
抄 録 集

日 本 消 化 器 病 学 会 甲 信 越 支 部 例 会

日 本 消 化 器 内 視 鏡 学 会 甲 信 越 支 部 例 会

第65回

第87回

合同支部例会

日本消化器病学会甲信越支部教育講演会第42回

日本消化器病学会甲信越支部専門医セミナー第17回

会 期：2019（令和元）年11月2日（土）～3日（日）

会 場：アピオ甲府

会 長：依田 芳起

（山梨県厚生連健康管理センター）

〒409-3866 山梨県中巨摩郡昭和町西条3600
TEL：055-222-1111



教育講演1

教育講演2

教育講演3

一般演題

一般演題一般演題

一般演題

一般演題

内視鏡学会表彰式

一般演題
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タイムスケジュール

11月2日（土）、3日（日）ともに、

タワー館4階「吉光」において、

企業展示を行っていますので、

お立ち寄りください。

11月2日（土） 11月3日（日）

8:50
9:00

9:19
9:19

9:44
9:44

開会式

時間 第1会場
タワー館4階 祥華

時間 第2会場
タワー館6階 ザ･サボイ

9:00

9:37
9:37

一般演題
（肝1）

No. 43～48
座長：今井径卓 先生

（肝2）
No. 49～54

座長：山本 力 先生

（肝3）
No. 55～59

座長：進藤邦明 先生

消化器専門医研修の魅力
的なプログラム構築をめざして
-研修医の期待・要望を含め-

座長：山口達也 先生

座長：髙村昌昭 先生

発表者：髙村昌昭 先生

城下 智 先生

山口達也 先生

川井田博充 先生

木村 究 先生

竹中優美 先生

平林正裕 先生

座長：榎本信幸先生

演者：溝上裕士先生

マイランEPD合同会社

明日のあなたが進む道

座長：寺井崇二先生

演者：名越澄子先生

座長：小林由夏先生

座長：北原弘恵先生

発表者：
岡本まさ子先生

中村 麗那先生

丹羽 恵子先生

No. 8～12
座長：門倉 信 先生

（十二指腸ほか）
No. 23～27

座長：進藤浩子 先生

（免疫チェックポイント阻害薬）

No. 28～31
座長：和栗暢生 先生

（大腸1）
No. 32～37

座長：岩本史光 先生

（大腸2）
No. 38～42

座長：柴田景子 先生

（肝）
座長：前川伸哉 先生

演者：黒崎雅之 先生

（胆・膵）
座長：深澤光晴 先生

演者：椰野正人 先生

（胃）
座長：佐藤 公 先生

演者：市川大輔 先生

専修医セッション
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10:46
10:46

11:12
11:12

11:43

13:00

13:20
13:20

13:45
13:45

（食道・胃）
No. 13～17

座長：川田雄三 先生

（胃・十二指腸）
No. 18～22

座長：小林 聡 先生

10:14
10:14

10:45
10:45

11:50
11:50

12:50

13:00

14:30
14:27
14:27

14:53

15:10

16:10
16:10

17:10
17:10

18:10
合同懇親会18:20

15:30

合同シンポ
ジウム

café part

14:30

13:00

合同評議員
会

12:00

時間
タワー館6階
キャッスル

時間 第1会場
タワー館4階 祥華

第2会場
タワー館6階 ザ･サボイ

9:00 合同ワークショップ2

座長：古川浩一 先生

座長：大高雅彦 先生

発表者：古川浩一 先生

横山純二 先生

赤松泰次 先生

松田至晃 先生

福田和典 先生

胃内視鏡検診の現状と
今後の取り組み

10:00

10:10 専門医セミナー
司会：井上泰輔 先生

症例提示：
村岡 優 先生

コメンテーター：
薛 徹 先生

藤森尚之 先生

高田ひとみ 先生

11:10

11:10 専門医セミナー
司会：深澤光晴 先生

症例提示：
島村成樹 先生

コメンテーター：
林 和直 先生

渡邉貴之 先生

深澤佳満 先生

12:10

12:10 閉会式

時間

9:00

9:37
9:37

10:14

10:14

10:51

10:51

11:16

11:16

11:47

一般演題
（胆・膵1）
No. 60～65

座長：金井圭太 先生

一般演題
（胆・膵2）
No. 66～70

座長：水澤 健 先生

一般演題
（膵）

No. 71～76
座長：三枝久能 先生

一般演題
（小腸1）

No. 77～80
座長：大工原誠一 先生

一般演題
（小腸2）

No. 81～85
座長：細田健司 先生

研修医セッション

研修医セッション

研修医（膵）・

一般演題

合同ワークショップ1

ランチョンセミナー

合同シンポジウム

基調講演

一般演題

（上部）
No. 1～3

座長：菅 智明 先生

（腸）
No. 4～7

座長：横山純二 先生



プログラム



1  内研 きわめて稀な食道胃接合部神経内分泌細胞癌の1例

長岡赤十字病院 消化器内科 渡邊 雅斗

2  内研 表層に腺癌を合併した胃神経内分泌腫瘍（NET）の一例

済生会新潟病院 消化器内科 山下 賢人

3 内研 特徴的な内視鏡像を呈した胃粘液癌の1例

長岡赤十字病院 消化器内科 鈴木 紗也佳

研修医セッション（上部） 9:00～9:19
座長：菅 智明（信州大学医学部 内科学第二教室）

第1日目 11月2日（土）第1会場（4階 祥華）

4 内研 小腸ダブルバルーン内視鏡検査にて診断しえた多発空腸異所性膵の１例

山梨大学 医学部 第一内科 中島 京子

5 内研 ペムブロリズマブで免疫関連副作用（irAE）大腸炎を合併しプレドニンが著効した1症例

諏訪赤十字病院卒後臨床研修センター 井田 真之

6 内研 直腸びまん性海綿状血管腫の1例

信州大学医学部消化器内科 小出 咲穂

7 内研 脳転移による神経症状で発症した直腸神経内分泌細胞癌の1例

長野県立信州医療センター 研修医 吉田 和矢

研修医セッション（腸） 9:19～9:44

座長：横山 純二（新潟大学大学院医歯学総合研究科 消化器内科分野）

8 内研 EUSで膵管壁肥厚所見を捉えた限局性自己免疫性膵炎の一切除例

JA長野厚生連佐久総合病院 佐久医療センター 消化器内科 石井 敬大

9  内専 胃瘻造設によりS状結腸間膜穿孔をきたした一例

新潟大学医歯学総合研究科 消化器内科学分野 吉田 悠紀

10 内専 出血を来したと考えられる小腸muco-submucosal elongated polypの1例

長野中央病院 消化器内科 久場 弘子

11 内専 内視鏡的乳頭括約筋切開後に後上膵十二指腸動脈瘤を形成し、経カテーテル的動脈塞栓術にて止血

し得た1例

市立甲府病院 消化器内科 依田 宏貴

12 内専 興味深い画像所見を呈した通常型膵癌の1例

信州大学医学部付属病院 第2内科 平林 正裕

研修医（膵）・専修医セッション 9:44～10:15
座長：門倉 信（市立甲府病院 消化器内科）



13 内 当院で施行した食道ステントの検討-その有効性と限界について-

新潟県立がんセンター新潟病院 栗田 聡

14 内 Endocytoscopy観察にて鋸歯状変化を認めたバレット食道腺癌の1例
佐久医療センター 内視鏡内科 高橋 亜紀子

15 消 2cm以下の胃GISTに対し腹腔鏡手術を行った3例の検討

新潟医療センター 消化器内科 高橋 澄雄

16 消専 肝転移との鑑別を要する多発肝膿瘍を合併した胃GISTの1例

新潟市民病院 消化器内科 弥久保 俊太

17 消専 胃癌播種性骨髄癌症の１例

新潟厚生連 上越総合病院 消化器内科 徳永 麻美

一般演題（食道・胃） 10:15～10:46

座長：川田 雄三（新潟大学大学院医歯学総合研究科 消化器内科分野）

18 消 Dieulafoy潰瘍型出血を機に診断し得た右脈絡膜原発悪性黒色腫胃十二指腸転移の一例

都留市立病院 内科 落合 田鶴枝

19 消 乳腺浸潤性小葉癌の転移により幽門狭窄をきたした1例
山梨大学 医学部 第一外科 山本 淳史

20 消 VPZ導入後のH.pylori 2次除菌成績と除菌後UBT値の検討

山梨県厚生連健康管理センター 三浦 美香

21 消研 MSI-Highでペンブロリズマブ投与中の十二指腸癌の１例

山梨県立中央病院 消化器内科 花輪 俊弥

22 消専 十二指腸MALTリンパ腫の一例

長野中央病院 消化器内科 杉本 州

一般演題（胃・十二指腸） 10:46～11:12

座長：小林 聡（JA長野厚生連 北信総合病院 消化器内科）

23 消研 十二指腸狭窄により発症した前下膵十二指腸動脈瘤破裂の１例

新潟大学医歯学総合研究科 消化器内科 渡部 はるか

24 消 胃癌術後後腹膜再発とGroove膵癌の診断に苦慮した一例

長野市民病院 消化器内科 中村 晃

25 消専 膵癌との鑑別が困難であった十二指腸粘液癌の一例

JA長野厚生連 南長野医療センター篠ノ井総合病院 安藤 皓一郎

一般演題（十二指腸ほか） 11:12～11:43

座長：進藤 浩子（山梨大学医学部 第一内科）



28 消専 食道原発悪性黒色腫に対する免疫チェックポイント阻害薬で肝障害を生じた１例

新潟市民病院 若林 拓哉

29 消専 非小細胞肺癌に対するチェックポイント阻害剤による免疫関連肝障害を発症したと考えられた1例

長岡赤十字病院 消化器内科 北條 雄暉

30 消専 当院におけるニボルマブによる消化器系の免疫関連有害事象（immune-related Adverse

Event :irAE）の検討

長野赤十字病院 原田 真衣子

31 消 ニボルマブによる治療中に血小板減少症を発症した胃癌の1例

長野県立木曽病院 外科 加賀谷 丈紘

一般演題（免疫チェックポイント阻害薬） 13:20～13:45

座長：和栗 暢生（新潟市民病院 消化器内科）

26 消 分枝型膵管内乳頭粘液性腫瘍の経過観察中に閉塞性黄疸を契機に発見された十二指腸傍乳頭憩室

癌の１例

佐久医療センター 消化器内科 工藤 彰治

27 内 十二指腸ステント留置後急性膵炎を発症し、ステント抜去により改善した1例

JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院 消化器内科 三枝 久能

32 内 高安動脈炎を合併した、HLA-B52陽性の潰瘍性大腸炎の一例

新潟県立中央病院 消化器内科 熊木 大輔

33 消研 メサラジン不耐の診断に時間を要しトファシチニブで粘膜治癒が得られた潰瘍性大腸炎の1例

山梨県立中央病院 消化器内科 黒川 達也

34 消研 2型自己免疫性膵炎の合併が疑われる重症潰瘍性大腸炎の一例

長野中央病院 内科 桑原 蓮

35 内 潰瘍性大腸炎治療中に骨髄異形成症候群を発症し，その後，腸管ベーチェット病様腸炎を併発した

1例

長野市民病院 消化器内科 近藤 翔平

36 消 病理組織診が早期診断に極めて有用であった腸結核の一例

新潟医療センター 消化器内科 五十嵐 正人

37 消研 S状結腸憩室穿孔による骨盤腔内膿瘍に対して、超音波内視鏡下経直腸的ドレナージが有効であった

1例

長岡赤十字病院 消化器内科 山崎 凌

一般演題（大腸1） 13:45～14:27

座長：岩本 史光（山梨大学医学部 第一内科）



慢性肝疾患の自然史を俯瞰した治療と病態モニタリング

武蔵野赤十字病院 消化器科部長 黒崎 雅之

教育講演1（肝） 15:10～16:10

座長：前川 伸哉（山梨大学医学部 第一内科）

肝門部胆管狭窄の診断と治療

名古屋大学大学院腫瘍外科学 教授 梛野 正人

胃癌に対する外科治療の最近の動向と今後の展望

山梨大学医学部附属病院 第一外科 教授 市川 大輔

第17回 日本消化器病学会甲信越支部 教育講演会

教育講演2（胆・膵） 16:10～17:10

座長：深澤 光晴（山梨大学医学部 第一内科）

教育講演3（胃） 17:10～18:10

座長：佐藤 公（山梨大学医学部 第一内科）

38 消専 桂枝加芍薬大黄湯が奏功した腸管嚢腫様気腫症の3例

飯田市立病院 消化器内科 堀内 一太郎

39 消専 下部消化管内視鏡検査で稀少性内膜症と診断し得た一例

糸魚川総合病院 重田 浩平

40 消研 二次性免疫性血小板減少症と考えられる病態を合併した大腸癌の1例

済生会新潟病院 消化器内科 佐藤 もも

41 消研 脾弯曲部結腸癌の脾穿通による脾膿瘍および脾静脈腫瘍栓を来した１例

信州上田医療センター 外科 吉池 奏人

42 消研 多発脳転移を来した腹膜偽粘液腫の1例

済生会新潟病院 消化器内科 チョ 瑰麗

一般演題（大腸2） 14:27～14:53
座長：柴田 景子（長野赤十字病院 第二消化器内科）



第1日目 11月2日（土）第2会場（6階 ザ・サボイ）

43 消 診断に苦慮した急性肝炎の1例

JCHO山梨病院 消化器病センター 白勢 大門

44 消研 Regorafenibが原因と考えられた急性肝炎の1例

長岡赤十字病院 消化器内科 柴田 健継

45 消 乳癌の化学療法中に発症した食道静脈瘤の一例

佐久総合病院佐久医療センター 消化器内科 福島 秀樹

46 消研 重篤な経過をとったアメーバ性肝膿瘍/大腸炎の1例

長野市民病院 消化器内科 山崎 健

47 消研 ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染に合併したアメーバ性肝膿瘍の1例

伊那中央病院 消化器内科 杉村 啓鷹

48 消 右甲状腺膿瘍を契機に発見された侵襲性肝膿瘍症候群の一例

新潟県立中央病院 消化器内科 保坂 和徳

一般演題（肝1） 9:00～9:37
座長：今井 径卓（済生会新潟病院 消化器内科）

49 消研 C型肝硬変による血小板減少に対しルストロンボパグを使用し脾動脈瘤コイル塞栓術を施行した一例

伊那中央病院 消化器内科 藤森 安菜

50 消専 人間ドックの腹部超音波検査を契機に発見された遺伝性毛細血管拡張症（オスラー病）の一例

市立甲府病院 消化器内科 安村 智生

51 消専 増大傾向を呈し切除した限局性結節性過形成（FNH）の一例

新潟市民病院 消化器内科 水戸 將貴

52 消研 嚢胞性肝転移を呈し腎細胞癌術後9年目に肝切除を施行した一例

信州大学医学部附属病院 消化器内科 清水 祐樹

53 消専 緩徐な経過で増大、増加し診断に苦慮した乏血性肝腫瘍の1例

山梨大学 第一内科 見本 雄一郎

54 消研 ７日間のルストロンボパグの投与で3週間に渡り血小板数を維持でき２回のラジオ波焼灼療法 (RFA)

を施行できた肝細胞癌(HCC)の１例

安曇野赤十字病院消化器内科 中島 大地

一般演題（肝2） 9:37～10:14

座長：山本 力（JA長野厚生連 北信総合病院 消化器内科）



55 消専 Fontan術後・先天性門脈体循環シャントの若年男性に肝細胞癌の発生を認めた一例

新潟大学医歯学総合病院 消化器内科学分野 永山 逸夫

56 消研 急速な増大をみとめた肝細胞癌副腎転移の2例

長野中央病院 消化器内科 小林 わかの

57 消 著明な脂肪化を呈した巨大肝細胞癌の一例

長野中央病院 消化器内科 松村 真生子

58 消研 肝細胞癌に対する血管塞栓術後に早期に出現した多血性腫瘍の一例

山梨大学 医学部 第一内科 古屋 圭一

59 消 非アルコール性脂肪肝炎を背景とした10cmの巨大な肝細胞癌に対して肝動脈化学塞栓療法と経皮的

マイクロ波凝固療法の併用を繰り返すことでCRを得られた一例

済生会新潟病院 消化器内科 小島 雄一

一般演題（肝3） 10:14～10:45

座長：進藤 邦明（JCHO山梨病院 消化器内科）

合同ワークショップ1 10:45～11:50

「消化器専門医研修の魅力的なプログラム構築をめざして ―研修医の期待・要望を含め―」

座 長：山口 達也（山梨大学医学部 第一内科）
座 長：高村 昌昭（新潟大学医歯学総合病院 消化器内科）

Ｗ1－新潟大学 内科

次世代を担う総合消化器内科医、Clinician-Scientistの育成-当教室の研修プログラムの紹介を含めて
新潟大学 医学部 消化器内科 高村 昌昭

Ｗ1－信州大学 内科

専攻医の期待・要望に応えるために

信州大学 医学部 内科学第二教室 消化器内科 城下 智

Ｗ1－山梨大学 外科

外科の魅力を研修医や学生に伝えるための取り組み

山梨大学 第一外科 川井田 博充

Ｗ1－新潟市民病院 内科

新潟市民病院の内科専門研修～消化器内科サブスペシャリティを目指すものにとって

新潟市民病院 消化器内科 木村 究

発表者

指導医：高村 昌昭（新潟大学医歯学総合病院 消化器内科）

城下 智（信州大学医学部 第二内科）

山口 達也（山梨大学医学部 第一内科）

川井田 博充（山梨大学医学部 第一外科）

専修医：木村 究 （新潟市民病院 消化器内科）

竹中 優美 （山梨大学医学部 第一内科）

平林 正裕 （信州大学医学部 消化器内科）



研修医セッション1 9:00～9:30

■基調講演 13:00～13:30

座長：寺井 崇二（新潟大学大学院医歯学総合研究科 消化器内科学分野 教授）

「その先を見据えた働き方の選択と支援を考える」

埼玉医科大学総合医療センター消化器・肝臓内科 教授 名越 澄子

■シンポジウム 13:30～14:30

座長：小林 由夏（JA新潟厚生連 長岡中央綜合病院 消化器内科・腫瘍内科)

座長：北原 弘恵（昭和伊南総合病院 外科）

Ｓ1 内視鏡医としての仕事と家庭との両立の難しさ

地域医療振興協会 上野原市立病院 岡本 まさ子

Ｓ2 消化器内科医として歩み続けるために

北アルプス医療センターあづみ病院 消化器内科 中村 麗那

Ｓ3 これから私の歩む道
新潟万代病院 丹羽 恵子

合同シンポジウム 「明日のあなたが進む道」 13:00～14:30

■Café part   14:30～15:30 6F 「キャッスル」

美味しいケーキとコーヒーを飲みながら楽しく交流しませんか（参加自由、参加無料）

男性の参加も大歓迎です！

便秘関連疾患ー大腸憩室の知見も踏まえてー

筑波大学附属病院 消化器内科 病院教授 溝上 裕士

ランチョンセミナー 11:50～12:50

座長：榎本 信幸（山梨大学医学部 内科学講座第一教室 教授）

Ｗ1－山梨大学 内科

山梨県の消化器専門医研修の現状と当科での研修の工夫

山梨大学医学部 第一内科 竹中 優美



第2日目 11月3日（日）第1会場（4階 祥華）

○症 例 提 示 ：山梨大学医学部 第一内科 村岡 優

○コメンテーター：新潟大学医歯学総合病院 消化器内科 薛 徹

○コメンテーター：信州大学医学部 内科学第二教室 藤森 尚之

○コメンテーター：市立甲府病院 消化器内科 高田 ひとみ

専門医セミナー1（肝） 10:10～11:10

司会：井上 泰輔（山梨大学医学部 第一内科）

専門医セミナー2（胆・膵） 11:10～12:10

司会：深澤 光晴（山梨大学医学部 第一内科）

第42回 日本消化器病学会甲信越支部 専門医セミナー

○症 例 提 示 ：山梨大学医学部 第一内科 島村 成樹

○コメンテーター：新潟大学医学部 消化器内科 林 和直

○コメンテーター：信州大学医学部 内科学第二教室 渡邉 貴之

○コメンテーター：韮崎市立病院 内科 深澤 佳満

合同ワークショップ2 9:00～10:00

「胃内視鏡検診の現状と今後の取り組み」

Ｗ2－1 消 新潟市内視鏡胃がん検診の展開

新潟市民病院 消化器内科 古川 浩一

Ｗ2－2 内 対策型胃内視鏡検診の普及へ向けた新潟県の取り組み

新潟大学 医歯学総合病院 光学医療診療部 横山 純二

Ｗ2－3 内 山間部を含む地域における対策型胃内視鏡検診の導入ー長野県須高地区における試みー

長野県立信州医療センター 内視鏡センター 赤松 泰次

Ｗ2－4 消 長野市における胃内視鏡検診の導入と現況

長野赤十字病院 消化器内科 松田 至晃

Ｗ2－5 内 笛吹市の対策型胃内視鏡について

笛吹中央病院 福田 和典

座長：古川 浩一（新潟市民病院 消化器内科）
座長：大高 雅彦（山梨県厚生連健康管理センター）



第2日目 11月3日（日）第2会場（6階 ザ・サボイ）

60 内 当院における術後腸管症例のERCPで使用するScopeの検討

JA長野厚生連 南長野医療センター篠ノ井総合病院 消化器内科 児玉 亮

61 消専 膵頭部癌の精査過程でKlebsiella pneumoniaeによる肝膿瘍を発症し、両眼感染性内因性

眼内炎を併発した1例

国立病院機構 信州上田医療センター 消化器内科 南澤 昌郁

62 内 電気水圧式結石破砕術によりバスケット嵌頓の解除に成功した総胆管結石の一例

長野市民病院 消化器内科 北畠 央之

63 内 術後再建腸管における胆管結石に対し、経胃肝内胆管ルートから電気水圧衝撃波結石砕石術を

用いて結石除去に成功した1例

新潟市民病院 消化器内科 佐藤 宗広

64 消専 ERGBD脱落による小腸イレウス術後症例における急性胆嚢炎再発時に経皮経肝胆嚢－十二指腸

内瘻チューブの体表固定が有用であった超高齢者の一例

柏崎総合医療センター 消化器内科 成瀬 匠

65 消研 IgG4関連硬化性胆管炎の一例

新潟大学 医歯学総合研究科 消化器内科学分野 中村 涼太

一般演題（胆・膵1） 9:00～9:37

座長：金井 圭太（信州大学医学部 内科学第二教室）

66 消専 胆嚢癌との鑑別が困難であった異物肉芽腫の一例

諏訪赤十字病院 消化器内科 矢山 貴之

67 消専 胆嚢乳頭状過形成の1例

JA長野厚生連 南長野医療センター篠ノ井総合病院 消化器内科 柳澤 匠

68 内 胆嚢十二指腸吻合術後に胆嚢癌を発症した1例

長野赤十字病院 消化器内科 西山 秀

69 内 多発性貯留嚢胞を合併した自己免疫性膵炎の一例

長野中央病院 消化器内科 小島 英吾

70 消 遺伝性血管神経性浮腫が原因と考えられた急性膵炎の1例

山梨大学 第一内科 今川 直人

一般演題（胆・膵2） 9:37～10:14

座長：水澤 健（新潟大学大学院医歯学総合研究科 消化器内科分野）

71 消専 Hemosuccus pancreaticusを呈した脾動脈瘤に対し緊急TAEを行った一例

新潟市民病院 木村 究

一般演題（膵） 10:14～10:51

座長：三枝 久能（JA長野厚生連 南長野医療センター 篠ノ井総合病院 消化器内科）



72 消研 EUS-FNAで診断し得た乳癌膵転移の1例

長岡赤十字病院 消化器内科 石井 壮一

73 消 特異な形態を呈したITPN手術後腹腔内再発の1例

社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 消化器病センター 雄山 澄華

74 消 早期膵癌のCT所見に関する検討

山梨大学医学部第一内科 吉村 大

75 消研 FOLFIRINOX療法により3癌共に縮小が得られ、盲腸癌、膵癌については切除可能となった肺腺癌を

含めた同時性3重複癌の1例

諏訪赤十字病院 腫瘍内科 足助 洵

76 消専 腫瘍内出血による急性腹症で発症しEUS-FNAで術前診断し得たparagangliomaの1例

長岡中央綜合病院 消化器病センター 内科 前田 悠一郎

77 消研 血栓溶解療法が有効であった上腸間膜動脈血栓症の一例

長岡中央綜合病院 消化器病センター 内科 五十嵐 崇徳

78 消研 ショックバイタルで搬送された非閉塞性腸管虚血（NOMI）の一例

長岡中央綜合病院 消化器内科 川崎 謙哉

79 消研 ポリドカノール局注療法にてコントロールし得た小腸多発血管腫の１例

新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 臨床研修医 堀 亜州

80 内 黒色便を契機に発見された小腸muco-submucosal elongated polypの1例

相澤病院 消化器内科 岡村 卓磨

一般演題（小腸1） 10:51～11:16
座長：大工原 誠一（まつもと医療センター 消化器内科）

81 消研 原発不明癌として精査され, 発見された小腸癌の一例

糸魚川総合病院 川村 晨

82 消専 クローン病に合併した多発小腸癌の一例

長野市民病院 消化器内科 鎌倉 雅人

83 消研 消化器症状が先行した成人発症ＩｇＡ血管炎の１例

新潟県立新発田病院 内科 渡邊 浩太朗

84 消研 当初クローン病の初期病変を疑った家族性地中海熱の1例

山梨県立中央病院 消化器内科 茂原 克行

85 内 上部消化管３D内視鏡の使用経験

下越病院 山川 良一

一般演題（小腸2） 11:16～11:47
座長：細田 健司（山梨県立中央病院 消化器内科）



合同シンポジウム



第65回 日本消化器病学会甲信越支部例会

第87回 日本消化器内視鏡学会甲信越支部例会

合同シンポジウム プログラム

「明日のあなたが進む道」

13:00～14:30

「その先を見据えた働き方の選択と支援を考える」

■基調講演 13:00～13:30

埼玉医科大学総合医療センター消化器・肝臓内科 教授

名越 澄子 先生

座長：寺井 崇二 先生
新潟大学大学院医歯学総合研究科 消化器内科学分野 教授

■シンポジウム 13:30～14:30

座長：小林 由夏 先生
JA新潟厚生連 長岡中央綜合病院 消化器内科・腫瘍内科

座長：北原 弘恵 先生
昭和伊南総合病院

Ｓ1 内視鏡医としての仕事と家庭との両立の難しさ

地域医療振興協会 上野原市立病院 岡本 まさ子 先生

Ｓ2 消化器内科医として歩み続けるために
北アルプス医療センターあづみ病院 消化器内科 中村 麗那 先生

Ｓ3 これから私の歩む道
新潟万代病院 丹羽 恵子 先生

■Café part   14:30～15:30 6F 「キャッスル」
美味しいケーキとコーヒーを飲みながら楽しく交流しませんか（参加自由、参加無料）

男性の参加も大歓迎です！



その先を見据えた働き方の選択と支援を考える

埼玉医科大学総合医療センター消化器・肝臓内科 教授

名越 澄子 先生

埼玉医科大学で以前に行ったアンケート調査で、女子学生に「将来、子供が生まれたら仕事をどうした

いですか？」と質問したところ、最も多かった回答が「一時的に非常勤になるが、その後常勤に復帰する」

でした。一方、男子学生への「将来、医師と結婚した場合、子供が生まれたら仕事をどうしてほしいです

か？」という問いに対して最も多かった回答は「一時的に仕事を辞めるが、その後非常勤になる」でした。

当時は、まだまだ男女で意識の違いがあるなどと講義で取り上げていましたが、この質問には重大な教育

上の誤りがあることに気づきました。男子学生への回答枝に「自分が非常勤になり、その後常勤に復帰す

る」を加えるべきだったのです。このような無意識のバイアスは、管理者や教育者だけでなく女性医師本人

にも潜んでいる可能性があります。

近年、女性医師が仕事を継続できるように育児支援、柔軟な就労体制などが整備されつつあります

が、マミートラックを抜け出せず、キャリア形成に踏み出せないケースが問題となっています。「育児で大変

そうだから、学会発表を勧めるのはやめておこう」と上司が考えたら、これも無意識のバイアスです。

日本医学会連合の調査では、内科系学会の62.5％に男女共同参画等を推進する委員会があり、

年次総会等でのシンポジウム・リーダー養成ワークショップ等の企画、相談窓口・ブース等の設置、小学

生・幼児対象の学会潜入ツアー開催、中高生対象のサイエンスカフェ等の実施、女性研究者対象の顕

彰制度などの活動が行われています。女性役員を増やす試みも一部で行われていますが、評議員や座

長に女性を推薦しようとすると、職場の医師不足のため病院の仕事を休んで学会や会議に出席する余

裕がないなどの理由で女性医師から断られることが多いと聞きます。女性医師が仕事を継続し、キャリア

を形成していくためには、医師全体の就労環境の改善が必須であると考えられます。

働き方の選択は、結婚、出産、介護などのライフイベントを乗り切るためだけでなく、自分のキャリアを

磨くために決断することも重要です。そのためには、何が必要か、皆様と考えたいと存じます。



消化器内科医として歩み続けるためにＳ2

医師国家試験合格者数のうち3割が女性であり、約3000人が毎年、女性医師として新たなスタートをきっている。しかし、

厚生労働省の調査によると女性医師の就業率の推移は、Ｍ字カーブの曲線になると言われており、就業率最低値は医籍

登録後12年、登録後30代後半で就業率が大きく減衰を始める。女性医師が仕事を中断（休職）、離職した理由の

多くは、「出産」「子育て」であり、このあとの復職に対する支援について大学や病院で取り組みが始まりつつある。私は卒後

11年目の消化器内科医であり、途中、出産子育てを契機にパートタイム勤務を経て、今年度、地方の中核病院でフルタ

イム業務に復帰した。現在は2人の未就学の子供を育てながら、主には外来、内視鏡検査・治療、病棟診療にあたってお

り、慌ただしくも充実感を感じている。この生活は家族だけではなく、病院側からのサポート、同科・他科医師のサポートの上

に成り立っており、それがなければ続けることは難しいと考える。理想と現実の間で葛藤しながら歩んできた中での問題点、

希望などを一個人の経験として発表させていただき、今後の女性医師の働き方、環境整備の一助となれば幸いである。

Ｓ1

女性医師の数は、年々増加しており、各分野や活躍している女性医師も多くなっています。女性医師の中で消化器内科

医の割合は、3.3％です。小児科9.0％、眼科7.8％、皮膚科6.7％、産婦人科6.0％、精神科5.0％と比較すると、少

ないですが、内科の中では、最も多くの女性医師が働いています。私は、山梨医科大学（現山梨大学）医学部第一内

科入局した初めの女性医師でした。結婚前までは男性の先生と同じように、医局員として、大学や派遣病院で、早朝から

深夜まで仕事をし、県内外の学会や研修会へ積極的に参加し発表したり、海外の学会にも参加してきました。結婚後は、

夫の転勤に伴う転居、出産、育児、自分の病気、介護など様々なライフイベントを経験する中で、仕事の形態も職種も変

えながら、現在は田舎の内科医として、2割ほどを消化器内科医として仕事をしてきました。現在、新宿と甲府のちょうど中

間に位置する公的病院に働いております。慢性的な内科医師不足の状況の中で、消化器内科としての仕事の割合は少

なく、研修にいくのにも気軽にいくのにはハンディがあります。専門技術を維持するために、休日の東京や横浜、甲府の研修

会に何とか参加するのがやっとの状況で、消化器内科医としての仕事も家事も中途半端ながら、何とか維持している状況

です。消化器内科では、技術的進歩も著しいため、知識や技術の維持向上のためには、学会や講演会の参加などのほか、

実践の場の見学や実践研修が必要となります。日々の仕事をしながら、研修会などの参加するためには、職場および家族

の理解と研修の場の必要性を強く感じます。今後、介護や子育てなどの家事負担が減ったら、研修会にはもっと積極的に

参加していきたいと強く思っています。消化器内科医として新しい技術を習得するためには、日々新しい技術への研修が欠

かせません。現在もなお、消化器内科医として、未熟で研鑽を積んでいきたいと思い、日々どのようにしたら両立できるか悩

んでいる私ですが、これから消化器内科医として働いていこうと思っている若い先生方のお役に立てればと思います。

内視鏡医としての仕事と家庭との両立の難しさ

地域医療振興協会 上野原市立病院
岡本 まさ子（おかもと まさこ）

■シンポジウム 「明日のあなたが進む道」 13:30～14:30

座長：小林 由夏 先生

JA新潟厚生連 長岡中央綜合病院 消化器内科・腫瘍内科

座長：北原 弘恵 先生

昭和伊南総合病院

北アルプス医療センターあづみ病院 消化器内科
中村 麗那（なかむら れいな）



Ｓ3

順天堂大学を卒業後、生まれ育った新潟に戻り、県立がんセンター新潟病院で2年間研修しました。がんセンターでは1年

目から上部内視鏡検査に携わることが出来、様々な手技を学ぶ中で消化器内科医を志すようになりました。また父が消化

器内科医であり、祖父の後を継いで開業医として地域医療に貢献していたことも大きく影響していたと思います。子供のころ

から祖父や父の医師として働く姿が自然と自分の進む道の手本となっていました。消化器内科医として働くとともに、いずれ

は住み慣れた町で医療に貢献することが私の目標となりました。 消化器内科は年代やライフプランによって女性にとっても

働き方を選びながら、医師として活躍できる科です。駆け出しの時は胃カメラや大腸カメラ検査、腹部エコー検査など基本

的な技術を学びながら消化管、肝胆膵など多岐に渡る疾患を上級医師と共に診療します。その後大学病院、市中病院

などでより高難度の検査、治療を実践し研鑽をつみます。興味のある分野を追求するために研究や留学などでその分野を

深めていくことも出来ます。若い頃に習得した技術は、一生の糧になります。出産や育児などによるインターバルがあっても身

に付いた技術を持ってすれば様々な形で仕事復帰することは可能ですし、消化器系の検査や診療のニーズは非常に高い

ものがあります。私も多くの先生方に恵まれ、大学院（病理）も含め様々な経験を積むことが出来ました。30代半ばくらい

からライフプランを考えるようになり当時の私は消化器内科として終末期患者さんとどうやって向き合ったらいいかわからず、緩

和ケアを学びたいと思い始めていました。緩和ケアを研修会等で勉強するようになり、現在私は緩和ケア医として終末期医

療に携わりながら消化器内科医としても胃大腸カメラ検査やエコー検査を行い消化器疾患を含めた内科一般の治療を

行っています。将来的には家業の医院を継ぎ終末期ケアの出来る在宅医を目指しています。

これから私の歩む道

新潟万代病院
丹羽 恵子（にわ けいこ）



合同ワークショップ１



合同ワークショップ1 11月2日（土）10:45～11:50

消化器専門医研修の魅力的なプログラム構築をめざして―研修医の期待・要望を含め―

座 長 :山口 達也（山梨大学医学部 第一内科）

高村 昌昭（新潟大学医歯学総合病院 消化器内科）

発表者

指導医：高村 昌昭（新潟大学医歯学総合病院 消化器内科）

城下 智（信州大学医学部 第二内科）

山口 達也（山梨大学医学部 第一内科）

川井田 博充（山梨大学医学部 第一外科）

専修医：木村 究（新潟市民病院 消化器内科）

竹中 優美（山梨大学医学部 第一内科）

平林 正裕（信州大学医学部 消化器内科）

次世代を担う総合消化器内科医、Clinician-Scientistの育成
-当教室の研修プログラムの紹介を含めて-

1新潟大学 医学部 消化器内科
高村 昌昭1（たかむら まさあき）、寺井 崇二1

当教室の研修プログラムは、総合消化器内科医、Clinician-Scientistとしての基礎力養成を基本としている。最大の特

色は、消化器病・肝臓・消化器内視鏡・総合内科専門医の取得が可能なだけでなく、肥満症・再生医療、がん治療専

門医も取得可能であり、臨床・基礎研究による学位取得や海外留学を含めたバリエーションの多い研修コースを個人の希

望に合わせて選択できることにある。なるべく集中し、短期間で課題をクリアするころを目標にしている。 当教室ではまたわ

かりやすく“守破離”のコンセプトのもと、研修プログラムから次世代を担う総合消化器内科医、Clinician-Scientistになる

までを示したリーフレットを作成し、研修医に当教室の魅力を伝えられるよう努力している。本発表では、研修プログラムを中

心に紹介する。

消

Ｗ1-
新大内科

専攻医の期待・要望に応えるために

1信州大学 医学部 内科学第二教室 消化器内科
城下 智1（じょうした さとる）

消化器病専門医制度は、消化器領域全般において、高い専門性をもった医療を提供する医師を養成する制度である。

専門医研修では全人的かつ消化器専門的な知識と技能を習得する必要がある。当科には、2017年度に10名（うち２

名は、入局後1年で退局と医院の承継に至った医師を含む）、新専門医制度制定後の2018年度に6名、2019年度に

9名の医師が入局した。今回のワークショップでは、専攻医の視点を踏まえた実施状況・問題点・改善点等を明らかにする

ことを目的に検討を行った。１）消化器内科を専攻した理由について：(1)臨床分野に興味がある、(2)研究分野に興

味がある、２）消化器内科の魅力として：(3)先輩たちの姿にあこがれた、(4)学問的な魅力がある、３）(5)現時点で

の満足度、の5項目について5段階評価（５：全くそう思う・・・１：全くそう思わない）のアンケートを行った。アンケートの

回収率は20/23（87％）であった。(1)全体のスコアの中央値は5（最低～最高：３～５）であり、3学年間での差は

なかった（P=0.96）。(2)全体のスコアの中央値は3（同：２～５）であり、3学年間での差はなかった（P=0.96）。

しかしながら、(1)と(2)の比較では、有意に臨床分野に興味があるという結果であった（P＜0.001）。(3)90％の専攻

医が4以上のスコアをつけており、消化器内科の魅力をあげる上で上級医は常にこの点を意識する必要があると思われた。

(4)80％がスコア4以上をつけていたが、スコア３をつけた医師４名は、学問よりも内科一般的なことや、消化器内科に特

化した手技、消化器癌の実診療に魅力を感じていた(5)研修期間は学年により異なるが、スコア5をつけた専攻医は30％

に留まっており、魅力的な専門医研修のために改善のすべき点を今後明らかにする必要を感じた。臨床医として、専門医

化する必要もあるが、本学会の専門医制度では、リサーチマインドの涵養に努めることも理念とされており、今後指導医はい

かにそれを行うか再考すべきと思われた。なお、本ワークショップでは当科へ入局した専攻医とともに、さらに詳細に本学関連

のプログラムを紹介し、現状を明らかにしたい。

消

Ｗ1-
信大内科



外科の魅力を研修医や学生に伝えるための取り組み

1山梨大学 第1外科
川井田 博充1（かわいだ ひろみち）、清水 浩紀1、古屋 信二1、赤池 英憲1、細村 直弘1、
河口 賀彦1、雨宮 秀武1、須藤 誠1、井上 慎吾1、河野 寛1、板倉 淳1、市川 大輔1

若手医師の外科離れの傾向のため、当科への入局者も少ない状態が続いている。きつい、危険、長時間労働となどのネガ

ティブなイメージが定着している一方で、魅力を感じ、やりがいがあると思う学生や研修医も多く存在する。5年生が行ってい

るBSLでは、術野が見えない、他の診療科と比較して長時間拘束されているなどの不満を感じている学生が多かった。そこ

で、まずはBSLのあり方から見直すこととした。具体的には若手中堅医師によるハンズオンを含めたクルズスを増やして外科

医との距離を縮める、術野モニターの活用、昼食や終了時間の配慮などメリハリのある実習を行うことで、6年生の選択実

習で当科を希望する学生を増やすよう努めている。外科を選択した6年生や研修医には、学内で行うハンズオンセミナーや、

ウェットラボ（腹腔鏡手術のトレーニング）にも積極的に声をかけ、実際に手技を経験してもらっている。また、研修医には

実臨床で手技の取得をできるようにしている。地方会とともに全国大会でも発表する機会をつくり、指導医とともに学ぶ体制

を構築している。女性医師の獲得も急務である。医学生の、女性の割合は増加している。従来の開腹手術から、鏡視下

手術やロボット支援手術の割合が増えてきており、環境に変化がみられる。体力的な不安や家庭を築くことへの不安から外

科を断念する女性医師がいた状況を解決するため、様々な勤務形態を提供できるよう検討している。都心への憧れを抱く

学生や研修医が多い実情だが、山梨県外科専攻医プログラムでは一人一人に向き合い、専門医に必要な症例経験、学

会発表をきめ細かにチェックすることが可能である。また、消化器外科や乳腺の専門医取得に必要な論文などの指導も行

き届く。地方の大学病院ならではの利点をよく理解してもらうとともに、学生のうちから外科の楽しさを経験してもらうよう日々

務めている。

消

Ｗ1-
山大外科

消

新潟市民病院の内科専門研修～消化器内科サブスペシャリティを目指すものにとって

1新潟市民病院 消化器内科
木村 究1（きむら きわむ）、若林 拓哉1、和栗 暢生1

【緒言】内科専門研修プログラム（PG）が走り出し2年目も後半となった．内科専門医取得が第一義的目標のプログラ

ムであるが，現在の医療は各科専門医へのニーズが高く，内科もサブスペシャリティの専門医取得は事実上必須となって

いる．消化器内科の領域では消化器病学会，肝臓学会，消化器内視鏡学会が本年度より，内科学会の専門研修

の２階部分のサブスペシャリティ並行研修として開始となった．しかし，内科学会のJ-OSLER症例登録・病歴要約登録

はなかなか膨大で手間のかかる作業であり，サブスペシャリティの臨床現場での実践は十分であっても，さらなる同分野の

記録作成・登録作業は煩雑を極める．

【当科の専門研修の状況報告】まず，当院内科専門研修PGの概要と，サブスペシャリティ研修の実際について供覧する．

その中で専攻科目以外分野の経験症例の不足を解消するために，内科各診療科に専攻医の経験不足疾患群を配布

し，症例を担当できるよう教育研修部からお願いしている．各専攻医は自らのサブスペシャリティ専攻科以外の症例を供

与いただいた場合は電子カルテ端末から院内共有フォルダ内の症例管理エクセルファイルに記載して充足状況を専攻医・

指導医双方から見えるようにしている．症例経験の充足状況と、実際のJ-OSLER登録状況を報告する．また，サブスペ

シャリティ研修としては消化器内科各検査・手術手技の経験件数などについても調査して報告予定である．加えて，当日

の発表では，当科の魅力を伝えるためのアイテムとしての学会発表・ツアーなどの一端についても紹介したい．

Ｗ1-
新市内科



山梨県の消化器専門医研修の現状と当科での研修の工夫

1山梨大学医学部 第一内科
竹中 優美1（たけなか ゆみ）、山口 達也1、榎本 信幸1

新専門医制度が2018年4月から始まった。卒後2年間は初期臨床研修を行い、その後専門医を目指して研修を行うとい

う流れは変わらないが、新専門医制度は、「基本領域専門医」と、基本領域専門医の取得後に選択できる「サブスペシャ

ルティ領域専門医」の二段階制となり、「専攻医」はまず19の基本領域から専門医資格の取得を目指すことになる。J-

OSLERも開始され、消化器内科専攻医であると同時に内科専攻医であることも意識した研修が必要になると考えられる。

山梨県では内科専攻医の採用数が2018年度では19人、2019年度では9人と2024年の必要医師数を達成するため

の年間養成数34人を大幅に下回っており、内科医不足が深刻になっている。当院では消化器内科だけでなく、内科全体

で後期研修を盛り上げるために各内科の横のつながりも大事にした活動を行っている。 当科に卒後3年目で入局した専

攻医は、大学で1年かけて消化管、肝臓、胆膵のチームを回り、上級医、指導医と共に診療にあたり診療技術と知識を身

に着けている。また、回診やカンファレンスでプレゼンテーションの能力を、抄読会や学会発表でリサーチマインドを養っている。

卒後4年目以降は学外の連携研修施設で数年間の研修を行い、豊富な症例数で腕を磨いている。その後、専門医の取

得と共に大学院に進む者が多く、約9割の入局者が学位を取得している。 本演題では山梨県の研修プログラムの現状と

2018、2019年度に山梨大学での新総合内科プログラムによる研修を始めた専攻医20人（うち消化器内科入局者5

人）へのアンケート調査を基に入局先を決めた理由や研修プログラムへの期待、指導医への希望をまとめ指導医と専攻医

からそれぞれ発表する。

消

Ｗ1-
山大内科



合同ワークショップ２



合同ワークショップ2 11月3日（日）9:00～10:00

胃内視鏡検診の現状と今後の取り組み

大高 雅彦 先生（山梨県厚生連健康管理センター）

座長：古川 浩一 先生（新潟市民病院 消化器内科）

新潟市内視鏡胃がん検診の展開W2-1

1新潟市民病院 消化器内科、2新潟市医師会胃がん検診委員会、3新潟市医師会
古川 浩一1（ふるかわ こういち）、成澤 林太郎2、藤田 一隆3

新潟市における対策型胃内視鏡検診の現在に至る取り組みを概説し、今後の課題を検討する。【沿革】新潟市は平成

10年より新潟市医師会に「胃がん検診に内視鏡を導入することを検討する小委員会」を設置。以後，行政参画の意見

調整を経て平成14年12月「胃がん施設検診内視鏡検査実施要領」作成、「新潟市医師会胃内視鏡画像読影委員

会」発足、平成15年度より内視鏡胃がん施設検診を開始した。【実績】導入初年度で内視鏡受診者は8100人、胃検

診全体の23.5％であったが、平成17年に大規模な市町村合併と内視鏡検診の認知普及もあり、平成28年度は約

45000人と増加し、比率も約66％が内視鏡と上昇した。平成15年から27年度までの胃癌発見数は確認済みの延べ人

数は3,417人、発見率は年次平均0.84％であった。また、副次効果として胃癌以外の悪性腫瘍（主に食道がん）も

677人（0.17％）発見されていた。年次の早期癌比率は胃癌約80％、食道癌約85％で推移しており、質の高い検診

制度を維持している。それに伴い政令市間の胃癌年齢調整死亡率推移（人口10万対）は、内視鏡検査導入当初の

最上位の10万対比24.9人から平成28年集計の14.5人まで順調に漸減する成果が得られている。【課題】精度につい

ては現行の専門医によるダブルチェック体制と参画医療機関の研修、症例検討によるスキルアップが高い早期胃癌発見率

の維持につながっていると考えられる。課題としては直近の逐年から隔年へ内視鏡検診間隔の移行の影響。広域化し検診

受診者像に伴う検診制度の堅持があげられる。対策としては検診の質の向上のための検診医の教育研修体制さらにダブ

ルチェック体制の利便向上のための検診システムの電送化が対策としてあげられる。

消

対策型胃内視鏡検診の普及へ向けた新潟県の取り組みW2-2

1新潟大学 医歯学総合病院 光学医療診療部、2新潟大学 医歯学総合研究科 消化器内科、
3新潟大学 医学部 健康寿命延伸・消化器疾患先制医学講座、4新潟県立新発田病院
横山 純二1（よこやま じゅんじ）、高村 昌昭2、橋本 哲3、塚田 芳久4、寺井 崇二2

2015年に「有効性評価に基づく胃がん検診ガイドライン2014年版」が発刊され、翌年より胃内視鏡検診が対策型検診

に組み入れられた。H. pylori 陰性者の増加ともに、将来の胃がん患者は減少していくことが確実である一方、超高齢化

社会の到来により、胃がん罹患率における高齢者の割合が増加しており、胃がん高リスク者が多く存在するという事実に直

面しており、内視鏡検診の普及は急務である。しかし、内視鏡検査医の技術向上や安全管理、内視鏡画像の二重読影

を含めた制度管理など、導入における課題も多い。新潟市では新潟市医師会と連携し、2003年から内視鏡による胃がん

検診の公的負担を開始した。この開始に際しては厳密な実施要領が策定された。特に事故の防止と検診精度の管理に

留意され、適応や禁忌、同意書、前処置などを規定し、精度管理としては標準撮影方法を設定し推奨される内視鏡画

像が例示され、全参加施設に周知徹底された。また、精度管理の一翼として市内の消化器内視鏡学会専門医による二

重読影を実施した。二重読影による見落とし病変の拾い上げは、それらの症例の精度向上につながるだけでなく、情報の

フィードバックが各施設の発見率向上につながった。このような取り組みを経て胃がん死亡率の減少効果も認めたことから、

今後は新潟市をモデルとして県内全域での胃内視鏡検診の実施を目指している。一方で県内全域での実施において問

題となるのが、医療資源の偏在である。特に二重読影を支える専門医数は限りがあり、地域によっては確保が困難であった。

そこで新潟県では県内の内視鏡等消化器疾患に関する検診を担うNPO新潟県消化器内科医会を設立するに至った

（2018年12月登記完了）。本会は県内の内視鏡検診を行うすべての施設・医師が参加可能で、検診業務に関する

要領の周知やシステムの管理、内視鏡教育・研究会の主催、地域住民への情報提供を目的としている。特に都市部に偏

在する専門医が効率的に他地域の2重読影に参加できるよう画像伝送体制を整備することで、新潟市と同様の質の高い

検診を県内全域に提供することを目的としている。今後はNPOの設立に伴い、県・市町村行政、県・郡市医師会と連携

の下、全県での胃内視鏡検診を推し進め、地方における内視鏡検診システムのモデルとなることを目指していきたいと考え

ている。

内



長野市における胃内視鏡検診の導入と現況W2-4

1長野赤十字病院 消化器内科、2JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院 消化器内科、
3長野中央病院 消化器内科、4長野市民病院 消化器内科、5JA長野厚生連松代総合病院 消化
器内科、6田中病院
松田 至晃1（まつだ よしあき）、牛丸 博泰2、小島 英吾3、原 悦雄4、新澤 真理5、田中 昌彦6

長野市では2017年8月に胃内視鏡検診準備委員会を立ち上げ、検討、準備を重ねた末、2019年度より内視鏡検診

を開始した。検診開始までの経過や独自の工夫などにつき報告する。

長野市の医療機関は4つの医師会（長野市医師会、更級医師会、上水内医師会、須高医師会）に分かれている上に、

対策型胃X線検診はすべて長野県健康づくり事業団に委託されていて、施設検診の実績が無かったため検診の開始まで

には様々な調整が必要であった。準備委員会では当時の対策型胃X線検診の受診者数から初年度の受診者数を約

1,500名と想定し、医療機関に対するアンケート調査などを行った結果より開始は十分可能と判断し、「対策型検診のた

めの胃内視鏡検診マニュアル」に基づいて実施要領や帳票類などの整備、研修会の開催などを行った。一次検診施設は

地域医療支援病院を除外し、市中のクリニックを主体に募集し28施設を決定したが、機能水を使用している施設も認可

せざるを得なかった。二次読影の読影委員は日本消化器内視鏡学会専門医、指導医を中心に24名で、2人1組での読

影とした。

検査画像、受診者のデータの集約には、平成30年より検診を開始した須高地区と同じキッセイコムテック社のPAXiS-ES

Portable を採用した。これはUSBメモリ内のソフトウェアを使って画像保存・確認・所見入力を可能にするシステムで、一

次検診施設におけるデータ入力を容易にするため、QRコード化された個人情報を内視鏡検査時に撮影することでデータを

自動的に取り込めるように改良を加えた。このシステム上で所見入力も行われた後に、USBメモリは医師会に集約され、二

次読影所見や画像評価も追加入力されるため、手書きの検診票は不要となった。最終的にUSBメモリは元の一次検診

施設に戻され、二次読影結果や画像評価が確認された後に初期化され再使用される。

2019年5月より検診の受付、7月より検診を開始した。現在まで大きなトラブルは無く検診は軌道に乗っているが、今のとこ

ろ検診の申込者が予想より少なく、受診勧奨策を検討している。

消

山間部を含む地域における対策型胃内視鏡検診の導入ー長野県須高地区における試みーW2-3

1長野県立信州医療センター 内視鏡センター、2長野県立信州医療センター 消化器内科、
3まつざわ内科クリニック
赤松 泰次1（あかまつ たいじ）、下平 和久2、宮島 正行2、中村 真一郎2、松澤 正浩3

対策型胃内視鏡検診は従来、都市部を中心に行われてきた。マニュアルに従った対策型胃内視鏡検診が山間部を含む

地域においても導入が可能か否かを検証するため、2018年度より長野県須高地区において導入した。問題となったのは、

１.地域における内視鏡のcapacity、2.精度管理のための二次読影の方法とデータ管理であった。内視鏡のcapacityは

地域内の施設にアンケートを送り、一次検診の受け入れ可能件数と施設基準を満たすか否かを調査した。二次読影は

キッセイコムテック社が開発した専用のUSBを用い、須高医師会に所属する9人の内視鏡専門医が行った。データ管理は

検診機関である長野県健康づくり事業団に依頼した。その結果、2018年度は992人が受診し、発見がんは胃癌が6例

（早期胃癌5例6病変、進行胃癌1例）、食道癌1例であり、がん発見率はあわせて0.71％（胃がん発見率は

0.60％）と胃X線検診に比べて高率であった。発見した早期胃癌5例6病変はいずれも内視鏡的粘膜下層剥離術を行

なった。基幹病院を中心とした医師会、市町村、健診機関の3者が協力・工夫することによって、山間部を含む地域でも対

策型胃内視鏡検診の実践は可能と考えられた。

内



笛吹市の対策型胃内視鏡検診についてW2-5

1笛吹中央病院
福田 和典1（ふくだ かずのり）、小林 一久1、石井 正紀1、野中 幸代1

【はじめに】山梨県笛吹市では、平成29年度から個別医療機関がん検診において内視鏡検査による胃癌検診を担当す

る医療機関に、専門医による二重読影を義務づけている。当院(笛吹中央病院)で少数例ながらこの検診を行ったのでここ

に報告する。【方法】平成29年度と平成30年度に笛吹市の助成付き胃がん内視鏡検診を施行した。内視鏡検査を担

当した医師は内科医もしくは外科医で、検査施行医6名のうち5名が日本消化器内視鏡学会専門医であった。生検は施

行医の判断で施行可能とした。希望の被検者には別途料金のオプションとして、血中H. pylori抗体の測定を行った。二

重読影は内視鏡検査施行医以外のほかの院内内視鏡学会専門医が行った。【結果】2年間で51例に内視鏡検査を

行った。51例全例が「１胃癌なし」であった。生検施行例は0例であった。 血中H. pylori抗体検査を18例が測定し、

3.0 U/mL未満の陰性9例、10.0 U/mL以上の陽性が9例であった。

【考察】「有効性評価に基づく胃がん検診ガイドライン2014年版」が刊行され、胃内視鏡検診は胃X線検診と共に対策型

検診の新たな方法として推奨された。対策型胃内視鏡検診は山梨県では大規模な導入は未だ行われていない。【結語】

対策型内視鏡検診を導入した。症例数が少なく癌の発見はなかった。

内



一般演題



一般演題（食道・胃） 10:15～10:46

座長：川田 雄三（新潟大学大学院医歯学総合研究科 消化器内科分野）

当院で施行した食道ステントの検討-その有効性と限界について-13

1新潟県立がんセンター新潟病院
栗田 聡1（くりた そう）、塩路 和彦1、盛田 景介1、青柳 智也1、佐々木 俊哉1、小林 正明1

【目的】悪性食道狭窄に対するステント留置術は、アプローチが容易でかつ即効性があるため広く普及している。そこで当院

で施行した食道狭窄に対する食道ステントの成績からその有効性を検討した。

【対象】2016年1月-2019年6月までの3年6か月間に当院で施行した食道ステント留置術31例、38回を対象とした。

使 用 し た ス テ ン ト は HANARO ス テ ン ト 食 道 用 カ バ ー （ BostonScientific 社 製 ） 、 Niti-S 食 道 ス テ ン ト

（TaeWoongMedical社製）の2種であった。

【成績】男性23例（26回）、女性8例（12回）で、平均年齢71.3歳（43-102歳）。7例で複数本の留置を施行、

うち2例が同日に複数本留置。疾患別では食道がん14例（15回）、肺がん12例（17回）、胃がん/食道胃接合部が

ん5例（5回）、その他1例。ステントの目的は狭窄解除が28例（35回）、瘻孔閉鎖目的が3例（3回）。使用ステン

トは食道胃接合部に対しHANARO16本、それ以外の部位にNiti-S24本であった。狭窄解除目的で症状の改善を認め

た例が25例、症状不変3例であった。ただしPS低下症例では食欲そのものが改善せず、ごく少量の経口摂取のみの症例

も多く認めた。ステント留置後の転帰は死亡27例、生存2例、不明2例。肺がん（12例）と食道がん（12例）の予後

は平均186.7日vs 72.6日。肺がんにおいては留置後化療あり（4例）と化療なし（8例）の予後は平均471日vs

44.5日。食道がんにおいては拡張目的（10例）と瘻孔閉鎖（2例）の予後は平均85日vs11.5日。食道がん治療後

の留置（8例）と前治療無し（4例）の予後は平均63.5日vs91.3日であった。

【結論】1．食道ステント留置術は食道がんおよび肺がん症例に対し多く施行されている。2．食道がんに比し、肺がんに対

する留置症例のほうが成績がいい。これは留置後化学療法を施行されている症例が多いためと考える。3．狭窄解除目

的に施行された症例の多くで一時的に通過障害が解除される。しかしPS低下例では食欲そのものが改善せず、予後不良

の傾向にあった。4．ステント留置後短期間で死亡する症例に対し、今後も留置適応の検討が必要である。

内

Endocytoscopy観察にて鋸歯状変化を認めたバレット食道腺癌の1例14

1佐久医療センター 内視鏡内科
高橋亜紀子1（たかはし あきこ） 、小山恒男1 、福山知香1 、山田崇裕1

60歳代、男性。定期内視鏡検査にて、食道胃接合部病変を指摘され紹介となった。

WLIにてSCJ肛門側に柵状血管を認め、背景にはSSBEが存在した。SCJ肛門側右壁に発赤した平坦な粘膜を認めたが、

表面平滑、境界不明瞭で、腫瘍性病変と診断は困難であった。NBIでも同様に境界は不明瞭であった。

NBIMEにて、背景粘膜は不整のないvilliであったが、発赤部には密で不整なpitを認め、ある程度境界を追うことが出来た。

病変はSCJと接しており、病変と接した扁平上皮部はWLIにて一部発赤調で、NBIではBAを呈し扁平上皮下進展してい

ると考えられた。

1％ Methylene blue染色後のEndocytoscopy観察では、一部に鋸歯状構造を有する不整な腺窩開口部を認めた。

以上より、バレット食道腺癌, 0-IIb, tub1, T1aM, 10mmと診断し、ESDにて一括切除した。

新鮮・固定切除標本にて、SCJ肛門側は発赤していたが境界不明瞭であった。ピオクタニン染色標本では、不整で大小

不同のあるpitが不規則に配列しており、一部に拡大したpitを認めた。組織像では、tub1腺管を認め、表層部に限局した

鋸歯状構造を伴っていた。基本的にはT1aMだが、1ヶ所で70μmのSM浸潤を認めた。最終診断は、バレット食道腺癌,

tub1, T1bSM1 (invasion depth 70μm), ly0, v0, HM0, VM0, 0-IIb, 8×6mmであった。

NBI拡大観察ではtub1と診断したが、Endocytoscopy観察にて鋸歯状変化を認め、所見の乖離があった。バレット食

道癌のEndocytoscopy所見は、まだ確立された診断基準はなく、今後の症例蓄積を要する。バレット食道癌には、本例

のような鋸歯状変化を来す症例がある事を念頭に置く必要があると考えられた。

内



2cm以下の胃GISTに対し腹腔鏡手術を行った3例の検討15

1新潟医療センター 消化器内科、2新潟医療センター 外科、3新潟医療センター 病理部
高橋 澄雄1（たかはし すみお）、早川 雅人1、田村 康1、五十嵐 正人1、青柳 豊1、加藤 崇2、
内藤 眞3

[症例1]60代男性.検診で異常指摘され当科受診.上部消化管内視鏡(EGD)で胃体中部大彎に2cmの胃粘膜下腫

瘍(SMT)指摘.EUS-FNAにてGISTと診断.管内発育型の病変であり腹腔鏡・内視鏡合同手術(Laparoscopy

Endoscopy Cooperative Surgery : LECS)施行(切除検体病理診断では径20mm, Modified Fletcher分類

で低リスク).[症例2]60代男性.スクリーニングEGDで胃体中後壁に1.5cmのSMT指摘.６か月後再検にて増大疑われ

EUS-FNA施行,GISTと診断.胃内手術(胃部分切除)施行(径15mm, 低リスク).[症例3]60代女性.胃角大彎

18mmのSMTにて経過観察中.増大傾向認め当科受診.EUSでは4層と連続した低エコー腫瘤で実質エコー不均一で

あった.本人希望にてEUS-FNAは行わず手術の方針とした.当初は胃内手術の予定であったが,内腔から病変を確認でき

ず,病変が胃壁外に突出しており腹腔鏡下胃部分切除に変更した(径17mm, 超低リスク).[考察]本邦のガイドラインで

は2cm未満で無症状,悪性所見(-)の胃SMTは経過観察で可とされている.今回検討した2cm以下のGIST手術例3例

中2例は経過観察中増大傾向認め,EUS(FNA)にて手術適応を判定した.3例とも低侵襲の腹腔鏡手術を行い,発育形

式および局在に応じて術式を選択した.症例3では術前に管外発育と診断できず術式の変更を要した.腫瘍の発育様式は

手術術式選択に必要であり,特に管外性発育の場合はEUS-FNAの穿刺経路にも注意を要する.小径のSMTでは発育

様式の診断が困難なことがあり留意する必要がある.

消

肝転移との鑑別を要する多発肝膿瘍を合併した胃GISTの1例16

1新潟市民病院 消化器内科
弥久保 俊太1（やくぼ しゅんた）、大崎 暁彦1、木村 究1、若林 拓哉1、水戸 將貴1、渡邉 雄介1、
田覚 健一1、佐藤 宗広1、相場 恒男1、古川 浩一1、和栗 暢生1

【緒言】消化管間質腫瘍（Gastrointestinal stromal tumor: GIST）は胃粘膜下腫瘍の中で頻度が高い疾患で

ある．今回我々は，多発肝膿瘍を合併した胃GISTの1例を経験した．画像検査の経時的な変化が重要であった教訓

的な症例と考え，報告する．【症例】67歳男性，大量の飲酒歴があった．1ヶ月前より発熱，食欲不振があり，前医

受診，CTで多発肝腫瘤，肝外側区域に接する胃腫瘤を指摘され，当院紹介入院となった．上部消化管内視鏡にて

前庭部から体下部小彎に潰瘍を伴った粘膜下腫瘍様病変を認め，生検にてGISTと診断された．肝転移の可能性も考

えられ，経皮的肝生検を検討したが，アルコール性肝硬変による肝萎縮のため，肝周囲に腸管が多く分布し，生検は

困難であった．肝膿瘍の可能性を第一に想定し，メロペネムを使用，肝腫瘤は経時的に縮小した．肝膿瘍の経過に矛

盾なしと考えられたが，肝外側区域に胃GISTの浸潤が否定できない領域があり，術前補助化学療法としてイマチニブ内

服を開始した．2ヶ月後，胃部分切除術を施行，病理診断はGIST，high risk group（Modified Fletcher分

類），57×39×20mm，切除断端陰性，リンパ節転移は認めなかった．以後，術後補助化学療法として，イマチニ

ブ内服を継続し，術後9ヶ月，再発なく経過している．【考察】GISTの転移様式は，肝への血行性転移，腹膜播種が

多いとされる．一方，悪性腫瘍に肝膿瘍を合併することは稀ではない．膿瘍が多発した場合，転移性肝腫瘍との鑑別

が重要となるが，画像診断では鑑別できず，組織診断に頼らざるを得ない症例も多い．当院でも両者の鑑別が困難な

症例で，特に手術適応のない多発例には積極的に穿刺吸引培養，細胞診及び肝腫瘍生検を行っている．本症例で

は経皮的肝生検が困難であったが，画像検査で明確に縮小，消退していく変化を捉えられ，転移性肝腫瘍を否定でき

たように，複数の画像検査を短期間隔で計画的に行い，経時的な変化に注目することが両者の鑑別に有用な場合があ

る．

本抄録内容，前回（第64回）の会では発表できず（演題№3取り消し），消化器病学会より許可を得て、第65回

で発表のため新たに登録する．

消専



胃癌播種性骨髄癌症の１例17

1新潟厚生連 上越総合病院 消化器内科
徳永 麻美1（とくなが まみ）、合志 聡1、佐藤 千紘1、鈴木 庸弘1、佐藤 知巳1

【症例】70歳男性【主訴】黒色便、ふらつき【現病歴】2019年6月頃から腰痛が増悪し、ロキソプロフェンを内服していた。

その後、黒色便とふらつきを認め、近医を受診したところ Hb 5.2g/dl、Plt 2万/μlと貧血、血小板減少を認められ当科に

紹介、救急搬送された。【入院経過】PT-INRが1.75、FDP217μg/mlであり急性期DICスコア7点でDICを認めた。上

部消化管内視鏡検査では体下部大弯に隆起性病変を認めた。造影CTでは肝腫瘤が多発しており、胃大弯側、腹部大

動脈領域のリンパ節腫大と胸腰椎の骨破壊像を認めた。胃の生検の病理組織所見は低分化型腺癌であった。また骨髄

穿刺の病理所見では腺癌細胞の散在と凝固壊死が認められ、免疫染色より胃癌からの転移で矛盾しない結果であった。

以上より胃癌の播種性骨髄癌症でDICを併発していると診断した。DICに対して遺伝子組換えトロンボモジュリン製剤を

投与したが、貧血、血小板減少の進行は改善せず、頻回の輸血を必要とした。PSは2でcStage４であることから

FOLFOX療法を開始した。輸血を行う間隔は延長傾向となり、FDPとPT-INRは減少傾向となった。【考察】播種性骨髄

癌症とは骨髄を中心とするびまん性臓器浸潤とDICを合併する予後不良の病態であり、化学療法ではMTX+5-FU療法

やS-1療法などの治療でDICが改善した報告がみられる。本症例でもFDP、PT-INR、血小板減少の改善傾向が認めら

れたことからDICの改善には化学療法の導入が必要であると考えられた。若干の文献的考察を加えて報告する。

消専



一般演題（胃・十二指腸） 10:46～11:12

座長：小林 聡（ JA長野厚生連 北信総合病院 消化器内科）

Dieulafoy潰瘍型出血を機に診断し得た右脈絡膜原発悪性黒色腫胃十二指腸転移の
一例18

1都留市立病院 内科、2峡南医療センター富士川病院 病理診断科
落合 田鶴枝1（おちあい たづえ）、保坂 稔1、遠山 潤1、渡辺 千尋1、鈴木 正史1、山根 徹2

症例は68歳、男性。統合失調症のため精神科病院へ入院中。X年８月上旬より食欲不振と体重減少が出現した。血

液検査では肝障害を認め、単純CTでは肝S6に径1cm大の低吸収域が確認されていた。8月25日黒色便と褐色吐物を

認め、当院へ救急搬送となった。血液検査では肝胆道系酵素の上昇を認め、一週間前に紹介元で施行された血液検査

結果より増悪していた。また、血小板減少が進行し、フィブリノゲン減少とD-dimer上昇を認めDICを合併していた。緊急

上部消化管内視鏡検査を施行したところ、胃体上部前壁にDieulafoy潰瘍を認めクリッピング止血を行った。再検査では

再出血を認めなかったが、胃と十二指腸に径1～3mm大の黒色斑が多発していた。同部から生検を行い悪性黒色腫の

診断に至った。Dynamic CTでは、肝両葉に造影効果の乏しい20mm大までの結節を多数認め、多発肝転移と考えら

れた。皮膚、直腸肛門部には原発巣を認めず、網膜エコー検査で右脈絡膜に腫瘍を認め、右脈絡膜原発悪性黒色腫

stageIVと診断した。更なる検査や積極的加療は希望されず、第27病日に永眠された。脈絡膜悪性黒色腫は約半数

に血行性遠隔転移を認め、肝、肺、骨、リンパ節への転移が多いとされている。消化管転移に関しては、悪性黒色腫の剖

検例36.7%に認めたとの報告がある一方、生前での診断は1.5%～4.4%にとどまる。無症状で経過することが多く、消

化管転移の診断は困難であることが多い。本症例でも自覚症状が乏しく、上部消化管出血を機に消化管転移が認めら

れ確定診断に至った。脈絡膜原発悪性黒色腫消化管転移の症例報告は散見されるが、本症例のようにDieulafoy潰

瘍型出血を伴った悪性黒色腫胃十二指腸転移は貴重な症例と考え報告する。

消

乳腺浸潤性小葉癌の転移により幽門狭窄をきたした1例19

1山梨大学 医学部 第一外科
山本 淳史1（やまもと あつし）、赤池 英憲1、河口 賀彦1、丸山 傑1、中田 祐紀1、塚原 勇1、
高橋 和徳1、大森 征人1、中山 裕子1、滝口 光一1、木村 亜矢子1、古屋 信二1、清水 浩紀1、
細村 直弘1、雨宮 秀武1、須藤 誠1、川井田 博充1、井上 慎吾1、
河野 寛1、市川 大輔1

症例は50歳台、女性。右乳癌にて右乳房全摘術、腋窩リンパ節郭清施行。病理組織学的診断にて浸潤性小葉癌、

T1bN0M0,Stage1,ER3+,PR1+,HER2(0)と診断され、術後化学療法施行後にホルモン療法を5年間施行した。乳

癌術後9年目に左腋窩リンパ節転移、多発骨転移を認めホルモン療法を再開したが、6か月後左眼瞼・眼窩転移を認め

ホルモン療法を変更し治療を行っていた。術後9年8か月目に食欲不振、嘔気にて近医受診。CTで幽門狭窄と診断され

経口摂取不能なため当科紹介入院となった。上部消化管内視鏡検査では前庭部の拡張不良、後壁側からの圧排を認

めたが、胃粘膜面には明らかな異常は認めなかった。また、スコープの抵抗が強く十二指腸への挿入はできなかった。CTでは

前庭部の胃壁の肥厚、腹膜、後腹膜の脂肪織濃度上昇、不整形軟部組織を多数認め、乳癌の転移による幽門狭窄が

疑われた。ステントは挿入困難と判断し手術の方針となった。手術は腹腔鏡下胃空腸吻合術を施行した。手術所見で腹

水の貯留を認めた。胃前庭部周囲の大網は腫瘤を形成していた。大網に沿った胃の漿膜面が白色に変色し脾門部まで

達していた。手術は胃にパーティショニングをおいた後、Roux-en Y再建でバイパス手術を行った。術中に採取した大網の

一部は病理組織学的診断で浸潤性小葉癌の転移と診断された。術後合併症はなく経口摂取は可能となり、骨転移に

対し放射線治療後、化学療法を施行したが初回手術より10年1か月で永眠された。乳腺浸潤性小葉癌の乳癌全体に

占める割合は、本邦では数％とわずかであり、遠隔転移様式が一般乳癌とは異なり、乳管癌に比して胃・卵巣・腸管・腹

膜・後腹膜などへの転移が効率に認められる。今回我々は乳腺浸潤性小葉癌の転移により幽門狭窄をきたした1例を経

験したので報告する。

消



VPZ導入後のH.pylori 2次除菌成績と除菌後UBT値の検討20

1山梨県厚生連健康管理センター、2山梨大学第一内科
三浦 美香1（みうら みか）、大高 雅彦1、北橋 敦子1、廣瀬 雄一1、高相 和彦1、依田 芳起1、
榎本 信幸2

【目的】H.pylori (Hp)2次除菌はVPZ導入時の治験の成績では成功率92.6%と報告されているが、これは1次除菌で

PPIを使用していた当時の成績である。今回自施設でのVPZ導入後の2次除菌成績と除菌後効果判定での尿素呼気試

験(UBT)のカットオフ値について検討した。【対象・方法】VPZ導入後の2015年3月～2019年3月までに自施設での2次

除菌を施行した症例のうち1次除菌薬が判明している319例(M/F 164/155例 平均年齢57.5歳)を対象とした。効果

判定はUBTで行い内服後3か月以上の判定とした。これらにつき1次除菌薬別に治療成績を比較した。また、2次除菌前

後の UBT値の推移を比較し、失敗症例について判定結果を検証した。【結果】1次除菌薬別にPPI(LPZ・RPZ)群と

VPZ群の2群に分類した。効果判定受診者/対象症例はPPI群126/139例(90.6%)、VPZ群 162/180例

(90.0%)であった。成功/失敗(2次除菌率)はPPI群118/8例(93.7%)、VPZ群140/22例(86.4%)であり、PPI群

とVPZ群で有意差(p＜0.05)を認めた。2次除菌開始前後でUBT値の判明しているのは273例であった。UBT値をカット

オフ2.5 (‰)とし、L：2.5～4.9 (‰)、M：5.0～9.9(‰)、H：10.0～(‰)の3群に分けた。1次除菌失敗時(2次除

菌前)のUBT値はL/M/H：44/41/188例であり、2次除菌後の成功/失敗(2次除菌率)はL/M/H:31/13例

(70.5%)/35/6例(85.4％)/178/10例(94.7%)であった。失敗例(29例)では、2次除菌後のUBT値はL/M/H：

17/3/8例であり、UBT3未満も9例含まれていた。失敗と判定された症例のうち前値と比較して明らかに低下している群を

認めた。【考察】VPZ導入当初のHp2次除菌成績は、1次除菌でPPI使用症例の成績であり、最近のVPZ使用症例で

は80%台と有意に低下していた。またUBT値5未満にHp陰性の偽陽性例の報告がある。自検例の急低下例は2次除

菌が成功している可能性もあり、早急の3次除菌は注意すべきかもしれない。1次除菌後の判定時に同域に達している症

例もあった。【結語】VPZ1次除菌失敗例のVPZ使用2次除菌は、PPI1次除菌失敗例より除菌率は優位に低い。VPZ

使用2次除菌でも失敗例は存在し、UBTでは陽性低値に注意する必要が示唆された。

消

MSI-Highでペンブロリズマブ投与中の十二指腸癌の１例21

1山梨県立中央病院 消化器内科
花輪 俊弥1（はなわ としや）、芦澤 浩1、小嶋 裕一郎1、角田 翔太郎1、天野 博之1、三浦 優子1、
中込 圭子1、大山 広1、細田 健司1、鈴木 洋司1、望月 仁1、小俣 政男1

症例: 72歳, 女性. 主訴: 全身倦怠感. 既往歴: 41歳 横行結腸癌のため右半結腸切除, 42歳 子宮癌手術, 46

歳 横行結腸癌のため横行結腸切除. 家族歴: 母親 大腸癌のため52歳で死亡, 父親 脳出血のため97歳で死亡,  本

人5人姉妹(次女), 姉(長女) 乳癌のため45歳で死亡, 妹(三女) 膵癌のため52歳で死亡, 妹(四女) 乳癌治療中, 

妹(五女) 大腸癌のため52歳で死亡. 現病歴: X年９月十二指腸癌に対して前医で膵頭十二指腸切除術実施, その

後１年間TS-1内服. X+1年６月（十二指腸癌術後９箇月）上腸間膜静脈右側のリンパ節腫大あり, X+1年10月

よりCapeOX療法開始, その後患者の希望でX+2年1月当科紹介となった. 十二指腸原発巣切除標本のMSI検査に

てMSI-Highであったため, CapeOX無効となった時点でペンブロリズマブ使用予定であったが, CEA上昇傾向であったこと, 

手足のしびれ感が強くCapeOXの治療継続困難であったため, X+2年４月よりペンブロリズマブ使用中である. 現在副作

用なく,またCEAは下降傾向で順調な経過をたどっている.

小腸癌のMSI-Highの割合は8％前後と報告されており, 消化器癌では胃癌に次いで陽性率が高いとされている. 今後

小腸癌でペンブロリズマブの使用症例は増加すると考えられ, 文献的考察を加え報告する.

消研



十二指腸MALTリンパ腫の一例22

1長野中央病院 消化器内科
杉本 州1（すぎもと しゅう）、松村 真生子1、小林 わかの1、桑原 蓮1、久場 弘子1、小島 英吾1

症例は60代男性。X-3年3月に検診の上部消化管内視鏡検査で十二指腸球部に20mm程の丈の低い隆起性病変

を認めた。リンパ腫が疑われ生検が行われたが、診断に至らず、以降、毎年の検診でフォローされていた。X年2月に病変の

増大が認められ、再度行われた生検にてMALTリンパ腫と診断された。各種検査を行いLugano分類１期と診断した。

API2MALTキメラ遺伝子陰性であった。H.pyloriは陽性であったため、まずは除菌治療を行なった所、3ヶ月後には病変

の軽度縮小を認めた。しかしX年７ヶ月後から軽度増大したため、X+1年6月から30Gy / 20frの放射線照射を追加し

た。その後再燃なく現在も経過観察中である。消化管リンパ腫の発生部位は胃が大半を占め、十二指腸原発は極めて稀

である。その発生機序として、自己免疫的な機序やH.pyloriの関与が報告されているが、現在まで明らかになっていない。

球部の病変を中心にH.pylori除菌により寛解した報告も散見されるが、本例では寛解に至らず、H.pylori以外の原因が

示唆された。また、十二指腸MALTリンパ腫は報告数が少なく、その内視鏡所見を詳細に追跡した報告はない。本例はX-

3年から除菌、放射線治療の前後と、比較的長期にわたり病変の観察が行えており、貴重な症例と考え、報告する。

消専



一般演題（十二指腸ほか） 11:12～11:43

座長：進藤 浩子（山梨大学医学部 第一内科）

十二指腸狭窄により発症した前下膵十二指腸動脈瘤破裂の１例23

1新潟大学医歯学総合研究科 消化器内科
渡部 はるか1（わたべ はるか）、石井 結唯1、武田 信峻1、夏井 一輝1、荒生 祥尚1、冨永 顕太郎1、
林 和直1、土屋 淳紀1、寺井 崇二1

症例は50歳代女性。X年５月末より腹痛を認め、その後も改善なく嘔気嘔吐も出現したため第10病日に前医を受診し

た。腹部X線検査とCTで胃・十二指腸の著明な拡張を認め、精査加療目的に当院へ救急搬送された。当院で施行した

CTで十二指腸水平脚に８cm大の腫瘤性病変とそれに伴う狭窄、胃・十二指腸の著明な拡張を認めた。減圧目的に胃

管を留置し入院とした。入院翌日の上部消化管内視鏡検査では粘膜面に異常所見はなくスコープ通過も可能であった。

腹部造影MRIでは腫瘤の一部に造影効果を認め、腫瘤内には血液貯留を疑う所見を認めた。第18病日にEUSを施行

し腫瘤内部には液体成分、腫瘤辺縁には造影効果のある充実成分を認めた。腫瘤と膵臓との連続性は認めなかった。膵

炎後仮性嚢胞や後腹膜出血に伴う血腫も疑われたが画像所見からは粘膜下腫瘍などの腫瘍も否定できなかったため第

26病日にEUS-FNAを行った。病理診断で腫瘍成分はなく血液成分のみが検出された。第31病日のCTで前下膵十二

指腸動脈瘤を認め、動脈瘤破裂・後腹膜血腫による十二指腸狭窄が考えられた。第34病日に経カテーテル動脈塞栓術

を施行した。その後は腹部症状も改善し、画像検査上も血腫の縮小を認めた。血管炎所見や動脈硬化所見も認めず原

因は明らかではなかった。 痛みを伴う亜急性発症の十二指腸狭窄症例では、動脈瘤破裂による血腫の可能性も考慮す

る必要がある。動脈瘤の原因として血管炎やSegmental arterial mediolysis、Median arcuate ligament

syndrome等の報告がこれまでにあり文献的考察を加えて報告する。

消研

胃癌術後後腹膜再発とGroove膵癌の診断に苦慮した一例24

1長野市民病院 消化器内科、2長野市民病院 外科、3北野病院 内科
中村 晃1（なかむら あきら）、鎌倉 雅人1、近藤 翔平1、齊藤 博美1、北畠 央之1、國本 英雄1、
櫻井 晋介1、関 亜矢子1、越知 泰英1、原 悦雄1、関 仁誌2、長谷部 修3

【症例】60歳代・男性【主訴】特になし【現病歴】X-2年6月に前医で胃癌に対し幽門側胃切除術が施行された．再発な

く経過していたが，X年2月にCA19-9高値(49.1U/ml)となり，以降上昇傾向(X年7月215.1U/ml)となった．腹部

US，上下部消化管内視鏡検査，胸腹部造影CT，上腹部造影MRI，PET-CTで病変指摘できず，X年8月に精査

加療目的で当科紹介となった．当科で再度施行した胸腹部造影CTでは，膵頭部に早期相で造影不良，後期相で漸

増性に濃染する領域を認めた．造影MRIで同領域はT1，T2でやや低信号，早期相でやや造影不良，後期相にかけ

て漸増性に濃染を認めた．ERCPでの直接造影では膵管像に異常を認めず，EUSでは膵頭体移行部に境界やや不明

瞭な低エコー腫瘤を認めた．EUS-FNAを施行し組織学的な診断には至らなかったものの，Groove領域に発生した膵

癌を疑い，膵頭十二指腸切除術を施行した．肉眼所見では，膵頭部に境界不明瞭な灰白色調の病変を認め，十二

指腸壁と膵の間に主座を認めた．病理組織所見では，前医で切除された胃癌と類似した組織像，各種免疫染色も同

様の形質を有しており，胃癌の後腹膜再発が疑われた．【考察】術前の画像検査でGroove膵癌を疑ったが，腫瘍の局

在や組織像，免疫形質などから胃癌後腹膜再発と考えられた．後方視的にも両者の鑑別は困難であったが，胃癌の既

往がある場合には鑑別に挙げる必要があると考えられた．

消



膵癌との鑑別が困難であった十二指腸粘液癌の一例25

1JA長野厚生連 南長野医療センター篠ノ井総合病院 消化器内科、2JA長野厚生連 南長野医療
センター篠ノ井総合病院 病理診断科
安藤 皓一郎1（あんどう こういちろう）、三枝 久能1、柳澤 匠1、児玉 亮1、牛丸 博泰1、牧野 睦月2、
川口 研二2

【症例】70歳代、男性【主訴】肝胆膵酵素異常、倦怠感、右腹部違和感【既往歴】高尿酸血症、尿管結石症【生活

歴】焼酎1合/日【現病歴】1年前から肝胆道系酵素の軽度上昇を指摘されていた。近医で施行された定期受診の際の

血液検査で、肝胆膵酵素の上昇を認められたため当院へ紹介された。【検査所見】造影CT検査では、肝内胆管及び総

胆管の拡張を認め、膵頭部下部に30mm大の後期相で僅かに染まる腫瘤影を認めた。MRI検査では、T1強調像では

主として低信号、T2強調像ではやや不均一な高信号、拡散強調像では軽度高信号を示し、ダイナミック造影ではCT検

査の所見と同様に、早期ではあまり染まらず、徐々に染まる腫瘤影として描出された。超音波内視鏡検査では、膵頭部に

34mm大の境界明瞭な低エコー領域を認め、門脈や上腸間膜静脈への浸潤を疑う所見は認めなかった。内視鏡的逆行

性胆管膵管造影検査では、十二指腸下行部の十二指腸乳頭口側に周堤を伴う潰瘍性病変を認め、十二指腸乳頭は

腫瘍により偏位していた。十二指腸からの生検では、粘膜は萎縮を認めるのみで、変化に乏しかった。しかし、粘膜下層に

粘液の貯留を認め、胞体内に粘液を有する、個細胞性から小集塊を形成した異型細胞を認め、粘液癌の所見であった。

in situ病変を確認出来ず、膵癌の十二指腸浸潤の可能性も考えられた。以上の画像、病理所見より、膵癌または十二

指腸癌の診断で膵頭十二指腸切除術を施行した。最終病理診断は、Carcinoma of the descending part of

the duodenum: Mucinous adenocarcinoma, pT4, ly(+), v(+), ne(+), PM0, PV0, RM1, pN1(1/18),

R1 Stage IIIaで、腫瘍の主座は十二指腸乳頭から離れており、非乳頭部十二指腸粘液癌と診断した。【考察】粘液

癌は消化器系では、胃癌の2.7%、大腸癌の2.9%、膵癌の0.6%で見られる比較的稀な疾患であり、十二指腸では極

めて稀で、本邦では18例の報告に留まっている。今回、膵癌との鑑別が困難であった十二指腸粘液癌の一例を、文献的

考察を加え報告する。

消専

分枝型膵管内乳頭粘液性腫瘍の経過観察中に閉塞性黄疸を契機に発見された十二指
腸傍乳頭憩室癌の１例26

1佐久医療センター 消化器内科
工藤 彰治1（くどう あきはる）、比佐 岳史1、桃井 環1、伊藤 唯1、篠原 知明1、友利 彰寿1、
福島 秀樹1、古武 昌幸1

【症例】60歳台男性。糖尿病にて加療中。X-2年7月、人間ドックUSにて膵嚢胞を指摘され当科紹介となった。MRI、

EUSにて膵全体に多発する良性の混合型膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)と診断し、6ヶ月毎のUSとMRIで経過観察

中であった。X年1月に皮膚黄染を指摘され近医を受診し、精査目的に当科紹介となった。受診時血圧125/82mmHg、

脈拍数107/分、体温36.6℃、呼吸数16/分。結膜・皮膚は黄染し、腹部は平坦、軟であった。血液検査では黄疸

（TB 22.2mg/dL）、肝胆道系酵素および炎症反応上昇（CRP 9.64mg/dL）を認めた。USでは膵頭部に

30mm大の低エコー腫瘤が描出され、上流胆管が拡張していた。同腫瘤は、造影CTで遅延性濃染を示し、MRI T2強

調像で淡い高信号、拡散強調像で高信号を呈した。内視鏡的には十二指腸主乳頭に異常はみられなかったが、傍乳頭

憩室内に周堤を伴う不整形潰瘍を認め、周堤の一部が十二指腸に露出していた。周堤には大小不同の白色絨毛様構

造がみられ、同部からの生検で高分化型管状腺癌を認めた。EUSでは傍乳頭憩室内に表面不整な低エコー腫瘤を認め、

腫瘤により胆管が閉塞していた。経乳頭的胆管挿管が不能であり、経皮経肝的胆管ドレナージを施行した。十二指腸傍

乳頭憩室癌と診断し、膵頭十二指腸切除術を施行した。組織学的には傍乳頭憩室内の管状腺癌が膵実質および膵後

方組織に浸潤し、pT4N0cM0 StageIIBと最終診断した。一方、膵頭部に混合型IPMN（腺腫）を認めた。術後5ヶ

月の現在、無再発生存中である。【考察】十二指腸憩室癌は極めてまれで、早期診断は困難である。本例におけるMRI

画像の再検討では、発見18ヶ月前に拡散能低下を伴う壁肥厚を認め（が疑われ）、発見8ヶ月前では同部位が明らか

に増大していた。MRIの上記所見に着目することは十二指腸憩室内癌の早期診断に寄与する可能性がある。

消専



十二指腸ステント留置後急性膵炎を発症し、ステント抜去により改善した1例27

1JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院 消化器内科
三枝 久能1（さえぐさ ひさのぶ）、児玉 亮1、柳澤 匠1、安藤 皓一郎1、牛丸 博泰1

症例は60歳台女性。全身性エリテマトーデスと関節リウマチのため生物学的製剤および免疫抑制剤などを投与されていた。

X-1年8月、肝機能障害精査を目的に当科を紹介された。腹部CTで総胆管から肝内胆管の著明な拡張を認め、ERCP

を試みたが十二指腸下行部の潰瘍性病変のため内腔が狭小化しており、スコープが十二指腸乳頭に到達できなかった。

同年9月にEGDを行い、十二指腸狭窄部から生検を行ったが、悪性所見は指摘されなかった。

X年5月のMRIで多発リンパ節腫大を指摘されたため、腫大リンパ節よりEUS下穿刺吸引細胞診を行ったところ、低分化

腺癌と診断された。原発巣を特定できなかったが、7月よりTS-1＋オキサリプラチン併用化学療法を開始した。3サイクル施

行後に発熱を認め、胆道系感染の可能性が否定できず、X年9月十二指腸および胆道へのDouble stentingを目的に

入院した。

十二指腸乳頭は狭窄の肛門側に隣接して位置していると推測し、まず十二指腸ステントを挿入し、次いで胆道ドレナージ

を行う方針とした。第一病日十二指腸ステントを留置したところ、第二病日早朝より腹痛を自覚し、血液検査で膵酵素の

著明な上昇を認めた。CTで膵周囲から腎周囲に広がる浸出液貯留を認め、十二指腸ステントによる閉塞性膵炎を疑った。

このため同日十二指腸ステントを抜去し、引き続き内視鏡的胆道ドレナージを行った。以後保存的に加療し、膵炎は改善

した。

内視鏡的胃十二指腸ステント留置術は安全性、有効性が高く、標準治療の一つとして選択されるが、偶発症として膵炎

がおこりうることを認識し、症例に応じた慎重な対応が必要と考えられる。当院における胃十二指腸ステントの現状とあわせ

報告する。

内



一般演題（免疫チェックポイント阻害薬） 13:20～13:45

座長：和栗 暢生（新潟市民病院 消化器内科）

食道原発悪性黒色腫に対する免疫チェックポイント阻害薬で肝障害を生じた１例28

1新潟市民病院
若林 拓哉1（わかばやし たくや）、渡邉 雄介1、大崎 暁彦1、木村 究1、水戸 將貴1、弥久保 俊太1、
田覚 健一1、佐藤 宗広1、相場 恒男1、米山 靖1、古川 浩一1、和栗 暢生1

【緒言】免疫チェックポイント阻害薬（ICI）の登場で、癌治療の選択幅が広がっている。特に悪性黒色腫に治療効果を

示し、使用される。一方でICIに特有の有害事象（免疫関連有害事象、irAE）が報告され、肝障害も含まれる。irAEに

よる肝障害の臨床像は多彩だが、報告例は不十分で不明点も多い。今回我々は食道原発悪性黒色腫治療中にICIを

使用し重篤な肝障害を認め、治療介入した1例を報告する。【症例】特に既往のない64歳女性、食欲不振で受診し、上

部消化管内視鏡で胸部中部食道から胃体部にかけて黒色の粘膜下腫瘍を多数指摘された。CTで食道・胃の壁肥厚と

胃小弯側のリンパ節腫大を指摘された。生検組織から食道原発悪性黒色腫・胃浸潤・リンパ節転移と診断した。他臓器

や他消化管への転移はなく外科的に切除し（食道・胃部分切除・所属リンパ節郭清）、術後37日目にニボルマブを投

与した。初回投与後13日で肝障害(max ALT 1015 U/mL)を発症した。ウイルス性肝炎を疑う所見はなく、CTで肝

胆道系に異常なく、肝生検結果から検討し、irAEによる肝障害と考えた。Prednisolone 1.0mg/kgでは治療効果が乏

しく、第15病日にMethylprednisolone 1g×3日を行った。第25病日に肝酵素は低下に転じた。経過中に顕性黄疸

は出現せず、min PT 44%と肝不全には至らず、血漿輸血を行わずに回復した。現在も原病の進行がないまま

Prednisoloneを漸減中である。【考察】ICI使用に伴う肝障害の発生頻度は4-9％で、irAE出現までの期間には一定の

見解はなく、発症するリスク因子も同定されていない。他の薬剤による肝障害よりも罹病期間が長期だが、これはICIの特

徴である記憶型T細胞を介した長期的な抗腫瘍効果のためと考えられる。黄疸と肝酵素を基準に、治療はステロイドない

しはミコフェノール酸モフェチル投与を推奨されるが画一した治療はない。irAEの発症予測は難しいが、一定の頻度で生じる

有害事象で、中には本例のように重篤化するため、慎重な肝胆道系スクリーニングが必須である。さらなる症例の蓄積でリ

スク群を識別する必要がある。

消専

非小細胞肺癌に対するチェックポイント阻害剤による免疫関連肝障害を発症したと考えら
れた1例29

1長岡赤十字病院 消化器内科、2長岡赤十字病院 呼吸器内科
北條 雄暉1（ほうじょう ゆうき）、吉川 成一1、小林 隆昌1、小林 陽子1、小林 雄司1、河久 順志1、
三浦 努1、竹内 学1、倉科 健司2、佐藤 和弘2

【はじめに】非小細胞性肺癌に対する免疫チェックポイント阻害剤投与後、高度の肝障害と黄疸を呈し、急性膵炎も併発

した症例を経験したため報告する。【症例】60歳代，男性．X年3月より右上葉肺腺癌に対して免疫チェックポイント阻害

剤（nivolumab）を含んだ化学療法が開始された。重症多発性紅斑を発症し免疫関連有害事象（irAE）の診断で、

PSL 55mgにて治療が開始。PSL減量休薬後、nivolumab投与後52日目より肝胆道系酵素の上昇（AST 319、

ALT 484、ALP 1064、γGTP 679）がみられたが、CT・MRCP上は明らかな肝胆道系、膵臓に異常所見は見られな

かった。irAE性肝障害と考えられ、methylprednisolone 80mg、UDCAが開始され当科へ紹介となった。肝生検では

炎症細胞浸潤は軽度であったが、門脈域の線維化と小葉間胆管が消失した門脈域が散見され、自己免疫性肝炎や閉

塞性胆管炎は否定的で、胆管消失症候群やsmall ductal PSC等が鑑別として上げられた。肝胆道系酵素の改善が

弱く黄疸の悪化も見られ、再度肝生検を施行。Zone2~3にCB8陽性細胞浸潤と胆汁栓を有する高度の胆汁うっ滞が

見られ、irAE性肝障害の可能性が高いと考えられた。肝胆道系酵素はその後徐々に改善がみられたが、経過中に膵尾部

を主体とした急性膵炎を発症し、WON形成もみられた。【考察】免疫チェックポイント阻害剤による肝障害の報告が散見さ

れ、急性肝炎や自己免疫性肝炎、PSCに類似した病態を呈すると言われるが、様々な組織像を呈するため診断に苦慮

する症例が多い。今回、免疫チェックポイント阻害剤投与後に、肝胆道系酵素上昇、小葉間胆管消失と肝実質への

CD8陽性細胞浸潤が見られ、irAE性肝障害と考えられた症例を経験した。経過中に膵炎も併発しており、貴重な症例と

考え報告する。

消専



当院におけるニボルマブによる消化器系の免疫関連有害事象（immune-related 
Adverse Event :irAE）の検討30

1長野赤十字病院
原田 真衣子1（はらだ まいこ）、藤澤 亨1、若林 俊一1、西山 秀1、柴田 壮一郎1、柴田 景子1、
徳竹 康二郎1、伊藤 哲也1、丸山 雅史1、森 宏光1、松田 至晃1、和田 秀一1

【背景】免疫チェックポイント阻害薬であるニボルマブ（抗PD-1抗体）は、既存の抗腫瘍薬ではみられなかった免疫関連

の有害事象irAEがあり、消化器系では肝障害、大腸炎が多く報告されている。

【目的】当院でニボルマブ投与後に、消化器系のirAEが出現した6症例についての背景因子（発現頻度、発症年齢、性

別、基礎疾患、発現時期、投与回数、治療内容）を検討する。

【対象と方法】2016年1月から2019年6月までの期間に、当院でニボルマブを投与した94症例（男性67例、女性27

例）、平均年齢は男性68.3歳（48-88歳）、女性65.1歳（42-83歳）、背景疾患は非小細胞肺癌44例、頭頸

部癌21例、胃癌17例、腎細胞癌12例を対象とした。方法はニボルマブ投与後に、CTCAE GradeでGrade1以上の有

害事象が出現し、消化器内科のコンサルテーション後にirAEと診断された6症例を後方視的に検討した。

【結果】94例中6例（6.3％）に消化器系の有害事象を認め、2例に大腸炎（Grade1 1例、Grade3 1例）、4例に

肝機能障害（Grade3 3例、Grade4 1例）が出現した。irAE発現頻度はそれぞれ大腸炎2.1％、肝機能障害4.2％

であった。発症年齢は平均67.3歳（55-78歳）、性別は男性 3例、女性 3例であった。基礎疾患は非小細胞肺癌2

例、頭頸部癌1例、胃癌1例、腎細胞癌2例であった。発症時期はニボルマブの初回投与から、中央値36.5日（16-

155日）、投与回数においては中央値2.5コース（1-11コース）であった。治療内容は肝障害1例で自然軽快し、4例

（下痢2例、肝障害2例）でステロイド加療が行われ速やかに改善を認めた。

【結語】ニボルマブによる消化器系のirAEの発現時期と投与回数は、いずれもかなりのばらつきがあり、治療中の経過観察

が長期間必要である。また他科との緊密な連携により、有害事象のグレードと原疾患の治療経過を考慮しながら治療継

続を検討することが重要である。

消専

ニボルマブによる治療中に血小板減少症を発症した胃癌の1例31

1長野県立木曽病院 外科
加賀谷 丈紘1（かがや たけひろ）、小出 直彦1、小山 佳紀1

「はじめに」ニボルマブをはじめとする免疫チェックポイント阻害薬は、従来の化学療法と比較して有害事象が少ないとされ、と

りわけ血球減少の有害事象に関しては、細胞障害性の抗癌剤と比較すると圧倒的に少ない。切除不能進行胃癌治療

中にニボルマブによる血小板減少症を発症した症例を経験したため報告する。「症例」72歳の男性。傍大動脈リンパ節転

移を伴う切除不能進行胃癌に対して、1stラインの化学療法としてSOX を8コース、2ndラインの化学療法としてweekly

PTX＋ラムシルマブを6コース施行後に原発巣、リンパ節転移いずれもprogressive disease（PD）となった。原発巣増

悪による幽門部狭窄に対して、胃幽門ステントを留置し食事摂取が可能となったため、ニボルマブによる治療を開始した。

2ndラインのweekly PTX＋ラムシルマブ療法中に骨髄抑制、特に好中球減少が重度であったが、血小板は7.5万/μl前

後で推移していた。ニボルマブ投与2コース後の10日目にGrade 4の血小板減少（1.8万/μl）を認めた。紫斑や出血

傾向を認めなかったため、免疫グロブリンの投与は行わず、同日よりmPSL125 mg/日で3日間の投与を行った。ステロイ

ド投与開始翌日には血小板8万/μlまで上昇を認め、その後はPSL1 mg/kgで内服に切り替え、ステロイドを漸減した。

治療経過中に測定した血小板関連IgG（PA-IgG）が81 ng/107 cellsと高値であった。ヘリコバクターピロリ抗体が陽

性であったため、血小板減少症の発症後8日目よりピロリ菌除菌を併せて行った。ステロイドの漸減に伴い一時的に血小板

数が7.1万/μlまで低下したが、漸減を続け40日目には12.2万/μlに安定した。血小板減少改善後の画像評価で原発

巣・リンパ節転移の増大と腹膜播種、肝転移の出現を認めたため、4thラインとしてイリノテカンによる化学療法を行っている。

「結語」ニボルマブ治療後血小板関連IgG陽性の血小板減少症を併発した胃癌の1例を経験したため報告した。

消



一般演題（大腸1） 13:45～14:27

座長：岩本 史光（山梨大学医学部 第一内科）

高安動脈炎を合併した、HLA-B52陽性の潰瘍性大腸炎の一例32

1新潟県立中央病院 消化器内科、2新潟県立中央病院 腎・膠原病内科
熊木 大輔1（くまき だいすけ）、石川 夏生1、保坂 和徳1、有賀 諭生1、山川 雅史1、平野 正明1、
船越 和博1、安城 淳哉2

【症例】20歳代男性。X-8年8月 腹痛、下血で前医受診し、潰瘍性大腸炎(UC)(全大腸炎型)と診断された。ステロイ

ド静注＋顆粒球除去療法(GCAP)で寛解。X-7年2月 UC再燃。5-ASA増量で寛解。同年7月 再燃。GCAPで寛

解。以後、前医外来通院し、寛解維持。X-4年6月 胸部X線撮影で異常陰影を指摘。前医受診し、高安動脈炎

(TA)が疑われ、当院紹介受診。7～9月 当院膠原病内科入院(1回目)。TAと診断し、ステロイド・パルス療法施行。パ

ルス療法後、プレドニゾロン(PSL) 75mg内服開始し、以後漸減。炎症所見は改善し、退院(退院時PSL 28mg)。退

院後、当院膠原病内科外来通院。11月 UCについても当院通院の方針となり、当院消化器内科初診。以後、PSL漸

減されたがUC再燃なし。X-2年8月 PSL 12mg。TAに対し、トシリズマブ(TCZ)開始したところ、扁桃炎発症し、TCZ

休薬。9月 扁桃炎治療、PSL減量目的で膠原病内科入院(2回目)。扁桃炎は抗菌薬投与で軽快。PSL 8mgまで減

量したところ、UC再燃。白血球除去療法(LCAP)でUCは改善傾向。その後、TAが急性増悪し、左肺動脈が完全閉塞

した。TCZ再開し、PSL 60mgで開始。TAとUCの活動性が抑えられたため、退院(退院時PSL 28mg)。退院後、PSL

漸減。X-1年7～9月 喀血頻回のため膠原病内科入院(3回目)。左肺動脈完全閉塞のため、気管支動脈由来の側

副血行路が発達し、この側副血管の破綻による喀血。降圧剤調節、止血剤投与で改善し、退院。10月 扁桃炎で膠

原病内科入院(4回目)。抗菌薬投与で軽快。PSL 8→7mgへ減量。11～12月 UC再燃で消化器内科入院(1回

目)。LCAPで寛解。寛解維持目的でアザチオプリン(AZA) 50mg開始。X年4月 PSL 5→4mgへ減量。4～6月 UC

再燃で消化器内科入院(2回目)。LCAPで寛解。寛解維持目的でAZA 75mgへ増量。7月 PSL 2→1mgへ減量。

7～9月 UC再燃で消化器内科入院(3回目)。タクロリムス(Tac)内服で寛解し、退院。【考察】UC・TA合併症例では

HLA-B52陽性例が多い事が知られており、本症例もHLA-B52陽性であった。本症例ではPSL減量時にUC再燃を繰り

返し、その度にLCAPで寛解導入を行っていた。最終入院時はTacで寛解導入を行った。寛解維持目的で当面Tac継続

予定であるが、いつまで継続すべきか、今後の経過を見ながら慎重な判断が求められる。

内

メサラジン不耐の診断に時間を要しトファシチニブで粘膜治癒が得られた潰瘍性大腸炎の1例33

1山梨県立中央病院 消化器内科
黒川 達也1（くろかわ たつや）、三浦 優子1、小嶋 裕一郎1、角田 翔太郎1、天野 博之1、芦澤 浩1、
中込 圭子1、大山 広1、細田 健司1、鈴木 洋司1、望月 仁1、小俣 政男1

症例: 29歳, 男性. 主訴: 粘血便,関節痛. 既往歴,家族歴：特記事項無し. X年４月発熱, 関節痛, 血便30行/

日あり, 某院にて潰瘍性大腸炎全大腸炎型と診断されメサラジン4g/日内服開始, その後改善しないためプレドニゾロン

(PSL)50 mg強力静注療法開始, G-CAPも併用されていた. PSL静注開始2週間後よりタクロリムス開始し症状は軽

快傾向であった.その後PSLは７月下旬に中止, タクロリムスも開始後３箇月で終了となったが, 関節痛の悪化, 排便回

数,血便の増加がありX年9月当科紹介入院となった. 入院時排便回数11行/日, 関節痛は改善していた. 入院後のS

状結腸鏡検査では, 粗造な粘膜面を直腸から連続性に認め, 打ち抜き様潰瘍が多発していた. CMVは認められなかった.

また, CMVアンチゲネミアも陰性であった. 転院後アダリムマブ開始, 症状は改善傾向であったため, 退院となった. その後も

血便は消失せずX+1年1月の大腸鏡検査では, 前回と比し改善しているものの, びまん性連続性発赤を大腸全体に認

めた. このためX+1年3月よりインフリキシマブ（IFX）に変更した. その後も炎症所見が継続するため, メサラジンDLSTを

実施, 陽性であったため, X+1年7月よりメサラジン中止, X+1年9月の大腸鏡検査では粘膜治癒が得られていた. その

後IFX継続していたが再燃しX+3年8月の大腸鏡検査では, 全大腸にびまん性発赤, 打ち抜き様潰瘍が多発していた.

このため同月よりトファシチニブ開始, 症状は軽快しX+4年1月の大腸鏡検査では粘膜治癒が得られていた.

本症例は前医にて5ASA, PSL, タクロリムスが投与されており, その後の当院でのアダリムマブ投与, インフリキシマブに変更

後にメサラジンアレルギーが明らかになった症例である. 当初から関節痛があったため, メサラジンのアレルギーの診断が遅れ

たことが臨床経過に影響した可能性があり, 常に難治の場合はメサラジンアレルギーを念頭におくことが重要とおもわれ, 文

献的考察を加えて報告する.

消研



2型自己免疫性膵炎の合併が疑われる重症潰瘍性大腸炎の一例34

1長野中央病院 内科
桑原 蓮1（くわばら れん）、松村 真生子1、小林 わかの1、杉本 州1、久場 弘子1、小島 英吾1

【症例】74歳男性．今回の受診の約1年前に血便を主訴に受診され，精査にて左半結腸型潰瘍性大腸炎と診断した．

5-ASA製剤のみで寛解導入され，その後寛解維持していた．膵臓についても精査をおこなったが，その際には自己免疫

性膵炎の可能性について否定はできないものの，無症状でもあったため経過観察の方針となっていた．今回，１日約20

回の激しい血便と下痢をきたしたため潰瘍性大腸炎の再燃（重症）と診断した．来院時検査にて閉塞性黄疸の併発も

認めたためERCPを行ったところ，下部胆管は平滑な狭窄をきたし，膵管はびまん性の狭細化像を呈しており，自己免疫

性膵炎が強く疑われた．血液検査ではIgG 2,364mg/dlと高値ではあったが，IgG4は39.6mg/dlと正常値を示して

いた．CT検査では膵頭部はやや腫大を認めるものの体尾部は萎縮気味であり，capsule-like rim所見は認めなかった．

EUS-FNAを 19G通常針にて施行したところ，組織採取量が少なく組織学的診断には至らなかったものの，検体中の炎

症細胞は好中球が優位であった．以上より2型自己免疫性膵炎の合併と考え，EBDチューブを一時的に留置した．病

態としては潰瘍性大腸炎が重症であったため，こちらの治療を優先させることとし，PSL 60mg/日の強力静注療法にて

寛解導入を試みた．40mg/日まで漸減したところで症状が再燃したためステロイド抵抗性と判断した．G-CAPおよびタク

ロリムスにて寛解導入を行ったところ，軽快傾向が得られた．G-CAPは2回で中止とし，現在タクロリムスのみにて引き続

き寛解導入を試みている．タクロリムスとの併用による感染症予防のためにPSLは漸減後中止としている．今後潰瘍性大

腸炎の寛解導入が得られれば，タクロリムスから免疫調整剤への変更とともに，膵炎の再評価をした上でPSLの使用につ

いて検討したい．

【結語】潰瘍性大腸炎に2型自己免疫性膵炎が合併することは知られているが，本例のように重症化した潰瘍性大腸炎

の報告は少ない．治療方法の選択に難渋しているが，貴重な症例と考え報告する．

消研

潰瘍性大腸炎治療中に骨髄異形成症候群を発症し，その後，腸管ベーチェット病様腸
炎を併発した1例35

1長野市民病院 消化器内科、2長野赤十字病院 血液内科
近藤 翔平1（こんどう しょうへい）、鎌倉 雅人1、中村 晃1、齊藤 博美1、國本 英雄1、北畠 央之1、
櫻井 晋介1、関 亜矢子1、越知 泰英1、原 悦雄1、住 昌彦2

症例は70歳台男性．X-25年に他院で潰瘍性大腸炎と診断された．5-ASA製剤およびステロイド内服にて治療されて

いたが，コントロールは不良であった．X-5年，インフリキシマブを導入されるも依然として改善に乏しく，X-4年に当科紹

介となった．ステロイド抵抗性と判断しアザチオプリンを併用しステロイドを中止した．暫くして，toxic effectによる皮疹お

よび好中球減少が出現したため，インフリキシマブおよびアザチオプリンをそれぞれ中止した．潰瘍性大腸炎に対する治療

は5-ASA製剤のみとなったが，自覚症状および内視鏡所見は経時的に改善を示し寛解状態となった．尚，好中球減

少出現時に施行した骨髄検査より骨髄異形成症候群と診断された．

X-2年3月より，原因不明の発熱および腹痛で入退院を繰り返すようになった．X-1年2月入院時に施行した下部消化

管内視鏡で，回盲弁から終末回腸に類円形潰瘍の多発を認めた．内視鏡所見と再発性口腔内アフタ所見より，腸管

ベーチェット病(疑い)と判断した．同年7月にステロイドを開始したが減量により再燃し，8月よりアダリムマブを追加した．ア

ダリムマブは奏功しステロイドを漸減・中止した．同年12月より手関節の腫脹および疼痛が出現した．アダリムマブによる薬

物性ループス様症候群と判断し少量ステロイドを再開，現在まで継続しているが，腹部症状および関節症状とも寛解状

態を維持している．尚，家族性地中海熱の遺伝子変異は認めていない．

本症例のように，骨髄異形成症候群患者においてベーチェット病の腸管病変を併発しうることが知られている．これらの症

例では高率に8番染色体異常(trisomy 8)を有しており関与が疑われる．本症例では骨髄検査を3回施行しているが，

未だ染色体異常は認めていない．潰瘍性大腸炎治療中に骨髄異形成症候群および腸管ベーチェット病を併発した症例

は非常に稀であり，文献的考察を加えて報告する．

内



病理組織診が早期診断に極めて有用であった腸結核の一例36

1新潟医療センター 消化器内科、2新潟医療センター 病理センター
五十嵐 正人1（いがらし まさと）、高橋 澄雄1、田村 康1、早川 雅人1、青柳 豊1、内藤 眞2

【症例】90歳代男性【家族歴】中学生時、兄2名が肺結核で自宅療養【既往歴】特記事項なし【職業歴】元教員 44歳

～49歳時、結核療養所付属学校で勤務【現病歴】第-8病日、食思不振と微熱を訴えて近医を受診した。CTで後腹膜

のリンパ節腫脹を指摘され、精査目的に第-4病日当科紹介。当院でCTを再検したところ、傍大動脈リンパ節腫脹と盲腸

の壁肥厚を指摘されたため、大腸癌の可能性を第一に考え外来で精査を開始した。しかし食思不振が続き、39度台の発

熱が見られるようになったため、第0病日緊急入院。【入院時所見】血液検査では、WBC 5500/μl、CRP 7.33 mg/dl、

AST 175 IU/l、ALT 123 IU/l、ALP 278 IU/l、γ-GTP 38 IU/lと、CRP上昇とtransaminaseの高値を認めた。

胸部X-Pでは、左上肺野に陳旧性炎症性変化が疑われた。【経過】入院後、補液、アセトアミノフェン投与を行ったが、解

熱効果は不十分であった。第4病日、下部消化管内視鏡を施行したところ、盲腸から上行結腸にかけて不整形の多発潰

瘍を全周性に認めた。生検組織診では、類上皮細胞、多核巨細胞を含む肉芽腫を認め、Ziehl-Neelsen染色で抗酸

菌が検出されたため、病理学的に腸結核と診断した。結核菌INF-γ測定（T-SPOT）は陽性であったが、喀痰、胃液、

尿、便の塗抹検査、PCRはいずれも結核菌陰性であった。腸結核として第6病日に保健所に届け出を行い、同日より（イ

ソニアジド300mg + リファンピシン300mg + エタンブトール500mg）/ 日×9か月間の予定で内服を開始したところ、

速やかに解熱した。強い副反応がないことを確認のうえ、第20病日に退院し外来で治療を継続しているが経過良好である。

なお、大腸粘膜の培養から結核菌が同定されたのは、病理診断から6週間後であった。【結論】「結核は過去の疾患では

ない」と言われて久しい。今回経験した腸結核の一例では、経験豊富な病理医の診断により迅速に治療を開始することが

できたが、我々消化器内科医も本疾患を「日常診療で遭遇し得る疾患」として念頭に置くことが、超高齢化社会の診療に

おいて重要であると改めて認識し、自戒を込めて発表する。

消

S状結腸憩室穿孔による骨盤腔内膿瘍に対して、超音波内視鏡下経直腸的ドレナージ
が有効であった1例37

1長岡赤十字病院 消化器内科、2長岡赤十字病院 外科、3長岡赤十字病院 放射線科
山崎 凌1（やまざき りょう）、小林 隆昌1、吉川 成一1、北條 雄暉1、小林 陽子1、小林 雄司1、
河久 順志1、三浦 努1、竹内 学1、内藤 哲也2、谷 達夫2、谷 由子3

【はじめに】S状結腸憩室穿孔後に生じた骨盤腔内膿瘍に対して、超音波内視鏡（EUS）下経直腸的ドレナージが有

効であった症例を経験したため報告する。【症例】40歳台，男性【現病歴】X年5月に、39度の発熱と左下腹部痛が見ら

れ近医受診。大腸憩室炎の診断で抗生剤処方されるも症状改善みられず、当院消化器内科へ紹介となった。左下腹部

に限局した筋性防御を伴う圧痛と高度の炎症所見が見られた。腹部CTではS状結腸を含めた大腸憩室とS状結腸周囲

から膀胱直腸窩に気泡が混在した腹腔内膿瘍が多発性に見られ、S状結腸憩室穿孔の診断で外科入院となった。【経

過】腹膜炎は限局していたため、絶食、抗生剤にて保存的に治療が行われた。腹部症状、炎症所見は改善傾向であった

が、第7病日目のCTにて膀胱直腸窩に約40mm大の膿瘍形成がみられた。膿瘍内の含気は消失しておりS状結腸穿孔

部の瘻孔は閉鎖したと考えられたが、第14病日目には膿瘍周囲に被包化がみられた。抗生剤のみでは治療効果が乏しい

と考えられ、ドレナージ目的に当科へ紹介となった。経皮的ドレナージは穿刺ライン確保が困難であり、第15病日目に経直

腸的EUS下ドレナージを試みた。ラジアル型とコンベックス型EUSにて膿瘍を確認。安全な穿刺ライン確保が可能であったた

め、19G穿刺針にて経直腸的に膿瘍を穿刺。膿瘍壁を破らないように注意しつつガイドワイヤーを膿瘍内に進め、穿刺部

を拡張後、内外瘻チューブを留置した。第22病日目には膿瘍腔の縮小が見られ、内瘻化を行った。ステント逸脱が見られ

たが、膿瘍の再発は見られていない。【考察】骨盤腹腔内膿瘍は虫垂炎や憩室炎による腹膜炎、術後縫合不全などが原

因となる場合が多いが、抗生剤で改善が見られない場合、開腹術やドレナージが必要となる。骨盤腔内には膀胱や血管、

子宮付属器などにより、経皮的な穿刺ライン確保が困難となる場合があり、近年EUS下経直腸的ドレナージの有効性が

報告されているが、本邦ではその報告例は少なく貴重な症例と考え報告する。

消研



一般演題（大腸2） 14:27～14:53

座長：柴田 景子（長野赤十字病院 第二消化器内科）

桂枝加芍薬大黄湯が奏功した腸管嚢腫様気腫症の3例38

1飯田市立病院 消化器内科
堀内 一太郎1（ほりうち いちたろう）、高橋 俊晴1、小林 浩幸1、野沢 祐一1、菅沼 孝紀1、
白籏 久美子1、岡庭 信司1、中村 喜行1

今回、我々は桂枝加芍薬大黄湯が奏功した腸管嚢腫様気腫症の3例を経験した。症例1は全身性エリテマトーデスに対

してタクロリムス、プレドニゾロンで加療中の42歳男性。3~4ヶ月持続する腹痛と下痢を主訴に当科紹介となった。CT検査

で盲腸・上行結腸から横行結腸の右半部にかけて壁内に高度の気腫を認めた。感染の合併や炎症性疾患を疑う所見に

乏しいことから、腸管嚢腫様気腫症と診断した。桂枝加芍薬大黄湯を処方し、外来加療により腹部症状は消失し、後日

CT検査で腸管気腫の消失を確認した。症例2は胆管結石や胆嚢結石の既往のある88歳女性。腹痛を主訴に救急外

来を受診した。採血検査、CT検査で胆管炎や胆嚢炎を疑う所見を認めず、niveauはみられなかった。CT検査で小腸の

腸管壁内に連続した空気濃度を認め、腸管嚢腫様気腫症と診断した。絶食、補液管理の上、桂枝加芍薬大黄湯を開

始したところ、腹痛の改善を認め、後日CT検査で小腸壁内の気腫の消失を確認した。症例3は拡張型心筋症、うっ血性

心不全に対して加療中の94歳女性。夕食後に嘔吐、腹痛を認めて当科紹介となった。CT検査で小腸の腸管壁内に嚢

胞状の空気濃度の連続と門脈ガスを認めた。門脈ガスを伴う腸管嚢腫様気腫症と診断し、絶食・補液管理に加えて桂

枝加芍薬大黄湯を処方した。保存的加療により腹痛は消失し、4日後のCT検査で門脈ガスの消失と腸管気腫の改善を

認めた。腸管嚢腫様気腫症は稀な疾患であり、治療法が確立されていない。今回、漢方薬による加療で腹部症状の消

失とCT検査所見の改善が得られたため、文献的考察を加えて報告する。

消専

下部消化管内視鏡検査で稀少性内膜症と診断し得た一例39

1糸魚川総合病院
重田 浩平1（しげた こうへい）、川村 晨1、渕野 真代1、中田 直克1、月城 孝志1、津田 竜広1、
津留 明彦1、樋口 清博1

【症例】29歳女性【現病歴】X年３月25日に腹痛と血便を主訴に当院の救急外来を受診された。CTでは卵巣の出血性

嚢胞を認めたために不正出血を疑い, 婦人科にコンサルトとなったが明らかな性器出血はないと判断された。その後も, 腹

痛や血便を自覚し４月30日に下部消化管内視鏡検査を施行されたところS状結腸に隆起性病変を認められた。【既往

歴】20代で肝機能障害【アレルギー】なし【手術歴】なし【家族歴】祖父：肺癌、他特記すべき疾患なし【生活歴】両親と3

人暮らし, 職業：教員, 喫煙・飲酒なし【月経歴】3月26日から7日, 周期28日型・順【妊娠出産】０経妊０経産【初

診時身体所見】眼球結膜黄疸なし, 眼瞼結膜貧血なし, 腹部：平坦軟圧痛なし, 背部痛なし, 直腸診で血液付着な

し【血液検査】WBC 9200/μL, Hb 13.0g/dL, Plt 12.3万/μL , Alb 3.8g/dL, AST 151 IU/L, ALT 210

IU/L, BUN 9.3mg/dL, Cre 0.58mg/dL CRP 1.290 mg/dL, 妊娠反応なし【MRI】S状結腸遠位に4cm大の

腫瘤を認めた。腫瘤の漿膜側はスピキュラ様所見を呈し、S状結腸粘膜側は平滑であり腸管の内膜症性変化を示唆する。

有意なリンパ節腫大なし。【下部消化管内視鏡検査】AV20cmの部位に乳頭状に増生した腫瘍を認めた。表面は発赤

調の粘膜を呈しており、Pitパターンと非典型的であった。生検結果より稀少性内膜症と診断を得た。【経過・考察】７月よ

りGnRHaで加療を開始とした。２コース終了後、下腹部痛と血便の消失を認めた。稀少部位子宮内膜症の中でも腸管

に内膜症性病変を作ることが多いが、多くの例で生検での診断が困難で手術を選択し、手術検体で診断されることが多い。

今回の例では内視鏡所見で当該疾患を疑い、内膜症性変化と思われる部位を生検したことで診断され、手術をおこなう

前に正確な診断を得た。ホルモン治療を選択することで手術ではなく本患者の症状の改善を得たと考える。

消専



二次性免疫性血小板減少症と考えられる病態を合併した大腸癌の1例40

1済生会新潟病院 消化器内科、2済生会新潟病院 外科、3済生会新潟病院 血液内科、
4済生会新潟病院 腎膠原病内科
佐藤 もも1（さとう もも）、今井 径卓1、小島 雄一1、安住 基1、野澤 優次郎1、佐野 知江1、
岩永 明人1、石川 達1、本間 照1、吉田 俊明1、森岡 伸浩2、桑原 明史2、酒井 靖夫2、
鈴木 靖4、北嶋 俊樹3

【緒言】担癌患者に二次性免疫性血小板減少症が発症することがあり、その原因は発癌がトリガーとなって自己免疫性に

血小板破壊を誘起するためと考えられている。今回我々は、大量血便を契機に二次性免疫性血小板減少症と思われる

病態を呈した大腸癌の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。【症例】症例は91歳男性。間質性肺

炎、高尿酸血症、陳旧性脳梗塞にて外来通院中に大量血便を主訴に当院受診し、高度貧血（Hb 4.5g/dL）、血

小板減少（Plt 1万/mm3）を認めた。CTにて横行結腸に大腸癌が疑われ、下部消化管内視鏡検査にて同部位に2

型進行癌を認めた（adenocarcinoma、tub1、tub2）。大腸癌により誘起された二次性免疫性血小板減少症と考

えて手術の方針とし、血小板低下に対して血小板輸血、およびγグロブリン大量療法を行い、血小板が回復した後に大腸

癌に対して横行結腸切除術を施行した。手術後、血小板は20-25万/mm3程度で推移しており、経過良好である。

【考察・結語】固形癌に合併した二次性免疫性血小板減少症の病態は特発性血小板減少性紫斑病（免疫性血小板

減少症: Immune thrombocytopenia: ITP）と同様の機序での血小板破壊である。ITPと診断された症例の15-

20%に悪性腫瘍を合併していたとの報告があり、治療法は問わず癌治療が奏功した例では血小板減少症の改善が期待

できる。本症例においても血症板減少症に対しては対症療法のみ行い、原発巣の切除術を優先したことで、原疾患、血

小板減少症ともに改善が得られた。二次性免疫性血小板減少症を合併した大腸癌では、原疾患に対する治療を可及

的に行うことが重要であると考えられた。

消研

脾弯曲部結腸癌の脾穿通による脾膿瘍および脾静脈腫瘍栓を来した１例41

1信州上田医療センター 外科、2信州上田医療センター 病理診断科
吉池 奏人1（よしいけ かなと）、吉澤 隆裕1、田中 宏和1、横井 謙太1、鈴木 史恭1、清水 文彰1、
前島 俊孝2、横山 隆秀1

【緒言】脾膿瘍、脾静脈腫瘍栓の報告例は少なく、結腸癌に伴うものは極めて稀である。今回我々は結腸癌の脾穿通に

よる脾膿瘍および脾静脈腫瘍栓を来した症例を経験したので報告する。【症例】93歳女性。既往に直腸癌手術歴あり。

超高齢であるが食事や歩行などのADLは自立していた。1か月前より食欲不振があり近医で経過観察されていた。発熱、

歩行困難も出現し当院に救急搬送された。血液検査、胸腹部単純CTを施行されたが熱源は同定されず、熱源不明の

発熱として内科に入院された。受診時の血液培養にて大腸菌が検出されたため、腹腔内感染を考え腹部造影CTを施行

したところ、脾膿瘍を認め発熱の原因と思われた。また、脾弯曲部結腸の壁肥厚および脾静脈内の造影不良域も認めら

れた。結腸癌の脾穿通による脾膿瘍および脾静脈腫瘍栓疑いと診断し、緊急で結腸部分切除術＋脾臓摘出術＋人工

肛門造設術に加えて膵体尾部切除術も追加し、病変を一塊に摘出した。標本では、結腸癌脾穿通および脾静脈腫瘍

栓が確認された。術後経過は良好であった。【考察】結腸癌に伴う脾膿瘍、脾静脈腫瘍栓の報告は極めて稀である。医

中誌で「結腸癌」「脾膿瘍」で検索すると、会議録を含め17例であった。また、「脾静脈腫瘍栓」で検索すると15例であった

が結腸癌に関連する報告はなかった。本症例は93歳であり報告されている中では最高齢であった。初診時は脱水による腎

機能障害を来していたため単純CTのみでの評価となり、腹部症状も乏しく病変の指摘は困難であった。脾膿瘍の診断に

は造影CTが有用であり、同様の症例で膿瘍の破裂から汎発性腹膜炎を来した例も報告されているため、診断後は早期

の手術が必要であると考えられる。今回、脾弯曲部結腸癌の脾穿通に伴う脾膿瘍および脾静脈腫瘍栓を来した極めて稀

な症例を経験したため、若干の文献的考察を加えて報告する。

消研



多発脳転移を来した腹膜偽粘液腫の1例42

1済生会新潟病院 消化器内科、2済生会新潟病院 病理診断科、
3新潟大学医学部 臨床病理学分野
チョ 瑰麗1（ちょ かいれい）、本間 照1、小島 雄一1、安住 基1、野澤 優次郎1、今井 径卓1、
佐野 友江1、岩永 明人1、石川 達1、西倉 健2、佐藤 航3、味岡 洋一3

症例は64歳、女性。8年前子宮癌検診で卵巣腫瘍を疑われ､当院婦人科受診した。MRI､CTで脾転移を伴う腹膜偽

粘液腫が疑われたが原発巣は同定できず、子宮付属器全摘、大網部分切除、虫垂切除が行われた｡腹腔内はﾑﾁﾝが多

量に貯留していた。切除標本の病理組織で、虫垂先端に漿膜下層への浸潤を示す1cm大の腺腫内癌を認めた。細胞

異型は軽度だが浸潤所見があり同病変が原発巣と考えられた｡術後化学療法としてXELOX 5コース、IRIS+BVを11

コース行った。水様下痢、骨髄抑制が進んだために休薬し、その後はUFT+UZELを3.5年継続したが、脾腫瘤，腹腔内

腫瘤は徐々に増大した。3年前からトリフルリジン/チピラシルを投与した。11月前に左頬部､上唇に痺れが出現し、頭MRI

で多発脳転移と診断された｡１月後四肢、体幹にも痺れが進展した。本人、家族の希望もあり全脳照射を行った。照射

後痺れは軽快するが残存した。4月前、腹部膨満､食欲不振が進み入院した。腹水穿刺を試みるが粘稠性高く吸引も困

難であった。除痛を主体に緩和医療を行ったが入院３か月後に亡くなられた。腹膜偽粘液腫の術前原発巣の鑑別診断

は困難といわれているが、本症例もCT、MRIでは発見困難な虫垂の小さな癌であった。経過中多発脳転移を来したが、

全脳照射により限定的ながら症状緩和が図れた。最後は腹腔内の粘液貯留が全身状態を悪化させ死因につながったと

考えられた。
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一般演題（肝1） 9:00～9:37

座長：今井 径卓（済生会新潟病院 消化器内科）

診断に苦慮した急性肝炎の1例43

1JCHO山梨病院 消化器病センター、2JCHO山梨病院 病理診断科
白勢 大門1（しろせ だいもん）、長谷川 浩之1、若尾 聡士1、末木 良太1、進藤 邦明1、曽田 均1、
土屋 雅人1、小澤 俊総1、中村 暢樹2

症例は６０歳代女性．主訴は黄疸,食欲不振．既往歴はなく生来健康,毎年住民健診を受けていたが軽度γGTP高

値を認める以外に異常は指摘されていなかった．症状発症数年前より原因不明の両膝関節痛,腰痛あり．また顔面に

鱗屑を伴う皮疹を認めていた．X年2月にイノシシ肉の摂取あり.X年３月下旬より食欲不振,その後皮膚の黄染が出現

し近医を受診．著明な黄疸と肝機能障害を認めたため閉塞性黄疸を疑い経内視鏡的胆管ステント留置が行われた．

ステント留置後も黄疸進行し当院紹介となった．入院身体所見では意識清明,羽ばたき振戦なし,発熱なし,眼球結膜,

全身皮膚に重度の黄染がみられた．腹部は平坦,軟で右季肋部に肝を3横指触知した．圧痛は認めず,腹水は認めな

かった．血液検査所見はWBC9600,Hb14.2,Plt30.0,TP7.0,Alb2.7,T-bil18.5,D-

bil14.9,AST958,ALT933,GTP237,BUN9.3,Cr0.58,Na132,K4.2,Cl103,CRP1.30,PT75%,IgG2181,Ig

A540,IgM232,IgG450.7,CEA6.6,CA19-9208.9,ANA320,AM2A177,HBsAg-,HCVAb-,HAVIgM-

,HBcAbIgM-,HEVIgA-,CMVアンチゲネミア-,HSVIgM-,EVBVCIgM-,CH50＜

10,DSDNA6.9,SSDNA106,SM抗体＜1.0,抗カルジオピリン抗体16.5.腹部超音波検査では肝は全体的に腫大し

エコーレベルの低下を認め,CT,MRCPにおいても閉塞を疑うような所見はなく急性肝炎を疑う所見であった．エコー下肝生

検ではびまん性に高度の炎症細胞浸潤がみられ,小型成熟リンパ球を主体に好中球の浸潤もみられた.門脈領域の小葉

辺縁部にはpiecemeal necrosis像が散見されたが,CNSDCは認めなかった.また肝細胞,Kupffer細胞の胞体内に

emperipolesisが散見された.以上の結果よりウイルス性肝炎,原発性胆汁性胆管炎が否定され,未診断SLEに合併し

た急性自己免疫性肝炎と診断した.経過中肝予備能T-bil20以上,PT47%まで急激に低下したがステロイドパルス3日

間,その後PSL45ｍｇから内服開始したところ肝予備能は正常化し,その後PSL減量しながら現在も再燃なく経過してい

る.今回前医では閉塞性黄疸と診断され,当院転院後も診断に苦慮した急性肝炎を経験した.文献的な考察を加え報

告する.

消

Regorafenibが原因と考えられた急性肝炎の1例44

1長岡赤十字病院 消化器内科
柴田 健継1（しばた たけつぐ）、小林 雄司1、吉川 成一1、北條 雄暉1、小林 隆昌1、小林 陽子1、
河久 順志1、三浦 努1、竹内 学1

【はじめに】直腸癌に対するregorafenib投与後に急性肝炎を発症し、休薬後も肝酵素上昇が見られ診断に苦慮した症

例を経験したため報告する。【症例】70歳代、女性。X-2年8月に進行直腸癌を指摘され、同年9月低位前方切除術施

行後より化学療法が開始された。X年7月より3rd lineとしてregorafenibが開始されたが、開始後15日目より肝酵素の

上昇がみられた。28日目に肝酵素が上昇したためregorafenibを休薬するも、さらに肝酵素の上昇が見られ、34日目精

査目的に当科へ紹介となった。【紹介時血液検査】AST 757、ALT 839、ALP 530、γGTP 144、T-Bil 0.5、IgG

949、ANA 40倍未満、ASMA 40倍、抗LKM1(-)、PT-INR 0.92、HA-IgA(-)、HBV-DNA (-)、HCV Ab (-)、

HEV-RNA(-)【経過】CT上急性肝炎に矛盾しない所見が見られ、MRCPでは胆道疾患は否定的であった。肝生検では

中心静脈域周囲に優位な肝細胞の脱落、炎症細胞浸潤、出血が見られ、薬剤性肝炎もしくは急性発症型AIHの可能

性が考えられた。Regorafenib休薬後も、肝酵素の再上昇が見られたため、再度肝生検を施行したが、中心静脈域周

囲の壊死炎症反応は改善傾向であった。ステロイド治療は行わず肝酵素は肝庇護剤投与のみで肝酵素の改善がみられ、

regorafenibによる薬剤性肝炎の可能性が高いと考えられた。【考察】Regorafenibは腫瘍の血管新生、微小環境、腫

瘍形成に関与するシグナル伝達の阻害作用を持つチロシンキナーゼ阻害剤であり、副作用の1つに肝障害が上げられる。

特徴としてAST、ALT上昇が優位な肝細胞障害型肝障害と、中心静脈域周囲を主体とした肝細胞の脱落が上げられる。

また本症例と同様に休薬後も肝酵素上昇がみられるとの報告があり、特に急性発症型AIHとの鑑別が重要と考えられるが、

regorafenibによる急性肝炎・肝不全の報告は少なく、貴重な症例と考え報告する。
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乳癌の化学療法中に発症した食道静脈瘤の一例45

1佐久総合病院佐久医療センター 消化器内科
福島 秀樹1（ふくしま ひでき）、古武 昌幸1、伊藤 唯1、工藤 彰治1、桃井 環1、篠原 知明1、
友利 彰寿1、比佐 岳史1

【症例】60歳代、女性。主訴は特になし。X-5 年5月、2年前からの乳房のしこりと上腹部違和感があり、当院乳腺外科

を受診。CTにて左乳房A-C領域に一部石灰化を伴う5cm程度の不整形増強腫瘤を認めた。周囲には最大27mmの

娘結節を認め、左腋窩LNへの転移も認めた。肝臓は左葉優位に辺縁増強効果を伴った低吸収結節が多発しており、多

発肝転移と診断した。左乳房の針生検の結果は invasive ductal carcinoma(suspicious of scirrhous

carcinoma)の診断で、乳癌stageIVと診断した。ペルツズマブ /トラスツズマブ /ドセタキセル の化学療法が開始された。

治療開始4か月後のCTでは肝腫瘍の縮小を認め、それとともに肝左葉の萎縮を認め、胸腹水の合併を認めた。胸腹水に

対しては利尿剤でコントロールを行い、肝機能はドセタキセルを中止して経過観察し、以降ペルツズマブ /トラスツズマブでの

治療を継続した。その後、X年1月のfollow upのCTで食道静脈瘤を認め、消化器内科に紹介となった。血液検査では

HBｓAg（－）、HCV-Aｂ（－）、ANA40倍、AMA(M2)（－）であり、飲酒歴もなかったが、M2BPGiは2.1と高

値であった。内視鏡所見では噴門部から中部食道に連続する連珠状から一部結節状の青色静脈瘤（LmF3CbRC1）

を認めた。CTの経過をみると化学療法前のCTでは静脈瘤は見られなかったが、X-4年2月に脾腫、脾腎シャントを認め、

同年10月にはすでに食道静脈瘤を認めており、X-2年5月には増大傾向がみられていた。経過から化学療法に伴う門脈

圧亢進症と診断した。その後入院のうえEISLを2回施行し、現在外来で経過観察中である。【考察】乳癌の転移性肝腫

瘍に対する化学療法後に偽性肝硬変と呼ばれる肝硬変様の病態をきたすことがある。偽性肝硬変の成因は腫瘍縮小に

よる瘢痕収縮、肝転移そのものによる変化、薬剤性肝障害などが推測されているが、本症例は化学療法後に著明な萎縮

をきたしていることから瘢痕収縮が原因と考えた。【結語】乳癌の多発肝転移の化学療法中に発症した食道静脈瘤を経験

したので報告した。
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重篤な経過をとったアメーバ性肝膿瘍/大腸炎の1例46

1長野市民病院 消化器内科
山崎 健1（やまざき けん）、國本 英雄1、近藤 翔平1、鎌倉 雅人1、中村 晃1、齊藤 博美1、
北畠 央之1、櫻井 晋介1、関 亜矢子1、越知 泰英1、原 悦雄1

【緒言】肝膿瘍は病原体により細菌性とアメーバ性に大別され、アメーバ性は少数であり、その頻度から細菌性として抗生

剤・ドレナージ治療が行われることが多い。アメーバ性肝膿瘍に対しては、まずはMetronidazole (MNZ)による保存的治

療を行い、不応例には穿刺ドレナージが選択される。今回、敗血症性DICを来し重篤な経過をとったアメーバ性肝膿瘍/

大腸炎の1例を経験したので報告する。【症例】70歳男性。2週間前より発熱および水様性下痢が出現し、血液検査に

て炎症反応と肝胆道系酵素の上昇を認めた。腹部CTで肝右葉に径7cm大の腫瘤影を認め、細菌性肝膿瘍と診断し

Ceftriaxoneを開始したが、3日間の経過で改善が乏しいためMeropenemに変更した。しかし炎症所見の改善が乏しく

穿刺ドレナージの適応と考え、当院紹介され経皮的膿瘍持続ドレナージを施行した。膿瘍排液鏡検でアメーバ虫体は検

出されず、血液・膿瘍培養は陰性であった。第6病日に高熱と下血を認め、貧血および血小板数の急激な低下を認めた。

感染症型DICスコア8点であり、DICの診断となった。出血源精査の造影CTで肝膿瘍内および盲腸内に活動性出血を

認めた。血管造影検査にて出血を同定し、動脈塞栓術を行い止血した。また下部消化管内視鏡検査にてアメーバ性大

腸炎に特徴的なタコイボ状変化を認めた。アメーバ性肝膿瘍/大腸炎を疑いMNZ 1500mg/day内服を開始した。便汁

と膿瘍排液からのDNAにて赤痢アメーバ特異的プライマーを用いたPCR法で、PCR増幅を認めアメーバ性肝膿瘍/大腸炎

の診断となった。次第にDICは改善し炎症反応も低下、治療効果を得られ第34病日に退院した。【考察】肝膿瘍に対す

るドレナージ治療は5cm以上単発の膿瘍には経皮的持続ドレナージが有効であるとの報告があるが、アメーバ性の場合は

ドレナージによる合併症の報告も多く、抗菌薬治療のみで十分であるとされている。特徴的な病歴がなくとも、本症例のよう

に特徴的画像所見と各種培養検査陰性、抗生剤治療不応の症例では積極的にアメーバ性肝膿瘍を疑い、持続ドレ

ナージは極力避け、早期にMNZによる治療が必要であると考える。
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ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染に合併したアメーバ性肝膿瘍の1例47

1伊那中央病院 消化器内科、2伊那中央病院 内科
杉村 啓鷹1（すぎむら ひろたか）、藤森 安菜1、奥村 太規1、日原 優1、村岡 信二2、西村 好裕2、
井上 勝朗1、丸山 敦史1

【はじめに】近年本邦ではアメーバ性肝膿瘍を含む赤痢アメーバ感染症数が増加している。原因の一つとしてヒト免疫不全

ウイルス(HIV)感染が知られているが、こちらも増加傾向である。今回HIV感染に伴うアメーバ性肝膿瘍を経験したため過

去に当院で経験した3例と併せて報告する。【症例】61歳、男性。X年7月下旬から40度の発熱、食欲不振が継続するた

め近医受診。炎症反応強陽性、肝障害を指摘され精査目的に当科紹介となった。心窩部に圧痛を認め、WBC

14200 /μL(Neut 80.9%), AST 48 IU/L, ALT 57 IU/L, ALP 1123 IU/L,γGTP 230 IU/L, CRP 15.70

mg/dLであった。腹部CTで肝前区に径10cm大の占拠性病変を認め、造影所見より肝膿瘍と診断した。血液培養は陰

性で、入院第1病日に経皮経肝的膿瘍ドレナージ術を施行、膿瘍穿刺液内にアメーバの栄養体を確認しアメーバ性肝膿

瘍と診断した。感染経路については特定不能であった。スクリーニングで実施した第4世代HIV抗体陽性であったため問診

をし直すと他院で既に抗ウイルス療法を施行中であった。メトロニダゾール(MNZ)1000 mg/日投与で速やかに解熱が得

られ、検査値も改善した。計14日の投与を施行し、後療法として腸管内嚢子に対してパロモマイシン投与を追加した。【考

察】当院で以前経験した3例は43～53歳で全例男性。膿瘍径は4～8cmであり全て単発であった。1例のみ血便を認め

た。全例でHIV抗体は陰性、血液培養陰性で抗アメーバ赤痢抗体陽性であった。MNZ投与により全例治癒が得られた。

現在は血清学的診断が困難な状況にあるため、単発で大きな肝膿瘍を認めた際には積極的に膿瘍内容物を採取しア

メーバ栄養体を検出するのが早期診断および治療に貢献できるものと考えられた。

消研

右甲状腺膿瘍を契機に発見された侵襲性肝膿瘍症候群の一例48

1新潟県立中央病院 消化器内科
保坂 和徳1（ほさか かずのり）、石川 夏生1、熊木 大輔1、有賀 論生1、山川 雅史1、平野 正明1、
船越 和博1

症例は47歳男性。生来健康で既往歴に特記すべきものなし。X-10日に悪寒戦慄が出現し38℃台の発熱が持続した。

X日に近医を受診し右甲状腺および肝臓に腫瘤を指摘され当院耳鼻科を紹介受診した。発熱に加え、右頸部の腫大・

圧痛をみとめ、血液検査では炎症反応の上昇をみとめた。全身の造影CTで肝右葉の70 mm大の膿瘍に加え右甲状腺

膿瘍、左腎膿瘍、および敗血症性肺塞栓をみとめ、侵襲性肝膿瘍症候群と診断した。同日、肝膿瘍に対して経皮経肝

ドレナージ術（PTAD）を施行し、TAZ/PIPC 4.5 g×3回/日で治療を開始した。静脈血、尿、膿瘍ドレナージなどの各

種培養からKlebsiella pneumoniaeが検出され、同菌はString test (+)であった。薬剤感受性試験ではTAZ/PIPC

はCLSI標準法でS判定であったため同薬剤を継続した。治療開始1週間ほどは間欠的に39℃台の発熱が見られたが、

徐々に頻度が減少し、炎症反応も緩やかに改善した。第28病日までTAZ/PIPCを継続し、各臓器における膿瘍および肺

塞栓が縮小傾向にあることを確認した。第30病日に退院した。Klebsiella pneumoniaeによる侵襲性肝膿瘍症候群は

これまで東アジアでの報告が多くみられていたが、近年国内での症例報告が散見されている。同菌の病原性の評価に

magA, rmpA, aerobactinなどの解析が有用であるとされているが、String testは日常診療で簡便に病原性を調べる

ことができる手段として注目されている。本症例における菌株の解析、String testおよび侵襲性肝膿瘍症候群について若

干の文献的考察を加えて報告する。

消



一般演題（肝2） 9:37～10:14

座長：山本 力（ JA長野厚生連 北信総合病院 消化器内科）

C型肝硬変による血小板減少に対しルストロンボパグを使用し脾動脈瘤コイル塞栓術を施
行した一例49

1伊那中央病院 消化器内科、2伊那中央病院 内科、3健和会病院 内科
藤森 安菜1（ふじもり あんな）、杉村 啓鷹1、奥村 太規1、日原 優1、井上 勝朗1、村岡 信二2、
西村 好裕2、塚平 俊久3、丸山 敦史1

【はじめに】慢性肝疾患における血小板低下は門脈圧亢進症による脾機能亢進症等種々の要因で発生する。観血的

処置の際には血小板数5 万/μl以下では一般的に血小板輸血を予め必要とされることが少なくない。血小板輸血には発

熱などを含め輸血後の2.4％に何らかの副作用が生じるとされ、また供給面や不応例の問題が存在し代替療法が求めら

れてきた。2015年9月にトロンボポエチン受容体作動薬であるルストロンボパグが使用可能となった。今回当院でルストロ

ンボパグを事前投与して脾動脈瘤に対するコイル塞栓術を安全に施行できた症例を経験したため報告する。【症例】53

歳女性、X年4月に慢性咳嗽で前医を受診し両側胸水を指摘され、精査の結果C型肝硬変と診断された。CTで脾腫と

脾門部の径25mm大の脾動脈瘤を指摘され加療目的に当科紹介となった。Child－Pugh分類Score 9、Grade B

相当の非代償性肝硬変で血小板数4.9 万/μlであった。ルストロンボパグ 3 mg/日、7日間内服を行い、投与開始後9

日目には7.6 万/μlへと上昇し、投与開始後10日目にコイル塞栓術を施行した。特に重篤な合併症を認めず経過し、

術後1ヶ月のCTでは瘤の血栓化も良好で脾梗塞合併も認められなかった。Ｘ年8月よりソホスブビル･ベルパタスビル併用

療法を施行した。【考察】ルストロンボパグは血小板輸血に比し重大な副作用発現が少なく、慢性肝疾患症例でより安

全に血小板数増加が期待できる。脾動脈瘤に対するコイル塞栓術を含むInterventional Radiology前のルストロンボ

パグ投与症例は殆ど報告されておらず、今後使用症例の増加が期待される。

消研

人間ドックの腹部超音波検査を契機に発見された遺伝性毛細血管拡張症（オスラー
病）の一例50

1市立甲府病院 消化器内科
安村 智生1（やすむら ともき）、依田 宏貴1、奥脇 徹也1、高田 ひとみ1、田中 佳祐1、門倉 信1、
雨宮 史武1

【症例】43歳男性。2018年11月に受けた人間ドックの腹部超音波で肝内に異常に拡張した血管を認め、ドップラーで動

静脈シャントが疑われ当科を受診した。胸腹部造影ＣＴで肺と肝臓に多発動静脈奇形を認め、オスラー病が疑われた。

改めて詳細な病歴を聴取すると幼少期から現在に至るまで頻繁に鼻出血をおこしており、また家族歴として母親が肺の血

管奇形に対し手術歴があり妹も肺血管の異常を指摘されていた。身体所見でも両頬部と舌に毛細血管拡張を認めオス

ラー病と診断した。脳MRIでは血管奇形は認めなかったが上部消化管内視鏡検査では食道と胃に複数の毛細血管拡張

を認めた。【考察】オスラー病の診断は１．鼻出血：自然かつ反復性、２．末梢毛細血管症：鼻腔、口唇、口腔、手

指等、３．内臓病変：胃腸末梢血管拡張、肺、脳、肝、脊髄の動静脈奇形、４．1親等以内の家族歴の存在 の４

項目のうち３項目以上当てはまれば確定診断できる。本症例は１－４のすべてを満たしておりオスラー病と診断した。オス

ラー病は約1万人に１人程度の発症頻度とされる常染色体優性遺伝性疾患である。オスラー病の肝血管性病変の多くは

無症状だが、8％程度の頻度で症状を呈すること、症状は30歳前後から出現することが多く、また女性に多く見られること

が報告されている。症状は肝内の短絡の存在と短絡量に依存するとされ高拍出性心不全、門脈圧亢進症、胆道系病変

による症状が主なものである。本症例は今のところ無症状であり、今後半年から１年に１回の腹部超音波検査、血液検

査を行っていく予定である。【結語】検診の腹部超音波検査で指摘された肝血管異常を契機に発見されたオスラー病を経

験した。慢性肝疾患や肝生検などの医療介入歴のない肝血管異常を認めた場合はオスラー病も念頭にいれ詳細な問診、

家族歴の聴取、および身体所見を取る必要があると考えられた。

消専



増大傾向を呈し切除した限局性結節性過形成（FNH）の一例51

1新潟市民病院 消化器内科
水戸 將貴1（みと まさき）、大崎 暁彦1、木村 究1、若林 拓也1、弥久保 俊太1、渡邉 雄介1、
田覚 健一1、佐藤 宗広1、相場 恒男1、古川 浩一1、和栗 暢生1

限局性結節性過形成（Focal nodular hyperplasia 以下：FNH）はしばしば肝細胞癌（Heptocelluler

carcinoma 以下：HCC）や肝細胞腺腫（Hepatocelluler adenoma 以下：HCA）などと鑑別困難な場合があ

る。今回、我々は増大傾向を呈し切除したFNHの一例を経験した。典型的な画像所見が得られ示唆に富む症例だったた

め報告することとした。 症例は３４歳女性、検診の腹部エコーにて肝S６領域に２６mm大の低エコー腫瘤を指摘され、

精査のため当院紹介受診した。EOB-MRIで腫瘤は早期濃染や中心瘢痕を認め、肝細胞相で高信号などの所見を示し

ていた。また、ソナゾイド造影エコーも施行しKupffer細胞への取り込みが確認された。これらの所見からFNHと診断し経過

観察の方針とした。 10ヶ月後の経過観察目的のEOB-MRIにて腫瘤が32mmに増大していることが確認され、さらなる

精査を行うこととなった。腹部血管造影検査では特徴的な車軸様血管は認めなかったが、結節中心部に比較的太い栄養

血管が進入し、造影剤が中心部から周囲に向かって広がっていく所見が確認できた。肝動脈CT（CTHA）では中心部に

瘢痕組織を示唆する遅延濃染領域が指摘され、ドレナージ血管が右肝静脈であることと合わせてFNHに矛盾ない所見と

考えた。 増大傾向があることから本人は切除を希望され、肝表面に存在する多血性腫瘍であることから確定診断を含め

た肝部分切除の方針とした。当院消化器外科にて腹腔鏡下肝部分切除術が施行され、病理学的にFNHと確定診断さ

れた。 車軸様血管や中心性瘢痕などの所見はFNHの典型像とされているが、HCCなど他疾患でも類似所見がみられる

こともあり、特異的所見とまでは言えない。FNHと鑑別を要する肝腫瘤性病変の特徴と比較し考察する。

本抄録内容，前回（第64回）の会では発表できず（演題№32取り消し），消化器病学会より許可を得て、第65回

で発表のため新たに登録する．

消専

嚢胞性肝転移を呈し腎細胞癌術後9年目に肝切除を施行した一例52

1信州大学医学部附属病院 消化器内科、2信州大学医学部附属病院 臨床検査部、3信州大学
医学部附属病院 消化器外科、4信州大学バイオメディカル研究所 ライフイノベーション部門
清水 祐樹1（しみず ゆうき）、杉浦 亜弓1、城下 智1、山下 裕騎1、山崎 智生1、藤森 尚之1、
梅村 武司1,4、上原 剛2、清水 明3、副島 雄二3

【緒言】腎細胞癌は血行性に転移するため、転移巣としては、肺、骨、リンパ節が多く、肝臓への報告は少ない。充実性成

分の転移が多く、嚢胞性成分の転移はまれである。今回我々は、腎細胞癌術後に出血性肝嚢胞として経過観察してい

た病巣が、9年間かけて増大したため、肝右葉切除を施行し、病理組織学的に腎細胞癌肝転移と診断した症例を報告

する。【症例】60歳台、男性。多発性嚢胞腎を背景とした慢性腎不全により血液透析を受けていた。X-9年に左腎腫瘍

と肝S6に径15mm大の嚢胞性病変を指摘され、前医泌尿器科でステージ1の左腎細胞癌と診断され、左腎摘除術が

施行された。組織学的には淡明細胞癌であり、一部肉腫様変化を認めた。肝病変について術後に施行したソナゾイド造

影超音波検査では、早期相で非濃染、Kupffer細胞相で周囲と等エコーを呈し、嚢胞性腫瘍や転移性腫瘍は否定的

であった。X-4年のMRI検査で嚢胞性病変は径60mm大へ増大したが、充実性成分は認めず、出血性肝嚢胞と考え経

過観察とした。X年のMRI検査では、T2強調像で高信号を示す嚢胞性病変の更なる増大と、その周囲に拡散強調像で

高信号領域を認め、SPIO造影検査で造影剤の取り込み低下を認める充実性病変を混在して認めた。血管肉腫などの

二次性間葉系腫瘍や腎癌の肝転移など悪性腫瘍を強く疑い、当院消化器外科で肝右葉切除術を施行した。病理組織

学的に嚢胞壁に淡明細胞癌を認めたため腎細胞癌の肝転移と診断した。嚢胞は淡明細胞癌の出血等によって変性が生

じ、漿液性成分が貯留したことで増大していたと考えられた。術後に施行したPET-CT検査では明らかな集積は認めていな

い。【結語】近年、腫瘍内不均一性が腫瘍の転移や進行と関わることが報告されている。本症例では原発巣の肉腫様成

分ではなく、嚢胞性成分が肝転移巣として増大していたと考えられ、9年という長い経過で緩徐に増大傾向を呈した。嚢胞

性肝腫瘤を診た際に、腎細胞癌の既往がある場合には嚢胞性肝転移も鑑別に挙げる必要がある。

消研



緩徐な経過で増大、増加し診断に苦慮した乏血性肝腫瘍の1例53

1山梨大学 第一内科
見本 雄一郎1（けんもと ゆういちろう）、村岡 優1、吉村 大1、中岫 奈津子1、松田 秀哉1、
鈴木 雄一朗1、辰巳 明久1、中山 康弘1、井上 泰輔1、前川 伸哉1、榎本 信幸1

【症例】70歳代女性【主訴】なし【既往歴】20歳代で肺結核【家族歴】特記事項なし【積算飲酒量】1500kg【喫煙歴】

なし【輸血歴】なし【現病歴・経過】近医でCEA高値のため精査目的で実施した造影CT検査で肝内に多発する乏血性

腫瘤を認めた。転移性肝癌を含む悪性腫瘍がうたがわれ、上部・下部消化管内視鏡検査では悪性所見は認めず、

PET-CT検査を実施するも悪性所見を疑う集積は認めなかった。造影MRI検査を実施するも確定診断に至らなかったた

め精査加療目的に当科に紹介された。血液検査ではHBsAg(-)、HBsAb(-)、HBcAb(-)、HCV抗体(-)、CEA5.1

ng/ml、CA19-9 0.60未満、AFP 3.7ng/ml、PIVKA-2 15mAU/ml、QFT(-)。腹部エコー検査ではS8に23mm

の境界明瞭な高エコー結節を認めた。造影CT検査では肝両葉に石灰化を伴う肝S8に23mmを最大とする多発乏血性

腫瘤を認めた。造影MRI検査ではCT検査同様に多発結節を認め、T1低信号で一部に著明高信号、T2で淡い高信号

を認め、造影効果はなく、肝細胞相では取り込みを認めなかった。血管造影検査では肝内に結節様濃染は認めず、

CTAPで多発する結節様の抜けを認め、CTAでは造影効果は認めなかった。診断目的に21G真島針で腫瘍生検を実施、

肝細胞内に黄褐色で細顆粒状の色素沈着を認めるものの、あきらかな腫瘍性病変は認めなかった。肝S8の23mmの最

大病変はその後4年間の経過で65mmに増大し、その他結節の個数も増加した。経過中に18Gモノプティ―で腫瘍生検

を実施するも、少量の肝組織と硝子化した線維性組織を認めるのみで確定診断に至らなかった。悪性腫瘍を否定できな

いため、腹腔鏡下肝外側区域部分切除を実施したところ組織学的な確定診断が得られた。【考察】石灰化を伴う乏血性

結節が出現、緩徐に増大、増加し非典型的な経過を辿った症例であり文献的考察を加え報告する。

消専

７日間のルストロンボパグの投与で3週間に渡り血小板数を維持でき２回のラジオ波焼
灼療法(RFA)を施行できた肝細胞癌(HCC)の１例54

1安曇野赤十字病院消化器内科
中島 大地1（なかじま だいち）、一條 哲也1、樋口 和男1、須藤 貴森1、北原 桂1、中村 直1

【背景】肝細胞癌では背景肝疾患として肝硬変を合併していることが多く、血小板低値例が治療対象となることも多い。血

小板減少症治療薬であるルストロンボパグを使用して、３週間に渡り血小板数を保ち、安全にRFAを施行できた症例を

経験したので報告する。【症例】73歳男性。62歳時に重症急性膵炎、小脳出血の既往あり。アルコール性肝硬変にて加

療中、69歳で肝S５にHCCを初発して当院紹介となり、初回RFA治療を施行した。その後肝S２に再発して亜区域切

除施行。今回は、肝S６に22mm大、S1に28mm大の２ヶ所に再発のHCCを認めた。肝障害度はAと良好であったが、

3回目の再発で、多発であることから、RFA治療の方針となった。また、腫瘍の穿刺ルートが近接していることから、安全性と

患者の負担や要望から、２回に分けてRFA治療することとなった。血小板数は５万前後で推移しており、前回の手術時に

は血小板輸血を併用していた。今回は初回RFA治療予定日の11日前よりルストロンボパグ3mgを規定通りに１日１回

朝食後7日間内服して治療した。１回目治療前の血小板数は10.7万と上昇し安全に加療でき、治療２日後に一旦退

院した。内服開始から21日後に２回目の治療のため再入院。その際の血小板数は9.8万であった。２回目治療はより深

部に位置するS1のHCCであったが、安全に治療することが出来、術後２日目に退院となった。退院後の経過観察でも特

に合併症の出現やHCCの再発もなく経過良好である。【考察】トロンボポエチン（TPO）受容体作動薬であるルストロンボ

パグは待機的な観血的手技を予定している慢性肝疾患患者における血小板減少症の改善のため2015年に保険適応と

なった薬剤である。今回、規定の７日間の内服で３週間に渡り血小板上昇を確認でき、血小板輸血も回避できたことで

患者の負担を減らすことができかつより安全に治療できた。ルストロンボパグは、本来投与10日から14日間が血小板上昇

期間の目安とされている。より長期の血小板上昇を確認できた貴重な症例と考えられた。

消研



一般演題（肝3） 10:14～10：45

座長：進藤 邦明（ JCHO山梨病院 消化器内科）

Fontan術後・先天性門脈体循環シャントの若年男性に肝細胞癌の発生を認めた一例55

1新潟大学医歯学総合病院 消化器内科学分野
永山 逸夫1（ながやま いつお）、薛 徹1、野澤 良祐1、吉田 悠紀1、川田 雄三1、横尾 健1、
水野 研一1、寺井 崇二1

【症例】23歳男性、2歳時にFontan手術の既往がある。11歳時に心臓精査の過程で肝内にGd-EOB-DTPA造影

MRI（EOB-MRI）の肝細胞相で高信号となる乏血性結節を多数認め、定期画像検査が開始された。また同時に先

天性門脈体循環シャント（congenital portosystemic shunt : CPSS）を合併していたことが明らかとなった。肝内

の多発結節は経過中に若干のサイズ増減や新規小結節の出現を認めていたが、全体としては著変なく経過観察のみさ

れていた。23歳時のEOB-MRI検査で、以前より指摘されていた肝S6-7の結節が肝細胞相で低信号へと変化し、また

増大傾向を示した。さらに、正常範囲内で推移していたAFPが48 ng/mlと上昇に転じた。このため腫瘍生検を行い、肝

細胞癌の確定診断を得た。M2BPGiは1.08 C.O.I、4型コラーゲン7Sは8.3 ng/mlと肝線維化マーカーは軽度高値に

とどまっていた。病変径35mm、単発であり、背景心疾患のリスクも含め協議した上で後日肝切除の方針となった。【考

察】CPSS、Fontan関連肝疾患（Fontan associated liver disease : FALD）は共に肝内の血流異常に伴い多

彩な結節性病変が合併することが知られている。これらの結節性病変から肝細胞癌へと転化も報告されているが、非常に

稀であり自然経過や発生機序などに不明な点が多い。【結論】本症例はCPSSとFALDによる血流異常が成因と考えられ

る過形成性結節性病変が多発していたが、定期的なEOB-MRIでの検査によって肝細胞癌への変化を早期に捉え治療

に繋げることが可能であった。

消専

急速な増大をみとめた肝細胞癌副腎転移の2例56

1長野中央病院 消化器内科
小林 わかの1（こばやし わかの）、松村 真生子1、桑原 蓮1、杉本 州1、久場 弘子1、小島 英吾1

症例1：80歳台、C型肝硬変の女性。X－8年にS6表面副腎近傍に肝細胞癌を初発し、TACE+RFAにて治療を行っ

た。その後異所性に複数回の治療歴を重ねながらも初発部位も含め再発なく良好なコントロールを保っていた。X年4月に

S7 15mmの肝細胞癌に対してTACE+RFAにて加療が行われた。2ヶ月後の採血にてAFPが16.5 ng/mLから354.6

ng/mLへ、PIVKA-IIが33.4 mAU/mLから101.4 mAU/mLへと上昇をみとめたため腹部造影CT施行したところ、右

副腎に2ヶ月前には指摘できない42×30mm大の腫瘍を指摘された。諸検査を行い、副腎に限局した肝細胞癌の転移

と診断し、腹腔鏡下S7部分切除術と右副腎摘出術を施行した。

症例2：70歳台、C型肝硬変の男性。Y－2年にS5表面副腎近傍に肝細胞癌を初発、TACEが施行された後、再発

無く画像のフォローが行われていた。Y年の造影CT検査にて右副腎に63mm×49mm大の5ヶ月前の前回検査では指

摘できない急速に増大する腫瘍を指摘された。AFPは42.0 ng/mlから2507 ng/mlへ、PIVKA-IIは17 mAU/mLか

ら76 mAU/mLへと著明な上昇をみとめ、諸検査にて副腎に限局した肝細胞癌の転移と診断した。S7部分切除術と右

副腎摘出術を施行し6年以上存命中である。

肝細胞癌の転移形式として肝内転移を高頻度に認めるのに対し、遠隔転移は少ないとされており、その中でも副腎転移

は11%と比較的まれである。今回、短期間に急速に増大したものの病巣が限局していたため、切除することで良好な経過

を得ることが出来ている2症例を経験したため報告する。

消研



著明な脂肪化を呈した巨大肝細胞癌の一例57

1長野中央病院 消化器内科
松村 真生子1（まつむら まきこ）、桑原 蓮1、小林 わかの1、杉本 州1、久場 弘子1、小島 英吾1

66歳男性．腹痛を主訴に当院を受診した．来院時，肝右葉に単純CT検査で境界明瞭な低吸収域を示す16cmの

腫瘍を認めた．造影CT検査では内部の造影効果は乏しく，腫瘍内の一部に淡い高吸収域を認め，腫瘍内出血と診

断した．腹部超音波検査やEOB-MRI検査なども含め，肝血管筋脂肪腫や脂肪肉腫、脂肪成分の多い肝細胞癌が

疑われたが，腫瘍内出血を来し激しい腹痛が続いていたため肝腫瘍生検による診断は断念した．肝予備能が良好で

あったため右葉切除目的に経皮的門脈右枝塞栓術を行った．しかし増大する腫瘍による圧迫で門脈左枝及び左肝内胆

管が閉塞を来し，ENBDチューブの留置等を試みるも左葉容積が思うように増加しなかった．来院から2か月後，腫瘍は

20cmにまで増大し，腫瘍破裂による腹腔内出血や胆道出血を来して死亡した．死亡後の組織検査にて，AB-PAS

染色陽性のグリコーゲン顆粒と脂肪化をともなった異形細胞を認め，淡明型肝細胞癌と診断した．一般的に高分化型

肝細胞癌に高頻度にみられる種々の程度の脂肪化及び明調細胞化は早期の肝細胞癌の特徴的な組織所見の一つで

あり，大型の肝細胞癌で腫瘍全体にこれらの変化がみられることはまれである．本例は結果として腫瘍全体の組織学的

評価はできなかったが，生前の画像検査では巨大腫瘍全体にほぼ均一に脂肪化がみられており，肝細胞癌の特徴とされ

る早期濃染も得られなかったことから，血管筋脂肪腫や脂肪肉腫との鑑別が困難であった．また，淡明細胞癌は古典的

肝細胞癌よりも予後が良く，更に，淡明細胞癌の比率が高い程予後が良いことも報告されている．本例の場合，2か月

で16cmから20cmへと増大し，腫瘍破裂を来して死亡した．大型化し，激しい経過をたどった淡明細胞癌を経験したの

で報告する．

消

肝細胞癌に対する血管塞栓術後に早期に出現した多血性腫瘍の一例58

1山梨大学 医学部 第一内科、2山梨大学 医学部 第一外科、3山梨大学 医学部 放射線科、
4山梨大学 医学部 病理診断科
古屋 圭一1（ふるや けいいち）、中山 康弘1、小宮山 泰之1、中岫 奈津子1、松田 秀哉1、村岡 優1、
鈴木 雄一朗1、辰巳 明久1、井上 泰輔1、前川 伸哉1、高橋 和徳2、細村 直弘2、
雨宮 秀武2、清水 辰哉3、大石 直樹4、近藤 哲夫4、大西 洋3、市川 大輔2、榎本 信幸1

心房細動と慢性心不全の診断で近医循環器科に通院中の患者。X年8月に腹部超音波検査で肝腫瘤、胆嚢結石、

総胆管結石を指摘されて当科に紹介された。 造影CTで肝S4に22mmの多血性腫瘤を認め、他にも複数の濃染結節

あり。血管造影で精査したところ、肝動脈造影下CT(CT-HA)で濃染し動脈性門脈造影CT(CT-AP)で抜ける結節を5

つ認め、AFPは正常だがPIVKA2は200まで上昇しており多発肝細胞癌と診断した。背景肝は非B非Cの肝硬変で、肝

機能は良好だが多発しており血管塞栓術(TACE)を施行した。TACE後2か月のCTで再発がないこと、PIVKA2が低下し

たことを確認した後に、他院で内視鏡的十二指腸乳頭バルーン拡張術で総胆管結石を排石し、腹腔鏡下胆嚢摘出術で

胆嚢を切除した。 ところがTACE後5か月のCTでTACE治療部の頭側腹側に、肝外に突出するような35mmの濃染する

腫瘤を認めた。PETで強い集積あり（SUV28.8）、EOB-MRIの肝細胞相で低信号、DWI高信号でPIVKA2が300

以上に上昇あり、以前より濃染が弱まっておりHCCに典型ではないが、肉腫様のHCCの再発と考えた。以前TACEで治療

した他の部分に再発は見られず単発であったため、同部の局所コントロールが予後を決めると考え、外科に相談したところ手

術適応ありと判断され、TACE後8か月に腹腔鏡下左肝切除術を施行頂いた。しかし術後の組織検査は意外な結果であ

り、稀な経過をたどった肝細胞癌の症例であるため、報告の価値があると考え文献的考察を含めて報告する。

消研



非アルコール性脂肪肝炎を背景とした10cmの巨大な肝細胞癌に対して肝動脈化学塞
栓療法と経皮的マイクロ波凝固療法の併用を繰り返すことでCRを得られた一例59

1済生会新潟病院 消化器内科
小島 雄一1（こじま ゆういち）、石川 達1、安住 基1、今井 径卓1、野澤 優次郎1、岩永 明人1、
佐野 知江1、本間 照1、吉田 俊明1

【諸言】肝細胞癌に対する診断、治療の進歩により治療成績は向上したが、慢性肝疾患を背景とした高頻度の再発が課

題である。当科では、非アルコール性脂肪肝炎(NASH)を背景とした10cmの巨大な肝細胞癌(HCC)でも肝動脈化学

塞栓療法(TACE)と経皮的マイクロ波凝固療法(PMCT)の併用を繰り返し行うことでCRを得られた症例を経験したため、

報告する。【症例】83歳男性。健康診断で心房細動を指摘され、X-2年7月21日に当院循環器内科を初診。心エコー

で腹部大動脈瘤の他に肝腫瘍を疑われたため、当科に紹介された。造影CTで肝S4-8に8.5cm大の内部不均一で一

部早期濃染し後期相で洗い出しを認める肝腫瘍を指摘された。8月1日、肝腫瘍生検及び背景肝から生検を行い、

NASHを背景としたHCCと診断された。まず、当院心臓血管外科で腹部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術を先行

して行い、9月4日にHCCに対する治療目的に入院した。【経過】9月5日、Angio施行。肝S4-8に約10cmの腫瘍を認

め、腫瘍の栄養血管は左肝動脈と右肝動脈前枝、右横隔膜下動脈と判断した。各々からシスプラチンを動注し、左肝動

脈よりエピルビシンを動注しミリプラチン及びDC beadsを用いてTACEを行い、右横隔膜下動脈よりEL-TACEを行った。9

月20日、PMCTを行った。治療後に腹水貯留や下腿浮腫を認めたが、利尿剤で軽快し9月29日に退院した。その後も

3-4ヶ月毎にTACE及びPMCTを行い、X-1年7月にTACE及びPMCTを行ってからは1年以上CRを維持している。【結

語】当科では、NASHを背景とした10cmの巨大なHCCでもTACE及びPMCTの併用を繰り返すことでCRを得られた症例

を経験した。PMCTは改良されたことで、1回の穿刺でラジオ波焼灼療法よりも広範囲を焼灼可能となった。食生活の変化

や肥満人口の増加により、今後は定期フォローされていないNASH患者がHCCを契機に見つかることが増加すると予想され

る。巨大なHCCであればPMCTはよい適応であると考えられ、症例の蓄積が望まれる。

消



一般演題（胆・膵1） 9:00～9:37

座長：金井 圭太（信州大学医学部 内科学第二教室）

当院における術後腸管症例のERCPで使用するScopeの検討60

1JA長野厚生連 南長野医療センター篠ノ井総合病院 消化器内科
児玉 亮1（こだま りょう）、安藤 皓一郎1、柳澤 匠1、三枝 久能1、牛丸 博泰1

【背景・目的】以前に本会で我々は術後腸管症例におけるERCPに対し受動弯曲内視鏡が有用であることを報告した。

しかし、2017年11月より当院にショートタイプシングルバルーン内視鏡（以下、S-SBE）が導入され、選択肢が増えた。

そこで、術後腸管症例におけるERCPで、受動弯曲内視鏡とS-SBEの治療成績を明らかにする目的で本検討を行った。

【方法】当院で2011年4月から2019年8月までに行ったERCP1869件のうちBillothI法再建症例を除いた術後腸管

症例は102件であった。そのうち、受動弯曲内視鏡を用いた群（以下、受動弯曲群）42例とS-SBEを用いた群（以

下、S-SBE群）14例の2群に関して後方視的に検討した。【結果】平均年齢は受動弯曲群75.9歳に対しS-SBE群

80.6歳と有意に高齢者が多かった。術式は受動弯曲群で幽門側胃切除・BillothII法再建10例、膵頭十二指腸切除

25例、胃全摘7例、他0例に対しS-SBE群ではそれぞれ5例、6例、1例、2例であった。目的部位到達時間、処置時間、

目的部位到達率、処置完遂率は受動弯曲群で21分、72分、90.5％、76.2％に対し、S-SBE群では9分、50分、

100％、85.7％であり、目的部位到達時間・処置時間ともにS-SBE群で有意に短い結果であったが、目的部位到達

率・処置完遂率に関して有意差はなかった。偶発症に関しては受動弯曲群で粘膜裂創を1例に認めたのみであった。胃

全摘症例に限った場合、受動弯曲群7例において目的部位到達率85.7％、処置完遂率42.9％であったのに対し、S-

SBE群1例は処置完遂可能であった。【結語】今回の結果から、術後腸管症例のERCPに対してはS-SBEのほうが検査

時間を短くできる可能性がある。しかし、胃全摘症例がS-SBE群では1例しかなく、今後の症例の蓄積が必要である。また、

S-SBEやダブルバルーン内視鏡がない施設であっても受動弯曲内視鏡を用いることで多くの術後腸管症例でERCPが可

能である。

内

膵頭部癌の精査過程でKlebsiella pneumoniaeによる肝膿瘍を発症し、両眼感染
性内因性眼内炎を併発した1例61

1国立病院機構 信州上田医療センター 消化器内科、2信州大学医学部附属病院 眼科
南澤 昌郁1（みなみさわ まさふみ）、翠川 創1、森田 進1、藤森 一也1、滋野 俊1、星山 健2、
平野 隆雄2、吉澤 要1

【症例】70歳代、男性【既往】糖尿病【経過】X-2月からの倦怠感を主訴にX日に当院を受診した。精査の結果、膵頭部

癌に伴う閉塞性黄疸、胆管炎が疑われABPC/SBT 9 g/日を開始し、X+2日にERCで胆管ステントを留置した。X+7

日にステント閉塞のため交換を行い、X+8日にABPC/SBT 1125 mg/日 内服へ切り替えて退院とした。X+12日に発

熱のため受診し、CT検査で肝後区域に膿瘍を認めPIPC/TAZ 13.5 g/日を開始した。X+12日の血液培養から

K.pneumoniaeが検出され、感受性結果をもとにX+16日からCMZ 4 g/日へ変更した。ドレナージ困難な部位であり

抗菌薬加療を継続したが、X+18日から両眼痛、結膜充血、前房蓄膿を認め、X+23日に高次医療機関に転院とした。

眼内容の培養検査でK.pneumoniaeが検出され両眼感染性内因性眼内炎と診断された。X+28日から抗菌薬を

MEPM 3 g/日へ変更し、複数回の硝子体手術やIPM眼内注射によって眼球摘出には至らず眼痛は著明に改善したが、

右視力=矯正0.01、左視力=40 cm手動弁と視力不良であった。肝膿瘍はX+37日のCT検査で著明に縮小した。

X+49日からLVFX 500 mg/日 内服へ変更し、現在も加療を継続している。なお、膵頭部癌に対しては患者希望で緩

和的介入の方針である。【考察】感染性内因性眼内炎は全眼内炎の約5%と比較的稀な疾患で、Klebsiella属による

肝胆道系感染が原因として最多である。視力予後は極めて悪く、約70%が失明か眼球摘出に至るという報告もある。肝

膿瘍の原因菌としてKlebsiella属を想起し、眼内炎の併発に留意することが重要である。K.pneumoniaeが血行性に播

種し、肝膿瘍、眼内炎、髄膜炎といった重症感染症を併発したという報告が散見される。重症化には過粘稠性ムコイド産

生型K.pneumoniaeの関連が示唆されており、血清型による病原性の差異や関連遺伝子が一部判明している。本症例

で検出されたK.pneumoniaeに関して詳細な解析は行えなかったが、重症化した経過から過粘稠性ムコイド産生型

K.pneumoniaeの関連も疑われ、文献的考察を加えて報告する。
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電気水圧式結石破砕術によりバスケット嵌頓の解除に成功した総胆管結石の一例62

1長野市民病院 消化器内科
北畠 央之1（きたばたけ ひろゆき）、原 悦男1、越知 泰英1、関 亜矢子1、櫻井 晋介1、國本 英雄1、
齋藤 博美1、中村 晃1、鎌倉 雅人1、近藤 翔平1

【背景】胆石症の患者数に比例して内視鏡的採石術が必要となる症例は増えており、偶発症を認めることも稀ではない。

その一つに、結石嵌頓が挙げられる。電気水圧式結石破砕術(EHL)は従来、巨大結石や積み上げ結石における破砕能

が評価されていた。今回、総胆管結石の採石時に生じたバスケット嵌頓に対して、EHLによる結石破砕が有効であった一

例を経験したため報告する。

【症例】70代、男性。X年5月、急性胆管炎で当科を受診した。内視鏡的胆道ドレナージ後、二期的に総胆管結石の完

全切石を行った。胆嚢結石を合併していたが手術は希望せず、経過観察の方針となった。同年7月に右季肋部痛を訴え

て再受診した。腹部単純CTから、胆嚢結石の落石が疑われた。内視鏡的逆行性胆管造影では下部胆管に8mm大の

結石を認めた。初回内視鏡時に乳頭切開を施行されており、結石と同サイズのバルーンが容易に通過したこと、前回認め

た結石がいずれも柔らかかったことから八線バスケットによる採石を試みたが、バスケット嵌頓を起こした。嵌頓解除や機械的

採石(EML)による結石破砕は困難であり、プラスチック・ステント留置のうえ撤退した。後日、経口胆道鏡下EHLにより結

石砕石に成功。バスケットを回収した。結石は黒色石を核とする混成石であった可能性が高い。

【まとめ】バスケット嵌頓は時に手術を要する偶発症であるが、その解除にEHLが有効であった。一方、結石径が10mm未

満でも、コレステロール結石ないし黒色石など硬い結石であると予想される場合はEMLが推奨される。本症例はその条件に

該当しており、適切な処置具を選択すれば偶発症を防ぎえた可能性が高いという点は、反省が必要となる。

内

術後再建腸管における胆管結石に対し、経胃肝内胆管ルートから電気水圧衝撃波結石
砕石術を用いて結石除去に成功した1例63

1新潟市民病院 消化器内科
佐藤 宗広1（さとう むねひろ）、弥久保 俊太1、古川 浩一1、木村 究1、若林 拓哉1、水戸 將貴1、
渡邉 雄介1、大崎 暁彦1、田覚 健一1、相場 恒男1、和栗 暢生1

【緒言】術後再建腸管における結石除去困難例に対し、超音波内視鏡（endoscopic ultrasonography：EUS）

を用いたアプローチでの有用性が報告されている．また巨大結石などに対し、電気水圧衝撃波結石砕石術

（Electrohydraulic lithotripsy:EHL）を用いることによって内視鏡的結石除去が可能となる．今回術後再建腸管

に お け る 胆 管 結 石 の 治 療 に 、 EUS 下 で 経 胃 肝 内 胆 管 に て ア プ ロ ー チ し た ル ー ト (EUS-guided

hepaticogastrostomy：EUS-HGS)からEHLを用いて結石除去に成功した1例を経験したので報告する．【症例】80

歳代男性．胆嚢管癌と胃癌による手術で幽門側胃切除Billroth2法と胆管空腸吻合術の既往あり．前医で胆管結石

性胆管炎にて入院、抗生剤による保存的治療で軽快され、結石除去目的に当科に転院された．小腸内視鏡を用いて

結石除去の予定であったが、胃から輸入脚への吊り上げが急峻で、かつ同部位の挿入時に抵抗があることから腸管穿孔の

リスクが高いと判断し中止した．そこでEUS下胆管ドレナージルートを用いて二期的に順行性の結石除去を行う方針とした．

まずはEUS-HGSに成功し、プラスチックステントを留置して終了した．瘻孔形成後にカテーテルとバルーンを用いて結石除

去を試みたが、胆管空腸吻合のためカテーテルを把持できるスペースがなく砕石に難渋し、胆管空腸吻合部への順行性の

アプローチで完全結石除去には至らなかった．そこで経口胆道鏡（Spy Glass TMDS、ボストン・サイエンティフィック社）

を用いて、直視下でEHLを用いることで砕石に成功し、経胃からのルートでバスケットを用いて完全結石除去できた．【考

察】胆管空腸吻合における結石除去においてEUS-HGSルートからでは総胆管のスペースがないため、結石の把持や順行

性でのバルーン除去が困難であった．そこでEHLにより結石をより小さくすることによって結石除去が可能となり、また最後に

胆管内を観察することで完全結石除去できたことを確認でき、有用であった．【結論】EUS-HGSルートからEHLを用いて

結石除去に成功した1例を経験した．術後再建腸管を含めた結石除去困難例に対しては様々なアプローチをすることで

完全結石除去できる可能性が高まると考えられた．

内



ERGBD脱落による小腸イレウス術後症例における急性胆嚢炎再発時に経皮経肝胆嚢
－十二指腸内瘻チューブの体表固定が有用であった超高齢者の一例64

1柏崎総合医療センター 消化器内科
成瀬 匠1（なるせ たくみ）、丸山 正樹1、名古屋 拓郎1、高橋 祥史1、五十川 修1

高度に進行した超高齢化社会に至った現在、本邦では宿主側の問題による胆嚢炎の根治手術不能例が多発している。

しかし、外科に拒絶された超高齢胆嚢炎例での外瘻の継続は介護施設への転院や自宅退院への高いハードルとなる。一

方、EUS－GBDは、依然として標準化された手技が確立しておらず、学会からの勧告を踏まえると地域一般病院での実

施は慎重にならざるを得ない現状にある。この様な状況から、当院では、昨年の本例会で報告した、経皮的胆嚢－十二

指腸内瘻チューブ埋め込み術を、やむを得ない症例に限り、適用している。今回、我々は、ERGBD脱落による小腸イレウ

スを生じ、緊急手術で救命するも、術後に胆嚢炎を再発し、PTGBD実施後に、胆嚢－十二指腸内瘻チューブの埋め込

みと体表固定が有用であった超高齢者の一例を経験したので報告する。症例は97歳男性。20XX年3月、胆石性胆嚢

炎を生じ当院受診。ERGBDを留置し退院するも、上腹部痛を生じ、同年5月、当科再来。精査の結果、ERGBDチュー

ブが脱落しかかっており、ERGBDの再留置を行い退院した。翌年2月、腹痛を生じ再々来。CTにてERGBDチューブ脱落

による小腸イレウスが描出された。イレウス管留置で腸閉塞解除されず、外科で異物除去術を実施した。術後経過は良好

であったが、全抜糸の翌日、胆嚢炎の再々発を生じた。緊急PTGBDを行い、胆嚢炎は速やかに軽快した。EUS－GBD

についても患者へ説明したが、希望されなかったため、胆嚢炎再発予防目的に、PTGBD瘻孔を経由した経皮的胆嚢－

十二指腸内瘻チューブ埋め込み術を行った。内瘻チューブの体表側側孔に2-0ナイロン糸を通し、体表面で縫合固定し、

腸管蠕動による腸管内への脱落を予防処置とした。術後約8カ月現在、独歩にて外来通院中であり、体表面の皮膚状

態も良好である。EUS－GBDが広く普及するまでのしのぎとして、あらゆる治療選択肢の無くなった超高齢胆嚢炎患者に

おいては、胆嚢炎再発予防マネジメントに本法も一考の余地があると思われた。

消専

IgG4関連硬化性胆管炎の一例65

1新潟大学 医歯学総合研究科 消化器内科学分野
中村 涼太1（なかむら りょうた）、田中 裕登1、大越 麻里奈1、小関 洋平1、水澤 健1、五十嵐 聡1、
林 和直1、佐藤 裕樹1、坂牧 僚1、上村 顕也1、横山 純二1、寺井 崇二1

症例は82歳、男性。陳旧性脳梗塞、高血圧で近医に通院していたが、201X年X-4月に肝機能異常のため各種検査を

施行した結果、CTで総胆管壁の肥厚を認めたために、精査加療目的に当科紹介となった。自覚症状はなく他覚所見にも

乏しかったものの、血液検査にて肝胆道系酵素の上昇の他、血清IgG4 255 mg/dL (IgG4/IgG比 13.8%)と高値

であった。体外式エコー、EUS、CT、MRIでは、胆管壁の肥厚、肝内胆管に及ぶ胆管の口径不整、拡張を認めた。IgG4

関連硬化性胆管炎を疑い、ERCPを施行した結果、上記所見の他、胆管壁の生検による病理組織学的検討で、形質

細胞を主体とした高度の炎症細胞浸潤を認めた。さらに免疫組織学的検討でIgG4/IgG陽性細胞比が約30%であった。

血液・画像検査では膵炎の所見は認めなかったことから、自己免疫性膵炎の合併のないIgG4関連硬化性胆管炎（胆

管像分類Type 2b）と診断してX月より経口プレドニゾロン(0.6mg/kg/日)で治療を開始した。治療開始2週間で、血

清IgG4は179 mg/dlと低下、肝胆道系酵素も低下傾向で、総胆管の壁肥厚も改善を認め、プレドニゾロンを漸減して

いる。IgG4関連硬化性胆管炎は60歳台に多いとされ、血清IgG4値の上昇、病変局所の線維化とIgG4陽性形質細

胞の著しい浸潤などを特徴とする原因不明の硬化性胆管炎であり、自己免疫性膵炎を高率に合併する。膵炎を認めない

IgG4関連硬化性胆管炎は胆管癌など他疾患との鑑別が難しく、診断に難渋することが多い。胆管像による分類では

Type 1が60%と多く、本症例のType 2bは8%前後と珍しいとされる。今回我々は、肝機能異常を契機に診断に至った、

高齢のType 2b, IgG4関連硬化性胆管炎の症例を経験したので報告する。

消研



一般演題（胆・膵2） 9:37～10:14

座長：水澤 健（新潟大学大学院医歯学総合研究科 消化器内科分野）

胆嚢癌との鑑別が困難であった異物肉芽腫の一例66

1諏訪赤十字病院 消化器内科、2諏訪赤十字病院 消化器外科
矢山 貴之1（ややま たかゆき）、小口 貴也1、丸山 康弘1、小松 通治1、太田 裕志1、武川 建二1、
三原 基弘2

【症例】72歳の男性で、多量の飲酒歴はあるが手術歴はなく、高血圧症以外には特記すべき既往もない方であった。X

年5月に高アミラーゼ血症の精査目的で施行した造影CT検査で肝S4に早期に濃染され、後期にwash outされる

17×17mm大の結節影を認め、肝細胞癌と診断した。また、胆嚢底部に不整な壁肥厚を認め胆嚢癌の併存も疑われ

た。更に胆嚢周囲リンパ節の腫大を認め、総胆管下部及び胆嚢内にも結石を認めた。超音波内視鏡検査では胆嚢底

部にRASを伴う壁肥厚を認め、胆嚢腺筋腫症を疑ったが、周囲に表面隆起型を伴う無茎型病変様に描出される部分も

認め、胆嚢癌の合併も否定できない所見であった。内視鏡的胆道結石除去術を施行した後、X年7月に当院外科にて

肝区域切除、胆嚢摘出術を施行したが、術中所見で胆嚢底部腫瘍と大網、十二指腸は強固に癒着しており、胆嚢癌

及びその十二指腸への浸潤が疑われたため十二指腸部分切除、肝外胆管切除、胆嚢周囲リンパ節郭清と胆道再建術

も合わせて施行した。病理組織診では肝結節については肝細胞癌に合致する所見であったが、胆嚢については胆嚢腺筋

腫症を認めたが腫瘍性病変は認めず、肝臓と胆嚢の癒着部に周囲との境界不明瞭な8×5mm大の腫瘤を認めた。同

腫瘤は中心に植物の種子を疑う異物を認め、炎症細胞浸潤と膿瘍を伴っており、異物肉芽腫と考えられた。また、腫瘤

内には十二指腸組織の混在を認めたが腫瘤と十二指腸との間には連続性は認めなかった。【考察】肉芽腫は感染性肉

芽腫と非感染性肉芽腫に大別され、前者では結核菌や真菌、寄生虫の感染などが知られている。後者は様々な原因物

質による異物反応によって起こり、術後の遺残物質による肉芽腫形成が多く報告されているが、本症例では腹部手術歴

もなく、植物の種子による肉芽腫と考えられた。胆嚢癌との鑑別が困難であった異物肉芽腫の症例を経験したため、文献

的な考察を含め報告する。

消専

胆嚢乳頭状過形成の1例67

1JA長野厚生連 南長野医療センター篠ノ井総合病院 消化器内科
柳澤 匠1（やなぎさわ たくみ）、安藤 皓一郎1、児玉 亮1、三枝 久能1、牛丸 博泰1

【症例】67歳、女性。肉眼的血尿精査のため施行された腹部造影CT検査で胆嚢壁肥厚を指摘され当科へ紹介された。

腹部超音波検査では胆嚢体部から頸部にびまん性に表面不整な5～7mmの壁肥厚を認めた。造影CT検査では胆嚢

頸部から底部にかけて造影効果を伴うびまん性の壁肥厚を認めた。MRI検査では胆嚢頸部、体部の壁肥厚は明らかでは

なく、底部壁肥厚を認め、T2強調画像ではこの部位にRASを疑う高信号領域を認めた。超音波内視鏡検査では境界エ

コーの伴わない胆嚢壁内側高エコー層のびまん性の肥厚を認めた。胆嚢体部では一部外側高エコー層の断裂を疑う所見

を認めた。MRCP、EUSで明らかな膵・胆管合流異常は認めなかった。以上の所見から漿膜下浸潤を伴う胆のう癌を疑い、

胆嚢摘出術、胆嚢床切除術を施行した。【病理結果】肉眼所見では胆嚢体部から底部にかけて一定の領域性をもった

低乳頭状の隆起を認め、組織所見では軽度異型胆管上皮が低乳頭状に増殖していた。病巣内には粘液産生の明瞭な

腸上皮化生部分が混在していた。乳頭状構造と周囲粘膜との明確なフロントの形成はなく、Papillary hyperplasia

with focal intestinal metaplasia and with focal cellular atypia, gallbladder cholecystectomyと診断し

た。【考察】胆嚢に乳頭状過形成を来す要因として胆石症、膵液胆管逆流現象などがある。本例は画像所見上、胆嚢

結石、膵・胆管合流異常、膵胆管高位合流は認めなかったが、既報では26％の正常膵・胆管合流を有する膵胆道疾

患患者に膵液胆管逆流現象がみられることが報告されており、潜在性膵液胆管逆流症と呼ばれている。本例のように画

像上膵胆管合流異常を認めず、胆嚢にびまん性の壁肥厚を認める症例では潜在膵液逆流現象を鑑別に挙げる必要が

ある。

消専



胆嚢十二指腸吻合術後に胆嚢癌を発症した1例68

1長野赤十字病院 消化器内科、2長野赤十字病院 病理部
西山 秀1（にしやま しげる）、伊藤 哲也1、原田 真衣子1、若林 俊一1、徳竹 康二郎1、
柴田 壮一郎1、柴田 景子1、丸山 雅史1、藤澤 亨1、森 宏光1、松田 至晃1、
和田 秀一1、里見 英俊2、伊藤 以知郎2

症例は75歳、男性。54歳時に胃潰瘍に対して幽門側胃切除歴があり、その際に胆管のトラブルがあり、胆嚢十二指腸

吻合術が行われた。73歳時に胆石・胆泥による胆嚢十二指腸瘻閉塞を来たし、急性胆管炎のため緊急搬送され、瘻孔

部にチューブステントを留置後に当科で外来フォローを継続していた。X年3月から食思不振が出現し、 7月中旬に自宅で

身動きがとれなくなっているところを発見され当科に再入院した。入院後に発熱、肝胆道系酵素上昇を認め、造影CTで胆

嚢内気腫の消失と肝内胆管拡張を伴っていたことから、ステント閉塞による急性胆管炎と診断した。また、胆嚢体部内腔

に造影効果を伴い内腔を占拠する腫瘤を認め、胆嚢底部側まで不整な壁肥厚が連続しており胆嚢癌が疑われた。これに

対し精査治療目的にERC＋胆嚢内視鏡検査＋ステント交換を行った。ERCで胆泥や小結石と思われる透亮像が胆嚢

管に認められたが、総胆管まで容易に造影された。胆嚢体部の腫瘤により体底部側は造影されなかった。胆嚢十二指腸

瘻孔部を8mm径バルーンで拡張し、細径内視鏡（GIF-XP290N）で胆嚢内を観察した。瘻孔近傍の底部側に大小

不同で密な絨毛様構造からなる隆起性病変を認め、同部位より狙撃生検を行った。病理組織学的所見では、乳頭状に

増殖する異型細胞の配列を認め、異型細胞の核は大型で配列に乱れを認め、高～中分化型腺癌と考えられた。臨床病

期T3N1M0 stageIIBと考え手術を検討したが、PSが3-4と不良でご本人の手術希望もなかったことから支持療法のみの

方針となった。本例は胆嚢十二指腸吻合術から20年の経過で胆嚢癌が発生した。胆嚢消化管瘻のような内胆汁瘻が

胆嚢癌発生との関連は明らかにされていないが、消化管内容物が胆嚢内に長期間逆流・うっ滞することで、慢性炎症によ

る粘膜障害から癌が発生すると推測されている。胆嚢十二指腸瘻形成後長期経過例は胆嚢癌発症を念頭に置いた経

過観察や、予防的胆嚢切除を検討する必要があると考えられた。胆嚢十二指腸吻合と胆嚢癌発生との関連について、文

献的考察を加えて報告する。

内

多発性貯留嚢胞を合併した自己免疫性膵炎の一例69

1長野中央病院 消化器内科
小島 英吾1（こじま えいご）、桑原 蓮1、杉本 州1、小林 哲之1、久場 弘子1、松村 真生子1

【はじめに】自己免疫性膵炎は，炎症による膵壊死や膵液うっ滞の関与が少ないと考えられ，以前は嚢胞を伴わないこと

がその特徴の一つに挙げられていた．最近では嚢胞を伴う症例の報告も増えてはきたが，その原因については判然としない．

今回われわれは，典型的な自己免疫性膵炎に多発性嚢胞を合併し，ERPにて膵管との交通を証明することによって貯

留嚢胞と診断しえた症例を経験したため報告する．【症例】53歳，男性．主訴は黄疸．2018年某日，周囲から黄疸

を指摘された．約10日後には，全身掻痒感と腹部の違和感を自覚したため当院に受診した．入院時血液検査所見で

は著明な肝機能障害，黄疸を呈していた．また，後日判明したIgG4も1410mg/dlと高値を示していた．腹部造影

CT検査では膵臓のびまん性ソーセージ様腫大を認め，遅延相にて実質の比較的均一な濃染を呈していた．また，実質

内には類円形の嚢胞が多数散在していた．ERPにおいて膵管はびまん性の狭細像を呈していた．膵体部にて一部実質

内に造影剤の貯留を認め，直後に施行したCT検査にて同部は嚢胞の一部であることが確認された．すなわち嚢胞は主

膵管と交通があることが示された．以上の諸検査より，膵のびまん性腫大，膵管の不整狭細像，高IgG4血症を認めた

ため自己免疫性膵炎と診断した．多発性嚢胞は，膵実質の炎症により分枝膵管が圧迫，閉塞されることによって生じた

貯留嚢胞と考えた．治療としてプレドニゾロン40mg/日，2週間の経口投与を行い，以後1週間ごとに5mg/日ずつ

徐々に減量を行った上，10mg/日で維持療法を行っている．投与開始から半年後のCTでは膵腫大の改善とともに，ほ

とんどの嚢胞の消失を認めた．【結語】典型的な自己免疫性膵炎に多発性貯留嚢胞を合併したが，ステロイド治療にて

膵炎，嚢胞所見共に軽快した症例を経験した．自己免疫性膵炎に合併する嚢胞を検討する上で貴重であると考え報

告する．

内



遺伝性血管神経性浮腫が原因と考えられた急性膵炎の1例70

1山梨大学 第一内科
今川 直人1（いまがわ なおひと）、廣瀬 純穂1、深澤 光晴1、高野 伸一1、進藤 浩子1、高橋 英1、
深澤 佳満1、川上 智1、早川 宏1、倉富 夏彦1、佐藤 公1、榎本 信幸1

症例は50歳台男性、当院皮膚科で遺伝性血管神経性浮腫（HAE）と診断されていた。7年前、重症急性膵炎（CT

grade 2、予後因子 2点）に対して当科で入院加療を行ったが原因は不明であった。今回、上腹部痛を主訴に救急受

診し、血液検査でAmylase 651U/L、Lipase 1502 U/Lと膵酵素の上昇を認めた。CT検査では十二指腸下行部か

ら水平部にかけ著明な浮腫性壁肥厚と周囲の脂肪織混濁を認め炎症は腎前傍腔まで達していたが、膵臓には炎症所見

は認めず、HAEによる高度十二指腸炎及び高アミラーゼ血症と診断した。保存的治療に加え、早期にC1インヒビター20

万単位の投与を行ったところ、翌日には腹痛や膵酵素は著明に改善し、3病日目のCT検査では十二指腸壁肥厚や周囲

の炎症も著明に改善していた。HAEは補体第1成分阻害因子であるC1インヒビターの遺伝子異常により顔面や喉頭、消

化管、四肢に突然の浮腫を繰り返す稀な疾患である。C1インヒビターの投与により浮腫は著明に改善する。7年前に原因

不明とされた重症膵炎のCT画像では、膵臓から広がる炎症に加えて、十二指腸下行部から水平脚にかけて高度の浮腫

性壁肥厚や炎症波及をきたしており、HAEによる高度十二指腸炎の膵臓への炎症波及や乳頭部の浮腫により2次的に

急性膵炎が発症したものと推察された。当時は原因を同定できなかったため保存的に加療したが、膵体部に仮性嚢胞を

合併し膵炎の治癒に時間を要した。今回と同様にC1インヒビターを迅速に投与していれば、膵炎の重症化や仮性嚢胞形

成を回避し短期間での治癒が得られた可能性がある。HAEでは十二指腸炎の報告は散見されるが、本症例のような急性

膵炎を合併した報告は認めない。迅速な診断・治療が重要と考えられ、文献的考察を加えて報告する。

消



一般演題（膵） 10:14～10:51

座長：三枝 久能（ JA長野厚生連 南長野医療センター 篠ノ井総合病院 消化器内科）

Hemosuccus pancreaticusを呈した脾動脈瘤に対し緊急TAEを行った一例71

1新潟市民病院
木村 究1（きむら きわむ）、大崎 暁彦1、若林 拓哉1、水戸 將貴1、弥久保 俊太1、渡邉 雄介1、
佐藤 宗広1、田覚 健一1、相場 恒男1、古川 浩一1、和栗 暢生1

【症例】72歳男性。X-4年から繰り返す下血があり、前医でCT、上部消化管内視鏡、下部消化管内視鏡を施行された

が、明らかな出血源は指摘されず経過観察されていた。X年、吐血を主訴に前医を受診。上部消化管内視鏡では明らか

な異常なく、Dynamic CTでは膵尾部の嚢胞内のCT値上昇を認めた。膵嚢胞と脾動脈分枝が隣接しており、膵酵素も

上昇していることから、同部位からの出血が疑われた。当科を紹介受診し、精査入院となった。腹部血管造影、血管造影

CT（脾動脈で造影）では、膵嚢胞や周囲の血管に明らかな異常は指摘できず、検査のみで終了した。カプセル内視鏡

でも異常所見を認めず、退院としたが、2日後に大量の下血にて当院へ救急搬送された。搬送直後に撮影した

Dynamic CTでは膵嚢胞内に出血を疑う点状の濃染像を認めた 。脾動脈瘤からの膵嚢胞内出血による

Hemosuccus pancreaticusの可能性が高いと判断し、緊急経カテーテル動脈塞栓術（TAE）を施行した（金属コ

イル、NBCA: n butyl-2-cyanoacrylate使用）。血流遮断に成功し、以後、外来で経過観察としているが、症状再

発なく、膵嚢胞は縮小消退傾向である。

【考察】Hemosuccus pancreaticusは脾動脈瘤、膵嚢胞、膵管内乳頭粘液性腫瘍、膵癌などに起因する、膵管を

経由したVater乳頭からの出血であり、消化管出血としては稀な疾患である。診断は時に困難であり、Vater乳頭からの

出血を確認できた際には確定診断となるが、確認できた症例は約半数程度との報告もあり、Dynamic CTや腹部血管

造影が診断の補助となり得る。治療には従来、外科的な膵部分切除や血管切除‐再吻合などが行われていたが、近年

ではTAEを行う症例の報告も増加している。本症例は、Dynamic CTで膵嚢胞内の点状濃染像を指摘し得たことが診

断の決め手となったが、出血時以外では血管造影CTですら責任血管の同定は困難であった。出血時にタイミングよく画像

検査を行うことが重要であった教訓的症例であり、若干の文献的考察を加え、報告する。

消専

EUS-FNAで診断し得た乳癌膵転移の1例72

1長岡赤十字病院 消化器内科、2長岡赤十字病院 乳腺外科、3長岡赤十字病院 病理診断科
石井 壮一1（いしい そういち）、河久 順志1、吉川 成一1、北條 雄暉1、小林 隆昌1、小林 陽子1、
小林 雄司1、三浦 努1、竹内 学1、島影 尚弘2、薄田 浩幸3

症例は40歳代の女性。10年前、右乳癌、鎖骨上リンパ節転移と診断、術前化学療法、手術及び術後化学放射線療

法施行。7年前、局所再発リンパ節転移再発、以降化学療法を継続、病勢はコントロールされていた。乳腺外科定期受

診時、血液検査でAST 627、ALT 517、ALP 1065、γGTP 276と肝胆道系酵素上昇を認め、精査加療目的に当

科紹介となった。腫瘍マーカーは、CEA 4.6、CA19-9 14.2、CA15-3 6.5と正常範囲内であった。原因検索目的に施

行した膵Dynamic CTでは、膵頭部背側に40 mm大、膵体部に30 mm大の腫瘤性病変を認めた。境界は不明瞭で

あり、遅延性に造影され、正常実質よりわずかに造影不良であった。膵内胆管は閉塞し、末梢胆管の軽度拡張を認めた。

MRIでは、膵頭部、膵体部腫瘤は、T1WI低信号を呈し、DWIで拡散低下しており、膵内胆管の閉塞と末梢胆管の軽

度拡張、主膵管の閉塞を認めたが、尾側膵管拡張を認めなかった。EUSでは、境界明瞭な低エコー腫瘤として描出され、

組織学的検索目的にEUS-FNA施行した。病理診断は、低分化型腺癌であり、免疫組織学的検索ではCK7 (+)、

CK20 (-)、GCDFP15 (一部+)、GATA2 (+)を呈し、乳癌膵転移と診断した。経過中、T-Bil 3.6、D-Bil 2.5と閉

塞性黄疸を発症。ERCP施行し、下部胆管に狭窄を認めたため、ENBD留置した。肝胆道系酵素が改善傾向にあること

を確認し、メタリックステントに交換、退院となった。乳癌は全身病と考えられ、多くの臓器へ転移することが知られており、膵

転移の報告も散見されるが、胆管炎、閉塞性黄疸の原因となることは稀である。画像所見からは、通常型膵管癌との鑑

別が困難であったが、EUS-FNAで確定診断し得たため、報告する。

消研



特異な形態を呈したITPN手術後腹腔内再発の1例73

1社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 消化器病センター、
2社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 外科センター
雄山 澄華1（おやま すみか）、藤元 瞳1、松本 航1、西条 勇哉1、岡村 卓磨1、新倉 則和1、
五十嵐 亨1、薄田 誠一1、西田 保則2、高 賢樹2、清澤 研道1

【はじめに】膵管内管状乳頭腫瘍Intraductal tubulopapillary neoplasm(ITPN)は2010年のWHO分類で新しく

定義された腫瘍である。ITPNは膵外分泌腫瘍の1％以下と稀な疾患であるため、再発を含めた臨床像の全貌は明らかに

なっていない。今回ITPNの膵管内再発に対して残膵全摘出術後に腹腔内再発をきたした1例を経験したので報告する。

【症例】60代男性。X-4年8月、通常型膵頭部癌の診断で膵頭十二指腸切除術を施行され、ITPN with

associated invasive carcinoma；pT1pN0cM0 stageΙAと診断された。術後補助化学療法が行われていたが、

X-2年1月に、急性膵炎発症を契機としてITPNの膵管内再発を指摘され、残膵全摘出術が施行された。その後、再度

補助化学療法が行われたが、X年5月に胆管空腸吻合部近傍の腹腔内にφ30ｍｍ大の腫瘤を指摘され、EUS-FNAに

てITPNの腹腔内再発と診断された。再度の手術加療は希望されず、現在化学療法を継続している。【考察】ITPNは、

通常型膵癌と比較し予後良好とされているが、本例では膵全摘出後29ヶ月で腹腔内再発を来した。2度の手術における

術中操作の関与も否定はできないが、再発の特異な形態も含めて、ITPNの悪性度を考える上で興味深い症例と考え報

告する。

消

早期膵癌のCT所見に関する検討74

1山梨大学医学部第一内科
吉村 大1（よしむら だい）、深澤 光晴1、高野 伸一1、進藤 浩子1、高橋 英1、廣瀬 純穂1、
川上 智1、深澤 佳満1、早川 宏1、倉富 夏彦1、佐藤 公1、榎本 信幸1

目的：膵癌は予後不良な疾患であるが、早期診断例（Stage 0/IA）の予後は良好であることが報告されている。今回、

早期膵癌に特徴的なCT所見を明らかにすることを目的とした。方法：当院で膵癌Stage 0/IAと診断した18例

（Stage 0：3例、Stage IA：15例（T1a：3例、T1b：4例、T1c：8例））を対象とし、早期膵癌例のCT所見

について検討した。 結果：患者背景は、年齢中央値72歳(60-77)、男性11例(61%)、血清学的所見はLipase 8

例(44%)、Elastase-1 7例(39%)、HbA1c 11例(61%)で異常値を示した。部位は頭部 10例(56%)、体部7例

(39%)、尾部1例(6%)であった。Dynamic CTを施行した16例のうち、膵癌の典型所見である動脈相で低吸収かつ平

衡相で濃染する腫瘤（CT陽性）を示したのは6例（38%）であり、動脈相のみ陽性2例（13%）、平衡相のみ陽性

2例（13%）、いずれも陰性6例（38%）であった。T因子別のCT陽性率はT0 0%、T1a 0%、T1b 75%、T1c

38%であった。腫瘤以外の副所見の陽性率は、尾側膵管拡張15例（83%）、限局性脂肪化8例（44%）、膵嚢

胞合併7例（39%）（貯留嚢胞3例、異所性IPMN4例）であった。結論：早期膵癌のうちdynamic CT動脈相で

低吸収かつ平衡相で濃染する腫瘤は4割以下であり、腫瘤として認識できない症例も多い。腫瘤を認めない症例において

も、尾側膵管拡張、限局性脂肪化などの副所見が拾い上げに有用な可能性がある。

消



FOLFIRINOX療法により3癌共に縮小が得られ、盲腸癌、膵癌については切除可能と
なった肺腺癌を含めた同時性3重複癌の1例75

1諏訪赤十字病院 腫瘍内科、2諏訪赤十字病院 外科、3諏訪赤十字病院 病理診断科
足助 洵1（あすけ じゅん）、進士 明宏1、代田 智樹2、菅谷 慎祐2、中村 智次3、渡辺 正秀3、
梶川 昌二2

【緒言】家族性腫瘍を除いても、近年、高齢化や画像診断の進歩により同時性重複癌も散見されるが、3重複以上の報

告は多くなく、治療にまで言及されたものは少ない。今回、がん薬物療法により肺腺癌、結腸癌、膵癌の同時性3重複癌

ともに奏効した症例につき報告する。【症例】60代男性。腹痛、排便困難、体重減少を主訴に近医を受診し、当院紹介

となった。胸腹部造影CTを施行し膵体尾部、盲腸、右肺上葉S2に腫瘍を認めた。膵体尾部の腫瘍はCT像から原発病

変と判断した。盲腸病変はColonoscopy像で、同部位発生を示唆する所見であり、生検により腺癌と確認した。右肺病

変は気管支鏡下生検で肺腺癌と病理診断し、三重複がんと判断した。臨床病期は、それぞれ膵癌T4N0M1 stage4b、

盲腸癌cT4aN3M0 stage3b、肺腺癌cT1bN0M0 stage1A2と診断した。多職種によるキャンサーボードにて治療方

針を検討し、膵癌が最も予後に影響すると考え、FOLFIRINOX療法を行うこととした。2コース治療後、CTで3癌ともに縮

小が得られ、まず膵癌および盲腸癌について、手術による摘出を行った。手術標本での検討でも共に原発病変であり、膵

癌はpT3N0M1 stage4、盲腸癌はpT3N0M0 stage2の診断であった。後日肺病変の摘出も検討していたが、体調回

復が不十分のため、FOLFININOX２コース、FOLFOX1コースを行った。肺がんは縮小を維持し、切除した２癌は無再発

であったが、ＰＳ低下が著しく、治療を一旦終了とした。 【考察】 当院の手術材料を用いた中村らの検討では、母集団

2211件のうち同時性3重複癌以上は22件であった。 重複癌をキーワードに医中誌で検索したところ、３重複以上の癌の

報告例は114件であり、うち同時性重複癌が71件であった。同時性3重複以上の癌にがん薬物療法を実施し、手術に

至った症例は8件であった。8件の重複癌の内訳は、3重複癌が5件、4重複癌が2件、6重複癌が1件であった。同時性3

重複癌以上の癌であっても可能なら治療を行う意義があると考えられた。

消研

腫瘍内出血による急性腹症で発症しEUS-FNAで術前診断し得たparaganglioma
の1例

76

1長岡中央綜合病院 消化器病センター 内科、2長岡中央綜合病院 消化器病センター 外科
前田 悠一郎1（まえだ ゆういちろう）、岡 宏充1、後藤 諒1、小川 光平1、本田 穰1、佐藤 明人1、
小林 由夏1、佐藤 祐一1、富所 隆1、吉川 明1、河内 保之2

【症例】39歳 女性【既往歴】特記事項なし。【現病歴】20XX年6/3、近医でCT Colonoscopyを受け、同日の夜中

から急に腹痛が出現。翌日には食欲低下と嘔気も出現し、6/5に当科受診した。【身体所見】血圧：128/79ｍｍHg、

脈拍：67回/分、体温：37.6℃、心窩部から右季肋部に軽度圧痛あり。【経過】造影CTで膵頭部背側に被膜様部分

を有する34mm大の境界明瞭な嚢胞性腫瘤を認め、出血を伴う後腹膜腫瘍、後腹膜血腫が疑われた。間欠的な腹痛

が続くため、同日入院した。ダイナミックCTでは、内部は高吸収で造影効果は認めず、被膜様部分は遅延性に造影された。

MRIでは、内部はT1WI、T2WIとも高信号で脂肪の含有はなく出血と考えられ、被膜様部分はT1WI、T2WIともに低

信号、DWIで軽度高信号を呈した。EUSでは、腫瘤は膵や大血管との連続性は認めず、被膜様部分は5mm大の厚さ

を有し、ソナゾイドで遅延性に造影効果を認めた。また、症状出現前に施行されていた前医CTを確認すると、後腹膜に腫

瘤は確認されるも内部の嚢胞変化は認めなかった。以上より、腫瘍内出血を来し腹痛症状を発症したと考えられたが、質

的診断は困難であった。確定診断のため、6/19にEUS-FNAを施行した。下行脚から22G針で4回穿刺した。免疫染色

で、Chromogranin A及びSynaptophysinが陽性、AE-1/AE-3、c-kitは陰性であり、paragangliomaと診断され

た。血中および尿中カテコラミンの上昇は認めず、131I-MIGBシンチグラフィーで腫瘍部への集積ははっきりとしなかった。

7/19 腫瘍摘出術を施行し、術後は腹痛も消失し、経過良好である。【結語】Paragangliomaは後腹膜腫瘍の中で

比較的稀な疾患であり、急性腹症での発症例やEUS-FNAで術前診断された報告は少なく、貴重な症例と思われ若干

の文献的考察も含め報告する。

消専



一般演題（小腸1） 10:51～11:16

座長：大工原 誠一（まつもと医療センター 消化器内科）

血栓溶解療法が有効であった上腸間膜動脈血栓症の一例77

1長岡中央綜合病院 消化器病センター 内科
五十嵐 崇徳1（いがらし たかのり）、岡 宏充1、前田 悠一郎1、後藤 諒1、小川 光平1、本田 穰1、
佐藤 明人1、小林 由夏1、佐藤 祐一1、富所 隆1、吉川 明1

【症例】 76歳男性 【主訴】 下血 【現病歴】 施設入所中、20XX/9/1夜より腹痛・下血・嘔吐あり。9/2午後に近

医受診、腹部CTで上腸間膜血栓症と診断され、当院へ転院搬送された。 【既往歴】 高血圧、脳出血、症候性てんか

ん 【身体・検査所見】 自発痛は無かったが、臍周囲に圧痛を認めた。血液ガスではアシドーシスは無く、バイタルは血圧

106/65mmHg、心拍数104拍/分・不整、体温37.7℃、SpO2 96％（室内気）であった。【画像所見】 造影CTで

中結腸・右結腸動脈分岐後の上腸間膜動脈に欠損を認めた。しかし、血栓の末梢側まで造影剤が流れることを確認した。

腸に浮腫状の壁肥厚を広範囲に認めた。 【治療・経過】 外科と協議し、明らかな腸管壊死を認めないことから、血管内

治療を先行の方針とした。上腸間膜動脈造影で回結腸動脈分岐部近傍に血栓を確認し、CT同様末梢側への造影剤

の流入を確認できた。血栓を越えた位置よりウロキナーゼ24万単位を注入し、血栓が縮小したことを確認し、カテーテルを

上腸間膜動脈起始部で固定し終了した。終了後、ウロキナーゼ24万単位/日で持続投与開始した。9/4に再度上腸間

膜動脈造影を行い、血栓がほぼ消失したことを確認した。9/5より食事再開し、エドキサバンの内服を開始した。9/9の造

影CTでは、上腸間膜動脈の欠損は一部残存を認めたが、腸管は良好に造影され、浮腫も消失した。その後も経過良好

で、9/12に退院となった。 【考察】上腸間膜動脈血栓症は、腸管壊死に陥った場合は緊急手術になり、大量の腸管切

除が必要となることが多い。しかし本症例のように、腸管壊死が明らかでない場合は、血管内治療も考慮される。

消研

ショックバイタルで搬送された非閉塞性腸管虚血（NOMI）の一例78

1長岡中央綜合病院 消化器内科、2長岡中央綜合病院 消化器外科
川崎 謙哉1（かわさき けんや）、小川 光平1、前田 悠一郎1、後藤 諒1、岡 宏充1、本田 穣1、
佐藤 明人1、小林 由夏1、佐藤 祐一1、富所 隆1、長櫓 宏規2、須藤 翔2、長谷川 潤2、
河内 保之2

【症例】77歳, 男性【現病歴】20XX年3月某日、前日からの呼吸困難で当院へ救急搬送された。【経過】搬送時現症

は意識レベルJCS II-10、心拍数62 /分、 血圧58/44 mmHg、体温33.6 ℃、動脈血酸素飽和度84% (リザー

バーマスク10L/min)、 呼吸数 40回/分とショックバイタルであった。腹部は平坦軟で明らかな圧痛は認めなかった。造影

CTで右側腸管主体に腸管壁の造影不良を伴い、総肝動脈・脾動脈の狭小化および腹腔動脈起始部の狭窄を認めた。

また上腸間膜動脈末梢の描出不良はあったが明らかな塞栓は認めなかった。以上より非閉塞性腸管虚血(non-

occlusive mesenteric ischemia：NOMI）と診断した。当院外科と協議の上、ショックバイタルであり手術治療はリス

クが高いと判断され、まずは非手術治療（血管拡張薬の動注療法）の方針となり上腸間膜動脈よりパパべリン塩酸塩お

よびプロスタグランジンの持続動注療法を開始した。その後、昇圧剤投与などにより血行動態が安定したため、外科と再度

相談の上、手術治療の方針とした（動注療法開始約12時間後）。しかしすでに小腸・大腸ともに血流が不良で小腸の

一部は全層壊死を来しており穿孔寸前の状態であった。広範な腸管切除となってしまい手術は不可能と判断した。そして

閉腹4時間後に永眠した。【考察】NOMIは腸管虚血症の中で、本邦では15～27%と報告され、致死率も56～79%と

高く、予後不良な疾患である。これは疾患自体の重篤性に加えて、特徴的な症状に乏しいことなどによる診断の困難性と

治療開始の遅れによるところが大きい。今回、我々はショックを呈する重症型NOMIの一例を経験した。本症例が、今後の

症例蓄積による適切な診断・治療アルゴリズムの検討・再評価において、非常に示唆に富むと考え報告する。

消研



ポリドカノール局注療法にてコントロールし得た小腸多発血管腫の１例79

1新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 臨床研修医、2新潟県厚生農業協同組合
連合会 長岡中央綜合病院 消化器病センター内科
堀 亜州1（ほり あしゅう）、本田 穣2、前田 悠一郎2、後藤 諒2、小川 光平2、岡 宏充2、
佐藤 明人2、小林 由夏2、佐藤 祐一2、富所 隆2、吉川 明2

【背景】近年、小腸の出血性病変に対する内視鏡治療の有用性は広く認識されている。しかしながら比較的稀な疾患だ

が小腸多発性血管腫からの出血はコントロールに難渋し、外科的切除となる症例も多い。ここでは内視鏡的なポリドカノー

ル局注療法が有用であった1例について報告する。【症例】50歳代、男性。【主訴】立ちくらみ、黒色便。【現病歴】X-2年

より鉄欠乏性貧血を指摘されていた。X年1月13日貧血症状、黒色便にて当院に受診。RBC 238万/μl、Hb 6.1

g/dl、Ht 19.1 %と高度の貧血を認め消化管出血と考えられたが、上下部消化管内視鏡検査では異常を指摘されな

かった。腹部dynamic CTで空腸に造影早期の強い造影効果と周囲の低濃度腫瘤を伴う病変が多発し、小腸多発血

管腫が疑われた為、小腸バルーン内視鏡検査(以下BAE)を施行。Treitz靭帯より約50cmの部位から肛門側にかけ最

大でφ20mm大までの青色SMT様隆起が多発。隆起の頂部には発赤と絨毛腫大を認め、出血を伴うものも確認された。

内視鏡像からも小腸多発血管腫と診断。貧血の責任病変と判断し、血管腫に対するポリドカノール局注療法を施行。

BAE下に小腸用25G局注針を用いてφ15～20mm大の４病変に対し、1%ポリドカノールを1病変につき2～3mlずつ

注入。穿刺部位からの出血は先端フードを用いて圧迫止血した。貧血の改善が乏しかったことより、同年2月14日小腸カ

プセル内視鏡検査を施行。活動性出血はないものの、血管腫病変が複数箇所に残存する為、同年3月28日に追加治

療を行なった。Treitz靭帯より約60cmの空腸に初回治療後の瘢痕を認め、治療効果は良好と判断。さらに深部へ挿入

し、Treitz靭帯より約1mに認めた2病変に対して前回同様に追加局注を施行。以降、貧血は改善し経過良好である。

【考察】小腸血管腫に対するポリドカノール局注療法は手技的に簡便であり、病変径に応じた局注量のコントロールも容易

であることから、特に病変が多発する症例に対し有用と思われる。

消研

黒色便を契機に発見された小腸muco-submucosal elongated polypの1例80

1相澤病院 消化器内科、2相澤病院 外科
岡村 卓磨1（おかむら たくま）、雄山 澄華1、松本 航1、西条 勇哉1、藤元 瞳1、新倉 則和1、五十嵐
亨1、薄田 誠一1、三島 修治2、清澤 研道1

症例は70歳代女性．既往に脳梗塞があり，抗凝固薬を内服している．今回，黒色便を主訴に当院を受診した．血

液検査でHb 8.9 g/dlと貧血を認めたため，上部消化管出血疑いで緊急上部消化管内視鏡検査を施行したが，明ら

かな出血源は認めなかった．その後，腹部造影CT，下部消化管内視鏡検査を施行したが，異常所見は認めなかった．

外来で経過観察していたが黒色便が続いたため，小腸検索目的に経口的ダブルバルーン小腸内視鏡検査を施行したと

ころ，空腸上部に長径150mm程度の可動性のある細長い有茎性ポリープを認めた．ポリープ表面の粘膜不整は乏しく，

ポリープ上にはびらんが散在していた．びらん部より生検を施行したが，腫瘍性変化は認めなかった．同病変が出血源と

考えられたため，小腸部分切除術が施行された．術中所見では，トライツ靭帯より約50cmの部位に可動性のある腫瘤

を認めた．切除標本の肉眼所見は，長さ125×15mmの有茎性ポリープで，粘膜の不整は認めなかった．病理組織

学的所見では，病変は正常粘膜と萎縮粘膜に覆われ，粘膜下層はリンパ管や血管の増生を伴う線維性の結合組織で

占められており，小腸muco-submucosal elongated polyp(MSEP)と診断した．術後，黒色便や貧血は改善して

いる．MSEPは大腸病変が知られているが，小腸にも存在することが報告されている．本症例のように出血などの症状を

有する小腸MSEPに対しては，診断および治療目的に積極的な切除が望まれる．

内



一般演題（小腸2） 11:16～11:47

座長：細田 健司（山梨県立中央病院 消化器内科）

原発不明癌として精査され, 発見された小腸癌の一例81

1糸魚川総合病院
川村 晨1（かわむら しん）、重田 浩平1、中田 直克1、渕野 真代1、月城 孝志1、康山 俊学1、
樋口 清博1

【症例】67歳男性【現病歴】近医を痛風発作のために受診したところ, たまたま貧血が認められ, 上・下部内視鏡検査が

施行されたが明らかな異常所見は認められなかった。腹部エコーとCTで肝臓に占拠性病変を認めたためX日に当院に紹

介受診された。X+5日に全身造影CT施行したところ, 多発肝SOL、肺小結節、頸部・傍大動脈リンパ節腫大が認めら

れた。画像より多発転移巣と判断されたが, 原発巣は明らかでなかった。肝生検では検体不良で, PET-CT施行した所,

小腸腫瘍が疑われたため富山大学付属病院にて小腸バルーン内視鏡で小腸癌と診断された。【既往歴】特記事項なし

【アレルギー】なし【家族歴】なし【嗜好歴】飲酒なし、喫煙20本/日【入院時身体所見】PS0, 血圧 144/89mmHg,

心拍数 93回/分, SpO2 98%, 体温 36度, 貧血なし, 黄疸なし, 正常肺胞呼吸音, 心音整, 過剰心音なし, 腹部

平坦・軟, 腸蠕動音正常, 圧痛なし, 肝叩打痛なし【血液検査】WBC 6300/μl, Hb 10.2g/dl, PLT 21.3万/μl,

Alb 3.8 g/dl, BUN 11.8 mg/dl, Cre 0.98 mg/dl, CEA 5.4ng/ml, AFP 8.0ng/ml, CA19-9 958.1U/ml

【PET-CT】十二指腸, 肝臓, 肺小結節, 頸部・腋窩・傍大動脈リンパ節に集積を認めた。【小腸バルーン内視鏡】トライ

ツ靱帯超えて, 20cm程度に3型腫瘍を認め狭窄と易出血性を伴っていた。病理ではadenocarcinomaが認められた。

【経過】X+100日に化学療法施行目的で入院となりXELOXを導入した。第二病日に食欲低下Grade2, 末梢神経障

害Grade1を認めたが他に重篤な有害事象認めずX+109日に退院となった。現在は外来でXELOX療法を継続中であ

る。【まとめ】今回、我々は原発不明癌として精査され発見された小腸癌の1例を経験したため文献的考察を踏まえ発表

する。

消研

クローン病に合併した多発小腸癌の一例82

1長野市民病院 消化器内科、2長野市民病院 外科、3長野市民病院 病理診断科
鎌倉 雅人1（かまくら まさと）、近藤 翔平1、齊藤 博美1、中村 晃1、北畠 央之1、國本 英雄1、
関 亜矢子1、櫻井 晋介1、越知 泰英1、原 悦雄1、関野 康2、草間 由紀子3

症例は70代男性。40代(X-31年)で他院にて小腸型クローン病と診断され、5-ASA製剤を主体とする治療を受けていた。

60代になり小腸に多発潰瘍が出現しX-11年よりバルーン拡張術を施行された。X-9年からはインフリキシマブを併用され

たが狭窄の増悪によるイレウスを繰り返すようになったため、X-7年に手術目的に前医に紹介された。同医で回腸部分切除

術を施行されたところ、狭窄部に漿膜まで浸潤する腫瘤を認め、更に小腸間膜やダグラス窩に播種性結節が多発していた。

病理所見で高分化型腺癌と判明し、原発性小腸癌腹膜播種と診断された。また、腫瘍の口側には上皮内癌相当の異

型腺管の増生も認められた。術後経過は良好で、同年化学療法目的に当科へと紹介された。大腸癌に準じた化学療法

を行ったが耐用困難のため中止し、その後は他院で少量化学療法を継続された。PRが維持されていたがX-4年にオキサリ

プラチンによるアレルギーが出現したため前医での治療も中止され、以後はCTによる定期経過観察を行った。増大所見なく

経過したが、X年に腹痛と嘔吐が出現して当科を受診し、小腸イレウスと診断されて入院した。経口的にイレウス管を留置

したが狭窄部で停留したため、経口的に小腸内視鏡を施行した。空腸にクローン病による狭窄を認めバルーン拡張術を

行った上で肛門側へと挿入したところ、回腸部分切除術後吻合部に腫瘤による狭窄を認め小腸癌の異時性多発と診断

した。CTでは経時的変化を認めずPET-CTでは術後吻合部のみに異常集積を認めた。更に経肛門的にも小腸内視鏡を

施行したところ、腫瘤による狭窄に到達しその肛門側に点墨を行った。当院外科で小腸部分切除術を施行したところ、吻

合部に腫瘤による狭窄を認め、一方点墨はその肛門側に位置し、そこにも腫瘤による狭窄が存在し、併せて切除した。病

理所見では、吻合部口側に50×30mmの潰瘍浸潤型腫瘤、吻合部に30×25mmの平坦な隆起型腫瘤、吻合部肛

門側に120×30mmのびまん浸潤型腫瘤の3病変を認め、いずれも漿膜下層に浸潤する高分化～低分化型腺癌だった。

クローン病に合併する小腸癌は稀であり、文献的考察を加えて報告する。

消専



消化器症状が先行した成人発症ＩｇＡ血管炎の１例83

1新潟県立新発田病院 内科、2新潟県立新発田病院 皮膚科、
3新潟県立新発田病院 病理診断科
渡邊 浩太朗1（わたなべ こうたろう）、佐藤 聡史1、高木 将之1、中野 応央樹1、井上 良介1、
影向 一美1、小飯塚 仁彦1、川合 弘一1、夏井 正明1、渡邉 雅史1、塚田 芳久1、
三井田 博2、若木 邦彦3

症例は２０歳代女性。Ｘ－１０日より上気道症状を認め、近医で内服加療を行っていた。Ｘ－２日より腹痛を自覚。

Ｘ－１日近医を受診し、急性胃腸炎の診断で制吐剤を処方された。その後腹痛の増強、嘔吐を認め、Ｘ日朝当院救

急外来を受診した。鎮痛剤の点滴で症状は軽快し帰宅したが、腹痛の再増悪を認めたため同日夜間救急外来を再診し

た。その際両下腿に紫斑を指摘され、腹部骨盤造影ＣＴで十二指腸下行脚、水平脚に浮腫状壁肥厚を認めたため入

院となった。第２病日上部消化管内視鏡検査（ＥＧＤ）を施行し、上十二指腸角から水平脚にかけ全周性に不整形

潰瘍、出血性びらん、浮腫を認めた。第５病日皮膚科を受診し下腿より皮膚生検を施行。Ｌｅｕｋｏｃｙｔｏｃｌ

ａｓｔｉｃ ｖａｓｃｕｌｉｔｉｓ、血管壁にＩｇＡの沈着を認め、ＩｇＡ血管炎と診断した。同日よりＰｒｅｄ

ｎｉｓｏｌｏｎｅ（ＰＳＬ）３０ｍｇ内服を開始したところ、腹痛、紫斑は速やかに消失した。第１２病日ＣＴで

は十二指腸の壁肥厚は消失し、ＥＧＤでは出血性びらん、浮腫の改善が見られ、潰瘍底も浅くなっていた。第１３病日

より３日間、第１３因子製剤の補充を行い、第１９病日ＰＳＬ２５ｍｇに減量した時点で退院となった。ＩｇＡ血

管炎はＩｇＡ免疫複合体の沈着による全身性の細小血管炎であり、皮膚症状、消化器症状、関節症状、腎症状など

多彩な症状を呈する。成人発症は全体の５％と稀であり、また消化器症状が皮膚症状に先行して出現する頻度は１０

～２０％であるため、成人の消化器症状先行例では診断に難渋する場合もある。消化管穿孔、腸重積など重症例の報

告もあるため、消化器症状を呈する本疾患では早期治療介入が重要と考えられた。今回消化器症状が先行した成人発

症ＩｇＡ血管炎を経験したため若干の文献的考察を加え報告する。

消研

当初クローン病の初期病変を疑った家族性地中海熱の1例84

1山梨県立中央病院 消化器内科、2山梨県立中央病院 総合診療科
茂原 克行1（しげはら かつゆき）、角田 翔太郎1、小嶋 裕一郎1、天野 博之1、三浦 優子1、
芦澤 浩1、中込 圭子1、大山 広1、細田 健司1、鈴木 洋司1、望月 仁1、三河 貴裕2、
小俣 政男1

症例: 17歳,男性. 主訴: 心窩部痛. 既往歴: もやもや病, 右鼡径ヘルニア術後. 家族歴: 特記事項無し. 現病歴: X

年2月心窩部痛のため当院紹介. 上部消化管内視鏡検査にて胃および十二指腸にびらんが多発し, 十二指腸からの生

検では非特異的炎症像の所見であった. 大腸鏡検査では, 特記所見は認められなかった. その後同年10月急性虫垂炎

が疑われたが, CTにて特記所見は認められなかった. X年12月再度心窩部痛.胸痛あり, 近医を受診し, X+1年1月当

科に再度紹介となった. 1年間に2回程度38度程度の発熱あり, その際に腹痛が出現していた.  X年12月の血液検査で

はWBC 7400/cmm, CRP 0.17 mg/dlと炎症所見は認められなかった. 初回の上部消化管内視鏡検査で胃十二指

腸にアフタが多発していたことから, クローン病を疑い小腸の検索を行った. カプセル内視鏡検査では, 空腸および回腸に1-

3mmのアフタの散在を認められた. 経肛門ダブルバルーン内視鏡検査では.特記所見は認められなかった. 経口ダブルバ

ルーン内視鏡検査ではびらんを散見した. クローン病の初期病変の可能性を考え, メサラジン3000mg/日にて経過観察

していた. その後発熱, 腹痛, 関節痛があることから家族性地中海熱（FMF）を疑い, 当院総合診療科紹介. 信州大

学でMEFV遺伝子解析を行い, exon1, 2, 3, 5, 10のexon1 E148Q, exon 10 M694Iのヘテロ結合体であった. 

M6941はFMVの診断に有用とされており, FMFと診断した. 現在コルヒチン1mg/日の内服で経過観察中である.

以上, 当初クローン病を疑ったが最終的にFMFと診断した症例を経験したので, 文献的考察を加えて報告する. 

謝辞: MEFV遺伝子解析にご協力頂きました信州大学 脳神経内科･リウマチ･膠原病内科, 矢崎正英先生, 中村昭則

先生に深謝致します.

消研



上部消化管３D内視鏡の使用経験85

1下越病院
山川 良一1（やまかわ りょういち）、原田 学1、河内 邦裕1、入月 聡1、岩田 真弥1

【目的】オリンパス社により新しく開発された上部消化管３D内視鏡(GIF-Y0080)を借用し使用する機会を得たので、そ

の有用性と問題点を検討する。

【方法】2019年5月14日から1か月間に上部消化管３D内視鏡を用いて早期胃癌5症例に対して胃粘膜下層剥離術

(ESD)を施行した。この時に撮影した392枚の静止画像について２D画像と３D画像を比較した。また、病変観察と処

置における観察性能と操作性能について検討した。

【結果】当然のことではあるが、３D画像は２D画像では得ることのできない高さの情報を得ることが出来て有用であった。

特にそれは処置の場面で強く感じられた。

３D画像では左眼用と右眼用の画像が必要であり、２つの対物光学系を有しているために洗浄すべきレンズ面積が2倍

になる。このためにレンズ面の洗浄にはやや時間を要した。

今回借用した３D内視鏡は現在の上部消化管2チャンネル処置用内視鏡を基に作成されているため、径が太くてルーチ

ンの上部消化管内視鏡検査には不向きであった。また、反転操作時には通常の内視鏡に比較して難しい処置に困難を

感じる場合があった。しかし、見下ろしでの処置には極めて有用であった。

【考察】３D内視鏡は距離の情報が得られるために処置の際に有用であった。特に、見下ろしでの処置においてその有用

性が強く感じられた。しかし、径が太いことから反転操作での処置に困難を感じる場合があった。また、洗浄すべきレンズ面

積が2倍になるためにその洗浄に時間を要した。

内
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第42回 日本消化器病学会甲信越支部教育講演会

プログラム

教育講演１（肝） 15：10～16：10 座長：前川 伸哉 先生

慢性肝疾患の自然史を俯瞰した治療と病態モニタリング

武蔵野赤十字病院 消化器科部長

黒崎 雅之 先生

山梨大学大学院総合研究部医学域臨床医学系（内科学1）講師

教育講演2（胆・膵） 16：10～17：10 座長：深澤 光晴 先生

肝門部胆管狭窄の診断と治療

名古屋大学大学院 腫瘍外科学 教授

梛野 正人 先生

山梨大学医学部附属病院 第一内科 講師

教育講演3（胃） 17：10～18：10 座長：佐藤 公 先生

胃癌に対する外科治療の最近の動向と今後の展望

山梨大学大学院総合研究部医学臨床医学系 外科学講座第一教室 教授

市川 大輔 先生

山梨大学大学院医学工学総合研究部臨床医学系 病院教授



慢性肝疾患の自然史を俯瞰した治療と病態モニタリング

武蔵野赤十字病院 消化器科部長

黒崎 雅之 先生

慢性肝疾患の予後を規定する最も重要な病態は、肝線維化の進行である。肝硬変の成因に関する全国

調査によるとB型肝硬変の占める割合は10％台でほぼ変わりなく、C型肝硬変の割合は1998年の

65.0％から2018年には49.2%に減少し、近年は非ウイルス性肝硬変の比率が増加しており、肝がんの

成因も同様の傾向である。非ウイルス性肝硬変・肝がんの早期診断が重要な課題であり、血清マーカー

M2BPGiあるいはFIB-4による高リスク症例の囲い込みと、エラストグラフィによる非侵襲的な肝線維化診断

が重要である。B型肝炎は核酸アナログ治療によりウイルス増殖の制御が容易となったが、肝線維化進行

例やウイルス抗原高値例からは依然として肝癌が発症するため、日常診療で発がんリスクを意識するための

簡便な指標が必要である。C型肝炎の治療は、2014年にインターフェロン・フリー（DAA）治療薬が登場

し、その後さまざまなレジメンにより治療選択肢が広がり、代償性肝硬変まではウイルス排除が容易となった。

これまで極めて難治であったDAA治療不成功例に対する再治療も、薬剤耐性に基づき最適治療法を選

択することで、克服されつつある。非代償性肝硬変に対する抗ウイルス治療薬も使用可能となり、その成績

の集積が待たれるところである。ウイルス排除により肝線維化が改善するエビデンスは確立しているが、個々

の症例における改善程度には大きな個人差があり、また肝硬変を背景とした門脈圧亢進症は、必ずしも可

逆性ではない。その見極めが臨床的に重要となる。C型肝炎ウイルス排除後の発がんリスク因子については、

様々な精力的研究がなされている。肝硬度をエラストグラフィですることで、肝線維化を経時的にモニタリング

することは極めて有用な病態把握方法であり、代用指標としてのM2BPGiの有用性も確立した。ウイルス排

除のもう一つの側面は肝機能の改善である。近年の進行肝癌に対する薬物療法の進歩は著しく、一次治

療薬としてソラフェニブ、レンバチニブの2剤、一次治療薬で病勢進行した後の二次治療薬としてレゴラフェニ

ブ、ラムシルマブが使用可能となり、肝がん治療の選択肢は多岐にわたるようになったが、いずれの薬剤も

Child-Pugh Aが良い適応である。肝がんの治療においては、薬物療法を導入するまでいかに肝機能を良

好に維持するかが問われている。肝機能の鋭敏な評価法であるALBI gradeは、肝動脈塞栓療法から薬

物療法への切り替え、あるいは薬物療法中の肝機能のわずかな変動を定量化して評価するリアルタイム・モ

ニタリングに有用である。肝疾患ではサルコペニアが高率に合併し、予後を規定することも明らかとなった。こ

のように慢性肝疾患においては、原因疾患に対する治療、高リスク症例の囲い込み、個々の症例に適した

薬剤選択と、肝病態のリアルタイム・モニタリングを行うことで、長期間にわたる自然史を俯瞰した治療と病態

モニタリングが必要と考える。



名古屋大学大学院 腫瘍外科学 教授

梛野 正人 先生

肝門部胆管狭窄の診断と治療

肝門部胆管狭窄の原因のほぼ9割以上は胆管癌によると推定されるが、IgG4関連胆管炎などの良性疾

患が原因となっている場合もある。本講演では、肝門部胆管狭窄における良・悪の鑑別をどのように進める

かについて、自験例をもとに解説する。

1) 肝門部胆管狭窄では黄疸を伴うことが多いので、適切な胆道ドレナージを行うことが診断と治療の第

一歩となる。ドレナージ前に撮ったMDCTから癌が疑われる場合は、ENBDを選択する。EBSは明ら

かに切除不能と診断できる場合にのみ用いる。PTBDは腹膜・胸膜播種、瘻孔再発などを起こす

riskがあるので、原則としてENBDが不可能な場合にのみ行う。

2) ENBDでドレナージを行う際に、可能であれば経乳頭的に狭窄部を含めた胆道生検を行う。表層拡

大進展を伴うことが多い乳頭型腫瘍では、肝内から膵内胆管までの数か所を生検（mapping

biopsy）する。組織診断の手助けとして、ENBDから排出する胆汁を用いて細胞診を行う。胆汁

細胞診は複数回行うことが望ましいが、我々の検討では陽性率は5-6回でplateuとなる。

3) 生検や細胞診で癌の確証が得られない場合、特に黄疸を伴っているような症例で肝機能・全身状

態に問題がなければ、癌として手術することを勧めている。2001年～2016年の16年間に当科で肝

門部胆管癌の術前診断で切除術を施行した707例のうち、術後の病理検査で良性と診断された

症例は22例、3.1%であった。22例全例に肝葉切除以上の手術を行ったが在院死亡は無かった。

1例が脳梗塞、もう1例が腎不全で他病死したが、残る20例は元気に生存中である(5年生存率

94%、10年生存率85%)。経過観察中に残肝の肝内胆管狭窄を来した症例は1例も無く、QOL

も良好であった。

4) 胆管断端にcarcinoma in situ (CIS)が残存しても、その長期予後は断端陰性の症例と変わらな

いとする報告がいくつかある。しかし、リンパ節転移、膵浸潤、重要脈管への浸潤など強い予後不良

因子が無い症例では、残存したCISが10年前後で浸潤癌となって再発してくることが多い。強い予

後不良因子が無い症例には、HPDも含め確実に胆管断端を陰性にする手術を行うべきである。

5) 安易に切除不能と診断して、メタリックステント（SEMS）を挿入すべきではない。SEMS留置後は、

癌 の 進 展 範 囲 の 再 評 価 は 極 め て 難 し く な る 。 さ ら に 、 SEMS 留 置 例 に 対 す る salvage

hepatectomyは肝十二指腸間膜の炎症のため非常に難度の高い手術となる。SEMSを留置する

前に、専門施設の外科医と相談することが望ましい。



胃癌に対する外科治療の最近の動向と今後の展望

山梨大学大学院総合研究部医学臨床医学系 外科学講座第一教室 教授

市川 大輔 先生

胃癌に対する治療の第一選択は外科的切除である。周術期管理の向上や手術デバイスの開発を背

景に、これまで積極的な拡大手術が行われてきた。近年、Evidence Based Medicine(EBM)の考えが

定着し、胃癌外科治療に関しても多くの臨床試験が行われたが、広範囲リンパ節郭清などの拡大手術の

意義がことごとく否定されている。一方で、新たな診断法の開発や検診の普及により、早期胃癌の割合が

増加し、治療成績のみならず患者のQOLも考慮した治療戦略が立てられるようになり、機能温存手術や

低侵襲手術が盛んに行われるようになった。

腹腔鏡下胃切除術が本邦で最初に報告され四半世紀が経ち、本年、多施設共同臨床試験による早

期胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術の開腹手術に対する非劣性結果が報告された。進行胃癌に対して

も数年後に結果が発表される予定であるが、National Clinical Database(NCD)によるリアルワールド

の治療成績では、腹腔鏡胃切除術における膵関連合併症が開腹胃切除に比較して有意に高率である

ことが報告されている。手術後の合併症に関しては、入院日数や医療コストなど、術後早期の成績を悪化

させるだけでなく、癌に対する長期予後への影響も報告されている。昨年より、ロボット支援手術が胃癌に

対しても保険適用となり、これら術後合併症の低下に加えて、これまで以上に精緻な手術も期待されてい

る。

一方で、抗癌剤や分子標的薬剤に加えて新たな免疫療法剤も開発され、これら薬物療法や周術期の

栄養サポートも含めた更なる胃癌患者の治療成績の向上が期待されている。胃癌外科治療における薬

物療法では、術後補助化学療法がEBMとして実臨床で施行されているが、更に進行した病期の癌に対

する多剤併用の強力な術後補助化学療法の有用性も報告された。これらの結果から、今後は、切除可

能胃癌に対して低侵襲に合併症無く手術を施行し、術後速やかに補助化学療法を導入することの重要

性が更に増すものと思われる。

近年、高度リンパ節転移を伴う進行胃癌に対する術前化学療法を用いた新たな治療戦略や、切除不

能高度進行胃癌の薬物療法著効例に対するConversion Surgeryの良好な治療成績も報告されて

おり、今後は、どのような症例に対して、これら積極的な外科切除を含む集学的治療を行うべきかの見極

めも重要となるであろう。また、胃癌患者の高齢化に伴うハイリスク手術症例の増加もあり、内視鏡治療

（ESD）後の僅かなリンパ節転移リスクを有する症例に対して個々に手術適応を検討する機会も増える

ものと思われる。

本教育講演では、これら胃癌治療における近年の外科治療に関するEBMをレビューし、更なる治療成績

の向上についての最近の知見について報告する。
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専門医セミナーでは、アンケートアナライザー（先着100名）を用いて、会場の先生方も
含めて討論いたします。

司会 井上 泰輔 先生 山梨大学医学部 第一内科

症例提示 村岡 優 先生 山梨大学医学部 第一内科
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高田 ひとみ 先生 市立甲府病院 消化器内科

専門医セミナー1 11月3日（日） 10：10～11：10



専門医セミナーでは、アンケートアナライザー（先着100名）を用いて、会場の先生方も含めて討論いた
します。
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渡邉 貴之 先生 信州大学医学部 消化器内科
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