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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2日（土）8：00～ 16：30
 3月3日（日）8：30～ 13：30

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

４． 「プログラム・抄録集」は、例会当日必ずご持参ください。

５．日本消化器病学会専門医更新単位登録について
 ● 第124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16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。
 ※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
 　2019年3月2日（土）17：20～ 18：00　204会議室
  ○第123回日本消化器病学会北海道支部例会奨励賞表彰式
 　2019年3月3日（日）13：00～ 13：20　204会議室
  ○第118回日本消化器内視鏡学会北海道支部例会奨励賞表彰式
 　2019年3月3日（日）13：00～ 13：20　204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2日（土）～ 3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22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/jsge124-jges118-hokkaido/info_takuji.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3分

シンポジウム（内視鏡） 発表8分、質疑3分

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 204会議室前
 受付時間 3月2日（土）8：00～ 16：15
  3月3日（日）8：30～ 13：25

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118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
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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

シンポジウム（消）
「消化器癌に対する集学的治療」

9:00～10:39

座長：辻　　靖
　　 七戸俊明

開会式
肝1　9:00～9:21
金戸宏行

食道1　9:15～9:36
石川千里

小腸1　9:15～9:36
伊藤貴博

小腸2　9:39～10:00
藤川幸司

小腸3　10:03～10:24
南　伸弥

大腸1
10:27～11:09
村松博士

その他
11:12～11:54
阿部暢彦

食道2　9:39～10:00
関　英幸

胃・十二指腸4
11:15～11:43
稲場勇平

胃・十二指腸1　10:03～10:24
住吉徹哉

胃・十二指腸2　10:27～10:48
上野伸展

胃・十二指腸3　10:51～11:12
平田　翔

肝2
9:24～9:52
小関　至

肝3
9:55～10:23
仙丸直人

肝4　10:26～10:47
町田卓郎

肝5　10:50～11:11
土居　忠

内視鏡研修医優秀演題選考
10:42～11：17
太田智之

内視鏡専修医優秀演題選考
11:20～11:41　笹島順平

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

イブニングセミナー
共催：武田薬品工業株式会社

16:15～17:15

ランチョンセミナー3
共催：マイランEPD合同会社

12:00～12:55

3月2日（土）

消化器病特別講演
「変わりゆく消化器がんの薬物療法」
共催：大鵬薬品工業株式会社

13:05～14:00
座長：前田征洋
演者：高山哲治

女性医師の会企画
『女性医師支援が病院を活性化する
-ワークライフバランスの重要性-』

14:05～14:35
座長：長谷部千登美　演者：清野佳紀

専門医セミナー
14:40～16:10
座長：平山眞章
演者：間部克裕
　　 宮西浩嗣
　　 小野道洋

ランチョンセミナー1
共催：エーザイ株式会社
12:00～12:55

日本消化器病学会評議員会
17:20～18:00

展示会場
9:00～14:40

胆1
11:14～11:49
小野道洋

プ　ロ　グ　ラ　ム　日　程　表
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15:30
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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3日（日）

8:30～　　 受付開始

シンポジウム（内）
「消化器癌の内視鏡診断治療に

おける進歩と課題」
9:15～10:43

座長：清水勇一
　    水上裕輔

消化器病研修医優秀演題選考
10:46～11:14
加藤元嗣

胃・十二指腸6
13:25～13:53
田邊裕貴

胆4
13:25～13:53
杉山祥晃

膵5
13:25～13:53
河本　徹

大腸7
13:25～13:53
吉井新二

消化器病専修医優秀演題選考
11:17～11:45
久居弘幸

消化器病・内視鏡合同表彰式
13:00～13:20

ランチョンセミナー4
共催：ギリアド・サイエンシズ株式会社

12:00～12:55

閉会式

ランチョンセミナー5
共催：富士フイルムメディカル株式会社

12:00～12:55
　

胃・十二指腸5　9:30～9:51
和賀永里子

膵1
9:54～10:29
吉田真誠

膵2
10:32～11:00
林　　毅

膵3　11:03～11:24
岸　宗佑

膵4　11:27～11:48
後藤拓磨

ランチョンセミナー6
共催：日本化薬株式会社
12:00～12:55

小腸4
9:00～9:28
那須野正尚

大腸2
9:31～9:59
山下健太郎

大腸3　10:02～10:23
藤井重之

大腸4
10:26～10:54
上野敦盛
大腸5

10:57～11:25
武藤桃太郎
大腸6

11:28～11:56
盛一健太郎

展示会場
9:00～13:25

肝6
9:00～9:42
岡田充巧

肝7
9:45～10:20
辻　邦彦

胆2
10:23～10:58
金　俊文

胆3　11:01～11:22
野村友祐

内視鏡プレナリー
11:25～11:55
藤谷幹浩
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会　場　案　内　図
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特別講演 3月2日（土）　13：05～ 14：00　第1会場（2F　204会議室）

変わりゆく消化器がんの薬物療法
座長：前田　征洋（社会医療法人　製鉄記念室蘭病院　病院長）
演者：高山　哲治（徳島大学大学院医歯薬学研究部　消化器内科学　教授）
共催：大鵬薬品工業株式会社

女性医師の会企画 3月2日（土）　14：05～ 14：35
 　第1会場（2F　204会議室）

座長：長谷部　千登美（旭川赤十字病院　副院長）

『女性医師支援が病院を活性化する　-ワークライフバランスの重要性-』
演者：清野　佳紀（JCHO大阪病院　名誉院長）

日本消化器病学会北海道支部
第16回専門医セミナー

　3月2日（土）　14：40～ 16：10
第1会場（2F　204会議室）

座長：平山　眞章（斗南病院　消化器内科　副診療部長）

講演1.  ヘリコバクター・ピロリ除菌後の課題 
演者：間部　克裕（国立病院機構函館病院　消化器科　消化器科部長、消化器病センター長）

講演2. 脂肪性肝疾患の現状と展望
演者：宮西　浩嗣（札幌医科大学　腫瘍内科　准教授）

講演3. IPMNの診断とサーベイランス
演者：小野　道洋（社会医療法人　製鉄記念室蘭病院　消化器内科　主任医長）

プ ロ グ ラ ム
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　シンポジウム（消） 3月2日（土）9：00～ 10：39　第1会場（2F　204会議室）

消化器癌に対する集学的治療
座長：辻　靖（国家共済組合連合会　斗南病院　腫瘍内科）
　　　七戸　俊明（北海道大学　消化器外科Ⅱ）

S-1（消）  進行食道扁平上皮癌に対するdocetaxel，nedaplatin，5-fl uorouracil（DNF）併用療法による術前補助化学療法
の第II相試験 －アップデート解析－

 ○坂本　拡基1、大沼　啓之1、早坂　尚貴1、佐藤　昌則1、平川　昌宏1、村瀬　和幸1、高田　弘一1、宮西　浩嗣1、
 　佐川　保2、藤川　幸司2、大井　雅夫3、岡川　泰4、辻　靖5、平山　眞章4、伊東　竜哉6、信岡　隆幸6、
 　加藤　淳二1

 1札幌医科医大学 腫瘍内科、2北海道がんセンター 消化器内科、3札幌共立五輪橋病院 消化器病センター、4斗南病院 消化器内科、
 5斗南病院 腫瘍内科、6札幌医科大学 消化器・総合、乳腺・内分泌外科

S-2（消） 切除不能進行再発胃癌に対する三剤併用化学療法によるconversion therapyの有効性
 ○大沼　啓之1、坂本　紘基1、早坂　尚貴1、佐藤　昌則1、平川　昌宏1、村瀬　和幸1、高田　弘一1、宮西　浩嗣1、
 　伊東　竜哉2、信岡　隆幸2、竹政　伊知朗2、加藤　淳二1

 1札幌医科大学　腫瘍内科、2札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科

S-3（消） 進行肝細胞癌に対する分子標的治療
 ○荒川　智宏1、推井　大雄1、山口　将功1、巽　亮二1、木村　睦海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

 1札幌厚生病院　消化器内科（肝臓内科）

S-4（消） 当院における進行肝癌に対する集学的治療の現状
 ○山本　義也1、吉田　苑永1、宮本　秀一1、木下　賢治1、伊藤　淳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

S-5（消） 当科における胆道癌に対するconversion surgeryの短期・長期成績
 ○野路　武寛1、岡村　圭祐1、細井　勇人1、中山　智英1、田中　公貴1、中西　善嗣1、浅野　賢道1、海老原　裕磨1、
 　倉島　庸1、中村　透1、村上　壮一1、土川　貴裕1、七戸　俊明1、平野　聡1

 1北海道大学　医学研究院　消化器外科教室II

S-6（消） 膵癌に対する集学的治療における外科手術の果たすべき役割
 ○田中　栄一1、早馬　聡1、越湖　進1、三橋　洋介1、上　奈津子1、松本　哲1、野村　友祐2、岸　宗佑2、
 　二川　憲昭2、豊川　揚也2、丹野　誠志2

 1イムス札幌消化器中央総合病院　外科、2イムス札幌消化器中央総合病院　消化器内科

S-7（消） 切除成績に基づいた動脈因子陽性局所進行膵癌に対する治療戦略
 ○浅野　賢道1、中村　透1、岡村　圭祐1、土川　貴裕1、野路　武寛1、中西　喜嗣1、田中　公貴1、海老原　裕磨1、
 　倉島　庸1、村上　壮一1、七戸　俊明1、平野　聡1

 1北海道大学大学院　医学研究院　消化器外科学教室II

S-8（消） 腹膜播種陽性膵癌に対する腹腔内化学療法：当院で行った症例についての後方視的検討
 ○高山　歳三1、神　崇志2、本間　理央1、杉山　絢子1、鈴木　善法3、平山　眞章2、辻　靖1

 1斗南病院　腫瘍内科、2斗南病院　消化器内科、3斗南病院　外科

S-9（消）  消化器癌患者への集学的治療を目指したCVポート埋設部位の検討：治療と生活を第一にした手術部位の決定
指針について

 ○岸　宗佑1、野村　友祐1、二川　憲昭1、豊川　揚也1、平田　翔1、山本　浩1、金野　陽高1、上野　敦盛1、
 　葛西　幸穂1、平池　則雄1、葛西　和博1、丹野　誠志1

 1イムス札幌消化器中央総合病院
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　シンポジウム（内） 3月3日（日）9：00～ 10：30　第1会場（2F　204会議室）

消化器癌の内視鏡診断治療における進歩と課題
座長：清水　勇一（北海道大学病院　光学医療診療部）
　　　水上　裕輔（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-10（内） 食道疾患 Endocytoscopy 画像診断 - 内視鏡医と病理医における診断能の検討
 ○井上　雅貴1、清水　勇一2、田中　一光1、木脇　佐代子1、石川　麻倫1、
 　松田　可奈1、津田　桃子1、高橋　正和2、山本　桂子2、小野　尚子2、中川　学2、中川　宗一2、森　康明2、
 　畑中　佳奈子3、市原　真4、鈴木　昭5、坂本　直哉1

 1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、2北海道大学病院　光学医療診療部、
 3北海道大学病院　病理診断科、4JA北海道厚生連　札幌厚生病院　病理診断科、5KKR札幌医療センター　病理診断科

S-11（内） ESDを施行した未分化混在型早期胃癌の臨床病理学的特徴　
 ○岡川　泰1、住吉　徹哉1、富田　祐介1、大岩　修太郎1、神　崇志1、吉田　将大1、藤井　亮爾1、皆川　武慶1、
 　森田　康太郎1、庵原　秀之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

S-12（内） 大腸腫瘍におけるprecutting EMR / hybrid ESDの有用性と安全性の検討
 ○吉井　新二1、久保　茉理奈1、古川　龍太郎1、太宰　昌佳1、小野寺　学1

 1NTT東日本札幌病院

S-13（内） Cold snare polypectomy後の創部に出現する白色突出物の予測因子と病理学的関係
 ○石井　達也1、原田　拓1、田沼　徳真1、鈴木　雄一郎1、赤保内　正和1、立花　靖大1、青木　敬則1、潟沼　朗生1、
 　篠原　敏也1

 1手稲渓仁会病院　消化器病センター

S-14（内） 胆道癌診断における直視下生検・透視下生検の使い分け
 ○河瀬　智哉1、友田　博行1、木田　裕之2

 1北斗病院　消化器内科、2北斗病院　消化器外科

S-15（内） 再発性遠位悪性胆道閉塞に対する12mm径金属胆道ステントを用いた胆道ドレナージの成績
 ○田中　一成1、金　俊文1、潟沼　朗生1

 1手稲渓仁会病院　消化器病センター

S-16（内） 充実性切除不能膵癌，剖検40症例による，EUS-FNA後の膵癌胃浸潤危険因子の検討
 ○成瀬　宏仁1、吉田　苑永1、宮本　秀一1、木下　賢治1、伊藤　淳1、工藤　大樹1、畑中　一映1、山本　義也1、
 　下山　則彦2

 1市立函館病院　消化器病センター　消化器内科、2市立函館病院　病理診断科

S-17（内） TS1膵癌および上皮内癌症例の検討－地方病院に専門医は必要か－
 ○久居　弘幸1、櫻井　環1、小柴　裕1、渡邊　晃一1、宮崎　悦2、佐藤　正文3、川崎　亮輔3、行部　洋3、
 　吉田　直文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　内科、3伊達赤十字病院　外科、4札幌医科大学　腫瘍内科学講座・血液内科学
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［3月2日（土）］

第1会場（2F　204会議室）

　シンポジウム（消） 3月2日（土）9：00～ 10：39

　内視鏡研修医優秀演題選考 3月2日（土）10：42～ 11：17

座長：太田智之（札幌東徳州会病院　消化器センター）

001（内） 胃内逸脱食道ステントに対して内視鏡的な摘出を行った進行肺癌による食道狭窄の1例
 ○一柳　亜貴子1、横山　佳浩2、飯塚　尭2、平野　雄大2、牛島　慶子2、一色　裕之2、鈴木　亮2、岡　俊州2、
 　笠原　薫2、小林　寿久2、矢和田　敦2

 1函館五稜郭病院　初期臨床研修医、2函館五稜郭病院　消化器内科

002（内） 胃腺腫を合併した自己免疫性胃炎の一例
 ○谷口　正浩1、須藤　豪太1、上野　あかり1、風間　友江1、柴田　泰洋1、三橋　慧1、五十嵐　央祥1、久保　俊之1,2、
 　能正　勝彦1、山下　健太郎1、山野　泰穂1、仲瀬　裕志1

 1札幌医科大学　消化器内科学講座、2札幌しらかば台病院　消化器内科

003（内） 上咽頭癌を合併したEpstein-Barr virus関連胃癌の1例
 ○白鳥　翔也1、山本　桂子2、田中　一光1、井上　雅貴1、木脇　佐代子1、松田　可奈1、石川　麻倫2、津田　桃子2、
 　小野　尚子1、清水　勇一1、坂本　直哉1　
 1北海道大学大学院医学研究科　消化器内科分野、2北海道大学病院　光学医療診療部

004（内）  ショックを呈した十二指腸憩室出血に対して、プロナーゼ散布を併用し、先端フード付き直視内視鏡で止血し
得た一例

 ○小田　総一郎1、安孫子　怜史1、野澤　　俊一郎1、桜井　健介1、吉河　歩1、佐々木　塁1、原田　一顕1、
 　佐野　逸紀1、小林　良充1、小田　寿1、宮城島　拓人1　
 1釧路労災病院　内科

005（内） 当院で経験した膵腺扁平上皮癌の2例
 ○奥　雄暉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、石川　千里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

内視鏡専修医優秀演題選考 3月2日（土）11：20～ 11：41

座長：笹島順平（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）

006（内） 当院での十二指腸非乳頭部腫瘍に対する内視鏡的治療成績の検討
 ○中村　里紗1、田沼　徳真1、南　亮輔1、鈴木　雄一郎1、赤保内　正和1、石井　達也1、青木　敬則1、立花　靖大1、
 　原田　拓1、潟沼　朗生1

 1手稲渓仁会病院　消化器病センター

007（内） ダブルバルーン小腸内視鏡（DBE）で診断し、止血した成人出血性Meckel憩室の一例
 ○伊藤　亮1、安部　智之1、今川　貴之1、佐賀　潤也1、山田　充子1、小野　道洋1、藤井　重之1、前田　征洋1、
 　仙丸　直人2、藤田　美悧3、清水　晴夫4、山川　司4、村松　丈児5、吉田　正宏5

 1製鉄記念室蘭病院　消化器内科・血液腫瘍内科、2製鉄記念室蘭病院　外科・消化器外科、3製鉄記念室蘭病院　病理臨床検査室、
 4市立室蘭総合病院　消化器内科、5札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座、血液内科学

008（内）  膵癌化学療法中の前上膵十二指腸動脈瘤（ASPDAA）破裂による胆道出血にSelf-expandable metal stent 
（SEMS）留置が奏功し待機的な動脈塞栓術が可能となった一例

 ○村松　丈児1、小野　道洋1、伊藤　亮1、佐賀　潤也1,2、今川　貴之1,2、吉田　正宏1,2、安部　智之1、藤井　重之1、
 　湯浅　憲章3、前田　征洋1

 1製鉄記念室蘭病院　消化器内科・血液腫瘍内科、2札幌医科大学　腫瘍内科学講座、血液内科学、3製鉄記念室蘭病院　放射線科
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　ランチョンセミナー 1 3月2日（土）12：00～ 12：55

共催：エーザイ株式会社

　特別講演 3月2日（土）13：05～ 14：00

　女性医師の会企画 3月2日（土）14：05～ 14：35

　日本消化器病学会北海道支部第16回専門医セミナー 3月2日（土）14：40～ 16：10

　日本消化器病学会北海道支部例会評議員会 3月2日（土）17：20～ 18：00

第2会場（2F　小ホール）

　肝1 3月2日（土）9：00～ 9：21

座長：金戸　宏行（市立室蘭総合病院　消化器内科）

009（消） C型慢性肝疾患に対するDAA治療後の再燃例の検討
 ○小関　至1、推井　大雄1、巽　亮二1、山口　将功1、木村　睦海1、荒川　智宏1、中島　知明1、桑田　靖昭1、
 　大村　卓味1、髭　修平1、狩野　吉康1、豊田　成司1   

 1札幌厚生病院　肝臓内科

010（消） DAA治療前後における血中カルニチン濃度に関する検討
 ○中島　知明1、推井　大雄1、巽　亮二1、山口　将功1、木村　睦海1、荒川　智宏1、桑田　靖昭1、小関　至1、
 　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　肝臓内科

011（消） 当院における免疫チェックポイント阻害剤による肝障害の検討
 ○山口　将功1、中島　知明1、推井　大雄1、巽　亮二1、木村　睦海1、荒川　智宏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　肝臓内科

　肝2 3月2日（土）9：24～ 9：52

座長：小関　至（札幌厚生病院　肝臓内科）

012（消） 脂質異常症合併NAFLD患者に対するペマフィブラートの初期使用経験
 ○鈴木　康秋1、上原　聡人1、上原　恭子1、杉村　浩二郎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

013（消） 当院における重症アルコール性肝炎症例の検討
 ○堀本　啓大1、藤重　琴美1、米村　洋輝1、霜田　佳彦1、多谷　容子1、松本　美櫻1、馬場　麗1、武藤　修一1、
 　木村　宗士1

 1国立病院機構　北海道医療センター　消化器内科

014（消） 当院におけるE型急性肝不全4例の検討
 ○重沢　拓1、鈴木　和治1、中村　晃久1、大原　正嗣1、川岸　直樹1、梅村　真知子1、中井　正人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

015（消） 膵酵素補充療法が有用であった非切除進行膵癌合併NAFLDの2例
 ○鈴木　康秋1、上原　聡人1、上原　恭子1、杉村　浩二郎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
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　肝3 3月2日（土）9：55～ 10：23

座長：仙丸　直人（製鉄記念室蘭病院　外科）

016（消） 切除不能S状結腸癌の同時性両葉多発肝転移に対し、化学療法後に二期的肝切除術を施行した一例
 ○倉谷　友崇1、松本　譲1、桑原　尚太1、和田　秀之1、加藤　航平1、田畑　佑希子1、市之川　正臣1、吉岡　達也1、
 　池田　篤1、村川　力彦1、大竹　節之1、大野　耕一1、川畑　修平2、伊藤　貴史2、松本　隆祐2、長　いく弥2、
 　吉田　晃2、柳澤　秀之2

 1帯広厚生病院　外科、2帯広厚生病院　消化器内科

017（消） 当科におけるinterval hepatectomy症例の検討
 ○狭間　一明1、鯉沼　潤吉1、高橋　瑞奈1、小野　雅人1、臼井　葉月1、渡辺　幹夫1、岩井　和浩1    

 1王子総合病院　外科

018（消） 当院における腹腔鏡下肝切除術の適応と手技上の工夫について
 ○砂原　正男1、大島　由佳1、上坂　貴洋1、寺崎　康展1、片山　知也1、奥田　耕司1、大島　隆宏1、大川　由美1、
 　三澤　一仁1

 1市立札幌病院　外科

019（消） 80歳以上の高齢者肝細胞癌に対する肝切除の成績と予後因子
 ○横尾　英樹1、神山　俊哉1、島田　慎吾1、折茂　達也1、長津　明久1、蒲池　浩文1、武冨　紹信1　  
 1北海道大学　消化器外科I

　肝4 3月2日（土）10：26～ 10：47

座長：町田　卓郎（医療法人菊郷会札幌センチュリー病院　消化器科）

020（消） 超音波Shear Wave Elastography・Strain ElastographyとAttenuation Imagingによる肝硬度と脂肪化の評価
 ─MR Elastography・PDFFとの比較検討─
 ○鈴木　康秋1、上原　聡人1、上原　恭子1、杉村　浩二郎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

021（消） 肝硬変に合併した難治性腹水に対し腹腔－静脈シャントが著効した一例
 ○横山　大輔1、松野　鉄平1、渡辺　大地1、大森　銀治1、山田　尚太1、奥田　敏徳1、南　伸弥1

 1王子総合病院

022（消） 傍臍静脈シャント塞栓術により肝予備能およびサルコペニアの改善を認めた肝性脳症の1例
 ○土居　忠1、柴田　敬典1,3、大井　雅夫1、秋山　剛英1、高橋　稔1、平田　健一郎1、森井　一裕2、古川　勝久2、
 　女澤　慎一4、本間　久登1,4

 1札幌共立五輪橋病院　消化器病センター、2札幌共立五輪橋病院　血液腫瘍内科、3札幌医科大学　腫瘍内科、
 4札幌共立医院　消化器内科

肝5 3月2日（土）10：50～ 11：11

座長：土居　忠（札幌共立五輪橋病院　消化器病センター）

023（消） 初回切除23年後に再発をきたしたHBs抗原陰性B型肝炎ウィルスキャリアの一症例
 ○坂本　侑子1、横山　和典1、持田　賢太郎1、小倉　庸平1、代田　充1、梅本　浩平2、旭　火華2、喜納　政哉2、
 　益子　博幸2、山城　勝重3

 1日鋼記念病院　消化器内科、2日鋼記念病院　消化器外科、3日鋼記念病院　病理診断科

024（消） B型慢性肝疾患における核酸アナログ投与例の肝発癌の検討
 ○小関　至1、推井　大雄1、巽　亮二1、山口　将功1、木村　睦海1、荒川　智宏1、中島　知明1、桑田　靖昭1、
 　大村　卓味1、髭　修平1、狩野　吉康1、豊田　成司1

 1札幌厚生病院　肝臓内科

025（消） 化学療法終了24 ヶ月後に発症したde novo B型肝炎の一例
 ○齋藤　潤信1、阿久津　典之1、谷口　正浩1、守谷　洋1、石上　敬介1、柾木　喜晴1、伊東　文子1、仲地　耕平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



─ 15 ─

　胆1 3月2日（土）11：14～ 11：49

座長：小野　道洋（製鉄記念室蘭病院　消化器内科）

026（消） 動脈塞栓術にて止血し得た内視鏡的乳頭切開術（EST）後出血の2例
 ○町田　卓郎1、藤田　朋紀1、小川　亮1、河上　純彦1、江上　太基2、後藤　哲2、加藤　貴司2、宮下　憲暢2、
 　岡本　宗則2

 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　愛育病院　消化器内科

027（消） 肺腺癌に対しペムブロリズマブ投与後に硬化性胆管炎を発症した1例
 ○曽我部　進1、松薗　絵美2、小野　つぼみ2、佐藤　公則1、嘉島　相裕2、大原　克仁1、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

028（消） IgG4関連胆管炎による胆汁性嚢胞（Biloma）に対してドレナージルートから破綻胆管をコイル塞栓した1例
 ○町田　卓郎1、藤田　朋紀1、小川　亮1、河上　純彦1、江上　太基2、後藤　哲2、加藤　貴司2、宮下　憲暢2、
 　岡本　宗則2、永井　孝輔3、滝新　龍之介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　愛育病院　消化器内科、3稚内市立病院　内科

029（消） EUSガイド下胆嚢ドレナージ後に発症した胆石イレウスの1例
 ○渡邊　晃一1、久居　弘幸1、櫻井　環1、こしば　裕1、宮崎　悦2、飴田　咲貴3

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

030（消） 抗凝固療法が奏功した門脈血栓症を合併した総胆管結石性胆管炎の1例
 ○西田　千尋1、佐々木　貴志1、更科　耕一郎1、細田　峻一1、西澤　竜矢1、阿部　暢彦1

 1網走厚生病院　内科消化器科

　ランチョンセミナー 2 3月2日（土）12：00～ 12：55

共催：オリンパス株式会社

　イブニングセミナー 3月2日（土）16：15～ 17：15

共催：武田薬品工業株式会社

第3会場（2F　201+202会議室）

　食道1 3月2日（土）9：15～ 9：36

座長：石川　千里（旭川赤十字病院　消化器内科）

031（内） 食道ESD術中穿孔に対して内視鏡的粘膜欠損被覆法が有効であった早期食道癌の1例
 ○赤保内　正和1、中村　里紗1、南　亮輔1、鈴木　雄一郎1、石井　達也1、青木　敬則1、立花　靖大1、原田　拓1、
 　田沼　徳真1、潟沼　朗生1

 1手稲渓仁会病院　消化器病センター

032（内） 診断に苦慮したポリープ様発育を示す巨大な食道類基底細胞癌の1例
 ○大和田　紗恵1、清水　晴夫1、山川　司1、谷　元博1、伊早坂　舞1、小野寺　馨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

033（内） 先天性食道気管瘻に対して複数回の内視鏡治療が有効であった一例
 ○松田　千佳1、小野　雄司1、工藤　俊彦2、古川　理沙子1、村井　太一1、曽根　孝之1、板谷　一史1、藤田　弘之1、
 　小池　裕太1、佃　曜子1、遠藤　文菜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、2北海道医療大学病院　消化器内科



─ 16 ─

　食道2 3月2日（土）9：39～ 10：00

座長：関　英幸（KKR札幌医療センター　消化器科）

034（消） 過量服薬と飲酒により発症した特発性食道破裂の一例
 ○深澤　拓夢1、阪田　敏聖1、石川　倫啓1、小柳　要1、細田　充主1、横田　良一1、田口　宏一1

 1砂川市立病院 消化器外科

035（消） Pembrolizumab投与中に食道炎を発症した1例
 ○吉田　苑永1、宮本　秀一1、木下　賢治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

036（消） 持続する胸部つかえ感・嘔吐で発見されたびまん性食道痙攣の一例
 ○中村　赳晶1、東野　真幸1、山村　貴洋1、永井　孝輔1、滝新　悠之介1、出水　孝章1、國枝　保幸1

 1市立稚内病院　内科

　胃・十二指腸1 3月2日（土）10：03～ 10：24

座長：住吉　徹哉（斗南病院　消化器内科）

037（消）  我々が経験したバルーン型胃瘻カテーテルによる胃排出障害
 ○横浜　吏郎1、高添　愛2、斉藤　裕樹2、西村　英夫2 
 1国立病院機構　旭川医療センター　臨床研究部、2国立病院機構　旭川医療センター　臨床研究部

038（消）  巨大胃GIST術前にTrousseau症候群を発症した1例
 ○藤野　紘貴1、伊東　竜哉1、信岡　隆幸1、石井　雅之1、竹政　伊知朗1 
 1札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科

039（消）  Infl iximab投与中に血管炎を併発したクローン病の一例
 ○上野　あかり1、山下　健太郎1、仲瀬　裕志1、山野　泰穂1、三橋　慧1、須藤　豪太1、五十嵐　央祥1、
 　風間　友江1、柴田　泰洋1 
 1札幌医科大学付属病院

　胃・十二指腸2 3月2日（土）10：27～ 10：48

座長：上野　伸展（旭川医科大学　地域医療支援および専門医育成推進講座）

040（内）   デュオドーパ経腸療法中にPEG-J（percutaneous endoscopic gastro-jejunostomy）逸脱により十二指腸潰瘍
を形成した一例

 ○田中　一光1、小野　尚子2、井上　雅貴1、木脇　佐代子1、石川　麻倫2、松田　可奈1、津田　桃子2、山本　桂子2、
 　清水　勇一2、坂本　直哉1 
 1北海道大学大学院　消化器内科、2北海道大学病院　光学医療診療部

041（内）  内視鏡的に切除した胃底腺型腺癌の1例
 ○植村　尚貴1、勝木　伸一1、安保　智典1、高梨　訓博1、小松　悠弥1、嘉成　悠介1、平田　裕哉1、
 　市原　真2 
 1小樽掖済会病院　消化器内科、2札幌厚生病院　病理診断科

042（内）  ESD後に回収困難であった体積の大きい胃腫瘍をメモリーワイヤーバッグで回収した1例
 ○藤田　朋紀1、町田　卓郎1、小川　亮1、河上　純彦1、江上　太基2、後藤　哲2、加藤　貴司2、宮下　憲暢2、
 　岡本　宗則2 
 1医療法人菊郷会　札幌センチュリー病院　消化器内科、2医療法人菊郷会　愛育病院
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　胃・十二指腸3 3月2日（土）10：51～ 11：12

座長：平田　翔（イムス札幌消化器中央総合病院　消化器病センター）

043（内）  上部消化管ESD施行時におけるリドカイン局注の安全性に関しての検討
 ○森園　竜太郎1、上杉　淳1、五十嵐　聖名子1、檜森　亮吾1、高木　秀雄1、古山　準一1 
 1勤医協中央病院

044（内）  ESDにて完全切除し得た胃原発炎症性筋線維芽細胞性腫瘍の1例
 ○小林　裕1、吉田　萌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　消化器内科

045（内）  上十二指腸角から下行脚後壁に存在したIsp型十二指癌に対してESDで治癒した1例
 ○藤田　朋紀1、町田　卓郎1、小川　亮1、河上　純彦1、江上　太基2、後藤　哲2、加藤　貴司2、宮下　憲暢2、
 　岡本　宗則2 
 1医療法人菊郷会　札幌センチュリー病院　消化器内科、2医療法人菊郷会　愛育病院

　胃・十二指腸4 3月2日（土）11：15～ 11：43

座長：稲場　勇平（市立旭川病院　消化器病センター）

046（内）  消化管出血をきたした胃孤立性若年性ポリープの1例
 ○富田　祐介1、住吉　徹哉1、大岩　修太郎1、神　崇志1、吉田　将大1、高山　歳三1、藤井　亮爾1、皆川　武慶1、
 　森田　康太郎1、庵原　秀之1、平山　眞章1、近藤　仁1、武田　広子2 
 1斗南病院　消化器内科、2斗南病院　病理診断科

047（内）  消化管出血を契機に診断された十二指腸脂肪腫の1例
 ○堀内　正史1、宮澤　佑貴1、本田　宗也1、田中　一之1、河端　秀賢1、河本　徹1、藤永　明裕1、後藤　充1、
 　佐藤　智信1、斎藤　義徳1 
 1旭川厚生病院　消化器科

048（内）  十二指腸神経内分泌腫瘍に対する内視鏡治療後の後出血に対し，Over The Scope Clipで止血が得られた一例． 
 ○木脇　佐代子1、小野　尚子2、小野　雄司3、井上　雅貴1、田中　一光1、石川　麻倫1、松田　可奈1、津田　桃子2、
 　山本　桂子2、清水　勇一1、坂本　直哉1 
 1北海道大学大学院医学研究科 消化器内科学、2北海道大学病院　光学医療診療部、3市立札幌病院　消化器内科

049（内）  内視鏡による十二指腸穿孔に対してOTSCを用い閉鎖術をおこなった2例
 ○小野　雄司1、松田　千佳1、古川　理沙子1、村井　太一1、曽根　孝之1、板谷　一史1、藤田　弘之1、小池　裕太1、
 　佃　曜子1、遠藤　文菜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

　ランチョンセミナー 3 3月2日（土）12：00～ 12：55

共催：マイランEPD合同会社
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第4会場（2F　207会議室）

　小腸1 3月2日（土）9：15～ 9：36

座長：伊藤　貴博（札幌東徳洲会病院　IBDセンター）

050（消）  腸重積を契機に診断された小腸形質細胞腫の一例
 ○石垣　憲一1、佐藤　允洋1、齋藤　豪志1、村上　雄紀1、岩間　拓哉1、久野木　健仁1、高橋　慶太郎1、
 　安藤　勝祥1、上野　伸展1、嘉島　伸1、盛一　健太郎1、生田　克哉1、田邊　裕貴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

051（消）  イレウス，下血を来した小腸悪性リンパ腫の2例
 ○霜田　佳彦1、米村　洋輝1、多谷　容子1、松本　美桜1、堀本　啓大1、馬場　麗1、武藤　修一1、木村　宗士1、
 　植村　一仁1、木村　太一1 
 1北海道医療センター

052（消）  メトトレキセート長期使用中に発症した小腸びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫の1例
 ○石川　麻倫1、小野　尚子2、田中　一光3、井上　雅貴3、木脇　佐代子3、松田　可奈3、津田　桃子1、山本　桂子1、
 　高橋　正和1、中川　学1、中川　宗一1、清水　勇一1、坂本　直哉1,2,3 
 1北海道大学病院　光学医療診療部、2北海道大学病院　消化器内科、
 3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

　小腸2 3月2日（土）9：39～ 10：00

座長：藤川　幸司（札幌がんセンター　消化器内科）

053（消）  小腸腸間膜原発のデスモイド腫瘍の一例
 ○金澤　あゆみ1、奥谷　浩一1、沖田　憲司1、西舘　敏彦1、秋月　恵美1、碓井　彰大1、浜部　敦史1、里吉　哲太1、
 　藤野　紘貴1、竹政　伊知朗1 
 1札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科

054（消）  肺癌化学療法中の小腸転移に対して手術を施行した2例
 ○三橋　洋介1、越湖　進1、松本　哲1、早馬　聡1、上　奈津子1、田中　栄一1 
 1イムス札幌消化器中央総合病院　外科

055（消）  抗EGFR抗体薬が奏効したRAS遺伝子野生型小腸癌の1例
 ○井上　達也1、笹木　有佑1、小沼　新1、廣田　ジョージョ 1、紺野　潤1 
 1函館中央病院

　小腸3 3月2日（土）10：03～ 10：24

座長：南　伸弥（王子総合病院　消化器内科）

056（消）  絞扼性イレウスで発症した成人消化管重複症に対し腹腔鏡補助下小腸部分切除術を施行した1例
 ○岡本　行平1 
 1市立函館病院　消化器外科

057（消）  鑑別に苦慮したダグラス窩内ヘルニア嵌頓によるイレウスの1例
 ○三浦　亮1、野田　愛1、中山　健太1、向谷　充宏1 
 1小樽掖済会病院　外科

058（消）  子宮広間膜裂孔ヘルニアによって生じた絞扼性イレウスの1例
 ○松本　将吾1、得地　祐匡1、北潟谷　隆1、小林　智絵1、江藤　和範1、山本　文泰1 
 1苫小牧市立病院
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　大腸1 3月2日（土）10：27～ 11：09

座長：村松　博士（留萌市立病院　消化器内科）

059（消）  難治性巨大結腸症に対して盲腸瘻を造設し，脱気と排便目的に経胃瘻的腸用カテーテルを挿入した一例
 ○米村　洋輝1、霜田　佳彦1、多谷　容子1、松本　美桜1、堀本　啓大1、馬場　麗1、武藤　修一1、
 　木村　宗士1 
 1国立病院機構　北海道医療センター　消化器内科

060（消）  右側結腸に生じ狭窄をきたした虚血性大腸炎の一例
 ○古川　理紗子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

061（消）  腸重積様の変化を呈した結腸脂肪腫の一例
 ○西村　友佑1、山田　錬1、寺下　勝巳1、高木　智史1、矢部　沙織2、奥村　一慶2、下國　達志2、西川　眞2、
 　中川　隆公2、高橋　昌宏2、山口　晃典3、吉川　裕幸3、中西　勝也4 
 1JCHO札幌北辰病院　消化器内科、2JCHO札幌北辰病院　外科、3JCHO札幌北辰病院　放射線診断科、
 4JCHO札幌北辰病院　病理診断科

062（消）   術前診断が困難であった劇症型Clostridium diffi  cile腸炎による著明な結腸狭窄に対して結腸亜全摘術を施行し
た1例

 ○原田　拓弥1、本間　重紀1、吉田　雅1、川俣　太1、市川　伸樹1、柴崎　晋1、大塚　拓也2、三橋　智子2、
 　武冨　紹信1　
 1北海道大学大学院医学研究院　消化器外科学教室I、2北海道大学　病理部・病理診断科

063（消）   大腸憩室出血に対して内視鏡的止血術施行後、急性腸炎を発症し一時急性呼吸窮迫症候群となるも救命し得た
1例

 ○山形　優友1、馬場　英1、古家　乾1、池田　明洋1、小泉　忠史1、定岡　邦昌1 
 1JCHO北海道病院　消化器科

064（消）  内視鏡的止血困難な消化管出血に対して経カテーテル的動脈塞栓術（TAE）を施行した2例
 ○湯浅　憲章1、サシーム　パウデル2、仙丸　直人2、村松　丈児3、佐賀　潤也3、安部　智之3、前田　征洋3 
 1製鉄記念室蘭病院　放射線科、2製鉄記念室蘭病院　外科、3製鉄記念室蘭病院　消化器内科・血液腫瘍内科
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　その他 3月2日（土）11：12～ 11：54

座長：阿部　暢彦（網走厚生病院　内科）

065（消）  上腸間膜動脈（SMA）関連疾患を消化器内科医が見ることになった2症例
 ○武藤　修一1、米村　洋輝1、霜田　佳彦1、多谷　容子1、松本　美櫻1、堀本　啓大1、馬場　麗1、
 　木村　宗士1　
 1北海道医療センター　消化器内科

066（内）  消化管内視鏡検査を契機に発見された前立腺癌の一例
 ○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、石川　千里1、
 　阿部　真美1、長谷部　千登美1 
 1旭川赤十字病院

067（内）  ERCP後に本邦初のカルバペネマーゼ産生大腸菌感染が判明した急性胆管炎の1例
 ○村井　太一1、古川　理紗子1、松田　千佳1、板谷　一史1、曽根　孝之1、小池　祐太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、児玉　文宏2、永坂　敦1,2、西川　秀司1 
 1市立札幌病院　消化器内科、2市立札幌病院　感染症内科

068（消）  肝細胞癌術後に認められたdesmoid-type fi bromatosisの1切除例
 ○大竹　晋1、太田　雄1、玉木　陽穂1、岡田　充巧1、麻生　和信1、鈴木　裕子1、岩本　英孝1、山北　圭介1、
 　高橋　賢治1、北野　陽平1、和田　佳織利1、太田　嗣人1 
 1旭川医科大学　内科学講座　病態代謝内科学分野

069（消）  保存的治療で軽快した重症血友病A患者の特発性腹腔内出血の一例
 ○服部　優宏1、佐藤　正法1、後藤　順一1、高橋　宏明1、久木田　和丘1、目黒　順一1、米川　元樹1

 1札幌北楡病院　外科

070（消）  原発不明がんによるPulmonary tumor thrombotic microangiopathyの一例
 ○永島　裕之1、佐川　保1、三浦　翔吾1、和賀　永里子1、濱口　京子1、藤川　幸司1、高橋　康夫1、
 　野口　寛子2 
 1北海道がんセンター　消化器内科、2北海道がんセンター　病理科
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［3月3日（日）］

第1会場（2F　204会議室）

　シンポジウム（内） 3月3日（日）9：15～ 10：43

　消化器病研修医優秀演題選考 3月3日（日）10：46～ 11：14

座長：加藤　元嗣（独立行政法人国立病院機構函館病院）

071（消） 胃癌・腹膜播種にニボルマブが著効した1例
 ○藤井　祥平1、辻　靖1、神　崇志1、高山　歳三1、本間　理央1、杉山　絢子1、平山　眞章1

 1斗南病院　腫瘍内科

072（消）  大動脈炎症候群に併発し、メサラジン不耐であった潰瘍性大腸炎の1例
 ○保浦　直弘1、小林　智絵1、松本　将吾1、得地　祐匡1、北潟谷　隆1、江藤　和範1、山本　文泰1　
 1苫小牧市立病院　消化器内科

073（消）  肝細胞癌に対してレンバチニブ導入後破壊性甲状腺炎を呈した一例
 ○久々湊　雅1、重沢　拓2、鈴木　和治2、中村　晃久2、大原　正嗣2、川岸　直樹2、中井　正人2、荘　拓也2、
 　須田　剛生2、森川　賢一2、小川　浩司2、坂本　直哉2

 1北海道大学病院　臨床研修センター、2北海道大学大学院医学研究院　消化器内科学教室

074（消）  膵癌と胆管癌の鑑別困難例に与える遺伝子解析の意義
 ○立花　史音1、杉山　雄哉1、岡田　哲弘2,4、笹島　順平2,4、富永　素矢1、坂本　淳1、木村　圭介1、小野　裕介2、
 　唐崎　秀則2,3、水上　裕輔2,4、太田　智之1　　
 1札幌東徳洲会病院　消化器センター、2札幌東徳洲会病院　医学研究所、3札幌東徳洲会病院　外科、
 4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

消化器病専修医優秀演題選考 3月3日（日）11：17～ 11：45

座長：久居　弘幸（伊達赤十字病院　消化器科）

075（消）  当院にてESDで一括切除しえたスリット状の陥凹を伴う粘膜下腫瘍様隆起性病変3例の検討
 ○魚住　健志1、関　英幸1、菅井　望1、曽我部　進1、松園　絵美1、嘉島　相裕1、藤田　淳1、鈴木　潤一1、
 　鈴木　昭1、柳内　充1、秋元　真祐子1　
 1KKR 札幌医療センター

076（消）  当院における胃癌に対するニボルマブ（Nivo）投与の経験－当院のチーム体制を含めて－ 
 ○野澤　俊一郎1、小林　良充1,2、桜井　健介1、吉河　歩1、佐々木　塁1、安孫子　怜史1、原田　一顕1,2、
 　佐野　逸紀1、小田　寿1、宮城島　拓人1

 1釧路労災病院　消化器内科、2釧路労災病院　腫瘍内科

077（消）  レンバチニブ投与における治療効果予測因子としての好中球リンパ球比（NLR）の検討
 ○石塚　理恵1、大須賀　崇裕1、田中　信悟1、坂本　拡基1、中村　元1、石川　和真1、池田　裕貴1、吉田　真誠1、
 　村瀬　和幸1、高田　弘一1、宮西　浩嗣1、加藤　淳二1

 1札幌医科大学

078（消） StonetomeTMによる乳頭切開並びに結石除去の成績
 ○佐賀　潤也1、小野　道洋1、村松　丈児1、山田　充子1、安部　智之1、藤井　重之1、前田　征洋1、伊藤　亮2、
 　今川　貴之2、吉田　正宏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　腫瘍内科学講座、血液内科学

　ランチョンセミナー 4 3月3日（日）12：00～ 12：55

共催：ギリアド・サイエンシズ株式会社

　第123回 日本消化器病学会北海道支部例会奨励賞表彰式
　第118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3日（日）13：00～ 13：20
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　胃・十二指腸6 3月3日（日）13：25～ 13：53

座長：田邊　裕貴（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）

079（消）  保存的に治療しえた気腫性胃炎の1例
 ○榮浪　洋介1、明石　浩史1、水越　常徳1、宮地　敏樹1、舛谷　治郎1、田山　誠2、孫　誠一2、木村　雅美2 
 1済生会小樽病院　消化器内科、2小樽済生会病院　外科・消化器外科

080（内）  好酸球性胃炎により胃癌を発症した1例
 ○松田　宗一郎1、久保　公利1、間部　克裕1、加藤　基嗣1、大原　正範1、木村　伯子1 
 1国立病院機構　函館病院　消化器内科

081（内）  6年半の経過を追えた未分化型早期胃癌の一例
 ○久保　俊之1,2、足立　靖1、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、石井　良文3、仲瀬　裕志2、遠藤　高夫1 
 1札幌しらかば台病院　消化器内科、2札幌医科大学　医学部　消化器内科学講座、3札幌しらかば台病院　病理診断科

082（消）  水疱性類天疱瘡を合併した食道胃接合部癌の1例
 ○園川　卓海1、高橋　周作1、田中　友香1、大野　陽介1、北　健吾1、舩越　徹1、若山　顕治1、田原　宗徳1、
 　山上　英樹1、秦　庸壮1、田中　浩一1、石津　寛之1 
 1札幌厚生病院　外科

第2会場（2F　小ホール）

　肝6 3月3日（日）9：00～ 9：42

座長：岡田　充巧（旭川医科大学　内科学講座　病態代謝内科学分野）

083（消）  自然消失したIgG4関連肝炎症性偽腫瘍と考えられた1例
 ○飴田　咲貴1、久居　弘幸1、櫻井　環1、小柴　裕1、宮崎　悦2、渡邊　晃一3 
 1伊達赤十字病院　消化器科、2伊達赤十字病院　内科、3札幌医科大学　腫瘍内科学講座・血液内科学

084（消）  肝硬変様の形態を呈した肝サルコイドーシスの一例
 ○中村　晃久1、重沢　拓1、鈴木　和治1、大原　正嗣1、川岸　直樹1、梅村　真知子1、中井　正人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　消化器内科

085（消）  アルコール多飲者に発生した肝腫瘤の1例
 ○町田　卓郎1、藤田　朋紀1、小川　亮1、河上　純彦1、江上　太基2、後藤　哲2、加藤　貴司2、宮下　憲暢2、
 　岡本　宗則2 
 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　愛育病院　消化器内科

086（消）  嚢胞変性を呈し鑑別に難渋した海綿状血管腫の一例
 ○南　亮輔1 
 1手稲渓仁会病院　消化器病センター

087（消）  食道静脈瘤破裂による循環障害により壊死した肝細胞癌の1例
 ○萬　春花1、松居　剛志1、辻　邦彦1、姜　貞憲1、桜井　康雄1、児玉　芳尚1、山崎　康之1、南　亮輔1、
 　潟沼　朗生1 
 1手稲渓仁会病院

088（消）  転移性肝癌に対する次世代マイクロ波凝固システムMicrowave ablation（MWA）の初期使用経験
 ○湯浅　憲章1、サシーム　パウデル2、仙丸　直人2、四十坊　直貴3、田中　康正3、小野　道洋4、
 　前田　征洋4

 1製鉄記念室蘭病院　放射線科、2製鉄記念室蘭病院　外科、3製鉄記念室蘭病院　呼吸器内科、
 4製鉄記念室蘭病院　消化器内科・血液腫瘍内科
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　肝7 3月3日（日）9：45～ 10：20

座長：辻　邦彦（手稲渓仁会病院　消化器病センター）

089（消）  レンバチニブ投与後にCRが得られた多発肝細胞癌の1例
 ○佐々木　貴志1、阿部　暢彦1、西澤　竜矢1、更科　耕一郎1、細田　峻一1、西田　千尋1 
 1網走厚生病院

090（消）  診断に苦慮した未分化肝細胞癌に対し、レンバチニブが奏功した一例
 ○三澤　隆一1、阿部　真美1、相馬　学1、藤井　常志1、長谷部　千登美1 
 1旭川赤十字病院　消化器内科

091（消）  当院における進行肝細胞癌に対するレンバチニブの初期使用経験
 ○渡辺　大地1、南　伸弥1、奥田　敏徳1、山田　尚太1、松野　鉄平1、大森　銀治1、蟹澤　裕司2、井畑　荘詞2、
 　下山　紗央莉2 
 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

092（消）  切除不能進行肝細胞癌に対するLenvatinibの治療成績の検討
 ○馬場　英1、古家　乾1、池田　明洋1、小泉　忠史1、定岡　邦昌1 
 1JCHO北海道病院　消化器科

093（消）  Lenvatinib治療と腸腰筋筋肉量変化
 ○推井　大雄1、澤井　康弥1、巽　亮二1、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、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） 

胆2 3月3日（日）10：23～ 10：58

座長：金　俊文（手稲渓仁会病院　消化器病センター）

094（消）  肝S5亜区域切除にて切除しえた胆管内乳頭状腫瘍の1例
 ○村上　武志1、永山　稔1、木村　康利1、今村　将史1、山口　洋志1、待木　隆志1、水口　徹1、吉田　真誠2、
 　加藤　淳二2、竹政　伊知朗1 
 1札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科、2札幌医科大学　腫瘍・血液内科

095（消）  Gastric outlet obstructionで発見され急速な転機を辿った胆管癌の一例
 ○児島　裕一1、松薗　絵美1、曽我部　進1、菅井　望1、関　英幸1、藤田　淳1、柳内　充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

096（消）  全身の多発血栓塞栓症を発症した肝門部悪性腫瘍の一剖検例
 ○稗田　翔平1、山川　司1、大和田　紗恵1、伊早坂　舞1、谷　元博2、小野寺　馨1、佐藤　修司1,2、清水　晴夫1、
 　小西　康宏3、今　信一郎3、金戸　宏行1 
 1市立室蘭総合病院消化器内科、2市立室蘭総合病院内科、3市立室蘭総合病院臨床検査科

097（消）  胆道癌に対する肝膵同時切除術施行の意義
 ○岡村　圭祐1、野路　武寛1、中西　喜嗣1、細井　勇人1、中山　智英1、山本　和幸1、中村　透1、浅野　賢道1、
 　海老原　裕磨1、倉島　庸1、村上　壮一1、土川　貴裕1、七戸　俊明1、平野　聡1 
 1北海道大学　消化器外科Ⅱ 

098（消）  胆管炎との鑑別を要した肝浸潤を伴ったALLの1例
 ○伊藤　英人1、高村　毅典1、吉本　満1、辻崎　正幸1、五十嵐　哲祥2 
 1天使病院　消化器内科、2天使病院　血液内科
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　胆3 3月3日（日）11：01～ 11：22

座長：野村　友祐（イムス札幌消化器中央総合病院　消化器病センター）

99（内）  Confl uence stoneに対する内視鏡的治療成績
 ○小林　陽介1、林　毅1、高橋　邦幸1、矢根　圭1、金　俊文1、田中　一成1、瀧川　有記子1、宇都宮　蘭1、
 　山本　恭史1、潟沼　朗生1 
 1手稲渓仁会病院　消化器病センター

100（内）  胆道病変に対する超音波内視鏡下穿刺吸引法の臨床成績
 ○平田　甫1、桑谷　将城1、中島　正人1、平田　幸司1、杉浦　諒1、加藤　新1、坂本　直哉1 
 1北海道大学　医学部　消化器内科

101（内）  超音波内視鏡ガイド下胆嚢ドレナージの治療成績
 ○山本　恭史1、林　毅1、宇都宮　蘭1、田中　一成1、瀧川　有記子1、小林　陽介1、金　俊文1、矢根　圭1、
 　高橋　邦幸1、潟沼　朗生1 
 1手稲渓仁会病院　消化器病センター

内視鏡プレナリー 3月3日（日）11：25～ 11：55

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

102（内） 術前診断が困難であった低異型度分化型胃癌（超高分化型胃癌）の2例
 ○風間　友江1、上野　あかり1、柴田　泰洋1、須藤　豪太1、五十嵐　央祥1、久保　俊之2、三橋　慧1、能正　勝彦1、
 　山下　健太郎1、山野　泰穂1、市原　真3、杉田　真太朗4、長谷川　匡4、信岡　隆幸5、竹政　伊知朗5、
 　仲瀬　裕志
 1札幌医科大学　医学部　消化器内科学講座、2札幌しらかば台病院　消化器内科、3札幌厚生病院　病理診断科、
 4札幌医科大学　医学部　病理診断学講座、5札幌医科大学　医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座

103（内） 大腸全摘後の小腸出血に対しインフリキシマブが著効した潰瘍性大腸炎の1例
 ○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

104（内） 胆道病変診断におけるSpyGlassDSの有用性
 ○宇都宮　蘭1、矢根　　圭1、村山　裕一1、山本　恭史1、瀧川　有記子1、田中　一成1、小林　陽介1、金　俊文1、
 　林　毅1、高橋　邦幸1、潟沼　朗生1

 1手稲渓仁会病院　消化器病センター

　ランチョンセミナー 5 3月3日（日）12：00～ 12：55

共催：富士フイルムメディカル株式会社
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　胆4 3月3日（日）13：25～ 13：53

座長：杉山　祥晃（旭川赤十字病院　消化器内科）

105（内）  内視鏡診断が有用であった遠位胆管に広範囲に進展した胆嚢菅癌の1例
 ○伊藤　英人1、高村　毅典1、吉本　満1、辻崎　正幸1、岡田　尚樹2、湊　雅嗣2、大場　豪2、中山　雅人2、
 　山本　浩史2、近藤　信夫3 
 1天使病院　消化器内科、2天使病院　外科、3ジェネティックラボ病理解析センター

106（内）  胆管粘液癌の1切除例
 ○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、石川　千里1、
 　阿部　真実1、藤井　常志1、長谷部　千登美1、菊池　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

107（内）  胆管外に脱落のない胆管プラスチックステントによる腸管穿孔の1例
 ○林　明宏1、後藤　拓磨1、笹島　順平1、萩原　正弘2、今井　浩二2、佐藤　裕基1、岡田　哲弘1、水上　裕輔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、2旭川医科大学　外科学講座　肝胆膵・移植外科分野

108（内）  胆管空腸吻合術後例に対する内視鏡治療の現状
 ○川村　駿介1、北川　翔1、岡村　圭也1、宮川　宏之1、長川　達哉1、平山　敦1、奥　大樹1、那須野　央1、
 　畑山　加奈1 
 1札幌厚生病院

第3会場（2F　201+202会議室）

胃・十二指腸5 3月3日（日）9：30～ 9：51

座長：和賀　永里子（北海道がんセンター　消化器内科）

109（消）  多発する早期胃腺癌と同時性に存在した早期胃腺内分泌細胞癌の一例
 ○今川　貴之1、安部　智之1、伊藤　亮1、佐賀　潤也1、山田　充子1、小野　道洋1、藤井　重之1、前田　征洋1、
 　仙丸　直人2、藤田　美悧3、村松　丈児4、吉田　正宏4 
 1製鉄記念室蘭病院　消化器内科・血液腫瘍内科、2製鉄記念室蘭病院　外科・消化器外科、3製鉄記念室蘭病院　病理臨床検査室、
 4札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座、血液内科学

110（消）  胃全摘術時に腹腔洗浄細胞診陽性と診断後、約6年で鼠径部再発を認めた胃癌の一症例
 ○小林　真綾1、横山　和典1、持田　賢太郎1、代田　充1、梅本　浩平2、旭　火華2、喜納　政哉2、益子　博幸2、
 　村橋　範浩3、山城　勝重4 
 1日鋼記念病院　消化器内科、2日鋼記念病院　消化器外科、3日鋼記念病院　泌尿器科、4日鋼記念病院　病理診断科

111（消）  転移性胃粘膜下腫瘍として摘出術を受け、3年8ヵ月後に原発巣が診断されたEBウイルス関連胃癌の一例
 ○菊地　剛史1、吉田　幸成1、小平　純一2、津田　笑子3、保月　隆良3、久保　俊之1、中村　浩子1、見田　裕章1、
 　中村　正弘1、岩田　徳和1、安達　靖代1、足立　靖1、坂下　啓太4、北上　英彦4、西田　靖仙4、高橋　宏明2、
 　遠藤　高夫1 
 1札幌しらかば台病院 消化器内科、2恵佑会第2病院 消化器内科、3札幌しらかば台病院 神経内科、4恵佑会札幌病院 消化器外科
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　膵1 3月3日（日）9：54～ 10：29

座長：吉田　真誠（札幌医科大学　腫瘍血液内科）

112（消）  感染性仮性嚢胞に対して経胃的ドレナージを施行後に原発巣切除し得た膵頭部癌の一例
 ○後藤　哲1、江上　太基1、宮下　憲暢1、加藤　貴司1、岡本　宗則1、町田　卓郎2、藤田　朋紀2、小川　亮2、
 　河上　純彦2 
 1医療法人菊郷会　愛育病院　消化器内科、2医療法人菊郷会　札幌センチュリー病院　消化器内科

113（消）  術前に原発性卵巣癌との鑑別が困難であった膵尾部癌卵巣転移の1切除例
 ○守谷　洋1、伊東　文子1、柾木　喜晴1、石上　敬介1、阿久津　典之1、仲地　耕平1、本谷　雅代1、佐々木　茂1、
 　木村　康利2、仲瀬　裕志1 
 1札幌医科大学　消化器内科学講座、2札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科

114（消）  幽門側胃切除後膵体部非浸潤癌に対して残胃温存尾側膵切除術を施行した1例
 ○待木　隆志1、今村　将史1、永山　稔1、山口　洋志1、及能　大輔1、村上　武志1、木村　康利1、
 　竹政　伊知朗1 
 1札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科

115（消）  初回手術から3年10か月後に残膵全摘術を施行された異時性膵癌の1例
 ○谷　元博1、大和田　紗英2、山川　司2、伊早坂　舞2、小野寺　馨2、佐藤　修司1,2、清水　晴夫2、金戸　宏行2、
 　木村　明菜3、小川　宰司3、小西　康宏4、今　信一郎4 
 1市立室蘭総合病院　内科、2市立室蘭総合病院　消化器内科、3市立室蘭総合病院　外科・消化器外科、
 4市立室蘭総合病院　臨床検査科

116（消）  癌性髄膜炎を来し，急激な経過を辿った膵癌の一例
 ○池田　裕貴1、吉田　真誠1、石川　和真1、石塚　理恵1、村瀬　和幸1、高田　弘一1、宮西　浩嗣1、
 　加藤　淳二1 
 1札幌医科大学　腫瘍内科

　膵2 3月3日（日）10：32～ 11：00

座長：林　毅（手稲渓仁会病院　消化器内科）

117（消）  膵臓癌・門脈腫瘍栓による門脈圧亢進症に対して門脈ステントを挿入した2例
 ○町田　卓郎1、藤田　朋紀1、小川　亮1、河上　純彦1、江上　太基2、後藤　哲2、加藤　貴司2、宮下　憲暢2、
 　岡本　宗則2、嘉成　悠介3、佐々木　隆英4 
 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　愛育病院　消化器内科、3小樽掖済会病院　消化器科、
 4北海道消化器科病院　内科

118（消）   膵管内乳頭粘液性腫瘍の胆管穿破による感染性bilomaに対し、multiple transluminal gateway techniqueによ
るEUS ガイド下ドレナージが有用であった1例

 ○飴田　咲貴1、久居　弘幸1、櫻井　環1、小柴　裕1、宮崎　悦2、渡邊　晃一3 
 1伊達赤十字病院　消化器科、2伊達赤十字病院　内科、3札幌医科大学　腫瘍内科学講座・血液内科学

119（消）  膵管内乳頭粘液性腫瘍に関連する膵瘻により後腹膜膿瘍を来した1例
 ○曽根　孝之1、小池　祐太1、古川　理紗子1、村井　太一1、松田　千佳1、板谷　一史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

120（消）  後腹膜血腫に十二指腸狭窄を認めた3症例についての検討
 ○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、那須野　央1、畑山　加奈1、
 　川村　駿介1 
 1札幌厚生病院　消化器内科
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　膵3 3月3日（日）11：03～ 11：24

座長：岸　宗佑（イムス札幌消化器中央総合病院　消化器病センター）

121（内）  超音波内視鏡ガイド下膵管ドレナージの実施に難渋した主膵管膵石の1例
 ○山本　恭史1、林　毅1、宇都宮　蘭1、田中　一成1、瀧川　有記子1、小林　陽介1、金　俊文1、矢根　圭1、
 　高橋　邦幸1、潟沼　朗生1 
 1手稲渓仁会病院　消化器病センター

122（内）  リンパ節転移を認めたpT1b膵頭部癌の1例
 ○久居　弘幸1、櫻井　環1、小柴　裕1、渡邊　晃一1、宮崎　悦2、佐藤　正文3、川崎　亮輔3、行部　洋3、
 　吉田　直文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　内科、3伊達赤十字病院　外科、4札幌医科大学　腫瘍内科学講座・血液内科学

123（内）  EUS-FNAにより播種再発を来したと考えられた膵体部癌の1切除例
 ○河端　秀賢1,4、後藤　拓磨1、藤林　周吾1,5、笹島　順平1、今井　浩二2、谷野　美智枝3、佐藤　裕基1、
 　岡田　哲弘1、林　明宏1、宮澤　佑貴4、河本　徹4、藤永　明裕4、小野　裕介6、唐崎　秀則6、高氏　修平1、
 　水上　裕輔1,6、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　肝胆膵・移植外科学分野、
 3旭川医科大学　病理部、4旭川厚生病院　消化器科、5名寄市立総合病院　消化器内科、6札幌東徳洲会病院　医学研究所

膵4 3月3日（日）11：27～ 11：48

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

124（内）  膵管空腸吻合部ロストステントの迷入・閉塞に対する内視鏡的アプローチ
 ○北川　翔1、那須野　央1、畑山　加奈1、宮川　宏之1、長川　達哉1、平山　敦1、岡村　圭也1、奥　大樹1、
 　川村　駿介1　
 1札幌厚生病院　消化器内科（胆膵内科）

125（内）  EUS-PDによる膵管ドレナージが奏功し，順行性ステント留置にて経過良好である慢性膵炎の1例
 ○野村　友祐1、丹野　誠志1、豊川　揚也1、岸　宗佑1、二川　憲昭1、平田　翔1、山本　浩1、西園　一郎1、
 　上野　敦盛1、平池　則雄1、春野　豊明1、葛西　幸穂1、葛西　和博1 
 1イムス札幌消化器中央総合病院　消化器病センター

126（内）  当院におけるERCP後膵炎の現状
 ○岩野　博俊1、佐藤　貴幸2、山田　政孝1、石井　吉文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

　ランチョンセミナー 6 3月3日（日）12：00～ 12：55

共催：日本化薬株式会社
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　膵5 3月3日（日）13：25～ 13：53

座長：河本　徹（JA北海道厚生連　旭川厚生病院　消化器科）

127（消）  groove膵癌の2例
 ○古川　龍太郎1、久保　茉理奈1、太宰　昌佳1、小野寺　学1、横山　朗子1、工藤　真弓1、吉井　新二1 
 1NTT東日本札幌病院

128（消）  Propencity scoreによる限局型自己免疫性膵炎と膵癌の画像所見の比較
 ○瀧川　有記子1、金　俊文1、山本　恭史1、宇都宮　蘭1、田中　一成1、小林　陽介1、矢根　圭1、林　毅1、
 　高橋　邦之1、潟沼　朗生1 
 1手稲渓仁会病院　消化器病センター

129（消）  EUS-FNAで診断し得た膵腺房細胞癌の2例
 ○岸　法磨1、杉山　祥晃1、斎藤　敦1、太田　勝久1、相馬　学1、松崎　伸幸1、石川　千里1、阿部　真美1、
 　藤井　常志1、長谷部　千登美1、菊地　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

130（消）  膵癌診断におけるADC mapの有用性についての検討
 ○早馬　聡1、田中　栄一1、三橋　洋介1、松本　哲1、上　奈津子1、越湖　進1、岸　宗佑2、野村　友祐2、
 　二川　憲明2、中山　淳3、丹野　誠志2 
 1イムス札幌消化器中央総合病院　外科、2イムス札幌消化器中央総合病院　消化器内科、
 3イムス札幌消化器中央総合病院　放射線科

第4会場（2F　207会議室）

　小腸4 3月3日（日）9：00～ 9：28

座長：那須野　正尚（札幌厚生病院　IBDセンター）

131（消）  胃および回腸の同時・重複性GISTの1例
 ○佐々木　塁1、野澤　俊一郎1、桜井　健介1、吉河　歩1、安孫子　怜史1、原田　一顕2、佐野　逸紀1、小林　良充2、
 　小田　寿1、宮城島　拓人1 
 1独立行政法人労働者健康安全機構釧路ろうさい病院　消化器内科、
 2独立行政法人労働者健康安全機構釧路ろうさい病院　腫瘍内科

132（消）  北海道における新規人体寄生虫Corynosoma症の広がり
 ○藤田　朋紀1、町田　卓郎1、小川　亮1、河上　純彦1、江上　太基2、後藤　哲2、加藤　貴司2、宮下　憲暢2、
 　岡本　宗則2、平田　裕哉3、嘉成　悠介3、小松　悠弥3、植村　尚貴3、高梨　訓博3、勝木　伸一3、
 　和賀　永里子4 
 1医療法人菊郷会　札幌センチュリー病院　消化器内科、2医療法人菊郷会　愛育病院　消化器内科、
 3小樽掖済会病院　消化器病内科、4独立行政法人国立病院機構　北海道がんセンター　消化器内科

133（消）   胃全摘後の悪性輸入脚症候群に対し、経皮経肝胆管ドレナージルートからのself-expandable metallic stent留
置術が有用であった1例

 ○小柴　裕1、久居　弘幸1、櫻井　環1、渡邊　晃一1、宮崎　悦2、佐藤　正文3、川崎　亮輔3、行部　洋3、
 　吉田　直文3、飴田　咲貴4、曽山　武士5 
 1伊達赤十字病院　消化器科、2伊達赤十字病院　内科、3伊達赤十字病院　外科、4札幌医科大学　腫瘍内科学講座・血液内科学、
 5北海道大学病院　放射線診断科

134（消）  小腸穿通を保存的に治療後、原因となったPTPシートをバルーン内視鏡で回収した1例
 ○藤田　朋紀1、町田　卓郎1、小川　亮1、河上　純彦1、江上　太基2、後藤　哲2、加藤　貴司2、宮下　憲暢2、
 　岡本　宗則2　
 1医療法人菊郷会　札幌センチュリー病院消化器内科、2医療法人菊郷会　愛育病院
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　大腸2 3月3日（日）9：31～ 9：59

座長：山下　健太郎（札幌医科大学　消化器内科学講座）

135（消）  直腸原発MALTリンパ腫の2例
 ○嘉島　相裕1、関　秀幸1、魚住　健志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　消化器科、2KKR札幌医療センター　病理診断科

136（消）  大腸癌副腎転移の2症例
 ○斎藤　里佳1、青山　慶哉1、佐藤　史幸1、水島　健1、江平　宣起1、岩永　一郎1、上林　実1、西原　弘治2 
 1北見赤十字病院　消化器内科、2北見赤十字病院　病理部

137（消）  大腸粘液癌の臨床病理学検討
 ○山田　錬1、西村　友佑1、寺下　勝巳1、高木　智史1、矢部　沙織2、奥村　一慶2、下國　達志2、中川　隆公2、
 　西川　眞3、中西　勝也4、吉川　裕幸5 
 1JCHO札幌北辰病院　消化器内科、2JCHO札幌北辰病院　外科、3JCHO札幌北辰病院　乳腺外科、
 4JCHO札幌北辰病院　病理診断科、5JCHO札幌北辰病院　放射線科

138（消）  胃癌と乳癌の重複癌発症で拾い上げられたリンチ症候群の1例
 ○村中　徹人1、小松　嘉人1、中野　真太郎2、澤田　憲太郎1,2、川本　泰之2、中積　宏之1、結城　敏志2、
 　柴田　有花3、三田村　卓4、矢部　一郎3、坂本　直哉2 
 1北海道大学病院　腫瘍センター、2北海道大学病院　消化器内科、3北海道大学病院　臨床遺伝子診療部、
 4北海道大学病院　婦人科

大腸3 3月3日（日）10：02～ 10：23

座長：藤井　重之（製鉄記念室蘭病院　消化器内科）

139（消）  化学療法が奏功し切除可能となった多発肝転移を伴うS状結腸癌の一例
 ○梶浦　麻未1、横田　良一1、阪田　敏聖1、石川　倫啓1、小柳　要1、細田　充主2、野村　昭嘉4、菊地　謙成3、
 　岩木　宏之3、田口　宏一1 
 1砂川市立病院　消化器外科、2砂川市立病院　乳腺外科、3砂川市立病院　病理診断科、4砂川市立病院　内科

140（消）  Doublet導入困難な切除不能進行・再発大腸癌患者に対するFL療法の検討
 ○澤井　康弥1、阿部　雅一1、小澤　広2 
 1札幌厚生病院　化学療法内科、2札幌厚生病院　胃腸内科

141（消）  肥満大腸癌症例における腹腔鏡手術の意義
 ○片山　知也1、三澤　一仁1、大島　由佳1、上坂　貴洋1、寺崎　康展1、奥田　耕司1、砂原　正男1、
 　大島　隆宏1 
 1市立札幌病院　外科
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　大腸4 3月3日（日）10：26～ 10：54

座長：上野　敦盛（イムス札幌消化器中央総合病院　消化器病センター）

142（内）  内視鏡的に除去した腸石の1例
 ○宮島　治也1、木村　朋広1、田村　文人1、猪股　英俊1、藤見　章仁2、長町　康弘2、山内　尚文2、小池　和彦3、
 　後藤　義朗3、井原　康二3、西里　卓次3 
 1札幌清田病院　消化器内科、2札幌清田病院　血液内科・リウマチ科、3札幌清田病院　内科

143（内）  自然排泄を期待しにくい大腸内の糞石に対する内視鏡的除去法（スネアで分割する方法） 
 ○平田　翔1、伊藤　翔1、山本　浩1、西園　一郎1、平池　則雄1、金野　陽高1、上野　敦盛1、豊川　揚也1、
 　岸　宗佑1、野村　友祐1、二川　憲昭1、春野　豊明1、葛西　幸穂1、葛西　和博1、丹野　誠志1 
 1イムス札幌消化器中央総合病院　消化器病センター

144（内）  出血を繰り返した結腸Dieulafoy潰瘍の1例
 ○松田　可奈1、井上　雅貴1、田中　一光1、木脇　佐代子1、津田　桃子1、山本　桂子2、小野　尚子2、清水　勇一2、
 　坂本　直哉1 
 1北海道大学　消化器内科、2北海道大学病院　光学医療診療部

145（内）  早期発見が可能であったクローン病を背景としたColitic cancerの1例
 ○佐藤　允洋1、上野　伸展1、藤谷　幹浩1、奥村　利勝1、久野木　健仁1、佐々木　貴弘1、岩間　琢哉1、
 　高橋　慶太郎1、村上　雄紀1、嘉島　伸1、盛一　健太郎1、安藤　勝祥1、田邊　裕貴1、水上　裕輔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

大腸5 3月3日（日）10：57～ 11：25

座長：武藤　桃太郎（遠軽厚生病院　内科）

146（内）  大腸malakoplakiaの1例
 ○石川　千里1、岸　法麿1、太田　勝久1、齋藤　敦1、相馬　学1、松崎　伸幸1、杉山　祥晃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

147（内）  直腸黄色腫の一例
 ○小松　悠弥1、平田　裕哉1、嘉成　悠介1、植村　尚貴1、高梨　訓博1、安保　智典1、勝木　伸一1 
 1小樽掖済会病院　消化器病センター

148（内）  大腸ポリープ切除術を契機に診断可能となったvon Willebrand 病の2例
 ○江上　太基1、後藤　哲1、宮下　憲暢1、加藤　貴司1、岡本　宗則1、町田　卓郎2、藤田　朋紀2、小川　亮2、
 　河上　純彦2 
 1医療法人　菊郷会　愛育病院　消化器科、2医療法人　菊郷会　札幌センチュリー病院　消化器科

149（内）  管状腺腫を伴った大腸過形成性ポリープの一例
 ○須藤　豪太1、山野　泰穂1、市原　真2、谷口　正浩1、上野　あかり1、風間　友江1、柴田　泰洋1、三橋　慧1、
 　五十嵐　央祥1、久保　俊之1,3、能正　勝彦1、山下　健太郎1、仲瀬　裕志1 
 1札幌医科大学　消化器内科学講座、2札幌厚生病院　病理診断科、3札幌しらかば台病院　消化器内科
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　大腸6 3月3日（日）11：28～ 11：56

座長：盛一　健太郎（旭川医科大学　遠隔医療・介護共同研究講座）

150（内）  腺癌と神経内分泌腫瘍が混在した直腸腫瘍の1例
 ○津田　桃子1、小野　尚子2、田中　一光3、井上　雅貴3、木脇　佐代子3、石川　麻倫1、松田　可奈3、高橋　正和1、
 　山本　桂子1、森　康明1、中川　学1、中川　宗一1、清水　勇一1、坂本　直哉3 
 1北海道大学病院　光学医療診療部、2北海道大学病院　消化器内科、3北海道大学大学院　医学研究院　消化器内科学講座

151（内）  膀胱に浸潤した低異型度虫垂粘液性腫瘍の1例
 ○櫻井　環1、久居　弘幸1、渡邊　晃一1、小柴　裕1、宮崎　悦2、佐藤　正文3、川崎　亮輔3、行部　洋3、
 　吉田　直文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　内科、3伊達赤十字病院　外科、4札幌医科大学　腫瘍内科学講座・血液内科学

152（内）  悪性大腸狭窄に対するJENTLLY Colonic Stentの使用経験
 ○渡邊　晃一1、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、
 　吉田　直文3、飴田　咲貴4 
 1伊達赤十字病院　消化器科、2同　内科、3同　外科、4札幌医科大学　腫瘍内科学講座・血液内科学

153（内）  当院における悪性大腸狭窄に対する大腸ステント留置例の検討
 ○小泉　忠史1、池田　明洋1、馬場　英1、定岡　邦昌1、古家　乾1、高橋　直規1、吉田　祐一1、敦賀　陽介1、
 　正村　裕紀1、数井　啓蔵1、服部　淳夫2 
 1JCHO北海道病院　消化器センター、2同　病理

　大腸7 3月3日（日）13：25～ 13：53

座長：吉井　新二（NTT東日本札幌病院　消化器内科）

154（消）  当院における新規便秘治療薬について
 ○馬場　麗1、米村　洋輝1、霜田　佳彦1、多谷　容子1、松本　美櫻1、堀本　啓大1、武藤　修一1、
 　木村　宗士1 
 1北海道医療センター

155（消）  当初潰瘍性大腸炎と診断された家族性地中海熱の一例
 ○柴田　泰洋1、山下　健太郎1、上野　あかり1、斎藤　潤信1、守谷　洋1、風間　友江1、須藤　豪太1、
 　三橋　慧1、能正　勝彦1、山野　泰穂1、菊地　剛史2、遠藤　高夫2、仲瀬　裕志1 
 1札幌医科大学　消化器内科学講座、2札幌しらかば台病院

156（消）  術前画像診断と内視鏡手術の汎用化された現在の、虫垂炎疑い症例の臨床的問題
 ○上　奈津子1、越湖　進1、松本　哲1、三橋　洋介1、早馬　聡1、田中　栄一1、野村　友祐1、丹野　誠志1 
 1イムス札幌消化器中央総合病院

157（消）  維持透析患者に発症した特発性横行結腸重積症の1例
 ○南波　宏征1、三野　和宏1、小林　正幸1、大畑　多嘉宣1、植村　一仁1、川村　秀樹1 
 1北海道医療センター　外科
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　ランチョンセミナー

3月2日（土）　12：00 ～ 12：55　第1会場（204会議室）

LS1　肝癌診療の現状と将来展望
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：坂本　直哉（北海道大学大学院医学研究院　消化器内科学教室　教授）
共催：エーザイ株式会社

3月2日（土）　12：00 ～ 12：55　第2会場（小ホール）

LS2　結石治療における治療戦略と困難例へのアプローチ
座長：丹野　誠志（イムス札幌消化器中央総合病院　病院長）
演者：良沢　昭銘（埼玉医科大学国際医療センター　消化器内視鏡科　診療部長／教授）
共催：オリンパス株式会社

3月2日（土）　12：00 ～ 12：55　第3会場（201＋202会議室）

LS3　バナナとアイスクリームで考える慢性便秘の問題点と改善法
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：本郷　道夫（公立黒川病院　管理者・東北大学　名誉教授）
共催：マイランEPD合同会社

3月3日（日）　12：00 ～ 12：55　第1会場（204会議室）

LS4　C型肝炎DAAの選択と不成功例・非代償性肝硬変の治療
座長：坂本　直哉（北海道大学大学院医学研究院　消化器内科学教室　教授）
演者：泉　並木（日本赤十字社　武蔵野赤十字病院　院長）
共催：ギリアド・サイエンシズ株式会社

3月3日（日）　12：00 ～ 12：55　第2会場（小ホール）

LS5　スクリーニング検査におけるLCI の有用性
座長：近藤　仁（国家公務員共済組合連合会　斗南病院　副院長）
演者：加藤　元嗣（国立病院機構　函館病院　院長）
共催：富士フイルムメディカル株式会社

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

LS6　IBD治療の課題と新薬への期待
座長：本谷　聡（JA北海道厚生連　札幌厚生病院　副院長・IBDセンター長）
演者：藤谷　幹浩（旭川医科大学　内科学講座　消化器・血液腫瘍制御内科学分野　准教授）
共催：日本化薬株式会社

　イブニングセミナー

3月2日（土）　16：15 ～ 17：15　第2会場（小ホール）

ES　Novel therapies targeting several immune pathways for ulcerative colitis
座長：本谷　聡（JA北海道厚生連　札幌厚生病院　副院長兼IBDセンター長）
演者：仲瀬　裕志（札幌医科大学医学部　消化器内科学講座　教授）
共催：武田薬品工業株式会社
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特別講演
シンポジウム（消）（内）

抄 録
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　特別講演

変わりゆく消化器がんの薬物療法

徳島大学大学院医歯薬学研究部消化器内科学
高山　哲治

　近年、新しい分子標的薬や免疫チェックポイント阻害剤の登場により消化器がんの治療は大きく変わりつつあ
る。また、昨年末に全がん種でマイクロサテライト不安定性（MSI）検査が保険収載され、MSI陽性がんにペンブ
ロリズマブによる治療が承認された。さらに、今春からキャンサーパネル検査が保険収載される予定であり、消
化器がんの治療は大きく変わることが予想される。
　切除不能進行・再発胃がんの治療では、2011年にHER2陽性胃がんに抗HER2抗体トラスツズマブが承認され、
2015年には抗VEGFR-2抗体であるラムシルマブが承認、HER2陽性がんのみならずHER2陰性がんにおいても
生存期間が徐々に改善されつつある。2018年には3次治療薬として抗PD-1抗体薬ニボルマブが承認され、多く
の胃がん症例に投与されている。ニボルマブの奏効率はわずか11.2%と低いが、病勢制御率は40.3%と高く、生
存期間は数ヶ月間延長した。一方、切除不能進行・再発大腸がんの治療では、抗VEGF抗体、抗VEGFR-2抗体、
アフリベルセプト、レゴラフェニブなどの血管新生関連因子に対する阻害剤、RAS野生型には抗EGFR抗体薬
（cetuximab, panitumumab）などの新規薬剤の開発等々により平均生存期間は30ヶ月を超えるに至っている。また、
BRAF変異やMSI変異のコンパニオン診断が承認され、BRAF変異例にはFOLFOXILI+bevacizumab、MSI陽性
例にはペンブロリズマブによる治療が推奨されるようになった。
　本講演では、胃がんや大腸がんを中心に最新の薬物療法について講演するするとともに、キャンサーパネル検
査の導入により消化器がん治療がどのように変わるのか最新情報を提供できればと考えております。



─ 35 ─

　シンポジウム（消）

S-1（消）
進行食道扁平上皮癌に対するdocetaxel，nedaplatin，
5-fl uorouracil（DNF）併用療法による術前補助化学療法の
第II相試験 －アップデート解析－
1札幌医科医大学 腫瘍内科、2北海道がんセンター 消化器内科、
3札幌共立五輪橋病院 消化器病センター、4斗南病院 消化器内科、
5斗南病院 腫瘍内科、6札幌医科大学 消化器・総合、乳腺・内分泌外科
○坂本　拡基1、大沼　啓之1、早坂　尚貴1、佐藤　昌則1、平川　昌宏1、
村瀬　和幸1、高田　弘一1、宮西　浩嗣1、佐川　保2、藤川　幸司2、
大井　雅夫3、岡川　泰4、辻　靖5、平山　眞章4、伊東　竜哉6、
信岡　隆幸6、加藤　淳二1    

背景：本邦では切除可能食道癌に対する術前化学療法（NAC）としてCisplatin + 
5-FU（CF）が標準的に行われているが，その成績は十分ではない．我々は5-FU + 
Nedaplatin + Docetaxel （DNF）3剤併用療法を用いたNACの臨床試験を行い，初回
解析にて強力な抗腫瘍効果を確認した．今回，追跡期間中央値約3年の追加解析を報
告する．方法：5-FU 400mg/m2（day1-5, 8-12）, Nedaplatin 50mg/m2（day1&8）, 
Docetaxel 30 mg/m2（day1&8），以上を3週毎3コース投与後，手術を施行．主要評価
項目はプロトコール治療完遂率（2コース以上の術前治療＋R0切除の達成率）とした．結
果：2014年6月から2017年8月まで28例が登録（年齢中央値68.5歳，男/女 24/4，PS 
0/1 14/4，cStage Ib/II/III 2/3/23）．全症例が2コース以上のNACを受け，25例で
R0切除がなされ，治療完遂率は89.3%であった（95% CI: 77.9-100%）．RECIST奏効
割合は87.0%で，17.4%がCRであった．病理学的奏効を72.0%に認めた（pCR 32.0%）．
Grade3以上の有害事象は好中球減少（39.3%），発熱性好中球減少症（10.7%），血小
板減少（10.7%）および下痢（14.3%）であったが全例支持療法により軽快し，治療関連
死および重篤な周術期合併症は認めなかった．観察期間中央値37.1ヶ月で，PFS，OS
共に中央値は未達で，1年/2年PFSは各75.0%/70.8%，1年/2年OSは各92.9%/82.3%
であった．結論：追加解析においてもJCOG9907試験における術前CF群と比し総じて
高いPFS/OSが維持されていた．DNFはNACの新規レジメンとして有望である．

S-2（消）
切除不能進行再発胃癌に対する三剤併用化学療法による
conversion therapyの有効性
1札幌医科大学　腫瘍内科、2札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科
○大沼　啓之1、坂本　紘基1、早坂　尚貴1、佐藤　昌則1、平川　昌宏1、
村瀬　和幸1、高田　弘一1、宮西　浩嗣1、伊東　竜哉2、信岡　隆幸2、
竹政　伊知朗2、加藤　淳二1

【目的】切除不能胃癌に対するconversion therapyの意義は十分に明らかになっ
ていないが，奏効率の高いレジメンによる良好な成績が報告されつつある．これまで
我々が施行してきたDocetaxel + Cisplatin or Oxaliplatin + S-1 ± Trastuzumab 
（DCS/DCS-T/DOS）療法において多数のconversion例を経験した．それらの
背景・経過を解析し，切除不能胃癌におけるadjuvant surgeryの意義と至適治療
戦略について考察した．【方法】2002年12月から2018年12月までDCS/DCS-T/
DOS療法を施行した161症例（各113/27/21例）を後方視的に解析．S-1 80 mg/
m2（d1-14），CDDP 50-60 mg/m2or Oxaliplatin 80-130 mg/ m2，Docetaxel 50 
mg/m2（d8），HER2陽性例にはDCSに加えてTmab （初回8 mg/kg，2回目以降6 
mg/kg）を3週毎に投与．治療経過，奏効率，conversion率，安全性および生存期
間等を評価した．【成績】年齢中央値はDCS/DCS-T/DOS群各62/61/65歳，PS 
0：49/56/52%，腹膜播種陽性：35/30/81%．非切除因子2以上：58/56/43%．
投与コース中央値4/6/4コースで，84/91/89%で奏効が得られた．全症例の34% 
（55/161例），レジメン別では 各34/44/24%の症例でadjuvant surgeryが施行さ
れた．周術期死亡は認めず，組織学的効果grade 1b以上，R0切除率は各群75%
以上であった．全症例で非切除例/切除例のMSTは各15.7/46.0M，レジメン別では
DCS/DCS-T/DOS群で各15.7/37.2M，19.1M/未達，12.6M/未達．特にR0切
除達成例で極めて良好な生存期間が確認された．多変量解析では病理学的奏効
が独立した予後因子として抽出された．【結語】DOS群でconversion率が低かった
のは大部分が腹膜播種例であったためと考えられた．DCS±T/DOS療法はいずれ
も高い奏効率と治癒切除率が得られ，conversion therapyと長期生存を期待できる
有望な治療法となりうる．

S-3（消）
進行肝細胞癌に対する分子標的治療
1札幌厚生病院　消化器内科（肝臓内科）
○荒川　智宏1、推井　大雄1、山口　将功1、巽　亮二1、木村　睦海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

【目的】Lenvatinib（Le）は高い奏効率から切除不能進行肝細胞癌（HCC）治療における
主力となりつつある。今回当院におけるLe治療成績を病態別に検討する。【方法】検討（1）
Le治療45例を対象として臨床背景、治療成績、副作用について検討した。検討（2）当院
でのSo治療205例を比較対照をしてTACE不応例、脈管浸潤例、肝外転移例に分けて
治療効果を検討した。【結果】検討（1）Le45症例は男/女38/7例、年齢中央値73（49-
86）歳、背景肝はB/C/NBNC：12/16/17例であった。Child-Pugh class（CPC） A/B：
34/11例、HCC罹患期間1281（131-5992）日、分子標的薬治療歴あり19例、肝外転移
は26例、主要脈管浸潤は10例に見られ、投与開始量は12mg/8mg/4mg 15/25/5例で
あった。投与開始から2か月以上が経過した31例において、m-RECISTによる抗腫瘍評
価はCR/PR/SD/PD/NEが4/6/13/4/4例であり、奏効率31.2％、制御率74.2%であっ
た。副作用は倦怠感・食欲不振・高血圧が多く、副作用中止16例には、門脈血栓・肝
性脳症・消化管穿孔等が見られた。検討（2）TACE不応によるLe導入15症例はCPC 
A/Bは11/4例、抗腫瘍効果はCR/PR/SD/PD/NEが4/2/5/3/1例、奏効率40%、病
勢制御率73.3%であった。So群13例は、CPC A/Bは9/4例、抗腫瘍効果はCR/PR/
SD/PDが0/1/1/11例、奏効率7.7%、病勢制御率15.4%、MST10.5か月であった。脈
管浸潤例Le群7例の抗腫瘍効果はCR/PR/SD/PD/NE 0/3/2/1/1、奏効率42.8%、
病勢制御率71.4%、So12例では全例がPDであった。肝外転移例を認めたLen17例では
PR/SD/PD/NE 4/8/4/1例であり、奏効率40%制御率86.7%、So63症例ではPR/SD/
PD/NE 2/12/45/4例奏効率3.2%制御率22.2%であった。Le群はMST未達のため現段
階での生存の比較は不可能だが、どの病態においても奏効率でLe群はSo群を上回った。
【結論】Le治療は高い奏効率を見せ今後の生存の結果が待たれる。特にSorでは効果
不良の脈管浸潤例においてもLe治療では良好な成績であった。一方で副作用の発現によ
る早期中止例もみられ、副作用対策の向上が治療継続に重要と考えられた。

S-4（消）
当院における進行肝癌に対する集学的治療の現状
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、吉田　苑永1、宮本　秀一1、木下　賢治1、伊藤　淳1、
工藤　大樹1、畑中　一映1、成瀬　宏仁1

【目的】局所制御困難となった進行肝細胞癌に対して、全身化学療法、肝動注療
法、放射線治療など集学的に治療が行われている。最近は奏効率の高い分子標的
剤も使用可能であり、投与機会も増加しているが、動注化学療法（HAIC）は、エビ
デンスに乏しいものの、実臨床においては依然重要な選択肢の一つである。今回、
当院における進行肝癌への集学的治療について、HAICを中心として検討したので
報告する。【方法】対象は、当院でHAICを導入された139例で、（検討1）全体での
背景因子、治療効果について、（検討2）HAICによる長期生存（2年以上）例の特
徴について、後方視的に検討した。【結果】（検討1）導入時年齢中央値は68（42
～ 83）才、男性/女性：115/24例。背景肝はHBV/HCV/NBNC：53/52/37例、
慢性肝炎/肝硬変：33/106例、Child-PughはA/B/C：83/50/6例。StageはII/
III/IVA/IVB：14/50/50/25例、門脈浸潤有は62 例だった。HAICの内容は、
持続動注施行（LFP又はFAIT）/無（CDDP-TAI）：116/23例だった。放射線治
療は59例で施行され、分子標的薬の投与は、HAIC前/後：19/30例だった。成績
は、CR/PR/SD/PD：5/29/62/39例、奏効率25％、病勢制御率71％、全生存
期間中央値12.5ヶ月だった。（検討2）2年以上の長期生存32例と非長期生存104
例の比較では、単変量解析でChild Pugh（p=0.07）、持続動注（p=0.01）、奏効
（p＜0.01）、後治療で分子標的薬を投与すること（p＜0.01）が有意に長期生存に
寄与しており、多変量解析ではChild、次いで奏効、分子標的剤治療が独立した
因子として抽出された。【結語】HAIC治療での奏効例の予後改善効果が再確認
され、また肝予備能の保持が重要で分子標的治療薬との集学的治療を意識すべき
である。
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S-5（消）
当科における胆道癌に対するconversion surgeryの短期・長
期成績
1北海道大学　医学研究院　消化器外科教室II
○野路　武寛1、岡村　圭祐1、細井　勇人1、中山　智英1、田中　公貴1、
中西　善嗣1、浅野　賢道1、海老原　裕磨1、倉島　庸1、中村　透1、
村上　壮一1、土川　貴裕1、七戸　俊明1、平野　聡1

背景：非手術療法の進歩に伴い、当初非切除として化学療法などが行われ、後に
手術療法を行なう、いわゆるConversion surgeryの有用性が多癌腫において報告
されている。しかし、胆道癌に対する同手術の有用性は少数例の報告例を認めるの
みで、未だ不明である。目的：当科で経験した胆道癌Conversion surgery症例の
短期・長期成績を検討し、同手術の有用性を検討する。対象：2005年1月～ 2017
年3月までに当科で行った胆道癌に対するConversion surgery症例14例を対象とし
た。当科での胆道癌に対するConversion surgery適応基準は非手術療法により3ヶ
月以上SDまたはそれ以上の抗腫瘍効果が得られた症例とした。結果：Conversion 
surgery施行例は14例の内訳は、男性7例・女性7例で、年齢の中央値は61歳（44
－77）、原発巣は胆管癌 6例、肝内胆管癌 5例、胆嚢癌 2例、Vater乳頭部癌 1
例であった。当初非切除とした理由は、遠隔転移 7例、高度局所進展 5例、高度リ
ンパ節転移 2例であった。術前治療はゲムシタビン（GEM）ベースの化学療法が13例
に、化学放射線療法が1例に行われ、手術までの治療期間中央値は269日（159－
1152）であった。手術術式は腫瘍の局在及び進展度に応じて様々であり、血管合併
切除は8例に施行した。手術時間の中央値は749（410－1057）分、出血量は1,748
（748-8,930）mlであった。R0手術は10例（71%）に達成された。術後合併症は9
例（64％）に認めたが手術関連死亡例はなかった。術後補助療法は8例に施行され、
再発は10例に認められた。初回診断時からの生存期間中央値（MST）は57.5ヶ月、
5年生存率は45.5％であった。Conversion surgery施行後のMSTは34ヶ月であり、
5年生存率は27.2％であった。結語：非手術治療により抗腫瘍効果が得られた切除
不能胆道癌に対するConversion surgeryは症例と術式の慎重な選択により安全に
施行可能であり、長期生存に寄与する可能性が示唆された。

S-6（消）
膵癌に対する集学的治療における外科手術の果たすべき役割
1イムス札幌消化器中央総合病院　外科、
2イムス札幌消化器中央総合病院　消化器内科
○田中　栄一1、早馬　聡1、越湖　進1、三橋　洋介1、上　奈津子1、
松本　哲1、野村　友祐2、岸　宗佑2、二川　憲昭2、豊川　揚也2、
丹野　誠志2

（はじめに）膵癌治療は近年NCCNガイドラインによって手術適応は整理されresectableには
upfront surgery、borderline resectableには前治療後手術、unresectableには集学的治
療後のconversionを考慮するといった形になった。（目的）当院における膵切除治療の後方視
的検討により当院での外科治療の質や低侵襲性を明らかにする。（対象）当院で2016年10月
から現在まで膵癌にて膵切除を企図した43例。うち、膵頭部癌2例は肝転移、局所過進展
でバイパス手術となった。このうち局所過進展の1例は化学療法後再切除を施行した。膵剥
離面の癌陰性化のためSSPPDではSMA周囲の重点郭清を行い、DPでは進展度に応じて
慎重に腹腔鏡手術を導入した。以下の検討は切除例42例で検討し、生存率のみ全43例で
計算した。（結果）原発部位で頭部と体尾部に分けて検討する。（頭部）M/F16/13,年令
69歳（41-87）、NCCN R/BR/UR 21/6/2,ASA-PS1/2/3 3/23/3,手術はSSPPDを施行
し門脈合併切除は8/29（27％）に併施、手術時間531分（173-992）、出血量878ml（192-
3631）、在院日数25日（15-110）、Clavien-Dindo IIIa以上の合併症8/29（28％）、膵液ろう
gradeB以上3/29（10％）、最終病期Stage0/IB/IIA/IIB/III/IV 3/1/12/11/0/1、R0/
R1 27/2、再発判明時期は肝5例105日（35-303）、腹膜2例（30，370日）、局所1例（243
日）であった。Kaplan-Meier法による1，2年生存率は80％。（体尾部）M/F5/8,NCCN R/
BR/UR 12/1/0,ASA-PS1/2/3 0/11/2,手術はDP11例（腹腔鏡手術4例）、DP-CAR2
例、門脈合併切除は1例（7％）手術時間299分（128-620）、出血量400ml（30-1667）在院
日数15日（9-37）、Clavien-DindoIIIa以上の合併症1/13（7％）、膵液ろうGradeB以上1/13
（7％）最終病期Stage0/I/IIA/IIB/III/IV 4/1/4/3/0/0,全例R0、再発判明時期は肝1例
（111日）であった。現在まで死亡例はない。腹腔鏡手術は出血量が少なく在院日数が短い
傾向があった。（まとめ）観察期間が短く、限られた症例の検討であるが局所再発の少ない質
の高い手術と他の集学的治療にスムースに移行できる低侵襲手術を心がけていきたい。

S-7（消）
切除成績に基づいた動脈因子陽性局所進行膵癌に対する治
療戦略
1北海道大学大学院　医学研究院　消化器外科学教室II
○浅野　賢道1、中村　透1、岡村　圭祐1、土川　貴裕1、野路　武寛1、
中西　喜嗣1、田中　公貴1、海老原　裕磨1、倉島　庸1、村上　壮一1、
七戸　俊明1、平野　聡1

【背景】近年の化学療法の進歩により主要動脈浸潤をきたした局所進行膵癌に対
しても積極的に施行されており、予後改善効果が期待されている。【目的】動脈合
併切除を併施した動脈因子陽性局所進行膵癌（AR-LA）の切除成績を示し、その
治療戦略を検討する。【対象と方法】対象は1998年6月～ 2018年5月の間に切除
したAR-LA 63例。切除可能性分類は膵癌取扱い規約第7版を用いた。【結果】
Borderline resectableが37例（59%）で、unresectableが26例であった。術前治療
（POT）は19例（30%）に行われ、治療期間は中央値8.2ヶ月であった。術前の動
脈因子進展度はcPLsma陽性が23例、cPLchaが47例、cPLceが35例であり（重複
あり）、CA合併切除を57例（DP-CAR: 55例、TP-CAR: 2例）、CHA切除（PD-
CHAR）を6例に施行した。Clavien-Dindo分類III以上の合併症は34例（54%）に認
めた。術後在院日数は中央値38日であり、55例（87%）でR0切除を達成した。術後
補助化学療法（Adj）は43例（68%）に行われ、導入までの期間は中央値69日であっ
た。再発は47例（75%）に認めた。1年、2年、3年、5年、10年全生存率は、そ
れぞれ74%、51%、35%、21%、11%であり、生存期間中央値（MST）は24.4ヶ月
であった。補助療法別の検討では、POT施行群が有意に予後良好であり（MST: 
46.6ヶ月 vs 22.9ヶ月; p=0.0124）、Adj施行群も同様に予後良好であった（MST: 
43.6ヶ月 vs 10.4ヶ月; p＜0.0001）。さらに、POT+Adj、POT or Adj、手術単独
群の3群における検討では、POT+Adj群が最も予後良好であった（MST: 82.6ヶ月 
vs 30ヶ月 vs 10.4ヶ月）。【結語】AR-LA症例に対する動脈合併切除は局所コン
トロールとして一定の効果はあるものの、予後改善効果には限界がある。本検討に
より術前および術後に補助療法を行うことが予後改善につながる可能性が示唆され
たが、さらなる検討が必要である。

S-8（消）
腹膜播種陽性膵癌に対する腹腔内化学療法：当院で行った
症例についての後方視的検討
1斗南病院　腫瘍内科、2斗南病院　消化器内科、3斗南病院　外科
○高山　歳三1、神　崇志2、本間　理央1、杉山　絢子1、鈴木　善法3、
平山　眞章2、辻　靖1

【背景】手術不能な病態を抗癌剤等で手術可能にするconversionは集学的治療と
して重要な戦略のひとつである。切除不能な肝転移を有する大腸癌や切除不能局
所進行膵癌に対するconversion surgeryの優れた治療成績が蓄積しつつある。一
方で、腹膜播種は抗癌剤が到達しにくいため全身的な抗癌剤投与では制御が困難
である。近年、腹膜播種胃癌に対する腹腔内化学療法の優れた成績が報告され、
播種制御後にconversion surgeryを受けた症例での長期生存が報告されている。
当院では先進医療、患者申出療養制度、及び院内IRB承認下での研究として腹
膜播種を有する胃癌や膵癌に対して腹腔内化学療法を併用した治療を行い、播種
制御後のconversion surgery 症例が増加している。本発表では、腹膜播種陽性
膵癌に対する当院の腹腔内化学療法の治療成績について報告する。【方法】2013
年8月から2018年11月までに当院で腹腔内化学療法を施行した腹膜播種陽性膵癌
29例について後ろ向きに検討した。【結果】29例中、前治療歴なしが10例、前治療
歴ありが19例であった。9例では原発巣切除後であった。レジメンはFOLFIRINOX
＋ipPTX 9例、S-1＋ip/iv PTX 8例、GEM＋ipPTX 6例、その他6例であった。
全29例のPFS中央値は6.1ヵ月、OS中央値は14.6ヵ月であった。前治療なし群、
前治療あり群では、PFS中央値はそれぞれ8.6ヵ月、3.9ヵ月、OS中央値は17.3ヵ
月、11.9ヵ月であった。腹膜播種以外に非切除因子がない15例中5症例で腹膜播
種の陰転化をみとめ、原発巣切除を施行した。conversion 率は33％、OS中央値
未到達（18.4‐35.9+ヵ月）であった。【結論】腹膜播種陽性膵癌に対して腹腔内化
学療法を併用することで予後の改善が期待できることが示唆された。腹膜播種以外
に非切除因子がない症例にはconversion を目標としてipPTXを併用することが有
用であり、今後前向きの検討が必要と考えた。
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S-9（消）
消化器癌患者への集学的治療を目指したCVポート埋設部位の
検討：治療と生活を第一にした手術部位の決定指針について
1イムス札幌消化器中央総合病院
○岸　宗佑1、野村　友祐1、二川　憲昭1、豊川　揚也1、平田　翔1、
山本　浩1、金野　陽高1、上野　敦盛1、葛西　幸穂1、平池　則雄1、
葛西　和博1、丹野　誠志1

近年，消化器癌に対する全身化学療法においてCVポートはなくてはならない医療デ
バイスとなっている．CVポート埋設部位としては，前胸部，腹壁，上腕，大腿部埋設が
代表的な埋設部位であり，穿刺アプローチされる血管としては，中心静脈では鎖骨下，
内頚，大腿静脈が選択され，末梢静脈としては尺側皮静脈に代表される上腕の静脈
をアプローチすることが可能である．全国的には鎖骨下静脈もしくは内頚静脈穿刺で
前胸部埋設されることが多いが，合併症としては鎖骨下静脈アプローチでは気胸やカ
テーテル断裂のリスクがあり、内頚静脈アプローチでは頚部筋群の貫通による頚部運
動障害や疼痛を来すこともあり，さらなる処置方法の改善が期待されている．患者背景
としても癌患者の高齢化に伴う嚥下障害リスクや癌患者の終末期まで考えたCVポー
ト処置が望まれる．さらに癌種により化学療法レジメンは様々であるが治療中の生活状
況は患者ごとに異なり，癌による副次的な治療まで考えて手術部位を選択されること
が必要である．具体的には胆膵領域の癌では複数回のERCPを必要とする症例も経
験するが前胸部でCVポートは腹臥位での内視鏡処置中には疼痛の原因にもなり，処
置中に使用できず，全ての消化器癌患者に前胸部のみでのCVポート手術で対応す
ることは望ましくないことも経験される．女性ではマンモグラフィー撮影や美容的側面か
ら上腕ポートを希望されることも増えてきている．消化器癌患者に対するCVポート埋設
術の選択について，癌種，治療レジメン，生活状況，嚥下障害リスク，血栓症などの
並存症，乳がん検診，美容的側面や患者希望など，複数の因子から考えたCVポート
手術部位決定における選択アルゴリスムを提示する．なお，新しく考案した内頚静脈ア
プローチ法（ATLAS surgery）と上腕埋設法（LOVE surgery）の有用性や当院に
おける各部位での感染リスクとしてCRBSIについても提示し，消化器癌に対する集学
的治療に貢献しうる新たなるCVポート手術部位決定の院内指針について報告する．
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S-13（内）
Cold snare polypectomy後の創部に出現する白色突出物の
予測因子と病理学的関係
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○石井　達也1、原田　拓1、田沼　徳真1、鈴木　雄一郎1、赤保内　正和1、
立花　靖大1、青木　敬則1、潟沼　朗生1、篠原　敏也1

【背景】近年,cold snare polypectomy（CSP）は安全性・簡便性の面から本邦で
も普及しつつある.CSP後の創部に繊維状の白色突出物（cold snare polypectomy 
defect protrusions: CSDPs）が出現することがあり,病理学的には粘膜筋板と粘膜
下層であると報告されている.つまり,CSDPs出現時は浅く切除されていることが考え
られるが,これまで詳細な検討はない.【目的】CSDPsの出現因子および病理学的
評価との関連を明らかにする.【方法】2014年1月～ 2018年10月までに当センターで
CSPを施行した症例のうち,病理学的に腫瘍性病変と診断した病変のうち,内視鏡
画像でCSDPsの有無を判定できた1144病変を対象とし,病変背景,病理学的評価
を比較した.【結果】CSDPsは1144病変中102病変（8.9%）にみられた.平均年齢
CSDPs+65.8歳 vs CSDPs-68.1歳,性別（男性）65.7% vs 71.7%,局在部位（右
側結腸）65.7% vs 57.6%,平均病変径5.2mm vs 4.4mm,P＜0.0001,肉眼型（0-
II）36.3% vs 24.7%,組織型（腺腫内癌/腺腫）2.0/94.1% vs 1.1/96.6%.標本長
径8.8mm vs 6.3mm,P＜0.0001.病理学的断端評価（評価不明/陽性）38.2/2.9% 
vs 39.0/0.8%.使用スネア（Profi le 11mm, Boston scientifi c社製 / Exacto Cold 
snare,U.S Endoscopy社製）61.8/38.2% vs 65.6/34.4%. 施行医内視鏡経験10
年以上59.8% vs 31.1%,P＜0.0001.【考察】CSDPsは病変径,標本径,施行医内
視鏡経験と相関がみられた.病変を大きく切除する場合に筋板や粘膜下層を切断し
きれず出現するものと考えられた.病理学的検討を加えて報告する.

S-10（内）
食道疾患 Endocytoscopy 画像診断 - 内視鏡医と病理医にお
ける診断能の検討
1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、
2北海道大学病院　光学医療診療部、3北海道大学病院　病理診断科、
4札幌厚生病院　病理診断科、
5KKR札幌医療センター　病理診断科
○井上　雅貴1、清水　勇一2、田中　一光1、木脇　佐代子1、石川　麻倫1、
松田　可奈1、津田　桃子1、高橋　正和2、山本　桂子2、小野　尚子2、
中川　学2、中川　宗一2、森　康明2、畑中　佳奈子3、市原　真4、鈴木　昭5、
坂本　直哉1    

【目的】Endocytoscopy （ECS）は、食道領域においても有用性が報告され、生体内組織診断の実用化
への期待が高まっているが、癌だけでなく良性疾患を含めた質的診断能を検討した報告は少ない。また、
ECS診断を病理医ではなく、内視鏡医が行って良いかどうかも十分な検討はなされていない。今回、早
期食道癌、健常粘膜、食道炎のECS画像鑑別診断能を、内視鏡医と病理医、それぞれについて検
討した。【方法】当科にてECS （Olympus社）による観察が行われた早期食道扁平上皮癌症例16例17
病変、軽症逆流性食道炎症例9例16病変（再生上皮部分）を対象とした。食道癌周囲の健常粘膜を合
わせた計50領域をECS観察し、領域毎に2-3枚の静止画像を選択、臨床情報を知らない3名の病理専
門医と3名の内視鏡指導医により画像診断が行われた。診断基準はInoueらの食道ECA分類に、炎症
性再生異型の概念として新たにECA2bを加えたものを用いた。診断前に、各分類2領域ずつ、計12領
域の典型画像を用いたbrief lectureが行われた。組織診断とECS画像診断結果を評価し、内視鏡医
と病理医、それぞれの鑑別診断能、診断一致率を検討した。【結果】ECA 4 or 5を癌の診断基準と
した場合、癌、非癌の鑑別診断におけるover all accuracyは、内視鏡医A: 82%、内視鏡医B: 88%、
内視鏡医C: 86%、病理医A: 86%、病理医B: 88%、病理医C: 88%であった。内視鏡医3名の診断能
平均値はsensitivity 86.3%、specifi city 84.8%、over all accuracy 85.3%であり、病理医3名の診断
能平均値はsensitivity 86.3%、specifi city 87.8%、over all accuracy 87.3%であった（p = 0.61）。診
断一致率は、内視鏡医間ではκ値0.35、病理医間ではκ値0.34 であり、共にfair agreementであった。
【結論】炎症と癌をまじえたECS鑑別診断能は内視鏡医と病理医でほぼ同等であったが十分なものとは
いえなかった。ECS診断は、現実的には内視鏡医が内視鏡所見を加味して行うべきと考えられた。

S-11（内）
ESDを施行した未分化混在型早期胃癌の臨床病理学的特徴
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
○岡川　泰1、住吉　徹哉1、富田　祐介1、大岩　修太郎1、神　崇志1、
吉田　将大1、藤井　亮爾1、皆川　武慶1、森田　康太郎1、庵原　秀之1、
平山　眞章1、近藤　仁1、小山田　ゆみ子2、奥芝　俊一3  　    

【背景・目的】胃癌の組織型について、「胃癌取り扱い規約第15版」では、“量的に優
勢な組織像に従う”と記載されており、腫瘍の一部を占める組織型については考慮さ
れていない。近年、純粋分化型癌と比較し、未分化混在型癌はリンパ節転移を来し
やすく、悪性度が高い可能性が報告されているが、ESD症例における混在型癌の臨
床的意義については十分に検討されていない。そこで今回、われわれは当科でESD
を施行した早期胃癌症例における混在型癌の臨床病理学的特徴を明らかにすること
とした。【対象・方法】対象は2010年1月から2017年12月までにESDにて切除された
早期胃癌814例、956病変とした。純粋分化型、混在型（分化型優位）、混在型（未
分化型優位）、純粋未分化型と4群に組織型を分類し、各々の臨床的病理学的特徴
について後方視的に検討を行った。【結果】病変数は組織型の順に869（90.9%）、36
（3.8%）、19（2.0%）、32（3.3%）病変であり、平均腫瘍径は15.6mm、30.1mm、
28.2mm、15.9mmであった。また深達度は、m,sm1/sm2がそれぞれ、94.0%/6.0%、
55.6/44.4%、63.2%/36.8%、78.1%/21.9%であり（p＜0.01）、脈管侵襲陽性率は
4.1%、44.4%、26.3%、12.5%であった（p＜0.01）。混在型癌では分化型優位の
61.1%、未分化型優位の68.4%が非治癒切除であったが、肉眼型が複合型の病変に
おいては全て非治癒切除であり、追加外科切除症例のリンパ節転移陽性の割合は、
9.1%、15.0%、16.7%、0%であった。またESD前生検での混在型癌の正診率は、
分化型優位で5.5%、未分化型優位で21.1%であり、約半数はtub2と診断されていた。
【結語】純粋分化型癌、純粋未分化型癌と比較し、混在型癌では腫瘍径が大きく、
sm深部浸潤および脈管侵襲陽性例が有意に多く、また術前の生検診断が困難である
ことが推察された。未分化混在型癌では非治癒切除となる割合が高く、追加手術例
でのリンパ節転移の頻度も高いため、生検診断が混在型癌かつ肉眼型が複合型を呈
する病変では、始めから外科手術も考慮すべきと考えられた。

S-12（内）
大腸腫瘍におけるprecutting EMR / hybrid ESDの有用性
と安全性の検討
1NTT東日本札幌病院
○吉井　新二1、久保　茉理奈1、古川　龍太郎1、太宰　昌佳1、小野寺　学1

【背景】近年、大腸のEMR，ESDはひろく普及している．しかし，手技の難易度と
一括切除率の点で大きなギャップがある．このギャップを埋める手技としてprecutting 
EMR / hybrid ESDがある．【目的】EMRで一括切除が難しい大腸腫瘍に対す
るprecutting EMR / hybrid ESDの有用性と安全性を明らかにする．【対象・方
法】2017年3月から2018年7月までの期間，当院にてprecutting EMR / hybrid 
ESDを試みた69症例108病変を対象とした．局注後にスネア先端のナイフで粘膜切
開と，状況に応じて粘膜下層剥離をしてprecutting EMR / hybrid ESDを試みた．
snaringによる一括切除が困難と判断した場合はconventional ESDに変更して一
括切除を完遂した．それぞれの切除法の一括完全切除率，治癒切除率，偶発症を
解析した．【結果】108病変中precutting EMR50，hybrid ESD27，conventional 
ESD31であった．病理所見はprecutting EMR群で腺腫 / Tis / T1 / SSAP 
/ hyperplastic polyp = 29 / 1 / 4 / 15 / 1，hybrid ESD群13 / 4 / 2 / 7 / 
1，conventional ESD群17 / 3 / 2 / 8 / 1であった．平均切除標本径 / 病変径
（mm）はprecutting EMR14.5 / 18.8（mm），hybrid ESD16.4 / 21.4（mm），
conventional ESD21.1 / 25.7（mm）で，平均処置時間はprecutting EMR3.7分，
hybrid ESD7.7分，conventional ESD19.0分であった．一括完全切除率 / 治癒
切除率（％）はprecutting EMR100 / 94.0（％），hybrid ESD96.4 / 96.4（％），
conventional ESD100 / 100（％）であった．出血・穿孔を含めた偶発症はいずれの
切除法でも認めなかった。【結論】一括切除困難なEMR適応病変でも、precutting 
EMR / hybrid ESD / conventional ESDを適切に使い分けることにより安全な一
括切除が可能であった。

　シンポジウム（内）



─ 39 ─

S-14（内）
胆道癌診断における直視下生検・透視下生検の使い分け
1北斗病院　消化器内科、2北斗病院　消化器外科
○河瀬　智哉1、友田　博行1、木田　裕之2

【背景】経口胆道鏡の画質・器機改善にともなう胆道癌の内視鏡診断進歩は著し
い。その一方、鉗子口径の細さによる生検採取量や観察困難部位での対応が問題
点として依然残る。【目的】後方視的観察研究による生検診断結果をもとに、胆嚢
癌を除く胆道癌症例で、従来の透視下生検および経口胆道鏡を用いた直視下生
検各々の問題点と有用性を明らかにした。【方法】過去3年間での胆嚢癌をのぞく胆
道癌25症例、53生検を対象とした。直視下生検が不十分と思われた症例には透
視下生検も併用している。直視下生検ではBoston Scientific社SpyGlass DSTM下
でのSpyBiteを使用。透視下生検は33回、直視下生検は20回実施。この中には
外科的切除可能であった8症例（肝門部・遠位・乳頭部＝3症例・4症例・1症例）
における予定切除部位の陰性確認生検13回（透視下生検7回、直視下生検6回）
を含む。なお陰性的中率は術後標本の切除断端結果を以って最終確定診断とした。
【成績】胆道癌全体の陽性的中率は透視下生検：直視下生検＝80．8％（21/26）：
85．7％（12/14）であった。部位別では、遠位胆管・乳頭部で透視下生検：直視
下生検＝83．3％（15/18）：80％（4/5）、肝門部胆管で透視下生検：直視下生
検＝75％（6/8）：88．9％（8/9）であった。外科的治療症例における予定切除断
端部の陰性的中率は透視下生検：直視下生検＝85．7％（6/7）：100％（6/6）で、
透視下生検で陰性確認ができなかった原因は検体不適切であった。また胆道癌の
診断確定時における偽陰性の原因は生検部位不適切もしくは検体量不足であった。
【結論】直視下生検は肝門部の観察・生検のみならず術前症例での予定切除断
端陰性確認で特に威力を発揮する。一方遠位胆管で癌の確定診断をする場合、
胆道内視鏡の保持困難が生検結果に影響を及ぼしかねないため、偽陰性を防ぐた
めに透視下生検の併用が望ましい。

S-15（内）
再発性遠位悪性胆道閉塞に対する12mm径金属胆道ステント
を用いた胆道ドレナージの成績
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○田中　一成1、金　俊文1、潟沼　朗生1

【背景】悪性遠位胆道閉塞（DMBO）に対する胆道ドレナージでは再発性悪性胆
道閉塞（RBO）が問題となり、10mm径のfull covered self-expandable metal 
stent （FCSEMS）によるre-interventionではTRBO は112日と報告されている（J 
Gastroenterol Hepatol. 2016）。一方、12mm径FCSEMSはDMBOの初回ドレ
ナージで良好な成績が報告されており 、RBO後のre-interventionでも有効な可能
性がある。【目的】DMBOに対する12mm径FCSEMSを用いたRBO後の胆道ドレ
ナージの成績を検証する。【対象と方法】2016年6月から2018年11月までに10mm
径FCSEMSを用いて初回ドレナージを行ったDMBO 341例のうち、RBO後に12mm
径FCSEMS（Niti-S Biliary Covered Stent; TaeWoong Medical）を用いてre-
interventionを行った21例を後方視的に解析した。【検討項目】1） 患者背景、2） 
re-interventionの内容、3） 再RBO【結果】1） 年齢（中央値、range） 83歳（50-
94）、男女比 13：8。原疾患は膵癌/胆管癌/胆嚢管癌 18/2/1、胆管閉塞長25mm
（8-60）。RBOの原因は胆泥/逸脱/Overgrowth 15/5/1、TRBO 259日（105-
1035）。2） 留置方法はステント交換 19、ステント内留置 2、処置時間は18分（7-41）、
ステント長は6/7/8cm 16/3/2。全例で手技・臨床的成功が得られ、早期偶発症
は認めなかった。3） re-intervention後113日（4-527）の観察期間中に再RBOを5
例（24%）認めた。原因は胆泥・食残/逸脱 2/3、TRBOは166日（29-181）であり、
全例でステント交換にて対処した。【結語】DMBOにおける12mm径FCSEMSを用
いた胆道ドレナージは、RBO後のre-interventionとして安全かつ有効であった。

S-16（内）
充実性切除不能膵癌，剖検40症例による，EUS-FNA後の膵
癌胃浸潤危険因子の検討
1市立函館病院　消化器病センター　消化器内科、2市立函館病院　病理診断科
○成瀬　宏仁1、吉田　苑永1、宮本　秀一1、木下　賢治1、伊藤　淳1、
工藤　大樹1、畑中　一映1、山本　義也1、下山　則彦2

【目的】充実性切除不能膵癌に対する超音波内視鏡下穿刺吸引術（EUS-FNA）後の
胃浸潤について,剖検例を用いて後方視的に検討した．【方法】診断時，CT画像にて
胃浸潤，腹膜播種を認めなかった充実性切除不能膵癌40剖検症例について，年齢，
性，腫瘍占拠部位，局所進行，遠隔転移，腫瘍径，組織型，化学療法の有無，生存
期間，CEA，CA19-9，EUS-FNA施行の有無を説明因子として，剖検時胃浸潤の危
険因子を二項ロジスティック解析にて検討した．単変量解析での有意因子に，P値＜0.1
の説明因子と年齢，性別を加え多変量解析を施行した．EUS-FNA施行群と，経胃的
EUS-FNA施行群に関して，前述の説明因子に穿刺回数，ストローク数を加え，剖検時
胃浸潤の危険因子を二項ロジスティック解析にて検討した．穿刺針は全例22G針で，穿
刺回数，ストローク数は術者の裁量で決められていた．【結果】剖検時胃浸潤の頻度は，
EUS-FNA非施行群2/19（10.5％）に対し，EUS-FNA施行群11/21例（52.4%）,P値
0.0069でEUS-FNA施行群で高率に剖検時胃浸潤が発生していた．膵体尾部癌19例
中9例で胃浸潤が認められ，3例で膵癌と胃壁がEUS-FNA穿刺部で癒着し，膵癌から
茎状に癌が胃壁内へ浸潤して胃粘膜下で増生し，腫瘤形成する所見を認めた．4例で
EUS-FNA穿刺部に限局した膵癌の胃浸潤を認め，このうち2例に穿刺部周囲への腫
瘍浸潤を認めた．2例で膵癌のEUS-FNA穿刺部を含む広範な胃浸潤を認め，EUS-
FNAの穿刺ルートを介した胃浸潤か判断が困難であった．EUS-FNA非施行の膵体尾
部癌では剖検時胃浸潤を認めなかった．剖検時胃浸潤の危険因子として，EUS-FNA
施行が単変量解析でP値0.0098，オッズ比9.35，95%信頼区間1.7131-51.032で有意
な危険因子であった．多変量解析では，P値0.1582であったが，オッズ比は4.2249と他
の因子と比べ高い傾向であった． EUS-FNA施行群と経胃的EUS-FNA施行群にお
いては胃浸潤の有意な危険因子は抽出されなかった．【結論】充実性切除不能膵癌剖
検症例の検討では、EUS-FNAは剖検時胃浸潤の独立した危険因子であった。

S-17（内）
TS1膵癌および上皮内癌症例の検討－地方病院に専門医は
必要か－
1伊達赤十字病院　消化器科、2伊達赤十字病院　内科、
3伊達赤十字病院　外科、4札幌医科大学　腫瘍内科学講座・血液内科学
○久居　弘幸1、櫻井　環1、小柴　裕1、渡邊　晃一1、宮崎　悦2、
佐藤　正文3、川崎　亮輔3、行部　洋3、吉田　直文3、飴田　咲貴4

【目的】浸潤性膵管癌 （膵癌）は増加傾向にあるが、未だ最も予後不良で小膵癌の発見率
は未だ十分でない。今回、地方病院である当院で診断されたTS1膵癌および上皮内癌症
例について検討した。【方法】対象は2003年10月～ 2018年8月に当科で診断されたTS1
膵癌12例および上皮内癌1例 （当院で切除9例、他院で切除4例）で、年齢64～ 84歳 
（平均75歳）、男性9例、女性4例であった。TS1膵癌の占拠部位は、頭部6例、体部
6例で、腫瘍径は8～ 20mm （平均13.3mm、T1b 5例、T1c 7例）であり、上皮内癌症
例では体尾部に認めた。【成績】1） 有症状例は6例で、上腹部痛3例、糖尿病の悪化
2例、倦怠感・食欲不振1例であった。発見契機となった画像診断は、US 4例、CT 6
例、MRCP 2例、EUS 1例であった。1例は診断11か月前のCTで体部の萎縮を認めた。
2） 家族歴1例、喫煙歴7例、糖尿病の合併10例を認めた。分枝型IPMNの合併を5例
に認め、3例は経過観察中の画像診断 （MRCP 2例、EUS 1例）が発見契機となった。
3） 生化学検査では血清膵酵素の上昇4例、腫瘍マーカーではCEA上昇2例、CA19-9
上昇6例であった。4） US、CT、EUS、MRCPによる画像診断では、すべて主膵管拡
張などの間接所見を有していたが、US、CT、EUSの腫瘍描出能では、それぞれ7例、
3例、12例でありEUSが優れていた。5） ERCPは7例に施行され、主膵管生検、擦過
細胞診、膵液細胞診のいずれかで6例で診断可能であった。EUS-FNAはERCP未施
行6例に施行し、全例診断可能であった。6） 上皮内癌を除く組織型では腺癌10例、粘
液癌1例、紡錘細胞型退形成癌1例で、進行度分類ではStage IA 8例、IIB 4例であっ
た。7） 術後補助療法としてgemcitabine 4例、S-1 6例に施行され、8例は現在生存中で
ある。1例に術後41か月後に残膵癌 （頭部）を認めた。【結論】地域医療においても、高リ
スク群に対する膵癌スクリーニングの啓蒙と診断体系の確立が必要であり、予後改善のた
めには、地域医療における早期診断が重要な鍵を握っていると考えられた。
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001（内）
胃内逸脱食道ステントに対して内視鏡的な摘出を行った進行
肺癌による食道狭窄の1例
1函館五稜郭病院　初期臨床研修医、2函館五稜郭病院　消化器内科
○一柳　亜貴子1、横山　佳浩2、飯塚　尭2、平野　雄大2、牛島　慶子2、
一色　裕之2、鈴木　亮2、岡　俊州2、笠原　薫2、小林　寿久2、矢和田　敦2

症例は66歳,男性.右肺門部腺癌（cTxN3M1b,StageIV）に対して当院呼吸器内科
で化学療法を行っていた.化学療法開始6か月目のX年1月に嚥下困難,食事摂取不
良を主訴に当科を受診した.上部消化管内視鏡検査で胸部中部食道に壁外性の
圧排を認め,同時に行った食道造影検査でも全周性狭窄を認めた.肺癌のリンパ節
転移増大による食道狭窄と診断し,通過障害の改善を目的に食道ステント（Boston
社製, HANAROSTENT Esophagus, 外径18mm, 8mm長, full covered type）を
留置した.徐々に食事摂取は可能となり化学療法を再開していたが,X年10月に造影
CTで食道ステントの胃内逸脱を認め当科コンサルトとなった.内視鏡では前回認めた
壁外性の圧排は消失し,同部位に瘢痕を認めており化学療法の奏功に伴う変化と
考えた.スコープの通過も良好であり入院の上で内視鏡的なステント摘出を試みた.前
述の食道ステントは留置後の位置移動や回収目的のためステント上下端にラッソ（調
節用糸）が備え付けられており,ラッソを引くことでステント開口部が漏斗状に閉鎖する
構造となっている.マルチベントスコープ（OLYMPUS社製, GIF-2TQ260M）に透明
フードを装着して胃内に挿入後,ステント遠位側を内腔から把持鉗子で固定し,さらにス
テント近位側のラッソを生検鉗子で引くことでステント近位端を漏斗状に閉鎖した.透
明フード内にステント近位端を収納し,透視を確認しつつ内視鏡操作時に抵抗がない
ことを確かめながらスコープごとステントを摘出した.合併症は食道胃接合部に軽度の
びらんを認めたのみで,翌日に食事を開始し処置3日後に退院となり,その後も化学療
法を継続している.近年,特に肺癌においては化学療法の発展が目覚ましく,奏効率の
向上や長期の生存期間が得られており,化学療法中のステント逸脱は以前より起こり
やすくなったと考えられる.本症例は安全で容易に逸脱した食道ステントの摘出が可
能であった.

002（内）
胃腺腫を合併した自己免疫性胃炎の一例
1札幌医科大学　消化器内科学講座、2札幌しらかば台病院　消化器内科
○谷口　正浩1、須藤　豪太1、上野　あかり1、風間　友江1、柴田　泰洋1、
三橋　慧1、五十嵐　央祥1、久保　俊之1,2、能正　勝彦1、山下　健太郎1、
山野　泰穂1、仲瀬　裕志1

【症例】60歳代，女性．甲状腺機能低下症で通院中の前医での血液検査で貧血
（赤血球 280万/μL，Hb 12.3g/dL）を指摘され，精査目的に当科へ紹介となった．
当科受診時，腹部症状はなく，身体所見上も有意な所見を認めなかった．上部消化
管内視鏡検査（EGD）では，前庭部は萎縮が目立たず，胃体部～穹窿部に強い萎
縮を認めた．胃体中部小彎に12mm大，褪色調の0-IIaを認め，生検結果はGroup3
であったが，NBI拡大内視鏡所見で高分化型腺癌の可能性があり，ESDの方針と
した．迅速ウレアーゼ試験は陰性，内視鏡所見と当科初診時のビタミンB12が低値で
あったことから自己免疫性胃炎を疑い，追加検査を予定していたところ，めまい，両
下肢の脱力感が出現し，近医神経内科に入院となった．精査の結果，亜急性連合
性脊髄変性症の診断となり，ビタミンB12の補充を開始し，貧血，神経症状は改善
した．追加検査で，血清H.Pylori抗体陰性，抗壁細胞抗体陽性，抗内因子抗体
陽性，ガストリン高値，ペプシノゲンI低値，ペプシノゲンI／ペプシノゲンII低値が判明
し，自己免疫性胃炎と診断した．その後，胃腺腫に対し当科でESDを施行し，病理
結果は腸型腺腫で治癒切除であった．フォローアップのEGDでは新たな腫瘍を認め
ていない．【考察】自己免疫性胃炎は，自己免疫機序により胃底腺領域に高度な粘
膜萎縮を来し，ビタミンB12や鉄などの吸収障害が起こり，消化器症状の他，貧血症
状，神経学的症状が起こり得る．確立した診断基準はなく，H.Pylori感染胃炎が多
い本邦では，内視鏡所見で自己免疫性胃炎の判断が困難な例も存在する．そのた
め，身体所見，血液検査，内視鏡所見，病理所見などを含めて総合的に判断する
ことが肝要である．また，自己免疫性胃炎は神経内分泌腫瘍や胃腺腫，胃癌を合併
し得るが，本邦では胃腺腫，胃癌合併の報告は少ない．本症例は，各種所見から
自己免疫性胃炎と確定診断し，合併した胃腺腫をESDで切除した貴重な症例と考
え報告する．

003（内）
上咽頭癌を合併したEpstein-Barr virus関連胃癌の1例
1北海道大学大学院医学研究科　消化器内科分野、2北海道大学病院　光学医
療診療部
○白鳥　翔也1、山本　桂子2、田中　一光1、井上　雅貴1、木脇　佐代子1、
松田　可奈1、石川　麻倫2、津田　桃子2、小野　尚子1、清水　勇一1、
坂本　直哉1　

症例は40歳代男性。201x年10月に左頸部リンパ節腫脹を自覚。近医耳鼻科にて上咽頭
腫瘍を指摘され、生検にて扁平上皮癌が検出された。同年11月、当院耳鼻科紹介となり、
精査の結果、上咽頭癌 stageIII（cT1N2M0）の診断で同時化学放射線療法（CRT）を行
う方針となった。12月、治療前スクリーニング目的で上部消化管内視鏡検査を施行したとこ
ろ、胃噴門直下小弯後壁側に20mm大の軽度陥凹を認めた。陥凹に一致して、密で不整
な表面模様が観察され、生検の結果tub2-1の診断であった。背景胃粘膜にはO-Iの萎縮
を認め、生検、抗Hp抗体の結果より<I>Helicobacter pylori</I>現感染であった。予後規
定因子と予測される上咽頭癌の治療を優先し、同月よりCRT（weekly CDDP+RT75Gy）
が開始された。CRT終了後の翌年2月の上部消化管内視鏡検査で、噴門部癌は厚みを
増して軽度隆起を呈しており、超音波内視鏡検査では粘膜下層浅層への浸潤が疑われ
た。予定されていた上咽頭癌に対する補助化学療法に先行して、同月、内視鏡的粘膜
下層剥離術を施行した。病理組織学的には、萎縮、腸上皮化生を背景にクロマチン濃染
核を有する異型細胞が、小型腺管や腺管癒合を呈して増殖しておりtub2-1の所見であっ
た。ごく一部で粘膜下層33μmの浸潤がみられた。リンパ球浸潤癌の所見とは異なるが、
上咽頭癌を合併していたことからEBER-ISHを追加施行したところ、不整腺管を形成する
細胞に一致して陽性像を認め、Epstein-Barr virus （EBV）関連の発癌を示唆する所見
と思われた。脈管侵襲は見られず、断端陰性にて、適応拡大治癒切除（現ガイドラインの
eCuraBに相当）と判定。また、ESD後は上咽頭癌に対する補助化学療法が行われ、両
病態とも無再発経過観察中である。　今回上咽頭癌と同時に発見されたEBV関連胃癌
の症例を経験した。上咽頭癌の発生原因としてEBV感染が強く影響していることが知られ
る一方、EBV関連胃癌は胃癌全体の約10%と報告されている。上咽頭癌を有する患者
の上部消化管スクリーニングの際にはその特徴を念頭に観察する必要がある。

004（内）
ショックを呈した十二指腸憩室出血に対して、プロナーゼ散布
を併用し、先端フード付き直視内視鏡で止血し得た一例
1釧路労災病院　内科
○小田　総一郎1、安孫子　怜史1、野澤　　俊一郎1、桜井　健介1、
吉河　歩1、佐々木　塁1、原田　一顕1、佐野　逸紀1、小林　良充1、
小田　寿1、宮城島　拓人1　

【症例】70歳代、女性　【主訴】吐血【既往歴】慢性腎不全【現病歴】2018年8月上旬
より右季肋部痛、食後の嘔気、食欲不振があり、近医受診。便潜血反応陽性で、9月
上旬に上部消化管内視鏡検査を施行したが、原因は不明であった。内視鏡検査施行か
ら5日後の朝に少量の吐血、夕方に大量の吐血をし、当科に救急搬送となった。【入院
時現症】意識清明、血圧109/50mmHg→測定不可、脈拍86回/分、呼吸数24回/分、
SpO2 96%（O2マスク4L/分）、体温36.3℃、眼瞼結膜に貧血あり。【血液検査所見】
Hb 4.2 g/dlと高度貧血、BUN 98 mg/dl、Cre 4.08 mg/dlと高度腎機能障害を認めた。
【胸腹部単純CT】出血源は不明であった。【上部消化管内視鏡検査】胃に黒色、十二
指腸に赤色の血液を認めた。十二指腸からの出血を疑い、先端フード付き直視内視鏡
で丹念に十二指腸を観察した。十二指腸憩室と思われる部位にわずかにコアグラを認め
た。鉗子で除去を試みたがコアグラが憩室に嵌り込んでおり、不可能であった。プロナー
ゼ散布で憩室から大量のコアグラを排出し、巾着型の憩室内に直視内視鏡を挿入した。
憩室底部の静脈から出血を認め、クリップで止血した。再出血なく、第12病日に退院し
た。【考察】十二指腸憩室出血は消化管出血の0.06%の頻度で、診断は比較的難しく、
初回の内視鏡診断率は72.4%と報告されている。本症例は先端フード付き直視内視鏡に
より憩室内のコアグラを指摘し、診断することが可能であった。内視鏡的なクリップ法での
止血の報告が最も多く、筋層を欠く仮性憩室に対しての止血法として理に適っているが、
7.5%に穿孔、腹膜炎が発生している。約30%は内視鏡治療ができず、動脈塞栓術また
は手術となっている。幸いにも本症例はプロナーゼ散布を併用し、良好な視野で合併症
なくクリップで止血することが出来た。【結語】十二指腸憩室出血は上部消化管出血の鑑
別診断として挙げるべき疾患であり、十二指腸も丁寧に観察することが重要である。また、
十二指腸憩室出血の病態を理解し、慎重な止血処置が必要である。
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005（内）
当院で経験した膵腺扁平上皮癌の2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
○奥　雄暉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、石川　千里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1】70歳代, 男性. 心窩部痛を主訴に前医受診. 血液検査にて肝機能異常, 腫瘍
マーカー高値であり, 精査目的に当科紹介受診となった. 超音波検査では, 膵頭部に内部
不均一な低エコー性腫瘍を認めた. 造影CTでは, 膵頭部背側に30mm程の分葉状腫瘍
を認め, 辺縁に皮膜様の造影効果を認めた. MRCPでは, 主膵管は腫瘍部で途絶し, 尾
側膵の主膵管・分枝膵管の拡張を認めた. また, 総胆管は腫瘍部で狭小化し, 上流の胆
管拡張, 胆嚢腫大を認めた. DWIでは腫瘍部は高信号であり, ADC mapでは低信号で
あった. ドレナージ目的, 生検目的に2度ERCPを施行したが, 十二指腸浸潤でVater乳頭
が崩壊しており, 胆管canulationは出来なかった. 当院外科に相談し, 黄疸が増悪する前
に膵頭十二指腸切除術を施行した. 術後病理診断はAdenosquamous carcinoma, Ph, 
pTS2（35mm）, pT3（pS（+）, pRP（+）, pDU（+）, pPL（+））, pN1a, pM0, 
pStageIIBであった. 術後, 倦怠感, 食欲不振が強く, 化学療法は施行しなかった. 術後
4ヶ月には肝転移を認め, 術後5ヶ月で永眠された. 【症例2】70歳代, 男性. 腹部膨満を
主訴に前医受診. 血液検査にて腫瘍マーカー高値であり, CTにて膵腫瘍を認め, 精査目
的に当科紹介となった. 造影CTでは, 膵体部に辺縁不明瞭な40mm程の腫瘍を認め, 全
体的に造影効果は乏しかった. 肝S8ドーム下表面に不整な結節を認め, 肝周囲に腹水も
認めた. MRCPでは, 主膵管は膵体部で途絶し, 尾側膵の主膵管の著明な拡張を認めた. 
DWIでは腫瘍部は高信号であり, ADC mapでは低信号であった. EUSでは, 辺縁不明
瞭な低エコー性腫瘍の内部に高エコー領域を認めた. 組織診断目的にEUS-FNAを施行
した. 異形腺上皮と異形扁平上皮を認め, Adenosquamous carcinoma, Pb, cTS3, cT4
（SMA（+））, cN0, cM1（P）, cStageIVと診断した. 本人の強い希望でGEMの化学
療法を1コース施行したが, 全身状態悪化を認め, 治療1ヶ月後に永眠された. 【考察】膵腺
扁平上皮癌は膵癌全体の約1%と稀な腫瘍であり, 治療抵抗性で予後不良とされている. 
今回, われわれは膵腺扁平上皮癌の2例を経験したので, 文献的考察を加えて報告する.

006（内）
当院での十二指腸非乳頭部腫瘍に対する内視鏡的治療成績
の検討
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○中村　里紗1、田沼　徳真1、南　亮輔1、鈴木　雄一郎1、赤保内　正和1、
石井　達也1、青木　敬則1、立花　靖大1、原田　拓1、潟沼　朗生1

【背景】近年, 十二指腸非乳頭部腫瘍に対し術中術後の偶発症の少ないunderwater 
EMR（UEMR）やcold snare polypectomy（CSP）の有用性が報告されている. 今
回, 当院での内視鏡的治療成績について既存治療（ESD及びEMR）群と新規治療
（UEMR及びCSP）群の2群に分け検討した. 【対象と方法】2015年4月から2018年10
月までに当院で十二指腸非乳頭腫瘍に対し内視鏡的治療を施行した29例（31病変）
のうち, 病理にて十二指腸腺腫及び十二指腸癌の診断となった27例（29病変）を対象
とし, 既存治療群17例, 新規治療群11例で, 1） 臨床病理学的特徴，2） 治療成績に
ついて後方視的に検討した. 【結果】1）既存治療群の性別（男性:女性）は13:4，平
均年齢は63.4歳，病変部位（球部:上十二指腸角:下行部:下十二指腸角）は4:2:10:1，
肉眼型（IIa:IIc:Ip）は13:2:2, 病理組織（M癌：腺腫）は9:8, 治療法（ESD:hybrid 
ESD:EMR:polypectomy）は5:8:2:2, 平均腫瘍径は12.4mmであった. 新規治療群の
性別（男性:女性）は8:3，平均年齢は55.5歳，病変部位（球部:上十二指腸角:下行部:
下十二指腸角）は1:2:6:2，肉眼型（IIa:IIc）は9:2, 病理組織（M癌:腺腫:borderline 
tumor）は5:5:1, 治療法（UEMR:UCSP:CSP）は8:2:1, 平均腫瘍径は7.7mmであった. 
2）既存治療群の平均切除時間29.6分, 平均切除面縫縮時間10.2分, 一括切除率は
88.2%, 断端陰性率は76.4%であった. 偶発症は後出血を11.8%（2/17）に認め，クリッ
プで止血し, 術中穿孔を11.8%（2/17）に認め，1例はクリップで縫縮, 1例は内視鏡的
粘膜被覆術を使用し, どちらも保存的治療で軽快した．新規治療群の平均切除時間8.7
分, 平均切除面縫縮時間3.8分, 一括切除率は81.8%, 断端陰性率は45.5%であった. 
偶発症は後出血を9.1%（1/11）に認め，クリップで止血した. 遺残再発は両群にて認め
ていない.【結語】十二指腸非乳頭部腫瘍に対する内視鏡的治療は, UEMRやCSPの
導入により穿孔のリスクは軽減しているが、断端陰性にならないこともあり, 術前診断にて
十二指腸癌が疑われる場合には慎重な治療選択が必要と考えられる.

007（内）
ダブルバルーン小腸内視鏡（DBE）で診断し、止血した成人出
血性Meckel憩室の一例
1製鉄記念室蘭病院　消化器内科・血液腫瘍内科、
2製鉄記念室蘭病院　外科・消化器外科、
3製鉄記念室蘭病院　病理臨床検査室、4市立室蘭総合病院　消化器内科、
5札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座、血液内科学
○伊藤　亮1、安部　智之1、今川　貴之1、佐賀　潤也1、山田　充子1、
小野　道洋1、藤井　重之1、前田　征洋1、仙丸　直人2、藤田　美悧3、
清水　晴夫4、山川　司4、村松　丈児5、吉田　正宏5

Meckel憩室は胎生期の卵黄腸管が遺残した先天性消化管奇形であり、その多くは無症候性に経過す
るが、4̃16%に出血、腸閉塞、腸重積、穿孔などを合併する。Meckel憩室の診断法としては、CT・
小腸造影・血管造影・胃粘膜シンチといった画像検査と、小腸カプセル内視鏡（CE）・ダブルバルー
ン小腸内視鏡（DBE）といった内視鏡検査が挙げられるが、成人で出血を契機に発症するMeckel憩
室の頻度は少なく、診断に苦慮することが多い。今回血便にて発症しDBEで診断・内視鏡的止血を
施行した成人出血性Meckel憩室の一例を経験したので報告する。【症例】20歳代男性【主訴】血便
【既往歴】小児喘息【経過】20XX年6月に多量の血便にて近医を受診。CT、上下部消化管内視鏡
検査では明らかな出血源を同定できず、3日間で計12単位の赤血球輸血が行われ、小腸精査目的に
同年7月当科紹介となった。CEを施行したが、angioectasiaを疑う微小血管を認めるのみで、紹介時
には貧血の進行も落ち着いていたため、経過観察の方針とした。しかし8月に再度血便を認めたため、
DBEを施行したところ、回盲弁から口側80cmの位置に憩室を確認し、憩室内に露出血管と湧出性出
血を認め、止血鉗子で凝固止血を行った。その後は血便の再燃なく経過し、再発予防のため当院外
科に待機的な手術を依頼し、9月に腹腔鏡下憩室切除術が施行された。病理標本にて盲端側1/2に
異所性胃粘膜を伴うMeckel憩室と診断され、腸管側にはびらんを認めた。以後血便の再燃は認めて
いない。【考察】これまでの報告で、CEにおいては空気量の調節ができないために、Meckel憩室の診
断率が低いとされている。本症例も同様に、CEでの診断には至らなかったため、比較的若年の小腸
出血症例においては積極的にDBEを施行すべきであると考えられた。また、Meckel憩室出血に対す
る根本的な治療方法は外科的切除であるが、本症例のようにDBEを使用して内視鏡的に止血が得ら
れたことは、緊急手術を回避して待機的手術を可能にすることができ、有用な治療法と考えられた。

008（内）
膵癌化学療法中の前上膵十二指腸動脈瘤（ASPDAA）破裂
による胆道出血にSelf-expandable metal stent （SEMS）留
置が奏功し待機的な動脈塞栓術が可能となった一例
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　腫瘍内科学講座、血液内科学、
3製鉄記念室蘭病院　放射線科
○村松　丈児1、小野　道洋1、伊藤　亮1、佐賀　潤也1,2、今川　貴之1,2、
吉田　正宏1,2、安部　智之1、藤井　重之1、湯浅　憲章3、前田　征洋1

近年内視鏡的胆道治療や放射線・化学療法の進歩に伴い動脈瘤の胆道穿破の報告が増
加してきている. 通常は初回治療として血管造影検査（AG）による動脈塞栓術が選択される
が, 動脈塞栓術を施行可能な医師・施設は限られており, 緊急的な対応に苦慮する場合が
ある. 今回, 胆管にSEMSを留置することで一時的に止血を得ることができ, 動脈塞栓術を待
機的に施行することが可能となった症例を経験したので報告する. 【症例】60歳代男性【主
訴】心窩部痛・血便・失神【既往歴】なし【嗜好歴】エタノール40g/day【現病歴】201x年6
月に閉塞性黄疸を契機に膵頭部癌・多発肝転移と診断され, 胆管にUncovered SEMSを
留置された. 7月より化学療法（Gemcitabine＋nab-Paclitaxel）を開始されたが, 10月某日の
未明に心窩部痛と血便が出現, 失神を来したため当院に救急搬送となった. 【経過】搬入時
血圧90/60mmHg, 脈拍62/分, SpO2 100% （酸素：マスク4L/分）, 直腸診で多量の血便
を認めた. Hb 5.9g/dlと高度貧血を認め, CTで膵頭部に前上膵十二指腸動脈（ASPDA）よ
り供血される動脈瘤と, 胆嚢・胆管内に充満する凝血塊を認め, ASPDAAの胆管穿破によ
る胆道出血と診断した. AGの適応と判断したが, AGを施行可能な医師が不在であったため, 
内視鏡的にPartially covered SEMSと経鼻胆道ドレナージ（ENBD）チューブを留置した. 翌
日ENBDからの出血はなく貧血も進行せずに経過したため, 一時的止血に成功したと判断し, 
第3病日に待機的に動脈塞栓術を施行, 完全止血に成功した. 【考察】本症例ではSEMSの
機械的刺激に加え, ASPDAに浸潤していた膵頭部癌に化学療法が奏功して腫瘍が壊死し
たことが動脈瘤形成に関与した可能性がある. SEMS留置の増加や化学療法の進歩に伴い
動脈瘤の増加が危惧されるが, 緊急で動脈塞栓術が施行不能な状況であっても, 内視鏡的
SEMS留置術により一時的な止血が可能なことがあり, 選択肢の一つになり得る.
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009（消）
C型慢性肝疾患に対するDAA治療後の再燃例の検討
1札幌厚生病院　肝臓内科
○小関　至1、推井　大雄1、巽　亮二1、山口　将功1、木村　睦海1、
荒川　智宏1、中島　知明1、桑田　靖昭1、大村　卓味1、髭　修平1、
狩野　吉康1、豊田　成司1

【背景と目的】C型慢性肝疾患に対するDAA治療は革新的な変化を遂げ、高率にSVRが得ら
れる時代が到達した。今回、我々はSVR12達成後の再燃例、SVR24達成後の再燃例 （late 
relapser）の頻度を検討した。【方法】1）2018年12月までに当院においてDAA治療が行われ、
SVR12を達成した遺伝子型1/2型 629/254例の計884例を対象とし、治療終了24週時におけ
る再燃例の頻度とその特徴を検討した。治療内容はdaclatasvir+asunaprevir（DCV+ASV） 
324例、sofosbuvir/ledipasvir（SOF/LDV）115例、ombitasvir/paritaprevir（OMV/
PTV） 64例、elbasvir+grazoprevir （EBV+GPV）84例、daclatasvir/asunaprevir/
beclabuvir（DCV/ASV/BCV）19例、sofosbuvir+ribavirin（SOF+RBV）227例、OMV/
PTV +RBV4例、glecaprevir/pibrentasvir （GLV/PBV）46例であった。2） 1）と同様の期
間でDAA後SVR24を達成し、治療終了48週以降経過観察可能であった695例 （遺伝子型
1/2型523/172例、平均観察期間33月）を対象とし、late relapserの頻度を検討した。治療
内容はDCV+ASV296例、SOF/LDV101例、OMV/PTV56例、EBV+GPV44例、DCV/
ASV/BCV15例、SOF+RBV165例、OMT/PTV+RBV4例、GLV/PBV14例であった。
【成績】1） 治療終了24週時の再燃例は3例 （0.3%）でDCV+ASV1例、SOF/LDV1例、
EBV+GPV1例で認められた。これら3例の共通する特徴として高齢、肝硬変であることが挙げ
られた。2） late relapserはDCV+ASVで治療を受けた1例 （0.1%）で認められた。この症例
は40歳代の慢性肝炎の女性で治療開始4週以降HCV RNAは陰性となり、SVR24を達成し
た。治療終了80週でHCV RNAが陽転化し、治療前とHCV RNA陽転化後の遺伝子系統樹
解析により同一株と断定した。【考案】海外からの報告によるとSVR12達成後のHCV RNA陽
転化の頻度は1%未満で、risk factorとして肝硬変、前治療NVR、DAA治療中止例などが
挙げられている。現時点まで本邦における集計の報告はないが、今回の検討でSVR12達成
後治療終了24週時までの再燃は0.3%、late relapserは0.1%であることが明らかとされた。【結
語】SVR12達成後も稀ではあるがHCV RNA陽転例が存在する。

010（消）
DAA治療前後における血中カルニチン濃度に関する検討
1札幌厚生病院　肝臓内科
○中島　知明1、推井　大雄1、巽　亮二1、山口　将功1、木村　睦海1、
荒川　智宏1、桑田　靖昭1、小関　至1、大村　卓味1、髭　修平1、
狩野　吉康1、豊田　成司1

【目的】DAA治療前後で血中カルニチン濃度を検討した報告はない。今回、当科
でDAA治療を行いSVRが達成されたC型慢性肝疾患患者において、治療前後に
おける血中カルニチン濃度を解析した。
【方法】ダクラタスビル・アスナプレビルによるDAA治療を行い、SVRが達成された
症例のうち、ベースラインと治療終了後48週において、保存血清による血中カルニチ
ン濃度の測定が可能であった62例を対象とし、血中カルニチン濃度の変化を解析し
た。
【成績】対象症例の背景は、年齢中央値71（43-82）歳、男性/女性17/45例、FIB-
4 index 4.89（1.72-17.14）であった。ベースラインの血中総/遊離/アシルカルニチ
ン濃度（μmol/L）の中央値は59.8（31.7-101.3）/49.9（26.0-87.8）/10.4（4.6-
27.7）（基準値はそれぞれ45-91/36-74/6-23）であり、治療終了後48週における血
中濃度は同様に、55.7（37.9-78.0）/45.0（29.3-65.5）/10.9（5.4-29.7）であ
り、全体では有意な変化を認めなかった。ベースラインでの血中遊離カルニチン濃
度が40未満であった症例が8例存在した（中央値34.95（26.0-39.0））。この8例は
全例で治療終了48週後において血中遊離カルニチン濃度の上昇を認めた（中央値
42.4（34.9-49.2）。
【結論】血中カルニチン濃度が低いC型慢性肝疾患症例では、DAA治療によりSVR
が達成されると、血中カルニチン濃度が上昇した。

011（消）
当院における免疫チェックポイント阻害剤による肝障害の検討
1札幌厚生病院　肝臓内科
○山口　将功1、中島　知明1、推井　大雄1、巽　亮二1、木村　睦海1、
荒川　智宏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　

【目的】近年新規の抗腫瘍治療として免疫チェックポイント阻害剤が使用されるように
なり，適応拡大に伴いその使用頻度も増加している．同時に様々な免疫関連有害事
象が報告されており，肝障害もそのひとつに挙げられる．今回，免疫関連有害事象と
しての肝障害について検討した．【方法】2016年3月から2018年10月までに当院で
免疫チェックポイント阻害剤の投与を受けた56例のうち投与時から肝障害を認めた症
例（16例），投与回数1回以下の症例（6例，重複あり）を除外した35例（Nivolumab19
例，Pembrolizumab16例．平均年齢67.6歳．男性23例，女性12例．肺癌25例，胃
癌6例，腎癌3例，悪性中皮腫1例）を対象に肝障害（AST，ALT，Total bilirubin）
の発現頻度，発生時期，治療法について検討した．投与回数中央値（範囲）は4（2-
44）回，治療期間中央値（範囲）は82（14-767）日，Nivolumab投与量中央値（範
囲）は180mg（130-240），Pembrolizumab投与量は全て200mgであった．12例は
投与継続中であった．肝障害はCTCAE ver.4.0に従い判定した．【結果】肝障害の
発現頻度は，16例（45.7%）であった．肝障害による治療中止例は認めなかった．All 
Grade/Grade3以上のAST増加，ALT増加，Total bilirubin増加は，それぞれ13
例（37.1%）/0例，15例（42.9%）/0例，0例/0例であった．発現時期中央値（範囲）
は，AST増加，ALT増加でそれぞれ42（4-501）日，30（5-220）日であった．16例
中3例（18.8%）で肝庇護薬が開始され肝障害は改善した．13例（81.3%）は無治療で
経過をみたが，Gradeの悪化例を認めなかった．【結語】当院において免疫チェックポ
イント阻害薬投与による肝障害は高頻度に認めたが，多くの症例は，無治療で軽快
しており肝障害の程度は比較的軽微であった．

012（消）
脂質異常症合併NAFLD患者に対するペマフィブラートの初期
使用経験
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、杉村　浩二郎1、藤林　周吾1、
芹川　真哉1　

【はじめに】新世代型の選択的PPARαモジュレーターであるペマフィブラートは、2018年
6月に脂質異常症（高TG血症）治療薬として発売開始された。本剤はNASHモデル動
物実験において肝酵素と肝組織所見の改善が報告され、NAFLDにおいても有用性
が期待できる。今回我々はペマフィブラートを投与した脂質異常症合併NAFLD患者4
例の初期使用経験を報告する。【症例1】30歳代・男性。BW 80kg, BMI 27。MRI 
IDEAL IQ肝脂肪化率（PDFF）26%、MR Elastography肝硬度（MRE） 2.1kPa。
食事・運動療法のみ。ペマフィブラート0.2mg開始時はALT 77, TG 243。投与6W後
ALT 55, TG 150、14W後ALT 42, TG 158とALT、TGいずれも低下した。【症例
2】60歳代・女性。BW 91kg, BMI 37。PDFF 10%、MRE 3.9kPa。前治療はビ
タミンE、フェノフィブラート。フェノフィブラートをペマフィブラート0.2mgに変更時はALT 54, 
TG 228。投与8W後ALT 55, TG 238、16W後ALT 57, TG 229と変化を認めず。
【症例3】20歳代・男性。BW 76kg, BMI 27。PDFF 31%、MRE 2.3kPa。前治
療はビタミンE、エゼチニブ、フェノフィブラート。フェノフィブラートをペマフィブラート0.2mg
に変更時はALT 176, TG 360。投与6W後ALT 169, TG 386、14W後ALT 163, 
TG 379と変化を認めず、ペマフィブラート0.4mgに増量中。【症例4】40歳代・女性。
BW 85kg, BMI 33。PDFF 11%、MRE 1.9kPa。食事・運動療法のみ。ペマフィ
ブラート0.2mg開始時はALT 35, TG 340。投与8W後ALT 240, TG 118とTGは低
下したがALT上昇あり。同時期に抗アレルギー薬も服用していたが、ペマフィブラートに
よる肝障害の可能性もあり中止。11W後ALT 51, TG 230とALTは低下し、TGは再
上昇した。【考察】ペマフィブラートはPPARα活性化により肝臓内での脂肪酸代謝促進
及びTG合成抑制するためNAFLDに有用と考えられる。脂質異常症の国内第II相試
験においても肝酵素が改善しており、本報告でも1例改善を認めた。しかし、無効例や
肝障害疑い例もあり、今後の症例の蓄積による解析が必要である。
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014（消）
当院におけるE型急性肝不全4例の検討
1北海道大学病院　消化器内科
○重沢　拓1、鈴木　和治1、中村　晃久1、大原　正嗣1、川岸　直樹1、
梅村　真知子1、中井　正人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

本邦において北海道はE型肝炎症例が多く，国内最大の高侵淫地域とされている．
通常は不顕性感染や一過性の急性肝炎で治癒するが稀に重症化し肝不全に至る
症例もある．当院では過去約5年間（2014年1月～2018年11月）で4例のE型急性肝
不全を経験しており，その臨床的背景と経過について報告する．E型急性肝不全症
例4例の年齢中央値は52歳（43-55歳），全て男性であった．全例で発症前4-8週以
内に豚内臓肉の摂取が確認され感染源と考えられた．初発症状は発熱，黄疸，消
化器症状などであり，初診時に著明な黄疸と肝障害が見られた．2/4例で昏睡II 度
以上の肝性脳症を呈する昏睡型であった．初期治療として全例にステロイドパルスが
施行され，昏睡型の症例に対しては血漿交換も併用された．2/4例でこれらの初期
治療によって保存的に改善した．保存的治療に不応であった1例で発症90日目に生
体肝移植が行われ改善したが，もう1例は移植を考慮したものの合併症による全身状
態悪化のため移植に至らず，発症84日目に肝不全で死亡した．今回検討したいずれ
の症例もHEV-RNAは2週間ほどで検出感度以下になったが，ウイルス陰性化後も長
期にわたり黄疸等が遷延する傾向にあった．一般的にE型肝炎の重症化は稀である
が，重症・遷延化の背景にNASH等の慢性肝疾患が関与していることや，ウイルス
側因子としてGetotype4がGenotype3と比較し重症化しやすいことなどが知られてい
る．今回検討した症例では全例がGenotype4型であり，背景に脂肪肝や飲酒歴のあ
る症例もおり，これらが重症化の一因になったと考えられた．当院で経験したE型急
性肝不全4例について文献的考察を含め報告する．

016（消）
切除不能S状結腸癌の同時性両葉多発肝転移に対し、化学
療法後に二期的肝切除術を施行した一例
1帯広厚生病院　外科、2帯広厚生病院　消化器内科
○倉谷　友崇1、松本　譲1、桑原　尚太1、和田　秀之1、加藤　航平1、
田畑　佑希子1、市之川　正臣1、吉岡　達也1、池田　篤1、村川　力彦1、
大竹　節之1、大野　耕一1、川畑　修平2、伊藤　貴史2、松本　隆祐2、
長　いく弥2、吉田　晃2、柳澤　秀之2

症例は69歳、男性。S状結腸癌肝両葉多発転移（右葉5個、左葉3個）の診断で、
2015年11月にハルトマン手術（S状結腸切除＋人工肛門造設術）を施行した。その
後、1年2ヶ月間、全身化学療法を施行した。新規病変の出現なく、肝転移巣の増
大無いため手術となった。一期的肝切除では残肝容量が少なかったため、術後肝不
全の予防目的に、二期的に手術を行う方針とした。2017年3月に肝左葉部分切除術
（S1 1個、S4 2個）、門脈右枝結紮、胆嚢摘出術を施行（手術時間4時間17分、
出血量60ml）。拡大右葉切除術後の残肝量が、術前の全肝1450ml、残肝302mlと
比較し、術4週間後には全肝1705ml、残肝483mlと増大を認めた。耐術可能と考え、
2017年4月に肝拡大右葉切除、tube 空腸瘻造設術施行した（手術時間8時間19分、
出血量3000ml）。術後腹水貯留あり、GradeBの肝不全出現するも、保存的に軽快、
術後27日目に退院となった。術後39日目に肝切離面に膿瘍を形成し、再入院となった
が保存的に軽快した。病理組織学的診断では全病巣にviable cell認め、切除面へ
の腫瘍の露出はなくR0、化学療法の効果としてはGrade 1a相当であった。術後1年
8ヶ月現在、無再発生存中である。大腸癌両葉多発肝転移に対し、近年ALPPS手
術（肝実質切離、門脈結紮、二期的切除）が世界的に導入されつつある。ALLPS
は短期間で残予定肝の容量増大が得られる一方で、術後死亡率が約10%と高率な
ため、その適応は慎重を要する。本症例は69歳と高齢であり、胃全摘後（低栄養状
態）かつ長期化学療法後のためALPPSの適応無しと判断した。一期目は残存肝の
clearanceと門脈結紮を行い、4週間のインターバル後、二期目の手術を施行できた。
大腸癌両葉多発肝転移であっても、化学療法を組み合わせることで切除可能となるこ
とがあるため、切除可能性について経験のある外科医に相談することが重要である。

013（消）
当院における重症アルコール性肝炎症例の検討
1国立病院機構　北海道医療センター　消化器内科
○堀本　啓大1、藤重　琴美1、米村　洋輝1、霜田　佳彦1、多谷　容子1、
松本　美櫻1、馬場　麗1、武藤　修一1、木村　宗士1

【はじめに】近年のウイルス性肝炎の治療進歩，克服に伴いアルコール性肝疾患の
重要性が増している．中でも重症アルコール性肝炎（SAH）は致死率も高く，更なる
治療法の発展が期待される．当院では精神科病棟が併設されているため，アルコー
ル依存症に合併したアルコール性肝炎患者を受け入れる機会が比較的多く，今回
当院におけるSAHの現状を検討することとした．【対象】2010年1月から2018年11
月まで当院に入院した急性アルコール性肝炎症例のうち経過中にPT%＜50%を示
し，画像上肝腫大を認めた6例【方法】患者背景， Maddrey discriminant function
（DF），Japan alcoholic hepatitis score（JAS），Model for End-stage Liver 
Disease（MELD） scoreによる重症度評価，血液検査結果，治療内容，合併症，
予後，再飲酒の有無について検討した．またステロイド使用例ではLille scoreによる
治療反応性を後方視的に検討した．【成績】男性6例，女性0例．年齢中央値は54
歳．観察期間中央値は158日．1日純アルコール摂取量　160g（中央値）．重症度ス
コアの中央値はDF 46.35，MELD 24，JAS 11（moderate　1例，severe　5例）．
全例，DF＞32とSAHの基準を満たしていた．血液検査の中央値はWBC 11900/μ
l, AST 348U/l, T-bil 11.87mg/dl,　PT% 40.7%, Cr 1.06mg/dl．治療はステロイ
ド投与が5例，血漿交換＋血液ろ過透析が3例で施行された．合併症はDIC　2例，
感染症　3例，急性腎障害　3例，上腸間膜静脈血栓症　1例．30日での早期生
存率は100%,　90日での生存率も100%．継続診療が可能であった症例は3例でうち
1例は死亡，他3例は転院や通院自己中断となった．最終確認時点での再飲酒は4
例で認めた．ステロイド投与症例のLille scoreは全例0.45以上であった．【結語】当
院におけるSAHの短期治療成績は良好であり早期からのステロイド投与や集学的治
療の導入が成因と思われた．Lille scoreによるステロイド治療反応性予測は良好で
あった．再飲酒はSAHに付きまとう最大の懸念事項である．

015（消）
膵酵素補充療法が有用であった非切除進行膵癌合併NAFLD
の2例
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、杉村　浩二郎1、藤林　周吾1、
芹川　真哉1

【症例1】60歳代・女性．BMI 24．黄疸で発症した進行膵頭部癌で化学療法（GEM
＋nabPTX）を開始した．初診時CTでは肝臓と脾臓のCT値比（L/S 比）は1.0で脂肪
肝は認めず，EBSで減黄後はALT正常であった．化学療法1ヶ月後ではL/S 比0.3・
ALT 69，3ヶ月後ではL/S 比-0.01・ALT 100と急速な脂肪肝の進行を認めた．この
為，膵酵素補充療法を開始．膵酵素剤投与2ヶ月後にはL/S 比0.5・ALT 26，3ヶ
月後にはL/S 比0.7・ALT 19まで改善した．しかし膵癌は増大し胆管炎を繰り返すよ
うになると，再び脂肪肝が増悪した．膵酵素剤を継続したため，L/S 比0.4前後で経過
し治療前の状態までにはならなかった．初診後1年5ヶ月で死亡し，肝臓の病理解剖で
はNASHの病理所見を認めた．【症例2】80歳代・女性．BMI 18．黄疸で発症した
進行膵頭部癌（IPMC）の診断で，EBSで減黄後はBSCの方針で経過観察となった．
初診時CTではL/S 比1.2で脂肪肝は認めず，減黄後はALT正常であった．3ヶ月後
もL/S 比1.2で脂肪肝は認めなかったが，5ヶ月後にはL/S 比0.5・ALT 54と急速に
脂肪肝の発症を認めた．その後胆管炎を繰り返すようになると，L/S 比0.4まで低下し
たため，膵酵素補充療法を開始．膵酵素剤投与2ヶ月後にはL/S 比1.0まで改善し，
膵酵素剤投与継続にてL/S 比1.0前後で経過している．【考察】膵頭十二指腸切除術
（PD）後には,膵外分泌機能の低下による脂肪吸収障害のため，肝において糖質から
の脂肪新生が促進されるなどにより，20～ 40%でNAFLDを生じる．その一部はNASH
を発症し肝硬変や肝不全へと進行することがあり，膵酵素補充療法が有用と報告され
ている．本症例はいずれも非切除膵癌ではあるが，膵頭部進行癌によりPD後と同様に
膵外分泌機能障害をきたしてNAFLDを発症したため，特に症例2においては膵酵素補
充療法が有用であった．一方，症例1では化学療法や低栄養，繰り返す胆管炎により
NASHに進展したため，膵酵素剤単独では治癒には至らなかったと考えられる．PD後
のみならず非切除膵癌においてもNAFLD/NASH発症を念頭に置く必要がある．
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017（消）
当科におけるinterval hepatectomy症例の検討
1王子総合病院　外科
○狭間　一明1、鯉沼　潤吉1、高橋　瑞奈1、小野　雅人1、臼井　葉月1、
渡辺　幹夫1、岩井　和浩1

当科において施行された結腸直腸がん肝転移切除例のうち原発切除から肝切除ま
で待機期間をおいたinterval hepatectomy症例について検討した対象は2008年1
月から2018年7月までinterval hepatectomy施行された31例。男性18例　女性13
例。平均年齢64.1歳（42～ 79歳）。原発部位はA　9例　T 2例　S　8例　R　
12例。同時性肝転移　21例　異時性肝転移　10例。肝切除までのintervalは平
均216.3　（日、27～ 833）　待機期間中の化学療法は27例で施行され、内訳は
内服Fu剤　2例　oxaliplatin使用した化学療法　6例　oxaliplatin+Bmab　14
例　oxaliplatin+Pmab　2例　その他であった。肝転移は26例が単発で最多肝転
移数は6個であった。化学療法施行例では平均腫瘍径は40.8mm（化学療法前）
27.6mm（化学療法後）と縮小傾向にあった。肝転移手術方法は　部分切除20
例　外側区域切除　4例　（拡大）後区域切除　2例　（拡大）内側区域切除　2
例　左葉切除　2例　右葉切除　1例。再発例は16例で再発部位は　残肝　8
例　肺転移　3例　肝肺転移　2例　その他3例であった、再発までの期間は平均
735.1（日、146～ 2099）であった。観察期間の平均は55月で5年生存率は75.4％
であった。

018（消）
当院における腹腔鏡下肝切除術の適応と手技上の工夫につ
いて
1市立札幌病院　外科
○砂原　正男1、大島　由佳1、上坂　貴洋1、寺崎　康展1、片山　知也1、
奥田　耕司1、大島　隆宏1、大川　由美1、三澤　一仁1

【緒言】手術器具の発達や、腹腔鏡特有の視野を利用した手術法の理解が進むに
つれ、腹腔鏡下肝切除の症例数は全国的に増えてきている。【方法】当科では、
2014年から腹腔鏡下肝切除術を導入し、安全性に重点を置きながら徐々に適応を
拡大してきた。最近では、鏡視下手術が困難とされている、1）肝S7、8の頭側（特
に横隔膜ドーム下）病変、2）尾状葉（S1）病変、3）肝硬変症例、門脈圧亢進症の
症例、4）巨大（10cm超）肝細胞癌、5）再肝切除症例、6）破裂肝細胞癌にも腹
腔鏡下肝切除術を適応している。【成績】1）S7,8の頭側病変に対しては、症例
により肋間ポートを併用している。肋間ポートは主に術者の左手用であるが、ここから
CUSA（超音波吸引装置）や超音波凝固切開装置などの肝切離器具を用いること
でより有用性が増す。2）尾状葉病変の切除では、腹腔鏡下肝切除の特徴である
caudal approach、すなわち尾側から頭側方向の視野を生かして開腹手術よりも良
好な視野を期待しうる。3）肝硬変症例に対する腹腔鏡下肝切除では体壁や肝支持
間膜の破壊が最小限にできるため、術後の腹水が少なく、術後在院日数が短くなる。
また、血小板減少や腹壁静脈怒張のある症例でも腹腔鏡の拡大視野でより安全な
切除を施行しうる。4）巨大肝癌症例は、従来は腹腔鏡下肝切除の対象外とされて
いたが、当院では外側区域切除や突出型肝癌の肝部分切除などで腹腔鏡下手術
を施行している。綿テープによる切除肝の吊り上げを適宜利用して視野の確保に努
めている。5）再肝切除症例では、腹腔鏡での観察により多方向かつ拡大した視野
で癒着を剥離できるため有用である。なお、術中ICG蛍光法にて腫瘍や切除ライン
の確認を適宜行っている。【結論】従来は鏡視下切除困難とされていた肝腫瘍に対
しても，上述の工夫により腹腔鏡下肝切除を遂行可能であり、低侵襲性と安全性
の向上に寄与すると考えられた。

019（消）
80歳以上の高齢者肝細胞癌に対する肝切除の成績と予後因子
1北海道大学　消化器外科I
○横尾　英樹1、神山　俊哉1、島田　慎吾1、折茂　達也1、長津　明久1、
蒲池　浩文1、武冨　紹信1　

【背景】高齢者肝細胞癌の切除機会も増えてきているが、その適応はさまざまである。
80歳以上の肝細胞癌切除例でアウトカムと予後因子を検討した。【方法】2000年
から2017年の肝細胞癌初回切除796例を対象とした。80歳以上の症例O群は49例
（6.2%）であり、79歳以下の群をNO群（n=747）とし、1）O群とNO群の予後の比
較、2）O群とNO群の手術成績の比較、3）O群の予後因子について検討した。【結
果】O群は2000年～ 2008年で390例中8例（2.1%）であったが2009年～ 2017年で
は406例中41例（10.1%）と増加していた。O群の年齢の中央値は82（80-92）歳で
あり、再発は24例（49%）、残肝18例、肺8例、副腎2例、骨3例であった。再発に
対しTACE15例、局所療法8例、sorafenibを含む化学療法4例、肺切除2例、副
腎摘出1例行った。1）5年生存率はO群62％vs.NO群63％、無再発生存期間は21
か月vs.19か月と有意差は認めなった。2）手術時間は319（78-911）分vs.288（113-
508）分、出血量は400（0-2400）mlvs.380（0-35820）ml、Clavien-DindoIIIa
以上の合併症は14%vs.21%であった。在院期間は22（14-308）日vs.24（9-386）
日であった。3） O群における多変量解析ではPT＜80 %、PIVKA-II≧400mAU/
mlが生存、PIVKA-II≧400mAU/ml、門脈侵襲、静脈侵襲、f3以上の線維化
が再発の独立した因子であった。【結語】80 歳以上の超高齢者でも安全に肝切除
を施行することが可能であった。切除により非高齢者と同等の予後を見込める可能
性がある。

020（消）
超音波Shear Wave Elastography・Strain Elastographyと
Attenuation Imagingによる肝硬度と脂肪化の評価
─MR Elastography・PDFFとの比較検討─
1名寄市立総合病院　消化器内科
○鈴木　康秋1、上原　聡人1、上原　恭子1、杉村　浩二郎1、藤林　周吾1、
芹川　真哉1

【はじめに】肝硬度の非侵襲的評価法として、超音波やMRIによるエラストグラフィが
注目されている。超音波エラストグラフィはShear Wave Elastography（SWE）と
Strain Elastographyに大別される。前者は肝臓の中に発生させた剪断波の伝搬
速度を測定し絶対的硬度を評価するもので、再現性が高く容易であるが炎症やうっ
血などによる粘性の影響を受けやすい。後者は肝臓の相対的な歪みの程度で硬度
を評価する手法（Real-time Tissue Elastography; RTE）で、粘性の影響は受け
にくいが再現性の担保が問題となる。また最近、エコー信号強度の減衰を測定する
Attenuation Imaging（ATT）により肝脂肪化の定量化も可能となった。今回、SWE
とRTE、ATTを測定し、MR Elastography（MRE）、MRI肝脂肪化率（PDFF）
と比較検討した。【対象】MRIで肝硬度と脂肪化を評価した慢性肝疾患患者74例。
【方法】超音波は日立製作所ARIETTA 850を使用し、SWEによりShear Wave 
Measurement（SWM）、RTEによりLF index（LFI）を測定し、さらに両者を融合し
たCombi-Elastoによる線維化関連指標のF index（FI）と炎症関連指標のA index
（AI）、脂肪減衰量（ATT）も測定した。MRIはGE社Optima MR450w 1.5Tで測
定。【結果】1、肝硬度指標同士の相関。SWM、LFI、LIはそれぞれMREと相
関したが程度に違いがあった（r=0.67、0.33、0.57）。2、炎症指標と肝硬度指標
の相関。AIはSWM、LFI、LI、MREと相関した（r=0.86、0.49、0.91、0.6）。
ALT値とは相関しなかった。3，脂肪指標同士の相関。ATTはPDFFと弱い相関を
認めた（r=0.25）。【まとめ】超音波とMRIの肝硬度指標は相関した。各肝硬度指標
は炎症指標AIと種々の程度で相関し、炎症による粘性の関与が示唆された。MRI
と超音波による脂肪指標の相関が弱いのは、測定メカニズム（前者は脂肪分子プロ
トンの直接測定、後者は超音波減衰量測定）の違いによるためと考えられた。
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023（消）
初回切除23年後に再発をきたしたHBs抗原陰性B型肝炎ウィ
ルスキャリアの一症例
1日鋼記念病院　消化器内科、2日鋼記念病院　消化器外科、
3日鋼記念病院　病理診断科
○坂本　侑子1、横山　和典1、持田　賢太郎1、小倉　庸平1、代田　充1、
梅本　浩平2、旭　火華2、喜納　政哉2、益子　博幸2、山城　勝重3

B型肝炎治療ガイドラインにはHBs抗原消失例でも肝細胞癌発生リスクがあることを
認識すべきと記載されている。また、HBs抗原消失前すでに肝硬変に進展してい
た症例では発癌リスクがあることも指摘されており、定期的な観察がおこなわれてい
る。今回我々は初回切除23年後に再発をきたしたHBs抗原陰性B型肝炎ウィルス
キャリアの一症例を経験したので報告する。症例は86歳男性、60歳時にC型肝炎
に対してIFN治療が施行されて著効していた。63歳時にS5の肝内転移1個をともな
う20mm大の肝細胞癌に対して肝右葉切除術が施行され、T3N0M0, stage IIIと診
断された。手術施行時はHBs抗原（＋）、HBe抗原（－）、HBe抗体（＋）であった。
背景肝は慢性非活動性肝炎、F0であった。術後定期的に画像診断が施行されて
いた。ウィルスマーカーは術後6年6ヶ月でHBs抗原（－）、HBs抗体（－）、術後12年
にはHBs抗体（＋）となり、術後18年時点までHBV-DNAは未検出であった。術後
23年後のUSでS3に26mm肝細胞癌を認めて、肝部分切除術が施行された。腫瘍
マーカーは正常であった。病理組織学的にはT2N0M0, stage IIで、背景肝には慢
性肝炎を認めなかった。手術時点のHBV-DNAは＜1,000+ IU/mLでウィルスが検
出された。本例は経過中にHBs抗体が出現していたが、何らかの原因で再活性化
を生じて発癌しており、長期間のフォローアップの重要性が再認識された。

024（消）
B型慢性肝疾患における核酸アナログ投与例の肝発癌の検討
1札幌厚生病院　肝臓内科
○小関　至1、推井　大雄1、巽　亮二1、山口　将功1、木村　睦海1、
荒川　智宏1、中島　知明1、桑田　靖昭1、大村　卓味1、髭　修平1、
狩野　吉康1、豊田　成司1

【背景と目的】核酸アナログ(NA)投与例における肝発癌のrisk factor として海外からは
HBs抗原 (sAg)高値が挙げられているが、高齢者からの発癌が多い本邦においてはむし
ろsAg低値例からの発癌が多い。一方で同様のrisk factorとして挙げられるコア関連抗
原 (crAg)は、sAgと同様にcccDNAを拠点として放出されるが、NA投与例においてsAg
とcrAgは乖離する症例が存在する。NA治療後のsAgとcrAg値と肝発癌の関係を明ら
かとすることを目的とした。【対象と方法】1) Entecavirあるいはtenofovirを3年以上投与
しHBV DNA持続陰性が得られた356例[NA投与3年時の平均年齢54歳、男性212例、
eAg陽性77例]を対象とした。発癌既往例およびNA投与後3年以内の発癌例は除外した。
1)累積肝発癌率およびに発癌寄与因子を検討し、2) NA投与3年時の sAg (IU/mL 以
下単位略)とcrAg (U/mL以下単位略)の値から1群;sAg1300以上かつcrAg3.0未満、2
群; sAg1300未満かつcrAg3.0以上、3群; sAg以上かつcrAg3.0以上、4群; sAg1300
未満かつcrAg3.0以上に層別し、それぞれの群の累積肝発癌率を検討した。Cox比例ハ
ザードモデルの導入因子は性別、遺伝子型、糖尿病治療歴、飲酒歴、治療開始3年後
のHBeAg、sAg、crAg、M2BPGi、FIB-4、AFPを用いた。【成績】1) 累積肝発癌
率は5/10年で3.1/10.8%で、発癌寄与因子はsAg 1300以上[HR 5.9, p=0.005]、crAg 
3.0以上[HR 4.0, p=0.004]、年齢55歳以上[HR 11.3, p=0.002]、糖尿病あり[HR 3.4, 
p=0.003]、常習飲酒家以上[HR 5.0, p=0.017]が選択された。累積肝発癌率は1/2/3/4
群で5年0/0/1.9/10.3%、10年0/5.8/4.4/31.3%で、4群は1,2,3群と比して有意に発癌率
が高率であった。【考察】NA投与例における5/10年発癌率はそれぞれ3.1/10.8%で、発
癌寄与因子としてsAg1300未満、crAg3.0以上、55歳以上、糖尿病、飲酒歴が挙げら
れた。sAgとcrAgの値による層別解析ではNA開始3年時のsAg1300以上かつcrAg3.0未
満の群からの発癌例は認めず、sAg1300未満かつcrAg3.0以上からの発癌が最多となっ
た。【結語】NA投与後のsAgとcrAgの値から発癌高危険群の囲い込みが可能である。

021（消）
肝硬変に合併した難治性腹水に対し腹腔－静脈シャントが著効
した一例
1王子総合病院
○横山　大輔1、松野　鉄平1、渡辺　大地1、大森　銀治1、山田　尚太1、
奥田　敏徳1、南　伸弥1

【はじめに】肝硬変に合併した難治性腹水は、患者のQOLを低下させ、予後を左右
する重大な因子となる。難治性腹水の治療法の1つである腹腔‐静脈シャントは、大
量腹水を短期的に減少させ、腹部膨満による症状を軽減させる手段として有用であ
る。また腹腔－静脈シャント治療は早期に行うことで、治療成績が向上するといわれ
ており治療開始のタイミングも重要となってくる。一方で術後にDIC や心不全などの
合併症により在院死に至る症例も存在し、症例ごとの適切な術前後の管理が必要
である。今回、難治性腹水に対し腹腔－静脈シャントが著効した例を経験したので報
告する。【症例】70歳代、女性。X－3年に前医にてNASHによる肝硬変と診断さ
れ、X－1年11月の転居に伴い当科紹介初診となった。肝硬変による腹水貯留に対
し利尿剤（フロセミド、スピロノラクトン、トルバプタン）を投与していたが、X年2月に腹
水増加に伴う腹部膨満感が出現し腹水コントロール目的に当科入院となった。利尿
剤抵抗性腹水であり，腹水濾過濃縮再静注法（CART）を開始とした。退院し外来
にて2週間毎のCARTを行っていたが、腹水の増加速度が早く対応困難となり、腎
機能障害も出現したためX年5月に腹腔－静脈シャントを造設した。術後は症状を伴
わないsubclinical DICを認めるのみで、その他特記すべき合併症はなく、腹水は著
明に減少し、腎機能障害も改善し外来通院可能となった。その後6 カ月以上経過し
た現在も，合併症なく腹水の増加も認めていない。【考察】腹腔－静脈シャントにて良
好な腹水コントロールが得られた症例を経験した。腹腔-静脈シャントは術後合併症を
きたす例も多く報告されているが、難治性腹水に対して有用な治療であり、適応など
さらなる検討が必要と考えられた。

022（消）
傍臍静脈シャント塞栓術により肝予備能およびサルコペニアの
改善を認めた肝性脳症の1例
1札幌共立五輪橋病院　消化器病センター、
2札幌共立五輪橋病院　血液腫瘍内科、3札幌医科大学　腫瘍内科、
4札幌共立医院　消化器内科
○土居　忠1、柴田　敬典1,3、大井　雅夫1、秋山　剛英1、高橋　稔1、
平田　健一郎1、森井　一裕2、古川　勝久2、女澤　慎一4、本間　久登1,4

【症例】症例はアルコール多飲歴を有する68歳、男性。数年前から軽度の意識障
害や自発性低下、歩行困難などを呈していたが、認知症疑いとして精査されること
なく近医にてフォローされていた。201X年8月、脳出血のため脳神経外科に入院し
た際に遷延する意識障害と高アンモニア血症を指摘され精査目的で当科紹介入院
となった。CTにて傍臍静脈（PUV）シャントを認め、門脈大循環シャントに起因する
肝性脳症と診断した。合成二糖類、リファキシミン投与を行うも十分な改善は得られ
ず、201X+1年3月に経皮経肝的塞栓術（PTO）を施行し、PUVをコイル塞栓したと
ころ、高アンモニア血症および意識障害の改善が得られ、その後肝予備能、サルコ
ペニアの改善を認めた。【結語】近年、肝硬変症とサルコペニアの関連が注目され
ている。高アンモニア血症は骨格筋でのBCAA消費を亢進させる他、直接筋タンパ
ク合成を阻害することが報告されている。肝硬変症におけるサルコペニアの機序を考
える上で示唆に富む症例と考えられるので報告する。
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025（消）
化学療法終了24ヶ月後に発症したde novo B型肝炎の一例
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、谷口　正浩1、守谷　洋1、石上　敬介1、
柾木　喜晴1、伊東　文子1、仲地　耕平1、本谷　雅代1、佐々木　茂1、
仲瀬　裕志1

【症例】70代・女性【主訴】倦怠感・食欲不振【現病歴】X年に左頸部リンパ節の
びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の診断で、CHOP 3コース＋局所照射40Gy施行
し完全寛解となる。しかし、15年後に右顎下部、右頚部、腹腔内にリンパ節の腫脹
を認め、生検で濾胞性リンパ腫と診断され、同年よりRituximab＋Bendamustine療
法（RB療法）を6コース施行し再び寛解となった。RB療法施行中にHBV再活性化を
認め、エンテカビル内服開始となっている。以後、寛解を維持していたが、化学療
法終了13ヶ月後の某日、発熱、胸水貯留を認め、前医紹介。精査にて結核性胸
膜炎と診断され、抗結核薬投与が開始となった。前医受診時の際、HBs抗体およ
びHBc抗体陽性でHBV既感染パターンであったため、エンテカビルは中止となってい
た。しかし、化学療法終了24ヶ月後の某日、黄染および倦怠感、食欲不振が出現
したため前医受診。採血にて肝胆道系酵素の上昇を指摘され、精査加療目的に当
科紹介入院となった。【経過】入院時の採血にてHBs抗原陽転化を認め、HBV核
酸定量は5.7 log IU/mlと上昇を認め、de novo B型肝炎と診断した。肝庇護療法
およびテノホビル内服にて、徐々に軽快。劇症化は至らず、3週間後には肝胆道系
酵素は正常値にまで改善し、当科退院となった。【考察・結語】日本肝臓学会にお
ける「免疫抑制・化学療法におけるB型肝炎対策ガイドライン」では、化学療法施行
後12ヶ月は核酸アナログ投与が推奨されているが、その後は中止を検討しても良いと
されている。しかし、本症例のように化学療法施行後24ヶ月経ってからde novo B
型肝炎を来たす症例もあるため、核酸アナログ中止は慎重に検討する必要がある。

026（消）
動脈塞栓術にて止血し得た内視鏡的乳頭切開術（EST）後出
血の2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　愛育病院　消化器内科
○町田　卓郎1、藤田　朋紀1、小川　亮1、河上　純彦1、江上　太基2、
後藤　哲2、加藤　貴司2、宮下　憲暢2、岡本　宗則2

＜最初に＞内視鏡的乳頭切開術（EST）は、総胆管結石に対する標準的治療とし
て行われる他、各種内視鏡下の診断や治療に際して適応がある。出血傾向を有す
る患者、抗血栓薬使用中の患者、急性膵炎（胆石膵炎を除く）の患者に対しては
禁忌・または慎重に行うこととなっている。EST後の出血に対しては内視鏡的止血
が第一選択となっており、圧迫法、凝固法、局注法、クリップ法などが挙げられる。
しかし、内視鏡的止血が困難な場合には、動脈塞栓術や外科的止血術が考慮さ
れる。今回、我々は、EST後出血に対して動脈塞栓術にて止血した2例を経験した
ので報告する。＜症例1＞69歳男性。骨髄異型性症候群の診断にて治療されてい
た。総胆管結石、胆管炎にて当院紹介入院。内視鏡的総胆管結石採石術の適
応と考え、ESTを施行した。EST直後は出血を認めなかったが、3日後にタール便
が出現。内視鏡にて局注、圧迫、ステント挿入などを繰り返し行ったが止血されず、
7日後に動脈塞栓術を行った。＜症例2＞81歳女性。他院にて総胆管結石の診断
にてEST、採石術を施行。4日後にタール便、貧血を認め、5日後に凝固法による
内視鏡的止血術を行った。しかし、出血が持続し、全身状態が悪化したため7日後
に紹介入院となった。来院時、高度貧血と血圧低下を認め、ダイナミックCTにて乳
頭部からのextravasationを認めた。全身状態が不良なため内視鏡的処置は困難と
判断し緊急動脈塞栓術を施行した。＜考察＞EST出血を来し、内視鏡的止血が
困難な症例、全身状態が不良の症例に対しても動脈塞栓術は良好な結果が得られ
た。動脈塞栓術も選択肢の一つとして、常に念頭に入れておく必要があると考えら
れた。

027（消）
肺腺癌に対しペムブロリズマブ投与後に硬化性胆管炎を発症
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、松薗　絵美2、小野　つぼみ2、佐藤　公則1、嘉島　相裕2、
大原　克仁1、菅井　望2、関　英幸2、藤田　淳2、鈴木　潤一2

症例は80歳代女性。原発性肺腺癌対側肺内転移の診断で、PD-L1強陽性（TPS
≧75%）であったため、ペムブロリズマブ投与開始となった。4回投与後、腫瘍は著
明に縮小したが、劇症1型糖尿病を発症し、インスリン強化療法が導入された。
その後、無治療経過観察となっていたが、最終投与から約7か月経過時点で腫瘍
増大を認め、再度ペムブロリズマブ投与開始となった。再開後6回投与後にALP, 
G-GTP上昇を認めたため、ペムブロリズマブを中止し、ウルソデオキシコール酸投与
を開始したところALP, G-GTPは低下傾向となったため、経過観察としていた。
ペムブロリズマブ最終投与から5か月経過時点で、T-Bil 1.8, ALP 2016, G-GTP 
298と胆道系酵素の悪化を認めたため精査目的に入院となった。MRCPでは肝門
部胆管壁と肝外胆管壁の肥厚、肝内胆管の広狭不整認め、IDUSでは胆管壁の
びまん性の肥厚を認めた。総胆管結石や胆管腫瘍などの閉塞性黄疸をきたす器質
的疾患を示唆する所見は認められなかった。ERC施行時に肝門部胆管から生検施
行したところ、上皮異型は認めず、好中球とリンパ球の混在した密な炎症細胞浸潤
を認め、胆管炎の所見であった。臨床経過も踏まえ、ペムブロリズマブによる自己免
疫性硬化性胆管炎と診断し、ウルソデオキシコール酸の増量で経過を見ていたが、
ALP, G-GTPの改善に乏しかったため、PSLを0.5mg/kgにて開始したところ、速
やかにALP, G-GTPの低下を認めた。
ペムブロリズマブをはじめとする免疫チェックポイント阻害剤は各種の自己免疫関連有
害事象を生じることが知られているが、硬化性胆管炎は稀であるため報告する。

028（消）
IgG4関連胆管炎による胆汁性嚢胞（Biloma）に対してドレナー
ジルートから破綻胆管をコイル塞栓した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医療法人菊郷会　愛育病院　消化器内科、3稚内市立病院　内科
○町田　卓郎1、藤田　朋紀1、小川　亮1、河上　純彦1、江上　太基2、
後藤　哲2、加藤　貴司2、宮下　憲暢2、岡本　宗則2、永井　孝輔3、
滝新　龍之介3

＜症例＞61歳男性。平成21年よりIgG4関連胆管炎にてステロイドを継続処方され
ていた。平成28年4月、黄疸を自覚。胆管狭窄に伴う閉塞性黄疸の診断にて経
内視鏡的に胆管にEBSを挿入された。同年7月、発熱、黄疸にて受診。EBS閉
塞を疑われ、同日入院となった。＜経過＞ERCPにて、総胆管から末梢胆管の不
整、狭窄を認め、EBS交換を繰り返したが、胆管炎を繰り返すため、ENBDへ交
換した。8月には肝臓S8,S5に肝膿瘍が出現。膿瘍ドレナージを施行した。ENBD造
影にて胆管が破綻し、2ヶ月の経過観察も自然閉鎖されずドレーンより胆汁が排出。
S8のドレーンから胆管へアプローチし、コイルにて塞栓。その後ドレーンからの排液は
なくなったため、さらにS5のドレーンから同様に胆管破綻部をコイルにて塞栓した。塞
栓後、ドレーンを抜去し、EBSへ変更。外来にて治療継続中である。＜考察＞胆
汁性肝嚢胞は主に肝外傷や医原性、胆管狭窄による末梢胆管内圧上昇などによる
胆管損傷を機に発症する。非感染性の胆汁性肝嚢胞は通常、特別な治療を必要
とせず、経過と共に自然に吸収され、予後良好である。感染が併発したり、胆道と
の交通が明らかな症例では、通常嚢胞ドレナージを行ったり、内視鏡的乳頭切開術
や破綻胆管に経鼻胆道ドレナージ（ENBD）を留置するなどして治癒することが多い。
今回、我々は、自己免疫性胆管炎患者に生じた難治性感染性胆汁性嚢胞の症例
を経験した。破綻胆管へIVR的にアプローチし、胆管を閉塞することで治療すること
が可能であった。
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029（消）
EUSガイド下胆嚢ドレナージ後に発症した胆石イレウスの1例
1伊達赤十字病院　消化器科、2同　内科、
3札幌医科大学　腫瘍内科学講座・血液内科学
○渡邊　晃一1、久居　弘幸1、櫻井　環1、こしば　裕1、宮崎　悦2、
飴田　咲貴3

胆石イレウスは胆嚢結石症患者の0.3 ～ 1.5%、イレウス全体の0.05 ～ 1%と比較的
稀な疾患である。治療法としては、8 割が外科的治療を要するとされ、1 割は自然
排石、また、近年では内視鏡的な結石除去の報告も見られている。しかし、標準的
な治療方針は定まっておらず、治療法の選択に際しては患者の全身状態の評価、
個々の状態に応じた治療が必要であると報告されている。今回、EUSガイド下胆嚢
ドレナージ （EUS-GBD）後に発症した胆石イレウスに対し、保存的治療後に内視鏡
的に結石除去を行った1例を経験したので報告する。
症例は88歳、男性。既往歴：くも膜下出血、認知症。2017年7月に胆嚢結石合
併急性胆嚢炎で近医に入院し、EUS-GBDを施行し改善したため、療養目的に前
医転院。数日前からの発熱、炎症反応上昇、嘔吐があり、CTでイレウスが疑われ
たため、精査加療目的に2018年6月当科に紹介入院となった。
CTでは回腸内に3cm大の円形の高吸収値の異物を認め、異物誤飲によるイレウス
を疑い、保存的加療を行う方針として、経鼻イレウス管を留置した。第2病日のイレウ
ス管造影ではチューブ先端はBauhin弁にまで到達し、イレウスは解除されていたが異
物が確認できなかったため、イレウス管留置を継続した。第7病日のCTで直腸内に
円形の異物を確認でき、CSを行ったところ直腸Rbに3cm大の結石を認めた。回収
ネットで除去し、結石分析では、シュウ酸カルシウム結石であった。またイレウス管を同
日に抜去し、第8病日から食事を開始した。前前医CTではEUS-GBD後にplastic 
stentおよび胆嚢結石が確認できたが、前医および当院CTでは認めなかった。EGD
を行ったが、胃および十二指腸に瘻孔は認めなかった。またEUSで総胆管にdebris
を認めたためERCP施行した。主乳頭に異常なく、デブリ除去後のERCでも胆嚢と
総胆管に瘻孔は認められなかった。第29病日に前医へ転院となった。

030（消）
抗凝固療法が奏功した門脈血栓症を合併した総胆管結石性
胆管炎の1例
1網走厚生病院　内科消化器科
○西田　千尋1、佐々木　貴志1、更科　耕一郎1、細田　峻一1、西澤　竜矢1、
阿部　暢彦1

症例は69歳の男性。数日前からの黄疸を主訴に来院。炎症反応高値、肝胆道系
酵素上昇、CTで総胆管拡張と総胆管結石を認め、総胆管結石性胆管炎、閉塞
性黄疸の診断でESTおよびENBD留置し入院となった。第2病日の採血では炎症
反応高値持続し、Dダイマー高値で、肝DynamicCTで門脈右枝に血栓を認め、胆
管炎に伴う門脈血栓症としてダナパロイドナトリウム1250単位を12時間ごとに静注し
た。以後Dダイマー、炎症反応ともに改善傾向であり、CT上も門脈血栓縮小を認
めたため、第15病日にEPLBD、採石術施行し、ワルファリンカリウム1mg内服に切
り替えた。食事再開後も再燃なく経過し第23病日に退院となった。その後外来で内
服加療を継続しCTで経過観察しているが、血栓はさらに縮小を認めている。門脈
血栓症は肝硬変、感染症、腫瘍、外傷、腹部外科手術等、種々の疾患を背景と
して門脈内に血栓を形成する疾患である。成人における門脈血栓症の10ー25%は
膵炎をはじめとする腹腔内感染症に起因するが、胆道感染による門脈血栓症の報
告例はまれである。急性胆管炎での血栓形成の機序については炎症の門脈波及に
よる血管内皮障害および感染による過凝固状態が関与しているとされている。既報
によると治療には炎症のコントロールに加え、早期の血栓溶解または抗凝固薬による
血栓進展防止が有用との報告があり、本症例でも内視鏡的減黄、抗生剤加療とと
もに早期に抗凝固療法を開始したことで、良好な経過を得られた。今回、ダナパロイ
ドナトリウムの静注が有効であった急性門脈血栓症を合併した総胆管結石性胆管炎
の1症例を経験したので、若干の文献的考察を含め報告する。

031（内）
食道ESD術中穿孔に対して内視鏡的粘膜欠損被覆法が有効
であった早期食道癌の1例
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○赤保内　正和1、中村　里紗1、南　亮輔1、鈴木　雄一郎1、石井　達也1、
青木　敬則1、立花　靖大1、原田　拓1、田沼　徳真1、潟沼　朗生1

70歳台, 男性. X-17年に食道癌に対し化学放射線療法（CRT）を施行し, 完全奏
功（CR）となった. X-3年前に上部消化管内視鏡検査（EGD）にて早期食道癌を認
め, 内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）を施行し, 治癒切除となっていた。フォロー目
的にX年に上部消化管内視鏡検査を施行したところ, 中部食道に10mmのIIa病変
を認め, 生検の結果, squamous intraepithelial neoplasiaの診断となったため, 第
1病日に食道ESDを施行した. CRT後の影響か瘢痕部と思われる粘膜下層の局注
が入りづらく, 一括切除直前に小穿孔を認めた. 5カ所クリッピングを施行するも筋層
が離開したため, 10mm大のポリグリコール酸シートを生検鉗子にて5枚穿孔部に詰め
込み, フィブリン糊をシートに押し当て散布し穿孔部を被覆した. 第2病日の血液検査
では軽度の炎症反応上昇を認めたが疼痛は軽快しており, 第4病日の血液検査でも
炎症反応が改善していた（ため, 飲水を再開した. 第5病日にEGDを施行し穿孔を認
めないことを確認し, 同日より食事を再開し, 第9病日に当科退院となった. 第56病日
のEGDでも穿孔部は瘢痕化しており正常粘膜に覆われていた.  【考察】本例は, 食
道ESD穿孔に対し内視鏡的粘膜欠損被覆法を行い, 早期に退院可能となった貴
重な症例であり, ESD時の小穿孔には有効な治療法であると考える.

032（内）
診断に苦慮したポリープ様発育を示す巨大な食道類基底細胞
癌の1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、山川　司1、谷　元博1、伊早坂　舞1、
小野寺　馨1、佐藤　修司1、金戸　宏行1　

【症例】60代男性．【既往歴】アルコール依存症，コルサコフ症候群で他院精神科入
院中．【現病歴】2018年8月から経口摂取時の違和感を自覚していた．9月某日，食
後に少量の吐血があり，貧血の進行も認めたことから，消化管出血が疑われ当科紹
介受診となった．同日，緊急で上部消化管内視鏡を施行し，切歯から25-31cmの胸
部中部食道に食道内腔を占める6cm大の腫瘤を認め，同病変からの出血を認めた．
腫瘤はくびれを有するポリープ様の形態であり，表面は一部正常粘膜で被覆され血
管増生を伴っていた．頂部には白苔の付着も認めた．精査加療目的に当科入院とな
り，腫瘤の形態からはfibrovascular polypなどの良性腫瘍も鑑別に挙がったが，造
影CTで多発肝腫瘍，傍大動脈周囲リンパ節の腫大を認めたこと，血液検査で腫瘍
マーカーNSEが高値だったことより，食道神経内分泌癌の可能性を疑った．組織診
断目的に生検を施行したが，1度目の生検では確定診断に至らず，2度目の生検時に
は腫瘤の緊満した頂部から複数回生検を行った．病理組織所見は，基底細胞類似
の小型癌細胞の索状増生を認め，疫染色では神経内分泌マーカー陰性であり，類
基底細胞癌と診断した．食道扁平上皮癌に準じて化学療法導入を予定していたが，
全身状態の急速な悪化を認め，第40病日に永眠された．【考察】食道類基底細胞癌
は食道癌全体の1.5%と稀な疾患である．内視鏡所見は，早期はなだらかな立ち上が
りを示す粘膜下腫瘍様形態，進行癌では潰瘍形成など様々な形態をとり，生検診
断率は表在癌で4.7%，進行癌で13%と低いとされている．本症例は，その臨床的特
徴よりfibrovascular polypや神経内分泌癌を念頭に診療にあたっていたが，複数回
の内視鏡検査と生検により，類基底細胞癌の診断に至った．本症例のような巨大な
ポリープ様形態を示す類基底細胞癌の報告はなく，若干の文献的考察を加えて報告
する．
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033（内）
先天性食道気管瘻に対して複数回の内視鏡治療が有効で
あった一例
1市立札幌病院　消化器内科、2北海道医療大学病院　消化器内科
○松田　千佳1、小野　雄司1、工藤　俊彦2、古川　理沙子1、村井　太一1、
曽根　孝之1、板谷　一史1、藤田　弘之1、小池　裕太1、佃　曜子1、
遠藤　文菜1、中村　路夫1、永坂　敦1、西川　秀司1

先天性食道閉鎖症術後に残存した食道気管瘻に対して消化管内視鏡と気管支鏡
を同時に用いた内視鏡的瘻孔閉鎖術を数度行い、長期閉鎖を得たので報告する。
【症例】女性、15歳。【現病歴】先天性食道閉鎖症にて生後1日目に食道気管瘻切離、
胃瘻造設を行い2ヶ月目に閉鎖根治術を行った。幼少期より飲水時のむせ込み、気管
支炎・肺炎の発症が多く、喘息と診断されていたが精査目的に15歳時に当院小児科を
紹介され受診した。各種検査の結果、喘息ではなく術後吻合部の食道気管瘻を指摘さ
れ、また両肺に炎症性変化を認めた。【経過】外科的手術は高侵襲となることから患者
の希望にて内視鏡的閉鎖術を検討した。上部消化管内視鏡・気管支鏡検査では瘻孔
入口部は通常の粘膜であった。瘻孔内部の観察は困難であった。CT検査では瘻孔は
全長約8mm、食道から足側に伸び気管に連続し、食道側で1.5mm、気管側で2.5mm
の径で開口していた。以上から食道側から閉鎖することを計画したが、clipによる閉鎖は
脱落とともに再開通することが予想された。そこで瘻孔部の粘膜をAPCにて焼灼し、その
後clipで縫縮することで粘膜再生とともに入口部が閉鎖されることを期待した。また瘻孔
内腔面に沿う形ではなく入口部を閉鎖する形での再生を促すため、可能な限り瘻孔内に
PGAシートを充填した。初回治療は前述の通り行い、飲水時のむせ込みは消失したが約
3ヶ月に再燃した。上部消化管内視鏡にて瘻孔入口部は縮小を認めたため2回目の治療
も同様に行ったが約3ヶ月に、3回目の治療時は約4ヶ月後に再燃した。しかし徐々に食
道側の瘻孔部は縮小を認め、4回目治療時にはほぼpin-holeとなっていた。4回目の治
療後、1年以上の長期閉鎖を得ている。【考察】先天的食道気管瘻の多くは新生児期
に発見・治療され成人では比較的稀である。飲水時の咳嗽発作や肺炎を繰り返すこと
で発見され、肺に非可逆的変化を生じることもあるため治療が必要である。外科的治療
を選択する報告が多いが、本症例では内視鏡的治療を繰り返すことが有効であった。

034（消）
過量服薬と飲酒により発症した特発性食道破裂の一例
1砂川市立病院 消化器外科
○深澤　拓夢1、阪田　敏聖1、石川　倫啓1、小柳　要1、細田　充主1、
横田　良一1、田口　宏一1

［はじめに］特発性食道破裂は比較的稀な疾患であるが、早期診断や治療が困難な
ことが多く予後不良な疾患である。今回我々は過量服薬と飲酒により発症した特発
性食道破裂の一例を経験したので報告する。［症例］36歳、女性。公園で倒れて
いるところを発見され前医に搬送された。前医では意識障害、低体温、左気胸を
認めており、本人の車内から空のベンゾジアゼピン系薬剤のシート50錠分とアルコー
ル飲料が見つかったため、過量服薬によるベンゾジアゼピン中毒、原因不明の気胸
の診断で当院搬送となった。当院搬送時は意識障害のため自覚症状は不明であっ
たが、CTで左胸腔の気胸、胸水貯留を認めたため胸腔ドレーンを挿入した。胸腔ド
レーン排液と胃管からの排液が酷似していたため、食道破裂の疑いとなり当科紹介
となった。食道造影により下部食道左側壁より左胸腔内へ造影剤の流出を認めた
ため、食道破裂と確定診断し同日緊急で開腹手術を施行した。手術は経食道裂孔
的にアプローチした。横隔膜脚を切離することにより縦隔を開放し、穿孔部と左胸腔
を確認した。左胸腔を生理食塩水で可及的に洗浄した後、穿孔部を層々縫合閉鎖
した。胸膜を連続縫合で閉鎖後、有茎大網で穿孔部を被覆し、横隔膜脚を結紮
縫合した。ドレーンを左横隔膜下に留置し手術終了した。術後6日目に食道造影で縫
合不全のないことを確認し食事開始し、その後合併症なく術後25日目に退院となった。
［考察］食道破裂は早期診断が難しいことや、縦隔膿瘍や敗血症を合併しやすいこ
と、治療手技の困難さなどにより予後不良な疾患である。横隔膜直上の胸部下部
食道左壁が好発部位であり、大量飲酒後の嘔吐とそれを契機にした急激な胸背部
痛として発症することが多い。本症例は意識障害があり診断が難しい状況であった
が、胸水性状の確認から診断に至り、結果として比較的早期の外科手術が可能と
なり救命することができた。［結語］過量服薬と飲酒により発症した特発性食道破裂
に対し外科手術を施行し救命した一例を経験したので報告する。

035（消）
Pembrolizumab投与中に食道炎を発症した1例
1市立函館病院　消化器病センター　消化器内科
○吉田　苑永1、宮本　秀一1、木下　賢治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】近年、進行癌の有効な治療法として免疫チェックポイント阻害薬が注目されて
おり、有用性が示されている。しかし、その副作用として免疫関連有害事象（immune-
related adverse events ; irAE）が報告されている。今回、我々は切除不能非
小細胞肺癌に対しPembrolizumabを投与中に食道炎を発症し、その免疫関連有
害事象（irAE）が疑われた症例を経験したため報告する。【症例】70代、男性。　
【主訴】嚥下障害、食欲低下。【現病歴・経過】肺腺癌（ cStage3B ）に対して
Pembrolizumabの投与を3コース施行後、嚥下障害と食欲低下を認めた。上部消
化管内視鏡検査で胸部食道に発赤粘膜と血管拡張、潰瘍形成を認め、Grade3 （ 
CTCAE v4.0 ）の食道炎と診断した。Pembrolizumabを1週間休薬した結果、症状
は消失し、上部消化管内視鏡検査で食道粘膜所見は著明に改善していた。【考察】
免疫チェックポイント阻害薬の1つであるPembrolizumabは、ヒト化抗programmed 
death-1（PD-1）モノクローナル抗体であり、活性化T細胞上のPD-1に結合し、癌細
胞上のリガンド結合を阻害し抗腫瘍効果を発揮する。T細胞の活性化を誘導するた
め免疫関連有害事象（irAE）を起こすことが報告されているが、その詳細な発症機
序は明らかではない。消化管におけるirAEとして下痢や大腸炎の報告は多く認める
が、今回の検索で食道炎は2例のみの報告であった。本症例はPembrolizumabの
休薬のみで著明な改善を認めたことと、他に食道炎の原因を認めなかったためirAE
と考えられた。今後、免疫チェックポイント阻害薬を使用する機会は増加していくこと
が予測され、多彩なirAEの出現の可能性を念頭に診療することが望まれる。【結
語】Pembrolizumab投与により重度の食道炎を合併する可能性を認めた。

036（消）
持続する胸部つかえ感・嘔吐で発見されたびまん性食道痙攣
の一例
1市立稚内病院　内科
○中村　赳晶1、東野　真幸1、山村　貴洋1、永井　孝輔1、滝新　悠之介1、
出水　孝章1、國枝　保幸1

【症例】70代男性【既往歴】高血圧、脂質異常症、糖尿病【現病歴】高血圧など
で当科に通院中であり、2016年8月の定期外来受診時に数ヶ月前から続く食後の胸
部つかえ感や嘔吐の訴えがあった。上部消化管内視鏡検査を施行したが、器質的
異常は認められなかった。内服による対症療法を開始したものの、症状は軽快と増
悪を繰り返していた。その後も症状の改善なく体重減少も見られてきたため2018年5
月に精査のため入院となった。【経過】造影CTで中部から下部食道にかけての均一
な壁肥厚を認め、食道造影検査では食道のcork screw様の変化を認めた。再度、
上部消化管内視鏡検査を行ったところ、食道内腔のcork screw様の収縮を認め、
細径プローブを用いた超音波内視鏡検査では筋層の均一な肥厚を認めた。以上の
所見より、びまん性食道痙攣と診断した。Ca拮抗薬の投与を開始したところ、症状
は軽快し、退院となった。その後外来でも経過観察中であるが、症状の増悪は認
めていない。【考察】上部消化管症状を訴える患者を診察する機会が増えてきている
が、通常施行される検査では異常を指摘できないこともあり、診断に苦渋することが
多い。びまん性食道痙攣は稀な疾患ではあるが、本疾患を念頭に置いた検査も考
慮すべきであると考えられた。
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037（消）
我々が経験したバルーン型胃瘻カテーテルによる胃排出障害
1国立病院機構　旭川医療センター　臨床研究部、
2国立病院機構　旭川医療センター　臨床研究部
○横浜　吏郎1、高添　愛2、斉藤　裕樹2、西村　英夫2

【目的】胃瘻に関連した合併症の一つに、カテーテルによる胃排出障害が挙げられ
る。バルーンによる幽門/十二指腸閉塞が原因となり、なかでも十二指腸球部閉塞
は、その発症形態からボールバルブ症候群と呼ばれる。我々はこれまでに経験した
胃瘻カテーテルによる胃排出障害を調査し、背景と臨床経過について検討した。【方
法】2005年から2017年までに当院および協力病院で経皮内視鏡的胃瘻造設術を
施行した419例を対象とした。臨床経過、身体所見、上部消化管内視鏡および画
像検査で胃瘻カテーテルによる消化管閉塞と診断した症例について、年齢、性別、
胃瘻造設の原因疾患、performance status、意識状態、body mass index、発
症時に使用した胃瘻カテーテル、発症時の症状、合併症、治療と予後を調査した。
【成績】57例にバルーン型カテーテルが使用され、このうち7例 （12%） が胃排出障
害を来した。全例でボタン型カテーテルが使用され、3.5cmのシャフト長でも発症が認
められた。7例とも嘔吐を反復し、3例が誤嚥性肺炎、2例がマロリー・ワイス症候群、
1例が十二指腸潰瘍を合併した。5例ではCTで胃内から幽門へ嵌頓するバルーンを
確認し、2例は臨床経過、身体所見および上部消化管内視鏡からボールバルブ症
候群と診断した。意識障害を合併する症例の診断が遅れて重症化する傾向にあり、
経腸栄養の中断、抗菌剤、プロトンポンプ阻害剤の投与およびバンバー・ボタン型カ
テーテルへの交換により全例が軽快した。【結論】胃瘻カテーテルによるボールバルブ
症候群はバルーン・チューブ型の使用中に多くみられるが、シャフト長の短いボタン型
カテーテルでも幽門への嵌頓により胃排出障害を来し得る。気付かれずに重症化す
る症例もあり、疾患の知識を持ち、発症予防と早期発見に努める必要がある。

038（消）
巨大胃GIST術前にTrousseau症候群を発症した1例
1札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科
○藤野　紘貴1、伊東　竜哉1、信岡　隆幸1、石井　雅之1、竹政　伊知朗1

【はじめに】悪性腫瘍に伴う凝固障害に関連した脳卒中をTrousseau症候群と称す
る。今回、巨大胃GISTの術前にTrousseau症候群を発症した1例を経験したので
報告する。【症例提示】68歳女性。貧血指摘されCT施行したところ、左上腹部
に巨大な腫瘍性病変を認め、精査加療目的に当科紹介となった。しかし入院待機
中に突然左半身のしびれを自覚し脳外科受診。MRIにて橋背側の脳梗塞を指摘。
D-dimer上昇も見られ、Trousseau症候群が疑われた。抗血小板療法を開始も、
巨大腫瘍で出血のリスクもあるため速やかな手術治療が望ましいと判断し、当科入院
となる。【腹部検査所見】CT：胃および横行結腸・膵体部・左腎に接する最大径
26cmの造影効果伴う腫瘍性病変を認める。内部は造影効果乏しい均一な成分を
認める。腹部MRI：腫瘤の内部はT2 highで内部壊死や出血が示唆される。内視
鏡：胃および横行結腸に壁外性圧排所見を認めるが、潰瘍形成や腫瘍の露出を認
めない。経胃的にEUS-FNA施行し、GIST疑い。【手術】腹腔内腫瘤摘出術・胃
部分切除術・横行結腸部分切除術を施行した。左腎前筋膜は合併切除も、膵への
浸潤は認めなかった。手術時間339分、出血400mL。摘出標本は25x19x13cm、
3.0kgであった。【病理】胃の固有筋層と連続した好酸性の紡錐形細胞が索状に増
殖し、免疫染色で胃GISTに矛盾せず。核分裂像は0/50HPF。内部には出血壊
死を伴っていた。【術後経過】術後はただちに抗血小板療法を再開した。術後14日
目に脳梗塞リハビリ目的に転院となった。D-dimerは術後改善した。現在までGIST
の再発を認めず、脳梗塞の再燃もなく経過している。【まとめ】GISTとTrousseau
症候群の関連を示唆した報告はこれまで少ない。しかし出血壊死を伴うような巨大
GISTであれば血液凝固能に影響を与えることも示唆されるため、十分な注意が必要
と思われる。

039（消）
Infliximab投与中に血管炎を併発したクローン病の一例
1札幌医科大学付属病院
○上野　あかり1、山下　健太郎1、仲瀬　裕志1、山野　泰穂1、三橋　慧1、
須藤　豪太1、五十嵐　央祥1、風間　友江1、柴田　泰洋1

【はじめに】抗TNFα阻害薬による血管炎はまれであるが100例以上の報告があり、
infliximab （IFX）の添付文書にも記載されている。今回我々は、IFXを継続中に血
管炎を併発したクローン病（CD）の症例を経験したので、文献的考察を加え報告する。
【症例】30歳代男性。反復する発熱と下痢のため2012年に当科初診。回腸・大
腸の多発びらんと横行結腸の縦走潰瘍より小腸大腸型CDと診断、IFXで寛解導
入し、以後8週毎のIFXにより寛解を維持していた。2018年9月の定期受診時も自覚
症状なくIFXを投与したが、10日後に発熱と頭痛が出現、近医で感冒薬を処方され
るも改善せず10月上旬に済生会小樽病院入院。MEPMとLVFXを投与するも高熱
が持続、水様下痢も伴うようになりCD再燃が疑われ10月中旬当科へ転院。【臨床経
過】大腸内視鏡、小腸カプセル内視鏡を行うも潰瘍瘢痕のみでCD再燃は否定的で
あった。CTで膿瘍等は認めず各種培養も陰性であったが、プロカルシトニン高値より
感染症を疑い、エンピリックにMNZを開始したところ翌日から症状が改善した。しかし
3日後より両下腿前面に紫斑が出現、その後血尿・タンパク尿、関節痛もみられた。
心窩部痛・腹痛、黒色便も伴うようになり上部内視鏡を行ったところ、十二指腸下
行脚を主体に多発する潰瘍、びらん、発赤を、カプセル内視鏡では遠位回腸にもび
らんと発赤が認められた。皮膚・十二指腸からの生検でleukocytoclastic vasculitis
が同定され、いわゆるIgA血管炎と診断した。鎮痛剤等による対症療法で観察し
ていたが改善せずPSL 50mgを開始したところ速やかに軽快、上部内視鏡で病変
の改善を確認した。【考察】抗TNFα阻害薬による血管炎はIFXの他etanerceptや
adalimumabでも報告されている。本例のようなleukocytoclastic vasculitisが多く、
抗TNFα阻害薬の休薬のみで改善する例、PSLや免疫抑制剤を必要とする例と
様々である。抗TNFα阻害薬の継続が必要な場合、同一薬剤の再投与では血管
炎の再燃が多く他剤への変更が望ましいが、変更しても再燃する場合がある。

040（内）
デュオドーパ経腸療法中にPEG-J（percutaneous endoscopic 
gastro-jejunostomy）逸脱により十二指腸潰瘍を形成した一例
1北海道大学大学院　消化器内科、2北海道大学病院　光学医療診療部
○田中　一光1、小野　尚子2、井上　雅貴1、木脇　佐代子1、石川　麻倫2、
松田　可奈1、津田　桃子2、山本　桂子2、清水　勇一2、坂本　直哉1

デュオドーパ経腸療法は、経胃瘻的空腸瘻を造設し、レボドパ・カルビドパ水和物
配合経腸用液を持続的に投与することで血中濃度を安定して維持することが可能と
なるパーキンソン病の治療である。同療法中にPEG-J（percutaneous endoscopic 
gastro-jejunostomy）の逸脱により十二指腸潰瘍を形成した一例を経験したので報
告する。症例は60代、女性。2008年頃より動作緩慢、左上肢優位の振戦が出現
し、2009年にパーキンソン病の診断となり、加療が開始された。2014年頃より症状
悪化、薬効の減弱（wearing off, on-off）を認め、2017年5月精査加療目的に当院
神経内科へ紹介となった。デュオドーパ経腸療法の適応と判断され、同年8月に当
科でPEG-Jを造設した。その後在宅療養していたが、2018年7月腹部不快感が出
現し、近医で上部消化管内視鏡検査（EGD）を施行されたところ、チューブの先端
が確認できずチューブ逸脱が疑われ、2018年8月当院へ再度入院となった。CTで
は、チューブ先端が空腸まで逸脱しており、画像所見から穿通が疑われた。EGDで
は、胃内に留置したバンパーが十二指腸球部まで逸脱しており、水平脚はチューブ
で強く短縮され、チューブの接触による深い潰瘍を形成していた。透視下でJチュー
ブを胃内まで引き込んだが、PEGバンパー部位を通過せず、胃瘻からは抜去できな
かった。そこで、チューブを腹壁側で切断し、内視鏡で回収したところ、Jチューブ先
端は球結びになっていた。抜去2か月後、EGDで潰瘍の改善を確認した。PEG-J
の合併症として、胃潰瘍、小腸軸捻転の報告例はあるが、チューブ逸脱により十二
指腸潰瘍を形成した報告例はない。稀な症例を経験したので、原因や対処法につ
いての考察を加えて報告する。
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041（内）
内視鏡的に切除した胃底腺型腺癌の1例
1小樽掖済会病院　消化器内科、2札幌厚生病院　病理診断科
○植村　尚貴1、勝木　伸一1、安保　智典1、高梨　訓博1、小松　悠弥1、
嘉成　悠介1、平田　裕哉1、市原　真2

症例は60歳代女性。心窩部不快感を主訴に当科受診、精査目的に施行した上部
消化管内視鏡検査にて、胃体上部大彎に大きさ4mm、褪色調の0-IIa型病変を認め
た。背景粘膜には萎縮性変化は認めなかった。BLI併用拡大観察では病変部で窩
間部が開大しており、内部には血管の拡張や蛇行を認めた。生検を施行し、Group2
であったが、胃底腺型腺癌が否定できず、診断的治療としてESDを施行した。病
理組織学的には、粘膜表層は非腫瘍性の上皮に覆われていたが、粘膜中層から深
層にかけて主細胞に類似する軽度異型細胞が不規則な腺管を形成しながら増殖し
ており、わずかに粘膜下層にも浸潤していた。免疫染色ではpepsinogen-I、H＋/K
＋-ATPase、MUC6が陽性であった。以上の結果より、最終的にAdenocarcinoma 
of fundic gland type（chief cell predominant type）, Type 0-IIa, 4×2mm，pT1b
（SM1）, ly0, v0, pHM0, pVM0と診断した。ESD後6か月経過するが再発を認め
ていない。胃底腺への分化を示す低異型度高分化型胃癌の一組織型として胃底
腺型腺癌が提唱されており、近年症例報告もみられるようになったが、胃癌全体の
中での頻度はまだ非常に低く、稀な腫瘍と考えられている。また、現在までに報告さ
れている症例では H.pylori感染を伴わない症例が多く、現在は H.pylori 除菌が普
及しているため、胃底腺型腺癌は今後相対的に増加すると予想されている。今回、
我々は内視鏡的に切除した胃底腺型腺癌の1例を経験したので、文献的考察を加
え報告する。

042（内）
ESD後に回収困難であった体積の大きい胃腫瘍をメモリーワイ
ヤーバッグで回収した1例
1医療法人菊郷会　札幌センチュリー病院　消化器内科、
2医療法人菊郷会　愛育病院
○藤田　朋紀1、町田　卓郎1、小川　亮1、河上　純彦1、江上　太基2、
後藤　哲2、加藤　貴司2、宮下　憲暢2、岡本　宗則2

症例は83歳男性。貧血精査目的に平成30年9月当院紹介受診。上部内視鏡検
査にて胃体下部から前庭部大弯前璧に0-I+IIa型の隆起性腫瘍を認めた。粘膜下
層への浸潤の可能性もあるものと考えたが、進行上行結腸癌も認めたことから胃・
大腸切除は過大な侵襲と考え胃腫瘍に対しては内視鏡的切除を行う方針のこととし
た。切除した胃腫瘍は病変70×30mm, 切片100×65mmであったが腫瘍ボリューム
が大きく、回収ネットでの回収を試みたものの腫瘍全体を覆うことができず回収不可
能であった。そのため胆嚢摘出術などの際に使用するメモリーワイヤーバッグを胃内に
挿入して切除標本を損傷することなく回収した。病理組織額的にはadenocarcinoma
（tub1＞tub2）, SM1, Ly0, V0, pHM0, pVM0の診断で治癒切除と判断。胃切
除後14日目に腹腔鏡下右結腸切除術を行った。上行結腸の病理組織額的結果は
adenocarcinoma（tub2）, T3, N1, H0, M0 StageIIIaであったが高齢のため術後
補助化学療法は行わず退院となった。近年低侵襲治療として内視鏡粘膜下層剥
離術が各施設で行われるようになったが、腫瘍径が大きい症例においては時に腫瘍
の回収に難渋する。その場合には回収ネットが頻用されているが本症例においては
回収ネットでも回収不可能なサイズであった。そのような回収に難渋する場合にはメモ
リーワイヤーバッグの使用も一法であると考えて本症例を報告する。

043（内）
上部消化管ESD施行時におけるリドカイン局注の安全性に関し
ての検討
1勤医協中央病院
○森園　竜太郎1、上杉　淳1、五十嵐　聖名子1、檜森　亮吾1、高木　秀雄1、
古山　準一1

【はじめに】腸管の蠕動を抑えるために、これまではペパーミントオイルが使用されてい
たが、経験的にリドカイン局注が有用である事は知られていた。今回リドカイン使用に
よる安全性に関して検討したため報告する。【方法】全例全身麻酔下でのESD症例
で、2%リドカイン10ml（200mg）をムコアップと1：1で混合した状態で粘膜下層に局
注し、その後リドカイン血中濃度を測定（30分後、60分後、90分後、120分後）。術
中は麻酔科医にモニタリングを依頼。帰室後も翌朝まで全例モニタリングを行いつつ
副作用の有無を観察した。【結果】6症例に対してリドカイン局注を行った。平均年
齢は76.7歳（70－84歳）。症例は胃癌が5例、食道癌が1例。部位はL領域が3病
変、M領域が2病変（他食道が1病変）、前壁が2病変、小弯が1病変、後壁が1病
変、大彎が2病変であった。手術時間は平均132分（23－237分）、リドカイン血中濃
度は全症例で0.9μg/mL以下であった。いずれの症例でも血圧や酸素飽和度に特
記すべき異常は認められず、痙攣や不整脈などの副作用も認められなかった。【結
語】今回の検討により、リドカイン局注による内視鏡治療は安全であると思われた。こ
れを踏まえて、今後はリドカイン局注による蠕動運動抑制効果についての検討を行っ
ていきたい。

044（内）
ESDにて完全切除し得た胃原発炎症性筋線維芽細胞性腫瘍
の1例
1市立旭川病院　消化器内科
○小林　裕1、吉田　萌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

【背景】炎症性筋線維芽細胞性腫瘍（inflammatory myofibrobastic tumor;IMT）
は全身の臓器・軟部組織に生じるとされているが胃を原発とした報告は比較的稀で
あり、内視鏡的に切除された報告は少ない。今回ESDにて切除し得た胃原発の
IMTを経験したので報告する。【症例】60歳代女性。X-16年発症の潰瘍性大腸炎
にて当科通院中であった。X-10年より胃角小弯に頂部に陥凹を伴う10mmの比較
的軟らかい粘膜下腫瘍（SMT）を指摘されたが上部消化管内視鏡検査で増大傾
向や形態変化なく、生検でも悪性所見を認めないため経過観察としていた。X年の
内視鏡検査でSMTは15mmへ増大しており、頂部の陥凹からの生検組織よりGIST
が疑われたがEUSでは粘膜下層に境界明瞭な単発の低エコー腫瘤を認め、粘膜
下層に主座をおくSMTと考えられた。患者の希望と十分なインフォームドコンセントの
上、診断的治療としてESDを施行した。組織学的に筋線維芽細胞の特徴を示す
紡錘形細胞の増生を認める炎症細胞浸潤を伴う腫瘍であり、免疫染色よりIMTが
強く疑われた。水平断端、垂直断端はともに陰性であり追加外科切除は希望され
ず、現在無再発で経過観察中である。【考察】IMTの悪性度は中間悪性に分類さ
れ、局所再発率は約25%、遠隔転移率は2%以下とされている。治療法は外科的
切除が選択されることがほとんどだが術前診断がつかない場合も多い。明確な成因
は不明な場合が多いが、発症要因として手術や外傷、感染、悪性腫瘍などによる
炎症反応の結果生じるとの仮説があるため、より低侵襲での完全切除が望ましいと
考えられる。【結語】診断的治療としてESDを行い完全切除し得た胃原発炎症性筋
線維芽細胞性腫瘍の1例を経験した。EUSにて粘膜下層までに限局したと判断され
るSMTの場合は診断的治療としてのESDがより低侵襲な治療法となる可能性があ
る。
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045（内）
上十二指腸角から下行脚後壁に存在したIsp型十二指癌に対
してESDで治癒した1例
1医療法人菊郷会　札幌センチュリー病院　消化器内科、
2医療法人菊郷会　愛育病院
○藤田　朋紀1、町田　卓郎1、小川　亮1、河上　純彦1、江上　太基2、
後藤　哲2、加藤　貴司2、宮下　憲暢2、岡本　宗則2

症例は64歳男性。検診で十二指腸に腫瘍を指摘され平成30年7月当院受診。上
部内視鏡検査にて上十二指腸角にIsp型の隆起性腫瘍を認めたものの腫瘍は上
十二指腸角から下行脚後壁の内視鏡的に観察しにくい部位に存在していたため、
全貌は確認できなかった。生検ではgroup3の結果であったが内視鏡的には癌の
可能性が高いと考えて切除の方針とした。内視鏡的に全貌を確認できなかったこと
から外科的切除も検討したが侵襲は大きくなる可能性が高く、基部はそれほど広範
囲ではないものと考えて当院外科と十分な連携のもと。内視鏡的粘膜下層剥離術
（ESD）を行なった。十二指腸口惻から切除を行なったが下行脚では腫瘍の重さに
より粘膜下層が展開し、剥離は容易であった。腫瘍肛門惻の粘膜の視認が困難
であったため腫瘍の肛門惻を通過するまで粘膜下層の剥離を進めた後にスネアを用
いて切除した。病理組織額的にはadenocarcinoma（tub1＞pap）, Tis, Ly0, V0, 
pHM0, pVM0の診断で治癒切除と判断。入院期間9日で退院となった。近年低侵
襲治療として内視鏡粘膜下層剥離術が各施設で行われるようになったが、十二指
腸腫瘍に対しての対応は内視鏡的切除時・切除後の穿孔の割合が高いことから慎
重な意見も多く未だ定まっていない。しかしながら、外科的手術は侵襲が大きくなるこ
とが多く、粘膜に止まる腫瘍の可能性がある病変の場合には外科との連携のもと内
視鏡的治療を検討する余地があるものと思われた。

046（内）
消化管出血をきたした胃孤立性若年性ポリープの1例
1斗南病院　消化器内科、2斗南病院　病理診断科
○富田　祐介1、住吉　徹哉1、大岩　修太郎1、神　崇志1、吉田　将大1、
高山　歳三1、藤井　亮爾1、皆川　武慶1、森田　康太郎1、庵原　秀之1、
平山　眞章1、近藤　仁1、武田　広子2

【はじめに】上部消化管出血の原因として胃ポリープが出血源となる頻度は0.3 ～
1.1%と稀である.また胃に発生する若年性ポリープはポリポーシスの形態を示すことが
多く, 胃孤立性若年性ポリープは極めて稀であり, 報告例は少ない.今回, われわれ
は出血を契機に発見された胃孤立性若年性ポリープの一例を経験したので, 若干
の文献的考察を加えて報告する.【症例】症例は20歳代の女性.ふらつきと黒色便を
主訴に当院救急外来を受診した.血液検査にてHb5.5g/dlと著明な貧血を認め, 経
過および症状から上部消化管出血を疑い, 緊急上部消化管内視鏡検査を施行し
た.内視鏡所見では食道および十二指腸には出血性病変を認めなかったが, 胃内
に大量の凝血塊および新鮮血の貯留を認めた.凝血塊を除去した後に胃内の観察
を行ったところ, 胃体中部大弯に50mm大の表面分葉状を呈する有茎性ポリープを
認めた.同病巣のNBI観察では表層は偽幽門腺様を呈していたが, 表面微細構造・
血管構造に異型は見られなかった.ポリープから湧出性の出血を認めたため, 出血源
と判断し, 同日EMRによる切除を行った.切除標本の大きさは50×35×15mmであり, 
病理組織学的検査では, 腺窩上皮の過形成, 固有腺の増生を認め, 若年性ポリー
プの診断であった.本患者に若年性ポリポーシスの家族歴はなく, また後日施行した
大腸内視鏡検査, 小腸カプセル内視鏡検査においても異常所見を認めなかったこと
から, 胃孤立性若年性ポリープと診断した.【結語】消化管出血をきたした胃孤立性若
年性ポリープを経験した.胃ポリープからの出血は頻度として低いが, 上部消化管出
血の際は鑑別にいれて詳細に観察する必要がある.

047（内）
消化管出血を契機に診断された十二指腸脂肪腫の1例
1旭川厚生病院　消化器科
○堀内　正史1、宮澤　佑貴1、本田　宗也1、田中　一之1、河端　秀賢1、
河本　徹1、藤永　明裕1、後藤　充1、佐藤　智信1、斎藤　義徳1

症例は60代男性，脳梗塞後・高血圧・高尿酸血症にて近医通院中．黒色便を認め
前医受診，消化管出血が疑われ当科紹介となった．血液検査ではHb低下・BUN上
昇を認め，緊急上部消化管内視鏡検査（EGD）を施行．十二指腸下行脚に潰瘍形
成を伴う粘膜下腫瘍を認めた．潰瘍部に露出血管および湧出性出血の所見があり，
止血鉗子にて止血処置を行った．保存的加療を行った後，EGD再検．十二指腸下
行脚（Vater乳頭部口側）に18mm大，亜有茎性の粘膜下腫瘍を認めた．腫瘍口側
は潰瘍形成しており黄色調の腫瘍が露出，肛門側は正常粘膜で覆われていた．超
音波内視鏡検査（EUS）では腫瘍は均一な高エコーを呈し，その主座は粘膜下層に
あると考えられた．生検で脂肪細胞様空隙を認め，十二指腸脂肪腫と診断した．抗
血栓薬内服中のため出血を繰り返す可能性を考慮，内視鏡的粘膜切除術（EMR）
にて切除した．病理組織学的診断では粘膜下組織に膠原線維を伴う成熟脂肪細胞
の増生が見られた．治療後経過は良好で，黒色便は消失し外来通院にて経過観察
中である．
脂肪腫は消化管良性腫瘍の約4％程度を占め，そのうち十二指腸に生じるものは
3.3％とされている．多くは無症候性であるが，稀に出血，腹痛や狭窄症状を呈する例
もある．脂肪腫は通常乏血性であるが，腫瘍が増大すると表面にびらんや潰瘍を形
成し出血にいたると考えられている．出血例の報告において，有茎性・亜有茎性の
粘膜下病変では内視鏡的切除術が選択されている傾向にあった．自験例ではEUS
やCT検査および生検にて粘膜下脂肪腫と診断し，EMRにて切除し得た．
今回，消化管出血を契機に診断した十二指腸脂肪腫の1例を経験したので文献的
考察を加えて報告する．

048（内）
十二指腸神経内分泌腫瘍に対する内視鏡治療後の後出血に
対し，Over The Scope Clipで止血が得られた一例．
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市立札幌病院　消化器内科
○木脇　佐代子1、小野　尚子2、小野　雄司3、井上　雅貴1、田中　一光1、
石川　麻倫1、松田　可奈1、津田　桃子2、山本　桂子2、清水　勇一1、
坂本　直哉1

症例は78歳男性．上部消化管内視鏡検査（Esophagogastroduodenoscopy: 
EGD）で十二指腸球部前壁に粘膜下腫瘍を認め，生検でNeuroendocrine tumor 
（NET）の診断となり，加療目的に当院紹介となった. 大きさ 7mm大で，超音波内視
鏡では第3層に境界が明瞭な低エコー腫瘤として描出された．2018年6月EMRを施
行後第6病日の2nd look目的のEGDで，切除後の潰瘍底から拍動性出血を認めた．
露出血管を同定できず, クリップで完全な止血は得られなかったが、造影CTでは出
血点がはっきりしなかったため、経過観察となった．第7病日に再度EGDを施行した．
出血部にはクリップが残存していたが, 継続的に出血をしており，Over The Scope 
Clip（OTSC）で止血をすることとした．止血クリップをすべて取り除き，OTSCを留
置し完全止血を確認した．その後再出血なく経過し，第13病日に退院した．病理診
断はneuroendocrine tumor G1でChromogranin A，Synaptophysin，CD56が強
陽性を示した．治療後1か月，5か月の内視鏡でもOTSCの残存を確認している．近
年, 内視鏡で止血困難な消化管出血や瘻孔に対するOTSCの使用経験が散見さ
れる. 内視鏡止血に難渋した後出血に対しOTSCで速やかに止血し得た症例を報
告する．
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049（内）
内視鏡による十二指腸穿孔に対してOTSCを用い閉鎖術をお
こなった2例
1市立札幌病院　消化器内科
○小野　雄司1、松田　千佳1、古川　理沙子1、村井　太一1、曽根　孝之1、
板谷　一史1、藤田　弘之1、小池　裕太1、佃　曜子1、遠藤　文菜1、
中村　路夫1、永坂　敦1、西川　秀司1

内視鏡操作によって生じた消化管穿孔は穿孔径が大きいため保存的治療では重
篤化しやすく、可能な限り速やかに閉鎖術を行う必要がある。径が大きい穿孔は従
来型のクリップを用いた内視鏡的治療では完全閉鎖が困難で、外科的手術を行う
のが標準的な治療とされてきた。しかし近年そういった消化管穿孔に対してもOver-
The-Scope Clip （OTSC）を用いることで内視鏡的に完全閉鎖が可能で良好な予
後が報告されている。今回当院にて内視鏡により十二指腸穿孔を来しOTSCを用い
て閉鎖した2症例について報告する。
症例1: 80代男性、肝細胞癌術後再発にて治療を受けていたが、再発病変により
閉塞性黄疸・胆管炎を発症し、胆道ドレナージ目的にERCを試みた。以前の手術に
よる癒着があり内視鏡操作に難渋していたところ、十二指腸曲で内視鏡先端により
直径12mm大の穿孔を生じた。同日閉鎖目的に開腹したものの癒着にて穿孔部に到
達することが困難であったため、外科的治療を中止、内視鏡的にOTSCと従来型ク
リップを併用し閉鎖術をおこなった。術後の消化管造影では腸管外への漏出はなく
3日後に経口摂取を開始した。
症例2: 80代女性、IgG4関連疾患による胆道狭窄・胆管炎に対してEBD交換を行
う際に十二指腸下行脚に内視鏡先端で14mm大の穿孔が生じた。ただちに直視鏡
にて穿孔部を確認、OTSCを用い穿孔部を閉鎖した。穿孔が発生してから閉鎖まで
約20分であった。閉鎖術後に撮影したCTでは後腹膜気腫は認めるもののその後発
熱や腹痛といった腹膜炎症状はなく、5日後より食事を再開した。
　OTSCを用いることでこれまで内視鏡的閉鎖術が困難であったような比較的大き
な穿孔でも迅速に閉鎖でき、腹膜炎の発症や外科的手術を手術を回避できる可能
性があることが考えられた。

050（消）
腸重積を契機に診断された小腸形質細胞腫の一例
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
○石垣　憲一1、佐藤　允洋1、齋藤　豪志1、村上　雄紀1、岩間　拓哉1、
久野木　健仁1、高橋　慶太郎1、安藤　勝祥1、上野　伸展1、嘉島　伸1、
盛一　健太郎1、生田　克哉1、田邊　裕貴1、藤谷　幹浩1、奥村　利勝1　

【はじめに】多発性骨髄腫をはじめとする形質細胞性腫瘍の多くは骨髄に発生し、髄
外性形質細胞腫は極めて稀である．今回我々は，多発性骨髄腫の治療中に腸重積
にて発見された小腸形質細胞腫の一例を経験したので報告する．
【症例】70歳代男性．X年2月に多発性骨髄腫（IgG-κ型）の診断でVMP療法を施
行後，再発なく経過していた．翌年8月に嘔気・嘔吐が出現し腸閉塞の診断で当科
入院となった．CTでは小腸に多発し造影効果のある腫瘍を認め，空腸の一部で腸
重積を来していた．小腸内視鏡では，空腸にSMT様の立ち上がりと頂部に潰瘍を有
する腫瘍が多発しており，生検ではCD138陽性，κ-restrictionを認めたため形質細
胞腫の診断となった．腫瘍縮小を目的にTHP-COP療法を選択し、3コース施行した
時点でCT上腫瘍は消失したため食事摂取を開始した。X+2年3月までに6コース施
行したが，再度イレウス症状が出現しCT上再発を認め、肺炎を併発し永眠された．
【考察】形質細胞腫の髄外性病変は5％以下であり，多発性骨髄腫の経過中に発症
した小腸原発形質細胞腫は0.9%と非常に頻度が低い．また、腸重積を来した形質
細胞腫の報告は本例を含め8例であり、非手術療法にて腸重積を解除し得た症例
は本症例で2例目である。腸重積を呈する小腸腫瘍を認めた際には形質細胞腫を
念頭に置き、診断を進める必要がある。

051（消）
イレウス，下血を来した小腸悪性リンパ腫の2例
1北海道医療センター
○霜田　佳彦1、米村　洋輝1、多谷　容子1、松本　美桜1、堀本　啓大1、
馬場　麗1、武藤　修一1、木村　宗士1、植村　一仁1、木村　太一1

【症例1】50代女性 【主訴】心窩部痛 【現病歴】X年8月より微熱を主訴に近医を受
診し，CT検査の結果回腸炎の診断となり経過をみられていた．同年9月に心窩部痛
を自覚したため前医に搬送となったがHbの低下を認め，消化管出血疑いで精査・加
療目的に当科に転院搬送となった．造影CTで一部の小腸の壁肥厚と周辺リンパ節
の腫大を認めた．入院翌日に初めて血便を認めたため，上下部消化管内視鏡検査を
行ったが，双方ともに粗大病変は認めなかった．小腸内視鏡を施行したところ，回腸
に全周性の出血性の潰瘍があり，また狭窄像も来していた．病理ではdiffuse large 
B-cell lymphoma（DLBCL）の診断となり，待機的に手術の方針となった．【症例
2】60代男性 【主訴】腹痛，嘔吐 【現病歴】X年11月，夜間から嘔気と耐え難い腹
痛を自覚したため，救急要請となり当院に搬送となった．腹部膨満は著明であり，CT
では右上腹部の小腸に限局した壁肥厚を認め，それより口側に腸管内腔の拡張像
を認め，イレウスの診断となった．間もなく多量の排便があり，腹部症状は改善，腹
部レントゲンでも小腸ガスは残存するもniveau像は消失していた．待機的に経肛門的
に小腸内視鏡を行い，限局した小腸潰瘍とscope通過が不可能な狭窄像を認めた．
点墨とclipでmarkingを施行した．生検では炎症変化のみで悪性所見は認められな
かった．経口的小腸内視鏡も施行し，他に病変を認めなかった．待機的に手術を行
い，手術病理ではfollicular lymphoma（FL）から転化したDLBCLであった．【考
察】本邦での消化管原発リンパ腫は消化管悪性腫瘍の中でも1～ 8%とされている．
原発部位は60～ 70%，小腸が20～ 30%，大腸が10%前後と言われ，近年は小腸
内視鏡やカプセル内視鏡などの普及で小腸リンパ腫の診断例が増加している．今回，
下血やイレウスなど，多様な症状から診断・治療に至った2例の小腸リンパ腫を提示
し，文献的考察を加えて報告する．

052（消）
メトトレキセート長期使用中に発症した小腸びまん性大細胞型B
細胞性リンパ腫の1例
1北海道大学病院　光学医療診療部、2北海道大学病院　消化器内科、
3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、小野　尚子2、田中　一光3、井上　雅貴3、木脇　佐代子3、
松田　可奈3、津田　桃子1、山本　桂子1、高橋　正和1、中川　学1、
中川　宗一1、清水　勇一1、坂本　直哉1,2,3

【症例】40歳代、女性　【主訴】黒色便、ふらつき　【現病歴】2003年から全身性エ
リテマトーデス（SLE）の診断で、当院外来でステロイドとメトトレキサート （MTX）により加
療中であった。2018年9月より黒色便とふらつきが出現し、貧血を認めるも上下部内視
鏡検査、造影CTで明らかな異常所見  無く、アスピリンの休薬と絶食で軽快した。そ
の後も貧血が持続したため小腸精査目的に当科紹介となり、10月初旬にカプセル内視鏡
（CE）を施行された。CEでは十二指腸水平脚の一部に粘膜不整を認め、上部空腸
にびらんを1箇所認めるのみで  あった。その後、黒色便は認めなかったが、11月中旬
に黒色便、下血、ふらつきの増強を認め、当科へ入院となった。【入院後経過】Hb 
8.4 g/dLと高度の貧血を認め、小腸出血を疑い再度CEを施行した。上部小腸に暗赤
色の液体貯留を認めたため、経口的小腸ダブルバルーン内視鏡を施行した。十二指腸
下行脚から空腸に多発潰瘍を認め、そのうち1つは亜全周性を呈する大きく深い潰瘍で
あった。生検でびまん性大細胞型B細胞性リンパ腫の診断となり、臨床経過から医原
性免疫不全症関連リンパ増殖性疾患の可能性が疑われた  。また、CMV感染も合併し
ていた。　【考察】MTXを含む免疫抑制薬治療中にリンパ腫/リンパ増殖性疾患が発
生した場合、医原性免疫不全関連リンパ増殖性疾患あるいは免疫抑制薬関連リンパ増
殖性疾患と分類される。発生部位は、リンパ節と節外病変がほぼ半数ずつであり、節
外病変では消化管・皮膚・ 肺・軟部組織に多く認められている。消化管病変では穿
孔例の報告もあり、通常のDLBCLよりも予後が悪いとされている。また、膠原病患者
ではNSAIDsやステロイド、アスピリンの併用症例が多く、CMV感染なども潰瘍増悪や出
血に影響を及ぼしうる。SLEに対してMTX長期投与中に短期間で進行した小腸悪性リ
ンパ腫の1例を経験したため、その後の経過を含め文献考察も併せて報告する。
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053（消）
小腸腸間膜原発のデスモイド腫瘍の一例
1札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科
○金澤　あゆみ1、奥谷　浩一1、沖田　憲司1、西舘　敏彦1、秋月　恵美1、
碓井　彰大1、浜部　敦史1、里吉　哲太1、藤野　紘貴1、竹政　伊知朗1

【はじめに】デスモイド腫瘍は線維組織腫瘍の一つで、組織像は良性であるが浸潤性
発育・局所再発を示すことから臨床的には良悪性中間的軟部腫瘍に位置づけられ
る。腹壁発生が多く腹腔内発生は稀とされている。今回我々は、小腸腸間膜に発
生したデスモイド腫瘍を経験したので報告する。【症例】33歳女性。神経線維腫症
I型の既往があり、31歳時に子宮筋腫核出術、32歳時に縦隔神経線維腫切除術
を施行された。神経線維腫症I型のフォロー中に施行した腹部CT検査にて回盲部
腫瘍を認めた。同腫瘤は造影効果を伴わない70mm大の不整形で、内部構造は不
均一だった。下部消化管内視鏡検査では盲腸に30mm大のSMT様の隆起性病変
を認めた。神経線維腫や回腸GISTを鑑別疾患として手術を施行した。【手術】単
孔式腹腔鏡下回盲部切除術を施行した。手術時間は206分、出血量は少量で、
術後経過良好で第20病日に自宅退院となった。【病理組織学的所見】好酸性紡錘
形細胞が束状に増殖しており、腫瘍の主座は小腸間膜で、盲腸の固有筋層に連
続していた。免疫染色ではβ-catenin・α-SMAが陽性、S-100、c-kit、DOG1、
desmin、CD34 が陰性であった。Ki-67発現は1％未満で、デスモイド腫瘍と診断さ
れた。【考察】デスモイド腫瘍の発症頻度は100万人に2.4から4.3人で、さらにその中
で腹腔内発生は8%と非常に稀である。腹腔内デスモイド腫瘍において、発症リスク
は男性、手術・外傷・妊娠の既往後、家族性大腸腺腫症（FAP）の既往である。
平均年齢は40代半ばで、発生部位は小腸間膜が多いとされる。本症例は若年女
性でFAPの既往が無い、比較的稀な症例であった。術後2ヶ月経過して再発は認
めていない。しかし局所再発率が約10%であるとの報告があり定期的なフォローが重
要である。【結語】若年女性に発症した、腹腔内デスモイド腫瘍を経験した。局所再
発が高く、定期的な再発検索が必要である。

054（消）
肺癌化学療法中の小腸転移に対して手術を施行した2例
1イムス札幌消化器中央総合病院　外科
○三橋　洋介1、越湖　進1、松本　哲1、早馬　聡1、上　奈津子1、
田中　栄一1

【背景】肺癌の遠隔転移は剖検例の検討では頻度の高い順に、対側肺、肝臓、副
腎、腎臓、脳となっており、小腸転移は2.8-8.8%と比較的頻度が低い．肺癌の小
腸転移は閉塞、重積、穿孔などの腹部症状の発現を契機に発見されることがある．
また転移巣は小腸のみではなく、他部位に多発転移している場合が多い．【はじめ
に】今回われわれは、肺癌化学療法中の小腸転移2症例に対して手術を施行したの
で報告する．【症例および臨床経過】症例1）78歳男性．脳転移、仙骨転移を伴う
原発性肺扁平上皮癌で化学療法初回投与後の休薬期間中であったが、腹部全体
の激痛を主訴に紹介受診．受診時のCTで消化管穿孔と診断し、同日緊急手術を
おこなった．腹腔鏡を用いて小腸全体を観察すると回腸に複数の腫瘤を認め、その
うちの1箇所で穿孔を来していた．肺癌小腸転移による穿孔性腹膜炎と診断し、穿
孔部の小腸のみを小範囲切除した．術後経過は良好で術後第12病日に退院、前医
で化学療法を再開している．症例2）65歳女性．脳転移、多発骨転移を伴う原発
性肺腺癌で化学療法初回投与後の休薬期間中に、腹痛と嘔吐を発症した．精査
加療目的に当院を紹介受診．保存的加療を行ったが改善なくイレウスの診断で手術
治療を施行した．腹腔鏡を用いて小腸全体を観察すると、回腸に単発の腫瘤を認
め閉塞機転となっていた．また腫瘤と下行結腸の間には絞扼帯を形成しそれを軸に
小腸の捻転も伴っていた．肺癌小腸転移によるイレウスと診断し同部位を小範囲切
除した．術後経過は良好で術後第12病日に退院、前医で化学療法を再開している．
【考察および結論】多臓器多発転移を有する肺癌の予後は不良であり、症状を有
する小腸転移に対して小腸切除をおこなうことは緩和的治療の域にとどまるものと思
われる。しかし本症例のように経口摂取が可能となることでQOLの向上につながり、
また化学療法の再開という点での意義は大きい。肺癌化学療法中に有症状化した
小腸転移は比較的稀であるが、耐術可能であれば積極的に手術介入を考慮すべき
と思われた。

055（消）
抗EGFR抗体薬が奏効したRAS遺伝子野生型小腸癌の1例
1函館中央病院
○井上　達也1、笹木　有佑1、小沼　新1、廣田　ジョージョ1、紺野　潤1

【症例】40代女性。【現病歴】X-20年に潰瘍性大腸炎と診断され大腸全摘、回
腸人工肛門増設を行った。X-4年、回腸人工肛門部にびらんを認め生検にて中分
化型腺癌の診断となり当院外科で腸管切除、人工肛門再増設、リンパ節郭清を施
行した。X-3年CTで右鼠径部、右腋窩リンパ節への転移を指摘された。X-2年よ
りXELOX（カペシタビン+オキサリプラチン）療法を4サイクル施行したが治療後のCT
で腹腔内腫瘍の出現を認めた。RAS遺伝子検査を行ったところ野生型だったため
X年にFOLFOX（フルオロウラシル+オキサリプラチン）+セツキシマブ療法を6サイク
ル施行した。3ヶ月後のCTでは60％の腫瘍縮小を認め腫瘍切除、リンパ節郭清を
施行した。【考察】小腸癌は全悪性腫瘍の0.5%以下、全消化管悪性腫瘍のうちで
も5%以下で稀な疾患である。その希少性ゆえ、これまで十分な科学的根拠を基に
確立されている標準治療は存在しない。今回腹膜播種を有するRAS遺伝子野生型
小腸癌に対し、抗EGFR（Epidermal Growth Factor Receptor :上皮成長因子
受容体）抗体薬が奏効した症例を経験したため報告する。

056（消）
絞扼性イレウスで発症した成人消化管重複症に対し腹腔鏡補
助下小腸部分切除術を施行した1例
1市立函館病院　消化器外科
○岡本　行平1

絞扼性イレウスで発症した成人消化管重複症に対し腹腔鏡補助下小腸部分切除
術を施行した1例　【はじめに】消化管重複症は消化管に隣接して存在する先天性
奇形である。一般的には隣接する腸管と筋層を共有し腸間膜側に位置しているのが
特徴である。発生頻度は剖検率の0.02%と比較的稀な疾患であり小児期に症状を
呈し発見されることが多い。今回我々は56歳時に絞扼性イレウスで発症した成人消
化管重複症を経験したので報告する。【症例】56歳の男性。既往歴・腹部手術歴
はなし。起床時から1時間持続する腹痛と嘔気・嘔吐を主訴に当院救急搬送となっ
た。腹部は平坦で上腹部から臍周囲にかけて圧痛を認めた。血液検査では軽微な
炎症反応を認めるのみであった。腹部CTは右上腹部で腸間膜jを中心に小腸や上
腸間膜動静脈の分枝が回転し渦巻き状に描写されるwhirl signsを認め、小腸捻転
が疑われた。捻転腸管近傍では上腸間膜動静脈分枝が狭小化し粘膜面の造影効
果不良領域を認め少量の腹水を有していた。以上の所見より、小腸捻転に伴った
腸管虚血の診断で同日緊急手術を施行した。術中所見では、回腸末端から約15cm
の部分に憩室様の病変を認め、同部位を起点として小腸が捻転していた。捻転部
位の腸管壁の色調は不良であり虚血性変化が疑われた。捻転を解除し、病変を含
めて色調が不良な腸管を切除し、機械吻合を行い手術終了した。術後経過は良好
で術後5日目に退院となった。憩室様病変は回腸の腸間膜側に開口部を有し、粘
膜・粘膜下層・固有筋層を有していた。さらに隣接する小腸と固有筋層を共有して
おり重複腸管と診断した。【考察・結語】消化管重複症は無症状に経過することもあ
るが、消化管出血、腸重積、腸管狭窄、腸管閉塞、腹膜炎を呈して発症すること
が多い。多くは小児期に発症することが多いが、本例のように成人まで無症状で経
過する症例も報告されており、成人の腸管捻転の原因として消化管重複症も念頭に
置く必要がある。
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057（消）
鑑別に苦慮したダグラス窩内ヘルニア嵌頓によるイレウスの1例
1小樽掖済会病院　外科
○三浦　亮1、野田　愛1、中山　健太1、向谷　充宏1

患者は41歳女性。1年前に他院で難治性ベーチェット病疑いと診断されPSLを服用
中であった。腹部手術歴はなかった。今回、腹痛と嘔吐を主訴に前医受診、精査
加療目的に当院へ紹介となった。CTで小腸拡張、ニボー像を認めイレウスと診断、
骨盤内での狭窄機転が疑われたが原因は不明であった。経鼻イレウス管留置での
保存的加療を行うも改善せず、イレウス管造影では回腸末端付近での完全閉塞の
所見を認めた。索状物による癒着性イレウス、子宮広間膜ヘルニアなどの内ヘルニ
アや、既往・狭窄箇所から腸管ベーチェットによる小腸狭窄が鑑別に挙げられた。診
断・治療を兼ねての手術方針となり外科コンサルト、腹腔鏡下手術を予定した。腹
腔内を観察すると、ダグラス窩に嵌頓する回腸を認め、閉塞源と断定した。腸管を
愛護的に引き出し嵌頓を解除した。嵌頓はrichter型で腸管壊死所見は認めず、腸
切除は不要と判断した。嵌頓部の腹膜は欠損しており、これを鏡視下に縫合閉鎖
し手術終了した。ダグラス窩に生じた内ヘルニアの報告はこれまで10例程度にとどま
り、非常に稀な疾患である。CTやイレウス管造影が診断に有用との報告があるが、
本症例では後方視的に画像を確認しても診断に至ることは困難であった。稀ではあ
るものの、女性で骨盤内に閉塞機転を有する腸閉塞症例においては鑑別疾患とし
て念頭に置く必要があると考えられた。

058（消）
子宮広間膜裂孔ヘルニアによって生じた絞扼性イレウスの1例
1苫小牧市立病院
○松本　将吾1、得地　祐匡1、北潟谷　隆1、小林　智絵1、江藤　和範1、
山本　文泰1

今回我々は、初見では絞扼性イレウスの診断に至らなかった子宮広間膜裂孔ヘルニ
アの一例を経験した。症例は30代女性。開腹の既往は無く、子宮内膜症などの婦
人科疾患の既往も無かった。前日から続く下痢と、当日朝からの上腹部痛・嘔吐を
主訴に、当科外来を受診された。発熱は認めず、腹部は平坦・軟で腹部全体に
ごく軽度の圧痛を認める程度であり、血液検査でも特記すべき所見は無かった。急
性胃腸炎として制吐剤・鎮痛薬投与をおこなったが、腹痛や嘔気の改善を認めない
ため、腹部精査目的に造影CT検査を追加した。骨盤内小腸の軽度造影不良域を
認めたものの、腹水もなく、明らかな腸管虚血とは断定できなかったが、入院経過
観察とした。その後も腹痛は持続しており、翌朝には右下腹部の板状硬も出現して
いたため、腹部造影CT検査で再評価を行ったところ、前日の造影不良域の骨盤内
小腸は壁の菲薄化と腸管内腔の拡張を認め、腹水も多量に出現しており、絞扼性
イレウスに伴う小腸壊死の診断に至り、当院外科にて緊急手術を施行した。術中所
見では、右側の子宮広間膜異常裂孔に小腸が陥頓しており、約1メートルにわたっ
て小腸壊死を認めたため、壊死小腸を切除した。術後経過は良好であった。子宮
広間膜裂孔ヘルニアは、子宮広間膜欠損部をヘルニア門として生じる内ヘルニアの
一種である。そのため、本例のように開腹歴のない女性にも絞扼性イレウスを来たす
ことがあり、絞扼性イレウスの鑑別疾患として重要であるが、比較的稀な疾患であり、
診断に難渋することも多い。子宮広間膜裂孔ヘルニアの典型的なCT所見や臨床
像について、若干の文献的考察を交えて報告する。

059（消）
難治性巨大結腸症に対して盲腸瘻を造設し，脱気と排便目的
に経胃瘻的腸用カテーテルを挿入した一例
1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、霜田　佳彦1、多谷　容子1、松本　美桜1、堀本　啓大1、
馬場　麗1、武藤　修一1、木村　宗士1

【症例】60歳代　男性　【主訴】嘔吐，腹部膨満【現病歴】統合失調症で前医に長
期入院されていたが，某年8月下旬に頻回の嘔吐があり，当院に精査加療目的に救
急搬送となった．【経過】各種画像検査では胃と十二指腸の拡張および結腸の著明
な拡張を認め，当初は上腸間膜動脈症候群が疑われたが，大動脈ー上腸間膜動脈
分岐角に異常は認められなかった．上部消化管造影検査では十二指腸水平脚の広
範囲に渡る腸管外圧迫所見を認め，巨大結腸症を呈した横行結腸による十二指腸
水平脚の圧排によるものと考えられた．排便排ガスコントロールでの巨大結腸症の治
療を開始した．浸透圧下剤やポリエチレングリコール製剤などを用いたが，効果に乏し
く，腸管内圧の上昇に伴う腸管気腫像を呈し，下部消化管内視鏡での脱気を必要
とすることもあった．薬物でのコントロールは不良と判断し，手術療法も提示したが，ご
家族から侵襲度の面から拒否があったため，内科的な加療を続ける方針となった．経
肛門的イレウス管を挿入することで横行結腸ガスがやや改善を示し，経腸栄養開始
後も嘔吐を認めなかったことから持続的な腸管脱気が有効と考えられたため，盲腸瘻
を造設しそこから経胃瘻的腸用カテーテルを横行結腸に留置した．腹部X線画像で
は著明な改善は認められなかったが，諸症状は改善傾向を示した．【考察】巨大結
腸症は，拡張した結腸により，イレウスや周辺臓器の圧迫を引き起こし，さらには腸管
内圧上昇により腸管感染症に陥り，死に至る場合もある疾患である．今回は嘔吐の
原因と考えられた巨大結腸症に対して，盲腸瘻造設および横行結腸にカテーテルを
留置し，症状の改善を得た一例を経験した．薬物抵抗例の根治術は結腸摘出術と
なるが，本症例のような手術困難例もしくは全身状態不良例の巨大結腸症に対する
治療選択肢として盲腸瘻造設およびカテーテル留置は有用なものと考えられた．

060（消）
右側結腸に生じ狭窄をきたした虚血性大腸炎の一例
1市立札幌病院　消化器内科
○古川　理紗子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】40歳代、男性。【主訴】腹痛、下血。【既往歴】末期腎不全。【現病歴】
7年前より他院にて維持透析を開始されていたが、続発性副甲状腺機能亢進症の
ため、当院で副甲状腺摘出術を施行された。術後1日目に腹痛が出現したがCTで
特記所見を認めなかった。3日目から、毎分130前後の頻脈が持続し、FreeT4 4.85 
ng/mLと甲状腺ホルモン上昇がみられ、術後甲状腺機能亢進症の診断となり、プ
ロプラノロール投与が開始された。同時に黒色便が出現し、消化管出血の疑いで上
部内視鏡検査を行ったが、特記すべき所見を認めなかった。9日目に腹痛が増悪し、
CTでは上行結腸から横行結腸肝彎曲まで広範囲に周囲脂肪織濃度上昇を伴っ
た浮腫性壁肥厚を認め大腸炎の所見であった。下部内視鏡検査で横行結腸肝彎
曲に全周性の潰瘍を認め、同部位の生検から虚血性腸炎の診断となった。絶食・
補液での保存的治療が開始され、腹痛は改善傾向であったが、14日目に大量下血
があり、造影CTで上行結腸から動脈性出血を認めたため動脈塞栓を施行した。症
状軽快後の下部内視鏡検査では、横行結腸に長さ1 cm、径5 mmの狭窄を認め
た。バルーン拡張を施行したのち第40病日に退院となった。【考察】虚血性腸炎は、
腹痛、下血、下痢などで発症し、腸管虚血性病変を主体とする症候群である。左
側結腸に多くみられるが、右側結腸での発症は26％との報告がある。右側結腸の
場合には、虚血性心疾患や慢性腎不全などの血管側因子を基礎疾患として持ち、
潰瘍が深く、壊死型や狭窄型が多く、手術が必要となる症例や死亡率が高いことが
特徴とされている。本症例も右側結腸に発生した虚血性腸炎であり、慢性腎不全を
基礎疾患に持ち、全周性の潰瘍後の狭窄や動脈性の出血を来した点で、既報の
特徴と合致する所見であった。また甲状腺機能亢進症には中枢神経や心臓の虚血
性疾患の合併が知られるが、腸管壁の血流障害を増悪した可能性が示唆された。
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061（消）
腸重積様の変化を呈した結腸脂肪腫の一例
1JCHO札幌北辰病院　消化器内科、2JCHO札幌北辰病院　外科、
3JCHO札幌北辰病院　放射線診断科、4JCHO札幌北辰病院　病理診断科
○西村　友佑1、山田　錬1、寺下　勝巳1、高木　智史1、矢部　沙織2、
奥村　一慶2、下國　達志2、西川　眞2、中川　隆公2、高橋　昌宏2、
山口　晃典3、吉川　裕幸3、中西　勝也4

【症例】70歳代、男性 【既往歴】高血圧症 【現病歴】1週間ほど持続する腹痛、下
痢に加え、下血をきたしたため当科を受診され、精査加療目的に入院となった。【臨床
経過】造影CTでS状結腸の内腔を占拠するような直径100mm程の腫瘤性病変を認め、
target signを呈していた。内部はほぼ均一な低吸収域だが、一部は不均一で腫瘤内へ
の血管の進入も認めた。腹部エコーでは腫瘤の根部に30mmのstokeを認め、血流が豊
富であった。stokeの部分でS状結腸が腫瘤に向かって腸重積様に陥入していることが疑
われた。下部消化管内視鏡検査ではS状結腸に赤紫色調の上皮成分に覆われた球状
の腫瘤性病変を認めた。表面は平滑でstokeを伴っていた。同時に施行したガストログラ
フィン造影ではカニの爪様の造影欠損像を認めたが腸重積はきたしておらず、腫瘤は可
動性があり病変より口側も観察することが可能であった。腸管MRIでは、腫瘤の内部は
T1強調画像とT2 強調画像で高信号、脂肪抑制T1強調画像では低信号を呈した。以
上から脂肪成分に富んだ腫瘍であることが示唆されたが、分葉構造などの不均一な信号
強度など悪性腫瘍を示す所見は認めなかった。大腸CTでもS状結腸に有茎性の腫瘤
性病変を確認した。これらの結果から結腸脂肪腫の可能性が高いと診断したが、脂肪
肉腫も完全には否定できなかった。下血をきたしていたことや腸閉塞のリスクもあること、ま
た確定診断目的も兼ねて腹腔鏡補助下に腫瘤の摘出を行った。直径100mmの有茎性
腫瘤で、表面の一部に出血や壊死を認め、割面は均一な黄色調であった。病理組織
学的には粘膜下層由来の異型に乏しい成熟脂肪細胞の分葉状増殖を認め、脂肪腫の
診断であった。【考察】結腸脂肪腫は比較的まれな良性疾患である。無症状で経過する
症例も多いが、下血や腹痛、貧血などの精査で発見された症例、腸重積を呈した症例
も報告されている。治療を要する場合は可能な限り低侵襲な治療が望まれるが、脂肪腫
と同様に表面平滑な球状を呈する高分化型脂肪肉腫との鑑別が困難なことがある。

062（消）
術前診断が困難であった劇症型Clostridium difficile腸炎に
よる著明な結腸狭窄に対して結腸亜全摘術を施行した1例
1北海道大学大学院医学研究院　消化器外科学教室I、
2北海道大学　病理部・病理診断科
○原田　拓弥1、本間　重紀1、吉田　雅1、川俣　太1、市川　伸樹1、
柴崎　晋1、大塚　拓也2、三橋　智子2、武冨　紹信1　

症例は54歳、男性。突然の腹痛を主訴に近医受診し、腹部CTにて巨大結腸症
および門脈気腫を認めた。劇症型潰瘍性大腸炎も考慮され、入院となった。保存
的加療を開始したが、改善傾向に乏しく、当院消化器内科紹介転入となった。転
院後、抗菌薬投与のみで気腫性病変は速やかに消失したが炎症高値は遷延した。
経過中にイレウス症状と下痢を認めClostridium difficile （以下、CD） toxin陽性と
なったためMNZを6日間投与しCD toxinの陰性化を確認した。その後も炎症反応改
善なく、入院後19日目に施行した下部消化管内視鏡で全結腸に亜全周性の潰瘍を
認めた。生検の結果、炎症性腸疾患は否定的であった。炎症は徐々に改善傾向
にあったが、腹部CTにて20 cmに渡る広範囲な横行結腸狭窄を認めた。入院後39
日目施行の下部消化管内視鏡では同部位の狭窄増悪を認め、スコープ通過は不可
能であった。虚血性腸炎の可能性もあり、完全狭窄も危惧されたことから、入院後
49日目に結腸亜全摘、回腸下行結腸吻合術を施行した。術後経過は良好で、合
併症無く術後18日目に退院となった。病理組織学検査では、悪性所見は認めず、
非特異的な貫通性の腸炎の組織像を示し、劇症型CD腸炎によるものが考えられ
た。CD腸炎の多くは内科的治療にて治癒するが3～8 %は劇症型CD腸炎に移行
し、高い死亡率を示す。一方で、劇症型CDは多様な症状を示し、早期診断は難
しい。著明な結腸狭窄を契機に結腸亜全摘施行し救命し得た劇症型CD腸炎を経
験したため報告する。

063（消）
大腸憩室出血に対して内視鏡的止血術施行後、急性腸炎を
発症し一時急性呼吸窮迫症候群となるも救命し得た1例
1JCHO北海道病院　消化器科
○山形　優友1、馬場　英1、古家　乾1、池田　明洋1、小泉　忠史1、
定岡　邦昌1

【症例】80才代、男性 【現病歴】2011年より大腸憩室を指摘、2015年に1度血便
があり下部消化管内視鏡施行したが、活動性出血は認められず経過観察となって
いた。2018年2月の午前3時、4時、6時に血便が出現、その後も2回血便があった
ため当科受診、精査加療目的のため同日入院となった。【現症】血圧95/81mmHg、
肉眼的に貧血あり、歩行不安定 【入院後の経過】入院日に腹部造影CTを施行した
ところ，上行結腸憩室からの活動性出血を認めた。下部消化管内視鏡を施行したと
ころ、上行結腸の憩室2か所からの出血を認め、クリップ計14個で止血した。第3病
日には再出血を認め再度クリップで止血、第4病日にも再出血があったため下部消化
管内視鏡を施行したところ、以前は見られなかった粘膜浮腫・偽膜性病変を認めた。
出血部に対してクリッピングを試みたが、憩室が深くクリッピング困難であったため高張
Naエピネフリン局注にて止血、また赤血球4単位を輸血した。以降再出血はみられな
かったが水様便・発熱が継続、CRPも徐々に上昇し第13病日には12.75と高値を認
め、第4病日の大腸粘膜生検結果から急性腸炎が疑われた。抗菌薬治療を開始した
が、第15病日には呼吸困難が出現、胸部X線にて右肺門部から広がる浸潤影を認
めたため、気管挿管し人工呼吸器を装着した。ARDS治療に準じてmPSL・好中球
エラスターゼ阻害薬を投与、抗菌薬はメロペネムに変更した。その後酸素化・胸部X
線像は改善、第17病日に抜管したが呼吸状態悪化はみられず、下痢についても整
腸剤投与で改善した。第50病日に退院となった。【考察】内視鏡的止血術の合併症
としてのARDSは稀であり、検索した範囲内では過去報告がなかった。またガイドライ
ンによれば憩室出血が保存的治療で自然止血する割合は73-88%であり，患者の重
症度や全身状態．内視鏡処置自体の合併症を考慮して，適応を検討する必要があ
る。【結語】憩室出血が疑われる症例では、重症度を評価したうえで内視鏡的止血
術を施行するか判断し、施行する際には合併症に留意する必要性がある。

064（消）
内視鏡的止血困難な消化管出血に対して経カテーテル的動脈
塞栓術（TAE）を施行した2例
1製鉄記念室蘭病院　放射線科、2製鉄記念室蘭病院　外科、
3製鉄記念室蘭病院　消化器内科・血液腫瘍内科
○湯浅　憲章1、サシーム　パウデル2、仙丸　直人2、村松　丈児3、
佐賀　潤也3、安部　智之3、前田　征洋3

【はじめに】消化管出血で内視鏡的止血困難例に対してはTAEが選択される。その際に
主に金属コイルが選択されるが、今回ヒストアクリルを用いた2例を報告する。【症例1】70
歳代男性、横行結腸癌術後の縫合不全へ再手術、その後十二指腸潰瘍出血を認め内
視鏡的に二度凝固止血されたが再々出血し、CTで十二指腸水平部に造影剤漏出像を
認めたのでTAEの方針となった。上腸間膜動脈からの下膵十二指腸動脈造影で造影剤
漏出像を認め、分枝を順次造影し最終的に責任動脈へ到達できたが末梢が細く出血点
まで到達困難、同部でのコイル塞栓は近位のみの塞栓となり（膵頭十二指腸領域は腹腔
動脈と上腸間膜動脈の二重支配であることからも）止血不完全と予測されたので、（事前
に説明と同意を得ていたが）液状塞栓物質であるヒストアクリルとリピオドールの1：3混合液
0.2mlを緩徐に注入し止血できた。腹腔動脈からの胃十二指腸動脈も造影し造影剤漏出
像無しを確認し終了した。以後、再出血や（十二指腸穿孔・狭窄や膵炎など）の合併症
無く経過している。【症例2】80歳代男性、慢性腎不全で透析中、血便・体動困難で
受診され内視鏡で上行結腸・盲腸憩室出血と診断され内視鏡的に二度clippingされた
が再々出血し受診、CTで造影剤漏出像を認めたのでTAEの方針となった。上腸間膜
動脈造影で右結腸動脈領域に造影剤漏出像を認めたので順次造影し責任動脈である
上行結腸の直動脈まで到達できたが、末梢が細く出血点まで到達困難、同部でのコイル
塞栓は直線的に留置され近位へ逸脱し止血不十分のみならず辺縁動脈や他の直動脈
を塞ぎ腸管虚血・狭窄が懸念されたので、（事前に説明と同意を得ていたが）液状塞栓
物質であるヒストアクリルとリピオドールの1：4混合液0.3mlを緩徐に注入し止血できた。以
後、再出血や合併症無く経過している。【考察・結語】ヒストアクリルは速効性・持続性が
あり（凝固能破綻例など）緊急止血などには有用だが、血管内投与が認められておらず十
分な説明と同意が必要、さらに合併症回避のため注入量や濃度にも注意が必要である。
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065（消）
上腸間膜動脈（SMA）関連疾患を消化器内科医が見ることに
なった2症例
1北海道医療センター　消化器内科
○武藤　修一1、米村　洋輝1、霜田　佳彦1、多谷　容子1、松本　美櫻1、
堀本　啓大1、馬場　麗1、木村　宗士1　

症例1。53歳男性。夕食後強い上腹部痛にて夜間急病センター受診。急性腹症と
診断され、2次救急当番であった当科紹介。造影CT検査でSMAの起始部から第2
分岐枝まで動脈解離を認めた。心臓血管外科当番医へコールすると、血流が保た
れており緊急バイパス手術の適応はないとのことで、状態悪化がない限り当科で管
理するということになった。翌日改めて、心臓血管外科に依頼し転科となった。患者
は保存的加療にて軽快した。症例2。58歳女性。1ヶ月前に蕁麻疹。改善したが
その後から調子が悪く歩くのも困難という症状となっていた。特に腹部に症状はない
が、不調の原因検索に当科に受診された。CRP14.9と高値でありスクリーニング造
影全身CT検査を行うとSMA周囲の脂肪織濃度が高く、腸間膜脂肪織炎が疑われ
た。抗生剤投薬のみで炎症所見も不調も改善し退院した。1ヶ月後に、外科で大
腸癌術後のスクリーニングCT検査を行うと、脂肪織炎部位に動脈瘤が確認された。
数日前より腹痛を認めていた。外科より、当科での加療を依頼された。心臓血管
外科、循環器内科、放射線科にコンサルトしたが、治療は特にないとのことで結果、
当科で経過を見ることとなった。降圧薬にて症状改善。再びいろいろな科に相談し、
IVRで動脈瘤に対してコイル塞栓を行い、退院となった。【考察】SMAの解離のほ
とんどは、抗血栓療法、血圧の制御、鎮痛にて保存的に経過を見ることができる。
側副血行路により血流が保たれるためである。また、SMAの孤立性動脈瘤は、外
傷や感染、遺伝的疾患を背景に形成される。無症候性であれば直径が2.5cm以下
なら破裂の可能性はとても低い。しかし、症候性の場合は治療を適時考えるべきとさ
れる。SMA関連疾患は、各科のはざまの疾患であることを認識した。

066（内）
消化管内視鏡検査を契機に発見された前立腺癌の一例
1旭川赤十字病院
○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、石川　千里1、阿部　真美1、長谷部　千登美1

【症例】60歳台、男性。体重減少と下痢を主訴に前医を受診した。前医で施行し
た上部内視鏡検査では胃壁の進展不良を認め、生検で低分化腺癌を認めた。ま
た下部内視鏡検査で直腸に腫瘍を疑う所見を認め生検を施行、内視鏡は通過でき
ない状態であった。直腸からの生検でも胃生検と同様に低分化腺癌を認めたため、
原発臓器精査や重複癌の可能性も含めて精査目的に当科紹介となった。受診当日
に採血と造影CTを施行、CEA・CA19-9といった腫瘍マーカーは正常範囲であっ
たが、PSAは726と著明に増加していた。また造影CTでは前立腺の著明な腫大を
認め直腸・膀胱との境界が不明瞭となっており、直腸病変に関しては前立腺癌の
直腸浸潤の可能性も考えられた。また胃体上部から中部にかけて胃壁肥厚を認め、
上部内視鏡で指摘された胃内病変と考えられた。癌性腹膜炎を疑わせる腹水と腹
膜肥厚を認め、リンパ節転移も多数に認められた。入院後に下部内視鏡検査を施
行、直腸Rbあたりから全周性の浮腫状に変化した直腸粘膜を認め生検を行ったが、
内視鏡は何とか通過できる状況であった。下部内視鏡の翌 日々に上部内視鏡を施
行したが、胃壁の進展不良と変形を部分的に認め、同部位より生検を行った。い
ずれの病変からも低分化腺癌の所見が認められたが、免疫染色からはPSAはともに
陽性となり、画像所見と合わせると胃と直腸の病変は前立腺癌の直腸浸潤と胃転
移が示唆された。当院泌尿器科にコンサルトし、前立腺癌の直腸浸潤と胃転移の
診断で治療を開始いただいている。【考察】前立腺癌の直腸への直接浸潤は直腸‐
前立腺間に存在するDenonvillier筋膜が障害となる事から比較的稀で、初発例の
3.1％、再燃例を含めると6.2％程度と言われている。また本症例の様に胃に転移をき
たした前立腺癌も非常に稀で転移性胃腫瘍の0.4％程度とも言われている。今回は
前立腺癌の直腸直接浸潤と胃転移をともに認める非常に稀な症例を経験したので、
若干の考察も含めて報告する。

067（内）
ERCP後に本邦初のカルバペネマーゼ産生大腸菌感染が判明
した急性胆管炎の1例
1市立札幌病院　消化器内科、2市立札幌病院　感染症内科
○村井　太一1、古川　理紗子1、松田　千佳1、板谷　一史1、曽根　孝之1、
小池　祐太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、児玉　文宏2、永坂　敦1,2、西川　秀司1

【はじめに】近年欧米で内視鏡検査・治療を受けた患者に薬剤耐性菌の感染が確認され
たとの報告があり話題となっている。今回急性胆管炎に対してERCPを施行し、本邦初
のOXA-48型カルバペネマーゼ産生大腸菌（CPE）が検出された1例についての経過お
よび使用した内視鏡と洗浄室の環境培養について報告する。【症例】80歳代、女性。
嘔気、胸苦が出現し他院受診。肝胆道系酵素の上昇を認め、精査加療目的に当科紹
介初診、同日入院となった。画像検査所見にて胆泥による急性胆管炎が疑われ、血液
培養採取後に絶食、補液、抗生剤（スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム）による
治療を開始した。入院2日目にERCPを施行し胆泥を除去した。入院4日目に血液培養お
よび胆汁培養より多剤耐性のCPEに感染していることが判明した。感受性検査ではカル
バペネムMIC≦1であることから、抗生剤をカルバペネムに変更した。耐性遺伝子の伝播の
リスクが高いと考え、個室隔離および面会制限を行った。経過良好のため、感染予防に
関する生活指導を行い入院6日目に退院となった。本症例に使用したすべての内視鏡が
他患に使用されていないことを確認した上で使用中止とし、洗浄後の内視鏡の各部の培
養、洗浄室の培養を提出したところ、排水口の配管からCPEが検出された。遺伝学的
解析をすると、本邦初のOXA-48型CPEであることがわかった。糞便からもCPEが検出
され、腸管内に保菌していると考えられた。同時期に入院していた同じ病棟の他患の便
培養を施行したがCPEは検出されず、院内伝播は確認されなかった。詳細な問診を追
加したが感染経路は特定できなかった。【考察】CPEはこれまで海外の報告例が多かっ
たが、近年本邦においても院内伝播事例などがあり臨床的に問題となっている。CPEは
糞便を介した接触感染が主な感染経路と推定されており、今回糞便および内視鏡洗浄
室でCPEが検出されたことから関係各所と連携して早期に培養結果等を確認し、適切な
感染対策を講じないとCPEパンデミックは容易に起こり得ると考えられた。

068（消）
肝細胞癌術後に認められたdesmoid-type fibromatosisの1切
除例
1旭川医科大学　内科学講座　病態代謝内科学分野
○大竹　晋1、太田　雄1、玉木　陽穂1、岡田　充巧1、麻生　和信1、
鈴木　裕子1、岩本　英孝1、山北　圭介1、高橋　賢治1、北野　陽平1、
和田　佳織利1、太田　嗣人1

【症例】68歳、女性。【現病歴】X-26年前にB型肝炎にて、通院治療が開始され
た。X-4年前に肝S7に18mm大の初発の肝細胞癌を認め、TACE及びRFAを施
行した。X-3年前に肝S8に22mm大の肝細胞癌の局所再発を認め、肝S8部分切
除術を施行し、以降外来通院されていた。X-1年6月にCTにて腹腔内に19mm大の
境界明瞭な腫瘍を認めた。X-1年12月増大傾向を示し、腫瘍精査目的にX年3月に
入院となった。【検査成績】血液検査では肝胆道系酵素や腫瘍マーカーの上昇はな
かった。上下部消化管内視鏡検査でも異常は認められなかった。腫瘍は、CTでは
28mm大の造影効果の乏しい腫瘤で、MRIでT1、T2強調像で均一な中間信号を
認め、拡散強調像では高信号を呈した。PET-CTでは同腫瘍はSUV max 2.4の
集積で悪性度の高い所見ではなかった。
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069（消）
保存的治療で軽快した重症血友病A患者の特発性腹腔内出
血の一例
1札幌北楡病院　外科
○服部　優宏1、佐藤　正法1、後藤　順一1、高橋　宏明1、久木田　和丘1、
目黒　順一1、米川　元樹1

【症例】38歳男性。重症血友病Aの診断で、1996年（17歳）に血液凝固第VIII因
子製剤の自己注射を開始し、1998年（19歳）に当院血液内科での受診を開始。外
来では、Hbが14-15g/dl、APTTが50-70秒台、第VIII因子活性が2-6%を上下し
ていた。不定期に足関節内出血や臀部皮下出血を発症していた。2018年3月18日
より腹痛出現し、症状おさまらず3月20日当院消化器科受診。Hb9g/dlまで低下して
いたためCT検査施行。腹腔内の血腫を疑う所見と小血管から造影剤がactiveに流
出している所見を認めた。外傷、腹部打撲などの誘因はなく、第VIII因子活性の
低下からの特発性腹腔内出血と診断した。血圧は110-120台と安定していたため、
安静入院とし、第VIII因子製剤の投与とRBC4単位輸血した。その直後第VIII因
子活性は50%台まで上昇しAPTTは36秒まで低下した。第VIII因子製剤を持続静
注しAPTTを40秒以下に維持するようにモニタリングし、第VIII因子製剤の投与量
と頻度を調整した。貧血は進行せずHbは9-10g/dlで安定した。入院14日目のCT
で血腫は限局化していた。17日目に退院となる。【考察】血友病患者の自然出血は
関節や軟部組織ではみられることはある。外傷などの誘因なく自然に腹腔内出血を
発症した血友病A患者は非常に稀であるが報告例がある。貧血や血圧低下が進行
性で初期輸液・輸血に反応しないnon-responderの場合は血管造影による塞栓療
法や外科的治療が選択肢に上がるが、出血や止血困難のリスクも大きい。第VIII
因子活性濃度は結果をすぐに確認することが困難なためAPTTでコントロールするこ
とが必要とされる。【結語】重症血友病A患者の特発性腹腔内出血に第VIII因子
製剤の持続静注で加療し、侵襲的治療なく治癒した症例を経験した。

070（消）
原発不明がんによる
Pulmonary tumor thrombotic microangiopathyの一例
1北海道がんセンター　消化器内科、2北海道がんセンター　病理科
○永島　裕之1、佐川　保1、三浦　翔吾1、和賀　永里子1、濱口　京子1、
藤川　幸司1、高橋　康夫1、野口　寛子2

【症例】60代　男性【既往歴】糖尿病、脳梗塞、高血圧、高脂血症、逆流性食
道炎【現病歴】咳嗽を自覚し、近医を受診した。胸部CTで細気管支炎の所見を認
められた。腹部CTで肝に多発low density areaを認め、その他肝門部、傍大動
脈リンパ節の主張を認められた。肝腫瘍精査のため平成30年X月Y日当院紹介入院
となった。血液検査では軽度の炎症反応の上昇と、FDPの上昇を認められた。腫
瘍マーカーはシフラの軽度上昇を認めた。CEA, CA19-9, AFP, PIVKAの上昇は
認めなかった。Dynamic CTでは動脈相で濃染、平衡相でのwash outは認められ
ず、HCCは否定的であった。転移性肝腫瘍、もしくは胆管細胞がんが考えられた。
X月Y+1日から酸素飽和度が90%以下に低下した。Y＋2日に胸部CTを撮影したと
ころ両葉に気管支拡張像の悪化を認められた。心エコーでは著名な肺動脈圧の上
昇を認め高度の肺高血圧症の所見であった。以上の所見からPulmonary tumor 
thrombotic microangiopathy （PTTM）と診断された。診断のため肝生検を考慮し
ていたが、呼吸状態が急激に悪化し、Y＋10日永眠された。【病理解剖結果】大小
充実泡巣状をとって増殖する低分化腺癌を肝臓、両肺、全身リンパ節、腹膜、横
隔膜、椎体骨、左副腎に認められた。両肺には多発転移と共に、抹消の少動脈お
よび最血管に内膜の線維細胞増殖を伴う腫瘍塞栓が広範囲に認められPTTMと
診断されたCK7陽性であったが、臓器特異性のあるCK20, TTF-1, ER, GATA3な
どは陰性であった。抹消の門脈にも腫瘍栓を認めた。原発巣の特定はできず、原発
不明がんと診断された。【考察】PTTMは急速進行性の呼吸不全や肺高血圧症を
呈し，本症例のように初発症状が低酸素血症および肺高血圧症による呼吸困難で
急激な経過をたどる。生存期間は数日から数週間と非常に短い。悪性腫瘍剖検例
の0.9-3.3%に認められており、原疾患も胃がん等が多く、90.5%がadenocarcinoma
と報告されている。消化器悪性疾患を扱う医師にも必須の疾患と思われた。

071（消）
胃癌・腹膜播種にニボルマブが著効した1例
1斗南病院　腫瘍内科
○藤井　祥平1、辻　靖1、神　崇志1、高山　歳三1、本間　理央1、
杉山　絢子1、平山　眞章1

免疫チェックポイント阻害薬は、近年注目されている癌治療の1つである。今回、我々
は胃癌術後補助化学療法終了後の早期再発に対しニボルマブが著効した1例を報
告する。症例は57歳、男性。2017年5月、胃体下部の胃癌に対し他院で幽門側
胃切除術+Roux-en-Y再建が施行された。病理組織検査でpT4aN0M0 StageΙΙ
b（胃癌取り扱い規約第14版）であり術後補助化学療法の適応症例として、術後
補助化学療法目的に当科紹介となった。レジメンはXELOX療法を選択し、計8コー
スを完遂した。治療終了直後のCTで腹水を認めたため、腹膜播種を疑い、2018
年1月審査腹腔鏡を行った。術中所見では、腹腔内に少量の腹水と白色結節を複
数認めた。腹水の迅速細胞診は陰性であったが、白色結節の生検で、metastatic 
adenocarcinomaとの結果であり腹膜播種の診断となった。以上より術後補助化学
療法終了直後の早期再発の診断となった。再発後の治療として、2nd lineとして標
準的なパクリタキセル+ラムシルマブに当科で臨床研究を行っている腹腔内化学療法
（腹腔内パクリタキセル）を加えて開始した。計3コース施行したが、評価目的のCT
で両側胸水の貯留と癌性リンパ管症を疑う所見および、腹水の増悪を認めたため、
PDと判断した。そのため2018年5月から、ニボルマブに変更した。1コース終了後の
CTでは、両側胸水に変化は見られなかったが癌性リンパ管症の軽度改善が見られ
た。5コース終了後には、両側胸水の減少があり、癌性リンパ管症も著明に改善し
た。10コース終了後では、両側胸水・癌性リンパ管症、腹水ともに消失しCRとなっ
た。現在も治療継続中である。治療開始から現在まで、有害事象なく経過してい
る。　当科ではこれまでに胃癌全22症例に対しニボルマブを投与している本症例祖
含む当科での治療成績および文献的考察を含め報告する。

072（消）
大動脈炎症候群に併発し、メサラジン不耐であった潰瘍性大
腸炎の１例
1苫小牧市立病院　消化器内科
○保浦　直弘1、小林　智絵1、松本　将吾1、得地　祐匡1、北潟谷　隆1、
江藤　和範1、山本　文泰1　

症例は30代女性。2016年7月に大動脈炎症候群の診断とされ、ステロイド治療が開
始された。2017年8月にプレドニゾロンを10mgまで漸減した際に下痢・腹痛が出現し
当科紹介となった。初回の下部内視鏡では直腸から盲腸にかけてびまん性に血管
透見像は消失し細顆粒状粘膜を認めた。病理所見では炎症細胞浸潤や陰窩膿瘍
を認め、大動脈炎症候群に合併した全大腸炎型、軽症の潰瘍性大腸炎と診断し
た。潰瘍性大腸炎に対してメサラジンを開始したが、投与後から発熱、腹痛、嘔気、
嘔吐が出現した。下部消化管内視鏡では膿性液付着が目立ち初回検査時よりも増
悪していた。上部内視鏡でも幽門部を中心に発赤と出血が見られ急性胃粘膜傷害
の所見を認めた。メサラジン製剤の種類を変更して再投与を行ったが、同様の症状
が出現しメサラジン不耐の診断に至りメサラジン投与を中止した。その後臨床的に症
状が安定していたことから追加治療は行わず、経過観察の方針となっていた。しかし
その後もCRP高値が遷延、胸部不快感の訴えの出現などから大動脈炎症候群の悪
化が考えられ、両疾患の寛解導入目的に2018年4月にアダリムマブを導入した。腹部
症状の改善とともに排便回数減少を認めるも胸痛、CRP高値、CTにおいて大動脈
弓部の壁肥厚増悪を認めたため、大動脈炎症候群は増悪と判断した。2018年5月
にプレドニゾロン再増量に加えトシリズマブへの変更したところ、改善を認めた。現在
プレドニゾロン漸減中であるが、両疾患ともに臨床的寛解を維持している。大動脈炎
症候群は日本では患者数6000人と稀な疾患である。若い女性に多く、ステロイドや
免疫調整薬、抗IL6受容体抗体薬や抗TNFα抗体薬が有効である。大動脈炎症
候群の6.4%に潰瘍性大腸炎が合併し、潰瘍性大腸炎の先行例が多く、HLAB52
の陽性率が高いと報告されている。潰瘍性大腸炎加療中に原因不明の発熱や頸
部痛、胸背部痛を来した際には大動脈炎症候群を鑑別に挙げる必要があると考えら
れた。
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073（消）
肝細胞癌に対してレンバチニブ導入後破壊性甲状腺炎を呈し
た一例
1北海道大学病院　臨床研修センター、
2北海道大学大学院医学研究院　消化器内科学教室
○久々湊　雅1、重沢　拓2、鈴木　和治2、中村　晃久2、大原　正嗣2、
川岸　直樹2、中井　正人2、荘　拓也2、須田　剛生2、森川　賢一2、
小川　浩司2、坂本　直哉2

【背景】切除不能進行肝細胞癌を対象としたREFLECT試験の結果、レンバチニブ
が2018年3月に承認された。使用される機会が増加している一方で、実臨床での使
用はまだ短期間である。今回、我々は肝細胞癌に対してレンバチニブを導入した後、
破壊性甲状腺炎を呈した一例を経験したので報告する。【現病歴】症例は83歳男
性、糖尿病と高血圧のため前医通院中であった。2018年5月21日、全身倦怠感と
食思不振があり、精査にて肝腫瘍が指摘された。肝Dynamic CTで、肝左葉に径
10cm強の腫瘍及びVv3/Vp3の腫瘍栓を認め、肝細胞癌（StageIVA）の診断とな
り、加療目的に当科紹介入院となった。【経過】外科手術の方針となったが、手術
待機中にCDDP動注療法を施行した。しかし、動注後の評価CTにて肝右葉にも新
規病変が認められたため、手術不能と判断した。Child-Pughスコア6点、グレードA
であったため、レンバチニブ導入の方針となった。体重は73 kgであったが、高齢で
あるため一段階減量しレンバチニブ8mgで開始した。導入後4週目の血液検査にて
fT3:4.06 pg/ml、fT4:2.87 pg/ml、サイログロブリン:1218 ng/mlの上昇、TSH:0.07 
μU/mlの低下、TRAb:＜1.0 U/l、TSAb:96 %の陰性を認めた。甲状腺エコーで
は、甲状腺の腫大、血流の亢進は認めず、エコーレベルの不均一な低下を呈して
いた。以上の結果より、破壊性甲状腺炎の診断となった。現在、本邦でレンバチ
ニブの有害事象としての破壊性甲状腺炎は3例報告されている。比較的頻度の低
い有害事象ではあるが、定期的な甲状腺ホルモン検査が必要であることを示唆する
症例であり報告する。【結語】レンバチニブによる副作用では甲状腺機能低下症が
報告はされているが、実臨床での使用経験がまだ十分でなく、甲状腺ホルモンが上
昇した際には破壊性甲状腺炎も念頭において診療にあたることが肝要である。

074（消）
膵癌と胆管癌の鑑別困難例に与える遺伝子解析の意義
1札幌東徳洲会病院　消化器センター、2札幌東徳洲会病院　医学研究所、
3札幌東徳洲会病院　外科、
4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
○立花　史音1、杉山　雄哉1、岡田　哲弘2,4、笹島　順平2,4、富永　素矢1、
坂本　淳1、木村　圭介1、小野　裕介2、唐崎　秀則2,3、水上　裕輔2,4、
太田　智之1　

症例は70歳代男性。黄疸で発症し当院消化器内科に紹介となった。腹部造影CTで下部胆
管の狭窄とSMVの狭窄を認めた。EUSでは下部胆管とSMV近傍に低エコー域を認めたが両
者に連続性は認めなかった。術前には胆管癌と膵癌の鑑別に至らなかった。PPPD+SMV合
併切除を施行した。病理学的には膵内胆管壁に全周性の管状腺癌を認め、十二指腸および
周囲脂肪組織への直接浸潤が確認された。一方、これとは離れたSMV狭窄部に一致する膵
実質に同様の組織型を有する腺癌が確認され、さらに下部胆管の狭窄部近傍に胃型IPMNを
認めた。また、主膵管内に高異型、分枝膵管内に低異型の膵上皮内腫瘍性病変（PanIN）が
散在していた。これらをサンプリングし、targeted sequencing法により膵癌関連遺伝子の変異解
析を行ったところ、下部胆管、十二指腸・脂肪組織内の浸潤部、SMV近傍の腫瘍にはいず
れも、KRAS G12D, TGFR1 E499X, RBM10 R756X, RNF43 V50R変異が確認され、こ
れらは一連の病変と考えられた。さらに、主膵管内の高異形PanIN病変においてKRAS G12D
及びRNF43 V50R変異が検出され（TGFR1及びRBM10は野生型）、これらが上記浸潤癌に
先行するfounder cloneである可能性が示唆された。この解析結果を参考に、本症例は膵癌
と診断した。一方、IPMNではKRAS G12V, GNAS R201H変異を認め、分枝膵管内に分
布するPanINにはKRAS G12D, G12R, D12V変異がそれぞれ単独で検出された。以上より、
本腫瘍はIPMNを背景に膵内に多中心性に発生したKRAS変異病変（field carcinogenesis）
のうち、RNF43 V50R変異を獲得したクローンが主膵管ならびに膵内で拡がり、下部胆管と
SMV近傍膵実質を中心に浸潤病変を形成したものと考えられた。興味深い点として、遺伝子
変異のパターンから同一起源と考えられる病変が、膵内において飛び石状に分布し、このため、
術前画像診断において非連続的な病変として描出された点にある。膵癌の発生、進展過程を
考える上で示唆に富む症例と考え、文献的考察を加え報告する。

075（消）
当院にてESDで一括切除しえたスリット状の陥凹を伴う粘膜下
腫瘍様隆起性病変3例の検討
1KKR 札幌医療センター
○魚住　健志1、関　英幸1、菅井　望1、曽我部　進1、松園　絵美1、
嘉島　相裕1、藤田　淳1、鈴木　潤一1、鈴木　昭1、柳内　充1、
秋元　真祐子1

胃癌は上皮性の病変で通常はEGDを行うことでその存在を認識できる。また、異所
性胃腺が存在する場合には通常の上皮と比較して癌化のポテンシャルが高いと言
われている。しかし、異所性胃腺が粘膜下に存在する場合には、胃所性胃腺内に癌
が存在したとしてもEGDで癌を指摘することは難しい。今回当施設で経験したスリット
状の陥凹を伴う粘膜下腫瘍様隆起性病変で経過より悪性の可能性が否定できず、
診断的内視鏡治療を行った3例を検討し報告する。病変の局在は3例ともU領域で
あった。内視鏡像は粘膜下腫瘍様の隆起性病変であった。2病変は正常上皮に覆
われており、1病変はNBI併用拡大内視鏡で陥凹の内部および周囲に大小不同の
Villi様構造を認めた。陥凹からの生検では1例は腺腫疑い、1例は胃底腺型胃癌
疑い、1例はGroup1であったものの過去の内視鏡写真と比較して増大傾向および
形態変化を認めたために診断的治療目的にESDを施行した。最終診断はそれぞれ
内反性増殖を示す胃型腺腫、異所性胃腺に発生した胃底腺粘膜型胃癌、粘膜下
異所性胃腺であった。スリット状の陥凹を伴う粘膜下腫瘍様隆起性病変はしばしば
症例報告で散見され。その特殊な内視鏡所見の成り立ちについて考察されている。
1：胃粘膜固有層ヘルニアに発生した腫瘍、2：内反性増殖を呈する腫瘍、3：粘
膜下胃所性胃腺の開口吹き上げなどがその成因として考えられる。胃癌取扱い規約
第15版では成因1や2の場合であっても通常の胃癌と同様に扱い深達度を測定する
ことになる。しかし、同様の深達度であっても成因1と2を同等のリンパ節転移のリス
クのある症例として扱うべきかは議論の余地のあるところである当院で経験した3例は
いずれも同様な内視鏡所見を示しており、内視鏡所見および生検検体からの診断
は困難であった。Total biopsyとしてのESDが診断および病変の成り立ちの推定に
有用であった。

076（消）
当院における胃癌に対するニボルマブ（Nivo）投与の経験　－
当院のチーム体制を含めて－
1釧路労災病院　消化器内科、2釧路労災病院　腫瘍内科
○野澤　俊一郎1、小林　良充1,2、桜井　健介1、吉河　歩1、佐々木　塁1、
安孫子　怜史1、原田　一顕1,2、佐野　逸紀1、小田　寿1、宮城島　拓人1

【背景】胃癌に対するNivoの有効性が示され日常臨床でも広く使用されている一方、
免疫チェックポイント阻害薬は従来の化学療法と異なる免疫関連有害事象（irAE）
を有するため、適切な対応が求められている。【方法】2017年9月から、2018年10
月までに当科で胃癌に対してNivoを投与した18例につき、有効性・安全性につい
て後ろ向きに解析を行った。【結果】男女比は10:8、年齢中央値は67.5歳。PS 0/ 
1/ 2/ 3 （7/ 6/ 3/ 2）、治療ラインは2/ 3/ 4次治療以降がそれぞれ1例/11例/6
例であった。3例にPRを認め、奏効率は16.7%、病勢制御率は33.3%であった。ま
た、無増悪生存期間中央値は50日、全生存期間中央値は123日であった。免疫関
連有害事象（irAE）としては皮膚障害が5例（27.8%）と最も多く見られたが、全例で
Grade 1と軽症であった。その他、甲状腺機能障害が2例（11.1%）、間質性肺疾
患が1例（5.6%）にみられたが、いずれもGrade 2以下であった。また1例（5.6%）に
劇症1型糖尿病（Grade 4）を認めた。当院では免疫チェックポイント阻害薬を臨床導
入するにあたり予め連携チームを組織し、適正使用およびirAEへの対応を行ってい
る。チームは科や職種のみならず病院の壁を超え、当院に在籍しない糖尿病、内
分泌専門医の対応のため、釧路赤十字病院と連携している。甲状腺機能障害や
劇症1型糖尿病などは、同院への迅速なコンサルトにより適切な対応のもと病態を安
定させ、Nivoの投与再開が可能であった。【考察】胃癌に対するNivoは実臨床にお
いても臨床試験と同等程度の有用性が確認された。irAEには、発生率は稀ながら
致命的となる病態があり、また多分野にわたるため、各専門領域による適切な対応
を要するが、特に当院の様な地方では有害事象に関わる全ての科を有する病院は
必ずしも多くない。病院を超えた連携を有する当院の取り組みは、患者の安全確保
に有用と考える。
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077（消）
レンバチニブ投与における治療効果予測因子としての好中球リ
ンパ球比（NLR）の検討
1札幌医科大学
○石塚　理恵1、大須賀　崇裕1、田中　信悟1、坂本　拡基1、中村　元1、
石川　和真1、池田　裕貴1、吉田　真誠1、村瀬　和幸1、高田　弘一1、
宮西　浩嗣1、加藤　淳二1

【背景】2018年3月よりレンバチニブが切除不能肝細胞癌（HCC）に対して保険収載され
た。しかし、その治療効果予測因子は明らかではない。同じく分子標的治療薬であるソラ
フェニブの2つの第3相試験のプール解析の結果では、肝限局腫瘍、HCV感染、好中球・
リンパ球比（NLR）が低い症例で有意にソラフェニブの治療効果が高い結果であった。その
ため、レンバチニブでも同様の患者群で治療効果が期待出来ると考えられる。肝限局腫
瘍、HCV感染についてはレンバチニブのソラフェニブと比較した第3相試験で検討されてい
るが、NLR別の解析の報告はこれまでなく、レンバチニブで治療効果予測因子となりうる
か不明である。【方法】当院でレンバチニブを導入し、投与8週以降に1度以上治療効果を
判定できた8症例のNLR高低別の治療成績を後方視的に解析し、治療効果予測因子と
なり得るか検討した。【結果】既報に準じてカットオフ値をNLR=3としたところ、NLR low症
例が3例、high 症例が5例であった。mRECISTでNLR low症例は奏効率67%（3例中2
例）、病勢制御率100%（3例中3例）であった。一方で、NLR high症例は20%（5例中
1例）、病勢制御率60%（5例中3例）であった。PFS、OSでもNLR lowがNLR highより
良好な傾向であった。【考察】 近年NLRの上昇は、HCCにおける予後不良因子であるこ
とが報告されている。ソラフェニブの2つの第3相試験のプール解析では、NLR上昇がOS
における予後不良因子であるのみならず、ソラフェニブの治療効果予測因子であることが示
されている。NLRは、ウイルス感染による慢性炎症や肝硬変患者の免疫抑制状態を反映
しているとされる。ソラフェニブは、T細胞の活性経路を促進し、抑制経路を阻害すること
が示されており、低NLR症例で効果が高い理由と考えられている。一方で、レンバチニブ
の治療効果とNLRの関係は不明であった。本検討で、レンバチニブにおいても低NLR症
例で治療効果が高い可能性が示唆された。【結語】NLRがレンバチニブの治療効果予測
因子である可能性が示唆された。今後症例を集積し、さらなる検討を行う予定である。

078（消）
StonetomeTMによる乳頭切開並びに結石除去の成績
1製鉄記念室蘭病院　消化器内科・血液腫瘍内科、
2札幌医科大学　腫瘍内科学講座、血液内科学
○佐賀　潤也1、小野　道洋1、村松　丈児1、山田　充子1、安部　智之1、
藤井　重之1、前田　征洋1、伊藤　亮2、今川　貴之2、吉田　正宏2

【背景】総胆管結石に対しては, 条件がそろえば内視鏡的乳頭切開（EST）を施行
された後にリトリーバルバルーンやバスケットなどで結石除去を試みられることが多い. 
StonetomeTMはリトリーバルバルーンとスフィンクテロトームが一体となっている処置具で, ナ
イフに絶縁コーティングがない, バルーンのサイズが11.5mmと小さい, 切開方向の調整が
難しい, ガイドワイヤーを留置しながら造影ができないなどの問題点があるが, 時間短縮や
コスト削減が期待できる. 当院では胆管径12mm以下で安全にESTができると判断した
症例においてStonetomeTMを使用しているが, その成績はほとんど報告がなく明らかで
はない. 【目的】当院におけるStonetomeTMの使用成績を検討すること. 【方法】2017年
4月～2018年11月までに当院で施行されたERCP 495例のうちStonetomeTMを用いて
結石除去された41例に対して患者背景, EST時のscope position, EST中切開の成
功率, 排石に使用した処置具の数, 結石除去成功率, 偶発症を後方視的に検討した. 
結石除去成功はバルーン造影で透亮像が消失していることを確認できた場合と定義し, 
偶発症はASGEガイドラインに基づいて判定した. 【結果】男20, 女21, 年齢中央値 （範
囲） : 77 （28～ 94）, 抗血栓薬内服は19例（1剤13例, 2剤6例）で, 全例がガイドライン
に沿った休薬をされていた. 傍乳頭憩室は16例（憩室内胆管開口はなし）, 悪性疾患
の合併 0, 発症時胆管炎grade 1/2/3：13/6/1, 胆管径中央値 （範囲） 8.1mm （4.3～
12mm）, 胆管結石の個数 0（落石後または乳頭機能不全疑い）/debrisのみ/1/2/3
個以上：5/6/17/3/10. 全例がpush positionでESTされており, EST中切開の成功率
は97.6%と高かった. 排石にStonetomeTM以外を使用した症例はなく、全例で排石に成
功した. 偶発症は遅発性（30日後）の胆管炎を1例認めたのみで, 出血, 穿孔, 膵炎は
認めなかった. 【結論】StonetomeTMはEST時にpush positionでの操作が必要で技術
的な難易度は高いと思われるが, 偶発症は少なく, 結石除去施行率も高かった. 12mm
以下の胆管径であれば, StonetomeTMは有用と思われる.

079（消）
保存的に治療しえた気腫性胃炎の1例
1済生会小樽病院　消化器内科、2小樽済生会病院　外科・消化器外科
○榮浪　洋介1、明石　浩史1、水越　常徳1、宮地　敏樹1、舛谷　治郎1、
田山　誠2、孫　誠一2、木村　雅美2

症例は74歳，男性．認知症，糖尿病，視覚障害のため施設入所中であったが，上
腹部痛と嘔吐のため当院へ救急搬送された．心窩部に強い圧痛があり，腹部造影
CTでは胃噴門部から幽門部にかけて壁内のガス像を認め、胃体上部には穿通を疑
うair像も認めた．また管内門脈内にもairを認めた．気腫性胃炎と診断し，当院外科
医にコンサルトの上で，本人の全身状態を考慮したうえで，保存的治療加療を行い治
療抵抗性を認めた場合には緊急手術を行う方針とした．経鼻胃管による減圧とPPI,
抗生剤の投与により症状の改善が得られた．第3病日のCTではfree airもなく胃壁
内・門脈内のガス像も著名に改善した。同日に施行した上部消化管内視鏡検査で
は胃体下部から噴門にかけての粘膜発赤・浮腫を認めるのみであり，既報の気腫
性胃炎と矛盾しない結果であった．第4病日から食事を開始し，症状の増悪を認めな
かったため第14病日に退院となった．Kussiらは胃壁内に気腫を生じる病態をgastric 
emphysema（胃壁内気腫症）とemphysematous gastritis（気腫性胃炎）の大きく2
つに分類している．このうち気腫性胃炎は大腸菌などの 腸内細菌やガス産生菌など
の細菌感染により発症する．発症危険因子として，薬物誤飲，アルコール多飲，糖
尿病，免疫不全，胃手術， NSAIDs使用などが報告されている。診断は非特異的な
消化器症状と，画像により胃壁内の気腫を確認することでなされ，近年報告数が増
加している。致死率は60～ 80％と予後の極めて不良な疾患であり，以前はほぼ全
例手術療法が選択されていたが，近年広域抗菌薬による保存的加療での治療報告
が多く見られるようになった。今回われわれは，保存的に治療しえた気腫性胃炎の
症例 を経験したため，若干の文献的考察を加え報告する．

080（内）
好酸球性胃炎により胃癌を発症した1例
1国立病院機構　函館病院　消化器内科
○松田　宗一郎1、久保　公利1、間部　克裕1、加藤　基嗣1、大原　正範1、
木村　伯子1

わが国では好酸球性消化管疾患に対する診断基準が設けられ，臓器に起因する自
覚症状の存在と好酸球の存在で診断される。胃に限局する好酸球性胃炎の存在も
明らかになってきたが、我々は特異な経過をとった好酸球性胃炎を経験した。症例
は80歳代の男性で1996年大動脈弁置換術の既往がありワーファリン内服中である。
60歳代に近医で胃全体の粗造な胃粘膜と小びらんが散在を指摘された。北大病院
での精査にてスキルス胃がんやリンパ腫などの悪性所見は否定され、長らく原因不明
の胃炎として経過観察がされていた。2017年4月頃より胃粘膜の易出血性が増悪し
て、2週間ごとに輸血が必要な貧血状態となった。胃粘膜生検の再評価によって好
酸球性胃炎と診断され、ステロイド治療が開始された。ステロイド治療によって貧血の
回復が得られ、2017年8月には胃粘膜の著明な改善を認めた。この数年間は大量
の残渣によって胃体部の観察が不十分であったが、胃排出の改善によって体下部
に多発する隆起性腫瘍が認められた。当院外科にて腹腔鏡下胃全摘術が行われ、
胃全層の好酸球浸潤と高度萎縮や線維化を背景とした粘膜に、SM癌を含めた同
時多発性の腺癌が認められた。好酸球性胃炎に併発した胃癌症例は2例目であり、
好酸球胃炎の発癌機序を含め報告する.
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081（内）
6年半の経過を追えた未分化型早期胃癌の一例
1札幌しらかば台病院　消化器内科、
2札幌医科大学　医学部　消化器内科学講座、
3札幌しらかば台病院　病理診断科
○久保　俊之1,2、足立　靖1、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、石井　良文3、
仲瀬　裕志2、遠藤　高夫1

【背景】近年早期胃癌に対して内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）が標準的治療と
して位置付けられている。しかし、高齢者や有合併症者に対してESDを行うべきか
否か選択を迫られる場面も多い。今回我々は早期胃癌と診断したが高齢と合併症
のために経過観察の方針となり、その後の経過を追うことができた症例を経験したた
めに報告する。【症例】90歳代男性。脳梗塞と未破裂脳動脈瘤、前立腺肥大で
近医通院中であった。2012年に腹痛を主訴に当院初診となり、総胆管結石による
急性胆管炎の診断で内視鏡的採石術を行った。術前の上部消化管内視鏡検査で
胃体下部大弯に15mmの0-IIc病変を認め、生検の結果Group5（signet ring cell 
carcinoma）であった。年齢と基礎疾患を考慮しご本人と相談の上、経過観察となっ
ていた。 その後は特に症状なく施設で生活していたが、2018年に食事摂取量の低
下を認め当院再診となった。腹部CTでは著明な胃壁の肥厚と周囲リンパ節の腫大
を認めた。上部消化管内視鏡検査では、体下部から前庭部にかけて白苔を伴う潰
瘍と狭窄、体中部から体上部にかけて大弯の襞の肥厚と胃壁の伸展不良を認め、
部位的にも既知の胃癌が進行したものと考えられた。【考察】報告によって多少の差
はあるものの粘膜内癌が粘膜下層浸潤癌となるには数年を要し、さらに進行癌に進
展するのには2年程度を要すると報告されている。病理学的に胃癌の診断がなされ
ればESDあるいは外科的治療が行われることが多いが、本症例は高齢と合併症を
理由に経過観察の方針となった。未分化型早期胃癌の自然史を前向きに捉えた報
告は少なく文献的考察を加えて報告する。

082（消）
水疱性類天疱瘡を合併した食道胃接合部癌の1例
1札幌厚生病院　外科
○園川　卓海1、高橋　周作1、田中　友香1、大野　陽介1、北　健吾1、
舩越　徹1、若山　顕治1、田原　宗徳1、山上　英樹1、秦　庸壮1、
田中　浩一1、石津　寛之1

【緒言】水疱性類天疱瘡は緊満性水疱や紅斑を特徴とする自己免疫性水疱症の
一つであり，悪性腫瘍との合併例がしばしば報告されている．今回我々は，水疱性
類天疱瘡を合併した食道胃接合部癌の1例を経験したので報告する．【症例】71歳，
男性．10年以上，乾癬に対して外用薬での加療歴あり．食思不振を主訴に前医受
診し，食道胃接合部癌と診断された．その精査中に体幹や四肢に多発する緊満性水
疱，びらんの出現，急速な悪化を認め，食道胃接合部癌の加療及び皮膚疾患の精
査目的に当院へ紹介となった．皮膚生検により水疱性類天疱瘡と診断され，Alb 1.5
と蛋白漏出に伴う低栄養も伴っていた．水疱コントロール目的にステロイドが開始され，
症状は一部軽快した．腹部の皮膚症状と術前栄養介入による状態改善を待って，下
部食道－噴門部胃切除術，リンパ節郭清を施行した．病理組織所見では，Papillary 
adenocarcinoma（pT2（MP）N3aM0, stage IIIA）で，近傍にSM癌も認めた．術
後経過は良好で，新規の水疱出現なく，術後19日目に退院した．現在，術後約1ヶ
月であるが，再発所見なく，皮膚症状は改善傾向である．【考察】水疱性類天疱瘡は
表皮基底膜構成蛋白に対する自己抗体により生じる自己免疫性水疱症の一つであ
る．悪性腫瘍との合併がしばしば報告されており，本邦においては，水疱性類天疱
瘡の5.8%に悪性腫瘍の合併を認め，胃癌が最も多いと報告されているが，その関連
に一定の見解は得られていない．水疱性類天疱瘡を合併する悪性腫瘍の手術に際
しては，水疱性類天疱瘡に起因する皮膚症状や低蛋白血症，ステロイドの影響等に
留意しながら，時期や術式を検討すべきである．本症例は術前及び周術期にステロイ
ドを投与し，幸い奏効が得られ，水疱性類天疱瘡の病勢を制御しながら手術に臨む
ことが可能であった．腫瘍切除そのものがどの程度皮膚症状の改善に寄与したのか
は，今後皮膚症状や抗体価を注意深く観察していく必要があると思われた．【結語】
水疱性類天疱瘡を合併した食道胃接合部癌の1例を経験した．

083（消）
自然消失したIgG4関連肝炎症性偽腫瘍と考えられた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　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、
渡邊　晃一3

アルコール性慢性膵炎の経過中に認められ、自然消失したIgG4関連肝炎症性偽腫
瘍の1例を経験したので示唆に富む症例と考え報告する。
症例は66歳、男性。1999年6月にアルコール性重症急性膵炎 （慢性膵炎急性増
悪）で入院し、以後、慢性膵炎に伴う主膵管、遠位胆管狭窄に対し、胆管、膵管
ステント留置術を繰り返し、2015年11月にPartington手術 （膵管空腸側々吻合術）
を施行。糖尿病、高血圧症、慢性腎臓病の既往あり。
2017年3月に糖尿病の悪化 （食後2時間血糖値794mg/dl、HbA1c 11.7%）を認
め、入院。スクリーニングで施行したUSでS8に2個 （14mm、12mm）、S7に1個 
（23mm）の辺縁不明瞭な比較的低エコー腫瘤を認め、造影USでは増強効果に乏
しく、後血管相では造影されなかった。単純CTでは低吸収値腫瘤であった。MRI
ではT1強調画像で低信号、T2強調画像でやや高信号、EOB-MRIでは後期相
で造影され、肝細胞相では低信号であった。確定診断目的にS8の腫瘤より経皮的
肝生検を施行した。
病理組織学的には限局的な線維芽細胞の増生がみられ、細胆管の増生とリンパ
球、形質細胞の炎症性細胞浸潤がみられ、IgG4陽性細胞が散在し、IgG4/IgG比
≧40%であり、IgG4関連肝炎症性偽腫瘍と診断した。背景肝は架橋線維化を伴っ
た門脈域の炎症性拡大を認め、風船状変化とマロリー小体の形成がみられ、A1、
F1相当のアルコール性慢性肝炎であった。肝生検後測定した血清IgG4値は正常
値であった。
血糖コントロール後に退院し、2017年9月のMRIでは肝腫瘤は縮小し、2018年3月
のMRIでは消失を確認し、11月のMRIでも肝腫瘤は認めていない。

084（消）
肝硬変様の形態を呈した肝サルコイドーシスの一例
1北海道大学　消化器内科
○中村　晃久1、重沢　拓1、鈴木　和治1、大原　正嗣1、川岸　直樹1、
梅村　真知子1、中井　正人1、荘　拓也1、須田　剛生1、森川　賢一1、
小川　浩司1、坂本　直哉1　

【症例】30代男性。【経過】200X年に肺門/縦隔リンパ節腫脹を認め近医受診。リ
ンパ節生検にてサルコイドーシスと診断された。200X+6年4月に労作時呼吸困難が出
現し急性心不全として入院。ACE・sIL-2Rの上昇、心エコー、PET-CTで心臓
への集積から全身性サルコイドーシスの心臓病変（臨床診断群）と診断された。さらに
画像検査にて肝の形態変化と脾腫を認め当科紹介となった。血液検査ではPlt26.9
万/μl, Alb4.0g/dl, T-bil1.1mg/dl, γ-GTP272IU/l, ALP767IU/l, AST39IU/l, 
ALT42IU/l, PT92.5%と軽度の肝胆道系酵素の上昇を認めたが肝予備能の低下
はなく、肝炎ウイルスも陰性であった。造影CTでは肝は腫大し、肝実質に結節が多発し
凹凸不整で肝硬変を疑う所見であり、脾腫と脾内に多発する低吸収域を認めた。また
下大静脈の狭小化を認めた。腹部USでも肝実質は結節状構造が充満し、肝静脈が
圧排され下大静脈が狭小化している所見であった。PET-CTでは肝にSUVmax8.3、
脾にSUVmax4.9の集積を認めた。確定診断目的に肝生検を施行したところ、門脈
域に類上皮細胞性肉芽腫の形成を認め肝脾サルコイドーシスの診断となった。背景肝
は線維化や炎症細胞浸潤はなく肝硬変の所見は認めなかった。診断後プレドニゾロン
30mg/dayが開始され1か月後のPET-CTにて肝脾の集積低下を認めた。【考察】肝
サルコイドーシスは多くの場合無症状で、50-90%に肝機能障害を認めるが病理学的に
診断される症例は数%程度であり、門脈圧亢進症（PH）や肝硬変（LC）を認める症例
は全サルコイドーシス症例の1%以下と稀である。画像所見の特徴としてはUSにて多発
性の低エコー結節やCTにて低吸収の多発結節などが報告されているが、確定診断に
は病理学的診断が重要である。本症例では病理学的には肝硬変は認めなかったが、
画像所見にて肝硬変様の変化を認め下大静脈の狭小化や肝内末梢門脈の拡張を
認め、PHやLCへ進展する可能性があり厳重な経過観察が必要な症例であった。肝
サルコイドーシスから肝硬変へと至る機序などに関して若干の考察を加え報告する。
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085（消）
アルコール多飲者に発生した肝腫瘤の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　愛育病院　消化器内科
○町田　卓郎1、藤田　朋紀1、小川　亮1、河上　純彦1、江上　太基2、
後藤　哲2、加藤　貴司2、宮下　憲暢2、岡本　宗則2

＜症例＞41歳男性。平成29年8月、心窩部に腫瘤を自覚したため当院初診。高度
の黄疸、肝機能障害を認め、右肋弓下に腫瘤を触知したため、精査・加療目的に
入院。アルコールは酎ハイを1リットル以上連日摂取していた。＜画像所見＞CTにて、
腹水の貯留と肝右葉に巨大なlow density massを認めた。腫瘤内部を血管が貫通
し、脂肪成分を多く含む腫瘤と考えられた。肝静脈の分岐は右下肝静脈であった。
EOB-DTPA－MRIでは、約9cmの粗大な腫瘤性病変を認め、脂肪抑制画像で低
信号化しており、粗大な脂肪沈着を伴う腫瘤性病変であった。内部にグリソンの貫
通を認め、置換性発育を示す病変と考えられた。腹部エコーでは、脂肪沈着が強
いため減衰し、詳細な観察は出来なかった。アルコール性肝障害に付随する過形
成結節、血管筋脂肪腫、脂肪肉腫、fat spared lesionなどが鑑別に挙げられた。
＜経過＞禁酒、補液等で肝機能障害は速やかに改善し、腫瘍の鑑別目的に肝腫
瘍生検を施行した。肝腫瘍生検では、全体として結節性の変化を示し、肝細胞に
脂肪化、風船化を認めた。アルコール性肝硬変の初期像を示す所見であった。明
らかな過形成の所見は認めず、focal fatty liverを第一に考える所見であった。＜
考察＞肝臓における脂肪原性腫瘍にはLipoma,angiomyolipoma,myelolipoma,foc
al fatty liverなどが挙げられる。今回、我々が経験した症例はアルコール多飲によ
るfocal fatty liverによるものと考えられた。Focal fatty liverはアルコール多飲、糖
尿病、肥満、ステロイド服用、低酸素、血流障害などに見られ、原因の一つとして
局所血流障害による肝内特定部位の脂肪化が知られている。好発部位として肝鎌
状間膜付着部付近、肝門部周辺領域が挙げられ、門脈血ではなく肝外静脈血の
異常還流を受けていることがある。本症例においては右下肝静脈症例であり、この
ような血行動態の奇形も関与した可能性が考えられた。

086（消）
嚢胞変性を呈し鑑別に難渋した海綿状血管腫の一例
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○南　亮輔1

海綿状血管腫の典型的な画像所見ではdynamic CTの動脈相において辺縁部に
大動脈と等濃度の早期濃染を呈し、門脈相もしくは平衡相では中心部への造影効
果の広がりが特徴的とされている。今回、腫瘍内部に嚢胞変性を伴い、診断に難
渋した症例を経験したため報告する。慢性胃炎に対し他院でフォロー中、腹部超音
波検査で肝左葉に腫瘍性病変を認め精査加療目的に当院紹介。自覚症状なく、
血液データ上も特記すべき所見無し。造影CTを施行し肝左葉に径70mmの境界明
瞭、形状不整な腫瘤性病変を認めた。病変の辺縁部は造影前には血管と同程度
の均一な低濃度を呈し、動脈相では不均一に強く造影され、平衡相では均一に血
管と同程度に造影された。また、中心部は造影されなかった。EOB-MRIでは、辺
縁部はT1強調像にて低信号、T2強調像にて明瞭な高信号を呈し、拡散強調像で
は脾臓と同程度の高信号を呈し、肝細胞相では腫瘍全体が低信号を呈していた。
中心部は水と類似した信号を呈し、造影効果は認めなかった。血管造影では著明
な異常血管の増生を認め、典型的な綿花様濃染は示さなかった。以上所見より内
部に嚢胞変性を伴う多血性腫瘍が考えられ、鑑別として肝血管腫、肝細胞癌肝内
転移、血管筋脂肪腫、動静脈奇形、血管肉腫が上げられた。そのため診断と腫
瘍破裂の予防目的に腹腔鏡下肝外側区切除を施行。組織診断では海綿状血管
腫の診断であった。海綿状血管腫は単発例が多いがまれに多発を示し、腫瘍径は
3cm未満がほとんどである。今回のように嚢胞変性を形成する血管腫はまれであると
されている。嚢胞形成の成因として血栓や出血、血管腫の一部の変性が示唆され
ている。今回のケースでは診断目的以外にも出血予防のため手術が必要と考えられ
たが、今後非典型的な肝血管腫が存在することを考慮し、慎重な術前診断が必要
と考えられる。

087（消）
食道静脈瘤破裂による循環障害により壊死した肝細胞癌の1例
1手稲渓仁会病院
○萬　春花1、松居　剛志1、辻　邦彦1、姜　貞憲1、桜井　康雄1、
児玉　芳尚1、山崎　康之1、南　亮輔1、潟沼　朗生1

肝細胞癌は栄養血管が肝動脈に依存するとされる。そのため大量出血やショックな
どにより肝細胞癌が壊死した報告が散見される。今回食道静脈瘤破裂による循環
障害によって壊死した一例を経験したので報告する。症例は59歳女性。HBVとア
ルコール性肝硬変で近医通院中、定期検査で肝腫瘤を認めたため当院紹介となっ
た。造影CTでは肝臓S6に早期濃染し、その後washoutする30mm大の類円形の
境界明瞭な腫瘤を認め、EOB-MRIの肝細胞相では同部位がlow intensityを呈し
ていた。同部位の他、多血病変を認めるものの肝細胞相ではlow intensityとはなら
なかった。AFPは54.4ng/mlと高値を呈しており、肝S6の病変は肝細胞癌と診断し
た。診断時Child-Pugh Cのため耐術能がないと判断し、予備能の改善後TACE
を予定した。3週間後、吐血にて救急車で来院、ショックを呈していた。緊急上部
内視鏡検査で食道静脈瘤破裂と診断し内視鏡的結紮術を施行した。この際の造影
CTでは肝臓S6の腫瘤は造影効果が消失していた。翌日にはASTを優位とした肝
障害を認めたが、以後2週間で緩徐に改善を認めた。AFPは2週間後には8.5ng/
mlと正常化した。吐血から1ヶ月経過後の超音波検査でも血流を認めず壊死と診断
した。自験例について若干の文献的考察を加え報告する。

088（消）
転移性肝癌に対する次世代マイクロ波凝固システム
Microwave ablation（MWA）の初期使用経験
1製鉄記念室蘭病院　放射線科、2製鉄記念室蘭病院　外科、
3製鉄記念室蘭病院　呼吸器内科、
4製鉄記念室蘭病院　消化器内科・血液腫瘍内科
○湯浅　憲章1、サシーム　パウデル2、仙丸　直人2、四十坊　直貴3、
田中　康正3、小野　道洋4、前田　征洋4　

【はじめに】肝腫瘍に対する局所療法に2017年度後半より次世代マイクロ波凝固システム
（MWA）が使用可能となったが、RFA と比し球形に近く大きく短時間で焼灼可能が長
所で転移性肝腫瘍へも効果が期待される。今回我々はその2例を報告する。【症例1】
80 歳代女性。上行結腸癌切除7 ヵ月後にCT で肝S6 に12mm程度の肝転移を認めた
が、肝静脈や門脈枝が近接し広範な切除が必要と予測されたこと、本人が化学療法も
希望されず当初RFA の方針となったが、さらに24mm×18mmと比較的急速に増大したの
でMWAの方針とした。右肋間よりUS下でアンテナを穿刺後に、45W 1分、75W 1分、
100W 6分、5mm引いて100W 3分焼灼、tract ablation し抜針、出血などの有害事象
は無かった。鎮静剤ミダゾラム3mgを使用したが疼痛の訴えは無かった。近接する肝静脈
側のablation marginが十分とはいえないが4ヵ月後も再発無く経過している。【症例2】80
歳代男性、右肺癌術後に肝転移が増大し化学療法で大半が消失したものの一個が抵抗
性で増大し最大で4cm超となったのでMWAの方針とした。腫瘍はS8深部に存在し中・右
肝静脈、下大静脈、門脈右枝（右肝管）に挟まれており、腫瘍上部を2回焼灼、下部を
下位肋間より再穿刺し1回（計3回）焼灼したが、胆管損傷を防ぐためENBDチューブ留置
後に冷水還流下で焼灼した。S4とS8円蓋部にも小病変が出現・増大したので6週後に
MWAを追加、腫瘍マーカーCEAも43→8へ低下した。【考察・結語】上記以外の長所
として焼灼範囲を出力と時間で予測可能、疼痛も少ない、対極板不要などがある一方、
短所としてはアンテナが13G と太く出血の懸念、US 下での視認性や直進性がやや劣り
しなりなど外力に弱い、ケーブル類が太い硬い短いなどで操作性に劣るなどが指摘されて
いる。化学療法や切除が困難な高齢者の肝転移例で特に期待されるが、治療効果や安
全性、RFA との棲み分けなども含めて、今後症例を蓄積し検討が必要と思われる。
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089（消）
レンバチニブ投与後にCRが得られた多発肝細胞癌の1例
1網走厚生病院
○佐々木　貴志1、阿部　暢彦1、西澤　竜矢1、更科　耕一郎1、細田　峻一1、
西田　千尋1

【はじめに】レンバチニブはソラフェニブと比較したREFLECT試験において延命効
果が示され、切除不能進行肝細胞癌に対する一次治療として位置づけられた。こ
の試験においてレンバチニブの奏効割合は40%程度であるが、CRは2%程度と稀
である。今回レンバチニブ投与後にCRが得られた多発肝細胞癌の1例を経験した
ため報告する。【症例】79歳男性。慢性C型肝炎で当科フォロー中に超音波検査
で肝S3に53mm大の腫瘤性病変を指摘。同部位からの生検で肝細胞癌と診断さ
れ、肝外側区域切除術を施行。しかし、多発肝細胞癌が再発し化学塞栓術（以下
TACE）を施行するも良好な治療効果を得られず、化学塞栓療法不応例と判断しレ
ンバチニブ投与を開始した。開始時の肝予備能はChild-Pugh score5（gredeA）
で、脈管侵襲・肝外転移はなかった。レンバチニブ投与8週後の造影CT検査にお
いて、mRECISTを用いた判定基準で完全奏効（CR）が得られた。有害事象は嗄
声のみであり、現在も同治療を継続中である。【考察】肝癌診療ガイドラインにおける
本例の推奨治療はTACEが第一選択であるが、実際にはMultipleでありTACEの
奏効が期待できない症例と考える。また、塞栓の複数回施行により肝機能低下を招
き、分子標的薬が使用できなくなる可能性もあるためTACE不応の判断を早期に見
極めて分子標的薬開始を行ったことが効を奏したものと考える。【結語】CRが得ら
れた多発肝細胞癌の1例を経験した。前述の試験において奏効率はソラフェニブ群
12.4%、レンバチニブ群40.6%と腫瘍縮小効果は期待できるため、今後レンバチニブ
のより効果的な使用法の確立が望まれる。

090（消）
診断に苦慮した未分化肝細胞癌に対し、レンバチニブが奏功
した一例
1旭川赤十字病院　消化器内科
○三澤　隆一1、阿部　真美1、相馬　学1、藤井　常志1、長谷部　千登美1

症例は70歳代女性、C型慢性肝炎に対しX-7年PEG-IFNα2a治療を行いSVR達
成。半年毎のフォローアップをしていたX-2年、上腹部痛が出現し肝外側区に肝細
胞癌とその破裂を認め肝外側区切除が施行された。この時の病理組織型は中分化
型肝細胞癌の結果であった。X年、術後フォローアップCTで肝S4に不整型の早期
濃染と肝内胆管の拡張を伴う病変が出現、MRCP、EOB MRIを施行するも肝細
胞癌の典型的所見は認めず、胆管炎を示唆する所見として経過観察の方針となっ
た。以後S4の腫瘤部はB4障害に伴う胆汁うっ滞・胆管炎を示唆する所見を呈して
いたもののCRPは陰性であり、一方AFPは増加傾向を認めた。そこでエコー下狙
撃生検を施行、当初の病理診断は癌腫（原発不明）による転移性腫瘍との結果で
あったが消化管、甲状腺、乳腺、尿路すべてに原発巣を疑う病変は認めなかった。
PET-CTでは異常集積を肝S4のみに認め、他臓器には原発巣を示唆する異常集
積を認めなかったこと、そしてAFPおよびPIVKAIIの上昇を認めることから肝細胞
癌を強く疑い、免疫染色も含めた詳細な病理診断コンサルテーションを行った。結果
はCK19（-）, CD56（-）, EpCAM（-）、 Vimentin一部（+）、Ki-67 index: 約
90%、Glypican 3膜陽性（+）の特徴より低分化肝細胞癌との診断に至った。レン
バチニブ8mg/day開始。その後2か月で倦怠感、食思不振、嗄声等の有害事象を
認めたためレンバチニブを休薬したが、この時点で腫瘤は著明な縮小を認め、AFP
およびPIVKAIIはピーク値96、286がいずれも基準内まで激減していた。その後有
害事象からは回復したがレンバチニブ再開の同意が得られず経過観察の方針となっ
た。休薬後4か月経過した現在も肝細胞癌は寛解を維持している。初発時と異なる
病理組織型の再発形式をとったこと、レンバチニブが奏功したことから貴重な症例と
考えられたので報告する。

091（消）
当院における進行肝細胞癌に対するレンバチニブの初期使用
経験
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
○渡辺　大地1、南　伸弥1、奥田　敏徳1、山田　尚太1、松野　鉄平1、
大森　銀治1、蟹澤　裕司2、井畑　荘詞2、下山　紗央莉2

【目的】進行肝細胞癌に対する分子標的薬として、ソラフェニブ、2次治療としてのレ
ゴラフェニブに続き、新たに1次治療としてレンバチニブが使用可能となった。ソラフェ
ニブに比して高い奏効率が報告されており、当院でレンバチニブを投与した初期症
例を後ろ向きに集積し、その有効性と安全性を検討した。
【方法】2018年3月の承認以降に当院でレンバチニブを投与した13例を対象とした。
治療効果判定は造影CT所見を基にmRECISTおよびRECIST1.1を基準に判定
した。有害事象についてはCTCAE ver4.0を基準に評価した。
【成績】対象の背景は、年齢中央値は73（66-85）歳、男性10例、女性3例、背景
肝はHBVが2例、HCVが3例、アルコールが5例、その他の要因によるものが3例で
あった。Child-Pughは5点が5例、6点が8例、BCLC stageはBが10例、Cが3例、
門脈浸潤は2例、肝外転移は3例に認めた。前治療として手術既往が4例、RFA
施行が2例、TACE施行が10例で、ソラフェニブ、レゴラフェニブからの切り替えは
それぞれ2例、4例であった。投与開始量は12mgが6例、8mgが7例で、抗腫瘍効
果はmRECISTでCR/PR/SD/PDが0/4/4/2、RECIST1.1で0/2/6/2、評価不
能が3例であり、object response rateはmRECISTで31%・RECIST1.1で16%、
disease control rateはRECIST・RECIST1.1ともに62%であった。用量調整が必
要だった例は8例で、治療中止例は5例だった。治療中止の要因はPD2例、肝性
脳症1例、倦怠感1例、アレルギー1例であった。
【結論】多くの症例で減量や休薬を要するが、レンバチニブは実臨床でも良好な抗腫
瘍効果を示した。副作用に対し適切なマネージメントを行い、長期的な内服継続が重
要と考えられた。今後の症例蓄積およびより長期の予後検討が必要と考えられる。

092（消）
切除不能進行肝細胞癌に対するLenvatinibの治療成績の検討
1JCHO北海道病院　消化器科
○馬場　英1、古家　乾1、池田　明洋1、小泉　忠史1、定岡　邦昌1

【目的】Lenvatinibは，REFLECT試験でSorafenibとの非劣性が示されたが，
grade 3/4の高血圧,蛋白尿,食欲不振,体重減少はLenvatinib群で多かった．今回
Lenvatinibの治療成績と毒性に関して検討した．【対象・方法】当院にてLenvatinib
を使用し8週間以上の経過観察ができている切除不能肝細胞癌11例を対象として，
患者背景，投与後の血液生化学検査，造影CT検査による治療効果，導入後の臨
床変化や副作用に関して検討した．【成績】対象は全例男性，平均年齢は74.9±
6.5歳（中央値74歳），背景肝はHBV/HCV/NBNC/Alc:3/1/6/1例，Child-Pugh 
A/B:7/4例，Lenvatinib使用までのHCC罹患歴が786±829日（中央値508日）であ
り，Lenvatinib導入までにSorafenibが使用されていたのは1例であった．1例はVp4
に対する初回治療として導入，他10例は何らかの治療歴を有していた．治療前の平
均AFP値は2671±8764ng/ml（中央値3.3ng/ml），平均PIVKA-II値は2276±
6873mAU/ml（中央値37mAU/ml）であった．投与開始量は12/8/4mg:4/6/1例
で体重換算量から減量した用量から開始されたものが5例であった．投与を中止した
症例は認めなかったが，2ヶ月以内に9例で減量が必要となり，4例で一時的な休薬
を必要とした．減量の理由としては肝予備能の低下（3例），腎機能障害，蛋白尿（2
例），手足症候群，倦怠感（1例）であった．休薬の理由としてはGrade3の腎機能障
害，蛋白尿，Grade2の肝性脳症，倦怠感であった．ChildPughScoreは治療開始時
（平均5.9）と比較し4週目（平均6.3）で上昇する傾向があったが，8週目（平均5.6）に
は治療開始時と同等になっていた．8週間目での治療効果判定はmRECISTでCR/
PR/SD：3/3/1（平均縮小率-68.5％），RECISTではCR/PR/SD：1/3/3（平
均縮小率-45.8％）で良好であった.AFP値は開始前と比較し8週目で有意（p=0.02）
な低下を認めた.【結論】減量や休薬を適切におこなうことにより治療中止を予防する
ことでLenvatinibの治療効果は良好であった．一方でmRECISTとRECISTに乖離
があり，初期治療効果があると判定されても早期にPDに移行する症例もあり，効果
判定方法の検討が必要と考えられた．
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093（消）
Lenvatinib治療と腸腰筋筋肉量変化
1札幌厚生病院　消化器内科（肝臓内科）
○推井　大雄1、澤井　康弥1、巽　亮二1、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、
髭　修平1、狩野　吉康1

Lenvatinib治療と腸腰筋筋肉量変化【目的】Lenvatinib（LEN）は切除不能肝細胞癌
（HCC）に対する全身化学療法の一次治療薬として適応承認となった。その奏効率は高く
継続的な内服が必要な一方で、有害事象で中止に至るケースも多い。当院でLENを投与
された患者に食欲減退、倦怠感や体重減少を認める傾向があり、LENと腸腰筋筋肉量の
変化を検討した。【方法】2018年4月～ 11月までに当科でLENを導入され、投与2か月目
に抗腫瘍効果判定を行い、且つ筋肉量の測定が行えた21例について検討した。筋肉量
の評価はLEN投与前（Pre）と投与2ヶ月目（2M）及び4か月目（4M）にCTでの第3腰椎レベ
ルの腸腰筋面積（短軸×長軸の左右の合計）を用い比較した。また、筋肉量の変化は各
評価日間でWilcoxon signed-rank testを用いた。【結果】男性18例、女性3例、年齢中
央値75（58-83）歳、背景肝B/C/B+C/NBNCは4/4/1/12例、Child Pugh class A/B
は18/3例、HCC Stage 2/3/4A/4Bは1/6/1/13例であった。また、m-RECISTによる投
与2か月目の抗腫瘍評価はCR/PR/SD/PD/評価不能が4/6/6/4/1例で奏効率は47.6%
であった。Preの腸腰筋の面積中央値は1173.0（549.1-2406.1）mm2、2Mの中央値は
1090.1（492.9-2127.8）mm2であり、15/21例（71%）に筋肉量の低下を認め（p=0.0087）、
変化量の中央値は-42.3（-360.9 ～ 142.6）mm2で変化率の平均値は-5%であった。4M
の中央値1173.0（685.2-2080.4）mm2は測定し得た全12例（100%）に筋肉量の低下を認め
（p=0.0022）、変化量の中央値は-74.6（-452.1 ～ -11.2）mm2、変化率の平均値は-9%
であった。また、筋肉量の低下に関与しうる有害事象として倦怠感、食欲減退が挙げられ、
その割合は倦怠感/食欲減退/両方が2/4/8例であった。【考案】今回の検討でLENの投
与により筋肉量が低下する可能性が示唆された。LENの投与により食欲減退、倦怠感な
ど筋肉量低下の誘因となりうる有害事象が見られ、今回の結果に寄与した可能性もある。
筋肉量低下はADL・QOL低下の原因となる為、栄養療法や運動療法の介入が必要であ
ると思われた。【結語】LENの投与により腸腰筋筋肉量が低下する可能性が示唆された。

094（消）
肝S5亜区域切除にて切除しえた胆管内乳頭状腫瘍の1例
1札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科、
2札幌医科大学　腫瘍・血液内科
○村上　武志1、永山　稔1、木村　康利1、今村　将史1、山口　洋志1、
待木　隆志1、水口　徹1、吉田　真誠2、加藤　淳二2、竹政　伊知朗1

【はじめに】胆管内乳頭状腫瘍（intraductal papillary neoplasm of the bile duct：
以下IPNB）は、胆管内発育、膵IPMN類似の非浸潤性乳頭状腫瘍を特徴とする
疾患として報告された。比較的新しい疾患概念であるため、明確な診断基準がなく、
乳頭型胆管癌との鑑別、差同など疾患概念に関してはコンセンサスが得られていな
い。【目的】経口胆道鏡にて腫瘍進展範囲の評価が可能を行い、S5亜区域切除に
て完全切除可能であったIPNBを経験したので報告する。【症例】症例は77歳の男
性。糖尿病、心房細動、高血圧のため近医通院中に、スクリーニングの腹部超音
波検査で60mm大の肝腫瘍を指摘され、精査目的で当院紹介となった。入院時血
液検査所見では肝胆道系酵素、腫瘍マーカーの上昇を認めなかった。腹部CTで
前区域に、内部に充実性成分を含む嚢胞性病変を認め、嚢胞性病変に連続する
胆管に造影効果を伴う腫瘤を認めた。ERCにてB5に陰影欠損像を認め、経口胆
道鏡で観察し、同部位に一致して乳頭状腫瘍を認めた。生検にて、粘液を有する
異型に乏しい上皮の乳頭状増殖を認めIPNBを疑う所見であった。胆道鏡の所見
上、下流側胆管への進展を疑う所見を認めず、生検でも癌陰性であった。【手術
所見】以上の所見よりB5原発のIPNBと診断し、肝S5亜区域切除を施行した。胆
管断端を術中迅速診断に提出し断端の陰性を確認した。手術時間は510分、出血
量は650mlであった。術後合併症なく経過し、第14病日に自宅退院した。【病理所
見】病理組織学的に、粘液性胞体を有する高円柱状上皮の乳頭状増殖、胆管内
の進展を認めた。胆管外への浸潤は認めず、腫瘍の大部分は腺腫相当の異型で
あったが、部分的に腺癌相当の異型細胞を認め、IPNBと診断した。【結語】IPNB
は完全切除例での5年生存率は肝内胆管癌に比し予後良好であり、手術療法が第
一選択とされている。S5亜区域切除で切除したIPNBを経験したので、若干の文献
的考察を含めて報告する。

095（消）
Gastric outlet obstructionで発見され急速な転機を辿った胆
管癌の一例
1KKR札幌医療センター　消化器内科、2KKR札幌医療センター　病理診断科
○児島　裕一1、松薗　絵美1、曽我部　進1、菅井　望1、関　英幸1、
藤田　淳1、柳内　充2

症例は69歳男性、上腹部痛を主訴に受診した。CTにて幽門狭窄と周囲脂肪織濃
度上昇を呈しており、胃の拡張もみられたためGastric Outlet Obstruction（GOO）
が疑われた、肝内低吸収腫瘤も指摘され、胃管挿入の上で入院精査となった。上
部消化管内視鏡検査では幽門は浮腫状であったが、胃・十二指腸に明らかな粘膜
面の変化を認められず、幽門部からの生検では悪性所見は認められなかった。一
週間後再検したCTでは腹腔内脂肪織濃度の上昇と、腹水も出現していた。CRP
の上昇も見られており、腹膜炎が疑われた。腹水穿刺にて細胞診を施行されたとこ
ろ腺癌の診断となった。その後全身状態は急速に悪化、初診から1か月足らずで死
亡した。病理解剖を行ったところ，CTでの肝内低吸収腫瘤に一致した部分に腫瘍
細胞の増殖を認め、胆管癌の診断となった。肝門部胆管の周囲に肝内腫瘤を形成
していたが、胆管内進展もみられており、無漿膜野を超えて腹腔内播種を起こして
いた。転移巣での腫瘤形成はみられなかったが、胃幽門部では筋層浸潤に至って
いた。腹腔内播種による全身状態の悪化が死因であると思われた。胆管癌胃浸潤
の症例は報告が少なく、腫瘤を形成せずに播種・浸潤によってGOOをきたす症例も
まれであるため、若干の考察を加えて報告する。

096（消）
全身の多発血栓塞栓症を発症した肝門部悪性腫瘍の一剖検例
1市立室蘭総合病院消化器内科、2市立室蘭総合病院内科、
3市立室蘭総合病院臨床検査科
○稗田　翔平1、山川　司1、大和田　紗恵1、伊早坂　舞1、谷　元博2、
小野寺　馨1、佐藤　修司1,2、清水　晴夫1、小西　康宏3、今　信一郎3、
金戸　宏行1

今回我々は全身の多発血栓塞栓症を発症した肝門部悪性腫瘍の一剖検例を経験し
たため報告する。症例は70歳代女性。言葉のもつれ、右顔面の麻痺を主訴に近医
脳神経外科へ入院となった。頭部MRIでは多発脳梗塞を認めたが、MR angiography
では脳動脈には器質的狭窄は認められなかった。抗血小板剤が開始となったが、徐々
に腹部膨満、体重減少を生じCTにて腹水貯留と肝門部腫瘍が疑われ、精査加療
目的に当院へ紹介となった。CTでは胆嚢と、肝門部から中部胆管にかけての造影
効果を伴う全周性の壁肥厚を認め、後腹膜まで一塊となった腫瘤状構造を呈してい
た。また両肺に小葉間隔壁の肥厚とスリガラス陰影を認め、胸腹水が貯留していた。
腹水細胞診ではClassV（Adenocarcinoma疑い）の判定となり、胆嚢癌あるいは肝
門部胆管癌による癌性腹膜炎、癌性胸膜炎、癌性リンパ管症と診断した。予後は
1か月未満と推定されたため積極的加療はせず緩和的対症療法の方針としステロイド
投与等で症状緩和を行った。初診から23日目に原病死となったが、ご遺族の同意の
もと病理解剖を行った。剖検所見では黄色淡明な腹水が4300mlあり、腸間膜や腹
膜に2～ 3mm大の播種巣が多発していた。肉眼的には胆嚢、総胆管でともに壁肥厚
を認めたが、胆嚢壁での肥厚がより強く腫瘍量も多いこと、また胆嚢側には高分化型
腺癌と低分化型腺癌の領域があるのに対し、胆管側には低分化型腺癌のみ認められ
たことから原発は胆嚢癌と判断した。腫瘍は肝、肺、右腎、副腎、食道、胃、膵、
左卵巣、後腹膜に広範な転移を生じ、胸膜のリンパ管内にも癌の浸潤を認め癌性リ
ンパ管症に矛盾しない所見であった。また心筋、左腎、脾臓には血栓性の梗塞巣が
認められた。悪性腫瘍による血液凝固異常に伴い血栓塞栓症を合併する病態として
Trousseau症候群という概念があるが、本症例では肝門部悪性腫瘍によって凝固線
溶異常をきたし脳梗塞をはじめとした多発血栓塞栓症を生じたと推定される。
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097（消）
胆道癌に対する肝膵同時切除術施行の意義
1北海道大学　消化器外科Ⅱ
○岡村　圭祐1、野路　武寛1、中西　喜嗣1、細井　勇人1、中山　智英1、
山本　和幸1、中村　透1、浅野　賢道1、海老原　裕磨1、倉島　庸1、
村上　壮一1、土川　貴裕1、七戸　俊明1、平野　聡1

【はじめに】胆道癌の唯一の根治的治療は手術であり、胆道癌の進展度範囲が肝門部
から膵頭部まで広範囲に及ぶ場合、肝膵同時切除（HPD）が必要となる。HPDは高侵
襲であり、合併症発生率が高いことが知られている一方、HPDにより長期予後を得られ
る症例もあり、症例選択の適正化が望まれる。【目的】胆道癌に対するHPD症例の短
期、長期成績を検討し、長期生存に関わる因子を検討する。【対象と方法】HPDにお
ける肝切除範囲はICG検査と残肝体積により決めており、膵頭十二指腸切除術を伴わ
ない肝切除と同等としてきた。また、温存肝における術前の確実な胆道ドレナージと大量
肝切除時の術前門脈枝塞栓術を必須としている。本研究では、二区域以上の肝切除
および尾状葉切除と膵頭十二指腸を同時に行った51例（胆管癌45例、胆嚢癌6例）を
対象に、背景因子、術後合併症、予後を検討した。生存曲線はKaplan-Meir法で求
め、有意差検定はLog-rank検定を用い、p＜0.05を有意差ありとした。【結果】男性：
女性＝36：15、年齢中央値は67.5歳、肝切除は右葉切除35例（69％）、左葉切除12
例（24％）、左および右三区域切除がそれぞれ2例（4％）であった。26例（51％）で門脈
合併切除を行った。手術時間は723分［552-989］、Clavien- Dindo grade IIIa以上
の合併症を32例（63％）に認めた。術後在院死は4例（7.8％）であった。根治度は、45
例（85％）がR0であった。生存期間中央値（MST）は33か月、3年生存率48％、5年生
存率25％であった。pN0（23例）とpN（28例）のMST/3年生存率/5年生存率は、そ
れぞれpN0：48か月/67％/40％、pN1：27.3か月/31%/10％であり、pN1が有意に予
後不良であった（p=0.020）。特に、リンパ節転移が2個以上の症例のMSTは19か月で
あり、5年生存がなかった。51例中、実5年生存を9例（18％）に認め、生存期間は62
～ 132か月であった。【まとめ】胆道癌におけるHPDは高侵襲であるが、一定の症例で
長期生存が期待できる。病理学的にリンパ節転移が2個以上の胆道癌では長期予後が
望めないため、術前・術中のリンパ節診断の開発が待たれる。

098（消）
胆管炎との鑑別を要した肝浸潤を伴ったALLの1例
1天使病院　消化器内科、2天使病院　血液内科
○伊藤　英人1、高村　毅典1、吉本　満1、辻崎　正幸1、五十嵐　哲祥2

症例は62歳，男性．2018年8月，ゴルフの練習後前胸部痛，背部痛を自覚し近医
受診．その後も症状が持続するため他医を受診し，発熱・肝機能異常・CRP高値
が見られたことから胆管炎と診断され精査・治療目的に当科入院となる．入院時現
症：眼球結膜に軽度黄染を認める．胸腹部に特記すべき所見を認めない．入院時
検査成績：WBC 3210/μl, Hb 13.2g/dl, PLT 73000/μl, CRP 26.9mg/dl, T.B 
3.3mg/dl, D.B 2.0mg/dl, AST 62U/L, ALT189U/L, ALP 1303IU/L, γGTP 
735IU/L. 腹部CT, MRCPでは肝・胆道系に特記すべき所見を認めなかった．炎
症反応所見，肝機能検査異常を認め，ほかに炎症の原因となる疾患が見られなかっ
たことから胆管炎疑診例（急性胆管炎・胆嚢炎ガイドライン 2018）として抗生剤投与
を開始した．CRP, T.B値は速やかに改善したが，トランスアミナーゼは横ばいで，胆
道系酵素は上昇した。その後汎血球減少が進行したため骨髄穿刺・生検を施行した
ところ骨髄液はdry tapでほぼリンパ球であった．骨髄生検では密な細胞増殖を示し
軽度大型な細胞が認められ，免疫染色にてCD20 強陽性，CD3 は散在性，MPO 
はごく一部のみ陽性を示したことからAcute lymphoid leukemia（ALL）と診断され
た．肝生検では門脈域とsinusoidに著明なALL細胞の浸潤が認められた．本例で
はALL細胞の門脈域浸潤による胆管障害により高ビリルビン血症・胆道系酵素優
位の肝機能異常を呈したと考えられた．また抗生剤投与によりCRP値とともにT.B値
の改善を見たことから小葉間胆管レベルでの胆道感染も併発したと考えられた．医学
中央雑誌にてALL，肝浸潤で検索すると2例のみが該当した．汎血球減少を伴う肝
障害例では白血病細胞の肝浸潤を考慮する必要があると考えられた．

099（内）
Confluence stoneに対する内視鏡的治療成績
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○小林　陽介1、林　毅1、高橋　邦幸1、矢根　圭1、金　俊文1、
田中　一成1、瀧川　有記子1、宇都宮　蘭1、山本　恭史1、潟沼　朗生1

【背景】Confluence stoneは一般に外科治療を要する。しかしながら、高侵襲であ
ることや結石除去不応例もあるため内視鏡治療が試みられるが、その方法は未確
立である。【目的】Confluence stoneに対する内視鏡的治療成績を検討する。【対
象と方法】対象は2010年1月から2018年10月までに経乳頭的内視鏡治療を行った
Confluence stone （胆道造影にて3管合流部に存在する結石） をdatabaseから抽
出し、主要評価項目を内視鏡単独での完全結石除去率、副次的評価項目を破砕療
法 （体外衝撃波結石破砕術 [ESWL]、電気水圧衝撃波結石破砕術 [EHL]） 併用
による完全結石除去率および偶発症として後方視的に検討した。【成績】21例で内
視鏡的治療が試みられ、患者背景は年齢中央値65歳 （27-92）、男女比14:7、胆
嚢有/無18/3、術後再建腸管 （BillothI法） 1、治療契機 胆管炎/肝障害9/12、
結石長径中央値10mm （7-17）、胆管径中央値9mm （4-14）であった。内視鏡治
療単独での結石除去率は28.6％（6/21）であり、結石除去困難の要因は、全例で
内視鏡処置具（機械的砕石具含む）での結石の把持/破砕困難であった。治療困
難例に対しては、破砕療法（ESWL 14, 胆道鏡下EHL1）が併用され、内視鏡治
療回数中央値 2回 （1-3） により全例で完全結石除去が得られた。内視鏡および破
砕療法による偶発症はみられなかった。【結論】Confluence stoneは破砕療法を併
用した内視鏡治療により結石除去が可能であり、外科治療に替わる有効な手段にな
り得る。

100（内）
胆道病変に対する超音波内視鏡下穿刺吸引法の臨床成績
1北海道大学　医学部　消化器内科
○平田　甫1、桑谷　将城1、中島　正人1、平田　幸司1、杉浦　諒1、
加藤　新1、坂本　直哉1

【背景】超音波内視鏡下穿刺吸引法（EUS-FNA）が広く普及し, 膵, 縦隔, リンパ
節や消化管粘膜下病変に対する報告が多くみられる一方で, 胆道病変に対する
EUS-FNAの報告はまだ限られている. よってその臨床成績を明らかにすることを目
的として以下の検討を行った.【対象と方法】2007年4月から2018年12月の間, 当
院で胆道病変に対して施行されたEUS-FNA66例を対象に後方視的に検討を行っ
た. 検討項目は1）背景疾患, 2）EUS-FNAの内訳, 3）EUS-FNAの感度, 特異
度, 正診率 4）偶発症とした. 【結果】 1） 男女比は41:25, 年齢中央値は73歳（31-
94）, 胆嚢病変39例, 胆管病変27例であった. 最終診断について, 胆嚢病変は胆嚢
癌28例, 悪性リンパ腫1例, 神経内分泌腫瘍1例, 悪性黒色腫1例, 黄色肉芽腫性
胆嚢炎5例, 慢性胆嚢炎3例であった. 胆管病変は胆管癌14例, 乳頭部癌7例, 神
経内分泌腫瘍1例, 肝細胞癌1例, 硬化性胆管炎2例, 胆管炎2例であった. 2） 穿
刺部位について, 胆嚢はGn/Gb/Gf/C:9/13/5/12例, 胆管はBs/Bm/Bi:8/5/14
例であった.穿刺針について, 胆嚢は穿刺針径19/22/25（G）:2/27/10例, 胆管
は19/22/25（G）:1/21/5例であった. 穿刺回数の中央値は胆嚢, 胆管いずれに
おいても1回（1-4）であった.3） 胆道悪性腫瘍におけるEUS-FNAの感度/特異度/
PPV/NPV/正診率は. 胆嚢病変については87/100/100/67/90（%）, 胆管病
変は91/100/100/67/93（%）であった.4） 乳頭部病変（乳頭部癌）に対してEUS-
FNAを施行した1例で重症膵炎を発症し, 長期入院を要した. 【結語】  胆道病変に
対するEUS-FNAは胆管, 胆嚢病変ともに良好な成績であることが示された.
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101（内）
超音波内視鏡ガイド下胆嚢ドレナージの治療成績
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○山本　恭史1、林　毅1、宇都宮　蘭1、田中　一成1、瀧川　有記子1、
小林　陽介1、金　俊文1、矢根　圭1、高橋　邦幸1、潟沼　朗生1

【背景・目的】近年、急性胆嚢炎に対するドレナージ法として超音波内視鏡ガイド下
胆嚢ドレナージ （EUS-GBD） が普及しつつあるが、時として重篤な合併症が報告
されおり症例の蓄積が必要である。当科におけるEUS-GBDの治療成績を検討し
た。【方法】2013年1月から2018年11月までに当科でEUS-GBDを施行した症例を
集積し、1） 処置内容および手技成功率、2） 偶発症および経過について検討した。
【結果】11例にEUS-GBDが施行され、年齢中央値は75歳（66-86歳）、男/女 
1/10であった。背景疾患は膵癌6例、胆管癌4例、胆石性胆嚢炎1例であり、悪性
疾患は全例胆管ステント留置後であった。急性胆嚢炎に対するEUS-GBD施行前
の処置として6例でPTGBAが施行されおり、1例でEGBS不成功であった。1） 穿刺
経路は十二指腸球部が10例、胃前庭部が1例であった。穿刺ルート拡張は6Fr.通
電dilatorのみ使用が2例、バルーン拡張を要したものが5例、さらに10Fr. dilatorを
追加したものが3例あった。留置ステントは金属ステントが1例、プラスチックステントが10
例であり、経鼻ドレナージの併用は6例であった。処置時間の中央値は30分（26-44
分）で、全例でステント留置に成功していた。2） 出血、腹膜炎はなかった。EUS-
GBD後の観察期間の中央値は175日（8-400日）で、金属ステント留置例でステント
の胃内への逸脱がありステントの再留置を要した。ステント閉塞およびkinkingによる
胆嚢炎再発が1例ずつあり、ステントの追加留置を要した。転帰は原病死4例、転院
（退院）4例、原疾患の治療継続中が3例であった。【結語】当科でのEUS-GBD
は少数例であるが重大な合併症なく処置を完遂していた。外科的治療や経乳頭ドレ
ナージが困難な症例ではEUS-GBDは有用なドレナージ法と考えられる。

102（内）
術前診断が困難であった低異型度分化型胃癌（超高分化型胃
癌）の2例
1札幌医科大学　医学部　消化器内科学講座、
2札幌しらかば台病院　消化器内科、
3JA北海道厚生連札幌厚生病院　病理診断科、
4札幌医科大学　医学部　病理診断学講座、
5札幌医科大学　医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座
○風間　友江1、上野　あかり1、柴田　泰洋1、須藤　豪太1、五十嵐　央祥1、
久保　俊之2、三橋　慧1、能正　勝彦1、山下　健太郎1、山野　泰穂1、
市原　真3、杉田　真太朗4、長谷川　匡4、信岡　隆幸5、竹政　伊知朗5、
仲瀬　裕志

低異型度分化型胃癌（超高分化型胃癌）は、生検での確定診断が困難とされている。進行癌ですら術
前診断は困難な場合がある。今回、我々は術前生検に難渋した低異型度分化型進行胃癌（超高分化型
胃癌）の1例を経験し、過去の自験例1例と共に報告する。【症例1】70代女性、前医にてX年Y月に施
行した上部内視鏡検査で体上部後壁に3ｃｍ大0-IIa+IIc様病変を認めて生検施行、病理結果はgroup 
1であった。Y+3月に再検したところ、病変の肛門側への増大傾向あり、2回目の生検を施行するも病理
結果は同様であった。内視鏡所見と病理結果に乖離があるため、Y+4月精査目的に当科紹介。NBI拡
大観察では、病変の立ち上がりは正常粘膜でなだらかに陥凹に移行する０-IIa+IIcで、陥凹内に口径不
同の血管や無構造部位を認め、腫瘍組織の露出が示唆された。同部位より生検し、group 5腺癌（tub1
＞tub2）と診断した。精査にてcT2N1M0、cStageIIAと判断し、胃全摘術が施行され、病理診断は低
異型度分化型胃癌、深達度pT3（SS）であった。【症例2】70代男性、近医で定期的に内視鏡検査を
受けていたZ-3年に前庭部前壁に粘膜下腫瘍様病変を指摘され、Z-1年7月には同病変が増大傾向で
はあったが、生検では何れもgroup 1であり精査加療目的に当科紹介となった。当科でのNBI拡大観察
では、大小不同のpit様構造を有し、癒合するvilli様構造を認め生検を施行したが、group 1であった。
またZ年には粘膜下切開による生検をしたが同様の結果であった。しかし同年のCTでも病変部の明らか
な増大を認め、外科適応と考えられたため幽門側胃切除術を施行。病理診断は低異型度分化型胃癌、
深達度pT4a（SE）であった。両症例とも異型の乏しい癌細胞が、正常な腺窩上皮を伴いながら緩徐な
発育進展を呈しており、術前診断を困難にしていたことが示唆され、文献的考察を加え報告する。

103（内）
大腸全摘後の小腸出血に対しインフリキシマブが著効した潰瘍
性大腸炎の1例
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

症例は39歳男性．X-13年に潰瘍性大腸炎（UC）と診断されプレドニゾロン（PSL） ，
血球成分除去療法にて加療， 経口メサラジン製剤にて寛解を維持されていた．X-1
年9月29日下痢，血便増悪ありPSL25mgにて一度寛解に至るもPSL漸減，中止後
に再燃をきたし3月26日ブデソニド注腸フォーム製剤を追加するも症状の改善に乏しく，
4月8日当院入院となる．入院時の下部消化管内視鏡検査（CS）では上行結腸にび
らん，肝彎曲部から直腸に浅い潰瘍を多数認めるも，終末回腸には異常を認めな
かった．入院時のLichtiger Clinical Activity Index （CAI）は16点であり，ステロイ
ド依存性の重症潰瘍性大腸炎と判断した．入院第4病日シクロスポリン持続静注療法
（CyA）を開始するも7日後も症状改善を認めずCyA中止とし，入院第10病日インフリ
キシマブ（IFX）に治療変更するも無効であり，入院第16病日腹腔鏡下大腸全摘術
＋回腸人工肛門造設術を施行した．手術直後よりストーマから3.5L/日前後の多量の
排液が持続，術後第5病日より発熱が出現し，術後第7病日に施行したCSではストー
マ近傍の回腸に不整形潰瘍を多数認めた．上部消化管内視鏡検査では異常を認
めず，また血中サイトメガロイウルスアンチゲネミアは陰性であった．当科転科のうえ，メ
チルプレドニゾロン（mPSL）500mgを3日間投与，第12病日よりPSL 40mgを開始し
た．発熱は速やかに消失するもCRPの陰性化を認めず，血性排液の持続と貧血の
進行を認めたため術後第27病日にIFX 5mg/kg（300mg）を投与し，翌日には血便の
消失を認め，排液量の減少とCRPの陰性化を認めた．IFX開始6週後のCSでは回
腸に認めていた潰瘍は大部分が上皮化傾向を認め，以後，外来にてIFXを継続投
与中であるが，症状の再燃を認めていない．UC術後の小腸出血は厚生労働省難治
性炎症性腸管障害に関する調査研究班におけるアンケート調査において頻度0.8%
と報告されており，治療法が確立されておらず発生機序も不明である．今回，大腸全
摘後の小腸出血に対しインフリキシマブが著効した潰瘍性大腸炎の1例を経験したの
で報告する．

104（内）
胆道病変診断におけるSpyGlassDSの有用性
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、村山　裕一1、山本　恭史1、瀧川　有記子1、
田中　一成1、小林　陽介1、金　俊文1、林　毅1、高橋　邦幸1、潟沼　朗生1

【背景】胆道病変の内視鏡精査においてSpyGlassDS（SpyDS）での観察や直視下
生検による良悪性診断、水平方向進展度診断についての有用性についての報告も散
見される。【目的】胆道病変診断におけるSpyDSの有用性を検討する。【対象と方法】
2015年10月から2018年10月までにSpyDSを用いた胆道病変19例のうち、手術または
1年以上の経過観察により最終診断が確定した14例を対象（良悪性鑑別診断7例、胆
管癌の水平方向進展度診断7例）とした.。水平方向進展度診断は切除断端側（遠位
胆管癌では肝側,肝門部領域胆管癌では残肝側および乳頭側）の胆管上皮について
SpyDS下観察及び生検と切除検体における病理所見について評価した。【結果】鑑
別診断：対象の病変は限局性胆管狭窄5（Bl 3, Bs 1, Bi 1）、胆嚢管隆起性病変
1、遺残胆嚢癌疑い1であった。SpyDSの手技成功率は57.1%（4/7）であり、胆嚢
管や肝内胆管病変の観察は困難であった。4例全例で生検が可能であり、生検診断
は.悪性所見が陽性1,陰性　3.であった。最終診断は悪性3　（BilIN3 2例,膵癌胆管
浸潤1例）、良性1例はIgG4関連硬化性胆管炎であり、内視鏡所見にて乳頭顆粒状
上皮で悪性を示唆する所見だったが,生検では悪性所見を認めず、胆道感染を繰り返
すため肝切除となり,最終診断はIgG4関連硬化性胆管炎であった。進展度診断：疾
患の内訳は肝門部領域胆管癌3（乳頭型2,結節浸潤型1）、遠位胆管癌4（乳頭型
3,結節浸潤型1）であり、目的部位観察及び検体採取成功100％であった。SpyDS所
見で診断可能であったものは2例で主病変部から連続する乳頭顆粒状上皮、不整な
血管構造を呈する粘膜を認めた。生検を加えることにより計4例で進展陽性との診断が
可能であった。術式はPD4、肝左葉切除＋肝外胆管切除術1、肝右葉切除＋肝外
胆管切除術1、肝外胆管切除術1であり、3例でR0切除、4例でR1cis切除となった。
このうち6例で表層進展を認めた。【結語】SpyDSにおける良悪性診断は有用である
が、胆嚢管などの観察は困難であった。胆道鏡所見による胆管癌の水平方向進展度
診断能は不十分であったが、生検を加えることで成績の向上が得られた。
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105（内）
内視鏡診断が有用であった遠位胆管に広範囲に進展した胆
嚢菅癌の1例
1天使病院　消化器内科、2天使病院　外科、3ジェネティックラボ病理解析センター
○伊藤　英人1、高村　毅典1、吉本　満1、辻崎　正幸1、岡田　尚樹2、
湊　雅嗣2、大場　豪2、中山　雅人2、山本　浩史2、近藤　信夫3

我々は遠位胆管に広範な進展を認め，原発巣の描出と胆管進展の診断契機に
EUSが，胆管側の進展度診断と手術術式の決定にIDUSとPOCSが有用であった
胆嚢菅癌の1例を経験したので報告する．症例は66歳，女性．2017年9月，上腹部
痛を自覚し近医受診．発熱と肝胆道系酵素の上昇を認め他医へ搬送された．CTで
胆嚢菅に腫瘤性病変を指摘され精査・治療目的に当科入院となる．入院時現症：
右季肋部に軽度の圧痛を認めた。血液検査所見：WBC10200, CRP 18mg/dl, 
T.B 1.9mg/dl, D.B 1.3mg/dl, AST 357U/L, ALT 151U/L, ALP551U/L, γ
GTP121U/L. 腹部CT所見：胆嚢菅起始部に15mm大の腫瘤を認めた．EUS所
見：胆嚢菅起始部の腫瘤と連続して下部胆管に及ぶ胆管壁肥厚像を認め，胆嚢
菅腫瘍の遠位胆管進展が疑われた．ERC所見：中部胆管に片側性の可動性のあ
る陰影欠損像を認め，同部からの生検でadenocarcinomaと診断された．IDUS所
見：胆嚢菅起始部に腫瘤を認め連続して下部胆管にかけて全周性の内側低エコー
層の肥厚像を認めた．POCS所見：下部胆管から中部胆管にかけて全周性に発赤
調の表面不整な腫瘍性粘膜を認めた．肝門部胆管には内視鏡画像および生検組
織に異常所見を認めなかった．以上から胆嚢菅から，下部胆管にかけて全周性に連
続進展した胆嚢菅癌と診断し膵頭十二指腸切除術を施行した．病理所見：胆嚢管
内に乳頭状の癌細胞の増殖を認め，漿膜層に浸潤していた．また胆嚢菅腫瘍と連
続して下部胆管に至る遠位胆管に全周性に粘膜内の癌細胞の進展が認められた．
癌細胞は線維筋層にまで浸潤していた．病理診断はCystic duct carcinoma. CBd, 
pap-tub1, papillary-infiltrating, pT3a, , pN1, pStage 3 Bであった．

106（内）
胆管粘液癌の1切除例
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、石川　千里1、阿部　真実1、藤井　常志1、
長谷部　千登美1、菊池　智樹2、小幡　雅彦2

【症例】70歳代, 男性【既往】心房細動，内頚動脈狭窄症，右肺門部腫瘤（30年以
上前より指摘されており経過観察となっている．）【経過】皮膚掻痒感を主訴に2010
年11月に近医を受診した．血液生化学検査にて黄疸を認め，精査加療目的に2010
年12月当院に紹介となった．CT検査では肝外胆管に造影効果を伴う壁肥厚を認め，
上流の胆管拡張を伴っていた．また、右肺門部にφ44mmの腫瘤性病変を認め，既知
の肺病変と考えられた．MRCPでは遠位胆管は内腔が描出されず，総胆管腫瘍の可
能性が示唆される所見であった．ERCP施行すると，中部胆管中心に造影欠損を認
めた．IDUSでは同部位は低エコー腫瘍として描出された．胆管狭窄部より生検を施
行し胆管ステントを留置して処置を終了した．病理結果はadenocarcinomaであった．
胆管ステント留置後にEUSを施行したところ，腫瘤は25mm大の低エコー領域として
描出された．明らかな周囲臓器への浸潤は認めなかった．以上より，遠位胆管癌 T2, 
N0, M0 cStageII（胆道癌取扱い規約第6版に準じて）と診断し2011年1月，亜全胃
温存膵頭十二指腸切除術を施行した．術後病理診断は，Adenocarcinoma （muc＞
tub1＞tub2＞por2）, BpCGnBd, papillary-infiltrating, circ, 2.3×1.5cm, pT2a, 
int, INFb, ly3, v3, ne2, pPV0, pPA0, pHM1（m）, pEM0, pN1; 6- 0/3, 8a- 
2/3, 8p- 1/1, 12a- 1/1, 12b- 0/0, 12b2- 1/1, 12c- 0/0, 13a- 1/2, 13b- 0/2, 
17b- 0/1, pM1; 9- 1/7, 17a- 1/4（胆道癌取扱い規約第6版に準じて）であった．
患者と相談の上，化学療法は導入せず経過観察としていたが，2011年8月のCTで傍
大動脈周囲を中心に多数のリンパ節転移を認め化学療法を施行（1st line : GEM，
2nd line : GEM＋S-1，3rd line : GEM＋CDDP）したが，病勢の進行により2012
年9月に永眠した．【結語】今回我々は，比較的まれな胆管粘液癌の1切除例を経験
したので，若干の文献的考察を踏まえて報告する．

107（内）
胆管外に脱落のない胆管プラスチックステントによる腸管穿孔
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、
2旭川医科大学　外科学講座　肝胆膵・移植外科分野
○林　明宏1、後藤　拓磨1、笹島　順平1、萩原　正弘2、今井　浩二2、
佐藤　裕基1、岡田　哲弘1、水上　裕輔1、奥村　利勝1

【症例】70歳代男性。X-1年7月に前医にて遠位胆管癌（stage 2b,T1bN1M0）に
対して亜全胃温存十二指腸切除を施行した。X-1年12月、胆管空腸吻合部の局
所再発による胆管炎にて当科紹介、ダブルバルーン小腸内視鏡を用いた内視鏡的
胆管ステント留置術（EBS）にてプラスチックステント（straight type, 7Fr9cm）を留置
し胆管炎は軽快した。X年3月、黄疸の悪化にてCTを施行、左肝内胆管の軽度拡
張・腹水を認めたことから、再度内視鏡的ドレナージを行う方針となった。再発巣の
増大により、スコープの直線化および吻合部の視認が困難であり、前回留置したプ
ラスチックステント（PS）を目印とすることで、PSの脇からカニュレーションが可能となり、
メタリックステント（uncovered type,60mm×8cm）を追加で留置した。処置翌日に腹痛
の訴えがあり腹部Xpにて右横隔膜下にfree airを認め、腹部CTでPSの遠位端が
空腸から腹腔内へ突出していた。急性腹膜炎の診断にて緊急開腹手術となり、腹
腔内に逸脱したステントの切断と穿孔部の縫合術を行った。その後腹腔内の洗浄と
腹腔ドレーン挿入、抗生剤治療にて腹膜炎は改善し前医に転院した。【考察】閉塞
性黄疸や胆管炎などの胆道閉塞疾患に対して、EBSが広く用いられるようになり、
偶発症として胆管外に脱落したステントによる腸管穿孔例の報告が散見されるように
なった。しかし胆管外に脱落のないステントによる腸管穿孔の報告は会議録で1例を
認めるのみと極めて少ない。完全に脱落のないPSにおいても腸管穿孔のリスクはあ
り、本症例よりその問題点とともに予防策と対処法について考察する。

108（内）
胆管空腸吻合術後例に対する内視鏡治療の現状
1札幌厚生病院
○川村　駿介1、北川　翔1、岡村　圭也1、宮川　宏之1、長川　達哉1、
平山　敦1、奥　大樹1、那須野　央1、畑山　加奈1

【目的】当科における胆管空腸吻合術後例に対する内視鏡治療とその成績につい
て報告する．
【方法】2016年4月～ 2018年11月の間，当科で胆管空腸吻合部に対して内視鏡治
療を試みた29症例58件に関して，（1） 患者背景　（2）治療内容　（3） 治療後経過　
について後方視的に検討した．
【成績】（1） 年齢中央値: 71歳 （45～ 83歳）．術後期間中央値: 39.5か月 （3～
324か月）．　（2）使用スコープ:SIF-H290S 20例，SIF-Q260 4例，PCF-H290I 3
例，TJF-260V 1例，GIF-2T240 1例．胆管空腸吻合部への到達率: 100% （29/29
例）．内視鏡処置の成功率: 97% （28/29例）完遂できなかった1例は，経鼻内視鏡 
（GIF-XP290N） およびSpyGlass DSを胆管空腸吻合部へ直接挿入したが肝内
胆管の狭窄部が同定できず）．内視鏡処置: 胆管空腸吻合部のバルーン拡張 19例，
胆管結石の除去10例，迷入したロストステントの回収 2例，プラスチックステントの留置 
1例．　（3） 胆管空腸吻合部の再狭窄に対するバルーン拡張 2例（初回治療より6
か月後と11か月後）．胆管癌の再発 1例 （初回治療より16か月後）．
【結論】胆管空腸吻合部への内視鏡的アプローチについて当科の現状を報告した．
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109（消）
多発する早期胃腺癌と同時性に存在した早期胃腺内分泌細胞
癌の一例
1製鉄記念室蘭病院　消化器内科・血液腫瘍内科、
2製鉄記念室蘭病院　外科・消化器外科、
3製鉄記念室蘭病院　病理臨床検査室、
4札幌医科大学医学部　腫瘍内科学講座、血液内科学
○今川　貴之1、安部　智之1、伊藤　亮1、佐賀　潤也1、山田　充子1、
小野　道洋1、藤井　重之1、前田　征洋1、仙丸　直人2、藤田　美悧3、
村松　丈児4、吉田　正宏4

胃原発の腺内分泌細胞癌は比較的稀な疾患であり、悪性度が高く予後不良である。そ
のうち腺癌との同時多発症例の報告は極めて稀である。今回我々は、多発する早期胃
腺癌と同時性に存在した胃腺内分泌細胞癌の一例を経験したので報告する。【症例】
60歳代男性【主訴】なし（健診の上部消化管内視鏡検査にて指摘）【経過】20XX年
6月に健診目的に近医にて上部消化管内視鏡検査（EGD）を施行された。胃前庭部小
弯に辺縁不整な浅い潰瘍性病変を認め、生検の結果、Group 5, adenocarcinoma 
（ tub2, por ） であったため、精査加療目的に当科紹介された。当科でのEGDの結
果、胃前庭部小弯病変の他に胃体上部後壁と胃体中部小弯に各々小隆起病変を認
めた。生検の結果、胃体上部と体中部の病変はadenocarcinoma, （ tub1＞tub2 ） で
あり、この2病変については内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）の方針とし、胃前庭部
の病変は幽門側胃切除の方針とした。7月に胃体上部と体中部の病変に対し、ESD施
行したところ、ESD標本の病理結果は2病変ともadenocarcinoma, tub1 であった。10
月に腹腔鏡下幽門側胃切除術が施行されたところ、手術標本の病理結果は、mixed 
adenocarcinoma with neuroendocrine carcinoma, pStage IA であった。【考察】多
発胃癌の頻度は切除胃の6.7 ～ 9.2%といわれている。その大半が2病巣で、3病巣
以上は少ない。また、胃内分泌細胞癌は全胃癌中の0.4 ～ 0.6%とまれな疾患であり、
腺癌との併存例はさらに希少である。医学中央雑誌で検索し得た限り、腺癌と併存し
た胃内分泌細胞癌は大部分が進行癌である。本症例は早期の段階で発見され、か
つ腺癌との同時多発癌であるという極めてまれな症例であり、報告する。

110（消）
胃全摘術時に腹腔洗浄細胞診陽性と診断後、約6年で鼠径部
再発を認めた胃癌の一症例
1日鋼記念病院　消化器内科、2日鋼記念病院　消化器外科、
3日鋼記念病院　泌尿器科、4日鋼記念病院　病理診断科
○小林　真綾1、横山　和典1、持田　賢太郎1、代田　充1、梅本　浩平2、
旭　火華2、喜納　政哉2、益子　博幸2、村橋　範浩3、山城　勝重4

症例は70歳の男性、64歳時に胃体中上部に主座をおく進行胃癌として胃全摘術が
施行され、tub1＞tub2, pT4, N3a, M0（stage IIIB）と診断されたが、術後に腹水
洗浄細胞診陽性と判明してstage IVの最終診断となった。術後にS-1+CDDP療法
6コースを施行し、その後S-1単独療法を約6ヶ月施行した。腫瘍マーカーの上昇や画
像診断で再発病変を認めなかったために、術後1年4ヶ月で化学療法を終了して経
過観察となった。術後4年1ヶ月頃より腫瘍マーカーの上昇を認めるようになったが明
らかな病変を指摘し得なかった。その後も定期的に画像検査を実施していたが、術
後5年1ヶ月のPETでも明らかな異常を指摘できなかった。しかし、術後5年10ヶ月
の診察で右側鼠径部の腫瘤と疼痛を訴え、画像的にも同部に腫瘤を認めたために
胃癌からの転移を疑い、泌尿器科で鼠径管付近の経皮的生検が施行されて、胃
癌の転移と診断された。画像の見直しでは、術後約4年3ヶ月頃から精索の非対称
な肥厚を認めていた。現在GSOX療法を施行している。本例は解剖学的には経皮
的生検による検索であったために鼠径管および精索への転移が証明されておらず、
鼠径部再発と診断した。転移性精索腫瘍は胃癌、結腸癌、膵癌、腎癌の順に多
いとされ、消化器癌の診療中には鼠径部の所見にも注意を払う必要があると思われ
た。

111（消）
転移性胃粘膜下腫瘍として摘出術を受け、3年8ヵ月後に原発
巣が診断されたEBウイルス関連胃癌の一例
1札幌しらかば台病院 消化器内科、2恵佑会第2病院 消化器内科、
3札幌しらかば台病院 神経内科、4恵佑会札幌病院 消化器外科
○菊地　剛史1、吉田　幸成1、小平　純一2、津田　笑子3、保月　隆良3、
久保　俊之1、中村　浩子1、見田　裕章1、中村　正弘1、岩田　徳和1、
安達　靖代1、足立　靖1、坂下　啓太4、北上　英彦4、西田　靖仙4、
高橋　宏明2、遠藤　高夫1

【症例】80歳代 女性 【主訴】胃部不快感 【既往歴・現病歴】3年8ヵ月前に胃粘
膜下腫瘍の摘出術（胃部分切除）を受けた。約3年前に強皮症と診断され治療を
開始、経過中に強皮症関連末梢神経障害を発症し当院神経内科にて投薬加療中。
【臨床経過】神経障害に対して入院加療中であったが、胃部不快感を主訴に上部
消化管内視鏡検査を施行した。胃角部小彎前壁にびらんを伴う約2cmの0-IIc+IIa
病変を認め、生検で低分化腺癌と診断された。超音波内視鏡検査でSM浸潤癌と
診断し、幽門側胃切除術が施行された。手術摘出標本の病理診断では、腫瘍細
胞は胞巣を形成し、腺管形成に乏しく低分化腺癌（tub2＜por1）と診断された。In 
situ hybridization（ISH）によるEBER検索で腫瘍はびまん性に陽性を示し、EB
ウイルス関連胃癌（EBV胃癌）と診断された。深達度はSM2（800μm）で、脈管侵
襲およびリンパ節転移は認めなかった。3年8ヵ月前に切除された胃粘膜下腫瘍の再
確認を行ったところ、今回の癌病巣と同様にEBER（ISH）陽性腫瘍細胞が胞巣
形成を示すEBV腺癌であった。腫瘍細胞の周辺にリンパ組織が観察されることから、
この粘膜下腫瘍は、今回発見されたEBV胃癌を原発巣とするリンパ節転移の可能
性が高いと考えられた。【考察】EBV胃癌は全胃癌の約10％を占め、リンパ節転移
の頻度が低く予後は比較的良好とされている。本症例のように転移増大したリンパ節
が原発巣に先行して発見・治療された症例はまれであり、貴重な症例と考え報告す
る。

112（消）
感染性仮性嚢胞に対して経胃的ドレナージを施行後に原発巣
切除し得た膵頭部癌の一例
1医療法人菊郷会　愛育病院　消化器内科、
2医療法人菊郷会　札幌センチュリー病院　消化器内科
○後藤　哲1、江上　太基1、宮下　憲暢1、加藤　貴司1、岡本　宗則1、
町田　卓郎2、藤田　朋紀2、小川　亮2、河上　純彦2

【症例】60歳、男性。【主訴】心窩部痛、体重減少、腹部膨満
【現病歴】1カ月間持続する心窩部痛と腹部膨満、6kgの体重減少を主訴として当
科を初診した。血液検査にて血清アミラーゼ値の上昇と炎症反応上昇を認め、造影
CTを施行したところ、膵頭部に腫瘤性病変と尾側の主膵管拡張所見に加え、膵体
部から胃体部まで広がる嚢胞性病変を認め、精査加療目的に入院となった。膵頭
部腫瘤に対してEUS-FNAを施行し、膵頭部癌と診断した。嚢胞性病変は随伴性
膵炎による仮性嚢胞と診断した。膵頭部腫瘤自体は周囲臓器への直接浸潤や、門
脈、動脈への浸潤を認めず、resectableと判定としたが、外科との相談の上、膵
炎を沈静化させてから切除の方針とした。そのため、経乳頭的膵管ドレナージを複数
回試みたが、ドレナージチューブを主膵管深部に挿入することが困難であった。その
後、発熱が出現し、炎症反応も上昇したため、CTを再検したところ、膵体尾部の
嚢胞性病変の急速に増大し、内腔も不均一で、感染が疑われた。再度経乳頭的
に膵管ドレナージを試みたが不可であり、EUS下に経胃的に嚢胞を穿刺し、ドレナー
ジを施行とした。その後炎症反応や自覚症状は徐々に改善を認め、嚢胞も著明に
縮小した。ジェムザールによる化学療法を複数回施行した上で、第125病日に亜全
胃温存膵頭十二指腸切除術を施行した。腹膜播種は認めず、切除断端は陰性で
あった。その後順調に経過したが、手術6カ月後に肝転移として再発を来たし、現在
も化学療法中である。
【結論】感染性仮性嚢胞に対して経乳頭的ドレナージ術が施行できず、経胃的ドレ
ナージ術を施行し、切除し得た膵頭部癌の一例を経験した。切除可能な膵癌に併
発した感染性仮性嚢胞の治療方針については十分に定まっていず、若干の文献的
考察を付け加えて報告する。
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113（消）
術前に原発性卵巣癌との鑑別が困難であった膵尾部癌卵巣
転移の1切除例
1札幌医科大学　消化器内科学講座、
2札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科
○守谷　洋1、伊東　文子1、柾木　喜晴1、石上　敬介1、阿久津　典之1、
仲地　耕平1、本谷　雅代1、佐々木　茂1、木村　康利2、仲瀬　裕志1

【はじめに】転移性卵巣腫瘍の原発巣は多岐にわたるが、膵癌によるものは稀である。今回
卵巣腫瘍と膵腫瘍を術前に指摘され、原発性卵巣癌との鑑別が困難であった膵尾部癌
卵巣転移の1切除例を経験したため報告する。【症例】80代女性【主訴】なし【現病歴】卵
巣腫瘍疑いとして当院婦人科に紹介となった際、スクリーニング目的でおこなったCTにて膵
尾部腫瘍性病変を指摘された為、精査加療目的に当科紹介となった。【来院時現症】腹部
軟、圧痛なし。下腹部やや左側に拳大の腫瘤を触知。PS0。【来院時検査所見】CBC、
生化学的所見に大きな異常なし。CEA、CA19-9は正常範囲内であったが、DUPAN-2 
＞1600U/mL、CA125 156U/mLと上昇認めた。造影CTでは左卵巣にφ8cmを超える多
房性嚢胞性病変を認め、膵尾部にφ40mm大の乏血性腫瘍性病変を認めた。膵尾部病
変にEUS-FNA施行した所、組織診・細胞診ともにadenocarinomaを指摘、免疫染色の
結果から浸潤性膵管癌と診断した。【経過】膵腫瘍は膵原発の癌と診断できたが、卵巣腫
瘍については生検は行わず画像所見・腫瘍マーカーから原発性卵巣癌で矛盾ないと診断
された。共に切除可能病変であり各科との協議の結果、同時に手術を行う方針とし、尾
側膵切除術、胃・結腸・左副腎・左腎合併切除術、左卵巣摘出術が施行された。病
理組織学的検査の結果は、膵癌、膵癌卵巣転移との診断であった。本人・家族の希望
で、化学療法等の治療の希望はなく現在外来で画像フォロー中である。【まとめ】転移性
卵巣腫瘍は、その原発の部位に関わらず様々な原発性卵巣腫瘍に酷似する場合があり、
鑑別は難しいとされる。転移性卵巣腫瘍を疑わせる所見として、両側性、腫瘍径が小さ
い等があげられるが、本症例は片側性で腫瘍径も大きく、画像所見も原発性卵巣癌に矛
盾しなかったため、術前に転移性である可能性を疑うことが困難であった。しかし、原発性
卵巣腫瘍と転移性卵巣腫瘍では治療方針・予後は異なり鑑別は極めて重要である。卵
巣腫瘍の診断においては常に転移性腫瘍の可能性を考慮する必要があると考えられた。

114（消）
幽門側胃切除後膵体部非浸潤癌に対して残胃温存尾側膵切
除術を施行した1例
1札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科
○待木　隆志1、今村　将史1、永山　稔1、山口　洋志1、及能　大輔1、
村上　武志1、木村　康利1、竹政　伊知朗1

【はじめに】膵癌は予後不良とされる悪性腫瘍の1つとされているが、非浸潤癌であ
れば5年生存率は85.8%との報告がある。膵上皮内腫瘍性病変（PanIN）は浸潤性
膵管癌の前駆病変と考えられており、異型の程度が上皮内癌に満たないものをlow-
grade PanIN、上皮内癌相当のものをhigh- grade PanINと定義している。今回
我々は、主膵管拡張を契機に発見された幽門側胃切除後膵体部非浸潤癌に対し
て、残胃温存尾側膵切除術を施行した1例を経験したので報告する。【症例】73
歳男性。【現病歴】検診USにて膵管拡張を指摘された。CT/MRCPにて膵体部主
膵管に狭窄と尾側膵管の拡張像を呈した。膵に腫瘤像は無く、狭窄部膵管からの
生検と膵液細胞診より腺癌を認め、上皮内癌または微小浸潤癌の診断となり手術
目的に当科紹介となった。【既往歴】約30年前、早期胃癌に対して幽門側胃切除術
（B-I再建）を施行した。【手術所見】胃切除時に右胃大網動脈・左右胃動脈を切
離されていたため、脾動脈切離（SPA）による胃の虚血が危惧された。術中にSPA
をクランプし、ICG蛍光法にて胃の良好な血流を確認したのちにSPAを切離した。残
胃温存にて尾側膵切除術（subtotal） と2群リンパ節郭清を完遂した。手術時間283
分、出血量15mlであった。【病理組織学的所見】High grade PanIN, pTis pN0 
cM0 fStage 0と診断された。【術後経過】術後3日目より食事を開始し、術後21日目
に自宅退院となった。【考察】術前に非浸潤癌が疑われた場合は、脾温存やリンパ
節郭清範囲の縮小などが考慮されるが、診断の困難性からは、標準術式を選択す
べきとの意見もある。膵管狭窄や拡張などの所見は膵癌の初期像として重要であり、
積極的な生検や膵液細胞診等を行うことが望まれる。【まとめ】本症例では、膵癌を
疑った積極的な精査の必要性と臓器機能温存を目的としたICG蛍光法の有用性が
示唆された。

115（消）
初回手術から3年10か月後に残膵全摘術を施行された異時性
膵癌の1例
1市立室蘭総合病院　内科、2市立室蘭総合病院　消化器内科、
3市立室蘭総合病院　外科・消化器外科、4市立室蘭総合病院　臨床検査科
○谷　元博1、大和田　紗英2、山川　司2、伊早坂　舞2、小野寺　馨2、
佐藤　修司1,2、清水　晴夫2、金戸　宏行2、木村　明菜3、小川　宰司3、
小西　康宏4、今　信一郎4

症例は61歳, 女性. 57歳時に健康診断腹部超音波検査で膵体部腫瘍を指摘され当科を
受診.膵体部癌と診断し当院消化器外科で膵体尾部切除を施行した. pStageIII（Tublar 
adenocarcinoma, tub2, Rb, pT3, 1mm, pCH（-）, pDU（-）, pS（+）, pRP（-）, pPV
（-）, pA（-）, pPL（-）,pOO（-）, pPCM（-）, pBCM（-）, pDPM（-）, D2, 
R0, int, INFγ, ly0, v0, ne1, mpd（-）,N0, M0）であった. 膵管断端に異型上皮は見られ
ず, 膵尾部には軽度の異型を伴う拡張がみられ,PancIN-1AからPancIN-1B程度に相当
する所見であった. 術後は当院消化器外科にてS-1　100mg/bodyの内服を6か月行った. 
術後3年8か月の採血でCA19-9：43.7U/mLと上昇を認め, 翌月の採血で82.0U/mLであっ
たため腹部造影CTが施行された. 残存膵頭部に肝内胆管の拡張を伴う26×21mmの造影
効果の乏しい腫瘤性病変を認め,FDG-PETで同部位にSUVmax4.942の集積亢進,血液
検査所見で閉塞性黄疸がみられ当科紹介となった. EUSで膵頭部に19×16mmの辺縁明
瞭な低エコー像を認め, EUS-FNAで同部位の穿刺を行い細胞診検査でadenocarcinoma
の診断となった.減黄目的に施行したERCPにおいて膵内胆管の狭窄を認め同部位の生検
からもadenocarcinomaの診断に至った. CT検査で遠隔転移を認めず,当院外科にて残膵
全摘術を施行した. 病理組織学的診断でmod＞＞porであり,初回手術検体を再検索したが
por成分を含まないmodであった.　やや組織型の異なるadenocarcinomaであり,再発までの
期間が1年以上経過していることから異時性膵癌と判断した.膵癌は診断時には根治切除
不能例が多い比較的予後不良な悪性腫瘍であり,根治手術施行例においても遠隔転移や
リンパ節転移,局所再発などを生じることが多いため,異時性膵癌で外科手術を行える例は
比較的稀である.今回, 初回手術から3年10か月後に残膵全摘術を施行された異時性膵癌
の1例を経験したため若干の文献的考察を加えて報告する.

116（消）
癌性髄膜炎を来し，急激な経過を辿った膵癌の一例
1札幌医科大学　腫瘍内科
○池田　裕貴1、吉田　真誠1、石川　和真1、石塚　理恵1、村瀬　和幸1、
高田　弘一1、宮西　浩嗣1、加藤　淳二1

【症例】50歳代男性．【主訴】頚部，両肩の張り，背部痛．【現病歴】B型肝炎
ウイルスキャリアにて当科外来通院中，平成29年7月に行われた腹部スクリーニング
CTで膵尾部に40mm大の乏血性腫瘤および肝S3, S7に腫瘤を指摘された. 膵腫
瘤に対するEUS-FNAにて腺癌を認め, 膵癌，肝転移と診断された．同年9月より
GEM+nab-PTX療法を開始したが，5コース後の平成30年1月にPDとなった．同年2
月よりmFOLFIRINOX療法に変更し，8コース後の平成30年5月にCEA，CA19-9は
一時正常範囲内まで低下したが，14コース後の8月に再上昇した．その際のCTで腫
瘍増大なく, 9月にCEA，CA19-9が更に上昇したためPET-CT施行するも, 膵尾部、
肝S3に軽度集積を認めるのみであった. さらに同月中旬より頚部，両肩の張り，背部
痛を自覚するも, PET-CTで明らかな骨転移も認めないため鎮痛剤にて経過観察と
なった. しかし, 症状は改善せず，10月上旬に下肢の脱力感を認め, 歩行困難となっ
たため, 精査目的に当科入院となった. 入院後徐々にPSは低下し，第5病日に項部
硬直，意識障害を認めた．同日に施行した頭部造影CTにて小脳，脳幹，大脳皮質
周囲に造影効果を呈したほか，脳室の軽度拡大を認め，髄膜炎および水頭症が疑
われた．第6病日に腰椎穿刺を行ったところ，髄液細胞診は異型細胞を少量認める
のみであったが，髄液中CEA，CA19-9は高度上昇を呈したことから癌性髄膜炎と診
断した．全身状態不良であり積極的治療の適応はなくBSCとなり，第20病日に永眠
した．
【考察】膵癌に対する二次治療中, 局所はSDであったが, 癌性髄膜炎を来した1例
を経験した. 化学療法の進歩に伴い, 従来は稀とされていた中枢神経浸潤を来す
症例を経験する機会が増加する可能性がある. 髄膜刺激症状を認める前であって
も, 神経根症状を来した際には, 癌性髄膜炎の可能性を念頭に置くべきと考えられ
た



─ 71 ─

117（消）
膵臓癌・門脈腫瘍栓による門脈圧亢進症に対して門脈ステント
を挿入した2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　愛育病院　消化器内科、3小樽掖済会病院　消化器科、
4北海道消化器科病院　内科
○町田　卓郎1、藤田　朋紀1、小川　亮1、河上　純彦1、江上　太基2、
後藤　哲2、加藤　貴司2、宮下　憲暢2、岡本　宗則2、嘉成　悠介3、
佐々木　隆英4

＜はじめに＞膵臓癌はしばしば門脈腫瘍栓・門脈浸潤を形成し、門脈圧亢進症を
呈する。今回我々は、膵臓癌・門脈腫瘍栓により胃静脈瘤破裂、腹水貯留などの
門脈圧亢進症状を来し、門脈ステントにてコントロール可能であった症例を経験したの
で報告する。＜症例1＞52歳男性。前医にて2016年10月より切除不能局所進行
膵癌の診断にて化学療法を施行。2018年4月より倦怠感、タール便が出現し、前
医入院。上部消化管内視鏡にて胃静脈瘤破裂と診断され、当院へ紹介。ヒストア
クリルを用い内視鏡的胃静脈瘤硬化療法（EIS）を施行。止血は良好であったが急
速に腹水が増加し、発熱が出現。遠肝路閉塞に伴う急激な門脈圧亢進状態、汎
発性腹膜炎と診断。門脈血流の回復が必要と考え、門脈ステントを挿入した。ステ
ント挿入後、速やかに腹水は減少し、化学療法の継続が可能となった。＜症例2＞
65歳男性。前医にて膵臓癌にて胆管空腸吻合、胃十二指腸吻合術施行後化学
療法を施行されていた。上腸間膜静脈閉塞と共に腹水が貯留しコントロール不能と
なった。頻回の腹水穿刺が必要となったが、腹水細胞診は陰性のため当院紹介入
院。経皮的に門脈ステントを挿入した。ステント挿入後腹水は減少し前医で転院。化
学療法継続の方針となった。＜考察＞門脈腫瘍栓よる門脈圧亢進症に対し、門脈
ステントは有用と考えられた。

118（消）
膵管内乳頭粘液性腫瘍の胆管穿破による感染性bilomaに対
し、multiple transluminal gateway techniqueによるEUS
ガイド下ドレナージが有用であった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　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、
渡邊　晃一3

膵管内乳頭粘液性腫瘍 （IPMN）の胆管穿破に起因すると考えられた広範な感染性
bilomaに対し、multiple transluminal gateway techniqueによるEUSガイド下ドレナージ
が有用であった1例を経験したので報告する。症例は82歳、女性。高血圧で近医通院
中、2018年9月より、腹痛、発熱あり、近医を受診した。心窩部に強度の圧痛があり、
USで肝表に液体貯留を認めたため、当院紹介となった。血液検査ではWBC 18600/μ
l、CRP 30.69 mg/dlと著明な炎症所見を認めたが、CEA、CA19-9は正常であった。
CTで肝左葉被膜下を中心に広範な液体貯留を認め、腹腔内脂肪織濃度が上昇してい
た。主膵管は5.5mmに拡張し膵頭部を中心に多房性嚢胞性病変が多発しており、分枝
型IPMNが疑われた。USガイド下に肝被膜下の液体貯留部位を穿刺吸引したところ、黄
色濁で白血球とアミラーゼ、リパーゼ、CA19-9、CEAが異常高値を示し、Klebsiella 
oxytocaが培養された。細胞診はclass Iであった。EUSでは膵頭部に40mmの壁在結節
を伴った多房性嚢胞性腫瘤を認め、遠位胆管と接していた。IPMNが胆管に穿破し、胆
管内圧が上昇することにより形成された感染性bilomaと考え、抗菌薬治療を開始した。し
かし、改善に乏しく、第16病日に胃体上部よりEUS下ドレナージを行い、内外瘻とした。
外瘻カテーテルは2日後に自己抜去され、ドレナージ不十分であったため、第35病日に前
庭部よりEUS下ドレナージを追加し、内外瘻とし、その後速やかに膿瘍腔の縮小と臨床症
状の改善を認めたため、3日後に外瘻チューブを内瘻とした。第42病日のERCPでは、主
乳頭からの著明な粘液の排出を認め、ERCで膵頭部のIPMNが造影されたため、fully-
covered self-expandable metal stent （FCSEMS）を留置した。膵液細胞診ではClass 
IIIであった。第78病日にFCSEMSを把持鉗子で抜去し、ERCではIPMNとの交通は認
めなかった。腫瘍切除は希望されず、第87病日に自宅退院となった。

119（消）
膵管内乳頭粘液性腫瘍に関連する膵瘻により後腹膜膿瘍を来
した1例
1市立札幌病院　消化器内科
○曽根　孝之1、小池　祐太1、古川　理紗子1、村井　太一1、松田　千佳1、
板谷　一史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】80歳代、男性【主訴】発熱【既往歴】拡張型心筋症，2型糖尿病，前頭側
頭型認知症【現病歴】転倒による左大腿骨頚部骨折で当院精神科に入院中であっ
た．入院第19病日より発熱を認め，抗菌剤の投与が開始された．発熱が持続し，第
20病日採血で血清アミラーゼ，リパーゼ上昇を認め，CTを撮像した．入院時に認めた
膵頭部嚢胞の腫大，膵管拡張を認め，膵尾部周囲から左腎下極まで脂肪織濃度上
昇，液体貯留を認めた．膵炎が疑われ，当科に紹介となった．後腹膜の液体貯留と
膵管拡張の増悪があり，膵瘻も疑われた．第22病日，内視鏡的膵管造影検査を行っ
た．乳頭正面視でVater乳頭開口部の開大，白色粘液貯留を認め，膵管造影で膵
頭部に主膵管と交通する多房性嚢胞を認め，膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）を認
めた．主膵管の拡張を認め，膵管ステントと経鼻膵管チューブを留置した．後日の膵
管造影で膵尾部の膵管から後腹膜へ造影剤の流出を認めた．その後も発熱が持続
し，CTで後腹膜に被膜を有する液貯留が明らかとなり，後腹膜膿瘍が疑われた．第
37病日，超音波内視鏡（EUS）ガイド下ドレナージを施行した．7Fr両端pig tail型プラ
スチックステントと5Fr経鼻ドレナージチューブを留置した．経鼻チューブより洗浄を繰り
返し，膿瘍腔の縮小が得られたが，発熱の持続を認めた．第45病日拡張用バルーン
を用いて瘻孔の拡張とpig tail型ステントを追加した．再度瘻孔のバルーン拡張と内
視鏡的ネクロセクトミーを施行し,膿瘍腔の縮小と炎症所見の改善が得られた．【考察】
膵瘻の原因は主に急性膵炎や外傷が多い．本症例は，IPMNの産生する粘液によ
り膵液の流出障害を生じ，膵尾部の膵瘻に至った．膵瘻により感染膵液の後腹膜
貯留による後腹膜膿瘍が発生したと考えられた．IPMNによる膵瘻に対して膵管ドレ
ナージとEUSガイド下ドレナージ，内視鏡的ネクロセクトミーが有効であった．

120（消）
後腹膜血腫に十二指腸狭窄を認めた3症例についての検討
1札幌厚生病院　消化器内科
○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、那須野　央1、畑山　加奈1、川村　駿介1

【はじめに】後腹膜血腫による十二指腸狭窄の報告は比較的稀である。今回我々は
後腹膜血腫に十二指腸狭窄を認めた3症例を経験したので若干の文献的考察を加
え報告する。【症例1】60歳女性。突然の上腹部痛を認め前医受診。腹部CTで
後腹膜血腫を認め、当科に救急搬送となった。貧血の進行を認めたため腹部血管
造影を施行。明らかな血管芽I漏出像は認めなかったが前下膵十二指腸動脈の口
径不同を認め、同部よりの出血と判断、塞栓を行った。その後血腫は徐々に縮小、
第38病日より食事摂取開始、第49病日に退院した。【症例2】53歳男性。腹痛、
嘔気を認め前医受診。胃腸炎と診断されたが症状持続するため前医入院となった。
CTにて膵頭部腫大、十二指腸閉塞と診断され、紹介入院となった。転院時には
十二指腸狭窄は改善しており経口摂取可能であった。腹部血管造影では下膵十二
指腸動脈の十二指腸枝に4mm大の動脈瘤を認め、塞栓を行った。術後十二指腸
潰瘍が出現したが、Proton pump inhibitor （PPI）の投与で保存的に改善した。第
21病日に退院となった。【症例3】57歳男性。突然の腹痛を認め、前医受診。腹
部CTで十二指腸水平脚を中心に濃度上昇を認め入院となった。入院後ガストロ造
影で十二指腸狭窄、ダイナミックCTで膵アーケードに動脈瘤の所見を認めたため当
科紹介入院となった。当科入院後、腹部血管造影を施行。前下膵十二指腸動脈
に18mm大の動脈瘤を認め、塞栓術を行った。塞栓後は血腫の縮小を認め、改善
傾向である。【考察】膵頭部領域の後腹膜出血は血腫による十二指腸の圧迫により
通過障害を来たしうる。膵十二指腸動脈瘤（PDAA）は腹部動脈瘤の2％程度と報
告されており比較的稀な病態である。PDAAの原因の多くは腹腔動脈起始部の狭
窄や閉塞といわれている。自験例では3例ともに腹腔動脈起始部の狭窄、閉塞を
伴っており、後腹膜血腫の原因と考えられた。
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122（内）
リンパ節転移を認めたpT1b膵頭部癌の1例
1伊達赤十字病院　消化器科、2伊達赤十字病院　内科、
3伊達赤十字病院　外科、4札幌医科大学　腫瘍内科学講座・血液内科学
○久居　弘幸1、櫻井　環1、小柴　裕1、渡邊　晃一1、宮崎　悦2、
佐藤　正文3、川崎　亮輔3、行部　洋3、吉田　直文3、飴田　咲貴4

浸潤性膵管癌の予後は不良で、1cm以下の膵管癌の発見が予後を改善できる可能
性があるが、1cm以下でもリンパ節転移のある症例の報告が散見される。今回、リン
パ節転移を認めたpT1b （8mm）の膵頭部癌の1例を経験したので、その画像診断と
診断体系を中心に報告する。症例は82歳、男性。2008年1月より、倦怠感、食
欲不振あり、3月に近医受診。USで主膵管拡張を認め、紹介受診。家族歴、既
往歴に特記事項なし。CA19-9は27U/mlであった。MRCP、CTでは膵頭部主膵
管狭窄とその尾側主膵管拡張を認めるのみで、EUS でも明らかな腫瘤は指摘でき
ず経過観察となった。
6月のCT、MRCP、EUSで主膵管径の増大あり、EUSで膵頭部に約1cmの低
エコー領域を認め、EUS-FNAを試みるも腫瘤を描出できず施行できなかった。
CA19-9は58U/mlであった。ERCP施行し、主膵管狭窄部より、擦過細胞診、生
検を施行するも確定診断を得ることができなかった。
7月に再度ERCP施行し、擦過細胞診、ENPD留置後の連続膵液細胞診 
（SPACE）でclass V （腺癌）の診断が得られた。施行後に高アミラーゼ血症を認め
たが、腹痛は認めなかった。
8月に当院外科で、亜全胃温存膵頭十二指腸切除が施行された。病理では、
Invasive ductal adenocarcinoma, wel, Ph, TS1 （8mm）, infiltrative type, int, 
INFb, ly0, v0, ne0, mpd1, pT1b, pCH0, pDU0, pS0, pRP0, pPV0, pA0, pPL0, 
pOO0, pPCM0, pBCM0, pDPM0, R0, pN1 （1/18） M0, TNM分類 （JPS 7th/
UICC 7th）: pT1b pN1 M0 pStage IIB/pT1 pN1 M0 pStage IIBであった。現
在、再発なく生存中である。

123（内）
EUS-FNAにより播種再発を来したと考えられた膵体部癌の1
切除例
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　肝胆膵・移植外科学分野、3旭川医科大学　病理部、
4旭川厚生病院　消化器科、5名寄市立総合病院　消化器内科、
6札幌東徳洲会病院　医学研究所
○河端　秀賢1,4、後藤　拓磨1、藤林　周吾1,5、笹島　順平1、今井　浩二2、
谷野　美智枝3、佐藤　裕基1、岡田　哲弘1、林　明宏1、宮澤　佑貴4、
河本　徹4、藤永　明裕4、小野　裕介6、唐崎　秀則6、高氏　修平1、
水上　裕輔1,6、奥村　利勝1

EUS-FNA（以下、FNA）は膵癌の標準的な組織学的検査法として普及しているが、体尾部癌
における播種再発が重要課題となっている。今回、Stage I膵癌症例における治癒切除後の再発
を経験したので、分子病理学的な解析を踏まえて報告する。症例は70歳代の女性、腹痛にて前
医を受診し、軽度の膵酵素上昇を指摘され当科紹介となった。CT・MRIでは膵尾部の主膵管拡
張を認めるのみで腫瘤の指摘は困難であったが、EUSにて膵体部に10.8mmの境界不明瞭な低エ
コー域を認めた。22G Procore針にて4回FNAを施行し、異形腺管を得たが癌の診断には至らな
かった。その後、膵管生検とブラシ細胞診・経鼻膵管ドレナージからの膵液細胞診を行ったが確証
を得られずも、画像上膵癌を強く疑ったため当科初診から4ヶ月後に膵体尾部切除術を施行した。
病理診断はpTS1, pS （‐）, pRP （‐）, ly0, v0, ne1, pStage Iの浸潤性膵管癌であり、患者
希望により術後補助化学療法を行わなかった。術後3年目のCTにて胃体部背側に20mm大の低
吸収腫瘤を認め、上部内視鏡で確認したところ発赤を伴う粘膜下隆起を呈していた。EUSでは、
胃壁外を主座とする20mm大の不整な低エコー腫瘤であり、FNAにて膵癌再発と診断し、胃部分
切除術を施行した。補助化学療法は希望されなかったが、初回術後4年半を経過した現在、無再
発生存中である。再発形式の検証のため、外科切除材料ならびにFNA試料からゲノムDNAを抽
出し、targeted amplicon sequencingによる変異解析を行った。その結果、FNA検体・原発巣・
再発巣の全てからKRAS G12D及びSMAD4 W323X変異が検出された。本症例より、病理学的
診断が困難な小病変におけるゲノム診断の有用性が示唆された。また、体尾部癌に対するFNAで
は播種再発を来す可能性があり、多数例での有用性・安全性の検証が必要と考えられた。

124（内）
膵管空腸吻合部ロストステントの迷入・閉塞に対する内視鏡的
アプローチ
1札幌厚生病院　消化器内科（胆膵内科）
○北川　翔1、那須野　央1、畑山　加奈1、宮川　宏之1、長川　達哉1、
平山　敦1、岡村　圭也1、奥　大樹1、川村　駿介1　

【背景】膵管空腸吻合部に対する内視鏡的アプローチの成功率は低いとされ，とりわ
け膵管内に迷入した膵管空腸吻合部ロストステントの内視鏡的に回収した症例につ
いては検索しうる限り報告がない．
【目的】当科で最近経験した症例をもとに内視鏡処置の難点とその対処法について
検討する．
【方法】2016年9月から2018年8月までに当科で内視鏡的に膵管空腸吻合部ロストス
テントを回収した4例を後方視的に検討した．
【結果】症例の内訳はSSPPD-IIA後が3例，PPPD-IIA後が1例で，術後期間中
央値（範囲）は39.5か月（10～ 96か月）であった．治療理由はロストステントの閉塞に
よる膵炎が2例，迷入による膵炎が2例であった．使用スコープは大腸内視鏡（PCF-
H290I）が2例，short typeシングルバルーン内視鏡（SIF-H290S）が2例であった．処
置時間の中央値は31分であったが，1例は処置中にステントが尾側に嵌頓し115分と
長時間を要した．閉塞例ではスネアによる回収のみで吻合部の拡張は行わなかった．
迷入例では吻合部がピンホール状・スリット状であり，先端フードで粘膜を伸展させるこ
とで確認できる縫合糸を目安に吻合部を同定できた．迷入したステントは吻合部のバ
ルーン拡張後に4線バスケットで回収したが，ステントが尾側に嵌頓しループスネアを自
作することで回収し得た例があった．
【結論】膵管空腸吻合部の同定には先端フードが有用である．また狭い膵管内に迷入
したステントの回収は嵌頓のリスクを伴うため，手技に習熟した施設での処置が望まし
いと考える．

121（内）
超音波内視鏡ガイド下膵管ドレナージの実施に難渋した主膵
管膵石の1例
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○山本　恭史1、林　毅1、宇都宮　蘭1、田中　一成1、瀧川　有記子1、
小林　陽介1、金　俊文1、矢根　圭1、高橋　邦幸1、潟沼　朗生1

【背景】EUSガイド下治療の普及により、従来の方法で治療が難しかった胆膵疾患に
おいても内視鏡治療の適応が拡大しつつあるが、EUSガイド下膵管ドレナージ（EUS-
PD）は最も難しい手技とされている。EUS-PD実施に難渋した主膵管膵石の1例を
報告する。【症例】30代男性、アルコール性慢性膵炎による主膵管膵石に対して前
医でERPを施行するもガイドワイヤー （GW） の膵石尾側への誘導が困難で、さらに
33回ESWL施行するも破砕不能であり、時折腹痛も出現することから治療目的に紹
介となった。当科でERPを主乳頭および副乳頭から再施行するもGW誘導が困難で
あったため、EUS-PDで経胃的ルートを確保しEHLを行う方針とした。EUS-PDは
エキスパートの施行であったが、穿刺およびルート拡張後のステント留置に難渋し、多
くのデバイス（GW 3、ダイレーター 2、バルーン 2、ステント 3種）を使用した末に処置
時間72分で最終的にフルカバー金属ステント（X-suit NIR, 8x80mm, Olympus）の
留置に成功した。EUS-PD 5日後のCTで処置直後より生じた胃背側の血腫の増大
によるステント迷入が予想されたため、クリップによるフルカバー金属ステントの胃壁へ
の固定および金属ステント内へのプラスティックステント （PS [Through Pass type IT, 
7Fr. 120mm, Gadelius]） 留置を要した。血腫の縮小がみられた24日後に経胃ルー
トよりGWの膵石頭側への誘導を試みるも不能であり、胆道鏡 （Spy DS, Boston 
Scientific） を挿入しEHL 3本を用いて約3600発直視下に膵石の破砕を行った。完
全破砕は得られなかったが、機材トラブルのため経胃ルートに10Fr. PSを留置し処置
を終えた。26日後にERPを行い、GWの膵石尾側への誘導が可能となったためダイ
レーターで拡張し経乳頭的に7Fr. PS留置を達成した。現在は腹痛等なく外来で経
過観察中であり、段階的なPSの太径化の後にステントフリーを目指す方針である。【結
語】EUS-PDにより難治性膵石を重篤な合併症なく治療を行えた1例を経験した。
EUS-PDでは処置に難渋する場面が多く、エキスパートの介在が不可欠である。
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125（内）
EUS-PDによる膵管ドレナージが奏功し，順行性ステント留置に
て経過良好である慢性膵炎の1例
1イムス札幌消化器中央総合病院　消化器病センター
○野村　友祐1、丹野　誠志1、豊川　揚也1、岸　宗佑1、二川　憲昭1、
平田　翔1、山本　浩1、西園　一郎1、上野　敦盛1、平池　則雄1、
春野　豊明1、葛西　幸穂1、葛西　和博1

【背景】EUS下穿刺術を応用した診断・治療（Interventional EUS）は，本邦では
2000年頃から徐々に普及し，現在ではその有用性と安全性が高く評価されている．
EUS下膵管ドレナージ術（EUS-guided pancreatic duct drainage：EUS-PD）は，
主膵管が狭窄し尾側膵管が拡張している有症状の閉塞性膵炎症例で，経乳頭的な
膵管ドレナージ術が困難な場合に適応とされるが，他のInterventional EUSと比べて
報告が少ないのが現状である．今回，EUS-PDによる膵管ドレナージが奏功し，経過
が良好である慢性膵炎の1例を経験したので，報告する．【症例】65歳男性．【既往
歴】高血圧，高尿酸血症，慢性副鼻腔炎．【現病歴】2015年に心窩部痛が出現し，
採血にて急性膵炎が疑われ，精査加療目的に当院へ紹介受診された．アルコール多
飲歴があり，腹部CTにて膵頭部に膵石，膵体尾部に主膵管拡張を認め，膵石による
閉塞性膵炎と診断した．【経過】ERCPでの経乳頭的膵管ステント留置術（EPS）を
試みたが，膵石による閉塞で膵管にガイドワイヤーを進入させることが困難であり，断念
した．後日，EUS-PDを施行にて順行性にステントを留置し，病状は軽快した．以降，
定期的にステント交換を行っており，症状なく経過されている．しかし膵頭部の狭窄をガ
イドワイヤーで突破することが未だに困難であり，EPSには至っていない．2018年には
ステントの自然脱落が認められたが，主膵管から胃壁への瘻孔が開存しており，瘻孔
からの再ステント留置が可能であった．【考察】EUS-PDは閉塞性膵炎症例で有用と
されているが，専用のデバイスやステントがなく，現時点では経消化管法よりも可能で
あればrendezvous法によるEPSが望ましいとされている．しかし本症例のように，ガイド
ワイヤーが狭窄部を通過せずにEPSに至らず，順行性ステント留置を継続して経過を
みている報告は少ないのが現状である．【結語】膵頭部の膵石でEPSが困難であり，
EUS-PDが奏功し，順行性ステント留置にて経過良好である症例を経験した．

126（内）
当院におけるERCP後膵炎の現状
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
○岩野　博俊1、佐藤　貴幸2、山田　政孝1、石井　吉文1、仁木　卓1

【背景】ERCP後膵炎（PEP）の発症率は1-15%程度で、重症化は0.1-1%と報告
されている。また、2014年の本邦におけるPEP発症率は0.96%、重症0.12%、死
亡率0.02%であり、2015年にはERCP後膵炎ガイドラインが作成されている。今回、
我々はガイドラインに沿って当院におけるPEPの現状を後ろ向きに調査した。【方法】
当院で2016年8月から2018年11月までにERCPを施行した152例242件中、経乳頭
処置を目的とした150例237件（男性86例、女性64例、平均年齢78.6歳（31-98歳）、
通常胃142名（227件）、B-I再建1名（2件）、B-II再建4名（5件）、R-Y再建2名（2
件）、胃空腸パイパス1名（1件））を対象とした。処置時間、挿管時間、膵管造影
の有無によるPEP発症率、PEP例の処置内容について検討した。PEPは、翌日
の腹痛と、基準値3倍以上の高AMY血症をもって診断し、重症度は厚生労働省の
重症度判定基準を用いたが、CTは全例に施行していない。【結果】PEP発症率
は3.8%（9/237）であり、全例保存的に軽快した。重症は0.4%（1/237）に認めた
（スコア1点、CT grade 2）。処置時間30分以内で発症率2.2%（3/139）、30分
以上6.1%（6/98）であった。挿管時間10分以内で2.9%（6/205）、10-20分5.9%
（1/17）、20-30分8.3%（1/12）、30-40分33.3%（1/3）で40分以上要した例は
なかった。椎体を超える膵管造影施行例の発症率は8.8%（3/34）、椎体を超えな
い膵管造影またはガイドワイヤーの膵管挿入例は6%（3/50）、膵管への造影剤およ
びガイドワイヤーの挿入のない例は2%（3/150）、膵管造影不成功例は0%（0/3）で
あった。PEP 9例におけるリスク因子との関連は、女性4.4%（4/91）、膵管擦過
細胞診33.3%（1/3）、IDUS 9.1%（1/11）、Pre cut 50%（1/2）にみられたが、
SOD（0/2）、EPST（0/1）、EPBD（0/10）、EPLBD（0/17）にはみられな
かった。また、PEP 9例中7例は未処置乳頭であり、未処置乳頭のPEP発症率は
5.3%（7/131）であった。【結論】ガイドラインどおり処置時間30分以上、挿管時間10
分以上、膵管造影でPEPの発症率が上昇した。未処置乳頭に時間を要した症例
ではPEPに対する対策と、特に注意深い観察が必要と考えられた。

127（消）
groove膵癌の2例
1NTT東日本札幌病院
○古川　龍太郎1、久保　茉理奈1、太宰　昌佳1、小野寺　学1、横山　朗子1、
工藤　真弓1、吉井　新二1

groove膵癌とは、膵頭部癌のうちgroove 領域に浸潤するものをいう。当科で診断さ
れたgroove膵癌の2症例を報告する。1例目は63歳男性。心窩部痛および黒色便
にて当科受診、造影CT、上下部消化管内視鏡検査、カプセル内視鏡検査を施行
したが、原因特定できなかった。初診より2ヶ月後、黄疸を主訴に当科受診、造影
CTにて胆管・主膵管の拡張と膵groove領域に腫瘤あり、EUSでも膵groove領域
に25mm大の低エコー腫瘤を認めた。上部消化管内視鏡検査にて、球部に腫瘍の
露出を認め、生検で腺癌と診断された。PTGBD施行後、当院外科紹介し、膵頭
十二指腸切除術が施行された。最終結果はTS4（92×37mm）, infiltrative type, 
adenocarcinoma, wel＞mod, pT3, int, INFb, ly2, V1, pT3N1M0, pStageIIBで
断端は陰性であった。その後、S-1にて術後補助化学療法を施行し、現在（術後1
年）まで無再発生存している。2例目は73歳女性。心窩部痛を主訴に近医受診し、
膵炎の診断にて当科紹介となった。造影CTにて膵頭部腫大、主膵管の拡張・途
絶を認め、膵腫瘍が疑われた。EUSでも膵groove領域に30mm大の低エコー腫瘤
を認めた。EUS-FNAを施行し、1回目はclassIIIの結果であったが、2回目に腺癌
と診断された。 希望にて他院へ紹介となり、膵頭十二指腸切除術が施行された。
最終結果はTS2（33×26×12mm）, infiltrative type, adenocarcinoma, wel＞
mod, int, INFc, ly0, v1, pT3N1M0, pStageIIBで断端は陰性であった。現在（術
後3ヶ月）まで無再発生存している。groove膵癌はgroove膵炎との鑑別が困難であ
る場合が多く、経過観察され診断が遅れる症例も稀ではない。診断・鑑別のポイン
ト、文献的考察を加え、報告する。

128（消）
Propencity scoreによる限局型自己免疫性膵炎と膵癌の画像
所見の比較
1手稲渓仁会病院　消化器病センター
○瀧川　有記子1、金　俊文1、山本　恭史1、宇都宮　蘭1、田中　一成1、
小林　陽介1、矢根　圭1、林　毅1、高橋　邦之1、潟沼　朗生1

【背景】膵の限局性腫大を呈する限局型自己免疫性膵炎（AIP）は、膵癌（PDAC）に類似
した画像所見を呈することが多くその鑑別が問題となる。【目的】限局型AIPとPDACの画像
所見を比較しその特徴を検討すること。【方法】2007年1月から2017年10月までに当センター
にて診断した自己免疫性膵炎81例のうち、限局型22例（AIP群;ICDC診断基準 確診20、
準確診2）を対象とした。また同期間に当センターにて外科切除を施行したPDAC 191例のう
ち、年齢、性別、病変部位、腫瘤径に関する傾向スコアを用いた1:2のマッチングにより抽
出した44例（PDAC群）を対象群とした。両群の比較に際してはMantel-Haezental検定を
用いた。【検討項目】1.患者背景、2.CT所見、3.MRCP所見、4.EUS所見【結果】1.年
齢中央値はAIP群69（49-80）歳、PDAC群は71（49-82）歳、男女比はAIP群15：7、
PDAC群28:16、病変部位（Ph/Pbt）はAIP群11/11、PDAC群22/22、腫瘤径中央値は
AIP群21（5-40）mm、PDAC群23（10-31）mmであった。2.腫瘤の造影態度（高吸収
/等-低吸収;周囲膵と比較）は、動脈相ではAIP群1/21、PDAC群1/43であったが、平衡
相ではAIP群6/16、PDAC群24/20と有意差を認めた（p=0.029）。造影効果（均一/不均
一;平衡相にて評価）はAIP群19/3、PDAC群5/39であり、有意差を認めた（p＜0.001）。
尾側膵管4mm以上の拡張はAIP群6（27%）、PDAC群31（70%）に認め有意差を認めた
（p=0.004）。3.MRCPを施行した49例（AIP群19、PDAC群30）のうち腫瘤部と異なる部
位の主膵管に狭窄を呈したのはAIP群10（53%）、PDAC群2（6%）であり、有意差を認
めた（p=0.003）。4.腫瘤輪郭、内部エコー輝度については、両群間で有意差を認めなかっ
た。一方、腫瘤内部に点状・線状・網状高エコーを認めたのはAIP群20（91%）、PDAC
群3（7%）であり、有意差を認めた（p＜0.001）。【結論】PDACと比較したAIPの特徴的な
画像所見として、CTでは平衡相にて膵実質より等-低吸収で内部均一を呈し4mm以上の尾
側膵管拡張を示すことが少ないこと、MRCPでは腫瘤部以外の主膵管にも狭細像を認める
こと、EUSでは腫瘤内部に点状・線状・網状高エコーを呈することが挙げられた。
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129（消）
EUS-FNAで診断し得た膵腺房細胞癌の2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
○岸　法磨1、杉山　祥晃1、斎藤　敦1、太田　勝久1、相馬　学1、
松崎　伸幸1、石川　千里1、阿部　真美1、藤井　常志1、長谷部　千登美1、
菊地　智樹2

【症例1】50歳代, 女性. 前医腹部USにて膵尾部に腫瘍を認めたため, 精査加療目的
に当科紹介となった. 造影CTでは, 膵尾部に100mm程の境界明瞭な充実性腫瘍を認
め, 一部造影不良域が混在し, 内部不均一であった. 肝S8に2か所の低吸収域を認め, 
肝転移と診断した. また, 傍大動脈に多数のリンパ節転移を認めた. MRCPでのT2WI
では膵尾部腫瘍は内部に著明な高信号域を多数認め, 変性壊死が示唆された. DWI
では高信号であった. EUSでは, 腫瘍内部は不均一な充実性成分が主で, 嚢胞性変
化も認めた. 確定診断目的にEUS-FNAを施行し, 組織所見は比較的均一な大きさの
小型核を有する立方細胞による多数の管状増殖パターンを呈し, 免疫組織化学染色で
BCL10陽性であったため, Acinar cell carcinomaの病理診断となった. 治療は化学療
法の方針となり, 現在GEM＋nabPTXを施行中である. 【症例2】50歳代, 男性. 食欲
不振, 体重減少を主訴に前医受診. CTにて膵尾部に腫瘍を認め, 精査加療目的に当
科紹介となった. 造影CTでは, 膵尾部に50mm程の内部不均一な腫瘍を認めた. また, 
多発肝転移と膵周囲に多発リンパ節転移を認めた. MRCPでは, T2WI及びDWIで不
均一な低信号と一部に高信号を認め, 嚢胞変性や壊死所見が示唆された. EUSでは, 
内部不均一, 辺縁は整である低エコー性病変を認めた. 確定診断目的にEUS-FNAを
施行し, 組織所見は大きさの均一な濃染核を有する立方細胞が管状構造を示し, 免疫
組織化学染色でBCL10陽性であったため, Acinar cell carcinomaの病理診断となっ
た. 治療は化学療法の方針となり, GEM投与開始となったが, 1コース施行後の血液検
査にて黄疸が増悪し, 患者と相談の上, 化学療法中止とした. その後はBSCの方針し,
在宅緩和ケアを選択され, 経過follow中である. 【考察】膵腺房細胞癌は膵腫瘍全体
の0.4%と稀な腫瘍である. 根治的切除例では通常型膵癌に比べて比較的予後は良好
とされているが, 切除不能例では悪性度が高く依然予後不良とされている. 今回, われ
われは膵腺房細胞癌の2例を経験したので, 文献的考察を加えて報告する.

130（消）
膵癌診断におけるADC mapの有用性についての検討
1イムス札幌消化器中央総合病院　外科、
2イムス札幌消化器中央総合病院　消化器内科、
3イムス札幌消化器中央総合病院　放射線科
○早馬　聡1、田中　栄一1、三橋　洋介1、松本　哲1、上　奈津子1、
越湖　進1、岸　宗佑2、野村　友祐2、二川　憲明2、中山　淳3、丹野　誠志2

膵癌診断におけるADC mapの有用性についての検討 【はじめに】MRI拡散強調画
像から構築したADC値は、これまで前立腺癌や乳癌で報告がなされているように悪性
腫瘍の診断に有用とされる。当院では膵腫瘍の存在が疑われた場合、膵癌鑑別のた
め、ADC mapを作成し評価を行っている。今回、膵癌診断におけるADC mapの有
用性について後方視的に検討を行ったので報告する。【対象と方法】対象は2015年
7月～ 2018年11月に当科で手術を施行した膵癌35例。病変の局在は頭部24例、体
部8例、尾部3例。術式は膵頭十二指腸切除24例、尾側膵切除11例。【結果】病
変部のADC値（中央値）は1.1×10-3mm2/sであった。28例（80 %）において術前に病
変部の拡散の低下と膵癌を疑うADC値を確認でき、病理組織学的所見との一致を
みた。一方、Dynamic CT、EUS、組織生検などから膵癌と診断されていた症例は
28例（85.8%）で、以下に示す2例では、ADC mapによる評価から術前に膵癌を疑っ
た。【症例1】76歳、女性。Screening CT にて膵体部主膵管の限局性狭窄とそ
の尾側の拡張を指摘されていた。腫瘤の存在を指摘しえなかったが、ADC mapにて
膵癌が強く疑われ、尾側膵切除を施行。病理組織学的所見は浸潤性膵管癌 （TS1
（4mmx4mm）T1aN0M0StageIA）。【症例2】44歳、男性。膵炎を繰り返してお
り、膵尾部主膵管の限局性狭窄と尾側膵管の拡張を認めた。主膵管狭窄部位付近
のADC値より膵癌を強く疑い、尾側膵切除を施行。病理組織学的所見は浸潤性膵
管癌 （TS1（10mmx8mm）T1bN0M0StageIA）であった。【まとめ】膵癌診断におけ
るADC mapの有用性が示された。病変を定量的に評価できることがADC mapの最大
の利点であり、従来のmodalityと併用することで膵癌診断の精度向上が期待される。
特に症例1、2で示したような小型膵癌の拾い上げは膵癌の治療成績向上に極めて有
用であり、こうした病変に対するADC mapの有用性が今後期待されると考えられた。

131（消）
胃および回腸の同時・重複性GISTの1例
1独立行政法人労働者健康安全機構釧路ろうさい病院　消化器内科、
2独立行政法人労働者健康安全機構釧路ろうさい病院　腫瘍内科
○佐々木　塁1、野澤　俊一郎1、桜井　健介1、吉河　歩1、安孫子　怜史1、
原田　一顕2、佐野　逸紀1、小林　良充2、小田　寿1、宮城島　拓人1

【症例】60歳代, 男性【家族歴】特記事項なし【現病歴】胃部不快感を主訴にX年9月に
近医受診し, 腹部エコー検査にて右下腹部に嚢胞性腫瘤を認めたため精査加療目的に
当科へ紹介となった. 【経過】造影CTでは骨盤内右側に小腸に接する45mm大の不均一
な腫瘤を認めた他, 胃体上部大弯に壁外に突出する37mm大の均一な低吸収腫瘤も認
めた. 上部消化管内視鏡検査では胃体上部大弯に約30mm大の粘膜下腫瘍様隆起を認
め, EUS（コンベックススキャン）では類円形で表面平滑な低エコー腫瘤として描出され, 内
部は不均一で血流豊富であった. EUS-FNAを施行し, 病理組織学的にはHE染色で紡
錘形細胞の密な増殖がみられ, 免疫組織学的にはc-kit部分的に陽性, CD34（+）, α
-SMA（-）, desmin（-）, S-100（-）, AE1/AE3（-）, vimentin（-）, MIB-1indexは約
3-5%でありGIST（Gastrointestinal stromal tumor）と診断した. 骨盤内腫瘤については
下部消化管内視鏡検査でも可視範囲に病変を確認できず, 診断的治療目的に胃GISTと
ともに当院外科へ切除を依頼し, X年10月に腹腔鏡下胃部分切除術および回腸部分切
除術を施行した. いずれの腫瘍も概ね境界明瞭で腹腔露出は明らかでなく, 断端は陰性
であった. 免疫組織学的所見として, 胃：vimentin（+）, AE1/AE3（-）, c-kit（weak＞
+）, CD34（+）, α-SMA（-）, S-100（-）, MIB-1index3-11%, 核分裂像6/50HPF. 
回腸：vimentin（-）, AE1/AE3（-）, c-kit（weak＞+）, CD34（-）, α-SMA（+）, 
S-100（-）, MIB-1index0.6-2.4%, 核分裂像1/50HPF. 以上から胃および回腸の病変
はともにGIST, 前者のFletcher分類は中間リスク, Miettinen分類はmoderate risk, 後者
はFletcher分類にて低リスク, Miettinen分類にてlow riskと診断した. GIST診療ガイドライ
ン（第3版）に準じ, 今後も定期的なCTフォローを行なっていく方針である.【考察】GISTの
多くは胃, 小腸に発生すると言われているがそのほとんどは単発例であり, 家族性・遺伝性
に発生する以外に多発・重複する例は稀とされている. 今回我々は家族歴のない, 胃と回
腸に同時・重複して見られたGISTの1例を経験したので, 文献的考察を加えて報告する.

132（消）
北海道における新規人体寄生虫Corynosoma症の広がり
1医療法人菊郷会　札幌センチュリー病院　消化器内科、
2医療法人菊郷会　愛育病院　消化器内科、3小樽掖済会病院　消化器病内科、
4独立行政法人国立病院機構　北海道がんセンター　消化器内科
○藤田　朋紀1、町田　卓郎1、小川　亮1、河上　純彦1、江上　太基2、
後藤　哲2、加藤　貴司2、宮下　憲暢2、岡本　宗則2、平田　裕哉3、
嘉成　悠介3、小松　悠弥3、植村　尚貴3、高梨　訓博3、勝木　伸一3、
和賀　永里子4

カプセル内視鏡・バルーン式内視鏡など小腸検査法の発達により小腸疾患が発見され
るようになってきたが, 寄生虫感染症の分野においては症例報告が散見されるのみであ
る。　我々は、回腸に刺入していた鉤頭虫Corynosoma villosumをバルーン内視鏡で
除去した症例（小樽市在住）報告を2016年に行ったが（Parasitology International. 65 
（5）, Part A 2016, 491-493）, 同じ2016年にCorynosoma villosum の近縁寄生
虫であるCorynosoma validum （K. Takahashi et.al. Clin. J. Gastroenterol. 9, 2016, 
114-117）の症例（留萌市在住）報告もなされた。　以上のようにCorynosoma属の小腸
寄生はこれまで世界でわずか2例が報告されるのみであったが, 我々はその後さらに2症例
（小樽市在住）の小腸よりCorynosoma属を発見した。また、2018年には稚内市からも
症例が報告された。Corynosoma属は, 甲殻類目の一種である端脚類を中間宿主とし, そ
れを食べる海産魚を介して, 最終的に海洋哺乳類の一種である鰭脚類（アザラシ各種・ト
ド・キタオットセイ）へと至る生活環をもつ。最近の小樽市からの2症例に食歴を訊ねたとこ
ろ両名ともニシンを生食直後に発症していたためニシンの生食が感染ルートの一つと判断
している。　北海道周辺海域に生息・来遊する鰭脚類の個体数は近年急増しているこ
と, 並びに流通の進化に伴い様々な魚種が生食されるようになった背景を鑑みると, 今後
Corynosoma属と地域住民との接触リスクが高まっていく恐れがある。その一方で、鰭脚
類が来遊し感染の可能性が高い日本海・オホーツク海沿岸では小腸の検査法が普及して
いないという現状がある。　寄生虫が原因の急性腹症として, アニサキス症が知られてき
たが, Corynosoma症もアニサキス症と同様に広まっていく恐れもあるため,特に日本海・オ
ホーツク海沿岸の消化器に携わる北海道医師への注意喚起が必要と考え報告する。
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133（消）
胃全摘後の悪性輸入脚症候群に対し、経皮経肝胆管ドレナー
ジルートからのself-expandable metallic stent留置術が有用
であった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伊達赤十字病院　外科、4札幌医科大学　腫瘍内科学講座・血液内科学、
5北海道大学病院　放射線診断科
○小柴　裕1、久居　弘幸1、櫻井　環1、渡邊　晃一1、宮崎　悦2、
佐藤　正文3、川崎　亮輔3、行部　洋3、吉田　直文3、飴田　咲貴4、
曽山　武士5

今回、胃癌にて胃全摘後、腹膜播種に起因する輸入脚症候群に対し、経皮経肝胆管ドレナージ 
（PTBD）ルートからのself-expandable metallic stent （SEMS）留置術が有用であった1例を経験し
たので報告する。症例は63歳、女性。2017年8月上旬に、心窩部痛あり受診。EGDで胃体部に3
型腫瘍を認め、CT・EUSで膵浸潤も疑われた。8月下旬に当院外科で、胃全摘術、胆嚢摘出術、
膵尾部・脾・横行結腸合併切除術、D2リンパ節郭清、Roux-en-Y 再建を施行。切除標本の病理
では、M, less, Type 3, 65×50mm, pT4b, por2, INF c, Ly1, V0, pPM0, pDM0, pN3b（24/56）, 
pStage IIIC （胃癌取扱い規約第15版）であった。術後補助化学療法として、同年10月から2018年5
月までXELOX療法8コース施行した。著変なく経過していたが、2018年7月に左胸水、水腎症出現。
胸水細胞診でclass Vであり、腹膜播種、癌性胸膜炎と判断。8月にイリノテカンによる化学療法を開
始したが、PDであった。同月下旬に、黄疸、肝胆道系酵素、膵酵素の上昇を来し、CTで空腸 （輸
入脚）の拡張、胆管および主膵管の拡張を認め、腹膜播種による輸入脚症候群と診断し入院となっ
た。B5/8よりPTBDを施行。その後ダブルバルーン内視鏡で空腸狭窄部にアプローチしたが、狭窄部
の同定が不可能で、ガイドワイヤーが通過せず、SEMS留置が出来なかった。PTBDルートから経皮経
肝的に空腸狭窄部へのSEMS留置を考え、瘻孔拡張を行ったが、9月に10Frへの拡張を試みた際に
拍動性の出血を来した。CTでPTBDルート上に右肝動脈が存在した。輸入脚症候群軽快後にパクリ
タキセル/ラムシルマブによる化学療法開始した。10月上旬に血管造影を施行したところ、A8近位に仮
性動脈瘤を認め、右肝動脈前区域枝にコイル塞栓を行った。10月中旬にPTBDルートより空腸狭窄部
にアプローチし、uncovered SEMSを留置した。その後、PTBDチューブを抜去し、10月下旬に退院
したが、病勢進行により11月中旬に再入院し、全身状態の悪化により11月下旬に永眠された。

134（消）
小腸穿通を保存的に治療後、原因となったPTPシートをバルー
ン内視鏡で回収した1例
1医療法人菊郷会　札幌センチュリー病院消化器内科、
2医療法人菊郷会　愛育病院
○藤田　朋紀1、町田　卓郎1、小川　亮1、河上　純彦1、江上　太基2、
後藤　哲2、加藤　貴司2、宮下　憲暢2、岡本　宗則2　

症例は80歳台女性。平成30年6月より腹痛・嘔気を認め、症状出現時より4日目に
前医受診。採血にて炎症反応の上昇を認めたものの、抗生剤の投与で経過観察と
された。翌日当院受診され、限局性腹膜炎の診断で当院入院となった。腹部CT・
エコーではPTP包装による穿通が疑われ、手術も検討したが炎症反応は前医に比
してやや改善傾向を呈していたことから保存的加療を選択。炎症反応改善後、精
査・加療目的にバルーン内視鏡検査を行った。病変の局在は回腸と判断したためま
ず経肛門的ダブルバルーン内視鏡を行ったが病変に到達できず、後日経口的ダブル
バルーン内視鏡を行い、PTP包装を確認。内視鏡的に摘出した。以降炎症反応
も落ち通いており退院とした。PTP包装の誤嚥に伴う小腸穿通・穿孔の報告は散
見されるが、治療としては外科的治療が選択されている。一方, 小腸異物としての
PTPをバルーン内視鏡で回収した報告は散見されるものの, 小腸穿通の原因となっ
たPTP包装を内視鏡的に摘出した報告は今までにない.　腹膜炎を保存的に改善
できるのであれば今後内視鏡的治療も選択の余地があるのではないかと考え、本症
例を報告する。

135（消）
直腸原発MALTリンパ腫の2例
1KKR札幌医療センター　消化器科、2KKR札幌医療センター　病理診断科
○嘉島　相裕1、関　秀幸1、魚住　健志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】mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma（MALTリンパ腫）は胃,甲状腺,唾
液腺，肺などに好発するが，直腸原発例は極めて少ない。今回我々は直腸原発のMALTリ
ンパ腫の2例を経験したので報告する。
【症例1】患者：83歳　女性
病歴：便秘症状の精査目的に他院で施行したCSで直腸に隆起性病変を認め当科へ紹介受
診となった。当院で施行した下部内視鏡検査では直腸に20mm大の粘膜下腫瘍（SMT）様の
隆起性病変を認め，生検では低悪性度の悪性リンパ腫の疑いであった。超音波内視鏡検査
（EUS）では固有筋層は保たれており，病変は粘膜下層に限局していた。全身CTではその他
の明らかな病変は指摘されなかった。診断的治療目的に内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）
を施行した。病理診断の結果MALT リンパ腫の診断となった。
【症例2】患者：63歳　女性
病歴：X年3月血便を主訴に当院を受診した。CSで虚血性腸炎の所見を認めたほか，直腸に
5mm大のSMTを認め生検でgroup1の診断となった。X+1年6月に再び血便を認めたためCS
を施行し，再度虚血性腸炎の所見を認めた。同時にSMTより2回目の生検を施行したところ，
MALTリンパ腫の疑いとなった。全身CTではその他の明らかな病変は指摘されなかった。同
年7月に診断的治療目的にESDを施行し，病理診断でMALTリンパ腫の診断となった。 
【考察】MALTリンパ腫は，1963年にIsacsonらにより提唱された，「リンパ節外臓器粘膜関連リ
ンパ組織（MALT）を母地として発生する低悪性度のB細胞性リンパ腫」である。直腸MALT
リンパ腫は，直腸の中でも下部直腸が好発であり，性別は女性が圧倒的に多い。腫瘍形態
はほとんどが粘膜下腫瘍様の形態を呈する。病理診断目的に生検が行われているが鉗子生
検では確定が困難なことが多く，lymphoid hyperplasiaとの鑑別が問題となり，大腸病変に対
しては粘膜下層を含む大きな組織を採取できるEMRやESDを考慮することがある。われわれ
が経験した2例においても既報のように女性で，粘膜下腫瘍様の形態を呈し，ESDで確定診
断を行った。

136（消）
大腸癌副腎転移の2症例
1北見赤十字病院　消化器内科、2北見赤十字病院　病理部
○斎藤　里佳1、青山　慶哉1、佐藤　史幸1、水島　健1、江平　宣起1、
岩永　一郎1、上林　実1、西原　弘治2

大腸癌において副腎への単独転移は比較的まれである。今回我々は副腎への単独
転移の症例を2例経験したので報告する。
【症例1】60代女性。X-10年11月22日にS状結腸癌StageIIIbに対して腹腔鏡下
S状結腸切除術を施行した。術後1年9か月で肝転移再発を認め、化学療法を開始
したところ病変は不明瞭化し完全寛解（以下CR）と判断した。術後4年4か月で左肺
上葉に肺転移を認め部分切除を施行した。術後5年1か月のCT検査で左副腎に22 
mm大の腫瘤が出現した。多臓器には転移を認めず副腎への単独転移と診断した。
化学療法を再導入したが副腎転移の増大を認め、術後6年6か月より放射線治療を
施行し一時的にCRを得た。術後8年経過した現在も外来化学療法を継続している。
【症例2】60代女性。X-17年4月7日に直腸癌StageIIIbに対してmiles手術を施行
し、術後補助化学療法を行った。術後1年6か月のCT検査で右副腎に40 mm大の
腫瘤を認めた。他臓器に病変は見られず右副腎摘出術を行ったところ、病理組織
学的に直腸癌の副腎転移と診断した。現在術後化学療法を施行している。副腎へ
の単独転移においては、手術や放射線治療などの局所治療が選択肢の1つである
と考えられた。
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137（消）
大腸粘液癌の臨床病理学検討
1JCHO札幌北辰病院　消化器内科、2JCHO札幌北辰病院　外科、
3JCHO札幌北辰病院　乳腺外科、4JCHO札幌北辰病院　病理診断科、
5JCHO札幌北辰病院　放射線科
○山田　錬1、西村　友佑1、寺下　勝巳1、高木　智史1、矢部　沙織2、
奥村　一慶2、下國　達志2、中川　隆公2、西川　眞3、中西　勝也4、
吉川　裕幸5

【目的】大腸癌の組織像は大部分が高・中分化腺癌であり，粘液癌の頻度は少ない．
今回，当院で経験した大腸粘液癌の臨床病理学特徴と予後について検討を行った．
【対象・方法】2008年から2018年までの期間に当院において手術を施行した大腸
癌463例中，粘液癌31例（6.7%）を対象とし，同時期に切除を行った高・中分化腺
癌症例432例（93.3%）と比較し検討した．臨床病理学的記載は大腸癌取扱い規約
第8版に従った．粘液癌（muc），高・中分化腺癌（tub）の2群に分類した．検討項目
は，年齢，性別，占拠部位，腫瘍最大径，肉眼型，腫瘍マーカー（CEA，CA19-
9），同時性転移・播種の有無，深達度，リンパ節転移，脈管侵襲，病期分類，手術
根治度，術後化学療法の有無とし，予後についても高・中分化腺癌と比較した．
【結果】粘液癌は，男女比 14:17，年齢中央値74歳（51-91歳）であった．占拠部位
は，高・中分化腺癌は右側結腸152例（35.2%）であったのに対し，粘液癌は右側結
腸17例（54.8%）と右側結腸に多かった．また，粘液癌は高・中分化腺癌と比較して
術前マーカー値が高く，リンパ節転移や腹膜播種が多い傾向を認めた．
累積生存率は3年生存率 （muc vs tub）= 81.4% vs 87.8%，5年生存率 （muc vs 
tub）= 76.3% vs 82.3%（p=0.163）と統計学的な有意差はなかったが，粘液癌で
生存率が低い傾向にあった．
【考察】大腸粘液癌の発生頻度は5%前後との報告が多く，当院での検討では6.7%
とほぼ同様であった．臨床病理学的特徴として，右結腸原発例やリンパ節転移，腹
膜播種の合併頻度が高く，生存率が低い傾向が見られた．

138（消）
胃癌と乳癌の重複癌発症で拾い上げられたリンチ症候群の1例
1北海道大学病院　腫瘍センター、2北海道大学病院　消化器内科、
3北海道大学病院　臨床遺伝子診療部、4北海道大学病院　婦人科
○村中　徹人1、小松　嘉人1、中野　真太郎2、澤田　憲太郎1,2、
川本　泰之2、中積　宏之1、結城　敏志2、柴田　有花3、三田村　卓4、
矢部　一郎3、坂本　直哉2

症例は60歳代女性.201X年,胃癌Stage IIbと右乳癌Stage IAの根治手術が行われ,胃癌の
術後補助化学療法目的に当科紹介となった.初診時の病歴聴取にて,50歳代での早期大腸
癌に対する内視鏡的粘膜切除術,膵癌・子宮体癌に対する膵尾部切除・子宮付属器切除
術,60歳代での左腎盂癌に対する左腎尿管全摘術の既往が判明した.家族歴を詳細に聴取
したところ,母は80～ 90歳代に腎盂癌・膀胱癌の既往があり,兄は50歳代に大腸癌,60歳代
に胆管癌の既往があることがわかった.発症時年齢が50歳以上であったことからアムステルダ
ム基準II・改訂ベセスダ基準全てを満たすわけではなかったが,リンチ症候群を強く疑い本人・
家族に説明のうえで当院臨床遺伝子診療部（遺伝外来）へ紹介した.遺伝カウンセリング,およ
び十分な説明と同意の下,2次スクリーニングとしてマイクロサテライト不安定性（MSI）検査を施
行したところ,MSI-High（5/5）であった.さらに確定診断のためにMMR遺伝子検査を施行した
ところ, MSH2遺伝子 Exon 1 ～ 6領域の欠失が判明し,リンチ症候群の診断となった.2人の
娘がいるため家族同席で追加の遺伝カウンセリングを行った.その後,長女もリンチ症候群である
ことが明らかになり,現在消化管・婦人科・尿路系腫瘍のサーベイランスを行っている.リンチ症
候群は,大腸癌の若年発症や異時性又は同時性の多発発癌を特徴とし,原因遺伝子も特定
されているが,大腸癌に限らず,子宮内膜癌,胃癌,卵巣癌,膵癌,腎盂・尿管癌,胆管癌,膠芽腫
も高頻度に起こすことがわかってきた（リンチ関連悪性腫瘍）.しかしこの疾患の認知度は依然
として高くはなく,MSI検査も保険診療内で行うことができるにも関わらず実臨床では患者に適
切な情報提供されていないことも多い.次世代へ受け継がれていく可能性の高い遺伝性の疾
患であること,およびMSI-Highの固形癌に対しては免疫チェックポイント阻害薬の治療効果が
期待できることから,リンチ関連悪性腫瘍の症例では必ず既往・家族歴を丁寧に聴取し,適切な
拾い上げ,スクリーニング検査および遺伝カウンセリングを行う必要があると考える.

139（消）
化学療法が奏功し切除可能となった多発肝転移を伴うS状結
腸癌の一例
1砂川市立病院　消化器外科、2砂川市立病院　乳腺外科、
3砂川市立病院　病理診断科、4砂川市立病院　内科
○梶浦　麻未1、横田　良一1、阪田　敏聖1、石川　倫啓1、小柳　要1、
細田　充主2、野村　昭嘉4、菊地　謙成3、岩木　宏之3、田口　宏一1

【はじめに】近年大腸癌において、治癒切除困難と考えられたが、化学療法が著効し切除可
能となる症例が増加してきている。今回我々は、初診時多発肝転移、リンパ節転移、後腹
膜浸潤を認め治癒切除困難と考えられた症例に対して、化学療法を施行後二期的に腹腔
鏡下に切除しえたS状結腸癌の症例を経験したので報告する。【症例】62歳男性。便潜血
陽性を主訴に精査され、下部消化管内視鏡検査でS状結腸に腫瘤を認めた。腸管狭窄を
伴っており、生検でGroup5 tub2＞tub1, RAS wildであった。また、造影CTおよびMRIで
S8およびS6に約10mmの腫瘤影を認め、原発巣は50mm大であり、中間リンパ節や腸管傍リ
ンパ節に腫大を2個認めた。多発肝転移及びリンパ節転移を伴い術前診断ではcT4bN1M1a
（H1）StageIVaのS状結腸癌と診断された。審査腹腔鏡下で後腹膜浸潤を認め、原発巣
切除は困難と考えられたため、腹腔鏡下回腸人工肛門造設術を施行した。FOLFOX+P-
mab療法を計7コース施行後、原発巣は画像上50mm大から30mm大に縮小を認め、リンパ節
腫脹および肝転移巣は消失していた。腹腔鏡下S状結腸切除術および左輸精管合併切除
を施行した。病理所見はcolon cancer, S, 55×50×40mm, Si（腹壁）, residual carcinoma
（muc＞tub2、tub1）, SI（腹壁）, 間質：int, 浸潤様式：INFb, ly0, v2, PN1b, P0, 
DM0, RM0, P0, H1, D3, CYX, 化学療法効果grade1b, ypT4bN1aM1 stageIVaであっ
た。S状結腸切除術後は化学療法を実施せず、約3ヶ月後に二期的に肝部分切除術およ
び人工肛門閉鎖術を施行した。切除した肝腫瘍は病理所見でS5 2mm, S6 3mm, S8 4mm
の石灰化を伴う境界明瞭な線維性被膜を有する病変で、内部に凝固壊死像を認めた。標
本上いずれにも明らかなaliveな悪性像は認めず、pCRであった。現在術後化学療法を実施
せず、4か月無再発生存中である。初診時は局所浸潤により治癒切除困難と考えられた多
発肝転移及びリンパ節転移を伴うS状結腸癌に対してFOLFOX+P-mabによる化学療法を
先行させることによりConversion Surgeryを実施できた一例を経験したので以下考察する。

140（消）
Doublet導入困難な切除不能進行・再発大腸癌患者に対する
FL療法の検討
1札幌厚生病院　化学療法内科、2札幌厚生病院　胃腸内科
○澤井　康弥1、阿部　雅一1、小澤　広2

【背景】切除不能進行・再発大腸癌に対して強力な治療が適応とならない患者で
は、一次治療としてフッ化ピリミジン＋分子標的薬が推奨されている。当院では高齢
などを理由にオキサリプラチン（l-OHP）やイリノテカン（IRI）が使用できない患者に対
して、5-FU＋LV（FL療法）を用いて治療を行っている。【対象】2013年4月1日
から2018年12月1日までの期間で、当科で一次治療として化学療法を導入した108
症例のうち、FL療法を導入した16症例について後方視的に検討を行った。【結果】
FL療法導入の理由は、高齢が8例（77-87歳）、低体重（35kg以下）が2例、骨髄
癌腫症が2例、PS不良が1例、肝障害が1例、HOT導入中が1例、本人希望が1
例であった。導入時より抗VEGF薬を使用した症例が4例、途中から抗VEGF薬を
追加した症例が1例、抗EGFR薬を追加した症例が2例であった。また、途中から
l-OHPやIRIを追加した症例が4例であった。抗腫瘍効果はCR/PR/SD/PD/NE 
0/3/8/3/2、奏効率は21%,　病勢コントロール率は79%であった。無増悪生存期
間中央値は7か月、本治療開始からの生存期間中央値は10か月であった。Grade3
以上の有害事象は0例であった。また、骨髄癌腫症を理由に導入した2例について
は、いずれも導入時にDICを併発していたが、DIC治療にFL療法を併用したところ、
DICの改善を認め、外来化学療法に移行することができた。1例については後に抗
VEGF薬およびl-OHPを追加し、8か月経過した現在まで化学療法を継続している。
【結論】Doublet導入が困難と考えられる患者に対して、FL療法は安全な治療法
であり、良好な抗腫瘍効果を示すことを確認した。



─ 77 ─

141（消）
肥満大腸癌症例における腹腔鏡手術の意義
1市立札幌病院　外科
○片山　知也1、三澤　一仁1、大島　由佳1、上坂　貴洋1、寺崎　康展1、
奥田　耕司1、砂原　正男1、大島　隆宏1

腹腔鏡下手術は低侵襲性から基礎疾患を有する症例に有用とされているが，肥
満が腹腔鏡下手術に及ぼす影響については議論のあるところである．今回われわ
れは，BMI 40Kg/m2を越えるS状結腸癌症例に対して腹腔鏡下手術を行ったの
で自験例を示すとともに，文献的考察を加え報告する．症例は53歳女性，身長
158cm,体重104kg，BMI 42.1kg/m2，臍周囲120cmと高度肥満．血便を主訴に消
化器内科を受診し，下部内視鏡検査で多発大腸ポリープを指摘され，そのうち直腸
（RS）0-2a病変に対しESDを施行されたところ，病理にて高分化型腺癌（tub1＞
tub2）,17x10mm,pT1b（sm 3000μm）と診断された．CTでは周囲リンパ節の腫大
は認めなかったが，追加治療を希望されたため，当科にて腹腔鏡補助下S状結腸切
除術（D2）を行った．皮下脂肪および内臓脂肪ともに豊富であったが，出血を抑えな
がら丁寧に剥離を行うことで術野を確保し層の認識も通常と変わらず行えた．術後経
過は良好で，合併症なく術後10日目に退院された．

142（内）
内視鏡的に除去した腸石の1例
1札幌清田病院　消化器内科、2札幌清田病院　血液内科・リウマチ科、
3札幌清田病院　内科
○宮島　治也1、木村　朋広1、田村　文人1、猪股　英俊1、藤見　章仁2、
長町　康弘2、山内　尚文2、小池　和彦3、後藤　義朗3、井原　康二3、
西里　卓次3

【はじめに】腸石は腸閉塞や消化管穿孔の原因となり、治療を要する病態である。今
回、内視鏡的に除去した腸石の1例を経験したので、若干の文献的考察を加えて
報告する。
【症例】71歳女性。主訴は便潜血陽性。検診で便潜血陽性を指摘され前医を受
診。下部消化管内視鏡検査にて直腸に直径約4cmの結石を認めたため、当科紹
介受診。結石除去目的に当科入院となった。直腸の結石を破砕し、内視鏡的に除
去した。除去後、少量の肛門出血を認めたが、保存的治療で軽快したため、当科
退院となった。
【考察】腸石は腸閉塞や消化管穿孔などを契機に発見されることが多い。治療は従
来外科的治療が行われていたが、消化管穿孔のような緊急性の高い状態でなけれ
ば、待機的に内視鏡治療を行う事で外科的侵襲を回避しうると考えられた。

143（内）
自然排泄を期待しにくい大腸内の糞石に対する内視鏡的除去
法（スネアで分割する方法）
1イムス札幌消化器中央総合病院　消化器病センター
○平田　翔1、伊藤　翔1、山本　浩1、西園　一郎1、平池　則雄1、
金野　陽高1、上野　敦盛1、豊川　揚也1、岸　宗佑1、野村　友祐1、
二川　憲昭1、春野　豊明1、葛西　幸穂1、葛西　和博1、丹野　誠志1

【はじめに】糞石は消化管内容物が消化管内で固化し滞留したものであるが，大腸内
においては潰瘍・閉塞・穿孔の原因となりうるものであり、速やかな除去が望まれる
こともある．一般的には微温湯や浣腸液を注腸したり，便を軟化させる下剤を服用す
ることにより，その排泄を促すことが多いと思われる．しかしながらこれらの方法は効果
を得られるまでに数時間から数日間を要することが多く，また少なからぬ割合で効果が
不十分であり、さらに場合によっては却って腸管内圧上昇を招くこともある．これに対
して内視鏡的除では糞石を直視下に除去するため，有効な手技が行われれば，直
ちに高い治療効果を得られるという特徴がある．今回は種々の大腸内糞石を内視鏡
下にスネアで分割して除去した3例の経験から，この方法の有効性・リスク・禁忌など
について検討する．【症例】以下の3例について報告する．（1）糞石，S状結腸部分
切除吻合部，80代 女性（2）糞石，結腸左半切除吻合部，80代 女性（3）バリウム
糞石, S状結腸, 50代 女性【考察】大腸内の糞石はしばしば穿孔や閉塞の原因とな
る．自然排泄を期待しにくい大腸内の糞石は，スネアで分割することによりその排泄
を促すことができる．スネアによる糞石の分割そのものは難度の高い処置ではなく普
遍的な選択肢となりうるが，その適応については慎重に検討する必要がある．すなわ
ち，すでに穿孔や穿通が想定される症例では当然ながら禁忌である．また閉塞性腸
炎によって腸管が脆弱化しているようなケースでは，前処置や内視鏡操作およびスネ
ア操作により穿孔を惹起することも想定されるため，外科との連携下に治療にあたる
べきと考える．

144（内）
出血を繰り返した結腸Dieulafoy潰瘍の1例
1北海道大学　消化器内科、2北海道大学病院　光学医療診療部
○松田　可奈1、井上　雅貴1、田中　一光1、木脇　佐代子1、津田　桃子1、
山本　桂子2、小野　尚子2、清水　勇一2、坂本　直哉1

【症例】60歳代男性。【現病歴】201x年7月23日より血便を自覚していたが医療機
関への受診はしていなかった。7月25日に帰宅した家族が意識朦朧として自宅で倒
れているのを発見し当院へ救急搬送となった。【既往歴】糖尿病、アルコール性慢
性膵炎【搬送時現症】JCS3、血圧64/50mmHg、脈拍128bpm、体温37.1℃、
顔面蒼白、腹部平坦・軟で圧痛なし、直腸診にて新鮮血を認めた【血液検査所
見】WBC 6900/μl、RBC 191万/μl、Hb 6.1 g/dl、Ht 18.5 %、MCV 96.9 fl、
MCHC 33.0 g/dl、Plt 21.1万/μl、PT-INR 1.01、BUN 21 mg/dl、Cr 1.07 
mg/dl、CRP 0.12 mg/dl【入院後経過】腹部造影CTでは消化管に明らかな造影
剤漏出はなく、腫瘤性病変も指摘できなかったが、上行結腸に多発する憩室を認め
た。緊急で施行した上部消化管内視鏡検査では出血を示唆する所見を認めず、下
部消化管内視鏡検査（CS）では血便の貯留および多発憩室を認めた。活動性出
血は認めなかったが、憩室出血と考えクリップを施行した。7月28日再度血便を認め、
CSを行ったが観察時にはすでに自然止血しており、出血点の同定はできなかった。
前回処置を行わなかった憩室に対して予防的なクリッピングを行った。7月30日再度
血便を認め血圧低下し、緊急CSを施行した。上行結腸にDieulafoy潰瘍を認め露
出血管に対して止血処置を施行した。その後は再出血することなく経過し、8月14日
に退院された。【考察】Dieulafoy潰瘍は全消化管に起こりうるものではあるが、大
腸における発症頻度は約10%程度である。さらに発症部位としては直腸が42%と最
多で、盲腸・上行結腸が次いで17%となっており比較的稀である。また、出血がな
い時期に内視鏡を行っても見逃す可能性が高い疾患との報告もされており、出血点
同定が困難な下部消化管出血においては念頭におくべき疾患と考える。
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145（内）
早期発見が可能であったクローン病を背景としたColitic 
cancer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
○佐藤　允洋1、上野　伸展1、藤谷　幹浩1、奥村　利勝1、久野木　健仁1、
佐々木　貴弘1、岩間　琢哉1、高橋　慶太郎1、村上　雄紀1、嘉島　伸1、
盛一　健太郎1、安藤　勝祥1、田邊　裕貴1、水上　裕輔1

【症例】20歳代女性。200X年、近医でクローン病と診断されたが、コントロール不
良のために200X+2年、当院へ紹介となった。直腸から下行結腸に多発する縦走潰
瘍、バウヒン弁に高度狭窄を認め5-ASA、6-MP、IFXで治療開始するも重症膵
炎を発症し、以降5-ASA、6-MPは中止となった。IFXの反復投与で治療を行なっ
ていたが徐々に回盲部の狭窄症状が悪化したため、200X+5年回盲部切除が施行
された。術後IFXとMTXで維持療法を継続したが大腸病変が徐々に増悪、IFXの
2次無効と考えADAに治療変更するも薬剤性皮膚炎が出現し中止となった。その後
PSLによる治療を継続していたが大腸病変は徐々に増悪、直腸が狭窄し内視鏡の
深部挿入も困難な状況となった。200X+11年直腸に対するバルーン拡張術を施行、
内視鏡挿入が可能な状況となり口側の腸管を観察したところS状結腸に10mm大の
不整な隆起性病変が指摘され、生検にて高分化型腺癌の診断となった。深達度M
相当の早期癌と考えられたが、内科治療抵抗性の大腸病変および、クローン病の慢
性炎症を背景としたColitic cancerと考え大腸全摘術を施行した。病理診断では高
分化型腺癌、深達度は粘膜内でpStage0の診断となった。背景粘膜にも高度炎症
細胞浸潤認め、p53の発現増強からColitic cancerと判断した。
【考察】クローン病における大腸癌の相対危険度は約2倍と言われる。直腸肛門部に
好発し低分化型の形態を取ることが多く早期発見には難渋する。Colitic cancerの
発見のためには内視鏡による観察が最も有用であるため、本症例のように狭窄を伴
うようなクローン病症例では積極的なバルーン拡張を行い、全大腸観察を行うことで
癌の早期発見に寄与するものと考えられた。

146（内）
大腸malakoplakia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
○石川　千里1、岸　法麿1、太田　勝久1、齋藤　敦1、相馬　学1、
松崎　伸幸1、杉山　祥晃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】67歳男性。【既往歴】慢性腎不全。【現病歴】2016年6月、前医にて大腸
ポリープに対しEMRを施行。2017年9月、同院にてフォローの下部消化管内視鏡検
査を施行したところ、1年前のEMR時には認めなかった、多発する小隆起性病変を
認めた。EMR施行したところ、病理は顆粒細胞腫疑いであった。2ヶ月後に内視鏡
を再検したところ、病変の増加・増大傾向を認め、また、直腸にも複数個の病変出
現を認めたため、精査加療目的に当科紹介となった。病変は5～ 10mm前後、発赤
調で、びらんを伴う軟らかい半球状小隆起の多発として認められた。生検および診
断的EMRを施行、病理では、腺管間に好酸性顆粒状細胞質を有するマクロファージ
が密に増生し、軽度の炎症細胞浸潤をともなっていた。免疫染色ではS-100陰性、
マクロファージマーカーであるCD163が陽性であり、顆粒細胞腫は否定された。また、
マクロファージ細胞質内にMichaelis-Gutmann小体を認め、PAS染色で陽性である
ことから、malakoplakiaと診断した。【考察】Malakoplakiaは、主に尿路系（とくに
膀胱、尿管・腎など）に発生する、非特異性の炎症性肉芽腫性疾患である。組織
学的にはHansemann細胞と呼ばれる大型のマクロファージ増生と、その細胞内にカ
ルシウムや鉄の沈着を伴う封入体（Michaelis-Gutmann小体）を認めることが特徴で
ある。悪性腫瘍や免疫不全・炎症性腸疾患などの合併例がほとんどであり、当症
例も慢性腎不全の合併症があった。尿路系以外の臓器に発生することは珍しく、と
くに大腸malakoplakiaはまれであることから、文献的考察を加えて報告する。

147（内）
直腸黄色腫の一例
1小樽掖済会病院　消化器病センター
○小松　悠弥1、平田　裕哉1、嘉成　悠介1、植村　尚貴1、高梨　訓博1、
安保　智典1、勝木　伸一1

【はじめに】消化管黄色腫はピロリ感染胃ではよくみられるが,胃以外での黄色腫は
非常に稀である.今回,直腸黄色腫の一例を経験したので報告する.【症例】70歳代,
女性．【既往歴】リウマチ・高血圧・高脂血症・不眠症．【経過】健診にて便潜血検
査：陽性を指摘され、かかりつけ医より当院外来へ紹介受診となった.下部消化管
内視鏡検査を施行したところ, 直腸に径7mmの白色調・表面平滑・半球状隆起病
変を認めた.内視鏡的所見からcarcinoidを疑い,内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）
を施行した.病理所見では粘膜内～粘膜下にfoamy cells（泡沫細胞）の集蔟を認め
た.また,免疫染色：synaptophysin,CD56で陽性細胞は認めずcarcinoidとしての腫
瘍性所見は認めなかったことから,直腸黄色腫と診断した.【考察】直腸に黄色腫を認
めた稀な症例であり, 若干の考察を加えて報告する.

148（内）
大腸ポリープ切除術を契機に診断可能となったvon Willebrand
病の2例
1医療法人　菊郷会　愛育病院　消化器科、
2医療法人　菊郷会　札幌センチュリー病院　消化器科
○江上　太基1、後藤　哲1、宮下　憲暢1、加藤　貴司1、岡本　宗則1、
町田　卓郎　2、藤田　朋紀　2、小川　亮　2、河上　純彦2

【症例1】50歳代，男性．X年11月に便潜血陽性のため下部消化管内視鏡検査
（CS）を施行した．直腸（Ra）の6mm，Isポリープを含め，計7個のポリープに対して
内視鏡的粘膜切除術（EMR）を施行した．処置後2日目（POD2）に後出血のためCS
を施行し，上記RaのEMR後潰瘍より湧出性出血を認め，クリップにて止血処置を施
行した．しかしPOD8に再度，同部位より後出血を認め止血処置を施行した．問診
にて血液疾患の家族歴は認めなかったが，複数回の後出血のため，APTT時間・
PT-INRに加え凝固因子を検索し，von Willebrand因子（vWF） 28 ％と低値であり，
von Willebrand病（VWD）の診断に至った．【症例2】50歳代，女性．X年6月に便
潜血陽性のためCSを施行し，多数のポリープと粘膜下層剥離術（ESD）の適応病変
を認め，複数回に分けて切除する方針とした．上行結腸の6 mm，Isポリープのcold 
snare polypectomy（CSP）を含め，計11個のポリープに対してCSPとEMRを施行
した．POD2に後出血のためCSを施行し，上記CSP後潰瘍より湧出性出血を認め，
クリップにて止血処置を施行した．7月にESD適応病変以外の残存ポリープ18個の
切除目的にCSP・EMRを施行した．POD4に黒色便とHb 13.2→11.8 mg/dLへの
低下を認め，後出血を懸念しCSを施行した．全結腸に黒色便を認めるが，明らかな
出血部位を認めず経過観察とした．虫垂炎の手術歴を有していたが，血液疾患の
指摘や家族歴は認めなかった．APTT時間 38.5 秒と軽度延長を認め，今後ESD
を予定していたため凝固因子を検索し，vWF 17 ％からVWDの診断に至った．【考
察】VWDは凝固異常症としては血友病に次いで多く，本邦での推定患者数は10
万人程度と推定されており，未診断の患者も多く存在すると考えられる．内視鏡治療
後に複数回の後出血をきたす症例では，凝固異常症の可能性を疑い精査すること
が必要と思われた．
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149（内）
管状腺腫を伴った大腸過形成性ポリープの一例
1札幌医科大学　消化器内科学講座、2札幌厚生病院　病理診断科、
3札幌しらかば台病院　消化器内科
○須藤　豪太1、山野　泰穂1、市原　真2、谷口　正浩1、上野　あかり1、
風間　友江1、柴田　泰洋1、三橋　慧1、五十嵐　央祥1、久保　俊之1,3、
能正　勝彦1、山下　健太郎1、仲瀬　裕志1

【症例】50歳代，男性．大腸ポリープのフォロー目的に施行した大腸内視鏡検査で，S状
結腸に5mm大，弱発赤～褪色調の0-IIa＋Is病変を認めた．病変は中央の発赤隆起部と
その周囲の褪色平坦部から構成されていた．発赤隆起部はNBI拡大観察で口径不同の
ない均一な血管の分布と規則的な管状の表面構造（JNET分類Type2A）を，インジゴカ
ルミン散布後の拡大観察では鋸歯状変化を伴わない管状のIIIL型pitを認め，低異型度
の管状腺腫と判断した．褪色平坦部はNBI拡大観察で血管は認識できず（JNET分類
Type1），インジゴカルミン散布後の拡大観察では星芒状のII型pitを認め，Hyperplastic 
polypと判断した．内視鏡観察上，この2つの領域は腺腫部分を取り巻く様になだらかに移
行しており，正常腺管の介在は明らかではなかった．同病変に対し，診断的治療として内
視鏡的粘膜切除術（EMR）を施行した．2つの領域が病理組織像に反映されるよう実体顕
微鏡下に割を入れ，病理組織標本を作製した．病理組織学的検査では，発赤隆起部は
低異型度の管状腺腫，褪色平坦部は陰窩の拡張や蛇行，腺底部の変形を伴わない丈の
低い鋸歯状腺管から成る過形成性ポリープ（Microvesicular type）で，腺腫を囲むように
存在していた．免疫組織染色では，Ki-67は腺底部に一致して陽性であり，粘液形質は
CD10陰性，MUC2陽性，MUC6陰性，MUC5AC陰性であった．今回治療を行った病変
の他は腺腫を数個認める（そのうち2つは同時期にEMRを施行）のみで，Sessile serrated 
adenoma/polyp（SSA/P）やTraditional serrated adenomaは認めていない．【考察】
近年，大腸鋸歯状病変に対する概念が大きく変化し，鋸歯状病変からの発癌経路が提唱
されている．特にSSA/Pはcytological dysplasiaを伴う場合，癌化の可能性を考慮する
必要があるため，詳細な内視鏡観察が重要である．大腸鋸歯状病変の中でも過形成性ポ
リープは非腫瘍性病変として扱われているが，今回我々は大腸過形成性ポリープに腺腫を
伴った症例を経験した．過形成性病変からの腫瘍化を示唆する症例と考え報告する．

150（内）
腺癌と神経内分泌腫瘍が混在した直腸腫瘍の1例
1北海道大学病院　光学医療診療部、2北海道大学病院　消化器内科、
3北海道大学大学院　医学研究院　消化器内科学講座
○津田　桃子1、小野　尚子2、田中　一光3、井上　雅貴3、木脇　佐代子3、
石川　麻倫1、松田　可奈3、高橋　正和1、山本　桂子1、森　康明1、
中川　学1、中川　宗一1、清水　勇一1、坂本　直哉3

神経内分泌腫瘍（neuroendocrine tumor/neoplasm: NET/NEN）とは内分泌
細胞に由来する腫瘍で，大腸では直腸とくに下部直腸に好発することが知られて
いる．WHO分類（2010年）では，NET（neuroendocrine tumor） G1/G2，NEC
（neuroendocrine carcinoma）に分類され，NECと混在する腺癌の報告は散見さ
れるが，NET G1/G2と腺癌が混在することは稀である．NET G1と腺癌が混在した
1例を経験したので報告する．【症例】60歳代男性．定期的に施行していた下部消
化管内視鏡検査で直腸Rbに陥凹性病変を認め，生検でNETが疑われたため当院
へ紹介となった．当院で精査を行ったところ，Rbの8mm大の陥凹病変は周囲との境
界は不明瞭であり，表面構造，血管構造の異型を認めるもののpit patternは典型的
な早期大腸癌とは異なっていた．EUSでは，一部粘膜下層への浸潤も疑われたが，
診断的治療目的で大腸ESDを施行した．ESD標本の病理組織学的所見は，0-IIc
病変部の粘膜固有層から粘膜下層にかけて高円柱状の異型細胞と小胞巣を形成
する小型細胞が，境界不明瞭に混在していた．高円柱状の異型細胞はCD56（-），
chromogranin A（-），synaptophysin（-）である一方，小胞巣を形成する小型細
胞はCD56（+），chromogranin A（+），synaptophysin（+）であり，同一の胞巣，
腺管内に両者の成分が混在し，adenocarcinoma（tub1＞tub2）とNET成分が混在
する所見であった．adenocarcinoma成分が深達度1273μmであり，外科切除が追加
された．同一病変内にNETと腺癌が混在した稀な症例を経験したので報告する．

151（内）
膀胱に浸潤した低異型度虫垂粘液性腫瘍の1例
1伊達赤十字病院　消化器科、2伊達赤十字病院　内科、
3伊達赤十字病院　外科、4札幌医科大学　腫瘍内科学講座・血液内科学
○櫻井　環1、久居　弘幸1、渡邊　晃一1、小柴　裕1、宮崎　悦2、
佐藤　正文3、川崎　亮輔3、行部　洋3、吉田　直文3、飴田　咲貴4

症例は82歳、女性。血尿などの尿路感染症状を繰り返すため、2018年7月、近
医泌尿器科を受診。膀胱鏡で膀胱右壁に径2mm大の結節あり、生検でmucinous 
adenocarcinomaと診断された。組織型から大腸癌等の浸潤・転移が疑われ、8月
当科に紹介となった。腹部造影CTで、細長く伸びた虫垂が膀胱に癒着し虫垂内腔
と膀胱が連続しており、虫垂壁は造影効果を伴いやや肥厚していた。有意なリンパ
節腫大や明らかな遠隔転移は認められなかった。大腸内視鏡検査では、虫垂口内
に10mm程度の結節状隆起が見られ、病変は虫垂開口部内に収まり、周囲の盲腸
粘膜はintactであった。同部位からの生検組織では、胞体内に粘液を含む高円柱
上皮が乳頭状に増殖しており、膀胱からの生検組織像と類似していたが、概ね核
の極性は保たれ異型は弱く、悪性とは断定できなかった。CEA、CA19-9は正常で
あった。同年10月、回盲部切除・膀胱部分切除術が施行された。術中所見では、
虫垂先端が膀胱壁に癒着していた。腹膜播種は認めなかった。切除標本では、虫
垂漿膜側に腫瘍の露出はなく、虫垂内には粘液が充満していた。病理組織所見で
は、虫垂には軽度の異型を示す一層の円柱上皮が乳頭状に増殖し、粘液産生を
著明に伴いながら膀胱漿膜・筋層・表層へも広がっていた。核の極性は概ね保た
れ、構造異型も弱く、Low-grade appendiceal mucinous neoplasm （LAMN）に相
当すると考えられた。リンパ節転移は認めなかった。術後合併症等はなく、現在無
治療経過観察中である。虫垂腫瘍のうち、LAMNは大腸癌取扱い規約第8版より
新たに分類された腫瘍であり、かつての粘液嚢胞腺腫の大部分と粘液嚢胞腺癌の
一部に該当する。LAMNは組織学的には良性でも、本症例の様に虫垂壁外へ進
展し、他臓器浸潤を来したり、腹膜偽粘液腫の原因になるなど臨床的には悪性の
性格を示すことがある。その治療方針について術式や術後経過観察期間など明確
な基準は確立されておらず、今後の症例の蓄積が必要と考えられた。

152（内）
悪性大腸狭窄に対するJENTLLY Colonic Stentの使用経験
1伊達赤十字病院　消化器科、2同　内科、3同　外科、
4札幌医科大学　腫瘍内科学講座・血液内科学
○渡邊　晃一1、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、吉田　直文3、飴田　咲貴4

【目的】悪性大腸狭窄に対するself-expandable metallic stent （SEMS）留置術は
術前腸管減圧 （BTS）および切除不能に対する緩和医療 （palliation）として施行さ
れ良好な成績が報告されている。今回、2017年1月に使用可能となったJENTLLY 
Colonic Stentの有用性と安全性について検討した。【方法】対象は2018年8月～11月
に径22mm JENTLLY Colonic Stent （日本ライフライン社製）を留置した悪性大腸狭
窄7例 （年齢43～ 94歳、平均74.2、男性2例、女性5例、palliation 5例 BTS 2例、
原発性6例、続発性1例）。全例、留置前後に抗菌薬を投与し、炭酸ガス送気下に施
行し、ERCPカテーテル・Hybridガイドワイヤーを用いて造影後狭窄部を突破した。上部
消化管用スコープを持いた場合はOTW留置とした。検討項目は1） 患者背景、2） 治
療成績、3） palliation症例、4） BTS症例、5） 偶発症とした。 成績 1） Palliation 
5例のうち、続発性狭窄は1例 （膵癌）であった。狭窄部位は直腸RS 2例、S状結腸 
2例、下行結腸、横行結腸、上行結腸がそれぞれ1例で 狭窄長は35-65（平均49）
mmであった。2） 留置方法はTTS 4例、OTW 3例、手技時間は15-125 （中央値 
31）分であり、全例SEMS留置に成功した。留置後の経口摂取までの期間は1-4 （中
央値1）日 であり、留置前のColoRectal Obstruction Scoring System （CORSS）スコ
アは1.6±1.3 （0: 2 例、1: 2例、3: 3例）であったが、留置後3.9±0.3 （3: 1例 4: 6例）
と有意に改善した（P=0.017）。3） 原発性狭窄の1例で留置73日後脱落を認めたが、
その他の症例は閉塞を来さなかった。生存期間は15-103 （中央値42日）であった。4） 
BTS 2例ではSEMS留置から10日後、24日後にTCSを施行し、口側に病変のないこと
を確認した。SEMS留置から手術までの期間は26日および28日であり、それぞれ手術
より18日後、9日後に退院となった。5） SEMS留置に伴う重篤な偶発症は認めなかっ
た。【結論】悪性大腸狭窄に対するJENTLLY Colonic StentはこれまでのSEMS同
様、安全かつ有用なステントと考えられた。今後多数例での前向き研究が必要である。
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153（内）
当院における悪性大腸狭窄に対する大腸ステント留置例の検討
1JCHO北海道病院　消化器センター、2同　病理
○小泉　忠史1、池田　明洋1、馬場　英1、定岡　邦昌1、古家　乾1、
高橋　直規1、吉田　祐一1、敦賀　陽介1、正村　裕紀1、数井　啓蔵1、
服部　淳夫2

【背景】本邦では2012年に悪性大腸狭窄に対するステント留置術が保険収載され，現
在では広く行われている．【目的】当院における悪性大腸狭窄に対する大腸ステント留
置成績につき検討を行った．【対象】2012年1月から2018年11月までに大腸ステント留
置を試みた55例を対象とした。性別は男性31例，女性24例．年齢中央値は73歳（47-
95）．観察期間中央値は172日（1-2105）．ステント留置目的は手術前の腸管減圧Bridge 
to Surgery（以下:BTS）が35例，症状緩和Palliative（以下:PAL）が20例であっ
た．原疾患は大腸癌51例，その他の癌が4例であり，大腸癌のStageはII/IIIA/IIIB/
IVがそれぞれ27/6/3/15例であった．【結果】手技的成功率は96.4%であり，臨床的
成功率は90.9%であった．ステント留置時間の中央値は23分（10-73）であった．偶発症
の発生率は5.5%であり，腸穿孔，ステント逸脱，肺炎が1例ずつ見られた．腸穿孔とス
テント逸脱の2例は臨時手術を施行した．BTS例では現在までに29例に手術を施行し
た．内訳は開腹手術が10例（うち偶発症による臨時手術が2例），腹腔鏡下手術が19
例であった．PAL例での生存期間中央値は47日（12-475）であり，ステント閉塞や腸穿
孔は認めなかった．【考察】大腸ステント留置は低侵襲で手技的成功率・臨床的成功
率も高く，経肛門的イレウス管と比べて高いQOLが期待できる．BTS目的では減圧処
置が十分に行えることで術前精査が充実し，人工肛門造設を回避した根治性の高い
待機手術が可能となる．PAL目的では低侵襲な治療で症状緩和が期待できる．ただ
し，BTS例の長期予後に関してはステント留置の影響は特にないとする報告がある一
方で，ステント留置に伴う癌組織の圧排による脈管侵襲の増加，局所再発や腹膜播種
の惹起などから手術単独群と比較して生存率が有意に低かったとする報告もあり一定
の見解が得られていない．【まとめ】当院における悪性大腸狭窄に対する大腸ステントの
治療成績は概ね既報と同様であった．ただし，BTS例の長期予後については本邦に
おける現在進行中の多施設共同の前向き研究の集積と分析が待たれる．

154（消）
当院における新規便秘治療薬について
1北海道医療センター
○馬場　麗1、米村　洋輝1、霜田　佳彦1、多谷　容子1、松本　美櫻1、
堀本　啓大1、武藤　修一1、木村　宗士1

【目的】便秘で悩む患者は多く、新規便秘治療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、新規便秘治療薬の奨励のみならず、今後は使い分けが必
要と考える。当院における新規便秘治療薬の内訳と共に、グーフィス®の使用傾向に
ついて検討する。【方法】2018年5月から11月までの便秘治療薬の処方をカルテ内
で調査した。新規便秘治療薬としてアミティーザ®、リンゼス®、グーフィス®の処方を
調査し、性別、年齢、併用薬、転帰等の詳細調査をした。【成績】2018年5月か
ら11月までにアミティーザ®を処方された患者は205名、リンゼス®は114名、グーフィス
®は60名であった。グーフィス®を処方された患者は男性22名（平均78.0才）、女性
38名（平均64.0才）であった。効果ありが32名（53.3%）、効果なしが20名（33.3%）、
転院等での詳細不明が8名（13.4%）であった。効果あり群の男女比は、12名（男性
の54.5%）：20名（女性の51.3%）であり、性差はなかった。効果あり群の年齢比は、
65才以下9名（65才以下の52.9%）：65才以上23名（65才以上の53%）であり、年
齢差もなかった。併用薬を浸透圧性下剤、刺激性下剤、新規便秘治療薬にわけ
て考慮すると、グーフィス®のみの新規処方が20名（内、効果ありが11名）、2剤併
用処方が25名（内、効果ありが15名）、3剤併用処方が15名（内、効果ありが6名）
であった。比較的新規導入例が多かったが、特別な傾向はなかった。【結論】当院
では、浸透圧性下剤、新規便秘治療薬をまず処方するという治療方針を励行して
おり、新規便秘治療薬の処方は比較的多かったが、新規便秘治療薬の使い分け
ができるか、どのような症状や患者にあわせて選択できるかは、今後の検討と症例
の蓄積が必要と考えられた。

155（消）
当初潰瘍性大腸炎と診断された家族性地中海熱の一例
1札幌医科大学　消化器内科学講座、2札幌しらかば台病院
○柴田　泰洋1、山下　健太郎1、上野　あかり1、斎藤　潤信1、守谷　洋1、
風間　友江1、須藤　豪太1、三橋　慧1、能正　勝彦1、山野　泰穂1、
菊地　剛史2、遠藤　高夫2、仲瀬　裕志1

【はじめに】家族性地中海熱（FMF）は周期性発熱と関節、胸膜や腸管の漿膜炎を
特徴とする自己炎症性疾患で、地中海沿岸に多いと言われているが、近年日本で
も腸炎を合併したFMF症例が散見されてきている。今回我々は当初、潰瘍性大腸炎
（UC）と診断されたFMF 非典型例を経験したので報告する。【症例】86歳、女性。
発熱と左膝発赤、腫脹を主訴に前医受診。過去に同様のエピソードはない。1週間
後下痢となり、CT検査で横行結腸壁の浮腫を指摘された。下部内視鏡検査（CS）
で粘膜浮腫、血管透見像消失、びらんを横行結腸、脾弯曲、S状結腸と非連続性
に認めた。病理組織学的に炎症細胞浸潤や陰窩膿瘍形成が認められ、感染性腸
炎や虚血性腸炎などが否定されたため、UCの疑いでメサラジン1,000mg内服開始さ
れ精査加療目的に当院紹介となった。既往歴は甲状腺機能低下症。家族歴は両親
と同胞5人にFMFを疑う既往はなかった。腸炎の分布と非連続性よりinflammatory 
bowel disease unclassified （IBDU）と考え、鑑別診断にFMFを挙げ遺伝子解析
をしたところ、MEFV Exon2 R202Qのheterozygous missense mutationを検出し
た。その後、排便時に軽度の腹痛を伴う腸炎が再熱したためFMF関連腸疾患の診
断でコルヒチン0.5mg/日の内服を開始したところ腹痛は軽快した。フォローのCSでは
びらんや潰瘍は残存するが腸管浮腫は軽快し血管透見像を認めた。【結語】 IBDU
において鑑別診断の一つとしてFMFをあげることは重要である。コルヒチン以外の薬
剤も使用可能となり、治療介入により症状改善と生命予後に関わるアミロイドーシスの
予防につながるため早期診断が望まれる。

156（消）
術前画像診断と内視鏡手術の汎用化された現在の、虫垂炎
疑い症例の臨床的問題
1イムス札幌消化器中央総合病院
○上　奈津子1、越湖　進1、松本　哲1、三橋　洋介1、早馬　聡1、
田中　栄一1、野村　友祐1、丹野　誠志1

急性虫垂炎疑いの急性腹症は、救急外来で短時間で、診断と方針決定、必要十
分なICを要求される。虫垂炎手術の正診率は過去には40%程度であったが、2000
年以降、画像診断併用が日常臨床となり、腸炎・憩室炎・産婦人科疾患はほぼ除
外されたこと、内視鏡手術の汎用化で手術目的と適応が変化し、現在、臨床的な問
題は変化している。当院で経験した、単純な虫垂炎ではなかった症例について、実
臨床の視点から検討した。2016年～ 2018年12月までの3年間に虫垂炎で外科紹介
となった症例は、全例。全例が術前にCT画像診断を行い、一部の症例で腹部超
音波検査を併用していた。開腹例、残りはラパアッペ。術前に非腫瘍性の他疾患を
疑ったが、虫垂炎が否定できず、腹腔鏡下手術を施行し、術後虫垂炎を否定したの
は3例だった。また、1で24時間の経過観察で否定し手術施行しなかった。術前画像
診断で、腫瘍性病変が疑われたのは、7例だった。うち、2例は保存的加療可能と判
断し精査を先行してから計画的に待機手術を施行したが、残り5例は待機不能と判断
し緊急手術としている。待機不能と判断した理由は、1例が根部腫瘤による腸重積の
合併、嚢胞性腫瘍を疑った1例は穿孔の危険を懸念、残り5例は保存的加療でコント
ロール困難で悪化の可能性の高い壊疽性虫垂炎との診断、であった。7例のうち3例
は術中または術後病理組織学的に腫瘍性病変の合併は否定されたので、術前画像
診断で腫瘍性病変を疑い腫瘍と確定診断されたのは、4例であった（盲腸癌2例、虫
垂癌1例、粘液嚢胞腺腫1例）。術前診断なく、術後病理組織学的に腫瘍性病変が
診断された症例が3例だった。うち2例はいずれも80歳代高齢者で虫垂に良性腺腫を
合併していた。残り1例は59歳男性、虫垂胚細胞型カルチノイドの診断で追加切除を
施行した。緊急手術を施行した5例のうち3例が開腹ICRとなっており、待機手術2例
および術後診断で追加切除した2例は、いずれも腹腔鏡下手術で完遂している。術
前診断と異なるのが6例、緊急開腹手術以降もあり、ICと診断に注意要する。
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157（消）
維持透析患者に発症した特発性横行結腸重積症の1例
1北海道医療センター　外科
○南波　宏征1、三野　和宏1、小林　正幸1、大畑　多嘉宣1、植村　一仁1、
川村　秀樹1

成人の腸重積は、小児を含めた全腸重積症の5～ 7%と言われ、小児と異なり悪
性腫瘍をはじめとする器質的疾患を先進部とするものが80～90%を占める。成人腸
重積の約10%を占める器質的疾患を有しない特発性腸重積において、回盲部の重
積が最も多く、大腸が大腸に嵌入するいわゆる大腸型は7%程度と稀である。また、
血液透析患者に発症した大腸型の特発性腸重積の報告はない。今回、維持透析
患者に発症した特発性横行結腸重積症に対し、外科的治療を行った症例を経験し
たので報告する。症例は57歳女性。2年前に腎硬化症による慢性腎不全に対し血
液透析導入となり、週3回の維持透析中であった。心窩部痛を主訴に当院救急外
来を受診し、投薬にて経過観察となった。翌日、症状が軽快せず再診した。全身
状態は安定しており、腹膜刺激症状は認められなかったが、部位が定まらない圧痛、
自発痛を認めた。CTを撮像したところ、横行結腸に重積所見を認めた。注腸造影、
内視鏡的整復を試みるも不可であったため、外科的に整復する方針とした。上腹部
正中切開にて開腹したところ、術前診断通り横行結腸が重積していたが、虚血や腹
膜炎の所見は認められなかった。Hutchinson手技を試みたが全く整復されなかった
ため、重積部位を切除する方針とした。悪性腫瘍が先進部であることを想定してい
たが、緊急手術であること、透析患者であり術後合併症率が高いこと、リンパ節が
腫大していなかったことから、D1郭清で横行結腸部分切除を行った。術後は吻合
部からのoozingに対する内視鏡的止血を要したが、術後26日目に退院となった。摘
出標本では、一部粘膜内出血の所見と局所的に腫瘤上となった浮腫粘膜を認める
ものの、悪性所見は認められなかった。このため、特発性の横行結腸重積症と診
断した。本症例の機序の一つして、何らかの原因による粘膜出血を契機に重積が
始まった可能性が挙げられる。また慢性腎不全の患者では、体液貯留傾向のため
重積後の粘膜浮腫の進行が早く、整復不能な状態に陥りやすいのではないかと推
察した。
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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124回日本消化器病学会北海道支部例会
会長　前　田　征　洋

第118回日本消化器内視鏡学会北海道支部例会
会長　丹　野　誠　志

協 賛 企 業 一 覧 

アステラス製薬株式会社

アストラゼネカ株式会社

EAファーマ株式会社

エーザイ株式会社

MSD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 札幌本店

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

株式会社 JIMRO

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

日本化薬株式会社

ノバルティスファーマ株式会社　

富士フイルムメディカル株式会社

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

マイランEPD合同会社

株式会社ヤクルト本社

ヤンセンファーマ株式会社

（五十音順）
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〈製造販売元〉 大阪市中央区道修町二丁目5番14号〔資料請求先 商品企画部〕

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

全工程15分で完了（アルカリ洗浄～消毒～水洗）

結核菌、ウイルスを始め広範囲の微生物に有効

有効塩素濃度を含む3物性のモニター機能搭載

KD-1

販 売  名：クリーントップ KD -1
承認番号：22700BZX00388000



─ 94 ─



─ 95 ─



─ 96 ─

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。

2018年3月作成

皮下注射液

カナキヌマブ（遺伝子組換え）注射液






