、
南　伸弥7、石黒　敦8、太田　智之9、太宰　昌佳10、江藤　和範11、加藤　貴司12、中島　淳太13、
佐々木　尚英14、中村　路夫15、小池　雅彦16、中野　真太郎17、舘山　美樹18、坂本　直哉2、小松　嘉人3

[背景] TAS-102は標準治療を終えた切除不能進行/再発結腸直腸癌に対して、プラセボを対象とした二重盲
検比較第II相試験（J-003）が日本国内で実施され、有意な生存延長を認めたことから世界に先駆けて本邦承
認となった。その後、国際共同試験として行われた二重盲検比較第III相試験（RECOURSE）でも再現性を
示し、世界各国での承認へとつながった。本剤は2014年5月に本邦で発売され、一般診療に導入されたが、
本邦における日常臨床下での多数例での有効性/安全性の報告は未だ少ない。[方法] 本試験には参加施設
においてTAS-102を投与した症例を全例登録とし、臨床情報より後方視的に検討を行った。本試験の評価
項目は有害事象の発現頻度、相対用量強度、投与状況、奏効率（RR）、病勢制御率（DCR）、無増悪生
存期間（PFS）、全生存期間（OS）などとした。有害事象はCTCAE ver.4.0、RR/DCRに関してはRECIST 
ver.1.1、PFS/OSに関してはKaplan-Meier法を用いて評価した。[結果] 患者背景は男性/女性 : 218/193、
年齢中央値66歳（33-88）、ECOG PS 0/1/2/3 : 170/190/43/8、KRAS Exon2 野生型/変異型 : 210/187

（14例は未検）であった。治療開始用量は70mg/m2 326例（79.3%）/減量開始 85例（20.7%）であった。有
害事象に起因する減量を100例（31.8%）に要した。高頻度に認められたGrade 3以上の有害事象は、好中球
数減少 48.1%、白血球減少 34.8%、貧血 28.7%であった。有効性は、RR 0.5%/DCR 37.2%/PFS中央値 
2.2ヶ月/OS中央値 7.3ヶ月であった。ECOG PS別でみると、PFS中央値はPS 0-1/2-3：2.3/1.5ヶ月 （HR 
2.000, p＜0.001）、OS中央値は8.1/3.4ヶ月 （HR 2.778, p＜0.001）と有意差を認めた。 [結語] TAS-102の
有効性はPS 0-1の症例で既報とほぼ同等であったが、PS 2-3の症例では有効性は乏しく、投与に際しては
注意を要する。一般臨床においても骨髄抑制は高頻度で生じており、注意を要する。

138（内）
当院における高齢者に対する大腸ESD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札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座、血液内科学
○安部　智之1、藤井　重之1、柴田　敬典1、佐藤　昌則1、山田　充子1、
小野　道洋1、黒田　裕行1、前田　征洋1、藤田　美悧2、佐賀　潤也3、
渡邊　晃一3

【背景】日本は総人口に占める高齢者人口の割合が平成29年の総務省統計で27.7%と過
去最高となり、世界で最も高齢者人口割合の高い国となっている。そのため、高齢者に
対する内視鏡治療を行うことが多くなっている。胃腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術

（ESD）は広く一般化し、高齢者に対する検討により、その安全性が報告されている。大腸
腫瘍に対するESDは、2012年4月に保険収載されて以降、治療の標準化へ向けての様々な
取り組みが行われてきたが、高齢者に対して治療する機会も多くなっている。【目的】高齢者
に対する大腸ESDの安全性について検討した。【対象】2008年4月から2017年10月までに
当院で大腸ESDを施行した124症例、131病変を対象とした。【方法】75歳以上の症例を高
齢群、74歳以下の症例を非高齢群とし、両群間における治療成績に関して比較検討を行っ
た。【結果】高齢群は39症例、39病変、平均年齢79.8歳、平均腫瘍径29.6mm、非高齢
群は85症例、90病変、平均年齢64.1歳、平均腫瘍径27.67mmであった。高血圧、心血管
異常など基礎疾患を有した症例は高齢群で33症例（84.6% ）、非高齢群で44症例（51.8% 
）であった。一括切除率は高齢群で97.4%（38/39）、非高齢群で92.2%（83/90）、基礎
疾患を有した症例での一括切除率は高齢群で97.0%（32/33 ）、非高齢群で96%（48/50 
）であった。偶発症は高齢群でDelayed bleeding 0例（0%）、Perforation 0例（0%）、非高
齢群でDelayed bleeding 1例（1.2%）、Perforation 3例（3.5%）であった。基礎疾患を有し
た症例での偶発症は高齢群でDelayed bleeding 0例（0%）、Perforation 0例（0%）、非高
齢群でDelayed bleeding 0例（0%）、Perforation 2例（4.3%）であった。基礎疾患を有した
症例は非高齢者群に比べて高齢群で有意に多く認められたが、基礎疾患の有無に関わら
ず高齢群と非高齢群の間で、一括切除率、偶発症の発生頻度に有意差は認められなかっ
た。【考察】高齢者においても非高齢者と同様、安全にESDが施行できると考えられた。

139（消）
大腸上皮性腫瘍に対する自家蛍光内視鏡の組織学的・分子
生物学的特徴の予測
1旭川医科大学内科学講座　消化器・血液腫瘍制御内科学分野
○岩間　琢哉1、盛一　健太郎1、齊藤　成亮1、杉山　雄哉1、
佐藤　裕基1、岡田　哲弘1、井尻　学見1、高橋　慶太郎1、河端　秀賢1、
林　明宏1、安藤　勝祥1、野村　好紀1、上野　伸展1、嘉島　伸1、
後藤　拓磨1、笹島　順平1、水上　裕輔1、藤谷　幹浩1、奥村　利勝1

【目的】自家蛍光内視鏡（AFI）の大腸上皮性腫瘍に対する有用性については一定の見解
が得られていないためその有用性を明らかにする．【方法】当院でAFI観察が行われ，観察
部位から組織が得られた大腸上皮性腫瘍を対象とした．AFIの蛍光強度を色度解析ソフトに
て数値化（自家蛍光/反射光Fluorescence index; F index）して以下の検討を行った．１）
大腸上皮性病変108例（過形成性ポリープ15例，腺腫72例，早期癌21例）と正常大腸粘膜
72例を対象として，F indexによる腫瘍・非腫瘍の鑑別診断能，２）大腸上皮性病変53症例

（過形成性ポリープ6例，腺腫23例，早期癌24例）を対象に組織所見（腫瘍腺管密度，腫
瘍細胞密度，腫瘍細胞NC比，間質炎症細胞浸潤）とF indexの関係，３）２）の症例を対象
にki-67を用いた細胞増殖能および，大腸癌関連遺伝子（APC，E-cadherin，p16，Runx3，
hMLH1）のメチル化異常，p53発現とF indexの関係について検討した．【成績】1）組織型別
のF indexは正常大腸粘膜1.12±0.30，過形成性ポリープ0.81±0.20，腺腫0.61±0.16，癌
0.52±0.11と各群間で有意差を認めた（p＜0.005，p＜0.01，p＜0.05）．肉眼型，腫瘍径，深
達度はF indexと有意な相関を認めなかった．2）組織学的所見とF indexの関連について単
変量解析を行ったところ腫瘍細胞密度とNC比がF indexと有意な相関を認め（p＜0.05，p＜
0.005），多変量解析を行ったところNC比が有意にF indexと関連する因子として抽出された．
検討3）Ki-67，p53はいずれも陽性群で有意（p＜0.0001，p＜0.05）にF indexが低く，遺伝
子メチル化異常の検討ではp16の異常メチル化を認めた群で有意（p＜0.05）にF indexが低
かったが，その他の遺伝子では有意差を認めなかった．【結論】AFIは蛍光強度を数値化す
ることにより，大腸上皮性腫瘍の組織型を客観的に予測することが可能である．腫瘍細胞に
おけるNC比の増加，Ki-67発現増加，p53過剰発現およびp16の異常メチル化とF indexの
低下が有意に相関することから，細胞異型や腫瘍増殖能を反映する可能性が示唆された．

140（消）
大腸癌の深達度診断における注腸X線検査の上乗せ効果の
検討
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、本田　宗也1、武藤　瑞恵1、市來　一彦1、石川　千里1、
井上　充貴1、岩田　浩義2、齋藤　善也2、北　健吾2、後藤　順一2、
橋本　道紀2、稲葉　聡2、矢吹　英彦2

【目的】大腸癌の深達度診断における注腸X線検査の有用性について検討する。
【対象と方法】対象は2009年10月から2017年9月の8年間に当科で発見・診断さ
れ、X線検査の画像が診断に耐えうる124病変（M ～ SM1癌38病変、SM2癌20病
変、MP以深癌66病変）である。方法は、術前診断をcM ～ SM1、cSM2、cMP
以深、最終病理診断をpM ～ SM1、pSM2、pMP以深に分類し、まず色素撒布
と拡大観察併用の内視鏡像から深達度を判定した。次にその所見を確認したうえで
X線検査による深達度診断を行い、それぞれ最終病理診断と比較した。尚、検査
施行者と別の消化器病専門医2名が深達度診断した。【結果】全体の正診率は内
視鏡79.8%、X線84.7%とX線検査によって4.9%の上乗せ効果が得られた。pM ～
SM1、pSM2、pMP以深に分けて対比してみると、それぞれの正診率は内視鏡で
pM ～ SM1 73.7%、pSM2 95%、pMP以深 78.8%、X線でpM ～ SM1 84.2%、
pSM2 90%、pMP以深 83.3%であり、pM ～ SM1癌、pMP以深癌でX線検査に
よって上乗せ効果が得られた。肉眼型別で検討してみると、隆起型（Is、Isp）18
病変で、正診率は内視鏡72.2%、X線72.2%、表面型（IIa、IIc、IIa+IIc）40病
変で正診率は内視鏡85%、X線92.5%と、表面型でX線検査によって上乗せ効果
が得られた。【結論】注腸X線検査を相補的に用いることが、大腸癌の正確な深達
度診断に寄与すると考えられた。
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141（内）
当院での閉塞性大腸癌に対するSEMS留置術の検討
1地域医療機能推進機構札幌北辰病院　消化器内科
○林　健児1、久保　彰則1、木脇　佐代子1、小笠原　倫子1、高木　智史1、
吉田　純一1

【目的 】2012年1月より悪 性 大 腸 閉 塞に対 するSelf-expandbble metallic 
Stent:SEMSが保険適応され，近年では広く普及している. 当院での大腸ステント
留置例の有効性および安全性について検討した.【方法】2016年4月から2017年
11月までに当院で大腸ステント留置術を行った17症例（Palliative 8例, Bridge to 
surgery:BTS 7例,化学療法2例）を対象に後ろ向きに検討した.【結果】平均年齢は
73.6才,男性11例,女性6例,留置部位は直腸2例，S状結腸9例，下行結腸2例，横
行結腸3例，上行結腸1 例であった.ステント留置前に造影し測定した平均狭窄長は
39.4mm ,処置時間は37.2分，手技成功率は100％，臨床的成功率は100％であっ
た.使用ステントはWallFlexかNiti-Sを主治医判断で選択,ステント留置中には穿孔
などの偶発症は認めなかったが留置後12日での穿孔が1例認められた.ステント留置
後から経口摂取までの期間は2.75日,BTS群での手術までの待機日数は30.3日,術
後退院までの日数は16.3日であった.病理診断での深達度は7例中SSが5例,SEが2
例で術中腹膜播種の所見はみられず,術後1年間再発所見は認められなかった.また
待機中や術後にステント留置に起因する合併症はみられなかった.【結語】大腸ステン
トは一定の割合で穿孔・逸脱など処置に伴うリスクがあり偶発症に留意する必要があ
るが,早期に経口摂取可能となり患者のQOL改善が期待できる.BTS症例では良好
な減圧が得られ周術期合併症リスクの低減,緩和症例においても低侵襲で症状緩
和が見込まれる.

142（消）
原病の治療が病状の改善につながった続発性慢性偽性腸閉
塞症の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
○米村　洋輝1、桜井　健介1、佐々木　塁1、常松　聖司1、多谷　容子1、
松本　美桜1、馬場　麗1、武藤　修一1、木村　宗士1

【症例】60代男性．歩行障害とCK高値にて，X-1年に当院神経内科に入院し，精
査の結果，抗HMGCR抗体陽性の免疫介在性壊死性ミオパチーの診断となった．元
来便秘や下痢を繰り返し呈していたが，入院中も腹部膨満感・腹痛・便秘の訴えを
繰り返したためX年に当科紹介となった．腹部単純CTでは機械的閉塞はなく，cine-
MRIで蠕動不良領腸管を認めたため，続発性慢性偽性腸閉塞症と診断した．免疫
介在性壊死性ミオパチーに対しては副腎皮質ステロイドと，免疫抑制剤による治療が
開始となっていたが，副腎皮質ステロイドを漸減した際や免疫抑制剤の中止を余儀な
くされた際に筋炎症状と共に腹部症状が増悪した．腹部症状増悪時は消化管蠕動
促進薬や下剤の使用などの対症療法を施行するも効果に乏しかったが，副腎皮質ス
テロイド，免疫抑制剤による原病のコントロールがつくに従い腹部症状は改善した．【考
察】慢性偽性腸閉塞症（CIPO）は，機械的閉塞を認めないが，腸閉塞様の腹部症
状を長期に渡って繰り返す疾患である．本症例は経過から，免疫介在性壊死性ミオ
パチーを背景にした続発性のCIPOと考えられる．CIPOの治療としては薬物療法や
食事療法などの対症療法が一般的とされているため，本症例のように続発性CIPO
において対症療法よりも，原病の寛解に強い相関を持ってCIPOの病状が改善した
という報告は稀であり，貴重な1例を経験した．

143（内）
当院にて緊急内視鏡治療を実施した直腸静脈瘤破裂症例の
検討
1札幌厚生病院　消化器内科（肝臓内科）
○巽　亮二1、畑山　加奈1、山口　将功1、木村　睦海1、荒川　智宏1、
中島　知明1、桑田　靖昭1、小関　至1、大村　卓味1、狩野　吉康1

【目的】門脈圧亢進症症例における直腸静脈瘤（RV）の合併率は10%以下と低率であ
り，さらに破裂をきたす症例は5%以下と報告されている．このためRV破裂について，多
数例での検討の報告は少ない．この度，当院で緊急内視鏡治療を実施した症例の特徴
を検討した．【方法と対象】2010年1月から2017年2月までにRV破裂に対し，症状出現
から24時間以内に緊急下部内視鏡検査を実施した22例を対象とし，臨床背景，検査値，
治療内容を検討した．各数値は平均値で示した．【成績】年齢は73歳，男/女:12/10例，
背景肝はB型肝炎/C型肝炎/非B非C:1/6/15例，Child-Pugh分類はA/B/C:5/13/4
例であった．また，食道静脈瘤（EV）の治療歴は18例（82%）に認めた．出血時の収縮期
血圧，拡張期血圧，脈拍数は各々119mmHg，66mmHg，82回/分で，バイタルにてショッ
クが疑われた症例（収縮期血圧≦90mmHgまたは心拍数≧100回/分）は3例（14%）と
少数であった．また，出血前後のHb値を比較したところ,Hbの低下は1.0g/dlであり，2.0g/
dl以上低下した症例は5例（23%）であった．直腸静脈瘤の内視鏡所見について，形態
はF1/F2/F3:7/9/6（例），色調は全例でCb， RCサインは11例で認め，形態がF2，F3
またはRCサイン陽性の出血リスクの高い症例は19例（86%）であった．出血部位が確定し
たのは4例で，活動性出血が1例（5%），白色栓が3例（14%）であった．初回治療の方法
はEIS 11例，EVL 9例，EIS+EVL 5例，凝固波 1例で，追加治療を含め全例でEIS
を施行していた．2例において治療期間中に再出血を認めた．【考案】F2，Cbで照診
上，同程度のRVとEVを内視鏡的超音波カラードップラー法で比較したところ，RVのほう
が血流速度は遅かったという報告がある．この結果はRVの血流量がEVよりも少ない可
能性を示唆しており，今回の検討にてRV破裂時に多量出血をきたす確率が少なかった
一因であると考えられる．しかし，EVと同様に，F2またはF3，RCサイン陽性のRVは出血
の危険性が高く治療が必要と考えられる．【結論】RV破裂は多量出血をきたす確率は
少なかった．出血をきたした症例はF2またはF3，RCサイン陽性例が多かった．

144（内）
無症状で術前診断できた虫垂腺腫の１例
1札幌清田病院　消化器内科、2札幌清田病院　内科
○猪股　英俊1、木村　朋広1、宮島　治也1、藤見　章仁2、長町　康弘2、
岡本　哲郎1、後藤　義朗2、山内　尚文2、井原　康二2、西里　卓次2

症例は、74歳、男性。既往で５年前に胃癌で胃全摘、大腸ポリープを内視鏡的に
切除した。高血圧で当院通院中であったが、５年ぶりの大腸内視鏡希望され、検
査したところ、虫垂入口部に大きさ12mmのIV型pitを有するIspを認めた。生検時、
鉗子にてポリープは盲腸内腔側に引き出され、内反した正常の虫垂粘膜も2cm程度
が観察された。生検の病理組織検査結果は管状腺腫であった。内視鏡的ポリペク
トミーはリスクが大きいと判断し、腹腔鏡下盲腸切除術を施行した。切除標本では、
虫垂先端から4cm、根部から1.5cmの部位に12mmのIspを認め、管状腺腫の病理
診断であった。虫垂の内腔は病変より根部側で拡張していた。【考察】虫垂腺腫は
剖検例で、0.02-0.08%と稀な疾患であり、虫垂入口部に露出しなければ観察困難
であるため、無症状で見つかることはさらに少ない。本症例は病変部より根部側で
虫垂内腔が拡張し、閉塞を免れていたと考えられる。今回、我々は、無症状で術
前診断できた虫垂腺腫の１例を経験したので報告する。
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145（消）
当院での便秘治療に対するとりくみと処方の変化について
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
○馬場　麗1、桜井　健介1、佐々木　塁1、常松　聖司1、多谷　容子1、
松本　美櫻1、塚本　祐己1、武藤　修一1、木村　宗士1

【目的】便秘で悩む患者は多く、医師に相談していない場合も多い。当院では患者
アンケート、処方薬の検討、消化器内科以外の医師への啓蒙活動などを行ってき
た。新規便秘治療薬（以下、上皮機能変容薬）の出現や慢性便秘症診療ガイドラ
イン2017の発行もあり、当院の便秘治療薬の変化について検討する。【方法】患
者アンケート、消化器内科以外の医師への啓蒙活動内容と時期を踏まえて2017年
11月の一か月間で処方された便秘薬についてカルテ内で調査し、前年度と比較し
た。浸透圧性下剤としてマグネシウム製剤、上皮機能変容薬としてアミティーザR、リ
ンゼスR、刺激性下剤としてセンノシドR、アローゼンR、の処方を調査した。【成績】治
療薬毎に各科で前年度と2017年度の内訳を順に記載する。浸透圧性下剤（消化
器内科63.1%→56.2%、それ以外の科54.2%→47.0%）、上皮機能変容薬（消化
器内科10.8%→21.0%、それ以外の科1.20％→6.60%、刺激性下剤（消化器内科
26.1%→22.8%、それ以外の科44.6%→46.4%）【結論】当院患者の診療科による
処方傾向を知る事が出来た。上皮機能変容薬の処方は消化器内科、それ以外の
科、ともに著明に増加していた。刺激性下剤の処方は消化器内科では減っていた
が、それ以外の科では内訳に変わりはなかった。当院では、浸透圧性下剤、上皮
機能変容薬をまず処方し、奏功しない場合に刺激性下剤を頓服で使用する、という
治療方針を励行しており、一年間で処方内容の変化が示された。

146（消）
ステロイドが著効するも,漸減中に再燃を繰り返すCronkhite-
Canada 症候群の1例
1苫小牧市立病院　消化器内科
○佐々木　貴志1、山本　文泰1、江藤　和範1、小林　智絵1、西澤　竜矢1、
伊藤　憲1、山田　錬1

【症例】50代 男性．2か月前より味覚障害を自覚．徐々に食欲不振となり，2週間
で5kgの体重減少と全身脱毛が出現し近医受診．各種精査の結果，亜鉛欠乏症
の診断でポラプレジンク内服となるも症状改善せず,慢性下痢もみられるようになった
ため当科紹介となる．初診時現症は，BMI 16.9とやせを認めた．初診時検査所見
では，低アルブミン血症と上行結腸を主座とした全大腸の粘膜肥厚を認め，蛋白漏
出性胃腸症疑いで入院となった．高カロリー輸液を主体とした補充療法を開始したと
ころ，2週間で各症状は改善傾向を認め，経口摂取も可能となり退院となった．しか
し，1か月後に症状再燃ならびに爪甲の白濁化と陥凹性変化が出現し再入院となっ
た．その際に施行した上下部内視鏡検査で，発赤を伴った多発性の隆起性病変を
認め，Cronkhite-Canada 症候群の診断となりプレドニゾロン（PSL） 30mg/dayの
投与を開始した．以後は速やかに症状改善を認めたが，PSL 5.0mg/dayまで漸減
したところで症状再燃がみられた．PSL再増量にて速やかに症状改善を認めるも，
PSL 7.5mg/dayで再度症状再燃を認め，アザチオプリン+5-ASA製剤の併用療法
を用いる方針となった．現在はPSL 10mg/dayとアザチオプリン+5-ASA製剤の併
用療法で経過観察中である．【考察】Cronkhite-Canada症候群は世界で500例ほ
どしか報告されていない稀な疾患であり,その大部分は日本からの報告となっている．
Cronkhite-Canada症候群はステロイド療法による予後改善が報告されている．一方
でステロイド抵抗性・依存性を示す症例も報告されている．そのような症例に対する
免疫抑制薬や抗TNF-α抗体薬などが有用であるとされているが，確立した治療法は
ないのが現状である．今回，ステロイド漸減中に症状再燃を繰り返した1例を経験した
ので報告する．

147（消）
消化管病変に起因する脾腫によって汎血球減少を呈したク
ローン病の一例
1旭川医科大学内科学講座　消化器・血液腫瘍制御内科学分野、
2旭川医科大学　地域医療支援及び専門医育成推進講座
○齊藤　成亮1、上野　伸展2、小林　裕1、杉山　雄哉1、岩間　琢哉1、
佐藤　裕基1、井尻　学見1、高橋　慶太郎1、河端　秀賢1、林　明宏1、
安藤　勝祥2、野村　好紀1、後藤　拓磨1、嘉島　伸1、盛一　健太郎1、
水上　裕輔1、藤谷　幹浩1、奥村　利勝1

症例は20歳代女性。X年頃より頻回の下痢と体重減少が出現。膣より便汁が排泄されることを自覚
していたが、医療機関へ受診はせず自宅に引きこもる生活をしていた。X+7年3月、強い右下腹部痛
と39℃台の発熱を繰り返し、前医を受診。採血で著明な貧血とCTで腹腔内膿瘍を認め即日入院と
なった。IBD疑いにて精査目的で当院へ転院。絶食と抗生剤投与で症状は軽快したが、著名な汎
血球減少を認めた。下部内視鏡では下行結腸が縦走潰瘍瘢痕で狭小化し脾弯曲部に多発する炎
症性ポリープと腸管狭窄を認めた。狭窄部からのガストロ造影にて胃体部への瘻孔形成を認め胃結腸
瘻と判断した。さらに直腸－膣瘻も認めた。上部内視鏡では胃体部に瘻孔を認め、胃静脈瘤の形成
も認めた。造影CT及びMRIでは胃結腸瘻が脾門部と近接しており脾静脈閉塞に起因する脾腫と胃
静脈瘤が認められた。さらに回腸末端にも狭窄所見を認め膿瘍形成も確認された。病理所見で肉芽
腫形成は確認できなかったが各種画像所見より小腸大腸型クローン病と診断した。瘻孔に対し手術が
必要と考えられたが腸管の大量切除が危惧されたため完全静脈栄養管理のもと抗TNFα抗体投与
を開始した。治療開始後、炎症所見は速やかに改善したが、胃結腸瘻に変化は無く、汎血球減少
も改善しなかった。骨髄検査にて血液疾患を示唆する所見は認めず脾腫に伴う血球破壊が原因であ
ると考えた。脾動脈塞栓術を施行したが、側副血行路が発達しており十分な塞栓効果は得られず汎
血球減少は改善しなかった。瘻孔および狭窄腸管の切除、さらには脾臓摘出が必要と判断し、同年
9月に当院外科で胃部分切除術、結腸亜全摘術、脾臓摘出術、回腸人工肛門造設術が施行され
た。術後経過は良好で食事摂取可能となり、汎血球減少の改善も認められたため10月に退院、現
在外来通院中である。本症例のようにクローン病の瘻孔形成によって脾腫、さらには汎血球減少をき
たした症例の報告は国内、海外共に認められない。治療に難渋したものの集学的治療で消化管通
過障害や汎血球減少が改善し社会復帰が可能になった貴重な症例と考え報告する。

148（消）
QOLの観点から検討したインフリキシマブバイオシミラー投与の
妥当性
1旭川医科大学病院
○杉山　雄哉1、上野　伸展1、小林　裕1、岩間　琢哉1、佐藤　裕基1、
井尻　学見1、高橋　慶太郎1、安藤　勝祥1、林　明宏1、川端　秀賢1、
野村　好紀1、嘉島　伸1、後藤　拓磨1、笹島　順平1、高氏　修平1、
盛一　健太郎1、水上　裕輔1、藤谷　幹浩1、奥村　利勝1

【背景】生物学的製剤は炎症性腸疾患治療の主軸を担い、治療成績を大幅に向上
させたが、一方で医療費高騰が大きな問題となっている。インフリキシマブ（IFX）の
後続品であるインフリキシマブバイオシミラー（IFX-BS）は医療費削減に貢献すること
が期待されており、本邦でも既に日常診療に用いられている。治療効果や安全性に
関するIFX-BSの研究は散見されるが、QOLの観点からクローン病患者への投与の
妥当性を検討した研究はない。そこで、本研究ではクローン病患者のQOLの観点か
らIFX-BS投与の妥当性について検討した。【方法】旭川医科大学病院通院中の
クローン病患者を対象とし任意でアンケート調査を実施した。QOL尺度として疾患特
異的であるIBDQ及び健康関連であるSF-36を用い調査を行った。臨床情報はカル
テを参照し後ろ向きにデータを抽出した。IFX投与群とIFX-BS投与群で臨床的背
景とQOL尺度を比較した。またIFXからIFX-BSに変更した患者を再抽出し変更前
後におけるQOLの変化を比較検討した。【結果】IFX投与群46例、IFX-BS投与
群25例。CDAIは124.6vs78.9とIFX-BS群で有意に低い傾向を認めた。IBDQ・
SF-36共に全ての調査項目で有意差は認めなかった。IFXからIFX-BSに変更した
11症例は全例が臨床的寛解におけるスウィッチであり、その前後におけるIBDQ・SF-
36・CDAIいずれの項目においても有意な変化は認めなかった。【結語】IFX-投与
群とIFX-BS投与群及びスイッチ前後で患者QOLに差は認めず、IFX-BS投与は
患者満足度の観点からも妥当と考えられる。しかし、IFX-BSはCDAIが低い症例に
投与されている傾向があり、今後背景因子が揃った多数例での検討が必要である。
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149（内）
潰瘍性大腸炎に対する顆粒球吸着除去療法の有効性と内視
鏡所見の関係
1札幌厚生病院　IBDセンター
○杉山　浩平1、那須野　正尚1、宮川　麻希1、田中　浩紀1、本谷　聡1

【背景・目的】潰瘍性大腸炎（UC）に対する週2回の顆粒球吸着除去療法（intensive 
GMA）は有用な治療選択肢であるが，有効性と内視鏡所見を詳細に検討した報告
は少ない．近年，新しい内視鏡スコアとしてUlcerative Colitis Endoscopic Index of 
Severity（UCEIS）が提唱されており，より詳細な比較が可能となった．今回我々は
intensive GMAが施行されたUCにおける内視鏡所見がGMAの有効性に与える影響
を検討した．【方法】2010年4月から2017年3月の間にintensive GMAが施行された
UC のうち，Clinical Activity Index（CAI; Lichtiger index）が5以上であり，初回
GMAの前後1週間以内に他の寛解導入療法が施行されておらず，GMA開始時の内
視鏡評価を施行した74例を対象とした．GMA 10回施行までにCAI 4以下となった症
例を寛解と定義し，寛解導入率とそれに影響する背景因子を比較検討した．内視鏡
スコアはMESとUCEISを用い，UCEISでは各項目の検討も行った．【結果】患者背
景は，男性48例・女性26例，平均年齢42.3歳，平均罹病期間5.2年，平均CAI 8.8，
全大腸炎型40例・左側大腸炎型29例・直腸炎型5例，ステロイド抵抗性15例・依存
性27例・ナイーブ32例であった．全体の寛解導入率は64%であった．治療開始時の
内視鏡スコアの内訳はMES 1：4例, MES 2：49例, MES 3：21例であり，UCEIS
による評価ではUCEIS 1：1例, 2：4例，3：15例，4：29例，5：14例，6:10例，7：
1例であった．内視鏡スコアと寛解導入率の比較では，MES≦2では寛解導入率74%
に対してMES 3では38%と有意に不良であった．一方，UCEISの評価ではUCEIS
≦4で69%に対しUCEIS≧5では52%と不良の傾向を認めるも有意差は認めなかった．
ただし，項目ごとの比較ではerosions and ulcers≦1では寛解導入率75%に対し，2
以上では50%と有意に不良であった．vascular pattern, bleedingの項目では有意差
を認めなかった．【結語】UCに対するintensive GMAはおよそ6割に寛解が得られた．
ただし，内視鏡の重症度により寛解導入率は低下し，潰瘍を伴う症例では治療成績
が低下する可能性に留意する必要がある．

150（内）
ポリープ様隆起を呈した腸管子宮内膜症の1例
1JA北海道厚生連　遠軽厚生病院　内科
○武藤　桃太郎1、本田　宗也1、武藤　瑞恵1、市來　一彦1、石川　千里1、
井上　充貴1

症例は44歳、女性。2017年7月頃より左下腹部の違和感、疼痛、便秘が出現し、
同年10月当科受診となった。下部消化管内視鏡検査を施行したところ、直腸S状部

（RS）に大きさ2cmほどの一部境界不明瞭な、強く発赤したIs様隆起を認めた。び
らんや陥凹面は認めず、拡大観察ではI型pitで、第一にjuvenile polypが考えられ
た。生検ではgroup1の結果であった。超音波内視鏡検査を施行したところ、境界
明瞭な嚢胞性病変として描出され、注腸X線検査ではRS前壁に腹側からの圧排様
所見を認めた。CT検査では骨盤内の左側に3cmの嚢胞を認め、一部直腸壁に接
していた。嚢胞内部はMRIでT1WI high、T2WI lowで出血成分が示唆され、チョ
コレート嚢胞が疑われた。以上の画像所見と血液検査でCA-125が45U/mlと高値
であることから、腸管子宮内膜症が強く疑われた。婦人科を受診し、子宮内膜症の
診断のもと、GnRHアゴニストによる内分泌療法が開始となった。腸管子宮内膜症
は腸管内に子宮内膜組織が異所性に増殖する非腫瘍性疾患である。好発部位は
直腸・S状結腸で、内視鏡検査では、大部分が正常粘膜で被覆された粘膜下腫
瘍様隆起として観察される場合が多い。しかし本症例の内視鏡所見は発赤の強い
Is様隆起であり、ポリープとの鑑別を要した。今回我々は、特異な内視鏡像を呈し
た腸管子宮内膜症を経験したので報告する。
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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122回日本消化器病学会北海道支部例会
会長　古　家　　　乾

第116回日本消化器内視鏡学会北海道支部例会
会長　本　谷　　　聡

協 賛 企 業 一 覧 

アストラゼネカ株式会社

アッヴィ合同会社

株式会社アムコ

EAファーマ株式会社

エーザイ株式会社

大塚製薬株式会社

オリンパス株式会社

カイゲンファーマ株式会社

ガデリウス・メディカル株式会社

株式会社紀伊國屋書店

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

杏林製薬株式会社

ギリアド・サイエンシズ株式会社

Cook Japan株式会社

グラクソ・スミスクライン株式会社

コヴィディエンジャパン株式会社

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

株式会社JIMRO

ゼリア新薬工業株式会社

第一三共株式会社

大鵬薬品工業株式会社

武田薬品工業株式会社

株式会社竹山

田辺三菱製薬株式会社

中外製薬株式会社

日本イーライリリー株式会社

ノバルティスファーマ株式会社　

バイエル薬品株式会社

株式会社日立製作所

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 スクイブ株式会社

株式会社プリズム・メディカル

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

ミヤリサン製薬株式会社

株式会社ムトウ

持田製薬株式会社

ヤンセンファーマ株式会社

（五十音順）
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M E D I C A L

Precisely place biliary stents 
with controlled release. 

S TRIC TURE MANAGEMENT

© COOK 07/2017 ESC-Q34099-JA-FL

Evolution® Biliary
C O N T R O L L E D - R E L E A S E  S T E N T

Image courtesy of Prof. Guido Costamagna, 
Policlinico Universitario Agostino Gemelli Rome, 
Italy

Cook Medical—Delivering the clinical advantage. 

www.cookmedical.co.jp
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処方箋医薬品（注意－医師等の処方箋により使用すること）
「効能・効果、用法・用量、禁忌を含む使用上の注意」
等については、製品添付文書をご参照ください。

2015年12月作成
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2017年11月作成

「効能・効果」、「用法・用量」、「禁忌を含む使用上の注意」
等については添付文書をご参照ください。

提携先  スペイン
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効能・効果、用法・用量、警告、禁忌を含む
使用上の注意等については、製品添付文書
をご参照ください。

2016年12月作成

注意－医師等の処方箋により使用すること
劇薬 薬価基準収載処方箋医薬品
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ⓒ Janssen Pharmaceutical K.K.2017 

「効能・効果」、「用法・用量」、「警告・禁忌を含む使用上の注意」等に
ついては添付文書をご参照ください。

2017年5月

新発売
点滴静注
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