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見逃しゼ ロへ

日本の内視鏡医の英知を集めた

内視鏡AIを開発することで、

世界の内視鏡医療に貢献し、

一人でも多くの患者を救いたいと考えております。

株式会社AIメディカルサービスは

現役の内視鏡指導医である多田智裕が

立ち上げた、内視鏡検査において

医師の診断を支援する

「内視鏡AI」を開発する

医療機器メーカーです。

内視鏡AIで、がんの

第167回日本消化器内視鏡学会東北支部例会 会長

（公立大学法人福島県立医科大学附属病院 内視鏡診療部　部長/准教授）

引地 拓人 先生
2日目の午後にAIM共催のエキスパートセミナーが開催されます。このセミナーでは、 
小池智幸先生のご司会の元、内視鏡AIの開発者である多田智裕先生、そして熊谷洋一
先生から興味深いご講演があります。現在AIMで開発した内視鏡AIは、胃癌の鑑別
診断を行うものです。内視鏡AIは内視鏡医の仲間であり、AIを使いこなすことで胃
癌診断の向上につながると期待しています。また、今後の展開として、拾い上げのAI、
境界診断・深達度診断のAIへと夢は膨らみます。

※AIMの共同研究には複数の東北の施設様にご参画いただいており、福島県立医科大学様もその中の1施設です。

株式会社A Iメディカルサービス



第212回日本消化器病学会東北支部例会
会長　丸橋　繁
　　　  （福島県立医科大学 肝胆膵・移植外科学講座　主任教授）
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　　　  （福島県立医科大学附属病院 内視鏡診療部　部長・准教授）

日時　令和 4 年 2 月 4 日（金）～ 2 月 5 日（土）

会場　フォレスト仙台　2 階
　　　　 〒981-0933 宮城県仙台市青葉区柏木1-2-45　　電話：022-271-9340

第 1 会場　第 1 フォレストホール
第 2 会場　第 2 フォレストホール
第 3 会場　第 5・6 会議室
第 4 会場　第 7 会議室
機器展示　2 階ホワイエ
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ご挨拶

　このたび，第212回日本消化器病学会東北支部例会および第167回日本消化器内視鏡学会東北支部例会を，
2022年 2 月 4 日（金）と 5 日（土）の 2 日間にわたり，仙台市で合同開催させていただくことを大変光栄に
存じます．
　両学会の東北支部例会を合同で開催するのは，本例会で 4 回目になります．しかし，福島県主催としては
初めての合同開催であったため，分からない点が多く，過去の岩手県や秋田県の合同支部例会を参考にさせ
ていたただきました．また，日本消化器病学会東北支部長の正宗淳先生ならびに日本消化器内視鏡学会東北
支部長の飯島克則先生をはじめとする評議員の先生方から多大なるご指導をいただき，この場をお借りして
お礼申し上げます．
　本例会の担当が決まった時点では新型コロナウイルスの感染拡大は予期できておりませんでしたが，日本
国内でも感染が爆発したことから，本例会の準備には大変苦慮いたしました．その上で，本例会を無事開催
できますことに事務局一同，胸をなでおろしています．
　本例会のプログラムは，コロナ禍の前から温めていたものを継続したため，かなり盛りだくさんとなりま
した．特別講演は，土岐祐一郎先生（大阪大学大学院医学系研究科　外科学講座消化器外科学）から「食道
癌治療の新展開」，斎藤豊先生（国立がん研究センター中央病院　内視鏡センター／内視鏡科）から「大腸
内視鏡スクリーニングと精密診断の現状と将来～人工知能（AI）の最新の知見も含めて～」のご講演をいた
だきます．そのほか，教育講演，エキスパートセミナー，合同シンポジウム，合同ビデオシンポジウム，合
同パネルディスカッション，合同ワークショップ，ランチョンセミナー，イブニングセミナー，女性医師の
会および第21回専門医セミナーが開催されます．また，恒例となりました若手の優秀演題セッションである

「目指せ！消化器病専門医」「目指せ！消化器内視鏡専門医」のほか，多数の一般演題もいただきました．合
計で297題のご演題数をいただき，プログラム作成には嬉しい悲鳴となりました．
　2022年に入り急遽オミクロン株感染が再拡大し，開催まで 1 ヶ月を切った今でも先が見通せませんが，な
んとかこのまま収まってほしいと祈るばかりです．そして，皆様と久しぶりに消化器病学および消化器内視
鏡学に関して現地で熱い討論をできる機会となるよう願っています．
　福島県が担当する初めての合同支部例会であることから，不慣れな点，行き届かない点，数々のトラブル
があるかもしれませんが，本例会の成功にむけて主催者一同誠意を尽くしてご準備をさせていただきました．
2 日間，なにとぞ宜しくお願い申し上げます．

第212回日本消化器病学会東北支部例会
会長　丸橋　　繁

（福島県立医科大学 　　　　　　　　
肝胆膵・移植外科学講座　主任教授）

第167回日本消化器内視鏡学会東北支部例会
会長　引地　拓人

（福島県立医科大学附属病院 　
内視鏡診療部　部長／准教授）
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参加者へのご案内
1．参加者へのご案内

　本合同支部例会は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡散状況を踏まえ、ハイブリッド形式（現
地＋LIVE配信）にて、開催いたします。
　現地での開催につきましては、会場（フォレスト仙台）の利用ガイドラインでの対策を厳守し、本会と
して下記の感染対策を実施いたします。ご参加を予定されている参加者・司会・座長・審査員・発表者・
協賛企業の皆様におかれましては、様々な対策をご確認いただきますとともに、安全・安心な学会の開催
成功に向け、感染防止のためのお願い事項について、ご協力をいただけますようお願い申し上げます。

«ご来場の前に»
　来場前はご自身で検温など体調の異常がないか確認し、事前参加登録された方はホームページより「健
康状態申告書」をダウンロードのうえ予めご記入いただき、来場日毎に入口にてご提出をお願いします。
以下の場合はご来場をお控えください。
　　・37.5度以上の発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、呼吸困難がある場合
　　・新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者であることが判明した場合
　新型コロナウイルス感染症対策のため、以下の項目にご協力をお願いいたします。
　　・会場内ではマスクを必ず着用してください。
　　・施設入口での検温実施にご協力ください。
　　・施設入口や各会場入り口では、消毒液を設置いたしておりますので必ずご利用ください。
　　・ 座長席・演台にも消毒液を設置いたします。マイク、マウス、レーザーポインターご利用の前後に

は必ず手指の消毒をしてください。
　　・三密回避のため講演会場内での配置は間隔をあけております。立見はご遠慮ください。

　お手持ちのスマートフォン等に「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」のインストールを
お願いいたします。
　App StoreまたはGoogle Playで「接触確認アプリ」で検索してインストールしてください。

　・「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」
 iPhone ／ iPadをご利用の方 Androidをご利用の方
 App Store Google Play

 

○厚労省ｳｪﾌﾞｻｲﾄ○iPhone ○Android

接触確認アプリＱＲコード３種
（ｉＰｈｏｎｅ、Ａｎｄｒｏｉｄ、厚労省サイト）

 

○厚労省ｳｪﾌﾞｻｲﾄ○iPhone ○Android

接触確認アプリＱＲコード３種
（ｉＰｈｏｎｅ、Ａｎｄｒｏｉｄ、厚労省サイト）

 

«ご来場の当日»
　マスクは常時着用してください。こまめな手洗い、各所に設置した手指消毒の利用をお願いします。
　来場時、総合受付にてサーモグラフィーによる検温を実施しますので、参加者、共催セミナー・企業展
示等、関係者の方はご協力をお願いします。なお、運営スタッフも全員実施いたします。37.5度以上の発
熱を確認した際は、再度測定とご相談の上、入場をお断りする場合がありますのでご了承ください。
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２．参加方法
　現地参加、またはオンライン参加（LIVE視聴）

※ LIVE配信閲覧方法： 第212回日本消化器病学会 東北支部例会・第167回日本消化器内視鏡学会 東北支
部例会 ホームページの「LIVE配信はこちら」からご視聴ください。閲覧には、参加登録を行った際の
IDとPWが必要です。

3．参加登録
　参加費：3,000円（※両学会への参加が可能です。）
　　　　※ただし、研修医・医学部学生・メディカルスタッフは無料です。

　本支部例会では、感染対策の観点から、現地での参加登録は行いません。
　参加ご希望の方は参加方法（現地参加・LIVE視聴）を問わず、ホームページより参加登録を行ってく
ださい。
　※オンライン参加登録費のお支払いは、クレジットカードのみとなります。
　※ 参加証には両学会の出席番号が記載されています。オンライン登録時の入力間違いにご注意ください。

«現地ご参加の場合»
　・ご来場いただく前にオンラインでの参加登録をお願いいたします。
　・「参加証」と「健康状態申告書」をご自身でプリントアウトいただき、当日ご持参ください。
　・「健康状態申告書」は予めご記入いただき、来場日毎に入り口にてご提出をお願いいたします。
　・ 総合受付にてネームカードホルダーをご用意しておりますので、「参加証」をネームカードホルダー

に入れ、学会参加時は常にご着用いただきますようお願いいたします。
　・会員の方は、プログラム・抄録集を忘れずにご持参ください。

«オンラインご参加の場合»
　・ 参加登録時のID/PWにて、LIVE配信をご視聴ください。

4．プログラム・抄録集
　日本消化器病学会 東北支部会員、および日本消化器内視鏡学会 東北支部会員の方には、事前にプログ
ラム・抄録集をお送りさせていただいております。
　非会員の方でプログラム・抄録集のご購入希望の場合は、総合案内にて2,000円で販売いたします。

総合案内
場所：フォレスト仙台　 2 階　ホワイエ
日時： 2 月 4 日（金）　9：00 ～ 18：25
　　　 2 月 5 日（土）　9：00 ～ 17：05

　※ プログラム・抄録集は、参加登録時のID ／パスワードにてプログラム・抄録集PDFのダウンロード
が可能です。

5．クローク
会場内の特設クロークをご利用いただけます。

場所：フォレスト仙台　 2 階　第10会議室
日時： 2 月 4 日（金）　9：00 ～ 18：30
　　　 2 月 5 日（土）　9：00 ～ 17：20
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※貴重品、傘のお預かりは出来かねますのであらかじめご了承ください。

6．共催セミナー
　エキスパートセミナー、ランチョンセミナー、イブニングセミナーは、整理券制ではありません。
　※ 講演会場にて先着順でご入場いただけます。なお、ランチョンセミナー・イブニングセミナーでは、

昼食・軽食をご用意しておりますが、数に限りがございますので予めご了承ください。

7．日本消化器病学会専門医更新単位登録について
«本支部例会出席に伴う専門医更新単位（ 5 単位）»
　日本消化器病学会ホームページ（http://www.jsge.or.jp）上にあるパーソナルページの「学術集会参加
登録」より、参加証明書に記載されている15桁の出席番号を入力し、WEB登録を行ってください。

«専門医セミナー出席に伴う専門医更新単位（ 3 単位）»
　現地でご参加された方にはセミナー会場にて参加証を配布します。オンラインにて参加＊された方には
参加証を後日郵送いたします。専門医セミナー参加証に記載されている15桁の出席番号を入力し、WEB 
登録を行ってください。
　＊「参加証」の発行は、視聴時間30分以上とさせていただきます。

8．日本消化器内視鏡学会学会活動（出席）登録について
　参加証明書に記載されている15桁の出席番号を日本消化器内視鏡学会ホームページ（http://www.jges.
net）にある会員ページ内でご登録ください。

9．企業展示会
場所：フォレスト仙台　 2 階　ホワイエ
日時： 2 月 4 日（金）　9：00 ～ 18：25
　　　 2 月 5 日（土）　9：00 ～ 17：05

10．オンライン開催参加にあたっての禁止事項
　本講演の内容を無断で複写・複製・編集・録画・録音・転用（本講演のスクリーンショット・写真撮
影・ダウンロード・他のサイトへのアップロードを含む）するなど、著作権、肖像権の侵害、および不当
な権利侵害を行わないでください。
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司会・座長・審査員・発表者へのご案内
●司会・座長・審査員の皆様へ

・司会/座長は、セッション開始10分前までに会場内最前列の次座長席へご着席ください。
・司会/座長は、開始の合図が入り次第登壇し、セッションを開始してください。
・ 一般演題の発表者以外の方は、専用の受付をご用意しております。当日は総合受付へお越しください。
・ 講演時間は後述の通りです。短時間に多くの演題発表がありますので、スムーズな進行をお願いいたし

ます。
・ 新型コロナウイルス感染症対策として、アルコール消毒液をご用意しております。ご登壇時とご降壇時

の手指の消毒にご協力をお願いします。

●発表者の皆様へ
・発表者は、司会/座長指示のもと講演を行ってください。
・発表者は、講演開始15分前までに会場内最前列の次演者席へご着席ください。
・ 講演データの投影は、オペレーターが講演者の登壇時に行います。発表者は、演台上のモニターで確認

しながらマウスを操作し、発表してください（演台上にPCはありません）。
・ 新型コロナウイルス感染症対策として、アルコール消毒液をご用意しております。ご登壇時とご降壇時

の手指の消毒にご協力をお願いします。

　１）発表時間について
シンポジウム 8 分：発表 6 分＋質疑 2 分
ビデオシンポジウム 8 分：発表 6 分＋質疑 2 分、特別発言 3 分
パネルディスカッション 7 分：発表 5 分＋質疑 2 分、総括発言15分
ワークショップ 7 分：発表 5 分＋質疑 2 分
女性医師の会 ８分：発表６分＋質疑 2 分
特別企画 7 分：発表 5 分＋質疑 2 分
プレナリーセッション 7 分：発表 5 分＋質疑 2 分
一般演題 6 分：発表 4 分＋質疑 2 分

※発表時間の厳守をお願いいたします。
※発表時は緑ランプ、終了 1 分前は黄色ランプ、終了時に赤ランプが点灯いたします。

　２）機材・受付について
«機材»
　発表形式は、PCを使用したプレゼンテーションに限ります。
«受付»
・ 事前にご発表データを提出いただいていますが、現地PC受付にてデータの確認をお願いいたします。
・現地ご発表の場合は、音声なしパワーポイントでのご発表をお願いいたします。

日程 受付時間 場所
2 月 4 日（金） 9：00 ～ 17：00 フォレスト仙台　2 階

第 8 会議室2 月 5 日（土） 9：00 ～ 16：00

※ 1 日目（2/4）各会場、最初のセッション 2 番目までの発表者につきましては、直接会場内OP卓（演
台横）にご発表データをご持参ください。

※発表者は、講演時間30分前までにPC受付にて動作確認を行ってください。
※PC受付では、データの修正は出来ませんので予めご了承ください。
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　3）講演データの作成について
・発表は、すべてPCによるプレゼンテーション（スクリーンは 1 面）です。
・ 演台上のモニターはスクリーンと同じスライドが表示されます。
・ スライドのサイズはワイド画面（16 : 9 ）を推奨しますが、標準（ 4 : 3 ）で作成いただいても投影

可能です。

※ 感染防止対策上および出張許可等の状況が急変する可能性があることから、すべての方に事前提出を
お願いしております。ご協力の程よろしくお願いいたします。

＜講演データの持参（Windowsのみ）の場合＞
①本会では、以下のOS、アプリケーション、動画ファイルに対応しています。
　OS Windows 10 以降
　アプリケーション PowerPoint 2010 以降
　動画ファイル  Windows Media Playerで再生可能なデータ
　※ Macintosh版 PowerPointでの作成は、映像に支障をきたす可能性がありますので、ご遠慮くだ

さい。
　※Keynoteは使用出来ません。
② 画面レイアウトのバランス異常や文字化けを防ぐために、「MS・MSP明朝」、「MS・MSPゴシック」、
「TimesNewRoman」、「Century」などのOS標準フォントをご使用ください。

③本会でお持込み可能なメディアは、USBフラッシュメモリーまたは、CD-Rのみです。
　※メディアには、当日講演に使用されるデータ以外は、保存しないようにしてください。
④ プレゼンテーションに他のデータ（静止画・動画・グラフ等）をリンクされている場合は、必ず元

のデータも保存し、データを作成されたPCとは別のPCで事前に動作確認をお願いします。
⑤ファイル名には、演題番号・講演者名を以下の例の様に入力してください。
　※O-001仙台太郎のファイル名→O-001仙台太郎.pptx
⑥ 会場のシステムへのウィルス感染を防ぐため、必ずウィルス定義データを最新のものに更新した状

態のセキュリティーソフトで、事前にメディアのウイルスチェックを行ってください。
⑦ 講演データは、PC受付にて会場内のPCに一旦保存しますが、学会終了後責任を持って消去いたし

ます。

　4）質疑
・現地参加の質問者は、予め会場内の質問用マイクの近くでお待ちください。
・リモート参加の質問者は、ZOOMのQ&A機能から質問をお送りください。
・質問者は、司会/座長の指示に従ってください。

　5）特別企画、および プレナリーセッション発表者の皆様へ
・ 優秀賞の発表を 1 日目（2/4）イブニングセミナー終了後の表彰式で行いますので、ご参加いただき

ますようお願いいたします。
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口頭発表時における
利益相反（COI）状態開示のお願い

　演題発表時には、消化器病学会、消化器内視鏡学会ともに、利益相反（COI）状態の開示が必要となります。
　発表スライドの一番初めにCOI開示のスライドを挿入してください。
　詳細は、下記HPをご参照ください。

※日本消化器病学会（支部例会　利益相反） ※日本消化器内視鏡学会（COI）
　URL：https://www.jsge.or.jp/coi/shibu_coi 　URL：https://www.jges.net/medical/procedure/coi

［消化器病学会］
　本学会の利益相反に関する自己申告は、「医学系研究の利益相反に関する指針および運用細則」に則り行っ
てください。
　なお、指針および運用細則は、2019年 1 月 1 日に一部改訂となりました。
　演題をご登録いただくにあたり、その演題の内容に関連して利益相反が生じる場合には、登録画面内の
COI申告フォームにご入力いただき、ご申告いただきますようお願い申し上げます。

［消化器内視鏡学会］
　日本消化器内視鏡学会東北支部例会で講演・発表を行う場合、会員又は非会員の別を問わず発表者の全員

（発表者の全員の配偶者、一親等の親族又は生計を共にする者を含む。）利益相反について申告する必要があ
ります。
　抄録登録時の前の年から過去 3 年間を対象にCOI状態を『様式 1 　COI申告書』により、自己申告してく
ださい。
　※「COI申告書（様式 1 ）」提出先

2 月 3 日（木）までに運営事務局へE-mail添付 またはFAXにてご提出ください。
（E-mail提出の場合は、題名を「COI自己申告」とし、署名・捺印したものをPDFまたはjpegファイル
形式の添付でお送りください。）

＜提出先＞
第212回日本消化器病学会東北支部例会・第167回日本消化器内視鏡学会東北支部例会
運営事務局　演題登録担当
株式会社JTBコミュニケーションデザイン　事業共創部　コンベンション第二事業局内
E-mail: g212-e167-p@jtbcom.co.jp　　　FAX: 03-5657-0636

開示方法：下記様式に従い冒頭で開示すること

【具体例】

申告すべき COI 状態が「無」の場合

演演題題発発表表にに関関連連しし、、開開示示すすべべききCO I 関関係係ににああるる企企業業等等ととししてて
①①報報酬酬額額：： 例例：：ななしし ｏｏｒｒ あありり（（●●●●製製薬薬））
②②株株式式のの利利益益：： ななしし
③③特特許許使使用用料料：： ななしし
④④講講演演料料：： ななしし
⑤⑤原原稿稿料料：： ななしし
⑥⑥研研究究費費、、助助成成金金等等のの総総額額：： あありり（（●●●●製製薬薬））
⑦⑦奨奨学学（（奨奨励励））寄寄附附ななどど：： あありり（（●●●●製製薬薬））
⑧⑧企企業業等等がが提提供供すするる寄寄附附講講座座：： あありり（（●●●●製製薬薬））
⑨⑨旅旅費費、、贈贈答答品品ななどどのの受受領領：： ななしし

日日本本●●●●●●●●学学会会

ＣＣＯＯ ＩＩ 開開示示
発発表表者者名名（（全全員員記記載載））：： ○○○○ ○○○○、、 ○○○○ ○○○○、、・・・・・・（（◎◎発発表表責責任任者者））

※過過去去３３年年間間にに開開示示すすべべきき内内容容ががああるる項項目目をを記記載載

日日本本●●●●●●●●学学会会
ＣＣＯＯ ＩＩ 開開示示

発発表表者者名名（（全全員員記記載載））：： ○○○○ ○○○○、、 ○○○○ ○○○○、、・・・・・・（（◎◎発発表表責責任任者者））

演演題題発発表表にに関関連連しし、、開開示示すすべべききCO I 関関係係にに
ああるる 企企業業ななどどははあありりまませせんん。。

申告すべき COI 状態が「有」の場合
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交通のご案内

仙台駅

仙台市役所▼

勾当台公園

北四番丁

▼宮城県庁

▼県合同庁舎

広瀬通

定禅寺通り

国道 48号線

フォレスト仙台
アクセスマップ

広瀬通り

青葉通り

東
二
番
町
通
り

地
下
鉄
南
北
線

▼青葉区役所

堤通雨宮町 ▼青葉消防署
堤通雨宮町

北仙台

泉中央方面

富沢方面

Ｊ
Ｒ
仙
台
駅

フォレスト仙台

■仙台駅からフォレスト仙台までの交通機関
・地下鉄南北線「北四番丁駅」　（「北 2 」出口より徒歩約 7 分）
・JR仙台線「北仙台駅」　（出口より徒歩約10分）
・バス利用
　・仙台市営バスのりば　 9 番・13番・14番・17番・19番・27番（西口バスプール）
　・宮城交通バスのりば　 4 番（西口バスプール）
　　【降車停留所】　堤通雨宮町　（徒歩約 2 分）
・タクシー利用　（仙台駅より所要時間約10分）
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会場のご案内

フォレスト仙台　２階フロア

男子
トイレ

男子
トイレ

喫煙ルーム

リフレッシュルーム

EVEV

EV非常用
EV

女子
トイレ

女子
トイレ

多目的
トイレ

自販機

総合受付

企業展示

JEDブース

M

M

M

MM

M

演者座長

次座長席 次演者席
席
行
進

卓
Ａ
Ｐ

有

有

有

有

有 有

M

M M
M

M演者 座長討論席
次座長席次演者席

席
行
進

有
有 M有 有

有

有

M
有

M
有

M

M M

M

M

M

M

M

演者

座長

次座長席

次演者席
オペレーター席

進行席

討論席 有

有

有

有

有

有

有

有

ホワイトボードｘ2

M

M

M

MM
M

演者座長

次座長席 次演者席

席
行
進

有

有

有

有 有

有

ホワイトボードｘ3

第6会議室

第5会議室

第3会場

クローク

運営本部

第4会場

第1会場

第2会場

PC受付

(第5・6会議室)

(第10会議室)

(第2会議室)

(第7会議室)

(第1フォレストホール)

(第2フォレストホール)

(第8会議室)

⑪

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑫

① 東亜新薬株式会社
② オリンパスマーケティング株式会社
③ 一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構
④ 科研製薬株式会社
⑤ 株式会社アムコ
⑥ コヴィディエンジャパン株式会社
⑦ 株式会社大塚製薬工場
⑧ スターメディカル株式会社
⑨ 大倉工業株式会社
⑩ 富士フイルムメディカル株式会社
⑪ ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
⑫ JEDブース

企業展示
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JEDブースのご案内

第167回東北支部例会にご参加の皆様

　平素はJED Projectにご協力を賜り誠にありがとうございます。
　先生方のご尽力により、JEDにご参加頂くご施設も1,200施設を超え、JED対応延
期申請も含め、ご施設の意向確認ができたご施設は1,400施設に達しました。また、
JEDデータのご提出を開始頂いたご施設も350施設を超えており、今後も、すべて
の支部例会、総会においてJEDデータお預かり相談ブース設置を継続する事となり
ました。 2 月 4 日、 5 日に開催されます東北支部例会におきましても、下記日程に
てJEDデータお預かり相談ブースを設置させて頂きます。
　JEDデータのご提出はもちろんのこと、JED導入に関する、ご心配、疑問などに
ついて、ご対応できればと存じます。
　是非お立ち寄り下さい。

～第167回東北支部例会JEDデータ受領相談ブース～
設 置 日： 2 月 4 日（金）、 5 日（土）
設置時間：９時～セッション終了時間前後（未定）
設置場所：参加受付の近く

JEDプロジェクト委員長　田中　聖人

平素は に ご協力を賜り誠にありがとうございます。
先生方のご尽力により、 にご参加頂くご施設も 施設を
超え、 対応延期申請も含め、ご施設の意向確認ができたご施
設は 施設に達しました。また、 データのご提出を開始頂
いたご施設も 施設を超えており、今後も、すべての支部例会、
総会において データお預かり 相談ブース設置を継続する事と
なりました。 月 日、 日に開催されます東北支部例会におきま
しても、 下記日程にて データお預かり 相談ブースを設置させ
て頂きます。

データのご提出はもちろんのこと、 導入に関する、ご心配、
疑問などについて、ご対応できればと 存じます。
是非お立ち寄り下さい。

～第 回東北支部例会 データ受領 相談ブース～
設置日： 月 日（金）、 日（土）
設置時間：９時～セッション終了時間前後（未定）
設置場所：参加受付の近く

プロジェクト委員長
田中 聖人

ブースに関するお知らせ
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日　程　表

９:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

第１日目　2022年２月４日（金）

第１会場 第２会場
第１フォレストホール

9:20～10:50
特別企画 2
目指せ！消化器病専門医
－専攻医からの報告
司会：大沼　忍、阿部　和道
審査員：珍田　大輔、後藤　隆、大塚　幸喜、髙橋美香子

11：00～12：00
特別講演1
大腸内視鏡スクリーニングと精密診断の現状と将来
～人工知能（AI）の最新の知見も含めて～
司会：引地　拓人
講師：斎藤　豊

共催：富士フイルムメディカル株式会社

11：00～12：00
特別講演1（サテライト会場）

12：15～13：05
ランチョンセミナー1
腸内細菌からみた非アルコール性脂肪性肝疾患
機能性消化管障害に影響する体外・腸内環境
司会：大平　弘正
講師：高橋　敦史、福土　審

共催：ビオフェルミン製薬株式会社／大正製薬株式会社

12：15～13：05
ランチョンセミナー2
切除不能胃癌治療のアップデート
司会：河野　浩二
講師：高橋　信

共催：大鵬薬品工業株式会社

13：15～14：15
教育講演１
胆膵悪性腫瘍に対する腹腔鏡下・ロボット支援下手術
司会：海野　倫明
講師：永川　裕一

共催：コヴィディエンジャパン株式会社

14:25～16:25
第23回プレナリーセッション
目指せ！消化器内視鏡専門医
司会：飯島　克則、引地　拓人
審査員： 澤谷　学、辻　剛俊、鳥谷　洋右、三浦　晋、佐々木　悠、 

杉本　充

17：00～17：50
イブニングセミナー1
ESDの新たな展開
司会：八田　和久
講師：加藤　恒孝、根本　大樹

共催：カイゲンファーマ株式会社

17：55～18：25
特別企画・プレナリーセッション優秀演題発表

17：00～17：50
イブニングセミナー2
消化管内視鏡下外科手術の今昔～ENERGYデバイスへの期待～
司会：徳村　弘実
講師：髙津有紀子、藤本　博人

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

14:25～15:45
合同シンポジウム 1
消化器外科低侵襲手術の最前線
司会：亀井　尚、新田　浩幸

第２フォレストホール

9:20～10:50
合同ビデオシンポジウム 1
消化管内視鏡の診断・治療の最前線
～咽頭・食道・胃～
司会：藤嶋昌一郎、平澤　大
特別発言：小原　勝敏

9:10～9:20　開会式

13:15～14:15
女性医師の会セッション
医師の働き方改革について
司会：杉村美華子、櫻庭美耶子

15:55～16:19
座長：濱田　晃市、福田　翔［一般演題］

胃1

16:20～16:44
座長：添田　暢俊、名木野　匡［一般演題］

胃2
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９:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

第１日目　2022年２月４日（金）

第３会場 第４会場
第５・６会議室

9:20～10:50
特別企画 1
目指せ！消化器病専門医
－研修医からの報告
司会：元井　冬彦、吉村　徹郎
審査員：松橋　保、黒田　英克、遠藤　克哉、菅野有紀子

12：15～13：05
ランチョンセミナー3
消化器外科医からみた日本版敗血症診療ガイドライン
（J-SSCG2020）改定のポイント
司会：袴田　健一
講師：遠藤　格 共催：旭化成ファーマ株式会社

12：15～13：05
ランチョンセミナー4
GERDに対するテーラーメイド治療
司会：阿部　靖彦
講師：竹内　利寿

共催：アストラゼネカ株式会社

17：00～17：50
イブニングセミナー3
攻めの選択　
ERCP・EUSの新たなデバイス
司会：牧野　直彦
講師：奥薗　徹、柿﨑　泰明 共催：株式会社カネカメディックス

第７会議室

9:20～9:44
座長：遠藤　哲、石亀　輝英［一般演題］

膵臓1

13:15～13:39
座長：佐藤　雄亮、八木　周［一般演題］

食道1

13:15～13:45
座長：郡司　直彦、永塚　真［一般演題］

小腸1

13:46～14:10
座長：堀川　洋平、五十嵐　昌平［一般演題］

小腸2

14:15～14:45
座長：野村　栄樹、下平　陽介［一般演題］

大腸1

14:46～15:10
座長：田井　真弓、角田　洋一［一般演題］

大腸2

15:40～16:10
座長：今村　秀道、伊藤　美保［一般演題］

胆道1

15:11～15:35
座長：松下　弘雄、郷内　貴弘［一般演題］

大腸3

16:11～16:41
座長：津田　栄彦、春日井　聡［一般演題］

胆道2

9:45～10:09
座長：粂　潔、梅邑　晃［一般演題］

膵臓2

13:40～14:10
座長：佐藤　千晃、渡辺　晃［一般演題］

食道2

10:10～10:34
座長：岩尾　年康、虻江　誠［一般演題］

膵臓3

14:15～14:39
座長：小早川雅男、菅原　佳恵［一般演題］

胃3

15:10～15:34
座長：星川　恭子、林　学［一般演題］

肝臓1

14:40～15:04
座長：飯野　勢、荒川　典之［一般演題］

胃4

15:35～16:05
座長：佐々木公美子、柿坂　啓介［一般演題］

肝臓2

16:06～16:36
座長：奥本　和夫、津田　聡子［一般演題］

肝臓3

機器展示
2階ホワイエ

9:00～18:25
機器展示
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第２日目　2022年２月５日（土）

９:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

第１会場 第２会場
第１フォレストホール

9:20～10:50
合同ビデオシンポジウム 2
胆膵内視鏡の診断・治療の最前線
司会：鈴木　玲、菅野　良秀
特別発言：藤田　直孝

9:20～10:50
合同パネルディスカッション
消化器内科、消化器外科における若手医師育成とキャリア
支援
司会：松本　主之、木村　隆
総括発言：木村　隆

11：00～12：00
教育講演2
費用対効果と患者さんの視点を考慮した新たなGERD治療
のパラダイム
司会：飯島　克則
講師：羽生　泰樹

共催：武田薬品工業株式会社／大塚製薬株式会社

11:00～12:00
第21回専門医セミナー
高齢者に対する消化器病診療
司会：福田　眞作
講師：杉本　研、三上　達也、東　光久

12：15～13：05
ランチョンセミナー5
消化器内視鏡治療におけるピュアスタットによる止血 
マネージメント
司会：引地　拓人
講師：土肥　統、阿部清一郎

共催：株式会社スリー・ディー・マトリックス

12：15～13：05
ランチョンセミナー6
IBD治療の最新アップデート 
～ヒュミラの適応追加について考察する～
司会：正宗　淳
講師：鬼澤　道夫 共催：アッヴィ合同会社

13：15～14：15
特別講演2
食道癌治療の新展開
司会：丸橋　繁
講師：土岐　祐一郎

共催：ミヤリサン製薬株式会社

13：15～14：15
特別講演2（サテライト会場）

15:25～16:35
合同ビデオシンポジウム 3
消化管内視鏡の診断・治療の最前線
～十二指腸・大腸～
司会：花畑　憲洋、志賀　永嗣
特別発言：冨樫　一智

14:20～16:00
合同シンポジウム 2
消化器がんに対する集学的治療
司会：河野　浩二、佐藤　賢一

16:05～17:05
合同ワークショップ
コロナ禍の消化器病診療における感染対策の工夫
司会：萱場　尚一、遠藤　博之

第２フォレストホール

17:05～17:15　閉会の辞

14：25～15：15
エキスパートセミナー
世界に挑戦する日本の内視鏡AI
司会：小池　智幸
講師：熊谷　洋一、多田　智裕

共催：株式会社AI メディカルサービス



－14－ －15－

第２日目　2022年２月５日（土）

９:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

機器展示
2階ホワイエ

12：15～13：05
ランチョンセミナー7
Recent Topics in Diagnostic Colonoscopy
司会：松本　主之
講師：松田　知己、櫻庭　裕丈

共催：オリンパスマーケティング株式会社

12：15～13：05
ランチョンセミナー8
機能性消化管疾患診療ガイドライン2021
機能性ディスペプシア 改訂ポイント ～漢方製剤の可能性～
司会：上野　義之
講師：樋口　和秀 共催：株式会社ツムラ

9:20～9:44
座長：赤坂理三郎、鈴木　翔［一般演題］

胃5

9:20～9:44
座長：門馬　智之、田中　義人［一般演題］

大腸4

14:20～14:44
座長：梁井　俊一、愛澤　正人［一般演題］

小腸3

14:20～14:44
座長：松田　暁子、小船戸康英［一般演題］

胆道3

15:15～15:39
座長：木村　憲央、紺野　直紀［一般演題］

膵臓4
15:16～15:40
座長：白幡　名香雄、浅間　宏之［一般演題］

胆道5

9:45～10:09
座長：小泉　重仁、井本　博文［一般演題］

胃6

9:45～10:09
座長：諸橋　一、藤原　達雄［一般演題］

大腸5

14:45～15:09
座長：平賀　寛人、渡辺　洋平［一般演題］

小腸4

14:45～15:15
座長：越田　真介、高橋　健一［一般演題］

胆道4

15:40～16:04
座長：佐藤　俊、益田　邦洋［一般演題］

膵臓5
15:45～16:15
座長：渡辺晋一郎、馬場　誠朗［一般演題］

胃8
16:10～16:34
座長：濱田　晋、佐藤　直哉［一般演題］

膵臓6
16:16～16:40
座長：武者　宏昭、伊藤　博敬［一般演題］

胃9

10:10～10:34
座長：川村　昌司、橋本　陽［一般演題］

胃7

10:10～10:40
座長：五十嵐　剛、川島　一公［一般演題］

大腸6

10:40～11:10
座長：小川　貴央、藁谷　雄一［一般演題］

EUS-FNA
10:45～11:15
座長：渡辺　秀紀、田中　一平［一般演題］

大腸7

11:11～11:41
座長：渋川　悟朗、安部圭之輔［一般演題］

腹腔・骨盤
11:16～11:40
座長：塩谷　康夫、菊池　英純［一般演題］

大腸8

9:00～17:05
機器展示

第３会場 第４会場
第５・６会議室 第７会議室



－16－

プログラムおよび司会・座長・審査員一覧
会場 セッション名 演題番号 時間 司会・座長・審査員

第
１
会
場 

「
第
１
フ
ォ
レ
ス
ト
ホ
ー
ル
」

合同ビデオシンポジウム 1 
「 消化管内視鏡の診断・治療の最

前線～咽頭・食道・胃～」

VS1-01～VS1-08 9:20～10:50 【司会】 山形県立中央病院 消化器内科 藤嶋　昌一郎
仙台厚生病院　消化器内科 平澤　大

【特別発言】 福島県保健衛生協会　内視鏡センター 小原　勝敏
特別講演１ SS1 11:00～12:00 【司会】 福島県立医科大学附属病院　内視鏡診療部 引地　拓人
ランチョンセミナー1
「腸内細菌について」

LS1 12:15～13:05 【司会】 福島県立医科大学　消化器内科 大平　弘正

教育講演１ EL1 13:15～14:15 【司会】 東北大学　消化器外科 海野　倫明
合同シンポジウム 1 
「  消化器外科低侵襲手術の最前線」

S1-01～S1-10 14:25～15:45 【司会】 東北大学　消化器外科 亀井　尚
岩手医科大学　外科 新田　浩幸

一般演題 1 
「 胃1」

O-001～O-004 15:55～16:19 【座長】 総合南東北病院　消化器センター 濱田　晃市
秋田大学　消化器内科 福田　翔

一般演題 2 
「 胃2」

O-005～O-008 16:20～16:44 【座長】 福島県立医科大学会津医療センター　外科 添田　暢俊
山形県立中央病院　消化器内科 名木野　匡

イブニングセミナー1
「ESD の新たな展開」

ES1 17:00～17:50 【司会】 東北大学　消化器内科 八田　和久

第
２
会
場 

「
第
２
フ
ォ
レ
ス
ト
ホ
ー
ル
」

特別企画 2 
「 目指せ！消化器病専門医－専攻

医からの報告」

SE2-01～SE2-10 9:20～10:50 【司会】 東北大学　消化器外科
福島県立医科大学　消化器内科

大沼　忍
阿部　和道

【審査員】 弘前大学医学部附属病院　光学医療診療部
秋田大学　消化器内科
岩手医科大学　外科
鶴岡協立病院　消化器内科

珍田　大輔
後藤　隆
大塚　幸喜
髙橋　美香子

ランチョンセミナー2 LS2 12:15～13:05 【司会】 福島県立医科大学　消化管外科 河野　浩二
女性医師の会セッション 
「 女性医師の働き方改革について」

GE-01～GE-06 13:15～14:15 【司会】 国立病院機構仙台医療センター　消化器内科 杉村　美華子
弘前大学　消化器血液内科 櫻庭　美耶子

第23回プレナリーセッション 
「 目指せ！消化器内視鏡専門医」

PL-01～PL-14 14:25～16:25 【司会】 秋田大学　消化器内科
福島県立医科大学附属病院　内視鏡診療部

飯島　克則
引地　拓人

【審査員】 国立病院機構弘前病院　消化器・血液内科
市立秋田総合病院　消化器内科
岩手医科大学　消化器内科消化管分野
東北大学　消化器内科
山形大学　内科学第二
福島県立医科大学　消化器内科

澤谷　学
辻　剛俊
鳥谷　洋右
三浦　晋
佐々木　悠
杉本　充

イブニングセミナー2
「 消化管内視鏡下外科手術の今昔 

～ENERGY デバイスへの期待～」

ES2 17:00～17:50 【司会】 東北労災病院 徳村　弘実

第
３
会
場 

「
第
５
・
６
会
議
室
」

特別企画 1 
「 目指せ！消化器病専門医－研修

医からの報告」

SE1-01～SE1-10 9:20～10:50 【司会】 山形大学　外科学第一
青森市民病院　消化器内科

元井　冬彦
吉村　徹郎

【審査員】 秋田大学　消化器内科
岩手医科大学　消化器内科肝臓分野
東北医科薬科大学　消化器内科
福島赤十字病院　消化器内科

松橋　保
黒田　英克
遠藤　克哉
菅野　有紀子

ランチョンセミナー3 LS3 12:15～13:05 【司会】 弘前大学　消化器外科 袴田　健一
一般演題 3 
「 小腸1」

O-009～O-013 13:15～13:45 【座長】 福島県立医科大学　消化器内科 郡司　直彦
岩手医科大学　消化器内科消化管分野 永塚　真

一般演題 4 
「 小腸2」

O-014～O-017 13:46～14:10 【座長】 平鹿総合病院　消化器内科 堀川　洋平
青森県立中央病院　消化器内科 五十嵐　昌平

一般演題 5 
「 大腸1」

O-018～O-022 14:15～14:45 【座長】 仙台市立病院　消化器内科 野村　栄樹
秋田大学　消化器内科 下平　陽介

一般演題 6 
「 大腸2」

O-023～O-026 14:46～15:10 【座長】 福島労災病院　消化器科 田井　真弓
東北大学　消化器内科 角田　洋一

一般演題 7 
「 大腸3」

O-027～O-030 15:11～15:35 【座長】 秋田赤十字病院　消化器病センター 松下　弘雄
岩手県立久慈病院　消化器内科 郷内　貴弘

一般演題 8 
「 胆道1」

O-031～O-035 15:40～16:10 【座長】 太田西ノ内病院　消化器内科 今村　秀道
山形県立中央病院　消化器内科 伊藤　美保

一般演題 9 
「 胆道2」

O-036～O-040 16:11～16:41 【座長】 秋田厚生医療センター　消化器内科 津田　栄彦
岩手医科大学　消化器内科消化管分野 春日井　聡

イブニングセミナー3
「 攻めの選択　ERCP・EUSの新

たなデバイス」

ES3 17:00～17:50 【司会】 山形大学　保健管理センター 牧野　直彦

第
４
会
場 

「
第
７
会
議
室
」

一般演題 10 
「 膵臓1」

O-041～O-044 9:20～9:44 【座長】 むつ総合病院　消化器内科 遠藤　哲
福島県立医科大学　肝胆膵・移植外科 石亀　輝英

一般演題 11 
「 膵臓2」

O-045～O-048 9:45～10:09 【座長】 東北大学　消化器内科 粂　潔
岩手医科大学　外科 梅邑　晃

一般演題 12 
「 膵臓3」

O-049～O-052 10:10～10:34 【座長】 会津中央病院　消化器内科 岩尾　年康
宮城県立がんセンター　消化器内科 虻江　誠

ランチョンセミナー4 LS4 12:15～13:05 【司会】 山形大学医学部附属病院　光学医療診療部 阿部　靖彦
一般演題 13 
「 食道1」

O-053～O-056 13:15～13:39 【座長】 秋田大学　食道外科 佐藤　雄亮
山形大学医学部附属病院　光学医療診療部 八木　周

一般演題 14 
「 食道2」

O-057～O-061 13:40～14:10 【座長】 東北大学　総合外科 佐藤　千晃
大原綜合病院　消化器内科 渡辺　晃

一般演題 15 
「 胃3」

O-062～O-065 14:15～14:39 【座長】 福島県立医科大学　医療研究推進センター 小早川　雅男
市立秋田総合病院　消化器内科 菅原　佳恵

一般演題 16 
「 胃4」

O-066～O-069 14:40～15:04 【座長】 弘前大学　消化器血液内科 飯野　勢
竹田綜合病院　消化器内科 荒川　典之

一般演題 17 
「 肝臓1」

O-070～O-073 15:10～15:34 【座長】 山形大学　内科学第二 星川　恭子
福島県立医科大学　消化器内科 林　学

一般演題 18 
「 肝臓2」

O-074～O-078 15:35～16:05 【座長】 JCHO仙台南病院　消化器内科 佐々木　公美子
岩手医科大学　消化器内科肝臓分野 柿坂　啓介

一般演題 19 
「 肝臓3」

O-079～O-083 16:06～16:36 【座長】 山形大学　内科学第二 奥本　和夫
市立秋田総合病院　消化器内科 津田　聡子

第１日目　2 月 4 日（金）



－16－ －17－

会場 セッション名 演題番号 時間 司会・座長・審査員

第
１
会
場 

「
第
１
フ
ォ
レ
ス
ト
ホ
ー
ル
」

合同ビデオシンポジウム 2 
「 胆膵内視鏡の診断・治療の最前

線」

VS2-01～VS2-09 9:20～10:50 【司会】 福島県立医科大学　消化器内科 鈴木　玲
仙台市医療センター仙台オープン病院　消化管・肝胆膵内科 菅野　良秀

【特別発言】 みやぎ健診プラザ 藤田　直孝
教育講演2 EL2 11:00～12:00 【司会】 秋田大学　消化器内科 飯島　克則
ランチョンセミナー5 LS5 12:15～13:05 【司会】 福島県立医科大学附属病院　内視鏡診療部 引地　拓人
特別講演2 SS2 13:15～14:15 【司会】 福島県立医科大学　肝胆膵・移植外科 丸橋　繁
合同シンポジウム 2 
「 消化器がんに対する集学的治療」

S2-01～S2-11 14:20～16:00 【司会】 福島県立医科大学　消化管外科 河野　浩二
東北医科薬科大学　消化器内科 佐藤　賢一

合同ワークショップ 
「 コロナ禍の消化器病診療におけ

る感染対策の工夫」

WS-01～WS-07 16:05～17:05 【司会】 岩手県立胆沢病院　消化器内科 萱場　尚一
JCHO仙台病院　消化器内科 遠藤　博之

第
２
会
場 

「
第
２
フ
ォ
レ
ス
ト
ホ
ー
ル
」

合同パネルディスカッション 
「 消化器内科、消化器外科における

若手医師育成とキャリア支援」

PD-01～PD-09 9:20～10:50 【司会】 岩手医科大学　消化器内科消化管分野 松本　主之
福島県立医科大学　外科研修支援担当 木村　隆

【総括発言】 福島県立医科大学　外科研修支援担当 木村　隆
第２1回専門医セミナー 
「 高齢者に対する消化器病診療」

11:00～12:00 【司会】 弘前大学　消化器血液内科 福田　眞作

ランチョンセミナー6 LS6 12:15～13:05 【司会】 東北大学　消化器内科 正宗　淳
エキスパートセミナー
「世界に挑戦する日本の内視鏡AI」

EXS 14:25～15:15 【司会】 東北大学　消化器内科 小池　智幸

合同ビデオシンポジウム 3 
「 消化管内視鏡の診断・治療の最

前線～十二指腸・大腸～」

VS3-01～VS3-08 15:25～16:35 【司会】 青森県立中央病院　消化器内科 花畑　憲洋
東北大学　消化器内科 志賀　永嗣

【特別発言】 福島県立医科大学会津医療センター　小腸大腸肛門科 冨樫　一智

第
３
会
場 

「
第
５
・
６
会
議
室
」

一般演題 20 
「 胃5」

O-084～O-087 9:20～9:44 【座長】 岩手医科大学　消化器内科消化管分野 赤坂　理三郎
JA秋田厚生連由利組合総合病院　消化器内科 鈴木　翔

一般演題 21 
「 胃6」

O-088～O-091 9:45～10:09 【座長】 秋田大学　消化器内科 小泉　重仁
東北大学　消化器外科 井本　博文

一般演題 22 
「 胃7」

O-092～O-095 10:10～10:34 【座長】 仙台市立病院　消化器内科 川村　昌司
福島県立医科大学附属病院　内視鏡診療部 橋本　陽

一般演題 23 
「 EUS-FNA」

O-096～O-100 10:40～11:10 【座長】 仙台市医療センター仙台オープン病院　消化管・肝胆膵内科 小川　貴央
公立相馬総合病院　消化器内科 藁谷　雄一

一般演題 24 
「 腹腔・骨盤」

O-101～O-105 11:11～11:41 【座長】 福島県立医科大学会津医療センター　消化器内科 渋川　悟朗
北上済生会病院　消化器内科 安部　圭之輔

ランチョンセミナー7
「 Recent Topics in Diagnostic 

Colonoscopy」

LS7 12:15～13:05 【司会】 岩手医科大学　消化器内科消化管分野 松本　主之

一般演題 25 
「 小腸3」

O-106～O-109 14:20～14:44 【座長】 岩手医科大学　消化器内科消化管分野 梁井　俊一
福島県立医科大学会津医療センター　小腸大腸肛門科 愛澤　正人

一般演題 26 
「 小腸4」

O-110～O-113 14:45～15:09 【座長】 弘前大学　消化器血液内科 平賀　寛人
福島県立医科大学　消化管外科 渡辺　洋平

一般演題 27 
「 膵臓4」

O-114～O-117 15:15～15:39 【座長】 弘前大学　消化器外科 木村　憲央
福島赤十字病院　消化器内科 紺野　直紀

一般演題 28 
「 膵臓5」

O-118～O-121 15:40～16:04 【座長】 公立藤田総合病院　消化器内科 佐藤　俊
東北大学　消化器外科 益田　邦洋

一般演題 29 
「 膵臓6」

O-122～O-125 16:10～16:34 【座長】 東北大学　消化器内科 濱田　晋
福島県立医科大学　肝胆膵・移植外科 佐藤　直哉
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一般演題 30 
「 大腸4」

O-126～O-129 9:20～9:44 【座長】 福島県立医科大学　消化管外科 門馬　智之
秋田赤十字病院　消化器病センター 田中　義人

一般演題 31 
「 大腸5」

O-130～O-133 9:45～10:09 【座長】 弘前大学　消化器外科 諸橋　一
大原綜合病院　消化器内科 藤原　達雄

一般演題 32 
「 大腸6」

O-134～O-138 10:10～10:40 【座長】 弘前大学　消化器血液内科 五十嵐　剛
福島県立医科大学　消化器内科 川島　一公

一般演題 33 
「 大腸7」

O-139～O-143 10:45～11:15 【座長】 医療生協わたり病院　消化器内科 渡辺　秀紀
仙台厚生病院　消化器内科 田中　一平

一般演題 34 
「 大腸8」

O-144～O-147 11:16～11:40 【座長】 寿泉堂綜合病院　消化器内科 塩谷　康夫
弘前大学　消化器血液内科 菊池　英純

ランチョンセミナー8 LS8 12:15～13:05 【司会】 山形大学　内科学第二 上野　義之
一般演題 35 
「 胆道3」

O-148～O-151 14:20～14:44 【座長】 山形大学　内科学第二 松田　暁子
福島県立医科大学　肝胆膵・移植外科 小船戸　康英

一般演題 36 
「 胆道4」

O-152～O-156 14:45～15:15 【座長】 仙台市医療センター仙台オープン病院　消化管・肝胆膵内科 越田　真介
秋田大学　消化器内科 高橋　健一

一般演題 37 
「 胆道5」

O-157～O-160 15:16～15:40 【座長】 山形県立中央病院　消化器内科 白幡　名香雄
福島赤十字病院　消化器内科 浅間　宏之

一般演題 38 
「 胃8」

O-161～O-165 15:45～16:15 【座長】 公立置賜綜合病院　消化器内科 渡辺　晋一郎
岩手医科大学　外科 馬場　誠朗

一般演題 39 
「 胃9」

O-166～O-169 16:16～16:40 【座長】 山形大学　外科学第一 武者　宏昭
大崎市民病院　消化器内科 伊藤　博敬

第２日目　2 月 5 日（土）
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特別講演１
2 月 4 日（金）　11：00 ～ 12：00

第 1 会場（第 1 フォレストホール）

司会：引地　拓人（福島県立医科大学附属病院　内視鏡診療部）

SS1	 大腸内視鏡スクリーニングと精密診断の現状と将来	
～人工知能（AI）の最新の知見も含めて～

国立研究開発法人国立がん研究センター　中央病院　内視鏡センター／内視鏡科　 
斎藤　豊

共催：富士フイルムメディカル株式会社

特別講演 2
2 月 5 日（土）　13：15 ～ 14：15

第 1 会場（第 1 フォレストホール）

司会：丸橋　繁（福島県立医科大学　肝胆膵・移植外科学講座）

SS2	 食道癌治療の新展開
大阪大学大学院医学系研究科　消化器外科学　土岐　祐一郎

共催：ミヤリサン製薬株式会社

教育講演１
2 月 4 日（金）　13：15 ～ 14：15

第 1 会場（第 1 フォレストホール）

司会：海野　倫明（東北大学　消化器外科）

EL1	 胆膵悪性腫瘍に対する腹腔鏡下・ロボット支援下手術
学校法人東京医科大学／東京医科大学病院　消化器・小児外科学分野　永川　裕一

共催：コヴィディエンジャパン株式会社

教育講演 2
2 月 5 日（土）　11：00 ～ 12：00

第 1 会場（第 1 フォレストホール）

司会：飯島　克則（秋田大学大学院医学系研究科　消化器内科学・神経内科学講座）

EL2	 費用対効果と患者さんの視点を考慮した新たなGERD治療のパラダイム
大阪府済生会野江病院　消化器内科　羽生　泰樹

共催：武田薬品工業株式会社／大塚製薬株式会社
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合同シンポジウム 1
2 月 4 日（金）　14:25 ～ 15:45

第 1 会場（第 1 フォレストホール）

消化器外科低侵襲手術の最前線
司会：亀井　　尚（東北大学 消化器外科）

新田　浩幸（岩手医科大学 外科）　

S1-01（消）	 ロボット支援下食道切除術の現状と教育課題
東北大学病院 総合外科
○谷山　裕亮、岡本　宏史、福富　俊明、海野　倫明、亀井　尚

S1-02（消）	 当科における胸部食道癌に対するロボット支援胸腔鏡下食道切除術の課題
秋田大学 食道外科
○脇田　晃行、本山　悟、佐藤　雄亮、藤田　啓、南谷　佳弘

S1-03（消）	 腹腔鏡下胃切除の指導経験から
山形大学 第一外科
○武者　宏昭、鈴木　武文、神尾　幸則、元井　冬彦

S1-04（内）	 当施設での腹腔鏡下 ISR( 括約筋間直腸切除術 ) の手術手技
東北公済病院 消化器外科
○井上　宰

S1-05（消）	 直腸癌ロボット支援下手術導入により見えてきた外科医教育の課題
福島県立医科大学 消化管外科
○門馬　智之、河野　浩二

S1-06（消）	 ロボット支援下低位前方切除術における導入初期の課題
東北大学大学院 消化器外科学
○神山　篤史、大沼　忍、渡辺　和宏、亀井　尚、海野　倫明

S1-07（消）	 術前治療後の直腸癌に対するロボット支援下手術の治療成績
弘前大学 大学院医学研究科 消化器外科学講座
○鍵谷　卓司、諸橋　一、坂本　義之、三浦　卓也、袴田　健一

S1-08（消）	 腹腔鏡下肝切除術の課題～安全性を重視した教育の面から～
福島県立医科大学 医学部 肝胆膵・移植外科学講座
○小船戸　康英、岡田　良、木村　隆、見城　明、丸橋　繁

S1-09（消）	 胆膵外科高難度手術におけるロボットおよび腹腔鏡下手術の現状と課題
東北大学 消化器外科
○森川　孝則、石田　晶玄、三浦　孝之、亀井　尚、海野　倫明

S1-10（消）	 膵腫瘍に対するロボット支援下膵体尾部切除術の検討
弘前大学大学院医学研究科 消化器外科学講座
○石戸　圭之輔、木村　憲央、脇屋　太一、袴田　健一
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合同シンポジウム 2
2 月 5 日（土）　14:20 ～ 16:00

第 1 会場（第 1 フォレストホール）

消化器がんに対する集学的治療
司会：河野　浩二（福島県立医科大学 消化管外科）

佐藤　賢一（東北医科薬科大学 消化器内科）

S2-01（内）	 pT1a-MM/pT1b-SM 食道扁平上皮癌の予後関連因子　－東北 MM/SM	study サブ解析－
岩手県立胆沢病院 消化器内科 1）、東北 GI Endoscopy group2）、仙台市医療センター
仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科 3）

○新海　洋彦 1,2）、萱場　尚一 1,2）、嶋田　奉広 2,3）

S2-02（消）	 食道癌における集学的治療～光線力学療法 PDT の役割～
東北大学病院 総合外科 
○佐藤　千晃、谷山　裕亮、海野　倫明、亀井　尚

S2-03（内）	 75 歳以上早期胃癌患者の全生命予後と予後関連因子の検討
東北大学 医学系研究科 消化器病態学分野
○尾形　洋平、八田　和久、正宗　淳

S2-04（内）	 悪性腫瘍の集学的治療の一法としての内視鏡的大腸ステント診療
仙台赤十字病院 消化器内科
○大森　信弥、中野　絵里子、片岡　晃二郎

S2-05（内）	 当院における大腸悪性狭窄に対する大腸ステント留置術の現状
岩手県立磐井病院 消化器内科
○横山　直信、本田　純也、横沢　聡

S2-06（内）	 切除不能な遠隔転移を有する Stage	IV 閉塞性大腸癌に対する大腸ステント留置後の治
療戦略

青森県立中央病院 消化器内科1）、弘前大学 大学院 医学研究科 消化器血液内科学講座2）

○五十嵐　昌平 1,2）、花畑　憲洋 1）、棟方　正樹 1）

S2-07（消）	 高齢者胆道癌に対する GC 療法の成績とその臨床的意義
仙台市医療センター 仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科
○小堺　史郷、越田　真介、菅野　良秀、小川　貴央、伊藤　啓

S2-08（消）	 胆道癌に対する集学的治療と Conversion 切除
東北大学大学院 消化器外科学
○中川　圭、青木　修一、伊関　雅裕、森川　孝則、海野　倫明

S2-09（消）	 当科における切除可能 / 切除境界膵癌に対する術前化学放射線治療の成績
福島県立医科大学 肝胆膵・移植外科学講座
○佐藤　直哉、渡邊　淳一郎、小船戸　康英、岡田　良、丸橋　繁

S2-10（消）	 切除不能進行膵癌に対する化学療法の現状
岩手医科大学附属病院 内科学講座 消化器内科消化管分野 
○佐々木　裕、春日井　聡、松本　主之

S2-11（消）	 膵癌に対する集学的外科治療戦略
山形大学医学部 外科学第一講座
○高橋　良輔、蘆野　光樹、菅原　秀一郎、元井　冬彦
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合同ビデオシンポジウム 1
2 月 4 日（金）　9:20 ～ 10:50

第 1 会場（第 1 フォレストホール）

消化管内視鏡の診断・治療の最前線 
～咽頭・食道・胃～

司会：藤嶋昌一郎（山形県立中央病院 消化器内科）
平澤　　大（仙台厚生病院 消化器内科）　　 

VS1-01（内）	 頸部リンパ節転移のある下咽頭表在癌に対する内視鏡治療の検討
宮城県立がんセンター 消化器内科 1）、荒井駅前のぐち内科クリニック 2）

○及川　智之 1）、岩井　渉 1）、野口　哲也 2）

VS1-02（内）	 上喉頭神経内枝温存を意識した梨状陥凹病変に対する ESD
総合南東北病院 消化器内科 1）、がん研有明病院 上部消化管内科 2）、福島県立医科大
学 低侵襲腫瘍制御学講座 3）

○堀川　宜範 1）、石山　晃世志 2）、濱田　晃市 3）

VS1-03（内）	 食道アカラシアに対する経口内視鏡的筋層切開術（POEM）の治療成績
東北大学病院
○小関　健、佐藤　千晃、亀井　尚

VS1-04（内）	 市中病院における安全性を重視した上部消化管 ESD の工夫
大崎市民病院 消化器内科
○伊藤　博敬、大矢内　幹

VS1-05（内）	 トリアムシノロン局注と PGA シート被覆併用法が食道癌 ESD 後狭窄に与える影響
山形大学 医学部 内科学第二講座
○梅原　松樹、佐々木　悠、上野　義之

VS1-06（内）	 IEE を用いた腸上皮化生診断による新たな胃癌高危険群の検討	- 多施設共同研究結果から -
宮城県立がんセンター 消化器内科 1）、仙台市立病院 消化器内科 2）

○岩井　渉 1）、及川　智之 1）、川村　昌司 2）

VS1-07（内）	 機械学習を用いたバーチャル色素内視鏡は胃癌視認性を向上させるか
JA 秋田厚生連 由利組合総合病院 消化器内科 1）、日本大学 医学部 内科学系消化器肝
臓内科学分野 2）、東京工業大学 工学院 システム制御系 3）

○鈴木　翔 1,2）、新井　亮 3）、紋野　雄介 3）

VS1-08（内）	 早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術における鍼治療の上部消化管蠕動運動抑制効
果の検討

福島県立医科大学付属会津医療センター 消化器内科 1）、福島県立医科大学付属会津
医療センター 漢方外科 2）

○和田　淳 1）、鈴木　雅雄 2）、澁川　悟朗 1）

VS1 特別発言	 福島県保健衛生協会　内視鏡センター	
小原　勝敏
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合同ビデオシンポジウム 2
2 月 5 日（土）　9:20 ～ 10:50

第 1 会場（第 1 フォレストホール）

胆膵内視鏡の診断・治療の最前線
司会：鈴木　　玲（福島県立医科大学 消化器内科）　　　　　　　　　　　　　

菅野　良秀（仙台市医療センター仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科）

VS2-01（消）	 当科における仰臥位 ERCP の現況について
東北大学病院 消化器内科
○佐々木　滉、三浦　晋、正宗　淳

VS2-02（内）	 ERCP における十二指腸主乳頭へのリドカイン散布の有用性	-PILOT	STUDY-
竹田綜合病院 消化器内科 1）、獨協医科大学 消化器内科 2）、福島県立医科大学会津医
療センター 消化器内科 3）

○荒川　典之 1）、入澤　篤志 2）、澁川　悟朗 3）

VS2-03（内）	 ERCP 後膵炎の診断に対する AP チェック ® の有用性の検討
一般財団法人 太田総合病院付属 太田西ノ内病院 消化器内科
○竹田　悠太郎、今村　秀道、迎　愼二

VS2-04（内）	 限局型自己免疫性膵炎の診断に対する EUS-FNA/B の有用性に関する検討
仙台市医療センター仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科
○與那嶺　圭輔、越田　真介、伊藤　啓

VS2-05（内）	 経口胆道鏡における新世代内視鏡システム	(EVIS	X1/RDI) の有用性
東北医科薬科大学 内科学第二 ( 消化器内科 )
○小岩井　明信、廣田　衛久、佐藤　賢一

VS2-06（内）	 術後肝内結石に対して経皮経空腸胆道鏡下治療を行った 2 例の経験
山形大学 医学部 内科学第二講座
○鈴木　裕也、石澤　哲也、上野　義之

VS2-07（内）	 当院における EUS-HGS の治療成績
福島県立医科大学 医学部 消化器内科学講座
○入江　大樹、高木　忠之、大平　弘正

VS2-08（内）	 EUS-HGS ルートでの SpyGlass	DS を用いた EHL の有用性
秋田大学医学部附属病院 消化器内科
○松澤　尚徳、千葉　充、飯島　克則

VS2-09（内）	 急性胆嚢炎に対する術前超音波内視鏡下ドレナージデバイスの開発
仙台厚生病院 消化器内科 1）、東北大学大学院工学研究科 電子工学専攻 2）

○奥薗　徹 1）、宮本　浩一郎 2）

VS2 特別発言	 みやぎ健診プラザ	
藤田　直孝
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合同ビデオシンポジウム 3
2 月 5 日（土）　15:25 ～ 16:35

第 2 会場（第 2 フォレストホール）

消化管内視鏡の診断・治療の最前線 
～十二指腸・大腸～

司会：花畑　憲洋（青森県立中央病院 消化器内科）
志賀　永嗣（東北大学 消化器内科）　　　　

VS3-01（消）	 当院における表在型非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍（SNADET）に対する UEMR の試
行成績と工夫

岩手県立中央病院 消化器内科 1）、岩手県立中央病院 内視鏡科 2）

○白木　健悠 1）、伏谷　淳 1）、赤坂　威一郎 2）

VS3-02（内）	 表在型非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍に対する UEMR の現状
福島県立医科大学 附属病院 内視鏡診療部 1）、福島県立医科大学 医学部 消化器内科
学講座 2）

○橋本　陽 1,2）、中村　純 1,2）、引地　拓人 1）

VS3-03（消）	 十二指腸非乳頭部上皮性腫瘍に対する underwater	EMR の治療成績	
岩手医科大学 内科学講座消化器内科消化管分野
○久米井　智、鳥谷　洋右、松本　主之

VS3-04（内）	 当院における十二指腸、および大腸 under	water	EMR（UEMR）導入後の短期治療
成績と今後の課題

太田西ノ内病院 消化器内科
○綿引　優、今村　秀道、迎　愼二

VS3-05（内）	 大腸腫瘍に対する酢酸撒布下 NBI 拡大観察に用いる酢酸濃度の検討および pit	pattern
診断の有用性

仙台市医療センター仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科
○清水　孟、山形　拓、伊藤　啓

VS3-06（内）	 リニア型超音波内視鏡 (EG-530UL2) を用いた大腸癌深達度診断の試み
仙台厚生病院 消化器内科
○伊藤　聡司、松田　知己、平澤　大

VS3-07（内）	 大腸有茎性ポリープに対する内視鏡的切除法の工夫：ロープウェイ法
福島県立医科大学 会津医療センター 小腸大腸肛門科学講座 1）、福島県立医科大学 会
津医療センター 消化器内科学講座 2）

○中島　勇貴 1）、高畑　陽介 1,2）、根本　大樹 1）

VS3-08（消）	 当院における大腸 covered	stent の使用経験
岩手県立胆沢病院 消化器内科
○千葉　宏文、新海　洋彦、小野寺　美緒、石山　文威、萱場　尚一

VS3 特別発言	 福島県立医科大学会津医療センター　小腸大腸肛門科	
冨樫　一智
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合同パネルディスカッション
2 月 5 日（土）　9:20 ～ 10:50

第 2 会場（第 2 フォレストホール）

消化器内科、消化器外科における 
若手医師育成とキャリア支援

司　　会：松本　主之（岩手医科大学 消化器内科消化管分野）
木村　　隆（福島県立医科大学 外科研修支援担当）

PD-01（内）	 当院における消化器内科専門医研修の現状と課題
大崎市民病院 消化器内科
○伊藤　博敬、大矢内　幹、境　吉孝

PD-02（内）	 当科における若手医師育成とキャリア支援
国立病院機構仙台医療センター 消化器内科
○鵜飼　克明、岩渕　正広

PD-03（内）	 当科における若手医師育成の現状
岩手医科大学 医学部 消化器内科 消化管分野
○梁井　俊一、松本　主之

PD-04（内）	 福島県における生体ブタを使用したハンズセミナー
福島県立医科大学 低侵襲腫瘍制御学講座 1）、総合南東北病院 消化器内科 2）、福島県
立医科大学附属病院 内視鏡診療部 3）

○濱田　晃市 1,2）、引地　拓人 3）、中村　純 3）

PD-05（内）	 コロナ禍における若手医師リクルート～初期研修医対象出張ハンズオン
弘前大学大学院 医学研究科 地域医療学講座 1）、弘前大学大学院 医学研究科 消化器
血液内科学講座 2）

○菊池　英純 1）、櫻庭　裕丈 2）、福田　眞作 2）

PD-06（消）	 外科専門医習得へのキャリアパスとあきた外科専門研修プログラムの現状
秋田大学医学部附属病院 食道外科
○佐藤　雄亮、本山　悟、脇田　晃行、藤田　啓、南谷　佳弘

PD-07（消）	 当科における外科新専門医制度の取り組み
山形大学大学院医学系研究科 外科学第一講座
○菅原　秀一郎、元井　冬彦

PD-08（消）	 肝胆膵移植外科における若手医師育成の課題と当講座の取り組み
福島県立医科大学 肝胆膵移植外科
○石亀　輝英、岡田　良、木村　隆、見城　明、丸橋　繁

PD 総括発言	 福島県立医科大学　外科研修支援担当	
木村　隆
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合同ワークショップ
2 月 5 日（土）　16:05 ～ 17:05

第 1 会場（第 1 フォレストホール）

コロナ禍の消化器病診療における感染対策の工夫
司会：萱場　尚一（岩手県立胆沢病院 消化器内科）

遠藤　博之（JCHO 仙台病院 消化器内科）　

WS-01（内）	 2020 年の内視鏡検査数とキャンセル数の推移、新型コロナ感染症蔓延が検査数減少に
与えた影響の推定

仙台厚生病院 消化器内科
○齋藤　宏章、平澤　大、松田　知己

WS-02（内）	 新型コロナウイルスクラスター発生後の内視鏡診療の現状と今後の課題
太田西ノ内病院 消化器内科
○間　浩正、今村　秀道、迎　愼二

WS-03（内）	 当院における新型コロナウイルス流行下での内視鏡診療感染対策について
山形県立中央病院 消化器内科
○渡邉　祐介、藤嶋　昌一郎、白幡　名香雄

WS-04（内）	 コロナ禍の消化器内視鏡診療における当院の感染対策
独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO） 仙台病院
○遠藤　博之、小原　範之、菱沼　佳純

WS-05（内）	 消化器内視鏡診療における飛沫感染対策～ COVID-19 患者に対する緊急内視鏡の報告
を含めて～

福島県立医科大学附属病院 内視鏡診療部 1）、福島県立医科大学 医学部 消化器内科学
講座 2）

○小橋　亮一郎 1,2）、引地　拓人 1）、中村　純 1,2）

WS-06（内）	 当院における緊急内視鏡診療時の新型コロナウイルス対策
弘前大学大学院 医学研究科 消化器血液内科学講座 1）、弘前大学医学部附属病院 光学
医療診療部 2）

○立田　哲也 1）、珍田　大輔 2）、福田　眞作 1）

WS-07（消）	 コロナ禍での当科の胆膵内視鏡検査における感染対策
秋田大学 消化器内科
○高橋　健一、千葉　充、佐藤　亘、後藤　隆、飯島　克則
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女性医師の会セッション
2 月 4 日（金）　13:15 ～ 14:15

第 2 会場（第 2 フォレストホール）

医師の働き方改革について
司　　会：杉村美華子（国立病院機構仙台医療センター 消化器内科）

櫻庭美耶子（弘前大学 消化器血液内科）　　　　　　　　 

GE-01（消）	 子育て中の女性消化器内科医の働き方
福島県立医科大学 医学部 消化器内科学講座 1）、福島県立医科大学附属病院 内視鏡診
療部 2）

○高住　美香 1）、橋本　陽 1,2）、中村　純 1,2）、引地　拓人 2）、大平　弘正 1）

GE-02（消）	 ゼロか 100 かではない働き方
山形大学医学部 内科学第二（消化器内科学）講座 1）、山形大学医学部附属病院 光学
医療診療部 2）

○水本　尚子 1）、佐々木　悠 1）、伊藤　南 1）、阿部　靖彦 2）、上野　義之 1）

GE-03（消）	 当院における働き方改革
仙台市医療センター 仙台オープン病院
○土屋　　誉

GE-04（消）	 医師の働き方改革：消化器領域における特定看護師との協働の可能性について
福島県立医科大学 医学部 肝胆膵・移植外科
○見城　明、岡田　良、石亀　輝英、小船戸　康英、木村　隆、丸橋　繁

GE-05（消）	 当院における「医師の働き方改革」への取り組みについて
公立岩瀬病院 内科 1）、公立岩瀬病院 外科 2）

○片倉　響子 1）、土屋　貴男 2）

GE-06（消）	 当講座における医師勤務実態と働き方改革のための課題
弘前大学 大学院医学研究科 消化器血液内科学講座 1）、青森県立中央病院 消化器内
科 2）

○佐竹　美和 1,2）、櫻庭　美耶子 1）、櫻庭　裕丈 1）、福田　眞作 1）
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特別企画 1
2 月 4 日（金）　9:20 ～ 10:50

第 3 会場（第 5・6 会議室）

目指せ！消化器病専門医－研修医からの報告
司　会：元井　冬彦（山形大学 外科学第一）   　　　　　

吉村　徹郎（青森市民病院 消化器内科）　　　　
審査員：松橋　　保（秋田大学 消化器内科）　　　　　　

黒田　英克（岩手医科大学 消化器内科肝臓分野）
遠藤　克哉（東北医科薬科大学 消化器内科）　　 
菅野有紀子（福島赤十字病院 消化器内科）　　　

SE1-01（消）	 遺伝子検査にて確定診断し得た 2 型遺伝性出血性末梢血管拡張症の一例
山形大学 医学部 内科学第二講座　山内　拓

SE1-02（消）	 慢性活動性 EB ウイルス感染症の 1 例
太田西ノ内病院 消化器内科　渡邉　彩佳

SE1-03（消）	 結腸神経内分泌癌と多発大腸癌を合併したリンチ症候群が強く疑われる 1 例
いわき市医療センター　隈部　将太

SE1-04（消）	 Pembrolizmab 投与中に発症した急性胃炎の一例
仙台厚生病院 消化器内科　岩田　悦史

SE1-05（消）	 消化器症状が先行し治療抵抗性を示した成人発症 IgA 血管炎の 1 例
岩手県立磐井病院 消化器内科　佐藤　馨

SE1-06（消）	 SMARCA4 欠損を認めた腹部腫瘍の一剖検例
つがる総合病院 消化器血液膠原病内科　花岡　正孝

SE1-07（消）	 Fontan 術後の若年者に出現した肝細胞癌症例
東北大学病院 卒後研修センター　渡嘉敷　直之

SE1-08（消）	 ウステキヌマブによる paradoxical	reaction を発症したクローン病の一例
独立行政法人国立病院機構弘前病院 消化器・血液内科　石戸谷　奈緒

SE1-09（消）	 十二指腸静脈瘤出血に B-RTO が奏功した PBC の一例
石巻赤十字病院 消化器内科　土田　紗愛

SE1-10（消）	 脾梗塞と横行結腸梗塞を契機に診断された IgG4 関連疾患の一例
福島県立医科大学会津医療センター　玉澤　歌菜
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特別企画 2
2 月 4 日（金）　9:20 ～ 10:50

第 2 会場（第 2 フォレストホール）

目指せ！消化器病専門医－専攻医からの報告
司　会：大沼　　忍（東北大学 消化器外科）　　 　　　　　　　

阿部　和道（福島県立医科大学 消化器内科） 　　　　　
審査員：珍田　大輔（弘前大学医学部附属病院 光学医療診療部）　

後藤　　隆（秋田大学 消化器内科） 　　　　　　　　　
大塚　幸喜（岩手医科大学 外科） 　　　　　　　　　　
髙橋美香子（鶴岡協立病院 消化器内科） 　　　　　　　

SE2-01（消）	 重症アルコール性肝炎に対して顆粒球吸着療法を行い救命しえた一例
秋田厚生医療センター　榊　耕太郎

SE2-02（消）	 画像検査による形態変化を観察し得た肝血管肉腫の一例
福島県立医科大学 消化器内科学講座　大塚　充

SE2-03（消）	 出血制御を目的とした術前動脈塞栓を用いて安全に切除し得た巨大小腸 GIST の 1 切除
例

福島県立医科大学 肝胆膵移植外科　森　友輔

SE2-04（消）	 オキサリプラチンを含む胃癌化学療法中に胃静脈瘤を呈しバルーン閉塞下逆行性経静脈
的塞栓術が有効であった 1 例

青森県立中央病院 消化器内科　須藤　翔

SE2-05（消）	 当院での膵嚢胞性病変の経過観察例における発癌率の検討
仙台厚生病院 消化器内科　坂上谷　侑

SE2-06（消）	 NTRK 融合遺伝子を認めた切除不能進行胃癌の 1 例
弘前大学大学院 医学研究科 消化器血液内科学講座、弘前大学大学院 医学研究科 腫
瘍内科学講座　貝塚　尚俊

SE2-07（消）	 膵 ACTHoma の一切除例
福島県立医科大学 医学部 肝胆膵・移植外科学講座　大関　篤

SE2-08（消）	 視力低下を契機に診断された自己免疫性胃炎の 1 例
大原綜合病院 消化器内科　夏谷　華帆

SE2-09（消）	 腸管粘膜組織 DNA-PCR 検査により診断に至った健常女児のサイトメガロウイルス腸
炎

弘前大学大学院 医学研究科 消化器血液内科学講座　小笠原　公平

SE2-10（消）	 COVID-19 ワクチン接種を契機に自己免疫性肝炎を発症した 3 症例の検討
岩手医科大学 医学部 内科学講座 消化器内科肝臓分野　阿部　弘昭
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第 23 回プレナリーセッション
2 月 4 日（金）　14:25 ～ 16:25

第 2 会場（第 2 フォレストホール）

目指せ！消化器内視鏡専門医
司　会：飯島　克則（秋田大学 消化器内科）　　　　　　　　　

引地　拓人（福島県立医科大学附属病院 内視鏡診療部）
審査員：澤谷　　学（国立病院機構弘前病院 消化器・血液内科） 

辻　　剛俊（市立秋田総合病院 消化器内科）　　　　　
鳥谷　洋右（岩手医科大学 消化器内科消化管分野）   　
三浦　　晋（東北大学 消化器内科）　　　　　　　　　
佐々木　悠（山形大学 内科学第二）　　　　　　　　　
杉本　　充（福島県立医科大学 消化器内科）　　　　　

PL-01（内）	 食道癌バイパス術後の食道気管支瘻に対し、肛門側から逆行性に食道ステントを挿入し
得た 1 例

国立病院機構弘前病院 消化器・血液内科　萩原　将吾

PL-02（内）	 リウマチ性多発筋痛症治療中に発症した胆管十二指腸瘻に対し施行した経瘻孔的
ENBD が十二指腸潰瘍治療に寄与した一例

岩手県立磐井病院 消化器内科　皆川　雅博

PL-03（内）	 複数回の内視鏡的ラジオ波焼灼療法により経過良好な切除不能肝門部領域胆管癌の 1 例
公益財団法人 星総合病院 初期研修医　工藤　慶祐

PL-04（内）	 術前化学療法が著効した胃 MiNEN の 1 例
青森労災病院 消化器内科　宮崎　友伽

PL-05（内）	 診断に苦慮した胆道出血を契機に診断された胆嚢管癌の 1 例
津軽保健生活協同組合 健生病院 内科　山口　拓斗

PL-06（内）	 内視鏡的にガーゼを摘除した Gossypiboma の一例
むつ総合病院　芦田　雄汰朗

PL-07（内）	 大量アルカリ乾電池嚥下による消化性潰瘍の 1 例
岩手県立磐井病院 消化器内科　山野　真裕

PL-08（内）	 術後膵管空腸吻合部閉塞に対して経挙上空腸的超音波内視鏡下膵管ドレナージを施行し
た一例

福島県立医科大学 消化器内科学講座　清水　広

PL-09（内）	 乳頭近傍の血管腫に対して胆管ステント留置併用内視鏡的硬化療法を施行した Blue	
rubber	bleb	nevus	syndrome の 1 例

岩手医科大学 内科学講座消化器内科消化管分野　鵜浦　真伍

PL-10（内）	 食道癌 ESD 後の追加化学放射線治療後 15 年目に発生した未分化多形肉腫の一例
仙台厚生病院 消化器内科　都甲　大地
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PL-11（内）	 胃アニサキス症で発症し、続発した結腸アニサキス症で腸重積をきたした一例
公立相馬総合病院 消化器科　鈴木　宏幸

PL-12（内）	 胃限局性若年性ポリポーシス症候群の一例
福島県立医科大学会津医療センター 消化器内科　木村　友哉

PL-13（内）	 COVID-19 患者に生じた急性出血性直腸潰瘍に Histoacryl 局注による止血術が有効で
あった 1 例

福島県立医科大学 医学部 消化器内科学講座　佐藤　秀紀

PL-14（内）	 NSAIDs 潰瘍による十二指腸下行部狭窄に対して ,RIC+EBD を施行し軽快した 1 例
公立相馬総合病院　佐藤　賢太郎
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第 21 回専門医セミナー
2 月 5 日（土）　11:00 ～ 12:00

第 2 会場（第 2 フォレストホール）

高齢者に対する消化器病診療
司会：福田　眞作（弘前大学 消化器血液内科）

	 「高齢者を診る」ために必要なスキルとは？	
―総合機能評価、フレイル評価を診療に活かす―

川崎医科大学 総合老年医学　杉本　研

	 高齢者に対する消化器内視鏡診療
弘前大学大学院医学研究科附属健康未来イノベーションセンター　三上　達也

	 ACP は聴くことに尽きる	
～誰でもできるアドバンス・ケア・プランニングことはじめ～

福島県立医科大学 白河総合診療アカデミー　東　光久
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一　般　演　題

胃 1　第 1 会場　2 月 4 日（金）　15:55 ～ 16:19

座長：濱田　晃市（総合南東北病院 消化器センター）
福田　　翔（秋田大学 消化器内科）　　　　　

O-001（内）	 3 年の経過が追えたラズベリー様胃腺窩上皮型胃癌の一例
公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 消化器内科　松本　磨依

O-002（内）	 内視鏡的粘膜下層剥離術後に胃底腺粘膜型腺癌と診断した 1 例
公立岩瀬病院 内科　鈴木　友里子

O-003（消）	 粘膜下層深部浸潤とリンパ管侵襲を伴った胃底腺粘膜型腺癌の 1 例
福島県立医科大学 医学部 消化器内科学講座　小林　玲子

O-004（内）	 異所性胃腺の存在を背景に特徴的な粘膜下腫瘍様の形態を呈した高分化型腺癌の 1 例
太田西ノ内病院 消化器内科　亀岡　英介

胃 2　第 1 会場　2 月 4 日（金）　16:20 ～ 16:44

座長：添田　暢俊（福島県立医科大学会津医療センター 外科）
名木野　匡（山形県立中央病院 消化器内科）　　　　　

O-005（消）	 当院における好酸球性胃腸炎症例の検討
国立病院機構仙台医療センター 消化器内科　板坂　卓穂

O-006（内）	 胃石を伴った蛋白漏出性胃腸症の 1 例
つがる総合病院 消化器・血液・膠原病内科　中川　悟

O-007（消）	 十二指腸出血にて判明した遺伝性出血性毛細血管拡張症（HHT）
岩手県立中央病院 消化器内科　内村　尚樹

O-008（消）	 消化器症状で発症し、腸管壊死が疑われた高齢男性 IgA 血管炎の一例
大崎市民病院 消化器内科　保田　悠乃介

小腸 1　第 3 会場　2 月 4 日（金）　13:15 ～ 13:45

座長：郡司　直彦（福島県立医科大学 消化器内科）　　　
永塚　　真（岩手医科大学 消化器内科消化管分野） 

O-009（消）	 敗血症性ショックとなり救命し得たクローン病の 1 例
仙台赤十字病院 消化器内科　大森　信弥

O-010（消）	 びまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫を合併した小腸大腸型クローン病の 1 例
山形県立中央病院　土田　秀治

O-011（消）	 治療を自己中断し吻合部再発を来したクローン病の 2 例
みやぎ県南中核病院 外科　今村　健人
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O-012（内）	 ステロイド抵抗性かつサイトメガロウイルス感染を合併した irAE 腸炎に対してインフ
リキシマブ治療が有効だった 1 例

福島県立医科大学 医学部 消化器内科学講座　佐久間　千陽

O-013（消）	 異なる臨床経過を辿った成人 IgA 血管炎の 2 例
栗原市立栗原中央病院　笹崎　智也

小腸 2　第 3 会場　2 月 4 日（金）　13:46 ～ 14:10

座長：堀川　洋平（平鹿総合病院 消化器内科）　　
五十嵐昌平（青森県立中央病院 消化器内科）

O-014（消）	 血清 CA19-9 高値であった小腸原発消化管重複症の一例
公立岩瀬病院 外科　小鹿山　陽介

O-015（消）	 急性胃腸炎を契機に Guillain-Barre 症候群を発症し，麻痺性イレウス，腸重積を呈し
た 1 例

公益財団法人 仙台市医療センター 仙台オープン病院　佐藤　宏樹

O-016（消）	 膵臓の胸腔内逸脱による膵炎と特発性腸重積の反復を来した IV 型食道裂孔ヘルニアの
一例

福島赤十字病院 消化器内科　上田　健太

O-017（消）	 小腸大量出血に対し IVR と外科手術で救命しえた小腸動静脈奇形の一例
大崎市民病院 消化器内科　丹野　尚太郎

大腸 1　第 3 会場　2 月 4 日（金）　14:15 ～ 14:45

座長：野村　栄樹（仙台市立病院 消化器内科）
下平　陽介（秋田大学 消化器内科）　　

O-018（内）	 消化管内視鏡検査が診断の契機となった皮膚原発類上皮肉腫の消化管多発転移の 1 例
福島赤十字病院 消化器内科　大平　怜

O-019（内）	 内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）により診断に至った大腸顆粒細胞腫の一例
東北医科薬科大学病院 消化器内科　川村　恵太

O-020（消）	 巨大な未破裂胸部大動脈瘤の手術予定日に中毒性巨大結腸症を合併し ,	緊急大腸亜全摘
術施行された潰瘍性大腸炎の 1 例

福島県立医科大学医学部 消化器内科学講座　水谷　琢

O-021（消）	 当院の潰瘍性大腸炎患者に対するウステキヌマブの導入成績
秋田大学大学院消化器内科学 神経内科学講座　下平　陽介

O-022（消）	 潰瘍性大腸炎患者における 5-ASA 不耐症の現状と、5-ASA ローテーションの有用性
太田西ノ内病院　綿引　優
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大腸 2　第 3 会場　2 月 4 日（金）　14:46 ～ 15:10

座長：田井　真弓（福島労災病院 消化器科）
角田　洋一（東北大学 消化器内科）　

O-023（内）	 腸管外症状として咳嗽を伴ったクローン病の 1 例
市立秋田総合病院 卒後臨床研修センター　佐藤　知奈美

O-024（消）	 妊娠に伴い腸閉塞を発症したクローン病の一例
東北大学大学院 消化器病態学分野　高橋　早友未

O-025（消）	 回盲部狭窄を呈した原発性腸結核の 1 例
国立病院機構 仙台医療センター 消化器内科　有我　泰樹

O-026（消）	 アレルギー素因のない多剤内服中の高齢者に発症した好酸球性腸炎
由利組合総合病院 消化器内科　佐藤　悠磨

大腸 3　第 3 会場　2 月 4 日（金）　15:11 ～ 15:35

座長：松下　弘雄（秋田赤十字病院 消化器病センター）
郷内　貴弘（岩手県立久慈病院 消化器内科）　　

O-027（消）	 インフリキシマブの維持投与中に IgA 血管炎を合併した潰瘍性大腸炎の一例
みやぎ県南中核病院 消化器内科　土井　耕太郎

O-028（内）	 リンパ節転移をきたした小さな直腸 NET の 1 例
国立病院機構 仙台医療センター 消化器内科　児玉　崇

O-029（内）	 内視鏡的に長期経過を追えた sessile	serrated	lesion	with	dysplasia(SSLD) の一
例

秋田赤十字病院 消化器病センター 消化器内科　田口　愛弓

O-030（内）	 拡大内視鏡観察で特徴的な内視鏡像が得られた大腸偽脂肪腫の 1 例
仙台市医療センター仙台オープン病院　嶋田　奉広

胆道 1　第 3 会場　2 月 4 日（金）　15:40 ～ 16:10

座長：今村　秀道（太田西ノ内病院 消化器内科）　
伊藤　美保（山形県立中央病院 消化器内科）

O-031（内）	 経口胆道鏡下電気水圧衝撃波結石破砕術が有用であった Stent-Stone	Complex の一
例

白河厚生総合病院 第一内科　大内　啓志

O-032（内）	 胆石性胆嚢炎による胆嚢胃瘻の 1 例
つがる総合病院 消化器・血液・膠原病内科　海老名　徹

O-033（消）	 胆石症に対して経皮経肝胆嚢ドレナージを施行しながら外来通院中の二例
青森厚生病院 外科　渡辺　伸和



― 37 ―

O-034（内）	 先天性胆道拡張症術後遺残胆管内結石に対し内視鏡的結石除去を行った 1 例
山形県立中央病院 消化器内科　佐藤　心吾

O-035（消）	 総胆管結石複数回再発例の検討
仙台市医療センター 仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科　宮本　和明

胆道 2　第 3 会場　2 月 4 日（金）　16:11 ～ 16:41

座長：津田　栄彦（秋田厚生医療センター 消化器内科）　
春日井　聡（岩手医科大学 消化器内科消化管分野）

O-036（消）	 肺腺癌に対する化学療法後に irAE 腸炎・胆管炎を発症した 1 例
日本海総合病院 消化器内科　三浦　崇裕

O-037（内）	 ERCP 関連手技中に生じた後腹膜穿孔に対し、covered	metallic	stent 留置にて治
療が得られた一例

大崎市民病院 消化器内科　矢野　翔太

O-038（内）	 十二指腸に逸脱した胆管メタリックステントをアルゴンプラズマ凝固法 (APC) にて切
断し stent-in-stent に成功した下部胆管癌の一例

一般財団法人大原記念財団大原綜合病院　大友　駆

O-039（消）	 遠位胆管に発生した Malignant	peripheral	nerve	sheath	tumor の 1 例
仙台市医療センター 仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科　小堺　史郷

O-040（消）	 長径 10mm 以上の有茎性胆嚢ポリープ診断における単純 CT の有用性
仙台市医療センター 仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科　小堺　史郷

膵臓 1　第 4 会場　2 月 4 日（金）　9:20 ～ 9:44

座長：遠藤　　哲（むつ総合病院 消化器内科）　　　　　
石亀　輝英（福島県立医科大学 肝胆膵・移植外科）

O-041（消）	 発症早期より後腹膜気腫を来たし、手術を施行した重症膵炎の 1 例
弘前大学 大学院 医学研究科 消化器血液内科学講座　田中　佑輔

O-042（内）	 膵管ドレナージが奏功した膵胸腔瘻による膵性胸水の一例
公立藤田総合病院　持丸　友昭

O-043（消）	 胃全摘後の挙上空腸盲端との間に瘻孔形成を認めた膵嚢胞性腫瘍の一例
秋田大学医学部付属病院 消化器外科　佐藤　公彦

O-044（消）	 症候性 lymphoepithelial	cyst の 1 切除例
仙台市医療センター仙台オープン病院　宮本　和明
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膵臓 2　第 4 会場　2 月 4 日（金）　9:45 ～ 10:09

座長：粂　　　潔（東北大学 消化器内科）
梅邑　　晃（岩手医科大学 外科）　

O-045（消）	 病理解剖にて膵神経内分泌腫瘍、門脈腫瘍栓が明らかとなった 1 例
弘前大学大学院医学研究科 消化器血液内科学講座　舘田　哲幸

O-046（消）	 著明な十二指腸浸潤を呈した膵神経内分泌腫瘍の 1 例
国立病院機構 仙台医療センター 消化器内科　坂野　美紗子

O-047（消）	 減量・代謝改善手術後に腹腔鏡下膵体尾部切除術を施行した膵内分泌腫瘍の 1 例
岩手医科大学 外科　梅邑　晃

O-048（消）	 術前診断に苦慮した膵 Mixed	neuroendocrine-nonneuroendocrine	neoplasm	
(MiNEN) の 1 例

仙台市医療センター 仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科　宮本　和明

膵臓 3　第 4 会場　2 月 4 日（金）　10:10 ～ 10:34

座長：岩尾　年康（会津中央病院 消化器内科）　　　　
虻江　　誠（宮城県立がんセンター 消化器内科）

O-049（内）	 高齢胆管結石症患者に対する低用量ジクロフェナク坐剤の ERCP 後膵炎予防効果の検
証

仙台市医療センター仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科　楠瀬　寛顕

O-050（消）	 Small-/Micro-size	pancreatic	neuroendocrine	neoplasms の臨床像と病理学的
特徴

仙台市医療センター 仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科　宮本　和明

O-051（消）	 膵管癌診断前の経過観察中における限局性膵萎縮の割合とその形態変化の検討
仙台市医療センター 仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科　酒井　利隆

O-052（消）	 機械学習を用いた、膵癌における腹水洗浄細胞診の予測器の作成
東北大学 消化器外科学　宮崎　健人

食道 1　第 4 会場　2 月 4 日（金）　13:15 ～ 13:39

座長：佐藤　雄亮（秋田大学 食道外科）　　　　　　　　　　
八木　　周（山形大学医学部附属病院 光学医療診療部）

O-053（内）	 好酸球性食道炎に併発した食道壁内解離の一例
山形大学 医学部 内科学第二講座　梅原　松樹

O-054（内）	 好酸球性食道炎に縦隔気腫を合併した一例
寿泉堂綜合病院 消化器内科　須藤　一達

O-055（消）	 食道運動障害との鑑別を要した食道壁内偽憩室症の 1 例
東北大学病院 総合外科　國光　敦
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O-056（消）	 クローン病経過中に認められた食道病変の一例
いわき市医療センター 消化器内科　西丸　響

食道 2　第 4 会場　2 月 4 日（金）　13:40 ～ 14:10

座長：佐藤　千晃（東北大学 総合外科）　　　
渡辺　　晃（大原綜合病院 消化器内科）

O-057（内）	 食道静脈瘤に対する内視鏡的硬化療法後の再発予測～血小板数 / 脾臓長径比～
福島県立医科大学 医学部 消化器内科学講座　柳田　拓実

O-058（内）	 下腸管膜動静脈瘻による門脈圧亢進症が原因と考えられた食道胃静脈瘤の 1 例
仙台市立病院 消化器内科　渡辺　ゆみ子

O-059（内）	 胸部大動脈瘤　食道穿破の一例
岩手県立胆沢病院 消化器内科　小笠原　光矢

O-060（内）	 検診にて発見された無症状若年者バレット食道癌の一例
仙台市立病院 消化器内科　鈴木　直生

O-061（消）	 食道癌髄膜癌腫症による眼球運動障害に対し放射線治療が奏効した一例
福島県立医科大学 消化管外科学講座　佐久間　芽衣

胃 3　第 4 会場　2 月 4 日（金）　14:15 ～ 14:39

座長：小早川雅男（福島県立医科大学 医療研究推進センター） 
菅原　佳恵（市立秋田総合病院 消化器内科）　　　　　

O-062（消）	 食道天疱瘡を契機に発見された H.pylori 感染を併発した自己免疫性胃炎の 1 例
山形県立中央病院 消化器内科　木曽　康平

O-063（消）	 ピロリ菌感染の有無が胃癌術後の予後に及ぼす影響
東北大学 大学院 医学系研究科 消化器外科学分野　佐々木　啓迪

O-064（消）	 Helicobacter pylori 感染に伴うディスペプシア症状に関わる因子の検討
弘前大学大学院医学研究科 消化器血液内科学講座　安田　耕平

O-065（消）	 ピロリ除菌治療後の尿中ピロリ抗体検査の偽陽性率の検討
仙台厚生病院　鈴木　隆太

胃 4　第 4 会場　2 月 4 日（金）　14:40 ～ 15:04

座長：飯野　　勢（弘前大学 消化器血液内科）
荒川　典之（竹田綜合病院 消化器内科） 

O-066（消）	 経時的に形態の変化を追えた急性 upside	down	stomach をともなう食道裂孔ヘルニ
アの 1 例

青森市民病院 消化器内科、弘前大学大学院 医学研究科 消化器血液内科学講座　 
町田　龍馬
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O-067（内）	 Upside	down	stomach を呈した食道裂孔ヘルニアによる消化管通過障害が経胃瘻的
空腸瘻で改善した一例

塙厚生病院 内科、福島県立医科大学医学部 消化器内科学講座　菅谷　竜朗

O-068（内）	 Felty 症候群の治療中に胃潰瘍による前庭部狭窄をきたし内視鏡的バルーン拡張術で治
療した一例

塙厚生病院 内科、福島県立医科大学医学部 消化器内科学講座　阿部　直人

O-069（内）	 高気圧酸素療法とアルゴンプラズマ凝固法の併用により良好な転帰が得られた出血性放
射線性胃炎の 1 例

国立病院機構仙台医療センター 消化器内科　菅原　英之

肝臓 1　第 4 会場　2 月 4 日（金）　15:10 ～ 15:34

座長：星川　恭子（山形大学 内科学第二）　　　　
林　　　学（福島県立医科大学 消化器内科）

O-070（消）	 湧水による感染が疑われたアメーバ性肝膿瘍の 1 例
山形大学医学部附属病院 内科学第二講座　野上　健

O-071（消）	 Edwardsiella tarda による感染性肝嚢胞の 1 例
国立病院機構 仙台医療センター 消化器内科　滝井　孝英

O-072（消）	 Actinomyces	naeslundii による原発性肝放線菌症の一例
福島労災病院　菊地　健太郎

O-073（消）	 Clostridiumu Perfringens 感染により腫瘍破裂を呈した肝細胞癌の 1 剖検例
むつ総合病院 消化器内科・内科、弘前大学大学院 医学研究科 消化器血液内科学講座 
笹田　貴史

肝臓 2　第 4 会場　2 月 4 日（金）　15:35 ～ 16:05

座長：佐々木公美子（JCHO 仙台南病院 消化器内科）　
柿坂　啓介（岩手医科大学 消化器内科肝臓分野）

O-074（消）	 常用量アセトアミノフェンによると考えられた急性肝不全の一例
公立藤田総合病院 消化器科　鈴木　健悟

O-075（消）	 びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫の肝浸潤を成因とした急性肝不全の 1 剖検例
岩手医科大学医学部内科学講座 消化器内科肝臓分野　江渡　恒

O-076（消）	 HIV 感染症との共感染を認めた HBV ゲノタイプ A による急性肝炎の 1 例
仙台医療センター　日野　裕也

O-077（消）	 DAA 治療後に正常化を認めた AFP 異常高値をともなう C 型慢性肝炎の一例
秋田大学医学部附属病院 消化器内科　泉谷　有希

O-078（消）	 脂質異常症を合併した NAFLD 患者におけるペマフィブラートの有用性の検討
秋田大学 医学部 消化器内科学講座　南　慎一郎
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肝臓 3　第 4 会場　2 月 4 日（金）　16:06 ～ 16:36

座長：奥本　和夫（山形大学 内科学第二）　　　　
津田　聡子（市立秋田総合病院 消化器内科）

O-079（消）	 著明な血尿を契機にアルコール性肝硬変に合併する spur	cell	anemia の診断に至った
一例

東北医科薬科大学 医学部 消化器内科　伊藤　豪仁

O-080（内）	 自己免疫性膵炎発症後 15 年の経過を経て発見され、EUS-FNB にて診断した IgG4 関
連肝炎症性偽腫瘍の一例

東北医科薬科大学 内科学第二 ( 消化器内科 )　金　諒

O-081（消）	 肝原発リンパ形質細胞性リンパ腫の 1 例
いわき市医療センター 研修医　伊藤　和繁

O-082（消）	 分子標的薬治療中に食道静脈瘤破裂を発症し、特徴的な肝画像所見を呈した切除不能肝
細胞癌の 1 例

岩手医科大学 医学部 消化器内科肝臓分野　及川　隆喜

O-083（消）	 下大静脈右縁肝挙上操作を用いた前方アプローチによる腹腔鏡下肝右葉切除
岩手医科大学 外科　片桐　弘勝

胃 5　第 3 会場　2 月 5 日（土）　9:20 ～ 9:44

座長：赤坂理三郎（岩手医科大学 消化器内科消化管分野）　  　　 
鈴木　　翔（JA 秋田厚生連由利組合総合病院 消化器内科）

O-084（消）	 出血を契機に発見された胃脂肪腫の 1 例
坂総合病院 外科　上原　新平

O-085（消）	 腹腔鏡内視鏡合同手術にて切除した出血を伴った胃脂肪腫の 1 例
東北労災病院 外科　木村　瞭

O-086（内）	 内視鏡的に完全切除した胃平滑筋肉腫の一例
東北大学 消化器病態学分野　谷地　一真

O-087（内）	 胃 GIST に対して腹腔鏡内視鏡合同手術（LECS）を行った 1 例
秋田大学病院 第一内科　吉田　晃紘

胃 6　第 3 会場　2 月 5 日（土）　9:45 ～ 10:09

座長：小泉　重仁（秋田大学 消化器内科）
井本　博文（東北大学 消化器外科）

O-088（内）	 胃穿孔に対しシングルスコープを用いた巾着縫合法を行い良好な経過を辿った一例
市立秋田総合病院 消化器内科　猿田　陽平

O-089（消）	 吐血と血便を繰り返した人工血管置換術後大動脈十二指腸瘻の 1 例
弘前大学大学院医学研究科 消化器血液内科学講座　工藤　沙映
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O-090（内）	 胃潰瘍による出血性ショックを呈したツツガムシ病の 1 例
弘前大学大学院医学研究科 消化器血液内科学講座　星　健太郎

O-091（内）	 発見から自然脱落まで経時的に観察しえた十二指腸異物の一例
福島県立医科大学会津医療センター 消化器内科学講座　高畑　陽介

胃 7　第 3 会場　2 月 5 日（土）　10:10 ～ 10:34

座長：川村　昌司（仙台市立病院 消化器内科）　　　　　　　
橋本　　陽（福島県立医科大学附属病院 内視鏡診療部）

O-092（内）	 内視鏡的に切除した胃 mixed	neuroendocrine	non-neuroendocrine	neoplasm の
2 例

山形大学医学部 内科学第二講座　中村　秀平

O-093（内）	 肝転移を伴う胃癌に対し化学療法で完全奏功が得られた後に発見された異時性早期胃癌
に対し内視鏡下粘膜下層剥離術を施行した一例

青森県立中央病院 消化器内科　奥崎　聖菜

O-094（消）	 組織混在型早期胃癌はリンパ節転移高リスクである
東北大学 大学院 医学系研究科 消化器外科学分野　川名　友美

O-095（内）	 抗血栓薬内服例の胃 ESD における Third	look	EGD の有用性に関する検討
仙台オープン病院 消化管肝胆膵内科　駒林　大智

EUS-FNA　第 3 会場　2 月 5 日（土）　10:40 ～ 11:10

座長：小川　貴央（仙台市医療センター仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科）
藁谷　雄一（公立相馬総合病院 消化器内科）　　　　　　　　　　　　　

O-096（消）	 消化管転移をきたした乳癌の 2 例
岩手医科大学 医学部 外科学講座　奥津　美里

O-097（内）	 神経症状で発症し、EUS-FNA で診断となった B 細胞性非ホジキンリンパ腫の 1 例
日本海総合病院 消化器内科　黒井　正之

O-098（内）	 肺癌診療において消化器内科医による EUS-FNA が有用であった 2 例
岩手県立中央病院 内視鏡科　永塚　圭

O-099（内）	 当院における EUS 導入の診療成績
北秋田市民病院　藤原　純一

O-100（内）	 当院における EUS-FNA の導入と成績について
公立岩瀬病院 内科　今泉　博道
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腹腔・骨盤　第 3 会場　2 月 5 日（土）　11:11 ～ 11:41

座長：渋川　悟朗（福島県立医科大学会津医療センター 消化器内科）
安部圭之輔（北上済生会病院 消化器内科）　　　　　　　　　

O-101（消）	 低血糖を契機に発見された骨盤内 solitary	fibrous	tumor(SFT) の 1 例
石巻赤十字病院 初期研修医　王　佳雄

O-102（内）	 グルカゴンで低血糖及び続発性心不全急性増悪を発症した一例
独立行政法人国立病院機構弘前病院 消化器・血液内科　山口　郁

O-103（消）	 内視鏡治療が効果的であった食餌性消化管通過障害の 3 例
岩手県立中央病院 消化器内科　増尾　隆行

O-104（消）	 保存的加療で改善を認めた大網捻転症の一例
栗原中央病院 内科　熊谷　智

O-105（消）	 当院における閉鎖孔ヘルニア治療の取り組み
公立藤田総合病院　東　孝泰

小腸 3　第 3 会場　2 月 5 日（土）　14:20 ～ 14:44

座長：梁井　俊一（岩手医科大学 消化器内科消化管分野）　　　　　　　
愛澤　正人（福島県立医科大学会津医療センター 小腸大腸肛門科）

O-106（内）	 貧血精査を契機に発見された空腸 pyogenic	granuloma の 1 例
岩手県立大船渡病院 内科・消化器内科　竹内　孝太

O-107（消）	 神経線維腫症 1 型に合併した多発小腸 GIST の一例
宮城県立がんセンター 消化器内科　目黒　陸

O-108（内）	 ダブルバルーン内視鏡で診断した小腸平滑筋肉腫の 1 例
岩手医科大学付属病院 医学部 内科学講座 消化器内科消化管分野　安達　香帆

O-109（消）	 小腸穿孔をきたした成人Ｔ細胞性白血病・リンパ腫の 1 例
福島赤十字病院 外科　山下　莉奈

小腸 4　第 3 会場　2 月 5 日（土）　14:45 ～ 15:09

座長：平賀　寛人（弘前大学 消化器血液内科）　　
渡辺　洋平（福島県立医科大学 消化管外科）

O-110（内）	 カプセル内視鏡にて結節性硬化症の小腸ポリープを観察しえた一例
山形大学 医学部 内科学第二講座　土田　秀元

O-111（内）	 胃切除後（Billroth	II 法）に生じた輸入脚症候群および胆管炎に対して内視鏡的ステン
ト留置術が有効であった 1 例

青森市民病院 消化器内科　飛内　優多

O-112（消）	 診断治療に苦慮し、SLE 関連のループス腸炎が疑われた高齢女性の一例
東北医科薬科大学病院 消化器内科　佐藤　麻理
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O-113（消）	 消化管出血を呈し単孔式腹腔鏡補助下小腸部分切除術を施行した小腸間膜リンパ管腫の
1 例

東北労災病院 消化器外科　平嶋　倫亮

膵臓 4　第 3 会場　2 月 5 日（土）　15:15 ～ 15:39

座長：木村　憲央（弘前大学 消化器外科）　　　
紺野　直紀（福島赤十字病院 消化器内科）

O-114（消）	 5 年以上経過観察された膵嚢胞性病変から発生した IPMN 由来浸潤癌	
(pancreatobiliary	type) に同時多中心性発癌	(IPMN 隣接併存膵癌 ) を認めた一例

東北医科薬科大学 内科学第二（消化器内科）　片山　智文

O-115（内）	 胃静脈瘤破裂が診断契機となった膵腺扁平上皮癌の一例
山形県立中央病院 消化器内科　梶浦　大貴

O-116（消）	 G-CSF 産生を伴う退形成膵癌の一例
岩手県立中央病院 内視鏡科　猪股　奈々

O-117（消）	 分枝型膵管内乳頭粘液性腫瘍の経過観察中に発生した破骨型巨細胞を伴う退形成膵癌の
一例

宮城県立がんセンター 消化器内科　太田　健介

膵臓 5　第 3 会場　2 月 5 日（土）　15:40 ～ 16:04

座長：佐藤　　俊（公立藤田総合病院 消化器内科）
益田　邦洋（東北大学 消化器外科）　　　　

O-118（消）	 膵体部癌に合併した hemosuccus	pancreaticus の一例
岩手医科大学医学部 内科学講座消化器内科消化管分野　大友　康司

O-119（消）	 膵仮性嚢胞内出血を経鼻ドレナージによって早期に診断し得た 1 例
山形市立病院済生館　本間　宗一郎

O-120（消）	 膵癌との鑑別を要した限局性主膵管狭窄を伴う自己免疫性膵炎の一例
岩手県立磐井病院 消化器内科　松下　良

O-121（消）	 超音波内視鏡下穿刺吸引法により組織学的に確定診断した 2 型自己免疫性膵炎の 1 例
東北大学病院 消化器内科　林　秀大

膵臓 6　第 3 会場　2 月 5 日（土）　16:10 ～ 16:34

座長：濱田　　晋（東北大学 消化器内科）　　　　　　　
佐藤　直哉（福島県立医科大学 肝胆膵・移植外科）

O-122（内）	 膵癌に伴う膵嚢胞に対し超音波内視鏡ガイド下膵嚢胞ドレナージを施行した 1 例
日本海総合病院 消化器内科　秋葉　洋次郎

O-123（消）	 萎縮膵を契機に早期膵尾部癌を診断できた一例
山形大学医学部 内科学第二（消化器内科）講座　関屋　彩華
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O-124（内）	 2 カ所の主膵管狭窄を伴う膵体部癌の 1 切除例
仙台市医療センター 仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科　岡野　春香

O-125（消）	 門脈海綿状変性・肝外門脈閉塞症を伴う膵頭部癌に対して膵頭十二指腸切除術を施行し
た 1 例

東北大学 医学系研究科 消化器外科学　平野　直大

大腸 4　第 4 会場　2 月 5 日（土）　9:20 ～ 9:44

座長：門馬　智之（福島県立医科大学 消化管外科）　　
田中　義人（秋田赤十字病院 消化器病センター）

O-126（消）	 前立腺癌小線源療法後の放射線誘発直腸癌の 1 例
秋田赤十字病院 消化器外科　栗林　真実香

O-127（消）	 術後に病理組織学的検査で診断に至った小腸浸潤を伴う盲腸原発腺扁平上皮癌の一例
八戸赤十字病院 消化器内科　中屋　一碧

O-128（内）	 悪性リンパ腫に極めて類似する興味ある内視鏡像を呈した上行結腸粘液癌の 1 例
東北医科薬科大学病院 消化器内科　宮下　優輝

O-129（消）	 遺伝子検査で HBOC と判明した大腸癌多発家系
星総合病院 消化器外科　叶多　諒

大腸 5　第 4 会場　2 月 5 日（土）　9:45 ～ 10:09

座長：諸橋　　一（弘前大学 消化器外科）　　
藤原　達雄（大原綜合病院 消化器内科）

O-130（内）	 細径内視鏡下の生検で確定診断した腸管子宮内膜症の一例
仙台市立病院 消化器内科　中村　瑠美

O-131（内）	 虫垂炎との鑑別を要した回盲部腸管子宮内膜症の一例
岩手県立胆沢病院 消化器内科　小原　優

O-132（消）	 消化管病変を契機に診断され急性転帰を辿った AL 型アミロイドーシスの一例
岩手医科大学 医学部 内科学講座 消化器内科 消化管分野　磯崎　慶太

O-133（消）	 消化管原発粘膜下腫瘍と鑑別を要した卵巣癌のＳ状結腸転移の 1 例
山形大学大学院医学系研究科医学専攻 外科学第一講座　高橋　利真

大腸 6　第 4 会場　2 月 5 日（土）　10:10 ～ 10:40

座長：五十嵐　剛（弘前大学 消化器血液内科）　　
川島　一公（福島県立医科大学 消化器内科）

O-134（内）	 当院における閉塞性大腸癌に対する大腸ステント留置術についての検討
つがる西北五広域連合 つがる総合病院 消化器・血液・膠原病内科、 
弘前大学大学院 医学研究科 消化器血液内化学講座　前田　高人
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O-135（内）	 大腸ステントによる稀な偶発症をきたした 1 例
青森県立中央病院 消化器内科　山本　晴貴

O-136（消）	 放射線性直腸炎による血便を契機に診断された治療関連急性前骨髄性白血病の 1 例
太田西ノ内病院 消化器内科　亀岡　英介

O-137（内）	 バリウム糞石による腸閉塞に対し内視鏡的糞石破砕術が有効だった 1 例
大曲厚生医療センター 消化器科　大久保　亮

O-138（消）	 高齢者で発症した潰瘍性大腸炎の一例
JA 秋田厚生連 由利組合総合病院　和田　邦宏

大腸 7　第 4 会場　2 月 5 日（土）　10:45 ～ 11:15

座長：渡辺　秀紀（医療生協わたり病院 消化器内科）
田中　一平（仙台厚生病院 消化器内科）　　　

O-139（内）	 上行結腸重積を呈した大腸アニサキス症の 1 例
秋田赤十字病院 臨床研修センター　山田　宗玄

O-140（消）	 腸重積を契機に発見され腹腔鏡下に切除した結腸 T 細胞リンパ腫の 1 例
太田西ノ内病院 外科　圓谷　秀哲

O-141（内）	 一過性の腸重積を繰り返したことにより内視鏡診断を困難とした横行結腸脂肪腫の 1 例
公立相馬総合病院 消化器科　野村　建斗

O-142（消）	 バンコマイシンの漸減療法が著効した偽膜性腸炎の 1 例
由利組合総合病院 消化器内科　藤倉　佑光

O-143（消）	 免疫調整薬が奏功したステロイド難治性 Cronkhite-Canada 症候群の 2 例
秋田大学医学部付属病院　松山　磨理

大腸 8　第 4 会場　2 月 5 日（土）　11:16 ～ 11:40

座長：塩谷　康夫（寿泉堂病院 消化器血液内科）  
菊池　英純（弘前大学 消化器血液内科）　  

O-144（内）	 直腸癌術後吻合部閉塞に対して内視鏡的処置が奏功した 1 例
国立病院機構仙台医療センター 消化器内科　小泉　薫

O-145（内）	 特異な外観を呈した直腸粘膜脱症候群 (MPS) の一例
青森県立中央病院 消化器内科、弘前大学大学院医学研究科 消化器血液内科学講座　
宮代　楓

O-146（内）	 ダビガトラン内服中に生じた大腸粘膜下血腫の 1 例
秋田厚生医療センター 消化器内科　小林　直大

O-147（内）	 当院において直腸潰瘍により出血をきたした症例についての検討
市立秋田総合病院 消化器内科　高橋　康貴
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胆道 3　第 4 会場　2 月 5 日（土）　14:20 ～ 14:44

座長：松田　暁子（山形大学 内科学第二）   　　　　　　
小船戸康英（福島県立医科大学 肝胆膵・移植外科）

O-148（消）	 治療に難渋した無石胆嚢炎による巨大な肝被膜下膿瘍の 1 例
福島赤十字病院 消化器内科　鈴木　賛

O-149（消）	 ワーファリン内服中でプロトロンビン複合製剤を用いて緊急手術を施行した胆嚢捻転症
の一例

福島県立医科大学付属会津医療センター　鈴志野　聖子

O-150（消）	 肝門部領域胆管癌（IPNB）に膵尾部の上皮内癌と微小浸潤癌を合併した 1 切除例
仙台市医療センター仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科　楠瀬　寛顕

O-151（消）	 大腸癌肝転移の染色パターンを呈した肝内胆管粘液癌の一例
福島県立医科大学 肝胆膵・移植外科学講座　土佐　太朗

胆道 4　第 4 会場　2 月 5 日（土）　14:45 ～ 15:15

座長：越田　真介（仙台市医療センター仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科）
高橋　健一（秋田大学 消化器内科）　　　　　　　　　　　　　　　　　

O-152（内）	 Spy	Glass	DS が術前診断に有用であった胆嚢癌術後局所再発の 1 例
一般財団法人 太田総合病院付属 太田西ノ内病院 消化器内科　下田　遥

O-153（内）	 EUS-HGS ルートから SpyGlass	DS を挿入し、SEMS の antegrade-stenting を
施行した胆管癌の 1 例

青森市民病院 消化器内科　菊池　公二

O-154（内）	 SpyBite	Max を使用した肝外胆管癌術前 SpyGlass	DS 下マッピング生検の最適な
生検回数に関する検討

仙台市医療センター仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科　小川　貴央

O-155（消）	 胆管空腸吻合部完全閉塞に対して SpyGlass	DSTM を用いて EUS-guided	antegrade	
intervention を行った 1 例

仙台市医療センター仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科　與那嶺　圭輔

O-156（消）	 十二指腸球部経由で超音波内視鏡下ドレナージを行った肝右葉被膜下巨大 biloma の 1
例

仙台市医療センター仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科　與那嶺　圭輔

胆道 5　第 4 会場　2 月 5 日（土）　15:16 ～ 15:40

座長：白幡名香雄（山形県立中央病院 消化器内科）
浅間　宏之（福島赤十字病院 消化器内科）　

O-157（消）	 術後胆管空腸吻合部狭窄に対する内視鏡治療困難例に対する戦略
仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科　阿南　秀征

プ
ロ
グ
ラ
ム



― 48 ―

O-158（内）	 総胆管結石患者に対する当日 ERCP の有用性についての検討
公立相馬総合病院 消化器科　佐竹　隼輔

O-159（内）	 B3 穿刺と 3Fr カテーテルは EUS-Rendezvous	technique の可能性を広げる
仙台厚生病院 消化器内科　奥薗　徹

O-160（内）	 非切除悪性遠位胆道狭窄に対する新型逆流防止弁付き金属ステント留置術の治療成績
仙台市医療センター 仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科　岡野　春香

胃 8　第 4 会場　2 月 5 日（土）　15:45 ～ 16:15

座長：渡辺晋一郎（公立置賜綜合病院 消化器内科） 
馬場　誠朗（岩手医科大学 外科）　　　　　

O-161（内）	 経時的に増大傾向を示した粘膜下異所性胃腺の一例
福島労災病院 消化器科　高木　優花

O-162（内）	 多発出血性病変として発見された限局性胃アミロイドーシスの一例
福島労災病院 消化器科　橋本　長一朗

O-163（消）	 TS-1 による術後化学療法が奏功した CA19-9 産生胃癌の 1 例
青森労災病院 消化器内科　村上　高徳

O-164（内）	 診断に苦慮した粘膜下腫瘍様の形態を呈した進行胃癌の一例
大原綜合病院 消化器内科　大澤　賢人

O-165（消）	 当院で手術を行った胃原発胎児消化管上皮類似癌の 3	例
東北大学 医学系研究科 消化器外科学　陳　梦格

胃 9　第 4 会場　2 月 5 日（土）　16:16 ～ 16:40

座長：武者　宏昭（山形大学 外科学第一）　　
伊藤　博敬（大崎市民病院 消化器内科）

O-166（消）	 難治性食道狭窄を呈した微小ガストリノーマの 1 例
東北大学病院 消化器内科　草野　啓介

O-167（消）	 胃癌と併存し，高度な貧血の原因となった十二指腸リンパ管腫の 1 例
仙台市医療センター 仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科　住谷　秀仁

O-168（内）	 Burkitt リンパ腫の化学療法導入前・後の内視鏡所見の経過を追えた一例
岩手医科大学 医学部 内科学講座消化器内科 消化管分野　今成　慧祐

O-169（消）	 胃底腺ポリポーシスを契機に診断された attenuated	FAP の一例
岩手医科大学医学部内科学講座 消化器内科消化管分野　永塚　真
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エキスパートセミナー

世界に挑戦する日本の内視鏡AI
2 月 5 日（土）　14：25 ～ 15：15

第 2 会場（第 2 フォレストホール）

司会：小池　智幸（東北大学　消化器内科）

EXS-1	 食道内視鏡領域のAI診断
埼玉医科大学総合医療センター　消化管外科・一般外科　熊谷　洋一

EXS-2	 世界に挑戦する胃がん鑑別AI
株式会社 AI メディカルサービス／ただともひろ胃腸科肛門科　多田　智裕

共催：株式会社 AI メディカルサービス

ランチョンセミナー 1
2 月 4 日（金）　12：15 ～ 13：05

第 1 会場（第 1 フォレストホール）

司会：大平　弘正（福島県立医科大学　消化器内科）

LS1-1	 腸内細菌からみた非アルコール性脂肪性肝疾患
福島県立医科大学　医学部　消化器内科学講座　高橋　敦史

LS1-2	 機能性消化管障害に影響する体外・腸内環境
東北大学大学院医学系研究科　心療内科学分野　福土　審

共催：ビオフェルミン製薬株式会社／大正製薬株式会社

ランチョンセミナー 2
2 月 4 日（金）　12：15 ～ 13：05

第 2 会場（第 2 フォレストホール）

司会：河野　浩二（福島県立医科大学　消化管外科）

LS2	 切除不能胃癌治療のアップデート
東北大学病院　腫瘍内科　高橋　信

共催：大鵬薬品工業株式会社
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ランチョンセミナー 3
2 月 4 日（金）　12：15 ～ 13：05

第 3 会場（第 5・6 会議室）

司会：袴田　健一（弘前大学　消化器外科）

LS3	 消化器外科医からみた日本版敗血症診療ガイドライン（J-SSCG2020）改定のポイント
横浜市立大学　医学部　消化器・腫瘍外科学　遠藤　格

共催：旭化成ファーマ株式会社

ランチョンセミナー 4
2 月 4 日（金）　12：15 ～ 13：05

第 4 会場（第 7 会議室）

司会：阿部　靖彦（山形大学医学部附属病院　光学医療診療部）

LS4	 GERDに対するテーラーメイド治療
大阪医科薬科大学附属病院　消化器内視鏡センター　竹内　利寿

共催：アストラゼネカ株式会社

ランチョンセミナー 5

消化器内視鏡治療における 
ピュアスタットによる止血マネージメント

2 月 5 日（土）　12：15 ～ 13：05
第 1 会場（第 1 フォレストホール）

司会：引地　拓人（福島県立医科大学附属病院　内視鏡診療部）

LS5-1	 十二指腸内視鏡治療におけるピュアスタットの使用経験
京都府立医科大学大学院医学研究科　消化器内科学教室　土肥　統

LS5-2	 上部消化管内視鏡治療における新たな止血術	
-ピュアスタットの臨床的意義を探る-

国立がん研究センター中央病院　内視鏡科　消化管内視鏡　阿部　清一郎

共催：株式会社スリー・ディー・マトリックス
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ランチョンセミナー 6
2 月 5 日（土）　12：15 ～ 13：05

第 2 会場（第 2 フォレストホール）

司会：正宗　淳（東北大学大学院　医学系研究科　消化器病態学分野）

LS6	 IBD治療の最新アップデート	
～ヒュミラの適応追加について考察する～

公立大学法人福島県立医科大学　消化器内科学講座　鬼澤　道夫

共催：アッヴィ合同会社

ランチョンセミナー 7

Recent Topics in Diagnostic Colonoscopy
2 月 5 日（土）　12：15 ～ 13：05

第 3 会場（第 5・6 会議室）

司会：松本　主之（岩手医科大学　医学部　内科学講座　消化器内科消化管分野）

LS7-1	 大腸腫瘍性病変の「点」を繋げる内視鏡診断・治療
仙台厚生病院　消化器内科　松田　知己

LS7-2	 潰瘍性大腸炎の治療が目指すゴール
弘前大学大学院医学研究科　消化器血液内科学講座　櫻庭　裕丈

共催：オリンパスマーケティング株式会社

ランチョンセミナー 8
2 月 5 日（土）　12：15 ～ 13：05

第 4 会場（第 7 会議室）

司会：上野　義之（山形大学　医学部　内科学第二（消化器内科学））

LS8	 機能性消化管疾患診療ガイドライン2021	
機能性ディスペプシア　改訂ポイント　～漢方製剤の可能性～

大阪医科薬科大学　第二内科　樋口　和秀

共催：株式会社ツムラ
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イブニングセミナー 1

ESDの新たな展開
2 月 4 日（金）　17：00 ～ 17：50

第 1 会場（第 1 フォレストホール）

司会：八田　和久（東北大学　消化器内科）

ES1-1	 食道･胃ESDにおける最新の取り組み	
-診断から治療まで-

福島県立医科大学附属病院　内視鏡診療部　加藤　恒孝

ES1-2	 大腸ESDにおける局注のTips
福島県立医科大学会津医療センター　小腸大腸肛門科　根本　大樹

共催：カイゲンファーマ株式会社

イブニングセミナー 2

消化管内視鏡下外科手術の今昔 
～ENERGYデバイスへの期待～

2 月 4 日（金）　17：00 ～ 17：50
第 2 会場（第 2 フォレストホール）

司会：徳村　弘実（東北労災病院）

ES2-1	 大腸癌手術における適切なデバイスの選択と有用性
坂総合病院　外科　髙津　有紀子

ES2-2	 胃内視鏡下外科手術　ENERGYデバイスが手術をどう変えたか。
山形済生病院　外科　藤本　博人

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

イブニングセミナー 3

攻めの選択　ERCP・EUSの新たなデバイス
2 月 4 日（金）　17：00 ～ 17：50

第 3 会場（第 5・6 会議室）

司会：牧野　直彦（山形大学　保健管理センター）
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ES3-1	 ～コンベックス型EUSの導入からデバイス選択まで～	
EUS-HGSなんて簡単だ！

仙台厚生病院　消化器内科　奥薗　徹

ES3-2	 ERCPカテーテルの新しい選択肢	
“SHOREN”の使用経験

山形大学　医学部　内科学第二講座　柿﨑　泰明

共催：株式会社カネカメディックス

プ
ロ
グ
ラ
ム



― 54 ―

特別講演 1

演者

2022年2月4日（金）11:00～12:00

第 1 会場 フォレスト仙台 ２F 第1フォレストホール

日時

会場

国立がん研究センター 中央病院
内視鏡センター⾧/内視鏡科 科⾧

共催:日本消化器病学会東北支部第212回例会
第167回日本消化器内視鏡学会東北支部例会
富士フイルムメディカル株式会社

特別講演

１

座⾧ 福島県立医科大学附属病院 内視鏡診療部
部⾧/准教授

引地 拓人 先生

斎藤 豊 先生

日本消化器病学会東北支部第212回例会
第167回日本消化器内視鏡学会東北支部例会

整理券制ではございません。先着順でのご入場となります。
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斎藤　豊
1）	氏名　斎藤　　　豊　（さいとう　ゆたか）
2）	生年月日　昭和41年5月28日
3）	現職　国立研究開発法人	国立がん研究センター	中央病院　内視鏡センター長、内視鏡科	科長
4）	専門　消化器内視鏡診断・治療。特に大腸早期がんの拡大診断・ESD治療
5）	学歴

昭和60年3月　私立開成高等学校卒業
平成4年3月　 群馬大学医学部卒業
平成4年4月　 群馬大学内科学系（臨床検査医学）大学院入学
平成8年3月　 群馬大学内科学系（臨床検査医学）大学院修了

6）	職歴
平成8年〜平成13年　国立がんセンター中央病院内視鏡部レジデント・チーフレジデント
平成13年〜平成15年　三井記念病院消化器内科医員/医長
平成15年〜現在　群馬大学医学部臨床検査医学講座非常勤講師
平成15年〜平成22年　国立がんセンター中央病院内視鏡部医員・医長
平成24年〜現在　国立研究開発法人　国立がん研究センター中央病院　内視鏡センター長・内視鏡科 科長
平成29年〜東京医科大学消化器内科学分野　兼任教授
平成31年〜東邦大学医学部　非常勤講師
令和元年〜日本消化器内視鏡学会関東支部長
現在に至る

7）表彰など
2009年　 内視鏡医学研究振興財団　研究助成B　食道早期癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）の標準化の為

のCO2送気の導入
2010年　Visiting professor of  Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, Mayo Clinic, Jacksonville, Florida.
2011年　欧州消化器病学会週間（UEGW）Best Poster Award受賞
2013年　 Basil Hirschowitz Master Endoscopist Award for advancing the art and science of endoscopy 

throughout the world. University of Alabama at Birmingham
2015年〜　International Editorial Board of Gastrointestinal Endoscopy
2015年6月3日〜　FASGE（Fellow of the American Society for Gastrointestinal Endoscopy）
2016年〜　FACG（Fellow of the American College of Gastroenterology）
2016年　Outstanding Reviewer for GIE: Gastrointestinal Endoscopy 2015-2016
2017年　Outstanding Reviewer for GIE: Gastrointestinal Endoscopy 2016-2017
2020年〜　Associate Editor of Digestion
2021年〜　FJGES（Fellow of the Japan Gastroenterological Endoscopy Society）
2021年度　日本癌学会JCA-CHAAO賞受賞

8）公的研究費など（代表のみ記載）
・ 2009 〜 2011（平成21 〜 23）年度：厚生労働科学研究費補助金（第3次対がん総合戦略研究事業）「新しい内視鏡機

器の臨床への応用とこれらを用いた診断精度の向上に関する研究」（H21-3次がん-一般-009）研究代表者
・ 2013 〜 2015（平成25 〜 27）年度：国立がん研究センター研究開発費（25-A-12）「内視鏡治療の成績、予後、バイ

オバンク等の情報を統合する総合的研究基盤の整備」主任研究者
・ 2014 〜 2016（平成26 〜 28）年度：　革新的がん医療実用化研究事業「消化管がんに対する特異的蛍光内視鏡の

開発とその臨床応用に向けた研究」　研究開発代表者（2014年は厚生労働科学研究委託費（H26-革新的がん- 一般
-024）、2015年よりAMEDへ移管（研究管理番号: 15ck0106028ｈ0002））、2016年（研究管理番号：16ck0106028ｈ
0003））

・ 2015 〜 2016（平成27 〜 28）年度：AMED再生医療実用化研究事業　研究課題名「自己培養上皮細胞シート製品
およびコンビネーション製品を用いた食道再生治療の企業治験に関する研究」研究開発代表者（研究管理番号：
15bk0104059h0001）、2016年（研究管理番号：16bk0104046h0002）

・ 2016（平成28）年度　国立がん研究センター研究開発費（28-緊-1）「内視鏡治療の成績、予後、バイオバンク等の情
報を統合する総合的研究基盤の整備」主任研究者

・ 2017（平成29）年度〜 2019（平成31：令和元）年度　国立がん研究センター研究開発費（29-A-13）「革新的な内視鏡診断・
治療法の創出に資する開発研究および大規模コホート研究のための基盤整備」研究代表者

・ 2020 〜 2021（令和2 〜 3）年度（2020.5.1 〜 2022.3.31）国立がん研究センター研究開発費（2020-A-4）「多施設共同
による大腸がんならびに発がんハイリスクグループにおける腸内微生物叢のメタゲノムデータベースの基盤構築」
研究代表者

など
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特別講演

ハイブリッド開催
第 会場

フォレスト仙台 第 フォレストホール

5 土22022
13:15 – 14:15

日本消化器病学会東北支部第 回例会／第 回日本消化器内視鏡学会東北支部例会

共 催
日 本 消 化 器 病 学 会 東 北 支 部 第 回 例 会 ／ 第 回 日 本 消 化 器 内 視 鏡 学 会 東 北 支 部 例 会

／ ミ ヤ リ サ ン 製 薬 株 式 会 社

丸橋繁先生 福島県立医科大学
肝胆膵・移植外科学講座 主任教授

演 者

土岐 祐一郎先生
大阪大学大学院医学系研究科
消化器外科学 教授

食道癌治療の新展開

整理券制ではございません。先着順でのご入場となります。

座座長長

特別講演 2
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土岐　祐一郎

生年月日
1961年2月2日　満60歳　男

学歴
1979年　島根県立松江北高等学校　理数科　卒業

1985年　大阪大学医学部医学科　卒業

資格
博士（医学）大阪大学　第11002号　1993年12月15日

職歴
1985年7月 大阪大学医学部附属病院　第二外科研修医

1986年7月 公立学校共済組合近畿中央病院　外科 医員

1989年7月 大阪大学医学部　第二外科教室で研究に従事

1993年10月 米国コロンビア大学プレシビテリアン癌センター研究員

1996年9月 大阪大学医学部　外科学第二教室　助手　

2000年1月 大阪府立成人病センター　第一外科 　医長 

2004年8月 大阪大学大学院医学系研究科　講師（病態制御外科）

2005年4月 大阪大学大学院医学系研究科　助教授（消化器外科）

2008年5月 大阪大学大学院医学系研究科　教授（消化器外科）

2020年4月 大阪大学医学部附属病院長

学会活動
日本外科学会 前会頭　専門医　指導医　認定医

日本消化器外科学会 評議員　専門医　指導医　認定医

日本食道学会 理事長　専門医　認定医 取り扱い規約委員長

日本胃癌学会 理事

日本癌治療学会 理事長

日本癌転移学会 監事

日本外科代謝栄養学会 理事長

手術手技研究会 事務局長

日本外科系連合学会 評議員　

日本肥満症治療学会 評議員　

日本臨床外科学会 評議員

日本癌学会 評議員

日本胸部外科学会 評議員

NPO法人 稀少腫瘍研究会 理事長

Esophagus 編集委員

その他所属学会
日本消化器病学会、日本消化器内視鏡学会、日本内視鏡外科学会、アメリカ癌学会、など

賞罰
特になし
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共催：日本消化器病学会東北支部第212回例会
 第167回日本消化器内視鏡学会東北支部例会
 コヴィディエンジャパン株式会社

2月4日（金）
13:15～14:15

2022年
■ 日時

第1会場
フォレスト仙台 ２F　
第１フォレストホール

■ 会場

■ 座長

海野 倫明 先生

国立大学法人東北大学 
東北大学大学院医学系研究科
消化器外科学分野

■ 演者

永川 裕一 先生

学校法人東京医科大学
東京医科大学病院
消化器・小児外科学分野

日本消化器病学会東北支部第212回例会
第167回日本消化器内視鏡学会東北支部例会
教育講演1

胆膵悪性腫瘍に対する腹腔鏡下・
ロボット支援下手術

教育講演 1
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永川　裕一
東京医科大学 消化器・小児外科学分野 教授

専門領域
膵癌・胆道癌治療､ 肝胆膵疾患の外科治療、腹腔鏡下・ロボット支援下手術

経歴
1994年3月 東京医科大学 医学部 卒業

1994年4月 東京医科大学 外科学第三講座 入局

1995年6月  北総白井病院 外科 医員

1996年6月  東京医科大学八王子医療センター 消化器外科 臨床研究医

1997年6月  金沢文庫病院 外科 医員

1998年6月  東京医科大学 病理学教室 研修

2000年12月  西東京中央総合病院 消化器科 医員

2002年7月  東京医科大学 外科学第三講座 助手

2002年7月  ジョンズホプキンス大学外科research fellowとして留学

2004年9月  戸田中央総合病院 外科 医員

2006年1月  東京医科大学 外科学第三講座 助教

2011年6月  東京医科大学 外科学第三講座 講師

2017年2月  東京医科大学 消化器・小児外科学分野 准教授

2021年2月  東京医科大学 消化器・小児外科学分野 教授

認定資格
医学博士，日本外科学会専門医，日本外科学会指導医，日本消化器外科学会専門医，日本消化器外科学会指導医，日

本消化器病学会専門医，日本肝胆膵外科学会高度技能指導医，日本胆道学会指導医，日本膵臓学会認定指導医，日本

内視鏡外科学会技術認定医，日本ロボット外科学会専門医，がん治療認定医機構認定医，消化器がん外科治療認定医

学会役員
日本肝胆膵外科学会幹事・評議員，日本内視鏡外科学会評議員，日本臨床外科学会評議員，日本膵臓学会評議員，日

本胆道学会評議員，膵臓内視鏡外科研究会幹事，日本膵・胆管合流異常研究会世話人

賞
Society for Surgery of the Alimentary Tract Residents and fellows research Award（2004年），日本外科

系連合学会賞（2008年），日本内視鏡外科学会カールツストルツ賞（2016年），日本肝胆膵外科学会賞（2019年）
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日本消化器病学会東北支部第212回例会
第167回日本消化器内視鏡学会東北支部例会

共催セミナー 教育講演2

演者
大阪府済生会野江病院 消化器内科 部長 羽生 泰樹先生

「費用対効果と患者さんの視点を考慮した
新たなGERD治療のパラダイム」

座長
秋田大学大学院医学系研究科 消化器内科学・神経内科学講座

教授 飯島 克則 先生

日時 ：2022年 2月5日（土） 11：00～12：00
場所 ：第1会場 フォレスト仙台 ２F 第1フォレストホール

（〒981-0933 宮城県仙台市青葉区柏木1-2-45 TEL： 022-271-9340）

共催：日本消化器病学会東北支部第212回例会
第167回日本消化器内視鏡学会東北支部例会
武田薬品工業株式会社 大塚製薬株式会社

Web参加に関しまして
本セミナーの視聴は学会ホームページよりアクセスをお願い致します

https://convention.jtbcom.co.jp/g212-e167/

教育講演 2
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羽生　泰樹
■現職

大阪府済生会野江病院 消化器内科 部長

大阪市立大学医学部 臨床教授/関西医科大学 臨床教授

■専門分野
消化器疾患の臨床疫学・臨床経済学、消化器癌の内視鏡診断・治療

■学歴、職歴
1987年：京都府立医科大学 卒業、京都府立医科大学 公衆衛生学教室（川井啓市教授）入局

　　　　京都第二赤十字病院 消化器科 研修医

1993年：京都府立医科大学大学院 修了，医学博士

1993年：大阪府済生会野江病院 消化器科 医員

2001年：大阪府済生会野江病院 消化器科 医長

2006年：大阪府済生会野江病院 消化器科 部長、関西医科大学 臨床教授

2010年：大阪府済生会野江病院 消化器内科 部長（標榜科名変更による）

2019年：大阪市立大学医学部 臨床教授〜現在に至る

■学会、役職、専門医等
1）日本消化器病学会：専門医・指導医・評議員

2）日本消化器内視鏡学会：専門医・指導医・評議員

3）日本内科学会：認定内科医・総合内科専門医・指導医

4）Society for Medical Decision Making

5）平成12-13年度 厚生労働省「科学的根拠に基づく胃潰瘍診療ガイドラインの策定に関する研究」班：研究協力者

6）厚生労働省 医療安全・医療技術評価総合事業「胃潰瘍ガイドラインの適用と評価に関する研究」班：研究協力者

7）2002年度GERD研究会「GERDガイドラインワーキンググループ」：班員

8）2005-6年度GERD研究会「GERDガイドライン策定委員会」：班員

9）日本消化器病学会ガイドライン委員会「GERDガイドライン」作成委員会：委員（2006年7月）

10）日本消化器病学会 諮問 ガイドライン委員会 改訂 胃食道逆流症 （GERD） 作成委員会：委員（2012年4月）

11）日本消化器病学会附置研究会 機能性ディスペプシア研究会 運営委員（2008年4月）

12）日本消化器内視鏡学会雑誌 査読委員（2006年5月〜）

13）Journal of Gastroenterology, Review Board（2007年4月〜）

14）Clinical Journal of Gastroenterology, Review Board（2011年2月〜）

15）Open Journal of Gastroenterology, Guest Reviewers（2012年7月〜）

16）Best Doctors in Japan ™ 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021

17）日本消化器内視鏡学会 専門医試験（問題選定）委員（2013年3月〜 2019年6月）

18）MedPeer“Meet the Experts”「胃食道逆流症とその関連疾患領域」エキスパート（2014年12月〜）

■業績
論文・著書 273編（2021年9月現在）

■教育歴
2006年：　 日本内科学会 教育関連施設責任者, 関西医科大学 学外臨床実習指導責任者、第33回医学教育者のためのワー

クショップ（富士研）修了

2007年〜　 第7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 33, 37, 40, 42, 43, 45回全国済生会臨床研修指導医のため

のワークショップ（SWS） タスクフォース、第31, 34回SWS チーフタスクフォース
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東北大学消化器内科 准教授

座 長 小池 智幸先生

演 者

株式会社 メディカルサービス
ただともひろ胃腸科肛門科 理事長

多田智裕

年 月 日（土）
～

世界に挑戦する
日本の内視鏡

：エキスパートセミナー

共催
日本消化器病学会東北支部第 回例会
第 回日本消化器内視鏡学会東北支部例会
株式会社 メディカルサービス

内視鏡 の最新研究メディア

第 会場 フォレスト仙台２ 第 フォレストホール

埼玉医科大学総合医療センター
消化管外科・一般外科 准教授

演 者 熊谷 洋一先生

「食道内視鏡領域の 診断」

「世界に挑戦する胃がん鑑別 」

日 時

場 所

エキスパートセミナー
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LUNCHEON SEMINAR
LUNCHEON SEMINAR

日本消化器病学会
東北支部第212回例会

第167回日本消化器内視鏡学会
東北支部例会

ランチョンセミナー1

2022年２月4日（金）  12：15～1３：05日 時

会 場

演題１

第1会場（フォレスト仙台  2F  第1フォレストホール）

演 者

　高橋　敦史 先生

福島県立医科大学医学部消化器内科学講座　准教授

座 長

大平　弘正 先生

福島県立医科大学医学部消化器内科学講座　主任教授

共 催
日本消化器病学会東北支部第212回例会

第167回日本消化器内視鏡学会東北支部例会
ビオフェルミン製薬株式会社 ／ 大正製薬株式会社

腸内細菌からみた
非アルコール性脂肪性肝疾患

演題２

演 者

　　福土　審 先生

東北大学大学院医学系研究科心療内科学分野　教授

※整理券制ではございません。先着順でのご入場となります。

機能性消化管障害に影響する
体外・腸内環境

　　　　       

ランチョンセミナー 1
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日本消化器病学会東北支部第 回例会
第 回日本消化器内視鏡学会東北支部例会
ランチョンセミナー

切除不能胃癌治療のアップデート

座長
福島県立医科大学 消化管外科学講座 教授

東北大学病院 腫瘍内科 講師

第 会場（フォレスト仙台 第 フォレストホール）

日時

会場

年 月 日（金）

河野 浩二 先生

高橋 信 先生演者

共催：日本消化器病学会東北支部第 回例会
第 回日本消化器内視鏡学会東北支部例会 大鵬薬品工業株式会社

ランチョンセミナー 2
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第212回日本消化器病学会東北支部例会
第167回日本消化器内視鏡学会東北支部例会

共催：第212回日本消化器病学会東北支部例会
　　　第167回日本消化器内視鏡学会東北支部例会 / 旭化成ファーマ株式会社

ランチョンセミナー3

日時 2022年2月4日（金）12：15～13：05

会場 第3会場（フォレスト仙台 ２F 第5・6会議室）

消化器外科医からみた
日本版敗血症診療ガイドライン

（J-SSCG2020）
改定のポイント

座長
弘前大学大学院医学研究科　消化器外科学講座　教授

袴田 健一 先生

演者
横浜市立大学医学部 消化器・腫瘍外科学 主任教授

遠藤 　格 先生

LIVE配信は学会ホームページよりログインしご視聴ください。
https://convention.jtbcom.co.jp/g212-e167/index.html

ランチョンセミナー 3
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日日本本消消化化器器病病学学会会東東北北支支部部第第 221122回回例例会会    
第第 116677回回日日本本消消化化器器内内視視鏡鏡学学会会東東北北支支部部例例会会  

ラランンチチョョンンセセミミナナーー４４  
  

開開催催日日時時 2022 年年 2 月月 4 日日（（金金））

12 : 15 ～～ 13 : 05

会会場場 ・・第第 会会場場 フフォォレレスストト仙仙台台 第第 会会議議室室

・・ラライイブブ配配信信【【学学会会ホホーームムペペーージジををごご確確認認くくだだささいい】】

整整理理券券制制ででははごござざいいまませせんん。。先先着着順順ででののごご入入場場ととななりりまますす。。

 

【【ププロロググララムム】】

座座長長 山山形形大大学学医医学学部部 内内科科学学第第二二（（消消化化器器内内科科学学））講講座座 光光学学医医療療診診療療部部長長・・准准教教授授

     阿阿部部 靖靖彦彦 先先生生

「「 GERD にに対対すするるテテーーララーーメメイイドド治治療療 」」

演演者者 大大阪阪医医科科薬薬科科大大学学附附属属病病院院消消化化器器内内視視鏡鏡セセンンタターー長長 ／／ 准准教教授授

    竹竹内内 利利寿寿 先先生生

共共催催

日日本本消消化化器器病病学学会会東東北北支支部部第第 回回例例会会

第第 回回日日本本消消化化器器内内視視鏡鏡学学会会東東北北支支部部例例会会

アアスストトララゼゼネネカカ株株式式会会社社

• 会議案内の転送や開示、会議の録画・録音・撮影等はお控えいただきますようお願い申し上げます。
• 本会は医療従事者向けの内容となりますため、ご視聴環境についてご配慮くださいますようお願い申し上げます。

ランチョンセミナー 4
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第 212 回日本消化器病学会 東北支部例会
第 167 回日本消化器内視鏡学会 東北支部例会

ランチョンセミナー５

株式会社スリー・ディー・マトリックス

消化器内視鏡治療における
ピュアスタットによる止血マネージメント

演 者

福島県立医科大学附属病院 内視鏡診療部

引地 拓人先生

司 会

日 時

開催形式

12：15 ～ 13：05

2 月 5 日（土）2022 年

・フォレスト仙台 2F 第１フォレストホール

　第１会場

・オンラインライブ配信（詳細は学会ホームページをご確認ください）

「十二指腸内視鏡治療におけるピュアスタットの使用経験」

京都府立医科大学大学院医学研究科 消化器内科学教室

土肥 統先生

国立がん研究センター中央病院 内視鏡科 消化管内視鏡

阿部 清一郎先生

「上部消化管内視鏡治療における新たな止血術　
　　　　　-ピュアスタットの臨床的意義を探る-」

第 212 回

日本消化器病学会 東北支部例会

第 167 回

日本消化器内視鏡学会 東北支部例会

[共催 ]

ランチョンセミナー 5
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ランチョンセミナー 6

第 2 会場（第 2 フォレストホール）
2 月 5 日（土）　12：15 ～ 13：05

IBD治療の最新アップデート 
～ヒュミラの適応追加について考察する～

司　会

正宗　淳
東北大学大学院　医学系研究科　消化器病態学分野

講　師

鬼澤　道夫
公立大学法人福島県立医科大学　消化器内科学講座

共催：アッヴィ合同会社
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日時・会場

2022年2月5日[土] 12:15 ～ 13:05
フォレスト仙台2階 第3会場 第5・6会議室

日本消化器病学会東北支部第212回例会
第167回日本消化器内視鏡学会東北支部例会
LS7 ランチョンセミナー7

Recent Topics in Diagnostic Colonoscopy

＜共催＞
日本消化器病学会東北支部第 212 回例会
第 167 回日本消化器内視鏡学会東北支部例会
オリンパスマーケティング 株式会社

岩手医科大学医学部 内科学講座 消化器内科消化管分野
座長

松本 主之 先生

内視鏡機器の進歩は診断能の向上や治療手技の発展に大きく寄与しております。
本セミナーでは「大腸領域の診断と治療」をテーマにエキスパートからご講演頂きます。
ご参加をお待ち申し上げます。

講演

仙台厚生病院 消化器内科

『大腸腫瘍性病変の「点」を繋げる内視鏡診断・治療』
松田 知己 先生

弘前大学大学院医学研究科
消化器血液内科学講座

『潰瘍性大腸炎の治療が目指すゴール』

櫻庭 裕丈 先生

ランチョンセミナー 7
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日本消化器病学会東北支部第212回例会
第167回日本消化器内視鏡学会東北支部例会

ランチョンセミナー 8

2022年2月5日（土） 12:15-13:05

機能性消化管疾患診療
ガイドライン2021

機能性ディスペプシア

～漢方製剤の可能性～

会場番号・会場名 ｜ 第4会場・フォレスト仙台 2F 第7会議室

（FD）
改 訂 ポ イ ン ト

座 長

上 野  義 之  先生
山形大学医学部 
内科学第二（消化器内科学）
教授

演 者

樋 口  和 秀  先生
大阪医科薬科大学　
第二内科
教授

日本消化器病学会東北支部第212回例会　第167回日本消化器内視鏡学会東北支部例会 ／ 株式会社ツムラ
共 催

整理券制ではございません。先着順でのご入場となります。

SE210332

ランチョンセミナー 8
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『『食食道道･･胃胃 EESSDD ににおおけけるる最最新新のの取取りり組組みみ  
－－診診断断かからら治治療療ままでで－－』』  

日本消化器病学会東北支部第 212 回例会 

『『大大腸腸 EESSDD ににおおけけるる局局注注のの TTiippss』』  

22002222 年年22 月月44 日日((金金))1177::0000～～1177::5500  

第第１１会会場場((フフォォレレスストト仙仙台台２２FF 第第１１フフォォレレスストトホホーールル))  

八八田田  和和久久 先生 

加加藤藤  恒恒孝孝 先生 

日日本本消消化化器器病病学学会会東東北北支支部部第第 221122 回回例例会会  

  

共共催催  

第第 116677 回回日日本本消消化化器器内内視視鏡鏡学学会会東東北北支支部部例例会会  

『『食食道道･･胃胃 EESSDD ににおおけけるる最最新新のの取取りり組組みみ  
－－診診断断かからら治治療療ままでで－－』』  

日時 

会場 

演題 
『『大大腸腸 EESSDD ににおおけけるる局局注注のの TTiippss』』  

座長 

演者 

東北大学病院 消化器内科 

福島県立医科大学会津医療センター 小腸大腸肛門科 

福島県立医科大学附属病院 内視鏡診療部 

根根本本  大大樹樹 先生  

第 167 回日本消化器内視鏡学会東北支部例会 
 イブニングセミナー１ 
 

カカイイゲゲンンフファァーーママ株株式式会会社社  

〒981-0933 仙台市青葉区柏木 1-2-45 

   

EESSDD のの新新たたなな展展開開  

イブニングセミナー 1
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©J&JKK 2021

共催：日本消化器病学会東北支部第212回例会  
 第167回日本消化器内視鏡学会東北支部例会

  ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

消化管内視鏡下
外科手術の今昔
～ENERGYデバイスへの期待～

座 長

演 者 演 者

大腸癌手術における
適切なデバイスの選択と有用性

胃内視鏡下外科手術
ENERGYデバイスが手術をどう変えたか。

徳村 弘実 先生
東北労災病院 院長

髙津 有紀子 先生
坂総合病院 外科

藤本 博人 先生
山形済生病院 外科

2/4
17:00

-17:50

2022

[ Friday]

日本消化器病学会東北支部第212回例会
第167回日本消化器内視鏡学会東北支部例会

イブニングセミナー2

フォレスト仙台  2F「第2フォレストホール」

イブニングセミナー 2
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イブニングセミナー3

日本消化器病学会東北支部第212回例会
第167回日本消化器内視鏡学会東北支部例会

日時

会場

座⾧

演者

演者

2022年2月4日（金）17:00-17:50

第3会場（フォレスト仙台 2F 第5・6会議室）
※整理券制ではございません。
※先着順でのご入場となります。

牧野 直彦 先生 山形大学 保健管理センター

奥薗 徹 先生 仙台厚生病院 消化器内科

柿﨑 泰明 先生 山形大学医学部 内科学第二講座

攻めの選択
～ERCP,EUSの新たなデバイス～

共催:日本消化器病学会東北支部第212回例会
第167回日本消化器内視鏡学会東北支部例会
株式会社カネカメディックス

～コンベックス型EUSの導入からデバイス選択まで～
EUS-HGSなんて簡単だ!

～ERCPカテーテルの新しい選択肢～
“SHOREN”の使用経験

イブニングセミナー 3





消化器外科低侵襲手術の最前線

司会
亀井　　尚

（東北大学 消化器外科）

新田　浩幸
（岩手医科大学 外科）

合同シンポジウム 1

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
１
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S1-01
（消）

東北大学病院 総合外科
○谷山　裕亮、岡本　宏史、福富　俊明、海野　倫明、亀井　尚

【緒言】ロボット支援下食道切除術(RAMIE)はその精緻な操作性などの優位
性の一方で、手術時間などの問題点も認識されている。また術式の難易度な
どから教育が難しく次世代への移行も問題の一つである。今回我々のRAMIE
に対する取り組みを紹介するとともに教育方法を提示する。【取り組み】我々
の施設では2013年にRAMIEを導入、その後2018年より本格的に開始した。
salvage含めて特に適応症例は設けていないが、定型的な手術がある程度想定
できる症例を行うようにしている。腹臥位気胸下の4ポート+ １アシストポー
トで行っている。当科ではダブルコンソールを導入しており常にプロクター
の教育の下で執刀を行っている。執刀初期は左側食道や肥満、局所進行症例
を避け、定型的な手技を身に付けられるよう工夫している。【結果】当科で
は2021年9月までRAMIEを74例に対して行った。胸部平均手術時間は297分、
胸部出血量は17mlであった。またプロクター (P)、若手A、Bの執刀医ごとに
短期成績を検討した（1名は単独執刀が無いため除外した）。執刀数はそれぞ
れP:36例、A:22例、B:7例、合同執刀;9例であった。胸部手術時間/出血量は中
央値でP:250min/16ml, A:311min/6ml, B:371min/22mlであり共に減少傾向で
あった。一方反回神経麻痺の経時的な改善傾向は認められなかった。【考察】
RAMIEは術者と助手とScopistを同時に行わなければならず、更に触覚を視
覚に頼る事から、胸腔鏡による食道切除術を高いレベルで理解している必
要がある。しかしRAMIEは精緻な作業の模倣が比較的容易であることから、
指導医の手術と同じモーションで作業を行える面で優れていると言える。実
際に左反回神経周囲の郭清は通常の胸腔鏡と比較しても手術は容易である。

【まとめ】当科におけるRAMIEの導入は問題なく行われた。データには反映
されづらいが、精緻な作業においてはその長所が生かされていると思われる。
術者はRAMIEを始めるにあたって十分な経験を得た食道外科医であること
が大事であり、指導医が常に画面上で指示ができるダブルコンソールは教育
の面では有用と思われる。

山形大学 第一外科
○武者　宏昭、鈴木　武文、神尾　幸則、元井　冬彦

日本内視鏡外科学会の技術認定医は地域偏在が問題となる。東北では、2021
年6月現在114名(4.6%)にとどまっている。胃領域の技術認定医数も27名(4.2%)
と少ないのが現状である。また、胃領域の合格率も全体で31%であり、2014
年度からは20%台で推移しており、2020年度は28%とかなり狭き門となって
いる。胃癌の罹患率は年々減少してきており、内視鏡治療の適応拡大に伴い
手術症例も減少してきている。2018年4月には、ロボット支援下胃切除術が
保険収載され、純粋な腹腔鏡手術は更に少なくなり、腹腔鏡手術の適応拡大
により開腹手術も減少している。一方、食道胃接合部癌の割合が増加し、手
術の難易度も上がってきている。東北でのハイボリュームセンターは限られ
ており、少ない症例でいかに指導し、技術認定医を作っていくかが課題であ
る。他施設での手術指導も含め1000件を越えるLAGを行ってきた。現在まで、
3施設で6名(技術認定医取得3名)を直接指導し、また、他施設でのLAG導入の
ための指導も15 ヶ所以上で行ってきた。自施設のみでの指導は限界があり、
他施設へ出向いての指導も時には必要となる。　メンターの役割としては、
1.指導的助手として、2.術者で助手の指導、3.スコピストおよび手術室全体の
コントロールがある。また、メンターには、1.忍耐力（待つ勇気）、2.メンティ
に合わせた指導力、3.緊急時に対応できる技術力も必要となる。個人的には、
ロボット手術には腹腔鏡手術の経験、腹腔鏡手術には開腹手術の経験が必要
と考えている。ただ、症例が限られているため、定期的に手術ビデオを見直し、
フィードバックしたり、研究会等を開催し他施設の先生方とも積極的に交流
し、地域全体の知識と技術の底上げを心がけている。LAGの手技は変遷して
きており、また種々のピットフォールを経験した。ロボット・腹腔鏡・開腹
手術のメリット・デメリットおよび手技の工夫やピットフォールを供覧する。

秋田大学 食道外科
○脇田　晃行、本山　悟、佐藤　雄亮、藤田　啓、南谷　佳弘

【背景】食道癌に対するロボット支援胸腔鏡下食道切除術(RATE)の従来
の胸腔鏡下手術(TE)に対する優越性や課題は未だ十分に議論されてい
ない。【目的と方法】RATE初期症例56例、同一時期のTE症例75例を対
象に臨床病理学的背景、短期および中期手術成績を比較検討し、RATE
の 優 越 性 や 課 題 を 抽 出 し た。【 結 果 】 年 齢 中 央 値RATE/TE=67(35-
84)/67(43-77)、 男 女 比(M/F)=RATE50/6,TE12/63。cStageI/II/III/
IVa=RATE16/16/20/4,TE30/14/26/5。胸部手術時間RATE270分/TE298分、
胸部出血量RATE81ml/TE145ml、No.106recL+tbLリンパ節（LN）/全縦隔
LN郭清個数はRATE23.7%/TE20%。反回神経麻痺RATE15例(27%)/TE24例
(32%)。局所進行例cStageII-III(n=RATE38,TE44)で検討した。RATEではリ
ンパ節郭清強度(No.106recL+tbL/全縦隔LN郭清個数) が高く(RATE25.8%/
TE20.0%; p=0.188)、反回神経麻痺率 (RATE23.7%/TE25.0%; p=0.890)は同等
であった。再発はそれぞれRATE/TE=9例(24%)/13例(30%) (RATE/TE=領域
内LN0例/2例,領域外LN4例/5例,遠隔5例/6例)、RATEで領域内LN再発は認め
なかった。全生存率はRATE/TE=70%/68%(p=0.743)。No.106(cN)転移陽性症
例(n=RATE13,TE6)で検討した。転移症例はRATEを多用していた。RATE
はリンパ節郭清強度が高く(RATE30.8%/TE10.3%; p=0.355)、反回神経麻痺率
も高い傾向を示した(RATE38.5%/TE16.67%; p=0.342)。再発はRATE/TE=2
例(15%)/2例(33%) (RATE/TE=領域内LN0例/2例,領域外LN1例/0例,遠隔1例
/0例)であった。Ut症例(n=RATE12,TE11)で検討した。Ut症例はRATEを行
うことが多かった。RATEはリンパ節郭清強度が高く(RATE32.1%/TE21.2%; 
p=0.110)、 反 回 神 経 麻 痺 率 も 高 い 傾 向 を 示 し た(RATE41.7%/TE27.3%; 
p=0.469)。再発はRATE/TE=2例(17%)/2例(18%) (RATE/TE=領域内LN0例
/1例,領域外LN1例/0例,遠隔1例/1例)であった。【結論】RATEにより上縦隔リ
ンパ節郭清の強度は高くなった。一方、上縦隔徹底郭清例における反回神経
麻痺率軽減に対するさらなる取り組みが課題である。

東北公済病院 消化器外科
○井上　宰

【目的】低位直腸病変に対する肛門温存手術として、腹腔鏡下括約筋間直腸
切除術(Lap-ISR)が全国的に徐々に行われてきている。著者は2013年より岩手
県立中央病院でLap-ISRを導入し2016年10月から現施設に異動しLap-ISRを
8例施行した。最近はさらに骨盤内側方リンパ節郭清も併施するようになっ
た。【手技】Lap-ISRの手術適応はSM癌の場合肛門縁から2cm、進行癌の場合
肛門縁から4cm離れていること、外肛門括約筋に浸潤していないこととして
いる。Lap-ISRは腹腔鏡下に骨盤内で恥骨直腸筋と直腸壁の間にあたる括約
筋間を十分に可及的に剥離後、経肛門的に歯状線を切除範囲に含めて肛門管
を全周切開し腹腔側とつなげて標本を摘除する。当院ではtotal ISRかpartial 
ISRを施行している。直腸肛門管吻合はすべて端端吻合で手縫い（Gambee
縫合）で縫合を行う。ISR症例はすべてdiverting stomaをおいている。さら
に最近は進行癌については側方リンパ節郭清も行うこととしている。【成績】
Lap-ISRは8例行っており、側方リンパ節郭清術も併施したのは1例であった。
手術時間は297分(231-383分)、出血量は50 ml (10-100 ml)であった。Diverting 
stomaについては回腸ストマ2例、横行結腸ストマ6例であった。術後経口摂
取については、食事開始が3日（3-14日）で、術後在院日数は20日(12-31日)であっ
た。開腹移行例は0例、合併症は縫合不全 1例、腸閉塞 0例、麻痺性イレウス
2例、SSI 0例、呼吸器疾患 0例で、縫合不全1例は直腸低位前方切除術後の吻
合部狭窄症例に対して行った症例であり困難症例であったが、保存的に治癒
している。8例中7例がその後ストマ閉鎖を行っており、排便困難感を訴える
症例は認められなかった。【結論】Lap-ISRは安全に導入されており、肛門温
存を希望されている患者には満足度が高い結果あった。この術式を導入する
にあたっては癌の根治度を落とさないことが肝要である。

S1-03
（消）

S1-02
（消）

S1-04
（内）

ロボット支援下食道切除術の現状と教育
課題

腹腔鏡下胃切除の指導経験から

当科における胸部食道癌に対するロボッ
ト支援胸腔鏡下食道切除術の課題

当施設での腹腔鏡下 ISR( 括約筋間直腸
切除術 ) の手術手技
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福島県立医科大学 医学部 肝胆膵・移植外科学講座
○小船戸　康英、岡田　良、木村　隆、見城　明、丸橋　繁

消化器外科領域における腹腔鏡下手術やロボット支援手術は年々普及してい
る。日本消化器外科学会より医療水準評価対象8術式の鏡視下手術割合の年
次推移が報告され、すべての術式において年々増加していることが示された。
われわれの講座においても鏡視下手術は年々増加しており、特に肝切除術で
は鏡視下手術の割合が急増した。肝腫瘍に対する肝切除術（移植を除く）に
おいて腹腔鏡下/補助下肝切除術の件数は2016年には41例中10件（24.4%）で
あったが、2020年には49例中34件（69.4%）まで増加している。また膵切除
術においても保険適応の拡大に伴って、腹腔鏡下膵体尾部切除術（L-DP）や
腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術(L-PD)、ロボット支援下膵体尾部切除術(R-DP)
を導入し、これまでにL-DP 24件、L-PD 4件、R-DP 3件を行い、講座として
の経験を積んでいる。一般に鏡視下手術では手術時間が長いが、出血量は少
なく、在院日数が短いので患者のメリットは高いと思われる。一方で手技に
関しては高い技術が要求されることもあり、安全性に配慮した修練をどのよ
うにするかが課題である。手術の安全性を担保するためにわれわれの講座で
は腹腔鏡下肝切除術には術者要件を設定している。例えば腹腔鏡下肝部分切
除/外側区域切除の術者要件は、①消化器外科専門医であること、②腹腔鏡
下担当摘出術に対し豊富な経験を有していること、③開腹肝切除の執刀を20
例以上経験していることと定め、Difficulty scoreも加味しながら術者選定や
教育を行ってきた。このような基準のものとで手術を行ってきた結果、143
例（2016年～ 2020年）の腹腔鏡下肝切除術において、術後合併症(Clavien-Dindo 
3a以上)を5例（3.5%）に認めたが、在院死は無く安全に施行し得たと考えて
いる。上記の様に安全性に配慮した明確な基準を設けることは重要であると
考える。一方でこれからの若手医師は開腹での肝切除症例を経験する機会が
減少すると予想され、上記のような基準をどのように設定していくかが今後
の課題である。

腹腔鏡下肝切除術の課題～安全性を重視
した教育の面から～

S1-08
（消）

弘前大学 大学院医学研究科 消化器外科学講座
○鍵谷　卓司、諸橋　一、坂本　義之、三浦　卓也、袴田　健一

【はじめに】ロボット支援下手術は従来の腹腔鏡下手術と比較して、多くの
利点があるが、直腸癌に対するその有効性は未だ明らかではない。しかし、
症例を積み重ねることによって、ロボット支援手術の優位点や問題点が明ら
かになってきた。特に難易度の高い術前治療後のロボット手術に対しては幾
つかの工夫を要する。これまでに当科で経験した術前治療後にロボット手術
を行った症例の短期成績について検討し、手術時の工夫を示す。【対象と方法】
2016年1月から2021年10月までの期間にロボット支援下手術を行った直腸癌
症例180例のうち、cStageII以上の100例を対象とし、術前治療群（A群）55
例と非治療群（B群）45例の成績を後ろ向きに比較検討した。【結果】両群間
で性別に有意差は無く、A群で有意に年齢が低かった（62 /67歳）。A群で有
意にcStage III以上が多かった。術式はA群で有意に肛門温存手術の割合が多
かった（76/60%）。側方郭清はA群で有意に多かった（83 /2%）。手術時間は
A群が有意に長かった（483/322 分）。出血量、術後在院日数に有意差は無かっ
た。R0切除率、所属リンパ節郭清個数に有意差は認められなかった。SSI、
腸閉塞、吻合不全、排尿障害の発生率に有意差は無かった。A群のpCR率は
11%、R0切除率は96%であった。【考察】ロボット手術は術中の不意な出血や
術前治療による浸出液への対応が吸引デバイスの挿入の際にロボットアーム
が障害となり、困難である弱点がある。術前治療症例は術中の浮腫や浸出液
が多い症例があったが、出血量の増加や合併症の増加は認められなかった。
浸出液や出血への対応は右上腹部に吸引用ポートを追加することで十分に対
応可能であった。【結語】術前治療後のロボット支援下手術は根治性と安全
性に問題はなく、局所進行直腸癌に対して有用な治療と考えられた。

術前治療後の直腸癌に対するロボット支
援下手術の治療成績

S1-07
（消）

東北大学大学院 消化器外科学
○神山　篤史、大沼　忍、渡辺　和宏、亀井　尚、海野　倫明

【背景】ロボット支援下での直腸手術は、2018年に保険収載されてから本邦で
も多くの病院で導入されている。一方で、急速な普及に際して安全性や導入
に際しての課題も懸念されている。【目的】導入初期のロボット支援下低位
前方切除術(RALAR)の短期治療成績を腹腔鏡下手術と比較検討することで、
導入に際しての問題点を明らかにする。【対象と方法】2012年5月から2021年
5月に当施設でロボット支援下直腸手術を施行した52例の中から、一時的回
腸stoma造設を伴う低位前方切除術を施行した症例を抽出した(R群)。同時期
に同手術を腹腔鏡下で行った症例（L群）を比較対象として、短期治療成績
を後方視的に検討した。【結果】R群vs L群:18vs32例。患者背景は,男性:10(56%) 
vs 25(78%)例(p=0.12)、手術時年齢中央値:61 vs 62歳(p=0.66)、cStage I/II/
III: 14(78%)/1(5%)/3(17%) vs 20(62.5%)/4(12.5%)/8(25%)例(p=0.52)、BMI中 央
値:23.7 vs 23.3 (p=0.55)、腫瘍局在Ra/Rb: 4(22%)/14 (78%) vs 9 (28%)/23(72%) 
例(p=0.65)、術前化学放射線療法施行: 3 (17%) vs 10 (31%)例(p=0.33)であり、
両群の背景に有意差はなかった。短期治療成績は、手術時間中央値:395.5 vs 
248.5分(p＜0.0001)、出血量中央値:37 vs 29.5g (p=0.26)、術後在院日数中央値:19 
vs 16日（p=0.27)、Grade3以上の合併症：3(9.4%) vs 2(11.1%)例(p=1.00)。両
群ともに周術期死亡は認めなかった。R群のコンソール時間は219.5分であり、
コンソール300分以上の症例のBMI中央値は26.7であり、肥満症例で長くなる
傾向であった。【まとめ】導入初期のRALARでも比較的安全に手術を施行し
得ていた。一方で、手術時間の延長が課題であり、特に肥満例では注意を要
する。

ロボット支援下低位前方切除術における
導入初期の課題

S1-06
（消）

福島県立医科大学 消化管外科
○門馬　智之、河野　浩二

2018年4月に本邦でロボット支援直腸手術（RS）が保険収載され急速に普及
している。日本内視鏡外科学会が行ったアンケート調査によると、直腸疾患
における内視鏡下手術のうちRSは2018年には10%弱であったものが、2019年
には20%ほどに増加しており、その傾向は2020年、2021年にも続いているも
のと思われる。当院でも2019年よりRSを開始し、安全な導入と段階的な適応
症例拡大を行い、2021年10月までに約50例施行してきた。豊富ではない症例
数での導入時の課題と工夫、RS実施数の増加によって見えてきた課題につい
て報告したい。【導入時の課題・工夫】本県は、岩手県につぐ日本で２番目
の面積をもつ県であり、それぞれの医療圏に基幹施設があり、多くの診療が
完結する状況である。そのような中で、当院は手術枠数制限もあり、手術待
機は2か月ほどとなっており重篤な併存症を有する患者を優先して治療して
いた。2018年の初発大腸癌の手術症例は71例で、直腸癌は20例であった。導
入期には、これまで同様当院での加療が必要な患者への治療を継続しつつ、
併存症の少ない患者にRSを行えるよう学内外の調整・協力をお願いした。そ
の結果、2019年は直腸癌症例が41例と倍増でき、安全な導入と段階的適応拡
大の礎とできた。【導入後の課題】限られた手術枠内での調整で、RSにより
多くの手術枠を割いたことにより、若手の経験症例数が減少してしまうとい
う課題が生じている。当院は、高度の医療の提供、研修を実施する能力等を
備えた病院とされる特定機能病院であり、RSの安全で安定的な提供・教育と
ともに、鏡視下手術を含む修練を行う環境を整備していくことは必要である。
一施設の限られた症例数、手術枠数では両立していくことの容易ではなく、
RS手術の急速な普及、今後のRS適応術式拡大も考えられ、外科手技の指導
法なども少しずつ変容が求められる。関連病院とも連携した教育を行えるよ
う若手・中堅医師を中心としてまだ少ないが勉強会など開催している。各施
設のもつ強みを活かしながら、魅力ある外科医を多く輩出できる教育体制の
構築を目指している。

直腸癌ロボット支援下手術導入により見
えてきた外科医教育の課題

S1-05
（消）
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弘前大学大学院医学研究科 消化器外科学講座
○石戸　圭之輔、木村　憲央、脇屋　太一、袴田　健一

【背景】2020年4月に膵癌を含む膵腫瘍にロボット支援下膵体尾部切除術
（RADP）が保険収載された。当科で施行しているRADPの有用性と課題を明
らかにすることを目的とした。【方法】2011年7月から2021年7月までに，当
施設にて施行した22件のRADPを対象とした。対象症例の周術期成績を検討
し、同時期に施行した腹腔鏡下膵体尾部切除術（LDP）21例の周術期成績と
比較した。また膵癌に対して施行したRADP7例の成績は開腹膵体尾部切除術

（ODP）47例と比較検討した。【結果】RADP22例の内訳は、漿液性嚢胞腺腫1例、
粘液性嚢胞腺腫4例、神経内分泌腫瘍5例、IPMN4例、膵癌7例、およびその
他1例であった。手術時間中央値は429分（192-743）、出血量中央値は105ml 
(0-1356)であった。開腹術へ移行を必要とした症例は3例で,脾動脈損傷による
出血1例、脾臓損傷による出血1例、およびIPMCの切離断端陽性例1例であっ
た。Clavien-Dindo分類IIを超える合併症は1例（4.5%）に認め、術後在院日
数中央値は10日（6-40）であった。同時期に施行された腹腔鏡下膵体尾部切
除術との周術期成績比較では、手術時間がLDPで有意に短かったが(429分vs 
283分 p=0.001)、出血量、開腹移行率、輸血率、術後合併症発生率、および
術後在院日数において両群に有意な差を認めなかった。膵癌7例の治療成績
では、リンパ節郭清個数は19個（11-33）でR0切除率は100%であった。これ
らの結果は、その他の腫瘍学的因子も含めODP群と同等であった。RADP群
で術後補助化学療法導入までの期間が術後39日であり、ODP群（49日）に比
べ短縮されている傾向を認めた(p=0.07）。【結論】RADPは膵腫瘍に対する妥
当な術式であると思われた。リンパ節郭清やサージカルマージン確保を要す
る膵癌手術において、RADPは有用な術式となることが期待される。

膵腫瘍に対するロボット支援下膵体尾部
切除術の検討

S1-10
（消）

東北大学 消化器外科
○森川　孝則、石田　晶玄、三浦　孝之、亀井　尚、海野　倫明

胆膵外科領域の低侵襲治療は、他消化器外科領域と比較し最も遅れた分野で
あったが、2012年の腹腔鏡下先天性胆道拡張症手術（LREBD）および腹腔鏡
下膵尾側切除術（LDP）の保険収載に始まり、2016年には腹腔鏡下膵頭十二
指腸切除術（LPD）導入およびLDPの膵癌への適応拡大、2021年はロボット
支援腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術および膵尾側切除術が保険収載され、最も
先鋭的な領域の一つとなっている。これらの手術は、肝胆膵外科高難度手術
でもあり、高難度手術と先進医療技術の融合した術式は、手術技術向上を目
指す外科医が希求する手術の一つである。一方、高難度かつ先進的な外科手
術の導入は、その短期および長期的な安全性の担保が重要である。われわれ
は今までに、LDP・D2郭清15例、LPD13例、LREBD22例、ロボット膵尾側
切除3例を行っているが、これら症例のC-D grade3以上の合併症は、それぞ
れ2例(13.3%)、3例(23.0%)、3例(13.6%)、0例(0.0%)、術後在院日数中央値は、
それぞれ15日、29日、12日、11日と、開腹手術よりも良好な成績を収めてい
る。この結果は、他腹腔鏡下手術や肝胆膵外科手術の経験蓄積が背景にあり、
手術手技の取得は、それが高難度そして先進的手技であっても、その分野に
専念する外科医にとっては比較的容易であると捉えている。しかしながら、
１）外科医志望者の減少、２）手術手技の専門化、高度化、そして多様化、3）
症例の集中および高難度新規医療技術導入基準による施行施設の限定化、４）
働き方改革による技術習得時間の減少、などの医療を取り巻く環境は、蓄積
した手術手技の普及を妨げつつあり、これが今後の大きな課題である。東北
地方はこの影響を特に受けやすく、その対策として、１）cadaver surgical 
trainingやアニマルラボなどのoff-the-job trainingの導入、２）dry boxや動画
を用いた修練理論の構築、３）施設間でのWeb conferenceの構築、を考えて
いる。今回、われわれの現状を報告し、今後への取り組みを紹介したい。

胆膵外科高難度手術におけるロボットお
よび腹腔鏡下手術の現状と課題

S1-09
（消）
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仙台赤十字病院 消化器内科
○大森　信弥、中野　絵里子、片岡　晃二郎

【背景】本邦では大腸癌が増加傾向にあり、各stageにおける適切な対応が求
められる。また、大腸癌のみならず他臓器のがんにより大腸閉塞を来す病態
は日常診療で起こり得る。進行がんにおいて、外科的切除、化学療法、放
射線治療等がある中で、がん起因大腸閉塞に対する内視鏡的大腸ステント
留置術は、１）Bridge to Surgery（BTS、術前狭窄解除を目的としての手
技）の側面と、２） Palliative Care(PC、手術不能患者において狭窄による症
状を緩和する手技）の側面を有する治療法として有益であると考えられる。

【目的】悪性腫瘍の集学的治療の一法としての大腸ステント診療の意義を検
証すること。【方法】2012年1月より2021年9月にかけて、大腸悪性狭窄に対
し、SEMS(self-expandable metallic stent)を施行した14例を対象とし、それ
らの臨床像を検討した。【結果】病変部位は、回盲弁上が1例、横行結腸2例、
下行結腸4例、S状結腸4例、直腸3例であった。大腸閉塞スコア（CROSS）
は、SEMS留置前で平均0.43点、留置後で平均3.43点であった。BTS症例は4
例でPC症例は10例であった。BTS症例では、SEMS留置から外科手術までの
平均期間は30.00±17.53日、外科手術根治度は、Cur A　2例、Cur C　2例、
adjuvant chemotherapy 施行例3例であった。PC症例で再狭窄例は1例（再狭
窄までの期間は100日）で、再狭窄を来さなかったPC症例でのSEMS留置後
の平均生存期間は186.9日（最短17日、最長967日）であった。全症例におい
てSEMS留置後出血、穿孔を認めなかった。【考察】がん起因大腸閉塞に対し
ては、狭窄度や全身状態を加味した対応が求められる。緊急手術により一時
的にストーマを造設するしかなかった以前の診療と比し、SEMS治療が、１）
待機手術を可能とした点、２）手術回避としてPC例の予後に寄与し得た点は
評価に値する。【結語】当院では外科との協議のもと、BTSやPCの適応を検
討しつつ、適切に大腸ステント診療がなされており、悪性腫瘍の集学的治療
に寄与し得ていると考えられた。

悪性腫瘍の集学的治療の一法としての内
視鏡的大腸ステント診療

S2-04
（内）

東北大学 医学系研究科 消化器病態学分野
○尾形　洋平、八田　和久、正宗　淳

【目的】高齢早期胃癌患者の治療方針決定においては, 腫瘍側の因子のみでは
なく, 患者自身の活動度や併存症を加味する必要がある. 特に高齢者では内視
鏡的根治度C-2であった場合も無治療経過観察が選択されることも多いが, そ
の確立した指標はなく, 患者側の因子と予後との関連についての報告はほと
んどない. 本検討では外科切除例も含めた75歳以上早期胃癌患者の全生命予
後とその関連因子を明らかにすることを目的とした.【方法】2003年から2017
年に, 当院で加療した75歳以上の早期胃癌患者を対象とした. 対象症例を遡
及的に検討し, 全生存率, 疾患特異的生存率を評価するとともに, 全生命予後
と各因子との関連性をCox比例ハザードモデルにて解析した. 評価因子は, 年
齢 (80-84歳, 85歳以上), 性別, 病理学的因子 (根治度, eCura system), 治療法と
ともに, 患者側因子の指標としてCharlson comorbidity index (CCI), ECOG-
performance status (ECOG-PS), ASA-physical status (ASA-PS), Prognostic 
nutritional index, modified Glasgow prognostic scale (mGPS), CRP/Albumin 
Ratio (CAR), Neutrophil/Lymphocyte Ratio, Platelet/Lymphocyte Ratio, L3
レベルの腸腰筋面積 (PMI) とした.【結果】内視鏡的切除385例, 外科切除86
例 (うち18例が追加外科切除)をあわせた早期胃癌患者471例を解析した. 経過
観察期間中央値65か月で, 死亡は165例, うち9例が胃癌死であった. 5年全生存
率は76.6%, 5年疾患特異的生存率は99.0%であった. 多変量解析では, 85歳以
上 (HR, 1.96 [95% CI, 1.25-3.08]), 男性 (1.49 [1.00-2.20]), CCI≧2 (1.55 [1.11-2.16]), 
ECOG-PS (3.88 [1.53-9.84]), ASA-PS≧3 (2.01 [1.29-3.11]), eCuraC-2-high (2.11 
[1.25-3.56]), が生命予後に対する独立危険因子であり, CAR (1.45 [0.98-2.14])が
予後に関連する傾向を認めた.【結論】75歳以上早期胃癌患者では, 85歳以上, 
ECOG-PS≧2, ASA-PS≧3などの患者側因子のほか, リンパ節転移のリスクを
評価したeCura system (C-2-high)も予後との関連を認めた.

75 歳以上早期胃癌患者の全生命予後と
予後関連因子の検討

S2-03
（内）

東北大学病院 総合外科 
○佐藤　千晃、谷山　裕亮、海野　倫明、亀井　尚

【背景】化学放射線治療（CRT）後の遺残や局所再発病変のうち、筋層への
浸潤を疑うようなT2病変に対しては、salvage手術以外は根治性のある治療
法はなかった。しかし、タラポルフィンナトリウムによる光線力学療法（PDT）
の登場によりT2までの病変であれば根治治療の可能性があり、食道癌集学的
治療における最終治療の重要な一つとなっている。【対象と方法】2016年2月
から2021年6月までに施行したPDT治療症例を対象とした。患者背景、その
治療成績を明らかにする。検討項目は、患者背景と病変背景、治療成績、偶
発症、再発の有無とした。【結果】[患者背景]全26症例、男性22名、女性4名であっ
た。年齢中央値は74歳(58-90歳)、PDT前治療は21症例が54Gy以上の化学放射
線療法、5症例が照射単独療法であった。[病変背景]CRTまたはRT後の 遺残
病変は3例、完全奏功（CR）後の再発病変は23例であった。壁深達度はT1a/
T1b/T2 =6/16/4例、病変長径の中央値は20mm(10-25mm)。照射数中央値は
2回(1-4回)、PDT施行翌日の追加照射は1例に行われた。PDT後に局所遺残し
PDTを複数回（2-5）施行した症例が6例いた。[治療成績] 26例中14例で生存
中である。PDTを複数回施行症例はPDT後の局所遺残症例や、照射野内の
異時多発病変に対して施行していた。複数回施行後に生存している症例は3
例（3/6）のみである。深達度別の局所CR率はT1a/T1b/T2=100％ (6/6)/73％
(8/16)/50％ (2/4)であった。 [偶発症]胸痛を全例で認めた。食道穿孔は認めな
かった。【考察】食道癌CRTまたはRT後の遺残・再発の患者が対象となるた
め全身状態や、performance status（PS）は決してよくないが、治療自体は
大きな問題なく施行が可能であった。CRT後の遺残症例は複数回のPDTを要
することが多く、PDT後も慎重かつ短い間隔での内視鏡検査が重要と思われ
た。【結論】食道癌CRT後の遺残再発症例に対するPDTは局所制御には有効
な可能性がある。またPSや、耐術能が低い、腎機能低下などの患者において
もQOLを維持しつつ局所制御できる可能性があり、さらには予後も改善でき
る可能性があると思われる。

食道癌における集学的治療～光線力学療
法 PDT の役割～

S2-02
（消）

岩手県立胆沢病院 消化器内科1）、東北GI Endoscopy group2）、
仙台市医療センター仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科3）

○新海　洋彦1,2）、萱場　尚一1,2）、嶋田　奉広2,3）

【目的】食道扁平上皮癌患者全体での予後関連因子の報告は散見されるが、
転移再発リスクのあるpT1a-MM/pT1b-SM患者における予後関連因子はこれ
までに明らかになっていない。本研究では、これらを明らかにすることを目
的とした。【方法】本研究は、東北MM/SM study (2006 ～ 2017年に東北地方
21施設における食道扁平上皮癌ESD後pT1a-MM/pT1b-SM症例)のサブ解析
である。第一に、全生存率、疾患特異的生存率を算出した。続いて、病変側
因子 (病理学的リスク分類)、患者側因子 (年齢、性別、BMI、喫煙歴、飲酒歴、
Charlson comorbidity index (CCI)、ECOG-performance status、Neutrophil/
lymphocyte ratio、Prognostic nutritional index (PNI)、Platelet/lymphocyte 
ratio、modified Glasgow prognostic scale)、追加治療の有無を因子とし、
Cox解析を行った。病理学的リスク分類は、低リスク：pT1a-MM/pT1b-
SM1・脈管侵襲 (LVI) (-)、中リスク：pT1a-MM・LVI(+) or pT1b-SM・LVI(-
)、高リスク：pT1b-SM・LVI(+)とした。【成績】593例 (追加治療有207例、無
386例)が登録され、経過観察中央値は67か月、死亡は156例に認められた。5
年全生存率は83.0%、5年疾患特異的生存率は97.6%であった。多変量Cox解析
では、年齢75-79歳 (ハザード比1.62)、80歳以上 (同2.09)、男性 (同3.59)、CCI 
(同2.48)、PNI (同1.78)、病理学的リスク分類中リスク (同1.70)、高リスク (2.00)
が独立予後関連因子であった。追加治療の有無による層別化解析では、病理
学的リスク分類は追加治療有にて有意でなかったのに対し、追加治療無患
者では中リスク (同2.02)、高リスク (同2.51)ともに有意に関連していた。【結
論】ESD後pT1a-MM/pT1b-SM食道扁平上皮癌患者では、年齢、性別、CCI、
PNI、病理学的リスク分類が予後に関連しており、病理学的リスク分類の予
後への関与は追加治療の有無によって異なっていた。

pT1a-MM/pT1b-SM 食道扁平上皮癌の
予後関連因子　－東北 MM/SM	study
サブ解析－

S2-01
（内）
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東北大学大学院 消化器外科学
○中川　圭、青木　修一、伊関　雅裕、森川　孝則、海野　倫明

【目的】
胆道癌はその部位により診断や手術負荷が異なるものの、治療戦略は根治切
除・化学療法の二者択一であり、治療開発はひとくくりに行われ、本邦から
GEM/CDDP/S-1(GCS)の有用性が報告された。
2018、2019年の当科胆道癌初診加療87例について検討し、特に非切除症例の
短期成績を評価した。

【結果】
87例は部位別に肝内胆管13例、肝門部32例、遠位15例、乳頭部9、胆嚢18例
であった。切除症例は56例(64%, 肝内胆管1例、肝門部27例、遠位12例、乳頭
部9例、胆嚢7例)である。非切除31症例では GC (GEM/CDDP, 10例)もしくは
GCS(21例)を導入した。非切除の理由は局所進行12例、遠隔転移19例であった。
平均年齢はGC 73.9歳・GCS 65.0歳。非切除として化学療法を施行した症例で
PR (GC, GCS : 1, 3)およびSD (6, 12)のうち10例( 2, 8)でConversion切除(CS)を
企図し、6例( 1, 5)で原発巣切除を施行した。CSに至らなかった症例の1年生
存率は56.7%でCS症例は100% (p=0.0318)。CS症例は1例で術後15 ヶ月に脳梗
塞による他病死を経験したがその他の症例は生存中である(術後最低観察期間
6 ヶ月)。

【考察】
胆道癌においての非切除症例は施設により判断が異なるのが現状である。当
科肝門部領域胆管癌切除例の検討で大動脈周囲リンパ節転移陽性(pM1(LYM))
もしくは腹腔洗浄細胞診陽性(CY1)症例の切除後中央生存は非切除と同等で、
2015年からこれら症例は原発巣切除を施行せず、化学療法施行後にCS施行を
検討している。化学療法奏効後にCSを施行する意義は未だ明らかでないが、
GCSが有効な治療手段であるものの二次治療の有用性は明らかでなく、奏効
症例にさらに1年以上の予後が見込めるのであればCS介入の治療開発に意義
があると考える。一方、CS症例では長期間の化療後に高侵襲の切除を施行す
ること、切除後にも化学療法を継続することを基本としており、適応の検討
は慎重にならざるを得ない。PET検査や審査腹腔鏡がこうした判断に有用な
可能性があり、今後も症例を集積したい。

胆道癌に対する集学的治療と
Conversion 切除

S2-08
（消）

仙台市医療センター 仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科
○小堺　史郷、越田　真介、菅野　良秀、小川　貴央、伊藤　啓

【背景】肝膵同時切除を要することがある胆道癌において，時にその侵襲のた
めに高齢者では非切除となることがある．胆道癌に対してCDDP/GEM(GC)
療法が広く行われているが、高齢者における切除不能例を含めた非切除胆道
癌 (UR-BC) に対するGC療法の意義は明らかではない．【目的】UR-BCに対す
るGC療法の治療成績を解析し，高齢者UR-BCに対するGC療法の意義を明ら
かにする．【対象と方法】当施設でGCによる化学療法を導入したUR-BC (術
後再発を除く) 69例 (2010/1-2021/3)を対象とし，後方視的に解析した．75歳
以上の高齢者群(21例)と75歳未満の非高齢者群(48例)に分け，GC療法の1)実施
状況，2)有効性, 3)安全性を比較検討した．病勢制御率（DCR）の評価には少
なくとも2コース以上治療を行った64例を用いた．【結果】2群間の背景因子
は，男性57% vs 77 % (p = .09)，PS 0-1 95% vs 92% (p = .60), 原発巣（肝外
胆管）43% vs 21% (p = .11)，遠隔転移あり 24% vs 90% (p ＜ .001)であった．
1) Relative dose intensity (CDDP/GEM)は78.5%/77.9% vs. 90.8%/85.4% (p = 
.01/.11), GC療法2コース完遂率は95% vs 92% (p = .60)で，非完遂の理由は全
例病状進行であった．GC療法の後治療は50% vs 32% (p = .14)で施行された．2) 
Grade3以上の有害事象は，全体で62% vs 54% (p = .55)，好中球減少30% vs 
30% (p = .79)，血小板減少 20% vs 23% (p = .94)，発熱性好中球減少症 15% 
vs 5% (p = .15)であった． 3) DCRは85% vs 64% (p = .15)，無増悪生存期間は
6.3ヶ月vs 4.6ヶ月 (p = .79)，全生存期間は13.5ヶ月vs 14.2ヶ月 (p = .70)であっ
た．高齢者群1例 (5%)，非高齢者群2例 (4%)でGC後にConversion surgeryへ
移行した．【結論】高齢者UR-BCに対するGC療法の忍容性は高く，有効性に
ついても一定の効果を認めた．高齢者においてもConversion surgery症例も
存在し，PSが良好であれば高齢者UR-BCに対してもGC療法の臨床的意義は
高いと考える．

高齢者胆道癌に対する GC 療法の成績と
その臨床的意義

S2-07
（消）

青森県立中央病院 消化器内科1）、
弘前大学 大学院 医学研究科 消化器血液内科学講座2）

○五十嵐　昌平1,2）、花畑　憲洋1）、棟方　正樹1）

【目的】切除不能な遠隔転移を有するStage IV閉塞性大腸癌は、大腸ステント
による内視鏡治療、外科手術、化学療法による集学的治療が行われる。閉塞
性大腸癌に対しては大腸ステント留置が有用であるが、薬物療法の適応とな
る患者へのステント留置は行わないことが弱く推奨されている。一方、欧州
のガイドラインでは緩和的大腸ステント留置後の化学療法は強く推奨され、
大腸ステント留置後の化学療法の是非、開始時期については統一された見解
がないのが現状である。今回、切除不能な遠隔転移を有するStage IVの閉塞
性大腸癌に対し大腸ステント留置した後の当院での治療戦略と成績について
検討を行った。【方法】2012年6月～ 2021年3月に、診断時切除不能な遠隔転
移を有するStage IV閉塞性大腸癌で大腸ステントを留置した66例について、
大腸ステント留置後、原発巣切除先行化学療法群(A群) 12例、化学療法先行
原発巣切除群(B群) 20例、化学療法単独群(C群) 34例の３群に分類し、患者背
景、ステント偶発症、全生存期間等について検討した。緩和症例、化学療法
開始後の狭窄へのステント留置例は除外した。【結果】年齢(A:B:C)は、67.1歳：
62.6歳：67.1歳(p=0.052)、PS(0/1/2/3/4)はA群 9/2/1/0/0、B群 14/6/0/0/0、
C群 19/10/4/1/0(p=0.60)であった。ステント偶発症発生率は、A群 0 %、B
群 55 %(11/20)、C群 35 %(12/34)で、内訳(穿孔/閉塞/逸脱)は、B群 2/3/6、C
群 0/5/7であった。全生存期間(OS)中央値は、A群 1029日、B群 1442日、C
群 517日(p＜0.001、 log-rank test)であったが、A群・B群間では有意差は認め
なかった(p＝0.53、log-rank test)。B群の手術までの日数は中央値224日でPR
～ SDでの切除が多く、Conversion Surgeryを行い無再発経過観察している
症例もある。【考察】原発巣切除、化学療法のいずれを先行した場合にもOS
に有意差は認めなかった。切除不能な遠隔転移を有する場合、転移巣のコン
トロールが困難で早期死亡する症例もあり、化学療法による病勢コントロー
ルが可能か見極めた後に原発巣切除に移行することは許容されると考えられ
た。【結語】大腸ステント留置後の化学療法は偶発症が多いもののコントロー
ルが可能であり、常に大腸ステント留置中であることを念頭におき、偶発症
に対して適切に対処するといった集学的な管理が必要と考えられた。

切除不能な遠隔転移を有する Stage	IV
閉塞性大腸癌に対する大腸ステント留置
後の治療戦略

S2-06
（内）

岩手県立磐井病院 消化器内科
○横山　直信、本田　純也、横沢　聡

【背景】従来大腸悪性狭窄に対しては人工肛門造設など姑息的手術が多
かったが、2012年の保険収載に伴い、大腸悪性狭窄に対する大腸ステント

（SEMS:self-expandable metallic stent）留置術が近年増加している。Bridge 
to Surgery（BTS）目的に一時的に留置することが多いものの、高齢者や耐
術能の低い患者、病勢、背景疾患などからPalliative(PAL)を目的として選択
されるケースも少なくない。【目的】当院における大腸ステント留置術の対
象や成績を検討する。【方法】2018年4月から2021年3月までにSEMS留置を試
みた59例を対象とした。患者背景、治療成功率、偶発症、臨床効果、SEMS
留置前後の大腸閉塞スコア（CROSS）の変化、SEMS留置後の臨床経過に
ついて検討した。【結果】男性29例、女性30例、平均年齢75.1±13.5（標準偏
差）歳。PS（0/1/2/3/4）は26/11/12/9/1（例）、臨床病期（I/II/III/IV）は
1/9/24/25（例）であった。原疾患は全例大腸癌であった。留置部位は上行
結腸10例、横行結腸11例、下行結腸13例、S状結腸15例、直腸10例であった。
治療成功率は98.3％（58/59例）、偶発症1件はステント拡張による消化管穿孔
を生じ、緊急手術にて人工肛門を造設された。その他の症例ではSEMS留置
後に平均2.64±3.1日にて経口摂取が可能であった。使用ステントはWallFlex 
8例、Niti-S 30例、Hanaro 20例であった。CROSSはSEMS留置前に2.01±0.89、
SEMS留置後3.93±0.33と有意に改善していた。SEMS留置術施行後の退院ま
での期間は12±17日、ステント留置術の目的としてはBTS目的が29例、PAL
目的が30例であった。BTS症例においては退院後に施行された外科手術は全
例で手術が成功されていた。【考察】大腸癌イレウスはoncologic emergency
として重要な疾患である。留置した症例の多くは短期間での経口摂取、症状
の改善が認められ緊急手術の回避を可能とした。緩和医療を目的としたステ
ント留置術は終末期患者やPS低下例においても症状緩和に有効であることが
確認された。しかし、偶発症症例も認めるため、治療適応については外科と
の協議、連携を経て慎重な検討が必要であると考えられた。

当院における大腸悪性狭窄に対する大腸
ステント留置術の現状

S2-05
（内）
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山形大学医学部 外科学第一講座
○高橋　良輔、蘆野　光樹、菅原　秀一郎、元井　冬彦

【背景】切除可能膵癌に対する術前化学療法の優越性が示され（Prep-02/
JSAP05試験）、一方で初診時切除不能膵癌に対しても一定期間以上の治療奏
功後に切除（Conversion Surgery）された症例の長期生存が報告されるな
ど、膵癌外科診療のパラダイムシフトが起こっている。当科における2020年
以降の膵癌に対する治療戦略とその成績を報告する。【治療戦略】切除可能
膵癌（R）・門脈系浸潤のみ陽性の切除可能境界膵癌（BR-PV）に対しては、
術前GS化学療法後（NAC-GS）に根治切除を行う。動脈浸潤陽性切除可能境
界膵癌（BR-A）及び局所進行切除不能膵癌（UR-LA）に対しては、多剤併
用化学療法を4-6 ヶ月行い病勢制御が得られていれば化学放射線療法追加後
にCSを行う。【成績】2020年以降、当科で加療した膵癌は56例（R32例, BR-
PV6例, BR-A2例, UR-LA10例, UR-M7例）。R/BR-PV38例中29例にNAC-GSを
行い、治療中4例を除く31例で肉眼的根治切除を得た（切除率91%）。BR-A/
UR-LA12例中9例に化学療法を行い、3例を切除、3例が治療中である。【症例
1】78歳女性。CA, SMA, CHAに浸潤するUR-LA膵頭部癌。GnP5 cycle後に
S-1 CRT(50Gy)を追加して、SSPPD+CHAR+PVRで切除。【症例２】58歳男
性。SMAに浸潤するUR-LA膵頭部癌。mFFX20cycle後にS-1 CRTを追加して、
SSPPD+PVRで切除。【まとめ】化学療法・化学放射線療法と有機的に連携し
た集学的外科治療で、進行度に応じた術前介入を行い、適切なタイミングで
根治手術を企図することで治療成績の向上が期待できる。更に症例を集積し
ながら観察し、長期成績を検討していく。

膵癌に対する集学的外科治療戦略S2-11
（消）

岩手医科大学附属病院 内科学講座 消化器内科消化管分野 
○佐々木　裕、春日井　聡、松本　主之

【目的】2020年6月に本邦でgemcitabin（GEM）不応の切除不能膵癌に対する
二次治療としてnanoliposomal irinotecan（Nal-IRI）が承認された. 今回，自
施設および関連施設において切除不能膵癌に対しNal-IRIを含めた二次治療の
現状を明らかにすることを目的とした．【方法】2020年1月１日から2021年7
月31日までに当施設および関連施設で二次治療を1コース以上遂行された切
除不能進行膵癌27例を対象とし，（１）治療実施状況（使用レジメン，施行コー
ス数），（２）経過中の最良腫瘍縮小効果，（３）三次治療の有無，（４）有害
事象の有無，（５）無増悪性期間，（６）全生存期間について検討した．【結
果】対象27例の性別は男性15例，女性12例，発症時の年齢中央値は69歳で腫
瘍部位は頭部14例，体尾部13例であった．一次治療レジメンはGEM＋nab-
paclitaxel（GnP) 14例，S-1 ３ 例，GEM3例，oxaliplatin＋irinotecan＋5-FU
＋folinic acid（FOLFIRINOX） 7例であり，二次治療レジメンはNal-IRIが4
例，GnP 8例，S-1 12例，GEM 1例，FOLFIRINOX 2例であった．二次治療
の平均施行コースは6.7コース，経過中の最良腫瘍縮小効果はCR 0例，PR 6例，
SD 12例，PD 9例（奏効率22.2%）であった．三次治療を施行した症例は7例
であった．Grade3以上の有害事象はFOLFILINOXを使用した1例で好中球減
少を認めたが，休薬と減量により治療継続が可能であった．無増悪期間の中
央値は147日（13-1057日）であり全生存期間の中央値は435日（64－1503日）
であった．【結語】切除不能膵癌に対する二次治療は比較的安全に施行する
ことができる．今後Nal-IRIを含めた二次治療症例を集積することで，より最
適な二次治療法の確立が期待される．

切除不能進行膵癌に対する化学療法の現
状

S2-10
（消）

福島県立医科大学 肝胆膵・移植外科学講座
○佐藤　直哉、渡邊　淳一郎、小船戸　康英、岡田　良、丸橋　繁

【目的】近年、本邦より切除可能膵癌に対する術前GS治療の有効性が報告さ
れ、外科治療は膵癌に対する集学的治療の１つとして認識されつつある。一
方で、術前化学放射線治療も有望なオプションであるが、その適応（切除可
能あるいは境界切除か）には議論の余地がある。当科では2016年よりGEM併
用術前放射線療法（以下、NACRT）を切除可能/切除境界膵癌に対し、臨床
試験として導入した。今回、我々はその治療成績を供覧し議論することを目
的とした。【方法】2016年3月～ 2018年12月に当科において切除可能・切除可
能境界膵癌に対しNACRTを導入した31例を対象として、術前治の安全性/忍
容性、手術成績、長期予後、NACRT脱落症例について検討した。【成績・結
果】年齢中央値は69歳、男女比は15：16。切除可能性分類ではR膵癌/BR膵
癌は67.7％ /32.3％。NACRTの忍容性/安全性については、完遂率16.1％であ
り、GEMのrelative dose intensityは71％であった。有害事象はGrade ３以上
の白血球減少を13名（41.9％）に認め、有意に糖尿病併存患者に多いことが
示された（糖尿病あり群；80％、なし群；48.3％ , p=0.03）。術前治療の逸脱
は７名（22.6％）を認め、その理由は全例遠隔転移であった。手術の内訳は
PD；17名、DP；6名、TP；1名であり、術後主要合併症は2名（8.3％）に膵
瘻を認めた。切除標本の検討において22例（91.7%）でR0切除を達成し、う
ち1名にCRを認めた。ITT解析では全症例の2年生存率は46.1％（手術症例；
55.7％、逸脱症例：14.7％）、5年生存率は31.4％（手術症例；37.2％、逸脱症
例0％）であった。NACRT逸脱症例（n=7）では平均CA19-9値は有意に高値
であった（2452U/ml vs 588U/ml, p＜0.05）。【結論】NACRTの有害事象は血
液毒性が比較的多く認められ、特に糖尿病合併例では留意が必要である。手
術症例では高いR0率を達成し良好な局所制御が得られた。また、遠隔転移に
よるNACRT脱落症例は、有意に治療前CA-19-9高値であった。今後、このよ
うな症例には遠隔転移制御に重点をおき、強力な化学療法を用いた術前治療
レジメが検討されうると考えられた。

当科における切除可能 / 切除境界膵癌に
対する術前化学放射線治療の成績

S2-09
（消）
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消化管内視鏡の診断・治療の最前線 
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大崎市民病院 消化器内科
○伊藤　博敬、大矢内　幹

【背景】早期胃癌、食道表在癌に対する内視鏡的粘膜下層切開剥離術（ESD）
は広く普及し、高次医療機関のみならず市中病院での治療症例数も増加して
いる。今後、高齢化社会の進行が予想され、より安全性を重視した治療手
技の工夫が重要である。【目的】当院における安全性を重視した上部消化管
ESDの工夫を報告すること。【食道ESD】当院ではディスポーザブル高周波
はさみ鉗子「CultchCutter」（富士フィルム社製、CC）の使用を報告してきた。
CCは粘膜を把持しやすいこと、鉗子爪の外装部は絶縁コーティングされてお
り把持部周辺への通電を抑制できること、鉗子爪の回転性がよく位置調整が
容易なことが特徴である。近年では処置用スコープ「GIF-H290T」（オリン
パス社製）、超軟性フード「スペースアジャスター」（トップ社製）、牽引用
クリップ「ICHIGAN 2」（カネカメディックス社製）を採用している。病変
最口側から粘膜切開を行うが、この際にある程度深切りしておくと、その後
の左右方向への粘膜切開や剥離操作時の糸付きクリップによる牽引が容易に
なる。粘膜を把持した後、通電する前に内腔方向へ軽くテンションをかける
こと意識している。全周切開後、速やかに糸付きクリップによる牽引を行う。
鉗子爪を筋層と並行に開くことで安全に剥離ができる。【胃ESD】当院では
ITknife2（オリンパス社製、IT2）を主に使用している。デバイス先端に絶縁
チップが装着されており、深部組織への侵襲を抑えながら切開剥離が可能で
ある。粘膜切開は病変の部位や大きさに応じて、近位側アプローチ法（近位
側の粘膜切開と粘膜下層剥離後、全周切開）を行っている。剥離操作時は極
力近接し、デバイス先端を視認しながら行うことが重要である。病変への近
接が困難な局面でも、中距離からでも比較的安全に操作が可能である。スコー
プの可動性が制限される局面では、先端電極部を意識し、デバイスを鉗子口
に引き込むように操作すると安全である。強い線維化に対しては、穿孔のリ
スクを考慮して、先端系デバイス、CCの併用が有効である。【結語】2012年
12月～ 2021年9月に施行した食道ESDは120例で穿孔例は認めなかった。2007
年2月～ 2021年9月に施行した胃ESDは1379例であり、穿孔例は認めず、後出
血率は3.3%であった。CCを用いた食道ESD、IT2を用いた胃ESDは安全に施
行できていた。

市中病院における安全性を重視した上部
消化管 ESD の工夫

VS1-04
（内）

東北大学病院
○小関　健、佐藤　千晃、亀井　尚

【緒言】経口内視鏡的筋層切開術（Per-oral endoscopic myotomy:POEM）は
食道アカラシアを中心とする食道運動機能異常症に対する低侵襲治療として
世界中で普及を遂げている。われわれの施設でも2015年4月より導入し、地域
の疾患に対する認知度の高まりもあり、外来での診療件数および治療件数が
年々増加している。今回、われわれの施設での治療の現状について報告する。

【対象と方法】2015年4月から2021年8月までに当施設でPOEMを施行した175
症例を対象とした。患者背景、POEM前後での症状スコア（Eckardt score：
ES）、High resolution manometry（HRM）の測定結果、合併症を含む周術
期成績などを検討項目とした。【結果】患者背景は、男性/女性＝98/77、年
齢中央値は53歳（40-69）であった。診断に至るまでの病悩期間の中央値27
カ月（6.5-80.5）、当施設でPOEM施行前の前治療歴は、なし/バルーン拡張
/Heller筋層切開/POEM=135/34/4/2であった。前治療なし群(N=135)での
HRM分 類（Chicago分 類 ver.4.0） は、Achalasia TypeI/TypeII/TypeIII/
IEM/Jackhammer Esophagus＝84:16:12:1:2 (検査不能N＝20)、透視分類 直線
型/シグモイド型/進行シグモイド型=139/24/12であった。手術時間中央値は
87分（66-112）、平均筋層切開長は食道側で8.7cm、胃側で2.3cmであった。周
術期合併症の内訳として6症例に粘膜エントリー部の閉鎖不全等のGradeI/
II （Clavian Dindo分類）、1症例で麻酔導入時の誤嚥に伴う呼吸不全にて治
療後ICUでの人工呼吸器管理（GradeIVa）を要した。術前後でIntegrated 
relaxation pressure：IRPは26.3±11.8か ら7.1±4.7へ、ESは、5.7±2.0か ら0.4
±0.8へ有意に改善していた(p＜.0001)。術後のGERDは、軽症/重症＝32.8%

（41/125）/5.6%(7/125)であったが、PPI/PCAB内服症例には重症GERDは認
めなかった。【結語】POEMは食道アカラシアや食道運動機能異常症に対する、
低侵襲かつ治療効果の高い治療方法である。しかし国外での報告では重篤な
合併症の報告や治療成績が不十分との報告もあり、病態を充分に把握した上
で適切な筋層切開長や切開方向の設定をする よう十分な経験の習得が必要で
ある。

食道アカラシアに対する経口内視鏡的筋
層切開術（POEM）の治療成績

VS1-03
（内）

総合南東北病院 消化器内科1）、がん研有明病院 上部消化管内科2）、
福島県立医科大学 低侵襲腫瘍制御学講座3）

○堀川　宜範1）、石山　晃世志2）、濱田　晃市3）

【緒言】近年，内視鏡機器の発展および内視鏡医の意識向上により，内視鏡
医による頭頸部表在癌の発見機会が増加している．当院では，2019年5月か
ら頭頸部表在癌に対する治療法としてESDを導入した．上喉頭神経内枝損
傷は，様々な合併症につながるため，上喉頭神経内枝温存を意識したESDが
重要である．【目的】上喉頭神経内枝温存を意識した梨状陥凹病変に対する
ESD時の工夫につき報告する．【方法】全身麻酔導入後，耳鼻科医が彎曲型
喉頭鏡を用いて喉頭展開を行い，十分なワーキングスペースを確保する．高
精度内視鏡による詳細な観察後のヨード染色で範囲を正確に同定し，マーキ
ングを行う．その後，治療用内視鏡に変更し，高周波ナイフはDualKnifeJ，
局注液はインジゴカルミン，エピネフリン加生食を使用する．切開は，梨状
陥凹先端部外側から開始し，把持できる程度の剥離（トリミング）を行って
おく．その後，全周切開を行い，細径内視鏡を用いて把持鉗子で病変にカウ
ンタートラクションをかける．剥離途中，内側面に黄白色調の脂肪様の索状
物が出現する．この索状物が上喉頭神経内枝である．損傷回避のため，神経
と病変間に適切な局注を行いスペースを確保し，適切な層での剥離を行う．
剥離終盤には神経は上皮下から筋層方向に入り，病変と分離可能となる．【結
果】当院施行ESD中2例が梨状陥凹病変であり，2例とも神経内枝を同定し，
温存した．ESD後第2病日より誤嚥なく食事を再開，第6病日には退院した．【考
察】 嚥下運動を左右する神経・筋は極めて複雑であり，嚥下反射は舌咽神経
および上喉頭神経内枝の知覚神経終末が上皮下300 ～ 600μmの深さに存在し
深く関わっている．それらの神経の損傷により約1 ヶ月程度の嚥下困難をき
たすことがある．知覚をつかさどる上喉頭神経内枝は，梨状陥凹先端部の外
側から流入し，内側面に沿って走行し，披裂喉頭蓋ヒダに入っていく．上喉
頭神経内枝の温存は，治療後の誤嚥の減少につながる．また、神経の存在を
意識した剥離は，上皮下の深い層での剥離を予防でき，深部の血管損傷回避，
切除後の疼痛軽減および早期の創傷治癒につながる．疼痛軽減は，食事の早
期再開および誤嚥に伴う肺炎予防に重要である．【結語】上喉頭神経内枝温
存を意識したESDは，様々な偶発症および合併症の回避につながる．

上喉頭神経内枝温存を意識した梨状陥凹
病変に対する ESD

VS1-02
（内）

宮城県立がんセンター 消化器内科1）、荒井駅前のぐち内科クリニック2）

○及川　智之1）、岩井　渉1）、野口　哲也2）

【背景・目的】近年、咽頭表在癌に対して低侵襲な内視鏡治療が増加してい
るが、頸部リンパ節転移のある咽頭表在癌での適応は定まっていない。今
回、下咽頭表在癌における病理学的な頸部リンパ節転移（LN）の危険因子
を明らかにし、内視鏡治療適応についても評価することを目的とした。【対
象・方法】当院にて2007年1月から2017年12月まで、内視鏡治療を施行した
下咽頭表在癌症例（頸部リンパ節転移を認めた場合、頸部郭清術を施行した
症例）で、病理学的検討を行った93症例109病変を対象とした。病理学的検
討としては、腫瘍径・厚み（thickness）・切除断端・脈管侵襲・budding・免
疫組織染色（PDPN、E-cadherin）についてLN(+)群とLN(-)群で評価した。ま
た、5年累積疾患特異的生存率（5y-DSS）についても検討した。【結果】93例
のうちLN(+)群は18例（19.4%）、LN(-)群は75例（80.6%）であった。性別は男
性89例、女性4例。年齢は平均66（42 ～ 80）才。観察期間は平均42.5（4.1 ～
121.3）か月。腫瘍径はLN(+)群 中央値24mm、LN(-)群20mmで有意差はみと
めなかった。thicknessはLN(+)群 中央値2650μm、LN(-)群520μmでLN(+)群
において優位に大きかった（p＜0.0001）。多変量解析では、thickness ≧1000
μmがオッズ比3.64（1.08- 12.25）で有意に高い結果であった（p=0.037）。ま
た、全体の5y-DSSは96.5%であった。LN(-)群では98.6%、LN(+)群では88.2%
でLN(-)群で有意に高い結果であった（p=0.037）。【考察】単変量解析では有
意差はみられなかったが、E-cadherin低発現はLN(+)群で多くみられる傾向が
あった（p=0.07）。E-cadherin低発現は癌細胞の浸潤・転移に関係すると報告
されており、注目すべき点と思われた。tumor thickness ≧1000μmが最も
有意な頸部リンパ節転移のリスク因子として同定されたが、既報と同じで重
要な因子と考えられた。LN(-)群の内視鏡治療についてはこれらの要因に注意
しつつ、低侵襲治療の観点から積極的な適応とすべきと思われた。LN(+)群
に関しては今回の検討から予後は比較的良好であるが、慎重に適応を判断す
べきと思われた。

頸部リンパ節転移のある下咽頭表在癌に
対する内視鏡治療の検討

VS1-01
（内）
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福島県立医科大学付属会津医療センター 消化器内科1）、
福島県立医科大学付属会津医療センター 漢方外科2）

○和田　淳1）、鈴木　雅雄2）、澁川　悟朗1）

【目的】内視鏡的粘膜下層剥離術（以下ESD）では胃蠕動運動が治療の妨げ
になり, 薬剤での鎮痙が必要となる場合がある. しかし, 鎮痙薬は基礎疾患や
年齢などで積極的な使用が躊躇われる場合がある. 当院漢方外科では緩和治
療等において, 腸管蠕動をコントロールする目的で鍼灸治療を行っている. 今
回, 鍼刺激による胃の鎮痙効果がESDにおいて有用であるかを検討するため, 
鍼刺激による鎮痙効果の鎮痙薬との比較試験を行った. 【方法】研究デザイン
は準ランダム化平行群間比較試験とし, 対象は早期胃癌と診断されESD適応
となった60例とした. 群分けは鎮痙薬群（グルカゴンG 0.5mg）と鍼刺激群で
あり, 各群30名ずつに割付された. 評価はMain outcomeとして,ESD手技のや
り易さを各治療介入前後で修正丹羽分類およびVASを用いて評価した. その
他の評価項目として, 薬剤もしくは鍼の副作用, ESDにおける出血, 穿孔, 緊急
手術などとした. 統計解析は主解析としてMann－Whitney testを実施し, 結
果は中央値と四分位範囲で示した. 【結果】本試験では60名中14例（各群7例）
でESD中に蠕動が認められず脱落となったため, 最終解析集団は46例（各群
23例）であった. Main outcomeは薬剤群で介入前4.0（3-4）から介入後2.0（2-3）
であったのに対して, 鍼刺激群では4.0（3-4）から1.0（1.0-1.0）であり, 鍼刺激
群では手技のやり易さに有意な改善が認められた（p＜0.001）. 副作用は介入
後5分での血圧変動の発生が、鍼刺激群（2例）とくらべて薬剤群（14例）で
有意に多く認められた．【考察】鍼刺激における胃蠕動運動抑制は交感神経
を介して起こる現象であり, 脊髄反射と延髄吻側腹外側野を介した経路の2系
統で抑制されることが報告されている. 本試験でも, ちゅうかん(みぞおちと臍
を結んだ線の中間）への鍼刺激により同様の現象が起こり胃蠕動運動の抑制
が観察されたものと推察する. 【結論】腹部への鍼刺激はESDの際の鎮痙薬の
代替法として安全に用いることができると考えられた.

早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離
術における鍼治療の上部消化管蠕動運動
抑制効果の検討

VS1-08
（内）

JA秋田厚生連 由利組合総合病院 消化器内科1）、
日本大学 医学部 内科学系消化器肝臓内科学分野2）、
東京工業大学 工学院 システム制御系3）

○鈴木　翔1,2）、新井　亮3）、紋野　雄介3）

【背景と目的】インジゴカルミン散布の色素内視鏡は、粘膜の微細な凹凸のコ
ントラストを向上させ、胃癌の診断を支援する効果的な手法である。しかし、
この色素内視鏡は、色素溶液の用意と散布に手間と時間を要する欠点がある。
cycle-consistent generative adversarial network（CycleGAN）は、対になっ
ていない２種の画像の特徴を抽出し、ある画像を別種の画像に変換する機械
学習技術である。本研究では、このCycleGANを用いて早期胃癌の白色光内
視鏡画像からインジゴカルミン色素内視鏡画像をバーチャル表示する技術を
開発し、早期胃癌の視認性を比較検討した。【方法】2015年10月から2021年
6月の期間に由利組合総合病院でESDを受けた早期胃癌176例を対象とした。
2015年10月から2020年6月までの146例の白色光画像911枚および色素画像722
枚を訓練データとしてCycleGANを用いて機械学習を行い、白色光画像から
色素画像に変換するネットワークを作成した。この作成したネットワークを
用いて、2020年7月から2021年6月にESDを受けた30例の早期胃癌バーチャル
色素内視鏡画像を作成した。白色光画像30枚とバーチャル色素画像30枚の計
60枚の画像をランダムに提示し、当院の内視鏡医4名が胃癌の視認性を0-4点
のスコアを付けた。白色光とバーチャル色素画像間でスコアを比較検討した。

【結果】胃癌の視認性スコアは、白色光画像で平均2.6点、バーチャル色素画
像で平均3.3点であり、バーチャル色素画像で有意に良好であった（p＜0.01）。
早期胃癌の肉眼型別の解析では、特に陥凹型の病変においてバーチャル色素
画像の視認性スコアが良好であった（3.7 vs. 2.6, p＜0.01）。【結論】機械学習
技術を用いることで、早期胃癌の白色光画像からバーチャル色素画像の生成
に成功した。バーチャル色素内視鏡は早期胃癌の診断能を向上させる可能性
がある。

機械学習を用いたバーチャル色素内視鏡
は胃癌視認性を向上させるか

VS1-07
（内）

宮城県立がんセンター 消化器内科1）、仙台市立病院 消化器内科2）

○岩井　渉1）、及川　智之1）、川村　昌司2）

【目的】胃癌リスクの内視鏡診断については、以前から内視鏡的萎縮や灰白
色の腸上皮化生が関連するとされてきた。一方、近年の画像強調観察によ
る腸上皮化生（IEE-IM）診断による新たなリスク分類がヨーロッパを中心
に提唱され、本邦からは京都分類によるリスク分類が提唱されているが、そ
れぞれの有用性について比較検討は十分されていない。【方法】2017年4月か
ら2019年3月までIEEを含めた胃粘膜観察を行った胃癌・非癌症例を多施設
に前向検討した。胃癌リスク分類として、内視鏡的木村竹本分類、京都分
類・EGGIM分類（IEE-IMによるリスク分類）・病理的OLGA/OLGIM分類に
ついて比較検討した。また京都分類の内視鏡所見について多変量解析を用い
検討を行った。 (UMIN000027023)【結果】胃癌群115例、非癌群265例を解
析対象とし、単変量解析では、それぞれ分類において胃癌リスクとの関連が
みられた。一方、年齢・性別・H. pyloriを含めた多変量解析では、OLGIM 
(OR2.8[95%CI1.5-5.3]）、EGGIM (1.8 [1.03-3.1])、木村竹本 (2.5[1.4-4.5]) に強い関
連性がみられた。京都分類の内視鏡所見について、H. pylori感染状態と強く
関連するRAC消失・IEE-IM・地図状発赤を加えて多変量解析を行ったところ、
胃角RAC消失(4.4[1.1-18.0])・高度萎縮(open type) (3.1[1.2-7.9])・体部IEE-IM(＞
30%) (2.2[1.3-3.8])・体部地図状発赤 (2.5[1.0-5.9])に有意差がみられた。この結果
をもとにβ回帰係数を用いたスコア化を行ったところ、RAC消失2点、高度
萎縮・体部腸上皮化生・体部地図状発赤がそれぞれ1点となった。新たなス
コアを用いた改変京都リスク分類は、他の分類に比しもっともAUCが高かっ
た（AUC　0.750）。【結語】本検討はclinical based studyとして除菌例も多く
含まれており、本邦の現状が反映されていると思われる。その中でOLGIM・
EGGIM・木村竹本分類で胃癌リスクと強い関連がみられた。また京都分類に
ついてIEE-IMを用いた改変京都分類のスコア化を行い、その有用性が示唆さ
れたが、妥当性を含めた追加検討が必要と考えられる。

IEE を用いた腸上皮化生診断による新た
な胃癌高危険群の検討	- 多施設共同研究
結果から -

VS1-06
（内）

山形大学 医学部 内科学第二講座
○梅原　松樹、佐々木　悠、上野　義之

【背景・目的】表在型食道癌のESD後の粘膜欠損が食道管腔の3/4周を超える
場合には難治性の術後狭窄が68 ～ 92%に生じ、頻回の内視鏡的拡張術が必
要となるため、何らかの狭窄予防処置が推奨される。このESD後狭窄予防と
して、ガイドラインではトリアムシノロン（TA）局注が弱く推奨されてい
るものの、その効果は特に全周性切除では弱く、未だ確立された効果的な予
防策は定まっていない。我々は以前より3/4周性以上の食道ESD後潰瘍へTA
局注に加え、ポリグリコール酸（PGA）シートを被覆する方法の術創保護
および術後狭窄に対する効果を検討してきた。【方法】2016 ～ 2021年の間に
当院で表在型食道癌のESD後潰瘍にTA局注とPGAシート被覆を併用した連
続13例を対象とした。TA局注およびPGAシート被覆はESD終了に引き続き
1回のみ行った。TAは5 mg/mLとし0.1 mlずつ潰瘍辺縁を中心に粘膜下層に
局注した。その後、PGAシートはスコープに巻きつけデリバリーし、肛門側
の潰瘍辺縁にクリップで固定し、ゆっくりスコープを引き抜きながら潰瘍を
覆い(clip and pull法)、フィブリン糊で接着させた。【結果】対象者の平均年
齢は69.8（95%CI：64.8－74.7）歳、男性10例、女性3例、平均切除長径は55

（95%CI：47.2－63.3）mm、ESD後潰瘍の周在性は3/4周以上が11例（うち全
周1例）、3/4周弱が2例であった。TAの平均局注量は17（95%CI：11.9－22.6）
mg、PGAシートの平均長径は63（95%CI：51.3－76.1）mm、TA局注からフィ
ブリン糊散布終了までの平均時間は39（95%CI：31.8－46.5）分であった。5
例（38.4%）で術後狭窄のため内視鏡的バルーン拡張を要した。狭窄までの
平均日数は32.8（95%CI：27.8－37.8）日であった。うち4例は軽度狭窄を認め
た際に速やかに拡張術を開始し、2 ～３回で狭窄が改善した。全周性の１例
は19回の拡張を要した。狭窄で手術を要した症例はなく、また遅発性穿孔や
後出血を含め全例で合併症は認めなかった。【結論】全周切除例に対する効
果は十分ではなかったが、亜全周例では狭窄の予防効果は良好と思われた。
TA局注とPGAシート被覆併用法は食道ESD後狭窄を防ぐための安全かつ有
効な選択肢となる可能性がある。

トリアムシノロン局注と PGA シート被
覆併用法が食道癌 ESD 後狭窄に与える
影響

VS1-05
（内）



― 91 ―― 91 ―

VS1 特別発言

福島県保健衛生協会　内視鏡センター
○小原　勝敏
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胆膵内視鏡の診断・治療の最前線

合同ビデオシンポジウム 2

司会
鈴木　　玲

（福島県立医科大学 消化器内科）

菅野　良秀
（仙台市医療センター仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科）
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仙台市医療センター仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科
○與那嶺　圭輔、越田　真介、伊藤　啓

【背景】限局型自己免疫性膵炎(focal type AIP: FAIP)におけるInternational 
Consensus Diagnostic Criteria (ICDC)に基づいたAIPの診断は，diffuse type
に比してより多くの診断関連因子の陽性所見を要するため，EUS-FNA/Bの
意義は高いと考えられる．しかしながら，FAIPの診断に対するその成績の
報告は少ない．【目的】FAIPの診断に対するEUS-FNA/Bの成績を明らかにし，
その意義を考察する．【方法】2021年7月までにICDCに基づき後方視的に診
断した1型AIP 83例のうち，限局型と診断した26例(男女比17：9，年齢70±10歳，
切除4例/非切除22例)を対象とした．検討項目は1) EUS-FNA/BのLPSP診断能, 
2) FAIPの診断に対するEUS-FNA/Bの影響度，3) EUS-FNA/BによるLPSP
正診群(Level 2以上, A群)と非診群(B群)の各種臨床所見の違い，4) FNA針と
FNB針使用別のEUS-FNA/BのLPSP診断成績とした．【結果】1) EUS-FNA/
Bは20例 (FNA針12例，FNB針8例で使用)で施行され, このうち13例(65%)で
Level 1, 15例(75％ )でLevel 2以上のLPSPの組織診断を得た．2) EUS-FNA/B
施行20例中3例は組織診以外の因子のみでdefinitive AIPが得られた．残り17
例中13例でLevel 1 LPSPによるAIPの確診,  3例ではLevel 2 LPSPまたは非癌
の組織結果であったため, steroid trialを追加してdefinitive 1例/probable 1例
/NOS 1例のAIP診断，残り1例はEUS-FNA/Bで癌が疑われて膵切除を行い, 
切除標本にてAIPの診断となった. 最終的にEUS-FNA/B施行例の80%(16/20)
がAIPの診断にEUS-FNA/Bの組織結果を要し，膵手術後にAIPの診断が得
られたのは1例(5%)のみであった．一方，EUS-FNA/B未施行時期にFAIPと
診断した6例では，50%(3/6)が膵手術後にAIPと診断された．3) 2群間で年齢，
性，血清IgG4値＞135 mg/dl，膵外病変の有無，膵頭部病変で有意な差はみ
られなかったが，A群でEUS-FNB施行が多い傾向がみられた(p = 0.051)．4) 
FNB群はFNA群と比較し，LPSP Level 1の所見が多く得られ(88% vs. 50%, p 
= 0.11)，LPSPの各因子でみると花筵状線維化が前者で有意に多く認めた(p = 
0.002)．【結語】EUS-FNA/BはFAIP症例の80%の診断に影響を与え，他の膵
腫瘤との鑑別も考慮すると必須である．また，FNB針はFAIPの組織診断能
を向上させる可能性がある．

限局型自己免疫性膵炎の診断に対する
EUS-FNA/B の有用性に関する検討

VS2-04
（内）

一般財団法人 太田総合病院付属 太田西ノ内病院 消化器内科
○竹田　悠太郎、今村　秀道、迎　愼二

【 緒 言 】ERCP関 連 偶 発 症 の １ つ で あ るERCP後 膵 炎（PEP：post ERCP 
pancreatitis）は時に重篤化するため，早期診断および治療介入が必要である．
APチェックⓇは，尿中トリプシノーゲン2の簡易検尿定性検査であり，静脈
血を要せず，検査に要する時間が短時間(5分)で，血中膵酵素による診断能と
概ね同等などの点から，膵炎診断の迅速化に有用とされている．【目的】PEP
の診断に対するAPチェックⓇの有用性について検討した．【対象】2021年10
月から11月までに当施設で実施した胆管空腸吻合症例および胆石性膵炎症例
を除外したERCP症例16例を対象とした．【方法】当院では従来，ERCP後3時
間で血清AMY(AMY)を測定しPEP診断を行ってきた．今回，ERCP後3時間
で，AMYに加えて血清リパーゼ（Lip）とAPチェックⓇによる尿中トリプシ
ノーゲン-2の定性検査を行い，上腹部痛の有無と合わせてPEP診断を行った．

【結果】患者背景は男女比4：12，年齢中央値87(65-96)歳，基礎疾患は総胆管
結石8例，膵癌6例，肝内胆管癌1例，急性胆管炎1例であった．全例で胆管挿
管に成功し，施設基準値の3倍を上回る高AMY血症は6例であった．その内，
高Lip血症は4例，APチェックⓇ陽性は2例であり，1例でPEPを発症した．【考
察】PEP発症例では，AMY 1360 U/L，Lip 2626 U/L，APチェックⓇ陽性で
あり，いずれもPEPの確定診断に有用であった．PEP非発症の高AMY血症5
例では，AMY中央値 388(326-678) U/Lであった．その内，高Lip血症4例の中
央値は118 (58-1252) U/Lと高値であったが，APチェックⓇ陽性例は1例(20％ )
のみであった．PEPの否定には，APチェックⓇが最も有用であった．【結語】
PEPの確定診断とPEPの否定に，APチェックⓇによる尿中トリプシノーゲン
-2の定性検査が有用であった．

ERCP 後膵炎の診断に対する AP チェッ
ク®の有用性の検討

VS2-03
（内）

竹田綜合病院 消化器内科1）、獨協医科大学 消化器内科2）、
福島県立医科大学会津医療センター 消化器内科3）

○荒川　典之1）、入澤　篤志2）、澁川　悟朗3）

【目的】ERCPの第一関門は乳頭へのアプローチである．乳頭を取り巻くOddi
括約筋を意図的に非緊張状態することが手技の迅速な成功と術後膵炎の予防
に繋がる．本研究では，１％リドカイン100mgを乳頭に散布することによる
カニュレーション時における有用性を評価することを目的とした．【方法】リ
ドカインの使用については当院の倫理委員会で適応外使用の許可を得て行っ
た．リドカイン未使用群（2020.06-2021.01）とリドカイン使用群（2021.02-
2021.09）について，後ろ向き観察研究を行った．術者は単独の内視鏡医であ
る．バイアス調整のため傾向スコアマッチング法により48例ずつ抽出し比較
検討した．主要評価項目は，両群の胆管深部挿管時間の比較，副次評価項目は，
両群の胆管挿管成功率，膵管ガイドワイヤー法の使用の有無，グルカゴンの
使用量，ERCP後の偶発症 (膵炎，胆管炎，出血)の有無とした．さらに，リ
ドカイン使用群における血中リドカイン濃度の変化と乳頭の開口度を定性的
に４段階で評価した．【結果】年齢，性別，疾患，傍乳頭憩室の有無，乳頭分類，
挿管成功率，膵管ガイドワイヤー法の使用，術後合併症に関しては，両群間
で有意な差を認めなかった．胆管深部挿管時間は，リドカイン使用群の中央
値は52秒，未使用群は240秒であった（p＜0.01）．乳頭開口度はFull open 5例，
moderate26例，mild9例, no change8例であった．血中リドカイン濃度測定で
は全症例で検出されなかった．【考察】1%リドカインの主乳頭散布は新たな
ERCPの前処置となりうる可能性が示唆された．

ERCP における十二指腸主乳頭へのリド
カイン散布の有用性	-PILOT	STUDY-

VS2-02
（内）

東北大学病院 消化器内科
○佐々木　滉、三浦　晋、正宗　淳

【目的】ERCPは通常腹臥位で施行するが、人工呼吸管理下や手術時など、仰
臥位で臨まざるを得ない場合がある。本研究の目的は、仰臥位ERCPの安全
性や有効性を明らかにすることである。【方法】対象は2006年4月から2021年
9月の期間で、当科にて仰臥位でERCPを施行した20例(男性13例, 年齢中央値
69.5 (17-88) 歳)。患者背景、手技成功率を後方視的に検討した。【成績】計27
回のERCPが仰臥位で施行され、観察期間中に施行した全ERCP9148例に対
する割合は0.3%であった。ERCP経験1000例以上の内視鏡医4名が手技を行っ
た。対象疾患は、急性胆管炎10例、胆石性膵炎、総胆管結石、膵液瘻、外
傷性膵損傷が各2例、胆汁瘻、閉塞性黄疸が各1例であり、初回治療時には
30.0%(6/20例)がショックバイタルだった。16例で気管挿管/気管切開が施行
され、9例で抗血栓薬を使用していた。仰臥位の理由は人工呼吸器管理/開腹
状態/強い疼痛/その他体位変換困難:16例/1例/1例/5例(重複あり)であった。
治療内容は結石治療/胆道ドレナージ/膵管ドレナージ:9例/13例/5例/2例(重
複あり)であった。全例で乳頭部に到達可能で、挿入から主乳頭正面視まで
の時間中央値は104(43-301)秒であった。手技時間中央値は21(8-76)分で、手技
成功率は92.6%(25/27回)、最終的な治療成功率は95.0%(19/20例)であった。偶
発症は7.4%(2/27回)で認められ、出血、術後胆管炎各1例であったが、いずれ
も保存的加療で改善した。入院期間中央値は90.0(4-313)日で、ERCP対象疾患
は改善したが、原疾患のため15.0%(3/20例)が死亡退院となっていた。【結論】
仰臥位でのERCPは、重症例が多いにも関わらず安全に施行可能だった。

当科における仰臥位 ERCP の現況につ
いて

VS2-01
（消）
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秋田大学医学部附属病院 消化器内科
○松澤　尚徳、千葉　充、飯島　克則

【緒言】術後再建腸管例の肝内結石除去目的のERCPは難易度が高い。近年バ
ルーン内視鏡下ERCPの普及に伴い、処置完遂率が向上しているが腸管癒着
例など小腸内視鏡挿入困難例も存在する。また乳頭および吻合部に到達して
も胆管挿管が困難な例もある。このようなERCP処置困難例に対して、超音
波内視鏡下ドレナージ(EUS-BD)を応用して、EUS-BDで形成した瘻孔を使用
して順行性に結石を除去する方法が報告されている。今回、超音波内視鏡下
経胃経肝ドレナージ(EUS-HGS)ルートを使用し、経口胆道鏡SpyGlassDSを
用いて電気水圧衝撃波結石破砕術(EHL)で結石を除去した症例を経験したの
で報告する。【症例】70歳男性。十二指腸乳頭部癌に対して膵頭十二指腸切
除歴があった。左肝内胆管の積み上げ結石に伴う胆管炎があり、結石除去目
的に当科紹介となった。大腸内視鏡スコープで輸入脚盲端へ到達可能であっ
たが、吻合部が同定できず胆管挿管ができなかった。後日EUS-HGSを施行
しB2に専用の8Frプラスチックステント(Type-IT)を留置し、瘻孔形成を待っ
て1か月後、順行性に結石除去を試みた。ステント抜去後に6mmバルーンカ
テーテルで瘻孔を拡張し、砕石具を使用したが胆管内でバスケットが上手く
展開しなかったため、処置困難として再度プラスチックステントを留置して
終了した。後日、経瘻孔的にSpyGlassDSを胆管挿入し、EHLを行った。ス
テント抜去後に10Fr拡張ダイレーターで瘻孔を拡張しSpyGlassDSを挿入し
た。直視的に複数胆石を認め、EHLで可能な限り砕石した。破砕した結石は
SpyGlassDSからの送水により腸管内へ押し出した。プラスチックステントお
よびENBDを留置して手技を完遂した。その3か月後に結石残存もしくは再発
を疑う所見があり、再度SpyGlassDSでEHLを行った。結石を破砕し、最後
に再発予防のために吻合部を10mmバルーンで拡張し、瘻孔部にプラスチッ
クステントを留置して終了した。その後、結石再発は認めていない。【結論】
術後再建腸管の肝内結石に対するEUS-HGSルートでEHLを行った症例を経
験した。通常のERCPが困難である場合、代替法として有用であると考える。
一方で報告例は少なく、安全性や施行法についてはさらなる症例の蓄積が必
要である。

EUS-HGS ルートでの SpyGlass	DS
を用いた EHL の有用性

VS2-08
（内）

福島県立医科大学 医学部 消化器内科学講座
○入江　大樹、高木　忠之、大平　弘正

【背景・目的】超音波内視鏡下の各種ドレナージ術が徐々に普及し, 偶発症に
関する頻度の報告も低下傾向にある. 一方で重篤な偶発症の報告も依然とし
て認められ, 手技内容の標準化など課題も残っている. なかでもEUS-HGSは他
の手技に比べラーニングカーブの影響が大きいと言われており, 当院での経
験を基にその有効性と安全性について検討することを目的とした.【方法】当
院で超音波内視鏡下肝管胃吻合術（EUS-HGS）を試みた16例について後ろ向
きに検討した．当院では事前にEUSで視認性を確認し穿刺経路を決定してい
る. 原則としてAntegrade stenting併用EUS-HGS（EUS-AGS+HGS）を第一
選択としている．両者の施行が困難である場合はEUS-HGSあるいはAGS単
独としている．【結果】患者背景は以下の通りであった．性差（男/女）：8/8 
例．年齢中央値（範囲）：72（60-84）歳．抗血栓薬の内服：6%．基礎疾患（膵
癌/胆道癌/その他）：6/6/4 例．適応（乳頭到達不能/カニュレーション困難/
ドレナージ追加）：14/1/1 例．十二指腸ステント併用：4例．胃空腸バイパス
術施行：3例． 治療成績は以下の通りであった．手技時間中央値（範囲）：60

（30-157）分． 手技成功率 88% (14/16)．臨床的成功率 88% (14/16)．手技内
容（EUS-AGS+HGS/EUS-HGS単独/EUS-AGS単独）： 7/6/1 例． HGS部位の
ステント (プラスチックステント/金属ステント)：12/2例. ステント閉塞・交
換率 21%. TRBO中央値：105 日間． OS中央値：128 日間．有害事象： 1 例
で出血のため緊急手術を必要とした． 【考察】昨今interventional EUSを想定
したデバイスも開発されてきており各施設により様々な手技の工夫が行われ
ており, 当院においても症例に応じてデバイスを選択している. 治療成績, 有
害事象に関しては既報と同等の成績が得られた.【結語】EUS-HGSは良好な
減黄が得られ，経乳頭的ドレナージが困難な症例での代替治療の有用性が示
された．

当院における EUS-HGS の治療成績VS2-07
（内）

山形大学 医学部 内科学第二講座
○鈴木　裕也、石澤　哲也、上野　義之

【背景】胆道再建術後の肝内結石症に対する治療として経口的内視鏡治療や
経皮的内視鏡治療、肝切除術が挙げられるが、時に治療に難渋する症例を経
験する。今回我々は経皮経空腸胆道鏡下治療が有用だった肝内結石症の2例
を経験したため報告する。

【症例1】70代、女性。30代に膵胆管合流異常症に対して分流術（胆嚢摘出+
肝外胆管切除+R-Y再建）を施行した。2020年3月に右肝内結石による急性胆
管炎のため入院、バルーン補助下ERCPを施行した。胆管空腸吻合部に到達時、
free airを認めたため処置を中断した。腸管穿孔として同日に緊急手術を施行
し、小腸の穿孔部位を縫縮後に腸瘻造設した。後日、経皮経空腸胆道鏡下に
右肝内結石に対してEHLを施行して完全結石除去となった。肝内結石症の治
療後は腸瘻を抜去し、術後1年再発なく経過している。

【症例2】50代、男性。40代に膵胆管合流異常症に対して分流術（胆嚢摘出+
肝外胆管切除+R-Y再建）を施行した。術前より認めた嚢状に拡張した右管内
胆管は残存し、術後から同部位に肝内結石を認めた。17年で22回の急性胆管
炎の再燃を認めた。その間にバルーン補助下ERCPを2回施行するも結石除去
に成功せず、保存的加療を繰り返した。経過中に右葉に肝膿瘍が多発したた
め、保存的加療後に手術を施行した。術中胆道鏡下に右胆管空腸吻合部狭窄
に対してラージバルーン拡張術を施行後、結石除去し、腸瘻造設した。術後
2カ月の腸瘻造影で遺残結石を認めたため、経皮経空腸胆道鏡下にEHLを施
行して完全結石除去となった。結石再発に備えて、腸瘻に胃瘻ボタンを留置
して経過観察している。

【考察】経皮経空腸胆道鏡下治療は1980年代を中心に報告されたが、小腸内
視鏡の発達により近年は経口的内視鏡治療の報告が増加している。しかし、
術後再建腸管に対する内視鏡挿入の難度の高さ、不安定な操作性、腸管穿孔
を含む比較的高率な合併症が問題となる。一方、経皮的内視鏡治療は結石を
有する肝内胆管を選択してアプローチが可能だが、胆管穿刺が前提であり、
瘻孔のサイズアップを含めると月単位の治療期間を要する。経皮経空腸胆道
鏡下治療は腸瘻を造設する必要があるが、造設後は短期間に低侵襲で治療が
可能で、内視鏡操作も容易であるため処置の成功率も良好である。他のアプ
ローチルートでの治療困難時に経皮経空腸胆道鏡下治療が選択肢となり得る
と考えた。

術後肝内結石に対して経皮経空腸胆道鏡
下治療を行った 2 例の経験

VS2-06
（内）

東北医科薬科大学 内科学第二(消化器内科)
○小岩井　明信、廣田　衛久、佐藤　賢一

新世代内視鏡システム(EVIS X1)は画質の向上に加え、画像強調機能として
のRDI (Red Dichromatic Imaging)や画像処理機能としてのTXI (Texture and 
Color Enhancement Imaging)などの新機能が搭載され、高精度な観察による
診断能の向上が期待されている。EVIS X1は最近実臨床に登場したばかりで
あるが、上下部消化管内視鏡診療では徐々に使用経験が蓄積され、有用性が
報告され始めている。しかし、EVIS X1を用いた経口胆道鏡（POCS）の報
告はまだない。POCSは胆管病変の良悪性の診断・胆管腫瘍の進展判定・直
視下生検の補助などに用いられる。特に、遠隔転移のない表層進展を来す胆
管癌やIPNB (Intraductal papillary neoplasm of bile duct)は、水平方向の進
展診断が手術適応を決定する重要な因子となる。しかしながら、この診断に
POCS画像が有用であるというコンセンサスには至っていない。その要因の
一つとして、従来のWLI (white light imaging)やNBI (narrow band imaging)
では粘液や胆汁により画像が不明瞭になり、腫瘍の進展を診断するための十
分に精密な画像が得られにくい点が挙げられる。EVIS X1ではWLIに加え新
たな画像強調機能を実装しており、その中でRDIはRed/ Amber/ Greenの特
性の異なる３種類の光を用い、血管のコントラストを形成する画像強調機能
であり、RDIは 1-3までの３種類が使用可能である。大腸内視鏡検査において、
RDI3は便汁の色調を透過させることで残渣越しの粘膜観察が可能とされてお
り、胆管病変の観察にも有用である可能性が考えられる。今回、我々は中部
から下部胆管に主座を置きながら、総胆管全域から肝門部まで広範囲進展を
伴うIPNB症例の水平方向の進展診断に、EVIS X1のRDI3が有用であった１
例を経験した。WLIでは粘液や胆汁により不明瞭となることもあった胆管上
皮の微小な乳頭状構造の観察が、RDI3では明瞭に観察された。また、EHL
にて採石を行ったConfluence stone症例でもRDI3での観察を行った。従来の
POCSでは観察のために胆道内を生理食塩水で洗浄・置換する必要があり、
過度に送水を行うと胆道内圧を高め、胆管炎の増悪や肝膿瘍の偶発症を来す
懸念がある。しかし、RDI3では胆汁の色調を透過して粘膜観察が可能となる
ため、過度の送水をさけることができるメリットがある。実際の動画も含め
て報告する。

経口胆道鏡における新世代内視鏡システ
ム	(EVIS	X1/RDI) の有用性

VS2-05
（内）
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仙台厚生病院 消化器内科1）、東北大学大学院工学研究科 電子工学専攻2）

○奥薗　徹1）、宮本　浩一郎2）

【背景】急性胆嚢炎に対する超音波内視鏡下胆嚢ドレナージ(EUS-GBD)の報告
が増えているが、緩和的治療としての位置づけが多く、胆嚢摘出術前にはほ
とんど行われていないのが現状である。従来行われていた経十二指腸のドレ
ナージではなく、経胃ドレナージを行うことにより、腹腔鏡下胆嚢摘出術が
可能と考えた。今回、我々は胆嚢と消化管壁を胃壁固定具のように固定し、
引き続き胆嚢をドレナージするキットの開発を行っている。

【目的】EUS-GBD後の胆嚢摘出術の実現可能性について評価すること
【方法】2021年2月から10月までに家畜豚3例(手術時平均体重 47.3kg)に対して、
アンカー器具を用いて、胆嚢壁と胃壁を固定した上でEUS-GBDを行い、平均
16.7日(14-21日)後に腹腔鏡下胆嚢摘出術を試みた。

【結果】3例全例で腹腔鏡下胆嚢摘出術が可能であった。3例とも腹腔内に強
い癒着は認めなかった。瘻孔の面積の平均は3.2cm2(2.7-4.2cm2)であった。胃
と胆嚢の癒着部はいずれも胃前庭部と胆嚢体部・底部であった。

【結語】新規開発したドレナージキットによるEUS-GBD後の腹腔鏡下胆嚢摘
出術は可能であった。ヒトにおいても胆嚢摘出術前としてのEUS-GBDを行え
る可能性が示唆された。

急性胆嚢炎に対する術前超音波内視鏡下
ドレナージデバイスの開発

VS2-09
（内）

みやぎ健診プラザ
○藤田　直孝
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消化管内視鏡の診断・治療の最前線 
～十二指腸・大腸～
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太田西ノ内病院 消化器内科
○綿引　優、今村　秀道、迎　愼二

【背景】UMERは腸管を水で浸水させることで粘膜層、粘膜下層を浮遊させ、
粘膜下局注を施行せずにスネアで絞扼し切除が可能な手技であり、腫瘍径の
大きな病変や陥凹型病変、遺残再発症例に対しても有用性が報告されている。

【目的】表在型非乳頭部十二指腸腫瘍（SNADET)、および大腸ポリープに対
してUEMRを施行した症例の短期治療成績、ならびに今後の課題を明らかに
すること。【方法】1. 十二指腸：SNADETに対してUEMRを導入した2019年
6月から2021年10月までに同治療を施行した8症例9病変。2. 大腸：大腸ポリー
プに対してUEMRを導入した2021年8月から2021年10月までに同治療を施行
した12症例16病変。各々の臨床的特徴、治療成績および臨床病理学的特徴に
ついて後方視的に検討した。【結果】1：年齢中央値68（56-83）歳、腫瘍径中
央値 10（5-18）mm、局在（主乳頭より口側：主乳頭より肛門側）＝6例：3
例、肉眼型（0-IIa：0-IIc）＝4例：5例、切除時間中央値（生理食塩水注入か
ら切除まで）330（160-440）秒、創部完全縫縮率100%、術中穿孔0例（0%）、
後出血0例（0%）、遅発穿孔0例（0%）であった。最終病理診断は低異型度腺
腫：高異型度腺腫：粘膜内癌＝4例：2例：3例であり、一括切除率77.8%、R0
切除率44.4%、観察期間中央値3（2-12) ヶ月で観察期間中の遺残再発は0例（0%）
であった。2：年齢中央値69（51-78）歳、腫瘍径中央値 12（8-30）mm、局
在（直腸：S状結腸：下行結腸：横行結腸：上行結腸：盲腸）＝2例：6例：2
例：3例：0例：3例、肉眼型（Is：Isp：IIa：IIa+IIc：IIa+Isp）＝2例：6例：
6例：1例：1例、切除時間中央値105（50-630）秒、術中穿孔0例（0%）、後出
血0例（0%）、遅発穿孔0例（0%）であった。最終病理診断はSSL：低異型度
腺腫：高異型度腺腫：腺癌（pTis/pT1a）＝1例：8例：3例：4（2/2）例であ
り、一括切除率 81.3%、R0切除率 75.0%であった。腺癌であった4病変におけ
る粘膜下層切除距離は粘膜筋板から測定して中央値2000（1400-2500）μmで
あり、いずれも垂直断端は陰性であった。【結語】十二指腸、大腸UEMRは
術中・術後偶発症なく安全に施行できていた。今後の課題として長期的な経
過での検討、大腸UEMRに関しては症例を蓄積し従来のEMRとの比較検討が
必要と考えられた。

当院における十二指腸、および大腸
under	water	EMR（UEMR）導入後の
短期治療成績と今後の課題

VS3-04
（内）

岩手医科大学 内科学講座消化器内科消化管分野
○久米井　智、鳥谷　洋右、松本　主之

【背景】十二指腸非乳頭部上皮性腫瘍(NADETs)に対する内視鏡治療は，解剖
学的な要因から難易度が高く，高率に重篤な合併症が生じる危険を秘めてい
る．近年，NADETsに対するunderwater EMR (U-EMR)の有効性と安全性
が報告されており，当院では2020年より導入を開始した。【目的】U-EMRの
治療成績を従来型EMR (C-EMR)と比較し明らかにする.【方法】2015年11月
から2021年8月までに当科で診断したNADETs 71例のうちEMRによって切
除された44例を対象とし、治療成績を遡及的に検討した。【結果】対象は男
性26例，女性18例，治療時の年齢の中央値は66歳で、腫瘍径の中央値は7mm
であった。治療法としてはU-EMR 23例、C-EMR 21例であった。粘液形質は
胃型3例（6.8%）腸型23例（52.3%），胃腸混合型18例（40.9%）であった。最
終病理診断はVienna分類C3(低異型度腺腫)36例(81.8%)、C4/5(高異型度腺腫・
癌)8例(18.2%)であった。U-EMR群とC-EMR群の比較では、年齢、性別、腫瘍
部位、腫瘍径、肉眼径、最終病理診断など背景因子に差は認めなかった。治
療成績の比較では、一括切除率 (100% vs 100%)、R0切除率 (87.0% vs 95.2%, 
P=0.34)、偶発症の頻度（後出血; 0% vs 0%、術中穿孔; 0% vs 0%）に2群間で
差は認めなかったが、U-EMR群で有意に切除時間（切除後潰瘍底の閉鎖まで
含む）が短い結果であった (9 min vs 13 min, P= 0.005)。【結論】EMRで一括
切除が可能と判断されるNADETsに対しては、治療時間の短さからU-EMR
が第一選択となりうる。

十二指腸非乳頭部上皮性腫瘍に対する
underwater	EMR の治療成績	

VS3-03
（消）

福島県立医科大学 附属病院 内視鏡診療部1）、
福島県立医科大学 医学部 消化器内科学講座2）

○橋本　陽1,2）、中村　純1,2）、引地　拓人1）

【目的】表在型非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍（SNADET）に対する内視鏡治
療において， 解剖学的特徴や操作性の観点から，ESDや従来型EMRは容易で
ない．しかし，Underwater EMR（UEMR）は簡便で安全性が高いことか
ら，近年その有用性が報告されている．今回，SNADETに対するUEMRの
現状を検討した． 【方法】2016年11月から2021年9月の間にUEMRを施行した
SNADETを対象に，一括切除率，R0切除率，遺残再発率，有害事象を後方
視的に検討した．UEMRの手技は，PCF-Q260JIもしくはPCF-H290TIを使用
し，鉗子チャンネルおよび前方送水機能から十分な注水を維持し，スネアリ
ング後に切除した．なお，直近の症例では，R0切除率向上のための工夫として，
生理食塩液の代わりに医療用ゲルで管腔を満たすことや，腫瘍の肛門側のメ
ルクマールとして術前クリッピングを採用した．【結果】31症例34病変が解
析された．最終診断は腺腫29例，腺腫内癌5例であった．腫瘍径中央値11mm（範
囲：1-26mm），標本径中央値17mm（範囲：2-40mm）であり，治療時間は中
央値41分（範囲：17-172分）であった．穿孔や後出血などの有害事象を認め
なかった．一括切除術率は82.4％（28/34），R0 切除率は23.5％（8/34）であり，
R1切除の要因は病理学的水平断端陽性あるいは不明であった．なお，医療用
ゲルを用いた2症例や肛門側クリッピングを施行した2症例では，一括切除が
得られていた．遺残再発は5.9%（2/34）で認められたが，いずれも再UEMR
で切除可能であった． 【結論】SNADETに対するUEMRは簡便かつ安全性が
高い治療法であり，再発例も再UEMRで局所コントロールが可能であった．
しかし，R0切除率が低い点が課題と考えられ，さらなる手技の工夫が必要と
考えられた．実際の動画を交えて報告する．

表在型非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍に対
する UEMR の現状

VS3-02
（内）

岩手県立中央病院 消化器内科1）、岩手県立中央病院 内視鏡科2）

○白木　健悠1）、伏谷　淳1）、赤坂　威一郎2）

【目的】近年、十二指腸腫瘍が発見される頻度は高くなっており、cold snare 
polypectomy（CSP）やunderwater endoscopic mucosal resection（UEMR）
といった低侵襲な手技が広まってきている。当院では2020年よりUEMRの試
行を開始し、これまで5症例においてUEMRを行った。そこで、当院におけ
る表在型非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍（SNADET）に対するUEMRの試行成
績をまとめ、過去のEMRの成績と比較し、課題について検討するとともに、
当院でのUEMRの工夫を紹介する。【方法】2020年7月より当院にて術前に
SNADETと診断しUEMRを行った症例、また、UEMR試行開始前（2012年1
月から2020年3月まで）にEMRを行った症例について患者背景、治療成績を
検討した。【成績・結果】対象はUEMR 5例、EMR 7例であった。術前診断は、
UEMR群で腺腫 4例、癌 1例、EMR群は腺腫 6例、癌 1例であった。腫瘍径
の中央値はUEMR群 7mm、EMR群 8mmでほぼ同様であった。一括切除率
はUEMR群 80%、EMR群 100%であった。R0切除率はUEMR群 67%、EMR
群 57%であった。UEMR群、EMR群いずれにおいても術中穿孔や遅発性穿
孔は認めなかった。病理診断は、UEMR群で腺腫が3例であったが、2例が非
腫瘍（1例は腫瘍性病変なし、1例はBrunner腺過形成）であった。EMR群で
は腺腫 5例、癌 1例であったが、1例が腫瘍性病変なしであった。【当院での
UEMRの工夫】接線方向から視野での処置となりやすく肛門側の断端が視認
しづらいことが多く、また、切除検体の確認の際に病変自体の確認が難しい
ことがある。そこで病変周囲に2点または4点マーキングをおき、マーキング
を視認しながらスネアリングすることで、病変がうまく絞扼できたことを確
認でき、また切除検体を貼り付けた際に病変部が視認しやすくなり、断端確
保の確認が容易となる（動画を供覧する）。【考察・結論】当院でのUEMRは
従来のEMRと治療成績はほぼ同等で、安全性の高い治療法と考えられた。一
方、術前でSNADETと診断しても、病理結果で非腫瘍の診断となる症例もあ
り、術前診断精度の向上も課題と考えられた。

当院における表在型非乳頭部十二指腸上
皮性腫瘍（SNADET）に対する UEMR
の試行成績と工夫

VS3-01
（消）
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岩手県立胆沢病院 消化器内科
○千葉　宏文、新海　洋彦、小野寺　美緒、石山　文威、萱場　尚一

【はじめに】閉塞性大腸癌に対する大腸ステント留置術が急速に普及し、各
社から様々な種類のステントが開発され使用可能である。2020年6月、新規
covered型大腸ステントが薬事承認された。当院における新規ステントの使
用経験について報告する。【結果】2020年7月～ 2021年9月までに5例に大腸
covered stentを留置し、BTSが1例、緩和治療が4例だった。膿瘍形成してい
た2例では1本目のステントとし留置し、3例はステント内のingrowthに対し
て2本目のステントとして留置した。4例は留置成功したが、1例では1本目の
ステントのmesh内を通過しての留置となった。留置後2例でステントが逸脱
した。【症例1】67歳男性。S状結腸癌によるイレウスで、腫瘍の近傍に膿瘍
を認めた。穿通状態と考えられたが、腹膜刺激症状を認めなかったためBTS
としてcovered stent留置。膿瘍の増悪なく、イレウスは改善。14日後、一期
的に外科的切除された。【症例2】82歳女性。バウヒン弁対側の盲腸に大腸癌
が指摘されていたが、心不全のため未治療としていた。2年後、腫瘍増大し、
回盲部にuncovered stent留置。2 ヶ月後にingrowth認め、covered stent留
置。症状改善も17日後に腹痛あり、ステント逸脱していた。【症例3】91歳女
性。発熱・意識障害の精査で、直腸癌とその近傍に膿瘍形成あり。10日間絶
食・抗菌薬投与するが膿瘍増大したため、covered stent留置し、膿瘍縮小。
3 ヶ月後に発熱あり。ステント逸脱し、膿瘍増大していた。【症例4】91歳男性。
S状結腸癌にuncovered stent留置。6か月後にingrowthありcovered stent留
置を試みるが、1本目のステントのmesh内を通過し留置となった。ステント
重なった部分に対してバルーン拡張術施行した。【症例5】93歳男性。上行結
腸癌にuncovered stent留置。10か月後にingrowthありcovered stent留置。7
か月後に原病死するまで、逸脱・再狭窄なく経過した。【考察】逸脱を2例で
認めたが、uncovered stentでは逸脱は稀でありcovered stentに特徴的な合
併症と思われる。膿瘍形成症例にはcovered stentが有効な可能性があるが、
今後の症例の蓄積が必要と思われる。

当院における大腸 covered	stent の使
用経験

VS3-08
（消）

福島県立医科大学 会津医療センター 小腸大腸肛門科学講座1）、
福島県立医科大学 会津医療センター 消化器内科学講座2）

○中島　勇貴1）、高畑　陽介1,2）、根本　大樹1）

【はじめに】有茎性ポリープに対する内視鏡治療はポリペクトミーが中心と
なるが、茎内に数本の太い動脈が走行しており、切除後出血が多い。その予
防は必須であり、切除前にクリップや留置スネアをかけ、切除する方法が汎
用されるが、腸管内腔を占拠するような大きな病変や術野の確保が難しい屈
曲部に存在する病変に対しては、留置スネアを適切な部位にかけることは難
しい。この発表では、発表者らが考案した手法であるロープウェイ法（E-video 
in press）を用いることでスネアを適切な箇所へ誘導し、安全確実な切除を
可能としているので、紹介する。【手技】ロープウェイ法では２本の留置ス
ネアを使用する。１本目の留置スネアをポリープ茎部の頭部近くにかけた後、
糸付きクリップを留置スネアの余った部分にかける。その後、一度スコープ
を抜去し、糸の肛門則末端が体外へ出たことを確認する。2本目の留置スネ
アを鉗子口に通し、スコープ先端から留置スネアを少しだけ出し、小さなルー
プを作り、ループ内に糸を通してロープウェイの要領で糸に肛門側へ張力を
かけながら病変部までスコープを再挿入する。２本目の留置スネアを茎部に
かける際に、糸を引くことで病変全体が肛門側に牽引され茎部が伸展し視認
しやすくなり、茎の基部に留置スネアを誘導することが可能になる。基部を
結紮後、同様の手順でポリペクトミー用スネアを2つの留置スネアの間へ誘
導し、基部にかけた留置スネアから５mm以上の間隔をあけて切除する。切
除標本は糸を引くことで容易に回収できる。【まとめ】大腸有茎性ポリープ
を安全に切除するための新たな工夫を紹介した。腸管内腔を占拠するような
大きな病変や、術野の確保が難しい屈曲部に存在する病変に対しては、ESD
も一考されるが、本法はESDよりも短時間で安全確実な切除が可能である。
発表者らは、大腸症例1病変、胃幽門輪近傍に存在し術野の確保が難しい1病
変に対してロープウェイ法を行い、良好な結果が得られたので報告する。

大腸有茎性ポリープに対する内視鏡的切
除法の工夫：ロープウェイ法

VS3-07
（内）

仙台厚生病院 消化器内科
○伊藤　聡司、松田　知己、平澤　大

【背景】大腸内視鏡機器の進歩に伴い,通常内視鏡や拡大内視鏡での大腸癌の
深達度診断は日々進歩している.さらに通常内視鏡に加え,鉗子口挿入型高周
波細径超音波プローブを用いることでより正確な深達度診断が可能となって
きている.しかし同プローブは深部でのエコー減衰が強く,丈の高い隆起性病
変や深部浸潤癌は深達度診断が困難な場合が多い.一方でリニア型超音波内視
鏡は,走査線密度が一定であるため画像の劣化が少なく,また深部でのエコー
減衰も少ない.今回リニア型超音波内視鏡の特徴と使用経験を,動画を交えな
がら紹介する.【結果】リニア型超音波内視鏡は先端構成部がやや長く,弯曲
角度も小さいことから操作性は劣るものの,直視内視鏡であることから挿入困
難例でない限り深部挿入も可能であった.また層構造は比較的良好に描出可
能で,筋層間エコーの認識まで可能であった.次に,リニア型超音波内視鏡を用
いることで,より正確な深達度診断ができ,治療方針の選択に寄与した2症例を
提示する.症例1は30歳代女性.直腸Raに15mm大の陥凹面を伴う隆起性病変を
認めた.内視鏡所見からは深達度SM massiveも否定できない早期直腸癌と診
断した.一方でリニア型超音波内視鏡検査では,概ね3層は保たれており4層の
つり上がりもみられなかったことから深達度Mと診断しESDを施行.病理結果
はAdenocarcinoma tub1+2+pap pTis(M) Ly0 V0 pHM0 pVM0で治癒切除と
なった.症例2は70歳代男性.直腸Raに腫瘍粘膜から立ち上がるIs 20mm弱の隆
起性病変を認めた.内視鏡所見からは深達度SM massiveの早期直腸癌と診断
した.一方で,リニア型超音波内視鏡検査では,隆起の頂部で6mm以上にわたっ
て3層の断裂,4層の肥厚・つりあがりの所見がみられ,MPへの浸潤ありと診
断した.以上よりtotal biopsy目的のESDを含めた内視鏡治療は適応外と判断
し直腸低位前方切除の方針とした.病理結果は、Adenocarcinoma tub2+tub1 
pT2(MP) Ly0 V1a pN1aであり,リンパ節転移も伴う進行直腸癌の最終診断で
あった.【結語】大腸隆起性病変や深部浸潤癌は深達度診断に苦慮することが
多く,特に直腸病変の場合はより確診に近い術前診断が必要になる.深部減衰が
少ないリニア型超音波内視鏡は正確な深達度診断の一助となり得ることを文
献的考察も加えここに報告する.

リニア型超音波内視鏡 (EG-530UL2)
を用いた大腸癌深達度診断の試み

VS3-06
（内）

仙台市医療センター仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科
○清水　孟、山形　拓、伊藤　啓

【背景】大腸腫瘍の内視鏡診断にクリスタルバイオレット染色併用拡大観
察（CV-ME）が広く行われてきたが，CVの有毒性が報告され使用を最低限
にするよう勧められている．一方安全に使用可能な酢酸撒布下NBI拡大観
察(ANBI-ME)の有用性が報告されているが，用いる酢酸濃度やpit pattern
診断能に関する報告は少ない．【目的】大腸腫瘍に対するANBI-MEに用い
る適切な酢酸濃度およびpit pattern診断能を明らかとすること．【対象と
方法】ANBI-MEは酢酸を撒布し,粘膜が白色化後にNBI拡大観察を行い,工
藤・鶴田分類に準じてpit pattern診断した(IIIL, IIIs, IV型pitは low grade 
dysplasia(LGD)及び high grade dysplasia(HGD), VI軽度不整pit(VI-L)はHGD
及びSM1, VI高度不整(VI-H)及びVN pitはSM2以深とした)．検討1：当科で大
腸腫瘍に対しANBI-MEを行い，病理学的に腺種/癌であった208例を対象と
した(2020.6-2020.12)．撒布する酢酸濃度はA群(1.5 %),B群(2.25 %),C群(3 %),D
群(4.5 %)とし,各々 48例:50例:63例: 47例のデータを前向きに収集した．病理
結果(LGD: HGD: SM1: SM2以深)はA群(29:15:1:3),B群(37:10:0:3),C群(51:10:0:2),D
群(30:14:0:3)であった．検討２：4.5%酢酸を用いたANBI-MEとCV-MEのいず
れも施行し,病理学的に腺種/癌であった112例（D群47例を含む）を対象とし
てpit pattern診断の観察法内一致度を算出した(2020.10-2021.3)．病理結果は
LGD,45: HGD,46: SM1,4: SM2以深,17であった．【結果】検討１：ANBI-MEの
正診率(IIIL: IIIs: IV: VI-L: VI-H: VN) (%)はA群(71: 8: 20: 87: 100: 94), B群(82: 
8: 6: 86: 98: 94), C群(79: 3:,10: 81: 100: 97), D群(74: 6: 11: 92: 96: 98)であった．病
変の白色化持続時間は酢酸濃度と正の相関を認めた(p＜0.001)．蠕動亢進や出
血の有害事象に差を認めなかった．検討2：pit patternの正診率(IIIL: IIIs: IV: 
VI-L: VI-H: VN) (%)はANBI-ME(60:20:6:78:88:90)，CV-ME(57:20:26:77:87:91)と
観察法内一致度は非常に高かった(κ = 0.90)．【結論】ANBI-MEで用いる酢
酸は濃度依存性に白色化持続時間が長く, 濃度による診断能や有害事象に差
が無いため4.5 %が適切と考えられた．CV-MEのpit pattern診断との一致率
も高く，代替手法となり得る可能性がある．観察法の動画を供覧し妥当性に
ついて議論を行いたい．

大腸腫瘍に対する酢酸撒布下 NBI 拡大
観察に用いる酢酸濃度の検討および pit	
pattern 診断の有用性

VS3-05
（内）
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VS3 特別発言

福島県立医科大学会津医療センター　小腸大腸肛門科学講座
○冨樫　一智
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消化器内科、消化器外科における
若手医師育成とキャリア支援
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松本　主之

（岩手医科大学 消化器内科消化管分野）
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福島県立医科大学 低侵襲腫瘍制御学講座1）、総合南東北病院 消化器内科2）、
福島県立医科大学附属病院 内視鏡診療部3）

○濱田　晃市1,2）、引地　拓人3）、中村　純3）

【目的】消化管癌に対するESDは広く普及し，若手内視鏡医でも習得すべき
手技となっている．2019年から年１回，ふくしま医療機器開発支援センター
の協力のもと，福島県の若手内視鏡医のESD技術向上を目的に，生体ブタを
使用したESDハンズオンセミナーを開催している．今回アンケート調査をも
とに，本セミナーの意義を検証した．【方法】受講資格は，医師４年目から
10年目のESD経験者（日本消化器内視鏡学会専門医取得前）10名に設定し，
全身麻酔下のブタの仮想胃・食道病変に対してESDを施行した（指導医4名）．
2頭のブタに対して，1頭はオリンパス，もう1頭はフジフィルムのスコープ
を使用し，1回35分間で，午前と午後の2回，指導医によるマンツーマンのト
レーニングが行われた．また，次の術者が助手を担当し，手技が終了した者
は続けて切除胃でのトレーニングを行った．デバイスは企業各社から提供が
あり，受講者の希望に応じて使用され，適宜トラクションデバイスも併用し
た．受講者に対してセミナーの前後でアンケート調査を行い，その結果を検
討した（無記名方式）．なお，参加費は3万円である．【結果】受講対象者の
設定は，セミナーの前後ともに全員が適切であると答えた．参加費は，セミ
ナー前は「ちょうど良い40%，安い40%，高い20%」であったが，セミナー後
は「ちょうど良い60%，安い40%」に変化した．トレーニング時間は，セミナー
前は「ちょうど良い100%」であったが，セミナー後は「ちょうど良い90%，
やや短い10%」であった．なお，セミナー後のみ調査結果として，全員が
ESDに対する心構えに良い変化があり，異なる指導医による指導が役に立ち，
かつ後輩に本セミナーを勧めると答えた．また，良かった点として，マンツー
マン指導で詳細な解説をきくことが出来た，他人が指導されているのを見ら
れた，普段使用していないデバイスの特徴が学べたなどが挙げられた．一方，
セミナー終盤では切除の難しい部位しか残っていなかったという意見もあっ
た． 【結論】生体ブタを使用したESDハンズオンセミナーは，ESDに習熟し
ていない若手の医師にとって，切除胃と異なる緊張感の中で，集中して学ぶ
ことをできる点で有用であった．

福島県における生体ブタを使用したハン
ズセミナー

PD-04
（内）

岩手医科大学 医学部 消化器内科 消化管分野
○梁井　俊一、松本　主之

2018年日本専門医機構主導のもと、新しい専門医制度がスタートした。これ
から若手医師が日本消化器内視鏡学会および日本消化器病学会の専門医を取
得するためには、この新制度のもと内科専門医を取得しなければならない。
当科では2018年の初年度、新専門医制度による当院の研修プログラムに4名
の専攻医が参加し、専門医取得に向けて日々研鑽を積んでいる。当科には
2018年以降14名が入局している。初期研修2年間の研修病院の内訳は大学病
院5名、大学外の関連病院6名、それ以外が3名であった。大学病院で研修し
た5名は全員研修医の時から内視鏡検査に携わっている。指導医と共に食道
抜去時の食道の観察、胃の観察、十二指腸第二部への挿入と段階的に経験さ
せている。研修医の習熟度を評価した上で、鎮静化症例の食道への挿入を試
みている。とくに習熟度が高かった研修医は研修2年目の時点で鎮静なしで
上部内視鏡のスクリーニング検査は施行できるようになった。関連病院でも
同様に研修医の時より内視鏡検査を体験させており、早い段階から内視鏡検
査に興味を持てるような体制を整えている。大学病院や関連病院以外の研修
医のリクルートにはオンラインによる医局説明会の実施しており、一定の成
果が得られている。今後もコンスタントな医局員の確保が課題である。

当科における若手医師育成の現状PD-03
（内）

国立病院機構仙台医療センター 消化器内科
○鵜飼　克明、岩渕　正広

当科では、平成23年度以降「次世代を担う消化器内科医の育成と獲得」を目
指して様々な取り組みを行ってきた。その成果と課題について報告する。【当
院の概要】病床数660床、基幹型臨床研修病院（定員19名）、内科専門研修基
幹施設（定員8名）。【対象】平成16年度以降に採用した臨床研修医304名、な
らびに平成18年度以降に採用した消化器内科後期研修医（専攻医）32名を対
象とした。【取り組み】１）後期研修強化とキャリア支援：研修目標を内科
医としての素養を身につける、あらゆる消化器疾患に対応できる、リサーチ
マインドの涵養、と設定した。達成目標を内科認定医（当時）の取得、消化
器関連地方会や総会での発表、学会誌への投稿、とした。専門領域を究める
のは次のステップとし、定期面談などを通じてキャリア支援を行った。２）
新専門医制度への対応：基幹施設を目指し院内体制を整えた。また消化器内
科志望者の受け皿となる「志望科重点コース」の設定、魅力ある連携施設、
などを意識してプログラムを作成した。３）臨床研修強化プロジェクト（平
成29年度）：志の高い研修医の育成と獲得を目指し、全病院的に指導体制の
強化に取り組んだ。【結果】１）後期研修修了後の進路：キャリア支援開始
前の後期研修医（6名）の進路は、大学院進学1名、大学医局1名、当院4名であっ
た。開始後（19名）は、大学院進学15名、大学入局2名、当院2名であった。２）
専門医制度の影響：消化器内科志望者は、制度前は臨床研修修了者195名中
24名(12%)であった。開始後は修了者71名中12名（17%）であった。後期研修
先は、消化器内科志望者24名中14名(58%)が引き続き当院で研修を行なった。
開始後は12名中11名(92%)に増加した。後期研修医数（採用数/年）は、制度
前は1.6名であったが、開始後は3.3名に増加した。３）プロジェクト開始後に
は、基本的臨床能力試験の偏差値が大幅にアップした。マッチング応募者数

（年平均）は、プロジェクト前は38.6人であったが、開始後には65.8人に増加
した。【結論】様々な取り組みの結果、１）後期研修医の進路は大きく変化し、
大学院進学率がアップした。２）臨床研修医の後期研修先も変化し、引き続
き当科で研修を行う研修医数が増加した。３）マッチング応募者が大きく増
加した。これらの結果には、ロールモデルの影響が大と考える。今後の課題は、
systemとmotivationの維持である。

当科における若手医師育成とキャリア支
援

PD-02
（内）

大崎市民病院 消化器内科
○伊藤　博敬、大矢内　幹、境　吉孝

【背景】当院は宮城県北地区の中核病院であり、年度平均で15名程度の初期
臨床研修医を採用している。初期臨床研修では、内視鏡トレーニングモデル
を使用した内視鏡実習や症例検討会を通じて消化器領域への興味を促すこと
や、キャリア形成についてのアドバイスも積極的に行うことを心掛けている。
消化器内科専門医研修では、消化器病学会、消化器内視鏡学会の専門医研修
カリキュラムを基本とし、特に消化器領域における救急疾患対応や十分な内
視鏡検査件数を経験することを目標としている。【目的】当院における初期
臨床研修医に対する消化器内科へのリクルート状況ならびに消化器内科専門
医研修の現状と課題を明らかにすること。【方法】2010 ～ 2019年度に当院で
初期臨床研修を開始した153名中、12名（7.8%）が消化器内科専門医研修を
選択していた。他院で初期臨床研修を修了した3名を含み、2012 ～ 2021年度
に当院で消化器内科専門医研修を経験した15名（修了11名、研修中4名）を
対象にアンケート調査を行った。修了した11名に関して研修期間中の内視鏡
検査件数、修了後の進路を調査した。【結果】初期臨床研修開始時点で消化
器内科志望は15名中2名のみであり、検討中が11名、他診療科志望が2名であっ
た。最終的に消化器内科を選択した理由として「内視鏡を含んだ手技に魅力
を感じたこと」が最も多く、積極的な内視鏡実習が効果的であったと思われ
た。当院での消化器内科専門医研修について「症例が豊富なこと」「指導体
制が充実していること」「他診療科への相談が容易であること」「病棟当番制
であること」「学会活動に積極的であること」が高く評価されていた。研修
内容についての5段階総合評価は平均4.5点であった。修了した11名の内視鏡
検査数は年平均1163件であり、消化器内視鏡学会専門医認定のための診療実
績基準を十分に満たしていた。修了後の進路は11名全員が大学院へ進学し（東
北大学9名、秋田大学1名、東京大学1名）、2021年10月時点で4名が消化器病
学会専門医、3名が消化器内視鏡学会専門医を取得していた。【結語】当院に
おける消化器内科専門医研修により、その後のキャリア形成の礎となる基礎
的な臨床能力を習得できていたと思われた。研修内容に対する総合評価は比
較的良好であったが、改善点を洗い出し、研修体制を整備していくことが重
要と思われた。

当院における消化器内科専門医研修の現
状と課題

PD-01
（内）
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福島県立医科大学 肝胆膵移植外科
○石亀　輝英、岡田　良、木村　隆、見城　明、丸橋　繁

外科志望者の減少は全国的な問題である。さらに外科医が都市部に偏在によ
り地方の外科医不足はより深刻となった。福島県も例外ではなく、各地域の
急性期病院では外科指導医の高齢化が進む一方で、若手医師を補充しきれて
いない状況が続いている。当院は2017年に講座再編により臓器別講座へと細
分化し、「肝胆膵・移植外科学講座」が誕生した。このことでより専門性は
高まり、患者に高度な医療を提供するための基盤が構築された。当講座は、
手術を含む治療水準の維持・向上のためには、若手外科医のリクルートとそ
の後の育成が最重要課題であると認識し、さまざまな取り組みを行ってい
る。まずはサブスペシャリティーである消化器外科専門医として必要な手術
修練を関連施設の協力も得ながら行っているが、その際にビデオクリニック
や手技のコツやピットフォールの解説などを行うイベントを定期開催するこ
とで、多角的なアプローチによる手術戦略を学んでもらっている。最近では
新型コロナ感染拡大防止のためにZOOMを利用し、肝胆膵外科を目指す医師
だけでなく、外科専攻医にも対象を広げている。また大学病院では、若手の
執刀症例の確保は必ずしも容易ではないため、修練効果を最大化するために、
我々は術前画像および臨床情報から導いた術前スケッチを重要視している。
局所解剖に対する知識が整理され、さらに術後の消化器内科、放射線科との
症例のフィードバックにより診断力の向上を期待している。またCadaverを
使った手術手技研修も年１回開催しており、基本的には若手医師に術者を経
験してもらっている。近年ではこれらに加えワークライフバランスの改善に
むけた取り組みも欠かせないものとなっており、積極的な年休の消化を促し
ている。当院肝胆膵移植外科における課題と、肝胆膵外科医を確保・育成す
るために魅力ある講座づくりを目指す我々の取り組みを提示したい。

肝胆膵移植外科における若手医師育成の
課題と当講座の取り組み

PD-08
（消）

山形大学大学院医学系研究科 外科学第一講座
○菅原　秀一郎、元井　冬彦

外科専門医取得に向けてのキャリアパスを形成するうえでの問題点と現状に
ついて当科での取り組みを報告する。
多くの若手外科医は医学部卒業と同時に外科学を志している。当院の卒後研
修においては、必修分野以外の研修期間のほとんどを外科研修に選択できる
外科重点コースがある。外科医を志す学生には大学の外科重点コースを勧め
ているが、大学にこだわることなく各人の希望も尊重しながら消化器外科・
乳腺以外の必修分野（心臓血管、肺、小児外科）が研修可能な施設も選択肢
に入れて卒前に話し合って決めている。2018年4月以降当科を志望した研修
医、専攻医は計13人（男性9名、女性4名）、初期研修で外科重点コースを選
択したのは5名、他病院は8名であった。
卒後3年目は当院の外科研修プログラムに加入して当科での研修でスタート
を切る。当科の診療体制は消化器・乳腺の分野別診療グループからなり、各
グループをローテートすることで十分な経験を積むことができる。外科専門
医取得に際して必須になる消化器外科・乳腺以外の研修は、研修可能な施設
で行う場合と学内ローテート（外科学第二講座）が選択可能である。本学の
特徴は、ナンバー外科となっているものの、専門領域が完全に分離している
ため、両講座が有機的に連携することで全ての外科領域がカバーされること
である。
当科のキャリア形成では、外科専門医取得後に消化器外科あるいは乳腺専門
医と学位を取得し、診療グループのスタッフとなる。学位取得については社
会人大学院制度を利用しながら、臨床研修と並行して大学院カリキュラムを
進めるが、研究進度に合わせながら院内外の研究機関での研究も可能である。
当科スタッフとなった後は、医局で３階建専門資格の取得を目指しながら臨
床研究・トランスレーショナルリサーチを推進するか、市中病院の外科スタッ
フとして総合的な外科医を目指す道が待っている。外科専門医取得からサブ
スペシャリティー領域専門医、その後の専門領域・一人前の外科医となる上
で、キャリア形成を明確に示しながら、各人の個性・希望に寄り添いながら
教育することが肝要である。

当科における外科新専門医制度の取り組
み

PD-07
（消）

秋田大学医学部附属病院 食道外科
○佐藤　雄亮、本山　悟、脇田　晃行、藤田　啓、南谷　佳弘

National Clinical Database (NCD)が専門医制度を支える手術症例データベー
スとして2011年度からスタートし、わが国で行われている外科系領域手術の
ほぼ全てが登録されるようになった。初年度の登録症例件数は117万件を超
え、2018年度まで累計1,130万件に達している。日本外科学会、日本消化器外
科学会を始め、10学会が設立時から参画し、新たに日本内視鏡外科学会など
5学会も加わっている。2012年から各種専門医システムにおいてNCDデータ
の利用が開始されており、専門医制度においてその中核をなしている。外科
専門医とそのサブスペシャルティである消化器外科専門医の取得においても
NCDは非常に重要で、経験すべき手術件数および術者件数はNCDに登録され
ている手術しかカウントすることができない。このためいかに漏れなく正確
にNCDにデータを登録するかが重要になってくる。一方で東北地方の外科専
門研修プログラムの専攻医は少なく、都市部と違い定員に達することはない。
さらにコロナ禍で初期研修医への情報提供、リクルートの機会がほぼなくな
り2022年度も減少が見込まれる。外科専門研修の現状と課題について秋田県
の取り組みを紹介する。

外科専門医習得へのキャリアパスとあき
た外科専門研修プログラムの現状

PD-06
（消）

弘前大学大学院 医学研究科 地域医療学講座1）、
弘前大学大学院 医学研究科 消化器血液内科学講座2）

○菊池　英純1）、櫻庭　裕丈2）、福田　眞作2）

【はじめに】初期研修医に対する消化器領域へのリクルートにおいて、病院
内での臨床経験はもちろん病院外での学会発表や各種研究会参加なども貴重
な機会となる。特にハンズオンや懇親会などは双方向の意見交換をしやすく、
初期研修で興味を抱いた消化器領域へ一歩を踏み出すきっかけとなることも
多い。しかしコロナ禍では学会や研究会はオンライン開催が主流となり、飲
食を伴う懇親会などはほぼ困難となっている。そのため、市中の研修病院に
勤務する初期研修医に対し大学病院からアプローチする機会が極めて減少し
ている。そこで、弘前大学における初期研修医に対するコロナ禍でのリクルー
トの現状を報告する。【方法】当科では、コロナ禍以前は学会・研究会のほ
か講座行事にも初期研修医を誘い、専攻分野選択に悩む初期研修医に消化器・
血液・膠原病内科の魅力を広く伝えてきた。しかしコロナ禍により2020年は
学会や講座行事が中止となり、若手医師のリクルートはほとんどできなかっ
た。そのため、2021年6月に厳重な感染症対策を講じて対象を若手医師に限
定したESDハンズオンセミナーを日本消化器内視鏡学会認定を得て開催し
た。その結果、ハンズオン受講者は初期・後期研修医を含むESD未経験者が
20名参加した。さらに2021年7月からは月1回のペースで大学病院の指導医が
青森県内の主要な研修病院へ出張し、院内の初期研修医を対象に『当直で使
える腹部エコーのコツ＆胃カメラハンズオン体験会』を開催している。飲食
はなく約2時間程度の企画であるが、各研修病院では研修医が希望の専攻分
野に関係なく多数参加し、消化器内科の手技的な魅力を体験している。限ら
れた時間ではあるが、これまで以上に初期研修医に幅広くアプローチができ
ている。【結語】コロナ禍を契機に企画した若手医師対象のハンズオン開催
について報告した。従来の若手医師リクルートでは消化器内科に興味をもつ
初期研修医を学会や研究会に誘い意見交換することが一般的であったが、今
後は消化器内科の魅力をより幅広く伝えるために研修病院に出向いて積極的
に活動していくことも必要と思われた。

コロナ禍における若手医師リクルート～
初期研修医対象出張ハンズオン

PD-05
（内）
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福島県立医科大学 外科研修支援担当
○木村　隆

PD 総括発言
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コロナ禍の消化器病診療における
感染対策の工夫

合同ワークショップ

司会
萱場　尚一

（岩手県立胆沢病院 消化器内科）

遠藤　博之
（JCHO 仙台病院 消化器内科）
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独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO） 仙台病院
○遠藤　博之、小原　範之、菱沼　佳純

【背景】
消化器内視鏡診療では前処置や検査の過程で被検者由来の飛沫やエアロゾル
が発生しうるため、新型コロナウイルス感染症への感染対策が重要と考えら
れる。当院の感染対策の実情を評価することを目的とした。

【方法】
2021年5月～ 2021年8月の期間に当院で実施された内視鏡診療における感染対
策内容と内視鏡診療に関連した感染事例の有無について検討を行なった。

【結果】
トリアージ：体調や行動歴の問診に加え、外来での緊急内視鏡検査では事前
の等温核酸増幅検査（NEAR法）、入院での待機的内視鏡治療では入院前日に
PCR検査を実施した。外来の上部内視鏡検査（EGD）835例、下部内視鏡検査(CS) 
236例のうちCS 2例（1例：新型コロナウイルス感染症の診断確定者、1例：
体調不良者）はハイリスクとして検査を延期し、それ以外は予定どおり実施
した。緊急内視鏡検査30例、待機的内視鏡治療65例は全例で事前のNEAR法
/PCR検査で陰性であり、予定通り実施した。
PPE：被検者に近接する医療スタッフはキャップ、フェイスシールド、サー
ジカルマスク、長袖ガウン、グローブを標準着用した。
換気：検査室内の空気を検査毎に効率的に入れ替えられるよう、サーキュレー
ターを補助的に活用した。
前処置：咽頭麻酔の際、咳き込んだ際にすぐにマスクを着用してもらえるよ
う、被検者には顎マスクの状態となってもらった。腸管洗浄液の服用につい
ては、排便時のエアロゾル発生の可能性も考慮し、可能な被検者は自宅で服
用してもらい、病院内で服用する必要がある被検者については、極力個人専
用のトイレを活用できるよう配慮した。
検査時：企業と共同で開発したEGDにおいて被検者から排出される飛沫の拡
散を低減させるための新規デバイス（エンドマスク®、DEN open. https://
doi.org/10.1002/deo2.36）をEGD全例で活用した。マウスピースはシングル
ユースとし、内視鏡の鉗子栓は月1回の定期交換を行なった。
感染事例：内視鏡診療に携わった医療スタッフ（常勤医師3名、看護師7名）
や被検者に把握できる範囲で感染者は確認されなかった。

【結論】
検討期間には宮城県内で感染の急拡大をきたしていた時期もふくまれていた
が、感染対策の実施により安全に内視鏡診療を継続しえた。今後も十分な感
染対策の上、内視鏡診療を継続することが重要と考えられる。

コロナ禍の消化器内視鏡診療における当
院の感染対策

WS-04
（内）

山形県立中央病院 消化器内科
○渡邉　祐介、藤嶋　昌一郎、白幡　名香雄

【緒言】当院は第一種感染症指定医療機関であり, 山形県村山医療圏（人口約
55万人）における新型コロナウイルス感染症（COVID-19）患者診療の中心
的な役割を担っている. 内視鏡診療関連の感染を回避しつつ診療を継続する
ことに加え, 感染者や感染が疑わしいハイリスク患者の内視鏡診療対応が求
められており, それを前提とした感染対策を行った.【方法】診療にあたって
は日本消化器内視鏡学会の「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への
消化器内視鏡診療についての提言」「新型コロナウイルス感染症に関する消
化器内視鏡診療についてのQ&A」を参考とし, 当院感染症内科医の助言も得
て対応した. 医療側の対策として内視鏡診療時はキャップ, フェイスシールド, 
サージカルマスク, 手袋, 長袖ガウンを着用し, 手袋, 長袖ガウンについては検
査・治療の都度交換を行った. 上記提言にてハイリスクには分類されないも
のの, 感染リスクのある行動をとった患者の検査・治療は延期, あるいは陰圧
となる内視鏡ブースを利用した. また飛沫・エアロゾル対策として換気に加
えHEPAフィルター内臓のオゾン空気清浄機を導入した. 患者側への対策と
して, 外来内視鏡診療に際しては2週間前から家族以外の方との会食を避ける,

「3密」を避けるといった行動制限を依頼することに加え, 内視鏡前の問診, 体
温測定を全例に行った. また, 予定入院患者は入院2-4日前のPCR検査にて陰性
を確認後に入院, 治療を行った. 緊急内視鏡が必要な患者は, 事前の問診や体
温測定に加え全例肺CT, またPCR法（ID-NOW）/PCR法が困難な場合は迅
速抗原検査によりリスク評価を行った. ハイリスク患者は内視鏡治療の必要
性を再度確認するとともにN95マスクを着用しての対処, また実際の対応例は
無かったが, 感染患者への検査・治療に際しては当該病棟に出向いての施行
を検討していた.【結果】流行初期に感染防護具の不足のため検査・治療件数
の制限を行ったが, 資材充足後は需要に応じた検査・治療を行うことができ
た. また, これまで内視鏡診療関連の感染事象は確認されていない.【結語】い
まだ新型コロナウイルス感染症流行の完全な収束は見通せない状況であるが, 
今回のコロナ禍における消化器内視鏡診療体制が新たな標準様式となり, ま
た今後も発生が想定される新興感染症への対応の礎にもなるのではないかと
考える.

当院における新型コロナウイルス流行下
での内視鏡診療感染対策について

WS-03
（内）

太田西ノ内病院 消化器内科
○間　浩正、今村　秀道、迎　愼二

【背景と目的】当院は2021年2月～ 4月に、新型コロナウイルス感染による大
規模クラスターを経験した。今回、クラスター発生後の当院で感染予防目的
に新たに取り組んだ対策・現状および今後の課題を明らかにするために本検
討を行った。

【方法】当院のコロナクラスター終息後の2021年5月以降、感染疑似症例（病
院入口で行動履歴や体調などの問診を行った後、感染が疑われる症例）およ
び予定入院患者の他、エアロゾル発生に伴う感染リスクの高いと思われる外
来の消化器内視鏡・歯科・耳鼻科検査についても全例PCRを実施することと
した。なお、緊急検査については当日、予定検査については検査1週間以内
にPCRを実施した。各症例についてPCRの結果や行動履歴等でトリアージを
行い、特に陽性者・疑似症（以下レッド対応）については、通常の内視鏡検
査室と実施場所を分けた。検査医・介助スタッフは、検査時にFull PPEを着
用とした。検査後、空気清浄機と定期的に窓を開け換気を行い、15 ～ 30分
ほどの間隔をあけるようにした。

【結果】2021年5月～ 9月までの期間に、入院前・外来検査前のスクリーニン
グで実施されたPCR検査数は7341例で、陽性となった症例は4例（0.05％）で
あり、それぞれ外来の歯科治療前のスクリーニングが1例、入院時スクリー
ニングが3例であった。外来での内視鏡検査前に実施されたスクリーニング
PCRは1214件で、陽性例は認めなかった。同期間で実施された内視鏡検査数
は、上部消化管内視鏡（EGD）が1393件（前年比：80.1％）、大腸内視鏡（CS）
が780件（前年比：92.3％）と検査数は昨年同時期と比較して減少していた
が、治療内視鏡（EMR・ESD・ERCPなど）が312件（前年比：107.6％）と
横ばいであった。レッド対応として施行された検査は、EGDが3件、CSが1件、
ERCPが2件であった。また、検査に関連して濃厚接触者となった・二次感染
を起こした患者およびスタッフは認めなかった。

【結語】新型コロナウイルスの流行期に偶発的に見つかる感染症例があるが、
その対応のため患者・スタッフの労力の増加および検査数の減少が問題とな
る。流行状況に合わせた柔軟な対応と見直しを検討していく必要がある。

新型コロナウイルスクラスター発生後の
内視鏡診療の現状と今後の課題

WS-02
（内）

仙台厚生病院 消化器内科
○齋藤　宏章、平澤　大、松田　知己

【目的】新型コロナ感染症は、蔓延に伴い、医療現場の負担を増やし、日常
の医療活動に影響を与えてきた。内視鏡診療も例外ではなく、感染の深刻な
欧米地域ではパンデミック期には内視鏡検査は大きく減少している。今回の
研究では2020年に比較的新型コロナ感染症が少なかった宮城県での内視鏡検
査の実態を分析する。【方法】2019年と2020年に仙台厚生病院で行われた外
来内視鏡検査（上部内視鏡、下部内視鏡、胆膵超音波内視鏡）の実施数の週
ごとの推移と、キャンセル数にの比較を行った。2020年の検査をキャンセル
し、2021年4月時点で当該の検査を施行しなかった方にアンケートを郵送し
た。また、2017年から2020年の内視鏡検査数をベイズ構造時系列モデルを用
いて分析し、2020年の緊急事態宣言以降の内視鏡検査数が受けた影響を推定
した。【結果】2020年は13338件の検査が予定され、1403件（10.5%）の検査
がキャンセルされた。14146件中1233件がキャンセルされた2019年 (8.7%)より
も高い割合だった。多変量解析ではいずれの年も50歳未満、８０歳以上、上
部内視鏡検査、過去5年間の当院での内視鏡検査歴がキャンセルに関わる有
意な因子であった。アンケート調査では780名中409名（52.4%）から返答が
あり、そのうち174名(42.5%)は新型コロナ感染症蔓延が内視鏡キャンセルに
影響を与えたと回答した。また、315名（77%）は当該検査を他の医療機関で
も受けていないと回答し、さらにそのうちの264名（83.8%）は検査を受ける
予定は立てていないと回答した。緊急事態宣言以降から2020年12月末にかけ
ては週あたり平均で223.8件の内視鏡が行われたが、ベイズ構造時系列モデル
では例年通りでは249.0件(95%CI 242.4-255.7)の内視鏡が行われ、合計で957件
(95%CI 708-1213)の減少効果があったと推定された。【考察】今回の研究では
2020年には内視鏡キャンセル数が増加し、外来で実施された内視鏡検査数が
減少したことを明らかにした。今回の研究の強みは当該検査をキャンセルし、
その後検査を行わなかった方にアンケート調査を高い回答率で行えたことで
あり、キャンセルした多くの人がその後同じ検査を受けていない実態を明ら
かにしている。新型コロナ感染蔓延期には検査が必要な方がキャンセル等の
検査不履行を起こしていないか検証をする必要性を示唆している。

2020 年の内視鏡検査数とキャンセル数
の推移、新型コロナ感染症蔓延が検査数
減少に与えた影響の推定

WS-01
（内）
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秋田大学 消化器内科
○高橋　健一、千葉　充、佐藤　亘、後藤　隆、飯島　克則

【背景】秋田県の新型コロナウイルス感染症患者の総数は、2021年10月末の
段階で約1900人と他の都道府県と比較して少数である。1日の感染者数の最
多は全国的にも感染者が著増した2021年8月の50人であり、多くの期間では
感染者ゼロまたは数名程度で推移している。このように比較的感染者数が少
ない状態ではあるが、当科でもコロナウイルス感染例の胆膵内視鏡検査を経
験する機会があったため、実際の症例の経験を踏まえた感染予防策について
今回報告する。【症例】当科での新型コロナウイルス関連の内視鏡治療の事
例は以下２例である。事例１：悪性胆道狭窄による閉塞性黄疸に対して胆道
ステント留置を行い、治療2日後にコロナ陽性者の濃厚接触者という連絡が
入りPCR検査を行い陽性と判明した。事例２：新型コロナウイルス感染症の
入院治療中に発症した胆道ステント閉塞による急性胆管炎、閉塞性黄疸に対
する内視鏡治療。【当科での感染対策】当科では、秋田県の感染警戒レベル
も参照に内視鏡時には標準予防策を基本とした感染予防としての個人防護具
を使用している。事例1以前の時期は、県内感染者数も少なく当院では緊急
入院や発熱・上気道症状を有する症例へのスクリーニング検査は行っていた
が、予定入院患者へのPCR検査は必須の体制ではなかった。本症例が当院で
の感染陽性確認の第一例目となり、以後は入院の全症例への検査を基本とし
て、流行が比較的落ち着いている時期においても検査治療症例のスクリーニ
ング検査を継続している。事例２に関しては、新型コロナウイルス陽性と判
明している状態での内視鏡治療となった。この際には、他科でも使用する透
視室の治療時間の調整や部屋の換気消毒について当院の感染対策チームを含
む多種職での調整を行い、N95マスクを含む個人防護具を着用した状態で治
療を行った。事例１・２の治療の後に医療スタッフへの感染は確認されなかっ
た。上記の経験を踏まえて、当科での胆膵内視鏡領域における感染予防策を
実際の治療時の画像を含めて提示する。

コロナ禍での当科の胆膵内視鏡検査にお
ける感染対策

WS-07
（消）

弘前大学大学院 医学研究科 消化器血液内科学講座1）、
弘前大学医学部附属病院 光学医療診療部2）

○立田　哲也1）、珍田　大輔2）、福田　眞作1）

日常診療において新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策は今後も必須と
考えられるが、消化器内科に関連する診療では特に緊急内視鏡検査時の飛沫
感染対策が重要である。そこで当施設における緊急内視鏡診療時のCOVID-19
対策を報告する。当院では、通常は内視鏡検査予約の際に検査前2週間の体
調チェックシート（体温や感冒症状の有無）の記載、濃厚接触の有無の確認
を行い、リスクがある際の不急の検査は延期している。しかし緊急内視鏡治
療が必要な症例に対してはこれらの対策はできないため、問診や体温測定の
他にまずPCR検査（ID-NOW）と胸部～骨盤部CT検査を行いCOVID-19の有
無及び肺炎について確認している。感染の可能性が低いと判断した場合は、
内視鏡医および介助の看護師は飛沫感染予防のためPPE（袖付きガウン、手
袋、あおもり藍サージカルマスク、紙製フェイスシールドORIGAMI）を着
用し検査に臨んでいる。処置終了後は一般病棟へ入院するが、当科の病棟は
半数以上が血液内科および膠原病内科の易感染状態の患者であり、より厳し
い感染対策が必要である。入院当日は可能な限り個室管理、入院翌日PCR検
査（FilmArray）で再検査を行い、陰性で全身状態が良好であれば大部屋へ
移動する。個室が満床時には、4人部屋に対角線上に2つベッドを配置し入院
させ、翌日PCRによる再検査を行っている。一方で、ID-NOWや胸部CT、濃
厚接触歴などにより感染の可能性がある場合は受診日のうちにFilmArrayを
行い、さらに緊急処置が必要な場合には内視鏡治療以外の手段（消化管出血
であればTAEなど）の適応を検討する。その上で内視鏡治療が望ましいと判
断した場合に限り、高度救命センター内の陰圧室でPPEに加えてN95マスク
を装着し必要最小限の人数で内視鏡を行う。これらの対応で現在までに内視
鏡に関連したCOVID-19は発生しておらず、有効な対策ができていると考え
る。

当院における緊急内視鏡診療時の新型コ
ロナウイルス対策

WS-06
（内）

福島県立医科大学附属病院 内視鏡診療部1）、
福島県立医科大学 医学部 消化器内科学講座2）

○小橋　亮一郎1,2）、引地　拓人1）、中村　純1,2）

【はじめに】2021年9月現在, 新型コロナウイルス感染は収束せず，変異株の
出現もあり，予断を許さない状況が続いている. 一方，消化器内視鏡診療に
おいて，個人防護具（PPE）をはじめとした感染対策が普及してきたが, エア
ロゾル発生の予防など，さらなる工夫も必要である. そこで，当施設におけ
る感染対策の現状を述べると共に, COVID-19患者に対する緊急内視鏡の経験
を報告する. 【感染対策の現状】患者は，新型コロナウイルスに対するスクリー
ニングPCRで陰性を確認後に入院が許可される．全ての内視鏡診療従事者は，
サージカルマスク，フェイスシールド，手袋，長袖ガウンによる標準PPEの
着用を基本としていたが，PCR未施行である全ての外来患者における内視鏡
時は, N95マスクを使用することを義務づけた．また，経鼻ならびに経肛門的
内視鏡でも患者の口はサージカルマスクで覆い，経口内視鏡ではマスクにス
コープ分の穴をあけて挿入している．なお，鎮静患者では咽頭麻酔は施行せ
ず，ボックス型飛沫防止装置（Endo barrierあるいはAP COVER）を併用し
た飛沫対策をしている. さらに，福島県郡山市の企業（株式会社ケイエスエム）
が開発した飛沫予防のマウスピースを臨床で導入した. このマウスピースの
特徴は，スコープ通過のためのスリット構造をもったハット部を有するため, 
口からの飛沫を予防し（通常スコープで99%以上，5mm径の極細径スコープ
で95%の飛沫を予防），サージカルマスクの併用が不必要な点である. 現在, そ
の有効性と安全性を検証中である．これらの感染対策により内視鏡診療を介
した感染伝播は認めておらず, 病院としても入院患者の感染は発生していな
い. 【COVID-19患者に対する緊急内視鏡】3例経験した. ICU入室中の消化管出
血例（2例は気管挿管, ECMO管理下）であり，1例は出血性胃潰瘍で止血術
を施行したが，2例は小腸の広範なびまん性出血であり止血術の適応ではな
かった．標準PPEにキャップ, シューズカバーを併用し（フルPPE）, ゾーニ
ングの徹底ならびに術者と介助者の連携が重要であった．【結語】現在の感
染対策が今後の消化器内視鏡診療時の基本となり，COVID-19患者ではフル
PPEと共にゾーニングが重要である．しかし，外来患者に対するPCRの必要
性は今後検討課題である． 

消化器内視鏡診療における飛沫感染対策
～ COVID-19 患者に対する緊急内視鏡
の報告を含めて～

WS-05
（内）
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福島県立医科大学 医学部 肝胆膵・移植外科
○見城　明、岡田　良、石亀　輝英、小船戸　康英、木村　隆、丸橋　繁

【はじめに】高齢者の増加、医療の高度化に伴い、医師の業務は年々増加して
おり、医師の長時間労働が社会問題となっている。将来的に持続可能な医療
提供体制を維持するため2024年より医師の働き方改革、労働時間の上限規制
が適用となる。働き方改革の取組として、チーム医療の推進・特定看護師へ
のタスク・シフトの推進が推奨されている。　福島県立医科大学では、2017
年より県内外より看護師を受入、特定行為研修を開始した。消化器領域の診
療に関連する研修内容を紹介し、研修修了者の活動について報告する。【特
定行為研修の概要と消化器領域に関連する特定行為】看護師の特定行為研修
は、一定の臨床経験を有し、所属施設より推薦をうけた看護師を対象である。
研修は、必修である共通科目(病態生理、臨床推論、フィジカルアセスメント、
薬理学、疾病・病態概論、医療安全/特定行為実践の250時間)と選択制の区分
科目(特定行為毎)から構成されている。研修を修了した看護師は、特定看護
師として、医師の手順書の下で特定行為の実践が可能となる。消化器領域と
関連のある科目は、ろう孔管理(胃ろう)、腹腔ドレーン管理、中心状脈カテー
テル管理(抜去、PICCカテーテル挿入)、創傷管理(慢性創傷のデブリ、陰圧閉
鎖療法)、直接動脈穿刺による採血、栄養及び水分管理、硬膜外カテーテル管
理、人工呼吸療法管理、気管カニューレ交換など、多岐にわたる。【特定看
護師の活動】本学の特定行為研修センターで2020年度までに研修を修了した
看護師数は97名(のべ119名)である。本学附属病院の特定看護師は8名で、主
に集中治療室や救命救急センターに所属し、動脈穿刺による採血、人工呼吸
療法の調整など活動を開始している。他施設では、病院内または在宅の現場
で、特定看護師が胃ろうカテーテルや気管カニューレの定期交換を実践して
おり、その活動は福島県のホームページで紹介されている。特定看護師への
タスク・シフト推進により、医師は求められる業務に専念でき、患者・家族
の満足度の高い医療が提供できる可能性があると考えている。

医師の働き方改革：消化器領域における
特定看護師との協働の可能性について

GE-04
（消）

仙台市医療センター 仙台オープン病院
○土屋　　誉

一般向けの働き方改革では時間外労働は月45時間、年360時間を超えること
ができないという法律が2019年4月に施行された。その他にインターバル制
度の導入、年5日以上の有給休暇取得も義務化されている。医師においても
この原則は同様であるがこれが実施された場合の医療体制の維持困難などの
理由から2024年までの猶予期間を設け、更にA、B、C-1、C-2水準という例外
規定が定められている。これまで長年にわたって労働環境の改善がなされて
おらず、労働者である医師として看過できない問題であると捉えなければな
らず、可及的早期に改善されなければならない。最も大きな問題はいわゆる
当直における長時間労働を改善することであり、当院では夜間帯に労働する
すべての職種に看護師と同様な勤務体制を取ることとした。放射線技師、薬
剤師、臨床検査技師は増員して対応し、2019年4月から開始した。医師につ
いては調整が必要であったため同年11月から施行した。入院患者を管理する
宿日直はいままで通り2名が担当し、救急外来を担当する医師はこれまで3名
であったが、日勤帯の医師数も考慮し2名とし、午後10時まで担当する救急
担当者1名を新たに追加して対応した。夜勤入りの日中は本来は出勤不要で
あるが通常業務の維持の必要から上司の許可を得ることを条件に勤務可能と
し、夜勤後の勤務は禁止した。施行に際しては特に混乱は生じなかった。そ
のほかにも患者、家族への説明を時間内にすること、グループ診療をすすめ
ること、委員会は時間内に行うことなどの他に働き方改革を行い時間外労働
は大幅に減少し、すでにA水準はクリアできている。女性医師に関しては4名
のスタッフ、2名の研修医がいるが子供を抱える女性医師は1名で労働時間の
短縮、病棟免除にて内視鏡検査、治療のみとしてできるだけ子育てを援助し
ている。育児支援のための保育所は平成25年に開設し、50名の定員で運営し
ている。今後も継続した取り組みが必要である。

当院における働き方改革GE-03
（消）

山形大学医学部 内科学第二（消化器内科学）講座1）、
山形大学医学部附属病院 光学医療診療部2）

○水本　尚子1）、佐々木　悠1）、伊藤　南1）、阿部　靖彦2）、上野　義之1）

長時間労働を始めとする医師の過重労働が問題視され、2024年には「時間外
労働の上限規制」を中心とした医師の働き方改革が施行される。以前から妊
娠、出産、子育て世代の女性医師の離職率の高さが問題となっており、労働
時間を含めた働く環境については様々な議論が交わされてきたが、医師全体
の問題として取り組む時代を迎えている。　子育てをしながら仕事を続けさ
せていただいている一例として自身の経歴を紹介する。2009年に大学を卒業
し医師となり、卒後2年目に結婚、卒後3年目に第一子を妊娠、出産した。第
一子が9 ヶ月時に医局長より「週1日の外来から復帰しないか」と声をかけて
いただき復職した。その後、徐々に勤務日を増やし、週4日で外来や内視鏡
検査など日中の業務をさせていただいた。卒後7年目に第二子を出産。産後
8 ヶ月目から同様の勤務形態で復帰させていただいた。その後、卒後9年目に
双子を出産。当時は夫の異動で県外におり、専業主婦として2年間を過ごした。
双子が1歳9 ヶ月の時に山形に戻り、再び週3日から日中の業務をさせていた
だき、2歳を過ぎてからは徐々に週5日まで勤務日を増やした。　夫は心臓血
管外科医で、夫婦ともに県外出身のため、頼れる身内は近くにはいない状況
であるが、今日まで細々とでも働き続けられたのは、何よりも柔軟な働き方
を認めてくださる上司、同僚のご理解に加え、遠方からでも快く応援に来て
くれる家族の協力（コロナ禍前まで）、そして敷地内保育所や病児保育など
の育児支援があったおかげである。また、内科認定医を始め各種専門医も取
得させていただいたが、昨今のハイブリッド形式の学会やe-learningでの単位
取得は、子育て世代の医師にはありがたい制度であり、継続していただきた
いと思う。　多様なライフイベントがある人生において、ゼロか100かの働
き方ではなく、その時々で可能な範囲で働き続けられる環境作りは、女性医
師のためだけではなく、医師全体の労働環境改善にもつながるのではないか
と考えている。

ゼロか 100 かではない働き方GE-02
（消）

福島県立医科大学 医学部 消化器内科学講座 1）、
福島県立医科大学附属病院 内視鏡診療部2）

○高住　美香1）、橋本　陽1,2）、中村　純1,2）、引地　拓人2）、大平　弘正1）

【緒言】近年女性医師の比率が高まっているが、ライフイベントに直面し、ワー
クライフバランスが課題となっている女性医師も多い。今回は、女性消化器
内科医である私自身の経験をふまえて、現状と課題を述べる。【経歴】2010
年に山形大学医学部を卒業し、福島県内の臨床研修病院で初期研修中に結婚
した。卒後3年目に福島県立医科大学消化器・リウマチ膠原病内科学講座（現・
消化器内科学講座）へ入局した。関連病院での勤務を経て、卒後5年目に大学
院へ入学し、福島県立医科大学免疫学講座で補体関連の研究に従事した。大
学院在学中に2人の子供を出産し、卒後9年目に大学院を卒業し学位を取得し
た。学位取得と並行して、各種専門医（総合内科専門医、消化器病学会専門医、
消化器内視鏡学会専門医）を取得した。【現在の働き方】妊娠・出産を経て
生活は一変した。妊娠中から現在に至るまで夜間業務(当直、緊急の呼び出し)
は免除していただいている。現在は、週２回午前の外来業務、週２回の内視
鏡検査業務に従事し、空いている時間は自分の研究時間となっている。基礎
研究では、大学院で研究した補体と消化器疾患の関連をテーマに実験を継続
している。臨床は上部消化管グループに属し、上下部の内視鏡検査を行うと
共に、消化管粘膜下腫瘍に対するEUS-FNA/Bに携わっている。EUS-FNA/
Bを中心に臨床研究を行い学会発表や論文作成を行っている。【必要なサポー
ト】夜間業務の免除は大変助かっており、医局の理解とサポートに感謝して
いる。困るのは、やはり子供の体調不良時である。両親以外でもサポートの
ある環境が望ましいと感じた。また、キャリアに関しては、女性医師一人一
人希望が異なると思われる。ただ単に仕事の負担を軽減するだけでは、逆に
意欲を削ぐ結果になる可能性もあり、仕事の時間配分は個別の対応が必要と
考える。最後に、このコロナ禍で、学会や研究会がWebで開催されるように
なり、自宅にいながらでも勉強の機会を確保できるようになったことは、と
ても良い環境であると考えている。【結語】女性医師、それぞれのビジョン
が異なるため、個別な働き方を追求する必要がある。

子育て中の女性消化器内科医の働き方GE-01
（消） 女

性
医
師
の
会
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弘前大学 大学院医学研究科 消化器血液内科学講座1）、
青森県立中央病院 消化器内科2）

○佐竹　美和1,2）、櫻庭　美耶子1）、櫻庭　裕丈1）、福田　眞作1）

【背景・目的と方法】2016年全国の医師10万人を対象にした勤務実態調査によ
ると、11.1%の勤務医が脳・心臓疾患の労災認定基準の2倍にあたる年間1920
時間を超える時間外労働を行っており、2024年までに医師の時間外労働を原
則年間960時間以内にするよう提言された。そこで、弘前大学消化器血液内
科学講座(以下当講座)所属医師の勤務実態を把握し、ワークライフバランス
改善のための課題を明確化することを目的に、19施設70名の病院勤務医師に
アンケート回答を依頼した。【結果】42名(20代3名(男性1、女性2)、30代20名(男
性16、女性4)、40代14名(男性11、女性3)、50代以上4名(男性4)、無回答1)より
回答を得た。時間外勤務を含めた週平均勤務時間は、40時間以上60時間未満
が25名、60時間以上が13名、80時間以上が2名であった。自らが家事の主体
を担っている医師が45%で、うち42%が現在の勤務状況が家事の負担になる
と感じていた。また、中学生以下の育児に携わっている医師18名(男性14、女
性4)では、育児参加目的の休暇取得に関し女性4名は満足に取得できていると
回答している一方、男性では79%が取得できていないと回答した。介護に携
わっている医師は2名で、ともに介護に関する休暇の取得は不十分と回答し
た。タスクシフト/シェアに関して、診断書などの書類作成は81%で医師事務
作業補助者が代行していた。内視鏡検査の介助など看護師・技師に可能な行
為を代行してほしいという回答が複数みられたが、実際の看護師の充足度に
ついては、90%が不足していると回答した。コロナ禍において話題に上がっ
ているオンライン診療について、24%が医師の負担が増加すると回答した。【結
論】女性の育児支援体制は比較的整ってきており、医師全体のワークライフ
バランスの改善のためには、全体的な労働時間の短縮と、男性医師の時間休
を含む育児休暇の取得推進が課題となる。現状で36%が年間約1000時間以上
の時間外労働を行っていることとなり、労働時間短縮のためには診療グルー
プなど医師同士での負担の分担、コメディカルの雇用促進による業務代行が
未だ不十分であると考えられた。

当講座における医師勤務実態と働き方改
革のための課題

GE-06
（消）

公立岩瀬病院 内科1）、公立岩瀬病院 外科2）

○片倉　響子1）、土屋　貴男2）

【はじめに】医師の働き方改革において、2024年４月から診療に従事する勤
務医の時間外労働上限規制が適用される。地域医療提供体制の確保のため、
各医師の時間外労働に頼らざるを得ない現状があるなか、その質を落とさず
に働き方改革を進めるには具体的にどうすればよいのか、現場の戸惑う声も
多く聞かれている。当院は、県内でも医師の時間外労働が長い医療機関だっ
たことから、県の医療勤務改善支援センターからモデル事業の対象機関に選
定された。今回は当院における取り組みのステップと実践例について、少し
でも参考にしていただければと考え報告する。【取り組み】ステップ１：医
療勤務環境改善の方針を表明。医師だけでは改善することは困難であり、医
師、看護師、事務方が一丸となって取り組むように院長、事務長から発信した。
ステップ２：体制整備。課題解決のための人・物・方法・資源を整理するため、
院内ワーキンググループを立ち上げた。ステップ３：現状分析。現在の医師
の労働時間状況把握や、Iwase QOL 5 Dimensionというアンケート調査を行
い、結果を掘り下げる。具体的な改革としては、医療事務を増員し、医師が
時間外に行っていた書類作成業務を担っていただくようにした。また、時間
外の主治医対応軽減目的に、夜間の看取りを当直医に依頼するシステムを開
始した。その他、平日の有給取得推奨を徹底している。休日労働については
世代間で考え方、感じ方が異なり、各科の診療体制にもよるため、院長との
個人面談を行いながら病院としての方針を固めて行くことになった。今後の
改善点としては、当直明けの半日休取得、主治医制から複数担当医制/チー
ム制への転換、当直帯の申し送りの仕組みを確立、他職種へのタスク・シフ
ト/シェア、労働時間における自己研鑽の取り扱いについての検討などが挙
げられ、順次取り組んでいく予定である。【結語】我々世代にとって、これ
らの改革を行うことに割り切れない思いもあるが、大きく考え方を転換させ
る良い機会と捉えて、労働時間の短縮と健康管理の両立を目指して取り組ん
でいきたい。

当院における「医師の働き方改革」への
取り組みについて

GE-05
（消）



目指せ！消化器病専門医
－研修医からの報告
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司会
元井　冬彦

（山形大学 外科学第一）

吉村　徹郎
（青森市民病院 消化器内科）

審査員
松橋　　保
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菅野有紀子
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仙台厚生病院 消化器内科1）、仙台厚生病院 病理診断科2）

○岩田　悦史1）、菅原　崇広1）、齋藤　宏章1）、平澤　大1）、赤平　純一2）、
坂上谷　侑1）、都甲　大地1）、佐藤　利紀1）、新井田　憩1）、鈴木　隆太1）、
冨樫　純一1）、伊藤　聡司1）、田中　一平1）、名和田　義高1）、五十嵐　公洋1）、
田中　由佳里1）、奥薗　徹1）、中堀　昌人1）、長南　明道1）、松田　知己1）

【背景】免疫チェックポイント阻害薬は様々な臓器の悪性腫瘍に対して、使用
されるようになっている。その一方で、免疫チェックポイント阻害薬による
有害事象も様々な形で見られ、その対処が重要となる。【症例】73歳、男性　【主
訴】食思不振、心窩部痛　【経過】X-3年に右尿管癌に対し手術を施行し、そ
の後化学療法を続けていた。X-1年8月からPembrolizmab投与を開始し、15
コース投与後のX年6月に食思不振と心窩部痛が出現した。上部消化管内視鏡
検査では胃体中部から前庭部にかけてびまん性に浅い潰瘍性変化を認めた。
病理組織学的検査では、粘膜内にリンパ球を主体とした高度な炎症細胞浸潤
が認められ、上皮にはLELやアポトーシス小体がみられた。 H.pylori は認め
られなかった。急性胃炎と診断し、ボノプラザンを投与し、経過観察として
いた。X年7月、上部消化管内視鏡検査を施行したところ、潰瘍性変化はさら
に拡大していた。さらに、食思不振や心窩部痛などの自覚症状の改善も見ら
れなかった。薬剤性の急性胃炎の可能性を考慮し、Pembrolizmab投与を中
止した。X年8月、上部消化管内視鏡検査を施行したところ、潰瘍性変化は改
善し、胃粘膜の浮腫性変化を認めるのみだった。また、食思不振及び心窩部
痛も改善し、数ヶ月後には自覚症状も消失した。Pembrolizmab投与中止後
から自然経過で胃粘膜障害が改善したことから、Pembrolizmabが誘因となっ
た可能性が考えられた。【考察】免疫チェックポイント阻害薬の有害事象と
しての胃炎は多くの報告はなく、頻度は不明である。本症例で認められたリ
ンパ球を中心とした炎症細胞浸潤とアポトーシス小体の存在は他の消化管に
対する免疫チェックポイント阻害薬による炎症と類似していた。免疫チェッ
クポイント阻害薬による有害事象は胃でも発症する可能性があり、食思不振
などの消化器症状を認めた際は免疫チェックポイント阻害薬の関与を想定す
る必要があると考えられる。

Pembrolizmab 投与中に発症した急性
胃炎の一例

SE1-04
（消）

いわき市医療センター
○隈部　将太、小林　直哉、川口　信哉、吉田　寛、白相　悟、根本　紀子、

藤川　奈々子、土師　陽一、河野　えみ子、遠山　慎吾、小久保　翔志、
佃　和彦、浅野　重之、信谷　史明

【はじめに】大腸原発のNeuroendocrine carcinoma; NECは非常にまれであり，
原発性大腸癌の0.2%と報告されている。またLynch syndrome; LSは主にミス
マッチ修復遺伝子の生殖細胞系列の病的バリアントを原因とする常染色体優
性遺伝性疾患であり，大腸癌全体の約2-4%と報告されている。【症例】44歳，
男性。 既往歴：29歳時に盲腸癌で回盲部切除。2021年6月，嘔吐を主訴に当
院受診。CT検査で下行結腸の壁肥厚と口側腸管の拡張を認め，大腸癌イレウ
スの診断で大腸ステントを留置。直腸Ra-bとS状結腸にも腫瘍を認めた。大
腸癌の多発と濃厚な家族歴(祖父と母：大腸癌，父：十二指腸癌)からLSを疑
い，大腸亜全摘・回腸嚢肛門管吻合術, 一時的双孔式回腸瘻造設術を施行した。
術中所見で上行結腸癌も認められた。病理はR0切除で，閉塞部位の下行結腸
癌が最も進行しておりpStage3cで，組織型はNECであった。MSI検査の結果
はHigh-frequency MSIであり，LSが強く疑われた。現在，シスプラチンとエ
トポシド併用による術後補助化学療法を施行している。【考察】LSの大腸癌
に対する大腸の切除範囲としては散発性大腸癌と同等の切除範囲か結腸全摘
術あるいは大腸全摘術の選択肢があり, 予防的大腸切除の有用性についてコ
ンセンサスはなく,　一般的には推奨されていない。本症例は散発性大腸癌と
同等の切除範囲を選択し, 術式は大腸亜全摘術となった。また, LSの診断につ
いては確定診断としては, ミスマッチ修復遺伝子の生殖細胞系列における病
的変異を同定することが必要だが, 保険収載はされておらず本症例は確定診
断には至っていない。本症例は下行結腸癌の組織型がNECであった。消化管
NECは根治切除が可能な局所領域病変であっても手術単独での治療成績は極
めて不良であり，全生存期間中央値は14.7か月という報告がある。本症例は
LSが強く疑われ、結腸NECを合併した極めて稀な症例だといえる。LSを背
景とする大腸NECの報告は殆どなく, 症例の蓄積が重要と考え報告する。

結腸神経内分泌癌と多発大腸癌を合併し
たリンチ症候群が強く疑われる 1 例

SE1-03
（消）

太田西ノ内病院 消化器内科
○渡邉　彩佳、今村　秀道、綿引　優、橋本　健明、間　浩正、竹田　悠太郎、

亀岡　英介、迎　慎二

症例は63歳、女性。42歳時に乳癌、59歳時に子宮筋腫の既往がある。また、
2019年に発熱と咳嗽が持続して伝染性単核球症が疑われた。2020年8月、38℃
台の発熱がみられ近医で受診。採血で肝酵素とLDHの軽度上昇が認められた。
同年12月に再検されたが、肝酵素およびLDHの上昇がみられたため2021年1
月上旬に当科で受診した。採血でウイルス性肝炎や自己免疫性肝炎、原発性
胆汁性胆管炎は否定的であり、フェリチンやインスリン（空腹時）が高値で
あることからNASHが疑われた。また、白血球と血小板が軽度低値であった。
腹部USでは、脂肪肝は明らかではなく、脾腫がみられた。burn out NASH
を念頭に置いて肝生検が施行されたが、A1/F1程度の慢性肝炎像が認められ
るのみで、特異的な所見はみられなかった。しかし、浸潤するリンパ球には
EB virus-encoded RNA（EBER）in situ hybridization陽性細胞が多数含まれ、
NK細胞型慢性活動性EBウイルス感染症（CAEBV）が考えられた。VCA-
IgG抗体価は320倍と比較的高値であり、EA-IgG抗体価は10倍未満と陰性、
EBNA抗体は80倍と陰性ではなかったが、EBウイルスDNAは5.64Log IU/ml
と著明に高値であった。当院血液内科より専門施設に紹介となり、治験薬で
あるルキソリチニブ（JAK阻害薬）を投与された。極めて良好な治療効果を
得た後、HLA半合致移植が実施され経過は良好である。CAEBVは、EBウイ
ルスがT細胞あるいはNK細胞に潜伏感染し、クローナリティを持って増殖、
臓器に浸潤、多彩な症状を呈する難治性疾患である。予後は概して不良で、
無治療の場合には臓器合併症、急性転化により死に至ることが多い。また、
稀な疾患であり、後方視的調査では25人/年の発症に過ぎない。今回、burn 
out NASHを念頭に置いて施行された肝生検でCAEBVと診断され、治療に結
びついた1例を経験したので報告する。

慢性活動性 EB ウイルス感染症の 1 例SE1-02
（消）

山形大学 医学部 内科学第二講座
○山内　拓、勝見　智大、野上　健、槙　慶太、仁科　武人、星川　恭子、

芳賀　弘明、奥本　和夫、上野　義之

【症例】61歳　女性【主訴】右季肋部痛【既往歴】幼少期より繰り返す鼻出
血【家族歴】父：反復性鼻出血、母：大腸癌、妹：反復性鼻出血【現病歴】
2012年に健診による超音波検査にて高エコーの多発肝腫瘤を指摘され前医受
診。腹部CTにて多発肝血管腫と診断され、以降画像検査にて定期経過観察さ
れていた。2019年11月より右季肋部痛を自覚。肝機能障害と腹部CTで多発肝
腫瘤と胆管拡張を指摘されたため当科に紹介、精査目的に入院。【現症】身
長164cm、体重45.3kg、体温 36.2℃、HR 89 bpm、 BP 126/67 mmHg、 SpO2 
99%(RA)、舌尖に点状血管拡張所見、腹部：平坦・軟・右季肋部に自発痛あ
り。左下腿に点状発赤調皮疹。【入院時血液検査所見】Alb 3.6g/dl、T.Bil 0.9 
mg/dL、AST 42 U/L、ALT 48 U/L、LDH 173 U/L、ALP 767 U/L、 γ
-GTP 162 U/L、BUN 13 mg/dl、Cre 0.61 mg/dl、WBC 3440/μL、Hb 13.3 
g/dL、Plat 23.7万/μL、PT %  103 ％、AFP 8.2 ng/ml、PIVKA-2 30 mAu/
ml、CEA 1.3 ng/ml、CA19-9 3.8 U/ml、HBsAg-、HCVAb-【腹部CT】動脈
相で肝動脈の拡張蛇行が描出され多発シャントを認め、肝両葉に動脈相で中
心部車軸状濃染を示す腫瘤が多発。【EOB-MRI】肝内多発腫瘤は辺縁部の遅
延性濃染による肝実質相で明瞭化。【経過】画像所見より肝内多発動静脈シャ
ントを伴う限局性結節性過形成 (FNH)と診断。さらに上部内視鏡では鼻腔粘
膜に多発する毛細血管拡張を認めたため遺伝性出血性末梢血管拡張症 (HHT)
と診断した。遺伝子検査ではACVRL1遺伝子変異（ヘテロC/G 49%）を認め
肝動静脈奇形を合併しやすいHHT2型と確定診断した。【結論】HHTは全身
性血管疾患であり、関連する診療科は多岐に渡るものの未だに疾患認知度は
低い。病型により脳出血などの重篤な症状を来すことがあるため、主症状か
ら本疾患を念頭におき全身サーベイランスが必要であると思われた。

遺伝子検査にて確定診断し得た 2 型遺伝
性出血性末梢血管拡張症の一例

SE1-01
（消）
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独立行政法人国立病院機構弘前病院 消化器・血液内科1）、
弘前大学大学院医学研究科 消化器血液内科学講座2）

○石戸谷　奈緒1）、高橋　一徳1）、相原　智之1）、澤谷　学1,2）、松木　明彦1）、
石黒　陽1）

【背景】ウステキヌマブ(USTK)はクローン病、潰瘍性大腸炎、尋常性乾癬、
関節症性乾癬に対して承認されている。USTK による関節炎はPMSでは1-5%
未満とされているが報告例は少ない。今回USTKによるparadoxical reaction
としての関節炎像がMRIで得られ、抗ds-DNA抗体で病勢評価も可能であっ
た1例を報告する。【症例】50歳代女性【現病歴】平成21年に痔瘻で近医受
診。小腸大腸型クローン病の診断で近医にてインフリキシマブ(IFX)開始、
infusion reactionのため、アダリムマブ（ADA）に変更の上、当院紹介となる。
6-メルカプトプリン(6MP)を開始したが、顆粒球減少を来したためADA単剤
に変更した。下行結腸狭窄が進行したため、平成29年に下行結腸部分切除術
施行。平成30年１月よりADA 再開。吻合部狭窄、潰瘍の悪化あり、平成30
年11月よりUSTK導入、USTK ５回目投与後の令和2年8月より関節痛を自覚、
左3、4指PIP腫脹圧痛、右4指PIPに圧痛、両手関節圧痛と腫脹が認められた。
MRIでは左手根骨周囲、第2、4MP関節、第３、４PIP関節滑膜炎、伸筋腱
腱鞘炎が認められた。抗ds-DNA 抗体が398 IU/mlと高値であったが、補体
の低下は認められなかった。paradoxical reactionと考え、令和2年10月より
USTKからインフリキシマブBSに変更、２回投与後にinfusion reactionを認
めたため、ブデソニドのみ投与(9mg-9mg-6mg/日、各1か月)。関節炎は改善、
抗ds-DNA抗体も低下した。その後ベドリズマブ(VDZ)へ変更した。令和3年
５月、関節炎は再燃していないが、CDAI 290。下部消化管内視鏡では吻合部
から肛門側の多発する潰瘍と全周性の狭窄が認められた。外科手術の方針と
なり、現在待機中である。【考察】USTKにて関節炎を発症したクローン病の
一例を経験した。paradoxical reactionとしての病勢評価に、抗ds-DNA 抗体
の定期的なモニタリングが有用であった。

ウステキヌマブによる paradoxical	
reaction を発症したクローン病の一例

SE1-08
（消）

東北大学病院 卒後研修センター 1）、東北大学病院 消化器内科2）

○渡嘉敷　直之1）、井上　淳2）、二宮　匡史2）、岩田　朋晃2）、佐野　晃俊2）、
正宗　淳2）

【背景】Fontan手術は単心室先天性心疾患に対する手術で、本邦では年間400
件程度行われている。術後の肝関連の病態を総称して、Fontan関連肝疾患
(Fontan-associated liver disease: FALD)と称される。術後年数に比例し、肝
細胞癌(HCC)の発症率が上昇する。Fontan術後HCC発症に対して根治的な治
療が施せた１症例の報告と同時に発見時すでに巨大HCCで不幸な転帰をた
どった2症例を比較する。【症例】29歳　男性。5歳時にFontan術を受け、術
後にUSで肝内にhigh echo域を認め注意して経過観察されていた。22歳時CT
で肝縁鈍化等の形態変化を認め、24歳時に紹介。【経過】CTにて肝S ４に早
期濃染を示す腫瘤を認めていた。徐々に増大し17mm、AFP 107ng/mlとなり、
2018年肝部分切除術。病理で肝細胞癌、背景肝は鬱血により肝線維症（F3相当）
と診断。2020年に近傍再発し、再度肝部分切除術を行った。現在は再発なく
経過中。肝臓内科介入より約8年経過している。【考察】FALD-HCC発生率は
手術後10年、20年、30年で0.8％、2.9％、13.3％と20年後から急激に増加する。
最近の報告ではFALD-HCCの1年生存率は50%と通常より低いにも関わらず、
画像を含む肝臓サーベイランスを受けていたのは65例中4例（6.2％）であった。
FALDの線維化進展は、血小板やアルブミンの低下に乏しく、肝の線維化が
進んでいても線維化マーカーの低下なく肝臓の形態変化も明らかではない症
例も多い。当院では、2例のFALD-HCCで不幸な転帰を経験している。１つは、
7歳時にFontan手術を受け、31歳時に門脈腫瘍栓を伴う肝細胞癌発症。肝動
注化学療法施行後、脳転移出現。治療介入22 ヶ月で永眠。２つ目は、4歳時
にFontan術を受け、32歳時に門脈腫瘍栓を伴う肝細胞癌発症、化学療法を行
うも肺骨転移も出現、治療介入15 ヶ月で永眠。いずれも肝の画像フォローは
行っていなかった。【結語】幼少時にFontan手術を受け、若年でHCCを発症
した3例を経験した。術後10年時点から、HCC high risk患者に準じたフォロー
が必須である。術後フォローをする診療科にFALD-LCやFALD-HCCについ
て啓発していく必要がある。

Fontan 術後の若年者に出現した肝細胞
癌症例

SE1-07
（消）

つがる総合病院 消化器血液膠原病内科1）、
弘前大学大学院医学研究科 消化器血液内科学講座2）、
弘前大学大学院医学研究科 病理生命科学講座3）

○花岡　正孝1）、太田　真二1,2）、小山　隆男1,2）、岩村　秀輝1）、吉澤　忠司3）

【症例】67歳男性。【現病歴】2011年よりアルコール性慢性膵炎の増悪のため
入退院を繰り返していた。2012年6月、前医にて内視鏡的膵管ステント留置
を試みたが、ステントが後腹膜へ穿孔し、幽門輪温存膵頭十二指腸切除術が
施行された。以降、当院内分泌代謝内科へ通院。2020年11月、右側腹部痛と
腹部不快感を主訴に受診した。CTでは肝門部付近に、横行結腸に浸潤する
約6cm大の腫瘤と、周囲に複数の腫大リンパ節を認め、精査加療目的に当科
紹介となった。下部消化管内視鏡検査では横行結腸肝弯曲部で全周性の狭窄
があり、スコープが通過せず入院となった。【入院後経過】病理組織で腫瘍
細胞を認めたが、免疫染色ではSynaptophysinが弱陽性のみで診断確定でき
なかった。第17病日、腸閉塞回避目的に回腸人工肛門造設術施行。第27病
日、横行結腸狭窄部から再生検した。粘膜下層へびまん性に腫瘍細胞が浸潤
し、MIB-1標識率 95%であった。免疫染色ではCAM5.2とSynaptophysinのみ
が弱陽性で診断確定に至らなかった。腫瘍の進行が早く、早期の化学療法導
入が必要と考えられ、第41病日に神経内分泌細胞癌疑いとしてCDDP＋IRI開
始した。第51病日に、病理診断確定のため肝腫瘍生検施行。神経内分泌細胞
癌、低分化癌、未分化癌が鑑別に挙げられたが確定には至らなかった。1コー
ス後のCTでは腫瘍は増大し、腎機能低下も認めた。2コース目はCBDCA + 
VP-16へ変更した。その後、敗血症発症し第83病日に永眠された。病理解剖
では、肝門部領域の腫瘍は腹壁や横行結腸に広く浸潤して一塊となり、肝転
移や複数のリンパ節転移を認めた。病理組織所見は、明瞭な核小体と弱好酸
性の細胞質を有するrhabdoid な形態であった。免疫染色では、CKAE1/AE3
弱陽性、CAM5.2 弱陽性、SALL4陽性、SMARCA4陰性、SMARCA2陰性、
SOX2陽性を示し、SMARCA4欠損腫瘍の診断となった。【考察】SMARCA4
欠損腫瘍は予後不良な胸部腫瘍として2015年に初めて報告されたが、腹部腫
瘍としては非常に稀である。上皮系マーカーが一部陽性であり、上皮由来の
腫瘍が脱分化したと考えられた。原発巣の推定と病態、文献的考察も含め報
告する。

SMARCA4 欠損を認めた腹部腫瘍の一
剖検例

SE1-06
（消）

岩手県立磐井病院 消化器内科
○佐藤　馨、横山　直信、松下　良、本田　純也、小川　千恵子、千手　倫夫、

横沢　聡

【症例】　30代　男性　【主訴】腹痛、下痢、血便、関節痛　【既往歴】特記
事項なし【現病歴】20XX年6月初旬より腹痛、下痢、血便を認めていた。1
週間後より四肢の紫斑、関節痛を認め、近医皮膚科を受診された。IgA血管
炎を疑われ、同日に当院皮膚科紹介された。入院の上、診断的治療として
PSL40mg/日の内服開始となった。入院第4病日に腹痛精査目的に当科紹介受
診された。消化器症状が著明であり当科転科となった。【経過】採血では軽度
の炎症反応を認め、第XIII因子の低下は認めなかった。腎機能障害や尿検査
に異常は認められなかった。腹部CT検査では大腸全体の壁肥厚像を認めた。
第4病日に上部消化管内視鏡検査が施行され、十二指腸球部から下行脚にか
けて発赤、びらんの散在を認めた。第6病日に下部消化管内視鏡検査が施行
され、回腸末端から直腸にかけて全層性に発赤、びらん、不整型の潰瘍の散
在を認めた。皮膚生検の結果では真皮浅層の血管周囲に好中球を含む炎症性
細胞浸潤を伴う核塵や赤血球の血管外漏出像（Leukoclastic vascullitis）と浮
腫像を認めIgA血管炎と診断された。PSL投与後は消化器症状、紫斑ともに
改善を認めたが、入院第14病日にPSL20mg/日へ漸減したところ、腹痛の再燃、
下痢の増悪を認めた。翌15病日より再度PSL40mg/日へ増量したところ症状
の改善を認めた。PSL20mg/日に減量した際に再燃予防を目的にアザチオプ
リンを追加し、その後は消化器症状を認めず、紫斑も改善を見られた。第42
病日に退院となった。現在は外来にて加療継続中である。【考察】IgA血管炎
は小児において先行感染を契機に皮膚、消化器症状を呈する。成人における
IgA血管炎は全体の5％程度と稀であり、消化器症状が皮膚症状に先行して出
現する頻度は20％程度である。成人の消化器症状先行例では診断に難渋する
場合もあるが、腎障害や消化管出血を合併する可能性があり、早期診断が望
まれる。文献的考察を加え報告する。

消化器症状が先行し治療抵抗性を示した
成人発症 IgA 血管炎の 1 例

SE1-05
（消）
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福島県立医科大学会津医療センター
○玉澤　歌菜、根本　大樹、愛澤　正人、歌野　健一、角田　三郎、冨樫　一智、

池田　翔平

症例は生来健康な44歳男性。2020年12月から眼瞼腫脹を自覚、2021年2月か
ら下痢（4 ～５回／日、泥状便）が続いていた。2021年8月、COVID19ワク
チン接種２日後の早朝に左季肋部から左側腹部にかけての突然の痛みと嘔気
が出現したため、前医救急外来を受診、血液生化学検査でTP/Alb比の上昇、
IgG高値を認め、CT検査で多発リンパ節腫大を認めたため、当院を紹介受診
し入院となった。入院時の造影CT検査では、脾上極と横行結腸肝弯曲部の
10cmの領域に梗塞巣を認めたが、脾動脈及び横行結腸アーケードの血流は保
たれ、静脈系の異常もみられなかった。D-dimerは上昇していた。第15病日
の下部消化管内視鏡検査で、横行結腸脾弯曲部に限局性の全周性潰瘍性病変
を認めた。潰瘍底は白苔で覆われ、浮腫と狭窄のためスコープの通過は困難
であった。絶食安静により腹痛は改善し、第18病日から固形物の摂取を再開
とした。第23病日の下部消化管内視鏡検査では横行結腸潰瘍は肉芽で覆われ、
狭窄は7mm径のスコープの通過が可能な程度に改善していた。潰瘍からの組
織生検では腫瘍を示唆する所見はなく、局所的な結腸梗塞と診断した。上部
消化管内視鏡検査では萎縮性胃炎を認めただけであった。入院時、上眼瞼の
腫脹、CT検査で多臓器の腫大（涙腺、縦隔リンパ節、両側腎盂、骨盤壁）、
血清IgG4著明な上昇（3920 mg/dL）を認めたため、局所麻酔下に小唾液腺
生検を行った。組織学的にIgG4陽性形質細胞の浸潤がみられ、IgG4関連疾患
と確定診断した。第23病日から経口プレドニゾロン40 mg ／日を開始し、速
やかに眼瞼腫脹は改善、第35病日には血清IgG4 1140 mg/dLまで低下、第37
病日に退院とした。現在、外来にてプレドニゾロンを漸減中であるが、プレ
ドニゾロン内服中は血栓症リスクが高いため、抗凝固療法を継続中である。
COVID19ワクチン接種２日後に発症した脾梗塞と横行結腸梗塞を契機に診断
されたIgG4関連疾患の一例を経験したので、COVID19ワクチン接種との関連
性を含めて報告する。

脾梗塞と横行結腸梗塞を契機に診断され
た IgG4 関連疾患の一例

SE1-10
（消）

石巻赤十字病院 消化器内科
○土田　紗愛、赤羽　武弘、藤坂　泰之、前嶋　隆平、山本　康央、海野　純、

富永　現、高橋　祐輝

【症例】80代女性【主訴】吐血【既往歴】虫垂炎手術【現病歴】X年4月17日
（土曜日）、朝から複数回嘔吐して、血性嘔吐を認めたため近医受診し、上部
消化管出血疑いで当院に救急搬送された。【入院後経過】造影CT（1相）では
出血源を同定できず、緊急内視鏡で十二指腸下行部に数珠状に連なった半球
状隆起を認め、その頂部のびらんを刺激すると噴出性の出血を認め出血源と
判断し凝固止血した。翌々日の内視鏡画像見直しで十二指腸静脈瘤が疑われ、
再検で半球状隆起が静脈瘤であることが確認されたが止血は得られていた。
またLmF1CwRC0の食道静脈瘤も認めた。造影CT（3相）の撮り直しをすると、
十二指腸IDA部に後下膵十二指腸静脈を流入路とし右卵巣静脈を流出路とし
た静脈瘤が確認され、肝硬変の所見も認められた。待機的に4月21日放射線
科と合同でB-RTOを施行した。右内経静脈から右卵巣静脈起始部までバルー
ンカテを挿入し右卵巣静脈の主幹をコイリングした後、バルーン閉塞下にマ
イクロカテを静脈瘤近くまで進めて造影したが逆流して肝心の静脈瘤が描出
されなかった。子カテをマイクロバルーンカテに替えて親子バルーン閉塞下
に造影すると明瞭に静脈瘤が描出され、５％ EO12mlで塞栓した。肝硬変の
成因は抗ミトコンドリア抗体陽性・IgM高値よりPBCが疑われ肝生検で確認
された。5月7日退院し外来フォローしているが7月の内視鏡で十二指腸静脈
瘤は消失し食道静脈瘤の悪化もない。【考察】十二指腸静脈瘤は比較的稀な
疾患であり、食道・胃以外に発生する異所性静脈瘤の32.9％と報告されている。
欧米では肝外門脈閉塞症が多いため球部に多いが、本邦では肝硬変に伴うも
のが多く下行部、ついで水平部に多いと報告されている。十二指腸静脈瘤は
血流が豊富なため一旦出血をきたすと致命的になりうるが確立された治療法
はなく内視鏡的硬化療法やB-RTOが行われている。B-RTOは細い排出路が多
数ある場合治療に難渋するが成功すれば根治度は極めて高く、今回は親子の
バルーンカテを用いて塞栓に成功した。

十二指腸静脈瘤出血に B-RTO が奏功し
た PBC の一例

SE1-09
（消）
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阿部　和道
（福島県立医科大学 消化器内科）

審査員
珍田　大輔

（弘前大学医学部附属病院 光学医療診療部）

後藤　　隆
（秋田大学 消化器内科）

大塚　幸喜
（岩手医科大学 外科）

髙橋美香子
（鶴岡協立病院 消化器内科）

特
別
企
画
２





― 127 ―― 127 ―

青森県立中央病院 消化器内科1）、
弘前大学大学院医学研究科 消化器血液内科学講座2）

○須藤　翔1）、五十嵐　昌平1,2）、宮代　楓1,2）、佐竹　美和1,2）、島谷　孝司1,2）、
花畑　憲洋1）、金澤　浩介1）、沼尾　宏1）、棟方　正樹1）、福田　眞作2）

【緒言】オキサリプラチン(L-OHP)は胃癌や大腸癌に対する化学療法のキード
ラッグであるが、肝類洞閉塞症候群(SOS)をきたし門脈圧亢進症を呈すること
がある。今回、L-OHPを含む胃癌化学療法中に出現した胃静脈瘤に対しバルー
ン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術(BRTO)が有効であった1例を経験したため報
告する。【症例】78歳、女性【既往歴】10歳代：虫垂切除術【現病歴】2019
年10月、心窩部痛で施行した上部内視鏡検査(EGD)で、胃前庭部小弯から後
壁の2型腫瘍を認め当科紹介。生検でtub2、HER 2(-)で、CT・MRIで胃小弯
リンパ節転移、腹膜播種、多発肝転移を認め、胃癌Stage IVとしてSOX(S-
1+L-OHP)療法を計8コース施行した。2020年5月のCTで原発巣、肝転移巣は
縮小したが腹膜播種の増悪、肝の変形・萎縮と胃静脈瘤が出現した。ラムシ
ルマブ＋ナブパクリタキセル療法へ変更したが末梢神経障害で中止し、7月よ
りTAS-102に変更した。門脈圧亢進症の原因としては抗核抗体、肝炎ウイル
ス、抗ミトコンドリア抗体陰性で飲酒歴もなくL-OHPによるSOSが疑われた。
2021年4月のCT・EGDで胃癌はCRであったが、胃腎シャントとLg-cf, F2, RC 
0の胃静脈瘤を認め、予防的にBRTOを施行した。2か月後のCT・EGDでは
胃静脈瘤は消失し腫瘍の再発なく、TAS-102を継続している。【考察】 SOSは
類洞内皮細胞障害により類洞線維化・循環障害をきたす病態で、L-OHPを含
む化学療法や同種骨髄移植の際の大量化学療法後にみられる。L-OHP投与中
20-50%でSOSがみられるとされ、門脈圧亢進症による腹水や脾腫、食道胃静
脈瘤などを呈した場合、原因薬剤の投与中止から長期経過後もコントロール
に難渋することがある。L-OHPを含む大腸癌化学療法中に胃静脈瘤が破裂し
BRTOで止血を得たという報告もあるが、本症例では待機的BRTOにより胃
静脈瘤のコントロールが可能であった。【結語】L-OHPを含む化学療法中に
は門脈圧亢進症状の出現に注意が必要で、胃腎シャントを有する胃静脈瘤に
対してはBRTOも治療選択肢となる可能性が示唆された。

オキサリプラチンを含む胃癌化学療法中
に胃静脈瘤を呈しバルーン閉塞下逆行性
経静脈的塞栓術が有効であった 1 例

SE2-04
（消）

福島県立医科大学 肝胆膵移植外科
○森　友輔、佐藤　直哉、西間木　淳、月田　茂之、渡邉　淳一郎、

小船戸　康英、石亀　輝英、岡田　良、木村　隆、見城　明、丸橋　繁

【はじめに】消化管間質腫瘍gastrointestinal stromal tumor（以下、GIST）
は時に巨大GISTとして診断され、腫瘍内出血によるoncologic emergencyの
病態を呈することがある。今回、我々は嚢胞性出血を伴う巨大GISTに対して、
出血制御を目的とした術前動脈塞栓を行い安全に切除し得た症例を経験した
ため報告する。【症例】症例は74歳男性。腹部膨満を主訴に前医を受診し腹
部CTで上腹部から骨盤内に達する巨大腫瘤を指摘され、開腹腫瘍生検によ
る免疫染色の結果GISTと診断された。根治術を試みたが、腫瘍の嚢胞内出血
による血圧低下を認め手術続行が不能となり、当院に紹介となった。術中操
作による出血のリスクが高く、安全な腫瘍切除のためには事前の出血制御と
出血時の対策が必要と考えられた。腫瘍の栄養動脈同定目的に血管造影を行
い、左右胃大網動脈が主に腫瘍を栄養していることを同定し出血制御目的に
これらをコイル塞栓した。また、大量の輸血準備と大動脈遮断バルーン留置
を行った上で、巨大GISTに対して開腹腫瘍切除術を施行した。術前精査で右
肺動脈血栓、下肢静脈血栓を指摘されたことから、術前にイマチニブを用い
た化学療法を回避し、腫瘍切除を先行する方針とした。【手術所見】腫瘍は
結腸間膜より腹側に位置しており、上行結腸から横行結腸との剥離は困難で
あった。腫瘍の腹側を走行する大網動脈術前に塞栓したコイルを認め、末梢
側の動脈の拍動を触知しなかった。術中の腫瘍操作において嚢胞内出血を来
すことなく、腫瘍を切除することが可能であった。腸管の口側は回腸末端よ
り約2cm、肛門側は横行結腸の左側約1/3の位置で切除した。また、空腸起始
部の一部と腫瘍が一塊となっていたため一部合併切除した。出血量は440ml
で輸血は必要としなかった。病理学的所見は空腸原発のGIST（high risk , 
modified Fletcher分類）であった。術後合併症なく退院し現在は前医にて外
来通院中である。【結語】Oncologic emergencyを呈する巨大GISTに対して、
出血制御を目的とした動脈塞栓や出血時の対策を取ることで、安全に切除可
能であった。

出血制御を目的とした術前動脈塞栓を用
いて安全に切除し得た巨大小腸 GIST の
1 切除例

SE2-03
（消）

福島県立医科大学 消化器内科学講座
○大塚　充、林　学、柳田　拓実、藤田　将史、阿部　和道、高橋　敦史、

大平　弘正

【症例】72歳，女性．【主訴】腹痛，食欲不振．【既往歴】2型糖尿病，脂質異
常症．【生活歴】喫煙：なし，飲酒：なし．職業：元事務職.【現病歴】2020
年5月, A医院での腹部超音波検査(US)で肝右葉に8cmの嚢胞性病変を認めら
れ, B病院のMRI検査で肝嚢胞と診断された．2021年3月, 造影CT検査で病変
は5cmと縮小したが嚢胞内は高吸収域となり, USでは充実成分が認められた．
8月, 右季肋部痛と食欲不振でB病院を受診し, 造影CT検査で病変は20cmと増
大したため，当科へ紹介され, 入院した．【血液検査所見】TP 6.6 g/dL，Alb 
3.3 g/dL，AST 167 U/L，ALT 150 U/L，ALP 329 U/L，γ-GTP 249 U/L，
TB 1.2 mg/dl, WBC 4700/μL，Hb 12.1 g/dL，Plt 36.8万/μL，CEA 2.2 ng/
mL，CA19-9 2.7 U/mL，AFP 0.9 ng/mL，PIVKA-II 13 mAU/mL，HBs-Ag (-)，
HCV-Ab (-)．【画像検査所見】造影CT検査：肝右葉に22×12cmの多房性で内
部に造影効果と隔壁を有する腫瘤を認めた．CEUS：動脈相で嚢胞性病変は
強い造影効果を認め, 後血管相では周囲実質に比して取り込みは低下してい
るが, 豊富な血流を示唆する造影効果の残存を認めた．Gd-EOB-DTPA MRI
検査：T2強調画像で肝右葉に25cm×12cmの低信号が混在する高信号が主体
の腫瘍を認めた. 肝細胞相で造影効果の残存を認めた．【経過】腫瘍は短期間
で増大し進行が急速であることと画像所見から肝血管肉腫が疑われた．肝生
検, 外科的切除や放射線治療を検討したが，全身状態が不良であるため侵襲
的な介入が困難であった. 次第に全身状態が悪化し, 第29病日に死亡した．肝
臓のネクロプシーでは, 腫瘍は拡張した血管様構造と内腔ではCD31陽性かつ
p53陽性の異型細胞増生を認め肝血管肉腫と診断された．肝実質に線維化は
認めなかった.【考察】肝血管肉腫は稀な肝原発悪性腫瘍であるが，多彩な画
像所見を呈して診断に難渋することがある．本症例は当初は肝嚢胞と診断さ
れたが, 10 ヶ月後に充実成分が認められ, 15 ヶ月後に急速に増大した. 本症例
の画像的特徴と経過は肝血管肉腫の診断に有用であると考えられた．

画像検査による形態変化を観察し得た肝
血管肉腫の一例

SE2-02
（消）

秋田厚生医療センター
○榊　耕太郎

【症例】25歳男性【主訴】黄疸、発熱、倦怠感、摂食困難【現病歴】2021年
春頃から、職場や親族内でのトラブルをきっかけに、純アルコール量が1日
180gと著増した。2021年6月に肝機能障害のため他院から紹介となったが、
初診後は来院されなかった。2021年8月になり、黄疸、発熱、倦怠感、摂食
困難のために自宅での生活が困難となり、当科外来を再診。アルコール性肝
障害の疑いとして入院とした。【経過】末梢静脈栄養、アルコール離脱症候
群対策を行った。血液生化学検査、画像検査ではアルコール性肝炎に矛盾し
ない所見と考えられた。入院後は緩やかな解熱と肝機能障害の増悪を認めた。
また、腹水の増量がみられた。肝生検を行い、アルコール性肝炎に矛盾しな
い所見を得た。Japan alcoholic hepatitis scoreが10点で重症基準に該当する
ため、重症アルコール肝炎と診断した。直ちにステロイドパルス療法を開始
したが、1週間の経過で改善に乏しく、無効と判断した。直ちにステロイドパ
ルス療法を開始したが、1週間の経過で改善に乏しく、無効と判断した。生
体肝移植については親族内での提供者がなく、困難であった。院内の倫理委
員会の承認を得て、顆粒球吸着療法を計5回行った。同治療後には発熱や腹水、
肝機能障害の改善傾向を認めた。血液生化学検査では蛋白合成能の低下など
が遷延するためグルカゴン・インスリン療法や腹水に対する服薬調整を行い
ながら病勢の安定化を確認し、断酒を約束して第58病日に退院となった。【考
察】重症アルコール性肝炎の治療としてステロイドパルス療法や顆粒球吸着
療法についての一定の報告はあるが、十分に確立した治療法があるとは言い
難い。顆粒球吸着療法は現時点での保険適応外治療であり、報告症例数に限
りはあるものの、文献的には治療効果が示されている。本症例においても重
症アルコール性肝炎の改善効果があったと考えられる。【結語】重症アルコー
ル性肝炎に対して顆粒球吸着療法を行い、救命できた一例を経験した。今後、
本症例の長期経過での推移を検討する予定である。本症例について文献的考
察を加え報告する。

重症アルコール性肝炎に対して顆粒球吸
着療法を行い救命しえた一例

SE2-01
（消）
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別
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大原綜合病院 消化器内科1）、大原綜合病院 眼科2）

○夏谷　華帆1）、藤原　達雄1）、大澤　賢人1）、大友　駆1）、菊田　佳子1）、
渡辺　晃1）、小野　槙子2）、石幡　良一1）

【緒言】自己免疫性胃炎は胃底腺領域の壁細胞が破壊され、胃酸および内因
子の分泌が低下するとともに抗内因子抗体によりビタミンB12の吸収が阻害
される。ビタミンB12欠乏に起因すると思われる視力低下を呈し、上部消化
管内視鏡検査（EGD）で自己免疫性胃炎と診断された１例を経験したので報
告する。【症例】78歳女性【既往歴】緑内障、高度近視【現病歴】2021年6月
に急激な視力低下を主訴に近医眼科を受診した。前回受診時と比較して、両
側視力の低下を認めたが、眼底検査で急激な視力低下を認める眼科疾患は否
定的であった。精査目的に当院紹介された。【経過】当院受診時、視力は両
眼ともに0.01だった。頭部MRI検査では視力低下をきたす頭蓋内病変は認め
なかった。血液検査でHb 7.8 g/dL、MCV 137.0 fLの大球性貧血を認め当科
紹介された。頸部から骨盤造影CT検査では貧血の原因となる疾患を認めな
かった。EGDでは胃体部を中心に萎縮性変化を認めるが幽門腺部では萎縮性
変化が乏しく逆萎縮を認める所見であった。追加の血液検査でビタミンB12 
176 pg/mlと低値、ガストリン 4500 pg/mLと高値、抗胃壁細胞抗体陽性、抗
内因子抗体陰性、H.pylori抗体陰性、ペプシノゲン(PG)1 6.5 ng/mL、PG1/
PG2比 0.4と低値を認めた。胃生検の病理所見では幽門腺領域の萎縮性変化は
認めないが胃底腺領域で萎縮や完全腸上皮化生、ECL細胞の過形成を認めた。
上記の検査結果より自己免疫性胃炎と診断された。視力低下に関しては、視
神経の評価を行うことができる中心フリッカー値が右22Hz、左28Hzと低下
していてビタミンB12欠乏による栄養障害性視神経症が原因とされた。ビタ
ミンB12補充開始約4 ヶ月後、Hb12.9 g/dL、MCV 96.5 fLに改善した。視力
は右0.4、左0.3、中心フリッカー値は両側32Hzに改善を認めた。【考察】自己
免疫性胃炎は、通常無症状で経過することが多いとされるがまれにビタミン
B12欠乏による悪性貧血や神経症を発症することで症状を呈することがある。
本症例は、視力低下から自己免疫性胃炎を診断し速やかにビタミンB12を補
充することで視力改善に至った貴重な症例であると考える。

視力低下を契機に診断された自己免疫性
胃炎の１例

SE2-08
（消）

福島県立医科大学 医学部 肝胆膵・移植外科学講座
○大関　篤、岡田　良、西間木　淳、月田　茂之、渡邉　淳一郎、佐藤　直哉、

小船戸　康英、石亀　輝英、木村　隆、見城　明、丸橋　繁

【症例】56歳男性【現病歴】20XX－2年春頃から筋力低下と皮下出血が出現
した。夏頃から顔面紅潮、皮膚菲薄化、高血圧も認めたため近医を受診された。
精査加療目的に前医内分泌内科を紹介受診された。血漿ACTHとコルチゾー
ルが高値で、ACTH依存性Cushing症候群が疑われた。高用量デキサメタゾ
ン抑制試験、CRH試験、選択的静脈洞血サンプリングを施行するも相反する
結果となり、Cushing病の確定診断は得られなかった。全身の単純CTで異所
性ACTH産生腫瘍を疑う所見はなく、頭部造影MRIでは下垂体腫瘍が疑われ
たため、Cushing病の診断で経鼻経蝶骨洞的腫瘍摘出術施行されたが、下垂
体腫瘍は同定できなかった。術後に副腎皮質ステロイド合成阻害薬の内服を
開始するも高コルチゾール血症が持続したため、両側副腎摘出が考慮され、
20XX－1年11月に当院泌尿器科紹介となった。再度全身検索を施行したとこ
ろ、腹部造影CTで膵尾部に腫瘤を認め、EUS-FNAで神経内分泌腫瘍疑いと
なった。膵ACTHomaが疑われ、20XX年3月に当科紹介となり、経皮経肝門
脈サンプリングを施行したところ、膵尾部の腫瘍近傍の脾静脈で血漿ACTH
値の上昇を認め、同年5月に膵ACTHomaの診断で腹腔鏡下膵体尾部切除を施
行した。【病理所見】NET G1、Ki-67指数2%、クロモグラニン陽性、シナプトフィ
ジン陽性で、ACTHはびまん性に陽性であった。また、pT1c、pN1aであっ
た。【術後経過】術後1日目で血漿ACTHが著減し基準範囲を下回った。術後
2か月程度、血漿ACTHとコルチゾールの低下が持続した。術後4か月現在で
は血漿ACTHは基準範囲内だが、低コルチゾール血症は持続し、副腎皮質ス
テロイドの補充を要する。また、膵瘻のために1か月程度の入院加療を要し
たが、術後4か月現在まで無再発生存中である。【結語】膵ACTHomaは非常
に稀な疾患で年間新規発症数は10万人当たり0.001人未満とされている。悪性
度が極めて高く、発見時には他臓器転移やリンパ節転移を来し、切除不能で
集学的治療の対象となる例が多く、切除例の報告はほとんどない。診断まで
2年程度を要したが、経皮経肝門脈サンプリングを用いることで確定診断し、
完全切除し得た症例を報告する。

膵 ACTHoma の一切除例SE2-07
（消）

弘前大学大学院 医学研究科 消化器血液内科学講座1）、
弘前大学大学院 医学研究科 腫瘍内科学講座2）、
国立病院機構 弘前病院 消化器・血液内科3）

○貝塚　尚俊1,3）、高畑　武功1）、陳　豫2）、斎藤　絢介2）、佐藤　温2）、石黒　陽3）、
福田　眞作1）

【症例】72歳男性【既往歴】60、61、66歳：膀胱癌、経尿道切除術【家族歴】
弟：胃癌、母方叔父：胃癌、母方叔母：乳癌【現病歴】2017年前医泌尿器
科にて膀胱癌フォローのため施行したCT検査で胃小弯側リンパ節腫大を認
め、前医消化器内科紹介となった。EGDで胃体下部小弯側に2型進行胃癌を
認め、HER2陽性であった。CT検査にて腹部傍大動脈及び左鎖骨上窩リンパ
節転移を認め切除不能と判断され、同年10月より1次治療(Tmab+S-1+CDDP)
を21コース、2019年8月より2次治療(Rmab+PTX)を5コース施行した。2020
年1月より3次治療(Nivolumab)を12コース、2020年7月より4次治療(CPT-11)を
5コース施行した。その後のCT検査で腹膜播種による左水腎症を認めPDと
判定した。がん遺伝子パネル検査を行い、neurotrophic-tropomyosin receptor 
kinase(NTRK)1-BCAN融合遺伝子を認め、10月に当院腫瘍内科紹介となった。

【経過】左腎瘻造設術施行の上で10月初旬より5次治療としてTRK A/B/C阻
害薬であるEntrectinib 600mg/日内服を開始した。Day10に末梢性感覚ニュー
ロパチーを、約1 ヶ月後に心不全を発症し、一時休薬後400mg/日へ減量し再
開した。投与開始約2 ヶ月後のCT検査で脳転移を認めPDと判定した。【考察】
TRK A/B/Cは、神経栄養因子と結合し神経細胞の分化・生存に関与してい
る。NTRK1/2/3遺伝子はTRKをコードする遺伝子で、NTRK融合遺伝子は
発癌のドライバー変異である。がん種により発現率は異なり、胃癌では0.16%
と稀である。EntrectinibはNTRK融合遺伝子陽性の固形癌で適応であり、奏
効率56.9%、奏効期間中央値10.4 ヶ月と報告されている。本邦では2019年９月
に承認されたが、胃癌に対する使用はこれまで報告はなく、極めて稀な症例
と考え報告する。

NTRK 融合遺伝子を認めた切除不能進行
胃癌の 1 例

SE2-06
（消）

仙台厚生病院 消化器内科
○坂上谷　侑、奥薗　徹、都甲　大地、佐藤　利紀、齋藤　宏章、新井田　憩、

鈴木　隆太、冨樫　純一、伊藤　聡司、田中　一平、名和田　義高、
五十嵐　公洋、田中　由佳里、平澤　大、松田　知己、中堀　昌人、
長南　明道

【背景】IPMN国際診療ガイドライン2017年版によると分枝型IPMNの浸潤癌
あるいはhigh grade dysplasia(HGD)の発生頻度（以下、発癌率と定義する）は、
年率1.4から6.9%とされている。【目的】膵嚢胞性病変の経過観察例における
1年間あたりの発癌率を明らかにする。【方法】膵嚢胞性病変のうち嚢胞径が
10mm未満の症例は1年毎に採血検査とMRCP検査を行い、10mm以上の症例
は半年毎に採血検査に加えMRCP、造影CT、EUSいずれかを行った。2015年
7月1日から2021年9月1日までに当科にて経過観察を行った膵嚢胞性病変のう
ちPPCやSCNを疑う症例を除き、 6か月以上経過観察した649例（男性293例、
女性356例、平均年齢70.1歳（34-87歳）、平均嚢胞径17.3mm（2-74mm））を対
象に人年法を用いて膵癌の発癌率をretrospectiveに検討した。【結果】検討期
間内に定期的な検査を行った症例は全体で1758人年であった。当院では壁在
結節が5mmを超える場合に手術を勧めており、期間内に該当する症例は12例
認めた。このうち3例は手術希望なく平均生存期間は22.7 ヶ月となっている。
手術を勧めた12例のうち浸潤がんは7例、HGDは2例、LGDは3例であり、当
院での膵嚢胞性病変の経過観察例における年間発癌率は0.51％であった。【考
察】当院での膵嚢胞性病変の発癌率はガイドラインに記載の発生頻度と比較
し、低い結果となった。原因として今回の検討では分枝型IPMN以外の膵嚢
胞性病変を含んでいることが寄与していると推測された。今後さらなる症例
の蓄積が必要と考えられる。【結語】膵嚢胞性病変に対してはIPMN国際ガイ
ドラインに準じて厳重な経過観察が必要である。

当院での膵嚢胞性病変の経過観察例にお
ける発癌率の検討

SE2-05
（消）
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岩手医科大学 医学部 内科学講座 消化器内科肝臓分野1）、
岩手医科大学 医学部 病理診断学講座2）

○阿部　弘昭1）、鈴木　悠地1）、柿坂　啓介1）、遊佐　健二1）、江渡　恒1）、
佐々木　登希夫1）、西谷　匡央2）、菅井　有2）、滝川　康裕1）

【緒言】ワクチン接種により自己免疫性肝炎（AIH）様の病態が発症すること
が知られている。したがって、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）ワ
クチンの副反応として生じるAIHの症例は注視される。今回、COVID-19ワ
クチンBNT162b2(Pfizer/BioNTech)を接種後にAIHを発症した3症例を報告す
る。【症例１】78歳女性。60歳代に原発性胆汁性胆管炎と診断。COVID-19ワ
クチン1回目接種後から7日目に発熱を自覚し近医を受診。血液検査で新規に
肝障害(AST/ALT 401/542 U/L)を認めた。ワクチン接種後9日目に多型紅斑
が全身に出現し精査加療目的に当科紹介。紅斑部より皮膚生検と肝生検を施
行。COVID-19ワクチンに関連した多型紅斑およびAIHを疑い、プレドニゾ
ロン(PSL)0.6mg/kg/日で加療開始。PSL投与後に多型紅斑と肝障害は改善。
肝組織所見ではAIHの典型像（門脈域のリンパ球浸潤とinterface hepatitis）
を認め、AIH(IAHIG) score 18点でAIHと確定診断。【症例２】75歳女性。
COVID-19ワクチン2回目接種後から4日目に尿濃染を自覚し、9日目に近医を
受診。血液検査で肝障害(AST/ALT 749/519 U/L)、黄疸(T-Bil 16.4 mg/dl)を
認め、PT活性 45%であり当科紹介。重症AIHの治療に準じ、mPSL 1000mg/
日のステロイドパルス療法後、PSL 0.8mg/kg/日で加療し、肝機能は改善。
肝機能改善後の肝生検の結果、同じくAIHの典型像を認めた。AIH score 16
点でAIHと確定診断。【症例３】80歳女性。COVID-19ワクチン2回目接種後
から10日目の血液検査で肝障害(AST/ALT 995/974 U/L)を指摘。13日目に黄
疸(T-Bil 3.5 mg/dl)が出現したため精査加療目的に当科紹介。肝生検の結果、
同じくAIHの典型像を認めた。PSL 0.8mg/kg/日で加療した結果、肝障害は
改善。AIH score 16点でAIHと確定診断。【結語】COVID-19ワクチン接種後
のAIHは、ワクチン接種後から１ヶ月以内に顕在化する可能性が示唆された。
また、症例2のように重症AIHの病態に至る例も存在することが明らかとなっ
た。今後、COVID-19ワクチン接種後のAIHや急性肝障害について大規模な
実態調査が求められる。

COVID-19 ワクチン接種を契機に自己
免疫性肝炎を発症した 3 症例の検討

SE2-10
（消）

弘前大学大学院 医学研究科 消化器血液内科学講座1）、
弘前大学大学院 医学研究科 地域医療学講座2）、三沢市立三沢病院 内科3）、
弘前大学医学部附属病院 光学医療診療部4）

○小笠原　公平1）、櫻庭　裕丈1）、菊池　英純2）、平賀　寛人1）、鈴木　一広3）、
蓮井　桂介1）、村井　康久1）、澤田　洋平1）、立田　哲也1）、珍田　大輔4）、
福田　眞作1）

【症例】10歳女児【主訴】腹痛、下痢、血便【既往歴】なし【内服薬】なし【現
病歴】2020年7月上旬から下腹部痛、水様便、経口摂取不良を主訴に近医を
受診した。近医で整腸剤を処方されたが症状改善せず、第8病日に近くの総
合病院救急外来を受診した。体重減少を伴う脱水徴候があり、同日入院となっ
たが、入院後に血便が出現した。腹部CTで全大腸の腸管浮腫、下部消化管
内視鏡検査（ICS）で全大腸に発赤と血管透見不良な浮腫状粘膜を認め、潰
瘍性大腸炎(UC)疑いとして、精査加療目的に第15病日に当院へ転院となった。

【経過】UC疑いとして紹介となったが、前医ICSの生検組織では炎症性腸疾
患としては非典型的な所見であった。生検組織の一部に核内封入体を認め、
サイトメガロウイルス（CMV）腸炎も疑われたが、免疫染色陰性、CMV 
antigenemia(-)、CMV IgG抗体(+)、CMV IgM抗体(-)だった。若年であること
も考慮し、絶食・補液・対症療法を行いながら免疫不全などの精査を進めた。
しかし、腹部症状が数日後から軽快、第19病日から食事開始可能となった。
第34病日に病状評価目的に行ったICSでは、部分的な発赤や小潰瘍は残存し
ていたが、前医CS時と比較して粘膜の炎症所見は改善傾向だった。大腸粘膜
組織でのCMV DNA検査の結果、60×102 copy/μgと陽性であり、CMV腸炎
の診断となった。第36病日に退院、その後も腹部症状の再燃無く経過した。
6か月後のICSで粘膜治癒とCMVDNAの陰性化を確認し、当科でのフォロー
は終了とした。【考察】CMV腸炎の診断としてCMV antigenemia法や病理組
織診断が用いられるが、しばしば偽陰性となり、本症例のようにDNA検査で
診断に至る場合がある。CMV腸炎は、一般にCMV既感染者が免疫不全症や
全身状態不良を背景として発症することが多く、正常な免疫状態ではまれだ
が、下痢・血便等の消化器症状をきたす鑑別疾患として、慎重に検査を行う
必要があると考えられる。【結語】生来健康で基礎疾患のない患者でのCMV
腸炎は貴重な症例であり、文献的考察を加え報告する。

腸管粘膜組織 DNA-PCR 検査により診
断に至った健常女児のサイトメガロウイ
ルス腸炎

SE2-09
（消）
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青森労災病院 消化器内科1）、
弘前大学大学院医学研究科 消化器血液内科学講座2）、青森労災病院 外科3）、
青森労災病院 病理診断部4）

○宮崎　友伽1）、速水　史郎1,2）、相馬　郷1,2）、新井　徹1,2）、西谷　大輔1）、
小倉　雄太3）、山岸　晋一朗4）、福田　眞作2）

【緒言】2019年のWHO分類では、神経内分泌腫瘍および非神経内分泌腫瘍が
混在し双方の成分が30％以上認められるものをmixed neuroendocrine-non-
neuroendocrine neoplasm(MiNEN)と定義し、かつての腺癌成分が混在する
MANECから呼称を変更した。【症例】67歳男性【既往歴】急性虫垂炎（回盲
部切除術）、高血圧、脂質異常症【現病歴】数週間前から心窩部痛と動悸が
あり当科へ紹介となった。【経過】血液検査で高度貧血を認め、造影CT検査
で胃体部小弯側に広範な壁肥厚と所属リンパ節腫大を認め胃癌を疑い、膵浸
潤も疑われた。EGDで食道胃接合部直下から胃前庭部小弯に及ぶ巨大な潰瘍
病変を認め生検でAdenocarcinoma,tub2の病理診断となった。術前化学療法
として第12病日からTS-1 120mg/日を3週内服1週休薬、CDDP 115mg/日を
Day8に点滴静注した。2コース終了時のCT検査で胃壁肥厚およびリンパ節腫
大はほぼ消失し、膵浸潤を疑う所見も改善した。EGDでは潰瘍病変の著明な
縮小を認めた。第88病日当院外科にて胃全摘術を施行した。切除標本はpor1-
tub2が主体であったが免疫染色で神経内分泌細胞への分化を認め、MiNEN,p
T3,med,INFa,ly1a,v1a,pPM0,pDM0,pN0(0/18),pStageIIAの病理診断であった。
本人希望にて術後補助化学療法は施行せず、術後6か月経過時点で明らかな
再発所見なく経過観察中である。【考察】胃原発MiNEN(かつてのMANEC)は
非常に稀な疾患であり、本邦では13例の報告があるのみである。術前診断さ
れた症例はなく、本症例も病理標本の検討からNEC成分が粘膜表層に露出せ
ず生検による術前診断は困難であり、粘膜下層に浸潤した腺癌の一部が内分
泌前駆細胞へと分化した後にNECを形成した可能性が考えられた。薬物療法
に関して一定の見解はない。他の消化管NECで小細胞性肺癌に準じ白金製剤
をベースとする併用療法の有効性が報告されているが、本症例はS-1+CDDP
による術前化学療法が著効しその経過を内視鏡的にも観察した。今後慎重な
経過観察を要するものの比較的良好な転帰を辿る貴重な胃MiNENの1例と考
え報告する。

術前化学療法が著効した胃 MiNEN の 1
例

PL-04
（内）

公益財団法人 星総合病院 初期研修医1）、
公益財団法人 星総合病院 消化器内科2）、自治医科大学 消化器肝臓内科3）、
昭和大学江東豊洲病院 消化器内科4）、福島県立医科大学 消化器内科学講座5）

○工藤　慶祐1）、石野　淳2）、小嶋　祐紀2）、三輪田　哲郎3）、牛尾　純4）、
大平　弘正5）

【緒言】近年、悪性胆道狭窄に対して内視鏡的ラジオ波焼灼療法(RFA)を施行
した報告が散見される。当院においても、2020年より悪性胆道狭窄に対して
RFAを施行しており、良好な成績を収めている。今回、複数回のRFA施行に
より継続した化学療法が可能となり、良好な経過をたどっている切除不能肝
門部領域胆管癌を経験したため、文献的考察を加え報告する。【症例】67歳
女性【主訴】肝機能異常の精査【現病歴】乳癌に対して乳房部分切除術施行
後、当院乳腺外科に定期通院されていた。2020年1月に倦怠感、濃縮尿、右
季肋部痛を自覚し、当院を定期受診した際に、血液検査で肝機能異常を認め
たため、精査目的に当科紹介となった。【経過】造影CTで総肝管の壁肥厚と
肝内胆管拡張を認め、閉塞性黄疸の診断で当科に入院とした。MRCPでも肝
門部領域の胆管狭窄と肝内胆管拡張を認めた。胆管狭窄部からの生検で腺癌
の診断であったが、病理組織学的に乳癌の転移は否定的であり、胆管原発と
考えた。腹部Dynamic CT・MRCPで肝転移、胆嚢浸潤を認め、切除不能肝
門部領域胆管癌（cStageIVB, T2N1M1）と診断し、狭窄部に対して内視鏡的
RFAを行い、総胆管に金属ステントを留置したうえで、化学療法(ゲムシタ
ビン＋シスプラチン＋S-1)を開始した。化学療法9コース目（RFA後126日目）
の定期受診の際に、黄疸が再燃していたため、左右の肝管に2回目のRFAと
プラスチックステント留置を行った。減黄が得られたのちに化学療法を再開
し、その後良好な経過をたどっていた。26コース目開始後(474日目)、発熱、
体調不良を主訴に外来を受診され、ステント閉塞による胆管炎の診断で、2
回目のRFAより353日後に3回目のRFAを施行した。その後、胆管炎は改善し
たため、再度化学療法を再開した。それ以降、ステント閉塞はなく、約1年
半にわたって化学療法を継続できている。【考察】肝門部胆管癌は非常に予
後が悪く、特に非切除例では中央生存期間は0.9年、StageIVBでは1年生存率
が30%程度との報告もある。非切除例における予後不良の要因として、黄疸
や胆管炎による化学療法の継続困難が挙げられる。今回、複数回の内視鏡的
RFAによる胆道閉塞の解除により、切除不能肝門部胆管癌の生命予後が改善
したと考えられる1例を経験した。

複数回の内視鏡的ラジオ波焼灼療法によ
り経過良好な切除不能肝門部領域胆管癌
の 1 例

PL-03
（内）

岩手県立磐井病院 消化器内科
○皆川　雅博、本田　純也、横沢　聡

【症例】83歳男性【既往歴】リウマチ性多発筋痛症【現病歴】20XX年3月頃
からリウマチ性多発筋痛症に伴う疼痛が増強し、近隣医療機関に入院となり
NSAIDsおよびステロイドが開始となった。20XX年4月下旬に黒色便が出現
し、消化管出血の疑いとして当院紹介となった。【臨床経過】当院で施行し
た緊急EGDでは十二指腸球部に深掘れ潰瘍を認め、潰瘍底には凝血塊付着と
共に顕著な胆汁付着が認められた。明らかな露出血管は認められず、止血処
置は施行せず終了した。その後、酸分泌抑制剤による潰瘍治療を開始したが、
入院後再検したEGDにおいて十二指腸潰瘍底に瘻孔と思われる間隙を認め、
同部より胆汁流出があり、また上部消化管造影において造影剤の胆管流入像
が認められ、胆管十二指腸瘻の診断となった。胆管内には腫瘍や結石など胆
汁流出障害の起点となる所見はなく、NSAIDsおよびステロイドに起因した
消化性潰瘍由来の胆管十二指腸瘻と考えられた。潰瘍底への胆汁流出が豊富
な胆管十二指腸瘻であり、恒常的な胆汁曝露による潰瘍治癒不良な経過が想
定されたため、内視鏡的経鼻胆管ドレナージ(ENBD)を検討した。ただし、巨
大な深掘れ潰瘍により十二指腸球部および上十二指腸角の粘膜浮腫が強く、
下行脚への十二指腸スコープ通過が困難な状況があり、経瘻孔的にENBD
チューブを胆管内に留置した。経瘻孔的ENBD施行後の内視鏡再検時には
十二指腸潰瘍底の縮小と瘻孔周囲の上皮化が認められ、十二指腸粘膜の浮腫
も軽減したためERCPにおける胆管ステント留置(ERBD)を施行した。その後、
十分な経口摂取が可能となり、第32病日に退院となった。退院後のEGD再検
時には十二指腸潰瘍の瘢痕化が認められ、胆管十二指腸瘻は残存するものの
急性期に比較し縮小傾向で、胆管ステント抜去後も胆道感染症等の瘻孔関連
偶発症は出現せず経過している。【考察】胆道十二指腸瘻は胆石症に合併し
発症することが多く、自験例のように消化性潰瘍が原因となることは稀であ
る。また、治療方針として以前は手術を要した症例が多いが、近年では内科
的治療で軽快する報告が多い。その中で今回は潰瘍底への胆汁暴露を回避す
る目的で経瘻孔的ENBDを選択し、潰瘍治癒に寄与した経過が推察された。
経瘻孔的ENBDでの治療例は極めて稀であり、文献的考察を交えて報告する。

リウマチ性多発筋痛症治療中に発症した
胆管十二指腸瘻に対し施行した経瘻孔的
ENBD が十二指腸潰瘍治療に寄与した一例

PL-02
（内）

国立病院機構弘前病院 消化器・血液内科
○萩原　将吾、澤谷　学、高橋　一徳、相原　智之、松木　明彦、石黒　陽

【症例】71歳男性【主訴】発熱【既往歴】2005年左肺癌手術【現病歴】2020
年9月より前医消化器外科で進行食道癌に対し術前化学療法としてFP療法を
施行されるも、CTにて肝転移が出現。12月に食道バイパス術（Postlethwait法）
が施行され、2021年1月に化学療法目的に当科紹介となった。2nd lineとして
ニボルマブを導入、4月のCTで原発巣の増大がみられたためパクリタキセル
を導入した。2コース後の6月に39℃台の発熱、痰、湿性咳嗽、息切れが出現
し受診。CTで食道気管支瘻による肺膿瘍と診断した。また、腹腔内遊離ガ
スがみられたものの腹部症状に乏しく、また、縦隔気腫からの連続性が示唆
されたため肺膿瘍に起因するものと考え外科へ相談のうえ保存的加療となっ
た。絶食、抗生剤投与で37℃台まで解熱されたものの、再び38℃台の発熱が
続いた。CTでは肺膿瘍の空洞は縮小傾向であるものの、その末梢側の肺炎は
増悪していた。瘻孔の評価のためEGDを施行したところ、Y字型胃管を形成
しているため頚部食道の吻合部を通過すると胃角部付近で幽門輪側と噴門側
に分岐していた。噴門側胃管には多量の膿性粘液がみられ食道気管支瘻との
交通が示唆された。また、噴門部から食道癌による全周性狭窄が観察できた。
ガストログラフィンでの造影では、気管支は造影されなかったものの深い陥
凹がみられ瘻孔部と考えられた。食道盲端側にガイドワイヤーを先行させた
うえでTTSタイプの食道ステント（Niti-S 22mm径 12cm長）を留置。腫瘍か
らの一過性出血はみられたものの穿孔などの大きな偶発症なく終了した。治
療後は数日間にわたり39℃台の発熱がみられたが、徐々に解熱。腹膜播種に
よる大腸狭窄のため食事摂取はできなかったが、飲水制限は解除可能となっ
た。原疾患の増悪により術後29日目に永眠された。【結語】食道癌治療中に
食道気道瘻を合併した症例では、肺炎を繰り返すことによりQOLの低下をき
たすが、自己拡張型食道ステント挿入、場合によっては気管ステントとのダ
ブルステント挿入の有効性が報告されている。食道バイパス術後の食道気管
支瘻に対し肛門側より逆行性に食道ステントを挿入し終末期のQOLを改善す
ることができた。同様の報告はなく稀な症例と考えられたため報告する。

食道癌バイパス術後の食道気管支瘻に対
し、肛門側から逆行性に食道ステントを
挿入し得た 1 例

PL-01
（内）
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福島県立医科大学 消化器内科学講座1）、福島県立医科大学 内視鏡診療部2）

○清水　広1）、佐藤　雄紀1）、阿部直人1）、入江　大樹1）、杉本　充1）、鈴木　玲1）、
高木　忠之1）、柳田　拓実1）、小橋　亮一郎2）、橋本　陽2）、加藤　恒孝2）、
中村　純2）、引地　拓人2）、大平　弘正1）

【緒言】術後膵管空腸吻合部閉塞は超音波内視鏡下膵管ドレナージ（EUS-PD）
の適応となるが, 解剖学的な要因で経胃的EUS-PDが困難な症例が存在する. 
今回, 直視型コンベックスEUSスコープ（直視型EUS）による経挙上空腸的
EUS-PDを施行した症例を経験したので報告する.  【症例】62歳, 男性. 2017
年に膵管内乳頭粘液性腺腫に対して亜全胃温存膵頭十二指腸切除術を施行さ
れた. 2021年より間欠的な背部痛を自覚し前医を受診し, 画像にて主膵管の拡
張を認め, 吻合部狭窄に伴う膵液排泄障害が症状の原因と考えられた. 前医の
内視鏡検査では膵管空腸吻合部は瘢痕化により閉塞しており, 超音波内視鏡
下膵管ドレナージ（EUS-PD）施行目的に当院へ紹介された. 胃内から拡張
膵管への穿刺距離が遠く経胃的EUS-PDはリスクが高いと考えられ, 直視型
EUS による膵管空腸吻合部近傍からの経挙上空腸的EUS-PDを行う方針とし
た. まず, 鎮静下にショートシングルバルーン内視鏡（short-SBE）を挙上空
腸盲端まで挿入し, 直視型EUSの挙上空腸まで挿入をガイドするためイレウ
スチューブ用ガイドワイヤー（0.052インチ）を留置した. Short-SBE抜去後に
ガイドワイヤーを直視型EUSの鉗子口に通し, 留置されたガイドワイヤーに
沿って挙上空腸まで到達した. EUSにより膵管空腸吻合部近傍に5mmに拡張
した膵管を確認し, 19-gauge EUS-FNA穿刺針で膵管を穿刺・造影した. EUS
ダイレーターで穿刺部を鈍的に拡張した, 最終的に穿刺部より5Fr7cmの膵管
プラスチックステントを留置し手技を終了した. 術後, 膵炎・膵液瘻が発生し
たが保存的加療のみで改善し, 処置後第13病日で退院となった. EUS-PDによ
り症状の改善が得られている. 【結語】術後膵管空腸吻合部閉塞に対して直視
型EUSを用いて経挙上空腸的超音波内視鏡下膵管ドレナージを施行し, 症状
の改善を得た一例を報告した.

術後膵管空腸吻合部閉塞に対して経挙上
空腸的超音波内視鏡下膵管ドレナージを
施行した一例

PL-08
（内）

岩手県立磐井病院 消化器内科
○山野　真裕、横山　直信、松下　良、本田　純也、小川　千恵子、千手　倫夫、

横沢　聡

【症例】10歳代　男性　【主訴】腹痛、黒色便　【既往歴】特記なし【現病歴】 
20XX年8月に腹痛、黒色便を認め当科初診された。直腸指診は普通便であり、
採血で炎症や貧血所見などを認めず、翌日の上部消化管内視鏡検査では異常
所見を認めなかった。初診4日後に腹痛のため再度当科受診された。【経過】
腹部XP画像で筒形乾電池や針と考えられる不透過像を認めた。単純CTにて
胃内と盲腸・直腸に筒形乾電池を、小腸に裁縫針を認めた。明らかなFree 
airなどは認めなかったが、穿孔性腹膜炎の可能性を考慮し、全身麻酔下にお
ける上部消化管内視鏡的異物除去術、同時に腹腔鏡補助下小腸大腸異物除去
術の方針となった。上部消化管内視鏡所見として胃内にびらん、潰瘍の散在、
食物残差を多量に認め、また筒形乾電池を多量に認めた。内視鏡にて回収を
試みようと各種デバイスを駆使したが、手技的に困難であること、多大な時
間を要することが考えられ、外科との協議にて腹腔鏡補助下での異物除去術
の方針となった。腹腔鏡下に胃前庭部切開を施行しマグネットカテーテルを
挿入、9本の筒形乾電池を回収し、小腸から1本の裁縫針を用手的に回収した。
盲腸より4個の筒形乾電池と1個のボタン電池を回収した。術中消化管穿孔を
疑う所見は認めなかった。直腸の筒形乾電池は自然排出を期待し終了となっ
たが、術後2日目でも排出困難であり、下部消化管内視鏡下で異物回収の方
針となった。S状結腸に多数の潰瘍散在を認め、筒形乾電池マイナス極側で
は接地する大腸粘膜との間に化学熱傷を考えうる泡沫状所見を認めた。スネ
アにて3本の筒形乾電池を回収し、それらはすべてアルカリ乾電池であった。
術後9日目に退院となった。精神科紹介し、適応障害による自殺企図の診断と
なっている。【考察】乾電池による消化管異物は小児の誤嚥や精神疾患患者
に散見される。内視鏡的異物除去や自然排出される例も認められるが、その
限りではないため外科的除去が選択されることもありうる。アルカリ乾電池
における組織傷害は持続的低電圧直流による科学的熱傷を生じることで3.3％
に消化管穿孔を来すとされる。摘出後も組織傷害が進行するとされ厳重な経
過観察が必要である。アルカリ乾電池嚥下により生じた消化性潰瘍を観察し、
回収し得た症例を経験した、文献的考察を加え報告する。

大量アルカリ乾電池嚥下による消化性潰
瘍の 1 例

PL-07
（内）

むつ総合病院1）、弘前大学 消化器血液内科学講座2）

○芦田　雄汰朗1）、荒木　康光1,2）、笹田　貴史1）、長谷川　拓真1）、樋口　博之1）、
對馬　清人1）、岡本　豊1）、遠藤　哲1）、葛西　雅治1）、福田　眞作2）

【緒言】Gossypibomaは、ガーゼ遺残による医原性の腹腔内異物肉芽腫であ
る。その発生率は、近年、減少傾向にあるものの、未だに遭遇する合併症で
ある。今回我々は、下部消化管内視鏡（以下、CS）にて結腸に穿通したガー
ゼを確認し、内視鏡的に除去したGossypibomaを経験したので報告する。【症
例】70歳代　女性【既往歴】帝王切開、急性虫垂炎【現病歴】2021年7月中
旬頃より続く下腹部痛を主訴に当科外来を受診。腹部X線検査では、特に異
常所見は認められなかったが、血液検査にてWBC 5800 /μl、CRP 7.33 mg/
dlと炎症反応の上昇が認められた。CSを施行した所、S状結腸に潰瘍を認め、
潰瘍部分には、メッシュ状の構造物が認められた。検査後、CTを施行。SD 
junctionレベルの結腸背側に最大径56mmの腫瘤性病変を認め、腫瘤内部には
石灰化と空気が認められた。Gossypibomaを疑い当院外科Drへ相談。手術は
行わず内視鏡的にガーゼ摘除を行うこととなった。同日、内視鏡的にガーゼ
を摘除。内視鏡とガストロ造影にてガーゼの遺残ならびに穿孔がないことを
確認し終了した。入院経過は良好で発熱、腹痛なく経過。食事開始後もCRP
が低下傾向となったため退院となった。【考察】Gossypibomaは、術後腹腔内
に遺残したガーゼが核となって炎症性腫瘤となったものである。診断として
は、主に画像診断が主体となる。単純X線検査所見としては、X線造影剤入
ガーゼでの帯状または線状のX線不透過領域が典型的であるが、本症例では、
手術が50年以上前に行われており、X線造影剤入ガーゼは使用されていなかっ
たと考えられ、今回のX線検査でははっきりしなかった。CTでは境界明瞭で、
内部はhigh densityとlow densityな部分が混在する不均一パターンを示すこ
とが多く、ガーゼ線維に空気が補足されたwhirl-like spongiform patternが知
られている。本症例では、腫瘤内部に石灰化（high density）が混在しており、
空気濃度も認められGossypibomaの所見に合致するものと考えられた。医中
誌にて「Gossypiboma」、「内視鏡」、「消化管」で検索を行った所、2例の報
告があった。1例で診断目的に一部のガーゼを内視鏡的に除去した報告がな
されているが、1例では手術となっており、治療目的に内視鏡的にガーゼを
摘除した報告はみられなかった。今回我々は、内視鏡的にガーゼを摘除した
Gossypibomaを経験したので報告した。

内視鏡的にガーゼを摘除した
Gossypiboma の一例

PL-06
（内）

津軽保健生活協同組合 健生病院 内科
○山口　拓斗、有明　千鶴、相樂　繁樹、三上　裕嗣、岡野　奈穂子、

石田　晋吾、千葉　大輔、長谷　良志男、伊藤　真弘

【症例】70歳代, 男性. 【主訴】腹痛. 【既往歴】心房細動 (抗凝固薬内服), 狭心症, 
痛風, 白内障, 網膜剥離. 【現病歴】2021年1月上旬に突然の腹痛及び軽度の嘔
気を主訴に当院救急外来を受診した. 腹部診察では心窩部に圧痛と腹膜刺激
症状, 血液検査では肝胆道系酵素, CRP上昇とBUN/Cre比の開大があった. 造
影CTでは胃内容物の充満と, 胃前庭部から十二指腸球部の壁肥厚があり, 上
部消化管の狭窄・閉塞, 腹膜炎を疑い, 緊急で上部消化管内視鏡 (EGD)を施行
した. しかし同部位は浮腫と潰瘍瘢痕のみで, 十二指腸観察時にVater乳頭か
ら血性胆汁が流出していた. 胆道出血が腹痛の原因と考え, 次いで内視鏡的逆
行性胆管膵管造影 (ERCP)を施行し, 胆道出血に対する減圧目的に内視鏡的経
鼻胆管ドレナージ (ENBD)を留置した. また, 処置後に血圧低下と発熱が出現
したため敗血症性ショック, 重症胆管炎として抗菌薬 (TAZ/PIPC), ノルアド
レナリンの投与を開始し当科入院となった. 【臨床経過】ENBD留置後, 腹痛は
消失し解熱, 敗血症性ショックから回復した. 入院後に行った腹部超音波検査, 
MRCP, ENBDからの胆道造影では明らかな出血の原因となる所見はなかっ
た. 改めて初診時の造影CTを見直すと, 胆嚢管の一部に造影効果を示す軽度
の壁肥厚が指摘された. PET-CTでは同部位にFDGの異常集積はなかったが, 
胆嚢管癌の可能性は否定できず, 経口胆道鏡 (POCS)を施行したところ, 肉眼
的には胆嚢管に限局した表層に血管拡張を伴う乳頭状の隆起病変があり, 生
検でtubular adenocarcinoma, tub1の診断だった. 造影CTで明らかなリンパ
節・遠隔転移はなく, 4月下旬に当院外科で肝外胆管切除を施行し, 病理診断
はAdenocarcinoma of the gall bladder, patC, wel, pT3a (SE), pN0, Ly0, V0の
治癒切除だった. 現在術後半年で再発なく経過している. 【考察】胆嚢管癌は, 
胆道癌の中でも発生頻度が低い. 一般に上腹部痛や胆嚢腫大といった胆嚢炎
様の症状や所見をきたし, 総胆管に浸潤すると閉塞性黄疸の原因となる. 本症
例は, 腹痛を主訴に受診しEGDで胆道出血を認め, その後POCSを施行し胆嚢
管癌の診断に至り, 適切な治療方針, 手術術式を検討し得た. 医中誌で胆道出
血を契機に胆嚢管癌の診断に至った症例（会議録は除く）を検索したが, 3例
の報告があるのみで極めて稀な症例であり, 示唆に富む症例のため報告する.

診断に苦慮した胆道出血を契機に診断さ
れた胆嚢管癌の 1 例

PL-05
（内）
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福島県立医科大学会津医療センター 消化器内科1）、
福島県立医科大学会津医療センター 小腸・大腸内科2）、
福島県立医科大学会津医療センター 外科3）

○木村　友哉1）、和田　淳1）、高畑　陽介1）、根本　大樹2）、愛澤　正人2）、
歌野　健一2）、鈴志野　聖子3）、添田　暢俊3）、冨樫　一智2）、齋藤　拓朗3）、
澁川　悟朗1）

【緒言】胃限局性若年性ポリポーシス症候群は，胃に若年性ポリープが限局
し多発する稀な疾患である．今回，ポリポーシスの発症前後に上部消化管内
視鏡検査(EGD)を施行し得た症例を経験したため報告する．【症例】28歳女
性．小児喘息の既往がある．2016年秋頃から嘔気，心窩部不快感が出現した．
2017年12月にEGDを施行されたが食道・胃・十二指腸に異常は指摘されず，
機能性ディスペプシアの疑いで内服薬での治療が行われていた．その後も
症状は継続しており，2021年5月に心窩部痛の症状の増悪と貧血症状，黒色
便を認めたため当院に紹介された．【臨床経過】初診時の血液検査では，Hb 
10.5g/dL，Alb 3.5g/dLと，貧血及び低Alb血症を認めた．EGDでは胃内に粘
液と脂肪滴の貯留があり，胃全体で発赤調かつ易出血性な大小多彩な乳頭状
隆起が多発していた．胃体中部前壁で密生しており，全周性に増生していた．
同部位のポリペクトミーで得た組織所見では，浮腫状の広い間質組織に異型
の乏しい大小の腺腔の拡張があり，若年性ポリープに矛盾のない所見であっ
た．経口的に鉄剤とボノプラザンの投与を開始し，外来で全消化管の精査を
施行した．大腸カメラ検査では横行結腸に単発の若年性ポリープが指摘され
た．小腸カプセル検査では小腸内にポリープは指摘されなかった．蛋白漏出
シンチグラフィーでは胃前庭部に集積があり，蛋白漏出性胃腸症が指摘され
た．初診より2週間後の外来でHb 6.8g/dL，Alb 3.0g/dLまで低下を認め，倦
怠感の症状が増悪し，嘔吐を繰り返すため，入院での治療を開始した．胸腹
部造影CT検査では，胃体上部から幽門にかけて造影効果を伴う腫瘤が胃内を
占拠し，胃の口側には液体の貯留を認めた．出血性貧血，蛋白漏出性胃腸症，
ポリポーシスによる通過障害を来していた事から，手術の方針となり，胃全
摘術(Roux-en-Y再建，D1リンパ節郭清，胆嚢摘出)が施行された．病理組織
学的所見では生検時と同様に若年性ポリープの診断であり，明らかな腫瘍性
病変は認められなかった．【結語】胃限局性若年性ポリポーシスは，平均発
症年齢が18.5歳の常染色体優性遺伝疾患であるが，約25%では家族歴のない
孤発例と報告されている．本症例は家族歴がなく，発症の3年前に施行した
EGDではポリポーシスが認められておらず，3年間の経過中での発症と考え
られた．特徴的な内視鏡像と文献的考察を含めて報告する．

胃限局性若年性ポリポーシス症候群の一
例

PL-12
（内）

公立相馬総合病院 消化器科
○鈴木　宏幸、藁谷　雄一、佐竹　隼輔、佐藤　賢太郎、熊川　宏美

【緒言】アニサキス症のうち93.2%が胃アニサキス症であり、結腸アニサキス
症は1.1%と報告されている。医学中央雑誌で結腸アニサキス症により腸重積
を来たした報告は8例で、胃アニサキス症と結腸アニサキス症を合併した報
告は１例である。今回胃アニサキス症で発症し、続発した結腸アニサキス症
により腸重積を来たした一例を経験したので報告する。【症例】49歳女性が
2021年5月上旬、朝食に鯖寿司を食し数時間後より心窩部痛を認めた。近医で
受診し、同日上部消化管内視鏡検査を施行されたところ胃体部に2隻のアニ
サキスを認められ、虫体を摘出された。症状が改善したため帰宅したが、同
日夜に間欠的な強い腹痛を認めたため再度同院で受診した。身体診察で筋性
防御を認め、単純CTで結腸肝弯曲部に重積像がを認められたため、当院に緊
急搬送された。来院後に施行された造影CTで上行結腸が横行結腸に重積し、
軽度腹水が確認されたが、イレウスは見られなかった。外科と協議の上、結
腸アニサキス症を鑑別に、緊急下部消化管内視鏡検査で重積部の確認および
可能であれば内視鏡的重積整復をする方針となった。肛門から52~55cmの横
行結腸で腸管粘膜の著明な浮腫による狭窄部が確認され、CTで認めた腸重積
部位と考えられた。スコープの圧迫で重積が整復され盲腸までスコープを進
めることができた。盲腸の便中にアニサキスを1隻、重積部近傍の口側の上
行結腸にアニサキスが2隻認められ、計3隻の虫体摘出が行われた。腸管の浮
腫状粘膜から生検を施行されたが、好中球の浸潤や好酸球の増加は認められ
なかった。虫体摘出後、腸重積は解除されていたが、再重積の可能性から入
院での経過観察となった。入院後は腹痛の再燃はなく、入院3日目で退院した。
退院後5か月での腸重積の再発は見られていない。【結語】胃アニサキス症と
結腸アニサキス症を併発し、かつ結腸重積をきたした症例は医中誌で報告例
がない。結腸アニサキス症による腸重積の治療として腸切除される場合があ
るが、最近では高圧浣腸や内視鏡的整復ののち、アニサキス虫体の摘出によ
る保存加療での改善例が報告されている。CTで結腸重積が見られてもアニサ
キスの関与が疑われる病歴の場合は大腸アニサキス症を鑑別に、CSを考慮す
べきと考えられた。

胃アニサキス症で発症し、続発した結腸
アニサキス症で腸重積をきたした一例

PL-11
（内）

仙台厚生病院 消化器内科
○都甲　大地、田中　一平、平澤　大

症例は80歳男性．X-15年に下部食道病変に対して内視鏡的粘膜下層剥離術
（ESD）を施行し，病理結果はSquamous cell carcinoma，pT1b-SM2，脈管
侵襲陰性，断端陰性で，追加治療として化学放射線治療（CRT）を行なっ
た．その後，X-7年およびX-2年に食道ESDを施行し，それぞれpT1a-MM，
pT1a-EP，いずれも脈管侵襲陰性，断端陰性であった．その後は年1回の上
部消化管内視鏡検査（EGD）とCTで経過観察していた．X年7月のEGDで，
下部食道に粘膜下腫瘍様隆起を認め，ボーリング生検を実施した．病理結
果はFibrosisでCRT後の繊維化の所見と考えた．X年10月の再検EGDで粘膜
下腫瘍様隆起は増大していたが，生検は肉芽のみで悪性所見は認めなかっ
た．その後，嚥下困難が出現し，X年11月のEGDで腫瘤のさらなる増大と食
道内腔の狭窄を認めた. 生検で壊死を伴った極めて異型の強い腫瘍細胞の増
殖を認め，造影CTで下部食道の壁肥厚，腫瘤形成，周囲リンパ節腫大を認
めた．食道癌の再発として同年12月に胸腔鏡下食道亜全摘術を施行した．切
除標本の病理学的所見は，多稜形ないし不整形を呈したきわめて異型の強い
腫瘍細胞が特定の構造を形成せず増生し，一部紡錘形の錯綜配列を呈す異型
胞を認めた．免疫染色は，vimentin陽性，AE1/AE3陰性，αSMA一部陽性，
desmin陰性，CCD34陰性，S100陰性で，未分化多形肉腫（undifferentiated 
pleomorphic sarcoma）の診断となった．食道原発の未分化多形肉腫は極め
て稀で，本例はESD後の追加放射線照射（RT）後15年目に肉腫が発生した，
いわゆる放射線誘発肉腫である可能性が高い。食道ESD後非治癒切除症例に
対する追加CRTの高い有効性が示された近年，RTを受けた食道ESD後症例
は今後増加する可能性がある．食道ESD後のサーベーランスEGD時にはRT
後の晩期合併症の一つとして放射線誘発肉腫の発生を念頭におく必要がある
と思われた．

食道癌 ESD 後の追加化学放射線治療後
15 年目に発生した未分化多形肉腫の一
例

PL-10
（内）

岩手医科大学 内科学講座消化器内科消化管分野1）、
岩手医科大学 小児科学講座2）

○鵜浦　真伍1）、鳥谷　洋右1）、春日井　聡1）、佐々木　裕1）、大泉　智史1）、
永塚　真1）、森下　寿文1）、富田　一光1）、赤坂　理三郎1）、梁井　俊一1）、
塩畑　健2）、松本　主之1）

【症例】14歳女児．【主訴】易疲労感．【既往歴・家族歴】特記事項なし．【現病歴】
2016年（9歳時）より貧血を指摘され，2018年（11歳時）に高度貧血を契機
に行った全身精査で皮膚，皮下，頭蓋内，左虹彩，十二指腸に血管腫を認め
Blue rubber bleb nevus syndrome（BRBNS）と診断された．十二指腸血管
腫が貧血の原因と判断し，ポリドカノール局注療法を行い，経過観察となっ
ていた．2020年9月に異食症を認めるようになり近医を受診，血液検査でHb 
11.1g/dlと貧血の進行は軽度であった．2021年4月から立ちくらみが出現する
ようになり近医を受診．血液検査でHb 3.5g/dlと著明な貧血を認めたため貧
血改善および消化管精査目的に入院となった．【経過】上部内視鏡検査では，
十二指腸乳頭に接するように血管腫を認めた．カプセル内視鏡検査では小腸
内に複数の血管腫と腸管内の血液が観察された．消化管血管腫が貧血の原因
と判断し，小腸病変に対して経口および経肛門ダブルバルーン内視鏡を用い
ポリドカノール局注療法を施行した．十二指腸乳頭に接する病変に対しては，
硬化療法後の潰瘍形成，炎症の波及に伴う胆道閉塞のリスクを考慮し，胆管
ステントを留置後にポリドカノールを計1.5ml局注した．術後ERCP後膵炎を
認めたが軽症であり、保存的に改善した．治療10日後の内視鏡検査で血管腫
の脱落を確認し、以降外来で経過観察中である．【考察】BRBNSは静脈奇形
が多臓器に生じる稀な疾患であり，原因不明の消化管出血をきたす症例も存
在する．消化管病変に対する治療法として、近年では粘膜切除や硬化療法な
どの低侵襲な内視鏡治療の報告が散見される．なかでも、ポリドカノール局
注による硬化療法が注目されているが，本法を傍乳頭部の血管腫に施行した
報告はない．本症例では予防的に胆管ステント留置を行うことで大きな偶発
症無く治療し得たと考えられる．【結語】乳頭近傍の血管腫に対して胆管ス
テント留置併用内視鏡的硬化療法を施行したBRBNSの1例を経験した．乳頭
部近傍に対する血管腫の内視鏡治療例の報告は無く，貴重な症例と考えられ
る．

乳頭近傍の血管腫に対して胆管ステント留
置併用内視鏡的硬化療法を施行した Blue	
rubber	bleb	nevus	syndrome の 1 例

PL-09
（内）

プ
レ
ナ
リ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン



― 136 ―

公立相馬総合病院
○佐藤　賢太郎、熊川　宏美、藁谷　雄一、佐竹　隼輔、鈴木　宏幸

【緒言】内視鏡的バルーン拡張術 (EBD) で改善が得られない難治性の消化管
良性狭窄においてRadial incision and cutting法(RIC)は外科的治療を回避する
手段として有用であるが、十二指腸での本邦報告例はみられていない。今回、
十二指腸下行部の良性狭窄に対し、RIC+EBDを施行した1例を経験したので
報告する。

【症例】73歳男性が5 ヶ月間のジクロフェナク錠内服後に心窩部に違和感を自
覚した。症状が2 ヶ月間持続したため2021年6月に近医で上部消化管内視鏡検
査(EGD)を施行され、胃・十二指腸に潰瘍を指摘され内服加療が開始されたが、
自己中断していた。同年7月に嘔吐、食欲不振、黒色便を主訴に前医で受診
し、EGDで十二指腸下行部にpin hall状の狭窄を認められ、スコープ通過困難
であり当院へ紹介・入院となった。血液検査では抗H. pylori IgG抗体・便中
H. pylori抗原陰性、ガストリンは基準値内であった。貧血があり輸血された
上で、EGDを再検された。狭窄部は極細径内視鏡も通らないため精査目的に
同内視鏡通過可能な程度にEBDを施行された。狭窄部の周囲粘膜に不整所見
はなく、同部位から生検を施行したが悪性所見は認めなかった。狭窄部の超
音波内視鏡・造影CT・MRI・PET-CT検査では膵癌を含む悪性狭窄は否定的
で、NSAIDs潰瘍による十二指腸狭窄と診断された。外科と協議の上、患者・
家族へ胃空腸バイパス術も提示されたが、内科的加療を希望した。入院23日
目にIT knife nanoを用いてRICを行った。狭窄部の瘢痕は半周性であり半周
のRICに留めた。スコープ通過不可であったためEBDを追加し、スコープ通
過可とした後に拡張部にトリアムシノロン 40mgの局注を行った。治療翌日
から食事を再開し、入院30日目にEGD再検を行い再狭窄をきたしていたため、
再度EBDを施行した。その後は症状なく経過し、入院35日目に退院した。退
院後1 ヶ月でのEGD再検でスコープの通過が可能であり、外来で経過観察さ
れている。

【考察】NSAIDs潰瘍による十二指腸狭窄に対するEBD施行例や、小腸狭窄
に対するRIC施行により軽快を得た報告例はあるが極少数である。本症例は
NSAIDs潰瘍による十二指腸下行部の狭窄に対してEBD+RICを施行し、軽快
をえた希少な1例であり報告する。

NSAIDs 潰瘍による十二指腸下行部狭窄
に対して ,RIC+EBD を施行し軽快した
1 例

PL-14
（内）

福島県立医科大学 医学部 消化器内科学講座1）、
福島県立医科大学附属病院 内視鏡診療部2）

○佐藤　秀紀1）、郡司　直彦1）、引地　拓人2）、加藤　恒孝1,2）、中村　純1,2）、
鬼澤　道夫1）、高住　美香1）、川島　一公1）、橋本　陽1,2）、小橋　亮一郎1,2）、
柳田　拓実1）、鈴木　玲1）、杉本　充1）、佐藤　雄紀1）、入江　大樹1）、
高木　忠之1）、大平　弘正1）

【緒言】over-the-scope-clip system（OTSC）は消化管出血, 消化管穿孔, 瘻
孔等に対して有用なdeviceとして注目されている. またHistoacryl（HA）は
cyanoacrylate系薬剤としてEISにより主に食道胃静脈瘤治療に使用されて
いる薬剤である. 今回, この2つの併用療法により, coronavirus disease 2019

（COVID-19）患者に生じた急性出血性直腸潰瘍の止血に成功した1例を経験
したので報告する. 【症例】COVID-19肺炎による当院での入院加療中に呼吸
状態が悪化し, 人工呼吸管理となり, Extracorporeal Membrane Oxygenation

（v-v ECMO）が導入されていた69歳男性に血便が認められ, 出血性ショック
となった. 下部消化管内視鏡検査で直腸Rbの多発潰瘍から出血を認め, 急性
出血性直腸潰瘍と診断した. 内視鏡的にclip止血法, 高周波止血法, 高張ナト
リウム・エピネフリン法（HSE）法を併用した止血術を計7回施行し, 用手的
圧迫や経肛門的結紮術も併用したが, 完全止血は得られなかった. そこで8回
目の内視鏡的止血術の際に直腸の出血点に対してOTSCを施行し, その基部
にEISで100%HAを注入したところ, 止血が得られた. その後血便は認められ
ず, v-v ECMOは離脱され, OTSCとEIS（HA法）を併用した止血術から77日
後に近医へ転院となった. 【考察】COVID-19患者の消化管出血が報告されて
おり, 急性出血性直腸潰瘍の報告も散見される. 原因としてはCOVID-19関連
の凝固異常による虚血性変化や長期臥床，ストレス, DICによる影響等が考
えられており， 内視鏡的止血に難渋し, IVRでも止血が得られず, 外科的手術
が施行された症例も報告されている. 虚血性変化により脆弱となった粘膜か
らの出血には出血責任血管を閉塞し得るEISが有用な可能性があり, 本症例に
おいてもOTSCとの併用で止血が得られた. 頻回の内視鏡的止血処置を要した
COVID-19の直腸潰瘍出血症例であり，極めて示唆に富むものと考えられた
ため，報告する.

COVID-19 患者に生じた急性出血性直
腸潰瘍に Histoacryl 局注による止血術
が有効であった 1 例

PL-13
（内）
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太田西ノ内病院 消化器内科1）、太田西ノ内病院 病理診断科2）

○亀岡　英介1）、綿引　優1）、竹田　悠太郎1）、間　浩正1）、小田島　肇2）、
橋本　健明1）、今村　秀道1）、迎　愼二1）

【症例】60歳女性【主訴】なし【既往・内服歴】なし【経過】2019年1月、前
医で施行された上部消化管内視鏡において、胃体中部前壁に隆起性病変を指
摘され、精査加療目的に当院へ紹介となった。当院の上部消化管内視鏡では
胃体中部前壁に大きさ20 mm程度の内部に陥凹を有する粘膜下腫瘍様の隆
起性病変を認めた。NBI併用拡大観察では陥凹面に一致した領域にirregular 
microsurface pattern, 明瞭なdemarcation lineを認め、同部位からの生検で
はadenocarcinoma, tub1の結果が得られた。EUSでは第3層を主座とする低エ
コー腫瘤として描出することができ、その内部に点状の無エコー像が散見さ
れた。CTでは明らかなリンパ節転移や遠隔転移は指摘されなかった。術前診
断として早期胃癌、M, Ant, 0-IIa+0-IIc, cT1b(SM), Ul0, 20mm, 進行度分類を
T1N0M0, cStage Iと判断し、幽門側胃切除、D1郭清術を当院外科で施行され
た。切除標本ではadenocarcinoma, tub1＞tub2＞pap, pStage IAで治癒切除
であった。また病変部の粘膜下層にのみ、胃腺の増殖を認め、限局多発型の
異所性胃腺と判断した。一部の胃腺組織において正常上皮細胞から癌細胞に
移行する領域が確認され、異所性胃腺から直接発生した胃癌と診断した。術
後は合併症や再発なく経過されている。【考察】粘膜下腫瘍様形態を呈する
胃癌は全切除胃癌の0.53-1.27%とされ、本症例は異所性胃腺由来の胃癌であっ
たことがその形態に関与したと考えられた。異所性胃腺は本来粘膜固有層に
存在する胃腺組織が粘膜下層に増殖したものと定義される。びまん型の異所
性胃腺では多発性の胃癌を効率に合併し、胃全摘を推奨する報告もあるが、
本症例は限局した異所性胃腺であったためか、残胃での再発なく経過してい
る。また異所性胃腺はその近傍の粘膜に癌が発生するparacancerous lesionと
しての報告が多く、本症例のように胃腺からの直接的な癌化の報告は稀であ
る。【結語】異所性胃腺より直接発生したと考えられた、粘膜下腫瘍様の形
態を呈する高分化型腺癌の1例を経験した。

異所性胃腺の存在を背景に特徴的な粘膜
下腫瘍様の形態を呈した高分化型腺癌の
1 例

O-004
（内）

福島県立医科大学 医学部 消化器内科学講座1）、
福島県立医科大学附属病院 内視鏡診療部2）、
福島県立医科大学医学部 病理病態診断学講座3）

○小林　玲子1）、引地　拓人2）、加藤　恒孝1,2）、中村　純1,2）、高住　美香1）、
橋本　陽1,2）、小橋　亮一郎1,2）、柳田　拓実1）、鈴木　玲1）、杉本　充1）、
佐藤　雄紀1）、入江　大樹1）、高木　忠之1）、鈴木　エリ奈3）、橋本　優子3）、
大平　弘正1）

【緒言】胃底腺型胃癌には胃底腺型腺癌と胃底腺粘膜型腺癌が存在し，胃底
腺粘膜型腺癌は胃底腺のみならず腺窩上皮への分化も示すことが特徴であ
る．ESD検体の病理組織学的評価で粘膜下層（SM）深部浸潤とリンパ管侵
襲を認め，追加外科切除を行った胃底腺粘膜型腺癌の1例を報告する．【症例】
70歳台女性．検診EGDで発赤調陥凹病変が認められ，生検でGroup 5(tub1)と
診断された．当院での精査EGDにおいて，萎縮のない胃粘膜を背景に，胃癌
は胃体上部大彎に10mm大の褪色調で段差のない平坦な陥凹性病変として認
められた．病変の辺縁は，なだらかな粘膜下腫瘍（SMT）様の隆起を呈して
いた．NBI拡大観察で，demarcation lineならびに不整な表面微細構造およ
び微小血管構築像が認められ，分化型腺癌に矛盾しなかった．しかし，ピロ
リ菌未感染胃粘膜（血清抗体と便中抗原も陰性）の胃上部に存在する，なだ
らかなSMT様隆起を有する胃癌であったことから，胃底腺粘膜型腺癌が強く
疑われた．EUSでSM浸潤を積極的に疑う所見を認めなかったため，ESDが
施行された．ESD検体の病理組織学的評価でR0切除であったものの，癌深達
度はSM2（520μm），リンパ管侵襲陽性（Ly1）であり，eCura C-2と判定さ
れた．また，腫瘍部の免疫染色において，pepsinogen-Iが粘膜深層とSMで陽
性，MUC6が粘膜深層からSMで陽性，MUC5ACは粘膜表層で陽性，H+/K+-
ATPaseは粘膜深層で陽性であったことから，胃底腺粘膜型腺癌と診断され
た．追加外科切除が施行されたが，リンパ節転移は認められなかった．【結語】
胃底腺粘膜型腺癌は，胃底腺型腺癌に比較して悪性度が高いことが示唆され
ているが，報告されているpSM例の多くはSM1である．本症例はpSM2かつ
リンパ管侵襲陽性の胃底腺粘膜型腺癌であった点で貴重である．

粘膜下層深部浸潤とリンパ管侵襲を伴っ
た胃底腺粘膜型腺癌の 1 例

O-003
（消）

公立岩瀬病院 内科1）、
公立岩瀬病院 検査科2）、福島県立医科大学 医学部 消化器内科学講座3）、
福島県立医科大学付属病院 内視鏡診療部4）

○鈴木　友里子1）、今泉　博道1）、國分　政樹1）、吉田　直衛1）、小野　伸高2）、
佐藤　秀紀3）、中村　純4）、片倉　響子1）

【症例】40歳、女性【既往歴】鉄欠乏性貧血【経過】2020年11月に検診の上
部消化管内視鏡検査で胃体上部小弯に30 mm大の褐色調扁平隆起性病変を認
めたが、生検の結果Group 1であった。H.pyroli未感染の胃粘膜に限局して存
在する隆起性病変であり、早期癌の可能性を考え、NBI併用拡大観察を施行
した。背景粘膜と病変の境界線（demarcation line：DL）は不明瞭で、不規
則な微小血管構築像（irregular microvascular pattern：IMVP）・不規則な
表面微細構造（irregular microsurface pattern：IMSP）を認めなかったた
め、炎症の可能性が高いと判断した。ボノプラザンを8週間内服し、3か月後
に再度NBI併用拡大観察を施行したところ、腫瘍表面に腺開口部・腺間部の
開大、樹枝状血管を認め、DL陽性、IMVP・IMSP陽性であった。前回生検
した際の組織標本に免疫染色を行い、pepsinogen I陽性 、H+/K+-ATPase陽性、
MUC 6陽性であったため、内視鏡所見と合わせて胃底腺型胃癌の可能性が高
いと判断した。6月に内視鏡的粘膜下層剥離術を施行し、合併症なく一括切
除した。腫瘍部の病理では、胃底腺への分化を示す腫瘍細胞もあるが、多く
の領域で腺窩上皮や頸部粘液腺に分化した腫瘍細胞がみられた。免疫染色を
行い、pepsinogen I陽性、H+/K+-ATPase陽性、MUC 6陽性、MUC 5 AC陽
性となったため、胃底腺粘膜型腺癌と診断した。病理診断は、ML、Less ～
Ant、56×47 mm、Type 0-IIa、42×37 mm、胃底腺粘膜型腺癌、pT1b2（2600 
μm）、pUL0、Ly0、V0、pHM0、pVM0、eCura C-2となった。脈管侵襲は
ないものの、粘膜下層深部まで浸潤しているため、追加外科切除の方針となっ
た。【考察】胃底腺型胃癌は低異型度・低悪性度の腫瘍と報告されてきたが、
高悪性度の症例や多彩な細胞分化を伴う症例が散見され、その代表として胃
底腺粘膜型腺癌が提唱された。本症例は病理診断に難渋したが、順天堂大学
人体病理病態学講座 八尾 隆史先生にコンサルテーションし、確定診断に至っ
た。H.pylori未感染の分化型胃癌の一つとして、今後も注目すべき腫瘍であり、
内視鏡的および病理学的特徴について報告する。

内視鏡的粘膜下層剥離術後に胃底腺粘膜
型腺癌と診断した 1 例

O-002
（内）

公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 消化器内科1）、
日本鋼管福山病院 内科2）、岡山大学病院 病理診断科3）

○松本　磨依1）、室　信一郎2）、持田　浩志2）、楠本　智章2）、武　進2）、
井川　卓郎3）、石木　邦治2）、水野　元夫1）

近年、鮮紅色の山田3型ポリープでラズベリー様の形態を呈する胃腺窩上皮型
胃癌が報告され注目されている。今回我々は3年の経過を追うことができた
ラズベリー様胃腺窩上皮型胃癌の1例を経験したので報告する。症例は51歳
男性。2009年より定期的に上部消化管内視鏡検査を受けていたが、2017年に
胃体中部大弯に初めて萎縮のない粘膜を背景とした山田3型ポリープを認め、
経過観察していた。病変は3年間で緩徐に増大し、次第に亜有茎性が目立つ形
態に変化した。緩徐ではあるが次第に増大傾向にあり、2020年6月に施行した
上部消化管内視鏡検査でラズベリー様の特徴的な形態から腺窩上皮型腺癌が
疑われた。total biopsyによる病理学的評価のためEMRを施行し、胃型の腺
窩上皮型腺癌と診断された。ラズベリー様胃腺窩上皮型腺癌はHelicobacter 
pylori未感染胃に発生しうる胃癌の1つとして注目されているが、その進展様
式に関しては報告が乏しい。前庭部に発生し短期間に増大した症例の報告が
あるが、本症例では増大傾向、形態変化を認めものの、その変化は緩徐であっ
た。ラズベリー様胃腺窩上皮型胃癌は通常本例のように胃体部の胃底腺粘膜
に発生するものの報告が多いが、発生部位よる差を含め本疾患の進展様式に
ついては今後の症例の蓄積が待たれる。

3 年の経過が追えたラズベリー様胃腺窩
上皮型胃癌の一例

O-001
（内）

一
般
演
題



― 140 ―

大崎市民病院 消化器内科
○保田　悠乃介、佐藤　雄一郎、大坂　龍也、丹野　尚太朗、矢野　翔太、

小野寺　基之、伊藤　博敬、大矢内　幹、五十嵐　勇彦、境　吉孝

【症例】72歳、男性【主訴】下腹部痛【既往歴】71歳時に早期胃癌【内服薬】
エソメプラゾール20mg/日【現病歴】1週間前からの下腹部痛のため前医を受
診したが症状の改善を認めないため当院を受診した。採血上白血球数13000/
μL、CRP10mg/dLと炎症反応の上昇を認めた。CTでは十二指腸下行脚の腸
管浮腫を認め、小腸内に内容物貯留を認めた。腸閉塞が疑われ、精査加療目
的に当院消化器内科に入院した。【経過】保存的加療を開始したが、改善は
認めなかった。第5病日に38℃台の発熱も認めたため、造影CTを施行したと
ころ、十二指腸水平脚から上行脚まで浮腫状の壁肥厚と一部造影不良域を認
めた。同部に潰瘍や穿通を疑う所見を認めたため、小腸内視鏡を施行した。
胃内に多発する内出血斑を認めた他、十二指腸水平脚に壊死を疑う粘膜色調
不良を認めた。採血上ANCAや抗核抗体は陰性であり、好酸球やIgEの上昇
も認めなかったが、第13因子の低値を認めた。CTでは腹部動脈など主要血管
に明らかな閉塞は認めなかった。以上よりIgA血管炎による十二指腸病変を
疑った。十二指腸の壊死や穿通を疑う病変について手術適応を外科と相談し、
外科転科の上保存的加療を行う方針となった。転科後両下肢の紫斑や血尿な
どの症状も出現した。皮膚生検で白血球破砕性血管炎、腎生検でメサンギウ
ム増殖性糸球体腎炎を認めIgA血管炎に矛盾しない所見を得た。プレドニゾ
ロンを40mg/日より投与を開始し、症状は改善を認めた。第28病日に小腸内
視鏡で十二指腸を再度観察した。十二指腸水平脚に明らかな潰瘍瘢痕などは
認めず、粘膜色調不良や粘膜浮腫の改善を認めた。【考察】IgA血管炎は小児
に好発し、成人発症例は小児の5 ～ 10%程度と比較的稀である。また、消化
器症状が皮膚所見に先行するIgA血管炎は全体の2 ～ 3割程度とされている。
本症例のように高齢で消化器症状が先行する症例は他疾患との鑑別を要する
ため、診断に苦慮することが多い。良好に経過する症例が多いものの、腸管
壊死や腸重積を来たし緊急手術を要する症例もあるため、急性腹症の際は鑑
別として念頭に置く必要がある。

消化器症状で発症し、腸管壊死が疑われ
た高齢男性 IgA 血管炎の一例

O-008
（消）

岩手県立中央病院 消化器内科
○内村　尚樹、城戸　治、増尾　降行、猪股　奈々、永塚　圭、田邊　瑞樹、

林　秀大、本多　俊介、白木　健悠、伏谷　淳、渡邊　崇、赤坂　威一郎、
池端　敦

【症例】40代男性【既往歴】30代十二指腸潰瘍、ピロリ除菌済み【喫煙】20
本/日x23年間【飲酒歴】機会飲酒【現病歴】早朝より暗赤色便あり紹介とな
る。【現症】腹部平坦軟圧痛なし、意識清明、直腸診にて暗赤色便付着【CT】
造影剤のリークは認めず。肝内の肝動脈の蛇行拡張、実質の造影効果不均衡
あり、膵頭部、尾部に多血性結節疑い。十二指腸球部の腸管壁に血流が視認
される。【上部内視鏡検査】十二指腸球部下面に小潰瘍あり水洗で噴出性出
血ありクリップにて止血した。挿入時下咽頭後壁に毛細血管拡張症疑いあり。

【経過】十二指腸潰瘍の再出血を来たし凝固止血にて処置、以降は再出血な
く経過。詳しく聞けば家族歴にて父がHHTの診断あり、ご本人の鼻出血も多
く、歯肉出血もあり、弟も出血症状あることが判明。【追加検査】腹部超音
波検査にて肝動脈の拡張蛇行、末梢脈管のシャントあり。EOBMRI肝細胞相
にて肝内に取り込み低下認めず、拡散強調像にて肝、膵に腫瘍を疑う変化認
めず。超音波内視鏡にて膵尾部に低エコー領域を認めドップラーにて微細な
脈管の増加を認めた。造影早期にて周囲膵実質より濃染を認め経過にて周囲
との境界は不明瞭となった。頭部MRIにて脈管の異常は認めず。【診断】診
断基準を満たすものとしてHHTの診断とした。【考察】HHTは発症頻度が少
なくとも一万人に一人の常染色体優性遺伝性疾患である。HHTに伴う消化管
領域の動静脈瘻の報告は多くはないが、小潰瘍を形成し噴出性出血を来した
こと、造影CTにて十二指腸壁の動脈の描出があることから、毛細血管拡張
ではなく動静脈瘻からの出血も考えられた。再出血時には止血困難な血管の
場合には血管造影からの止血処置も考慮しながらの対応となった。報告から
は遺伝性出血性毛細血管拡張症の40-70％に肝臓内の動静脈瘻があり、また、
30-60％に膵臓病変があり毛細血管拡張と動静脈瘻は2対1程度の比率とされ
る。造影CTでの肝、膵での造影効果不均衡が診断の契機となっており、本疾
患も鑑別として詳細な病歴、家族歴聴取、身体所見の確認が重要と考えられ
た。

十二指腸出血にて判明した遺伝性出血性
毛細血管拡張症（HHT）

O-007
（消）

つがる総合病院 消化器・血液・膠原病内科1）、
弘前大学大学院医学研究科 消化器血液内科学講座2）、
青森県総合健診センター 3）、弘前大学大学院医学研究科 病理生命科学講座4）

○中川　悟1）、下山　克2,3）、海老名　徹1,2）、前田　高人1,2）、木村　昌代1,2）、
太田　真二1,2）、小山　隆男1,2）、岩村　秀輝1）、鬼島　宏4）、福田　眞作2）

【症例】63歳，女性【主訴】下腿浮腫，体重減少【既往歴】13歳：虫垂炎，46歳：
骨盤骨折【現病歴】　令和元年10月頃から両側下腿浮腫が出現した．11月に
当院循環器内科を受診し，心疾患は否定されたが，Alb 2.5 g/dlと低アルブミ
ン血症を指摘された．食事のたびに下痢があり，食事摂取が困難とのことで，
12月に当科紹介となった．上部消化管内視鏡検査（EGD）で，食道下部に胃
石が嵌頓しており，胃内に落として細かく破砕した．EGD後，経口摂取が可
能となった．　令和2年1月，下腿浮腫が増悪するとのことで，当科を再受診
した．元々の体重は40kg前後であったが，55.9kgまで体重が増加していた．
経口摂取は可能であったが，Alb 2.0 g/dlとさらに低下しており，精査加療目
的で当科入院となった． CT検査では，多量の腹水貯留がみられた．腹水細
胞診では，悪性所見は認めなかった．EGD再検し，胃石はみられず．十二指
腸は浮腫状で，発赤が散在していた．十二指腸から生検を行い，粘膜下層で
のリンパ管の拡張がみられた．リンパ管シンチグラフィーでは，両下肢～腹
部のリンパ流に明らかな異常所見を認めなかった．99mTc-DTPA結合HSA
シンチグラフィーでは腸管外への明らかな漏出は確認できなかったが，腸管
リンパ管拡張症による蛋白漏出性胃腸症と考えられた．　高蛋白・低脂肪食
と中鎖脂肪酸製剤を開始したところ，徐々にアルブミン値は上昇し，2月末
の退院時にはAlb 2.6 g/dlであった．下腿浮腫はフロセミド投与で改善し，体
重は36.0kgまで減少した．退院後，現在まで中鎖脂肪酸製剤を継続し，Alb 3.6
～ 3.8g/dlで推移している．浮腫の出現はなく，体重は45kgまで増加した． 【結
語】胃石を合併した蛋白漏出性胃腸症の１例を経験した．胃石と蛋白漏出性
胃腸症の関連について考察した文献・報告は確認できなかった．蛋白漏出性
胃腸症について、中鎖脂肪酸製剤の投与で長期間の良好なコントロールが得
られた．

胃石を伴った蛋白漏出性胃腸症の１例O-006
（内）

国立病院機構仙台医療センター 消化器内科1）、
国立病院機構仙台医療センター 臨床検査科2）

○板坂　卓穂1）、荒　誠之1）、高橋　靖1）、杉村　美華子1）、岩渕　正広1）、
岡　直美2）、櫻田　潤子2）、鈴木　博義2）、真野　浩1）、鵜飼　克明1）

【背景】好酸球性胃腸炎（Eosinophilic gastroenteritis；EGE）は消化管に好
酸球浸潤に伴う粘膜傷害をきたす原因不明の慢性炎症性のアレルギー疾患で
ある。近年のアレルギー疾患症例増加に伴い今後EGE症例も増えてくること
が予想されている。【目的・方法】EGEの重症度(潰瘍の有無、ステロイド使
用の有無等)と、それに関連する臨床学的パラメータを明らかにすることを目
的とした。2017年10月～ 2020年8月までに当院で診療したEGE症例（25例）
を抽出しretrospective にその臨床学的特徴に関して検討した。【結果】平均
年齢51.9歳（18-86）、男：女は16：9、好酸球証明部位は胃15例、十二指腸14例、
小腸4例、大腸5例であった。他のアレルギーの既往ありは9例（36％）、最多
の好酸球浸潤数で100 ／ HPF以上が5例（20％）、末梢血好酸球数は平均450/
μl (10-2450）、非特異的IgE値は平均742.4 IU/mL (30-2786）、内視鏡所見とし
ては潰瘍形成を7例（28％）に認めた。ステロイド投与は12例（48％）と約
半分に行っていた。出血や穿孔のリスクとなりえる潰瘍形成の有無別と、ス
テロイド投与の有無別での検討では各臨床学的パラメータに有意差は認めな
かった。全例で抗アレルギー剤と酸分泌抑制剤（PPI・PCAB）の投与を行っ
ており、ステロイド投与群12例のうち中止困難でステロイド投与を維持・継
続しているのは3例（25％）のみであった。【考察・結語】ステロイド投与例
でも極期のみのステロイド使用で、中止後は抗アレルギー剤や酸分泌抑制剤
で経過観察可能な症例が多かった。EGEの加療として症例によってはステロ
イド投与も必要であるが、抗アレルギー剤や酸分泌抑制剤投与が重要な位置
を占めることが確認できた。初療の段階でのステロイド投与の必要性や難治
例の臨床的特徴に関しては今回はっきりした傾向は認めず，今後のさらなる
症例データの蓄積が必要と思われた。

当院における好酸球性胃腸炎症例の検討O-005
（消）
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福島県立医科大学 医学部 消化器内科学講座1）、
福島県立医科大学 医学部 皮膚科学講座2）

○佐久間　千陽1）、郡司　直彦1）、川島　一公1）、佐藤　秀紀1）、村上　舞1）、
鬼澤　道夫1）、森　龍彦2）、大平　弘正1）

【緒言】Immune-related Adverse Event(irAE)は免疫チェックポイント阻害
薬に伴う自己免疫関連の有害事象である．irAE腸炎は炎症性腸疾患に類似し
た病態を呈し，時に消化管穿孔や大量出血などの重篤な状態に至る．ニボル
マブ単独療法の13.3 ％で腸炎を生じ，重症化例の頻度は1.3 ％である．多く
がステロイドで改善するが難治性の症例も複数報告されている．今回，ステ
ロイド抵抗性かつサイトメガロウイルス(CMV)感染を合併した小腸出血のコ
ントロールが困難なirAE腸炎に対して，インフリキシマブ(IFX)が有効だっ
た1例を経験したので報告する．【症例】右大腿部原発悪性黒色腫，多発脳転
移と診断された60歳台男性．2021年5月にニボルマブ１回目の投与後の第22
病日に倦怠感が出現し，CTCAE Grade2相当の腎機能障害・尿蛋白を認めた．
irAEに伴う腎障害として同日よりプレドニゾロン(PSL)を100mg(2 mg/kg)で
開始された．同日黒色便も認められたため，上部消化管内視鏡検査(EGD)を
施行された．胃体部小弯～後壁を中心に多発胃潰瘍を指摘され，エソメプラ
ゾールを開始された．速やかに黒色便は消失し腎障害も改善したためPSLを
60 mgまで漸減されたが，第48病日に大量の血便及び出血性ショックを来し
た．EGDで出血源は認められず，下部消化管内視鏡検で回腸末端に血液の貯
留と潰瘍の散在を認められ，小腸からの出血が疑われた．症状出現前から高
容量PSLが投与されており，ステロイド抵抗性のCTCAE Grade3相当の重症
irAE腸炎と診断し，第51病日にIFXを導入された．さらに第53病日にCMV
抗原検査陽性を確認しガンシクロビルを開始された．なお病理結果ではアポ
トーシス及びCMV陽性細胞のいずれも認められた．その後，速やかに血便は
改善し，CMV治療終了・PSL漸減後も腹部症状は再燃なく経過している．【結
語】他臓器irAEがありステロイドを高用量かつ比較的長期投与されていた，
ステロイド抵抗の重症irAE腸炎・CMV腸炎合併例を経験した．重症irAE腸
炎ではIFX投与の的確な判断と，CMV感染の確認が必要と考えられた．

ステロイド抵抗性かつサイトメガロウイ
ルス感染を合併した irAE 腸炎に対して
インフリキシマブ治療が有効だった 1 例

O-012
（内）

みやぎ県南中核病院 外科
○今村　健人、富田　侑希、佐藤　英昭、望月　保志、武藤　満完、上野　達也、

菊池　寛、後藤　均、鈴木　幸正、後藤　慎二、宮崎　修吉

【症例1】45歳，男性。19歳発症のクローン病に対し25歳で大腸亜全摘及び回
腸結腸吻合術を施行した。その後，薬物治療を継続していたが35歳より通院
を自己中断していた。45歳で左下腹部痛を主訴に当院を受診し，皮下及び腹
腔内膿瘍を認め入院となった。精査の結果，吻合部の高度狭窄を認めたため
手術の方針となり，第48病日に吻合部切除術を施行した。術後経過は良好で
術後13日目に退院した。病理組織所見としては，狭窄部の粘膜下層の線維化
と陰窩膿瘍が確認された。【症例2】36歳，女性。20歳発症のクローン病に対
し21歳で回盲部切除術及び直腸部分切除術を施行した。その後、薬物治療を
継続していたが，33歳より薬物治療を自己中断していた。36歳の時に当院で
の定期フォローの内視鏡検査で吻合部狭窄を認め，その後，腸閉塞を繰り返
したため手術の方針となった。手術は吻合部切除術を施行し，術後経過は良
好で術後8日目に退院となった。病理組織診では狭窄部に強い線維化が指摘
された。【考察】クローン病は肉芽腫性炎症性疾患であり，再燃と寛解を繰
り返しながら，高率に腸管切除となる。近年，診断5年後における累積手術
率は減少しており，生物学的製剤などの新規治療が腸管合併症の予防に貢献
していると推察される。しかし，狭窄に対する手術率は増加しており、薬物
治療によって治療可能な炎症性狭窄やその他の合併症は抑えられているが，
薬物治療に反応性が低い線維性狭窄の割合が相対的に増えたためと考えられ
る。線維性狭窄は慢性炎症に伴うコラーゲン産生が主体であり，慢性的な炎
症の回避が重要と考えられる。そのため，寛解導入療法のみならず，寛解維
持療法や定期的な診察・検査を続けることが重要であると考えられた。

治療を自己中断し吻合部再発を来したク
ローン病の 2 例

O-011
（消）

山形県立中央病院
○土田　秀治、名木野　匡、木曽　康平、梶浦　大貴、山田　雄太、

柴山　達也、鈴木　郁也、渡邉　祐介、赤松　学、伊藤　美保、藤嶋　昌一郎、
白幡　名香雄、鈴木　克典、武田　弘明

【症例】30歳代　女性 【主訴】発熱 【既往歴】2012年　虫垂炎手術、2013年　
腹腔内膿瘍、小腸部分切除術 【現病歴】2017年5月に発熱、食思不振が出現。
血液検査で炎症反応高値およびCTで右腸腰筋膿瘍形成を認めたため、抗菌薬
にて保存的加療を施行した。精査目的の下部消化管内視鏡検査で縦走潰瘍や
瘢痕を認め、過去の経過や手術標本の所見から小腸大腸型クローン病と確定
診断された。寛解導入目的に2017年6月からインフリキシマブ（IFX)とアザ
チオプリン（AZA）による治療を開始。その後、腹部症状は認めず寛解維持
したまま外来経過観察中であった。2019年8月中旬39度台の発熱を主訴に当
院救急外来受診し、精査加療目的に入院となった。 【臨床経過】入院時CTに
て腹腔内多発リンパ節腫脹、脾腫および髄外造血像を認め、血液内科コンサ
ルトし転科となった。骨髄生検にてびまん性大細胞型B細胞性リンパ腫と診
断された。2019年8月下旬よりR-CHOP療法施行。2019年10月下旬に中枢神経
浸潤を認めたため、HDMA療法開始。その後、自己末梢血幹細胞移植や中枢
神経浸潤に対して全脳照射施行するも病勢の進行と発熱性好中球減少症の合
併のため入退院を繰り返した。2020年8月下旬に肺炎、肺胞出血の合併によ
り呼吸状態の悪化を認め、同日死亡確認となった。 【考察】クローン病とリ
ンパ腫の関連について以前より議論が重ねられてきた。クローン病自体が悪
性リンパ腫のリスクになるとの報告に加えて、AZAや6-MPといった免疫調
節薬の長期使用が健常人と比較して3-4倍のリスク増加を来たすとの報告もさ
れている。合併する悪性リンパ腫の病型はB細胞型、EBV関連、肝脾T細胞
型など多様であるが、予後については通常発症例と比較して有意差はないと
されている。クローン病治療における抗TNFα製剤とAZA/6-MPの併用療法
は効果的な治療選択肢の一つであるが、長期使用による悪性リンパ腫合併リ
スクの説明と導入後のサーベイランスが重要であると考える。

びまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫を合
併した小腸大腸型クローン病の 1 例

O-010
（消）

仙台赤十字病院 消化器内科
○大森　信弥、中野　絵里子、片岡　晃二郎、大楽　尚弘

【症例】41歳、男性。【既往歴】てんかん（全般発作）で加療中。【現病
歴】20XX年発症のクローン病（CD）。A県で大腸亜全摘の上、５－ASA、
Infliximab(IFX)、Azathioprine（AZA）加療の上、転居（独居）に伴い今後
の治療目的に、20XX+15年に当科紹介。全身精査で、慢性腎盂腎炎／膀胱炎・
神経因性膀胱が判明した。当科的には免疫抑制治療の見直しをしつつ、頻回
の発熱等で当院泌尿器科の入退院を繰り返していた。泌尿器科入院中、下痢
が出現し、大腸内視鏡で、びらん、潰瘍の悪化を認めたため、尿路感染の経
過が落ち着いた時点で20XX+17年2月に当科転科。【経過】絶食／ PICC挿入
TPN下、intensive GMAを併用して加療を開始した。下痢は消失したものの、
同年4月上旬より発熱が出現し、血圧低下を認めた。血小板も7.5万／μLと
低下し、緊急CTを施行したところ、PICCを挿入した腕頭静脈にair density
を認め、肺野には浸潤影を認めた。敗血症性ショック＋DIC+肺炎と診断し、
PICC抜去の上、ノルアドレナリン持続静注＋メシル酸ナファモスタットの投
与を開始した。当初、CTRX→（血液培養でグラム陰性桿菌検出後）VCMを
使用したが、症状軽快せず、（後にMRSA陽性が判明し）DAP＋PIPC/TAZ
に切り替えた。それでも発熱が遷延したため、DAPからLDZに切り替えたと
ころ、発熱は消退し、CT上も肺浸潤影が改善したのを確認し退院となった。

【考察】慢性尿路感染症に対し、泌尿器科からMINOが持続内服となっていた
状態で、CD治療のため、PICC/TPN管理下で加療開始した。その状況が易感
染状態に影響し、MRSA感染性血栓性静脈炎・肺炎、DIC/敗血症性ショック
を来したと考えられた。【結語】易感染状態のCD患者においては、安易な生
物学的製剤の使用を見直すこと、複数疾患を有するゆえの他科との連携など、
本症例を通して、多くの課題を学び得た。

敗血症性ショックとなり救命し得たク
ローン病の１例

O-009
（消）
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福島赤十字病院 消化器内科1）、福島赤十字病院 外科2）、
福島赤十字病院 病理診断科3）

○上田　健太1）、浅間　宏之1）、菅野　有紀子1）、児玉　健太1）、紺野　直紀1）、
大平　怜1）、青砥　慶太2）、田崎　和洋3）、遠藤　豪一2）、黒田　聖仁1）

【症例】70歳女性【主訴】意識障害【既往歴】50歳代、子宮脱【現病歴】2021
年3月に転倒し背部を打撲した。その翌日から徐々に意識レベルが低下し体
動困難となり当院へ救急搬送された。血液検査でPaCO2 60.9 mmHgと二酸化
炭素の貯留、pAMY 1708 U/Lと膵酵素上昇を認めた。胸腹部CTで高度食道
裂孔ヘルニアによる胃、横行結腸、膵尾部などの胸郭への逸脱を認めた。【経
過】高度の食道裂孔ヘルニア（HH）により換気障害と急性膵炎を来してい
ると考え、非侵襲的陽圧換気療法と蛋白分解酵素阻害剤などの投与を開始し
た。数日の経過で意識レベル、pAMY高値は改善したが食事再開後に血便が
出現した。造影CTで骨盤内の拡張腸管と腸管壁の造影不良を認め、絞扼性腸
閉塞疑いで緊急手術を行った。術中所見では回腸が上行結腸に先進し腸重積
を来していた。用手整復ののち切除した壊死腸管には腫瘍性病変等を認めず、
特発性腸重積と診断された。術後13日目に腹痛が出現し、造影CTで上行結腸
に回腸が重積しており、腸重積再発にて緊急手術となった。術中所見で回腸
は前回吻合部を先頭に上行結腸肝弯部まで先進していた。術後は腸重積の再
発を認めず軽快退院した。【考察】HHは食道胃接合部の位置と脱出臓器によ
り4病型に分類されるが、IV型HHは胃以外の臓器脱出を伴う最も稀な病型で
ある。膵実質の胸腔内侵入はさらに報告が少ないが、膵実質の屈曲などによ
り膵炎を来す例もあり、本症例でも同様の病態が疑われる。成人腸重積は腸
重積全体の5-10% 程度と稀で、腫瘍等の器質的病変を伴わない特発性はその
内10% 程度とさらに少ない。高齢者の特発性腸重積の発症には支持組織の脆
弱性等の解剖学的因子も原因として指摘され、後腹膜に固定された腸管と可
動性腸管の間を起点とし発生することが多い。本症例では支持組織脆弱性を
背景に、回腸末端がlead pointとなり、上行結腸への回腸陥入が繰り返され、
腸重積反復をした可能性がある。IV型HHが本症例の一連の病態を引き起こ
した可能性がある。

膵臓の胸腔内逸脱による膵炎と特発性腸
重積の反復を来した IV 型食道裂孔ヘル
ニアの一例

O-016
（消）

公益財団法人 仙台市医療センター 仙台オープン病院
○佐藤　宏樹、清水　孟、大平　哲也、原田　喜博、山形　拓、田中　恵、

嶋田　奉広、駒林　大智、伊藤　啓

【症例】50歳，男性．【既往歴】特記なし．【現病歴】入院日の7日前から心窩
部と下腹部痛を認めたため前医を受診し，精査加療目的に当科紹介受診と
なった．【食歴】生ものなし，機会飲酒．【現症】バイタルサイン正常範囲内．
腹部は平坦，軟で，左側腹部に最強点を持つ腹部全体の圧痛を認めた．四肢
の麻痺や感覚障害を認めなかった．【検査】腹骨盤部単純CTで骨盤内小腸と
下行結腸の壁肥厚を認めた.【経過】現病歴とCT所見より急性胃腸炎と診断
し，絶食・補液で保存的加療を開始した．第3病日に腹痛は軽快したが，両
手足の軽度のしびれと疼痛が出現し，第4病日に両下肢と腰部の疼痛を認め
た．第6病日に腹痛が改善したため食事を再開した所嘔吐と腹部膨満を認め
た．同日施行した腹骨盤部造影CTで小腸と大腸の壁肥厚は改善していたもの
の，空腸と回腸に口側腸管が肛門側に陥入した重積像と口側腸管の拡張を認
めた．典型的でないが胃腸炎に続発した腸重積を疑い，イレウス管を挿入し
たものの症状の改善なく，十分なインフォームドコンセントを行い外科手術
を行った．回腸末端部から約40cm口側に重積所見を認め整復し得たが，2か
所目の重積は判然としなかった．重積した部位及び全小腸に，重積の原因と
なる所見は認めなかった．術後，腹部症状は遷延しイレウス管を長期に留置
した．第10病日より下肢のしびれと疼痛が悪化し，下肢の脱力，歩行困難を
認め，第15病日に四肢の腱反射低下と弛緩性麻痺が出現したため，Guillain-
Barre症候群(GBS)を疑い専門病院へ転院し，GBSの診断が得られた．現在病
状は改善し，リハビリを行っている．【考察と結語】GBSは感染症等の後に発
症する免疫介在制ニューロパチーで，年間発症率は10万人あたり1.5人とされ
ている．PubMedで検索するとGBSで麻痺性イレウスを合併したものは重症
例で15%，自律神経障害を伴ったもので42%と報告があるものの，腸重積を
発症したという報告はない．自験例は急性胃腸炎を契機にGBSを発症し，非
特異的な腹部症状を伴ったため診断に苦慮した症例であり，文献的考察を加
え報告する． 

急性胃腸炎を契機に Guillain-Barre 症候
群を発症し，麻痺性イレウス，腸重積を
呈した 1 例

O-015
（消）

公立岩瀬病院 外科
○小鹿山　陽介、土屋　貴男

【はじめに】消化管重複症は剖検例で0.02%に認める稀な先天性疾患であり,そ
の重複部位は全消化管に認め回盲部を含む小腸が53％と最も多い.術前血液検
査で血清CA19-9高値を示し,画像検査で回盲部腫瘍を疑われ,手術の結果小腸
原発消化管重複症と判明した1例を経験したので報告する.【症例】症例は62
歳の男性.右下腹部痛主訴に救急外来受診しCT検査で回盲部腫瘤を認めた.術
前の血液検査で血清CA19-9が351.5U/mlと高値を示し,悪性腫瘍を疑い腹腔鏡
下手術に臨んだ.腹腔内を観察すると腫瘤は虫垂に癒着しており,虫垂原発も
疑ったため,一塊のまま摘出した.摘出後回腸末端から全小腸を確認したとこ
ろ,Treitz靱帯から約200cmの位置から起始している約10cmの重複腸管を認
めたため,重複腸管ごと小腸部分切除を行った.病理検査の結果,腫瘤と重複腸
管との間に連続性が確認され,管状かつ球状嚢胞の形態を呈する消化管重複症
と診断した.腫瘤内溶液中CA19-9値の上昇もあったが,悪性所見は認めなかっ
た.術後は順調に経過して退院し,術後の外来診察で血清CA19-9値の正常化を
確認した.【考察】本邦の報告でCA 19-9高値を示した消化管重複症は７例と
少なく，形態は球状嚢胞が6例と多かった.発生部位は小腸が最も多く,小腸原
発の全例が悪性腫瘍であった.検索した限り,本邦で報告された血清CA19-9高
値を示した小腸原発消化管重複症で，悪性所見を認めない症例はなかった.高
値を示す原因は腫瘍内容液中にCA19-9が分泌され濃縮されて内容液中で濃度
が上昇し,さらに内圧の上昇によって血中に過剰に分泌されるためと考えられ
る.腫瘍内溶液が濃縮する要因としては嚢胞の形態を呈する消化管重複症は隣
接消化管との交通がないことが多い点が挙げられる.本症例は管状かつ嚢胞の
形態を呈し,隣接消化管との交通を認めていたが,管状と嚢胞との間には交通が
なく,内溶液が濃縮する素因があったと考えられた．【結語】血清CA19-9高値
であったが,悪性所見を認めない小腸原発消化管重複症の一例を経験した.本症
例は稀な症例であり,血清CA19-9高値を示す腫瘤の場合には悪性腫瘍を念頭
におき,手術に臨むべきだと考える.

血清 CA19-9 高値であった小腸原発消
化管重複症の一例

O-014
（消）

栗原市立栗原中央病院
○笹崎　智也、半田　智之、古河　宏暁、本郷　星仁、村田　次啓、

木田　真美

【症例1】47歳男性。1週間前から下腿皮疹が出現し、その後全身に皮疹が広
がり軽度の腹痛も認めたため当院受診された。全身状態が良好であったこと
から後日皮膚科紹介予定としていたが、受診2日後に腹痛増悪、黒色便あり
当院救急搬送となった。採血ではWBC13000/μl、Hb15.9g/dl、PLT40.9万/
μl、BUN10.7mg/dl、Cre0.66mg/dl、CRP3.5mg/dlと炎症の上昇を認め、造
影CTでは回腸末端と上行結腸に浮腫性の壁肥厚を認めた。上部消化管内視
鏡検査では胃前庭部、十二指腸下降脚に発赤、小潰瘍を認め、生検では非特
異的な炎症性所見であった。両下肢中心に点状紫斑を認め、皮膚科紹介し同
部からの皮膚生検で白血球破砕性血管炎の所見を認めた。以上よりIgA血管
炎と診断し対症療法で経過観察したが腹痛持続、炎症遷延あり、第14病日よ
りPSL40mg投与を開始した。症状改善乏しかったため第18病日にPSL60mg
へ増量したところ速やかに腹痛は改善し以後PSLを漸減し第36病日に退院と
なった。PSL漸減中、軽度の蛋白尿が出現したため腎臓内科紹介し以後フォ
ローの方針となった。【症例2】53歳男性。5日前から腹痛を認め、増悪傾向
あり当院受診された。採血ではWBC15800/μl、Hb17.0g/dl、PLT36.4万/μl、
BUN15.0mg/dl、Cre0.82mg/dl、CRP4.6mg/dlと炎症反応の上昇を認め、単
純CTでは回腸末端の壁肥厚を認めた。感染性腸炎と診断し、絶食、抗菌薬
(CMZ)による加療を行い、症状軽快したため第8病日に退院となった。退院3
日後より両下肢に点状紫斑を認め、紫斑の広がり、有痛性浮腫を認め当科受
診となった。経過から腸炎が先行したIgA血管炎と診断した。腹痛は再燃な
く経過していたが皮膚症状が強かったことから皮膚科紹介しPSL20mg開始さ
れ皮膚症状は軽快した。その後軽度の蛋白尿を認めたため腎臓内科紹介し以
後フォローの方針となった。【考察】IgA血管炎は小児では頻度が高いが、成
人では10万人あたり1.3人と比較的稀な疾患である。ほぼ全例で下肢や背部に
点状紫斑を認めるが、約40%では関節炎や腹痛が紫斑に先行するとされ、診
断には注意を払う必要があると考えられた。

異なる臨床経過を辿った成人 IgA 血管炎
の 2 例

O-013
（消）
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福島県立医科大学医学部 消化器内科学講座1）、福島県立医科大学医学部 リ
ウマチ膠原病内科学講座2）、福島県立医科大学医学部 心臓血管外科学講座3）、
福島県立医科大学医学部 消化管外科学講座4）

○水谷　琢1）、川島　一公1）、佐藤　秀紀1）、村上　舞1）、佐久間　千陽1）、
松岡　直紀2）、郡司　直彦1）、瀬戸　夕輝3）、鬼澤　道夫1）、坂本　渉4）、
大平　弘正1）

【症例】38歳女性【主訴】血便, 嗄声【既往歴】15歳 潰瘍性大腸炎（UC）, 29
歳 膿疱様皮疹, 結節性紅斑【現病歴】15歳時にUCを発症し20歳で寛解したが, 
第２子出産(36歳)を契機にUC症状が再燃した. 2021年5月に血便の再燃(排便回
数：7行/日)を自覚し, 近医でメサラジンを増量されたが, 症状の改善は認め
られなかった. 同月に嗄声が出現し, 他院でCTを施行されたところ大動脈弓
部に50mm程度の不整形の嚢胞状大動脈瘤を指摘された. 6月に当院心臓血管
外科に加療目的で入院予定であったが, 下痢, 腹痛, 発熱など全身状態の悪化
をきたし同月当院へ緊急入院となった. 【入院後経過】造影 CTを施行したと
ころ, 全大腸の壁肥厚と横行および下行結腸の著明な腸管の拡張, また大動脈
瘤以外に左総頸動脈壁肥厚所見も認めた. 活動性の高い潰瘍性大腸炎と巨大
な未破裂胸部大動脈瘤, さらには動脈瘤形成の原因として高安動脈炎やベー
チェット病などの血管炎の存在が考えられた. 大動脈瘤破裂のリスクを考慮
しUCに関する内視鏡精査等は施行できなかったが, 3科合同協議の上でUCと
血管炎に対して入院第5病日からプレドニゾロン(PSL)40 mg/dayでステロイ
ド治療を導入した. しかし, ステロイド治療に対して腸管反応は乏しく, 第17
病日にはインフリキシマブを導入したが改善は認められなかった. 大動脈瘤
手術予定であった第19病日に中毒性巨大結腸症の状態と判断し消化管外科で
緊急大腸亜全摘術を施行した. 術後経過は良好で, 第37病日に心臓血管外科で
延期されたステントグラフト内挿術を施行された. 術後合併症なく第47病日
に退院となった. 【考察】血管炎の発症時期は不明であるが, 巨大な未破裂胸
部大動脈瘤を有した血管炎合併UCの一例を経験した. 血管炎, 胸部大動脈瘤
の存在により腸炎の程度評価やステロイド投与量の判断が困難であったが, 
慎重なf/uによりステロイド抵抗のUC難治例, 中毒性巨大結腸症と的確に判断
して, 手術により救命し得た一例と考えられた. 極めて示唆に富む症例と考え
られたため報告する.

巨大な未破裂胸部大動脈瘤の手術予定日
に中毒性巨大結腸症を合併し ,	緊急大腸
亜全摘術施行された潰瘍性大腸炎の 1 例

O-020
（消）

東北医科薬科大学病院 消化器内科1）、東北医科薬科大学病院 病理診断科2）

○川村　恵太1）、遠藤　克哉1）、村上　一宏2）、村上　圭吾2）、二瓶　憲1）、
津守　孝彦1）

【症例】49歳男性。【現病歴】2019年10月上旬、前医で右側腹部痛の精査目的
に行った全大腸内視鏡検査(TCS)で、盲腸上行結腸に複数の粘膜下腫瘍(SMT)
様の隆起性病変を認め、精査加療目的に10月中旬に当院紹介となった。【経過】
当科TCSでは、盲腸に10mm程度、立ち上がり急峻、やや黄白色調で頂部に
僅かな陥凹を伴うSMTを認めた。その他に、盲腸～上行結腸に5mm以下の
類似した形態を呈するSMTが4個ほど散見された。超音波内視鏡検査で主病
変は第2層由来の辺縁整、内部均一な低エコー腫瘤として描出され、一部は第
3層を圧排していた。消化管神経内分泌腫瘍（NET）や消化管間質腫瘍（GIST）
が鑑別に挙げられ、治療・診断を兼ねて内視鏡治療を行う方針とした。12月
初旬、盲腸10mm大の主病変に対して内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）を施
行した。切除標本では粘膜固有層間質から粘膜下層にかけての結節内に豊富
な好酸性顆粒状胞体を有した大小不同な多角形～紡錘形腫瘍細胞が胞巣状に
増殖し、免疫組織学的染色ではS-100(+)、顆粒状細胞PAS染色陽性であり顆
粒細胞腫(Granular cell tumor)と診断した。またESD時に盲腸～上行結腸の他
の４個の小ＳＭＴ病変について生検を行い、うち３病変について同様の顆粒
細胞腫と診断した。なお、上部消化管に顆粒細胞腫を含めＳＭＴ病変は認め
なかった。TCSで経過観察の方針とし、現在まで再発や増大傾向なく経過し
ている。【考察】顆粒細胞腫はSchawnn細胞由来の腫瘍と考えられ、皮膚お
よび皮下組織、口腔内、消化管などに発生し扁平上皮に好発する。消化管で
は食道での発生が多くを占め、大腸での発生は比較的稀とされている。これ
まで大腸顆粒細胞腫の内視鏡治療報告は少なく、若干の考察を加え報告する。

内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）により
診断に至った大腸顆粒細胞腫の一例

O-019
（内）

福島赤十字病院 消化器内科1）、福島赤十字病院 病理診断科2）

○大平　怜1）、菅野　有紀子1）、浅間　宏之1）、紺野　直紀1）、児玉　健太1）、
黒田　聖仁1）、田崎　和洋2）

【症例】70歳, 男性. 【既往歴】脳梗塞, 糖尿病. 【生活歴】職業：元消防士, 飲
酒：日本酒2合/日, 喫煙：30本/日を20年間. 【病歴】2021年7月より脳腫瘍の
精査目的に当院脳神経外科に入院した. 1年間で8 kgの体重減少と便潜血陽性
を認め原発巣検索目的に当科へ紹介となった. 血液検査でHb 7.7 g/dl, WBC 
7200 , CRP 5.23 mg/dlと貧血と炎症反応亢進を認めた. HIV抗体, T-SPOT等
の感染症マーカーや可溶性IL-2受容体, CEA, CA19-9等の腫瘍マーカーは全て
陰性であった. 造影CT検査では頭部に辺縁造影効果を伴う多発腫瘤病変の他, 
右上肺に腫瘤性病変を認めFDG-PET/CTで同部位にFDGの集積を認めた. 上
部消化管内視鏡では十二指腸下行部に陥凹を伴うびらんを認め, 下部消化管
内視鏡ではびらんと鮮血付着を伴う1 cm未満の発赤小隆起病変が全大腸に多
発していた. 上下部消化管病変の病理組織診では当初類上皮血管肉腫の診断
であった. 軟部組織からの転移を疑い全身検索すると, 左前頸部に潰瘍を伴う
1 cm程の発赤小隆起病変を認め, 免疫染色でBAF47/INI1が陰性であったこ
とから類上皮肉腫の病理診断であった. その後, 消化管病変でもBAF47/INI1
が陰性なことから類上皮肉腫の診断となり, 皮膚原発類上皮肉腫の消化管多
発転移と診断した. 今後は放射線照射および化学療法を導入する方針である. 

【考察】類上皮肉腫(以下, ES)は皮下組織や腱, 筋膜など主に軟部組織に発生す
る悪性腫瘍である. 画像検査で特異的な所見はなく, 消化管多発転移の報告は
検索した限りでは認められなかった. 一方, 類上皮血管肉腫(以下, EAS)は血管
内皮由来の腫瘍だが, ESが組織学的に血管肉腫様の増殖パターンを呈した場
合, 両者は免疫染色でしか鑑別する他なく, 消化管に多発したEASの既報でも
消化管内視鏡所見が本症例と酷似しており, 一部ESが既報のEASに含まれて
いた可能性も考えられる. 組織学的に血管内皮細胞を模倣するような細胞増
殖がみられた場合, 内視鏡所見で病変が易出血性かつびらんを伴うことが考
えられ, 本症例では内視鏡所見, 病理所見から軟部組織を含め全身検索し原発
巣を特定することができた. 非常に稀な転移性腫瘍の内視鏡所見について病
理学的な所見と併せて報告する.

消化管内視鏡検査が診断の契機となった
皮膚原発類上皮肉腫の消化管多発転移の
1 例

O-018
（内）

大崎市民病院 消化器内科
○丹野　尚太郎、小野寺　基之、保田　悠之介、大坂　龍也、矢野　翔太、

伊藤　博敬、佐藤　雄一郎、五十嵐　勇彦、大矢内　幹、境　吉孝

【症例】50歳男性【既往歴】十二指腸潰瘍【現病歴】2021年６月18日朝から血
便があり近医を受診した。同日に上下部消化管内視鏡検査が施行された。明
らかな出血源は指摘されなかったが、回腸末端口側より暗赤色の血液を認め、
小腸出血が疑われ当院へ紹介搬送となった。【経過】来院時Hb12.8g/dLと貧
血は軽度で腹部症状は認めなかった。造影CTで骨盤内小腸に造影増強効果を
有する1cm程度の病変を認め、出血の原因の可能性を考えた。その時点で出
血は落ち着いていると判断し絶飲食による保存的加療を開始した。第3病日
にカプセル内視鏡検査を施行したところ、回腸に10mm弱の粘膜下腫瘍様の
隆起性病変を認めたが、同部位からの活動性出血は認めなかった。粘膜下腫
瘍や動静脈奇形などからの出血の可能性を疑い治療方針を検討していたとこ
ろ、第4病日に再び大量下血、ショック状態を呈した。循環動態が不安定になっ
たこと、病変が小腸の中心付近に位置すると推測されたことから、外科や放
射線科と相談の上で緊急IVRを行う方針となった。回結腸動脈分枝より造影
剤の血管外漏出像を認め同部位からの出血と考えられたため、塞栓物質とコ
イリングによる動脈塞栓術を施行した。その後下血は止まったものの、翌日
から腹膜刺激症状を伴う強い腹痛が生じ、動脈塞栓術による小腸梗塞を疑い、
腹腔鏡補助下小腸部分切除術を施行した。切除した小腸は4cmの範囲で限局
的に黒色に変化しており腸管壊死が認められた。肛門側断端より3cmの箇所
に5×5mm大の微小な粘膜下腫瘤を認め、病理学的に動静脈奇形と診断した。

【考察】小腸動静脈奇形は比較的まれな疾患で、間欠的な出血、ショックに
陥ることが多い（約20%）ことが特徴とされている。来院時には出血が止まっ
ていたと考えられたが、入院中に大量下血、ショックを呈し緊急IVR、外科
手術にて最終的に救命しえた。致死的となりうる小腸動静脈奇形における診
断や治療方針について文献的考察を含めて報告する。

小腸大量出血に対し IVR と外科手術で救
命しえた小腸動静脈奇形の一例

O-017
（消）

一
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東北大学大学院 消化器病態学分野1）、東北大学病院 消化器内科2）

○高橋　早友未1）、志賀　永嗣2）、下山　雄丞2）、諸井　林太郎2）、黒羽　正剛2）、
角田　洋一2）、正宗　淳1）

【症例】34歳女性【主訴】腹痛、嘔吐【現病歴】2005年に小腸大腸型クロー
ン病と診断された。2006年に上行結腸の狭窄のため右半結腸切除術を施行
されたが、2007年の転居に伴い治療を自己中断していた。2016年に再度当
院を受診し、吻合部～下行結腸の狭窄と吻合部近傍の回腸結腸瘻を認めた
ため、2017年に吻合部切除術と回腸S状結腸吻合術を施行された。術後は
adalimumabを導入したが、二次無効のためustekinumabへスイッチした。さ
らに2019年1月に吻合部潰瘍と狭小化を認めたことからinfliximab (IFX)にス
イッチし、2021年4月からIFX倍量投与としていた。その間、本人の強い希望
があり、2019年11月から不妊治療を開始した。2021年6月に妊娠が判明したが、
同年8月（妊娠16週時）に腹痛と嘔吐を認めて時間外受診した。単純CTでは
回腸S状結腸吻合部付近の腸管が妊娠子宮に圧排され狭小化し、その口側小
腸の拡張を伴っていた。妊娠に伴う腸閉塞と診断し、当科入院となった。【経
過】腹痛が持続していたため第1病日にイレウスチューブを挿入したところ、
徐々に腹痛は改善した。排便を認めたため第7病日にイレウスチューブを抜
去したが、腸管安静のため中心静脈栄養を継続した。第35病日に内視鏡検査
を施行したところ、回腸S状結腸吻合部は狭窄しており、細径内視鏡が通過
しなかった。食事を再開しても腸閉塞症状の再燃なく経過したため、第44病
日（妊娠22週）にIFXを投与し、第54病日に一旦退院とした。症状を慎重に
観察し、妊娠末期には中心静脈栄養を行うため再度入院の予定とした。【考察】
以前より吻合部の狭小化を認めていたが、腸閉塞症状がなく、不妊治療を優
先したいとの強い希望があり、同部に対する内視鏡的・外科的処置を行わず
に経過をみていた。今回は同狭窄に加え、妊娠子宮による圧排が契機となり
腸閉塞を発症したと考えられた。狭窄を有するIBD患者が妊娠した場合、腸
閉塞を発症するリスクがあり、仮に保存的に加療し得ても出産までリスクは
増加する。患者希望を優先しつつ、慎重な対応が求められる。

妊娠に伴い腸閉塞を発症したクローン病
の一例

O-024
（消）

市立秋田総合病院 卒後臨床研修センター 1）、市立秋田総合病院 消化器内科2）、
市立秋田総合病院 病理診断科3）

○佐藤　知奈美1）、辻　剛俊2）、提嶋　眞人3）

【症例】20歳代, 女性 【主訴】水様性下痢, 腹痛, 乾性咳嗽 【既往歴】喘息なし 
【家族歴】兄：クローン病 【アレルギー】なし 【現病歴】20XX年1月から水様
性下痢と腹痛が出現した. 以前から軽度の咳嗽も認め, アレルギー性の咳嗽と
して薬物治療をされていたが改善しなかった. 6月に下痢と腹痛が増悪したた
め近医受診. 超音波検査にて回盲部の壁肥厚を認め, クローン病が疑われ精査
加療目的に当科紹介となった. 【臨床経過】下部消化管内視鏡検査では, 上行
結腸に一部びらんを伴う全周性の炎症性腫瘍を認め, 生検で類上皮肉芽種を
認めた. 上部消化管内視鏡検査では噴門部に竹の節状所見を認め, 小腸造影検
査では回腸末端部の縦走潰瘍と狭小化を認め, 小腸大腸型クローン病の診断
となった. CT検査では回腸末端から上行結腸にかけて壁肥厚あり, 周囲組織
への炎症の波及を認めたが, 肺野に異常陰影は認めなかった. KL-6やQFTは
陰性であり, 咳嗽の原因は不明であった. 乾性咳嗽と腹痛の増悪のため当科に
入院. 血清アルブミン値 3.1g/dl, CRP 6.03mg/dlと高炎症状態であったため絶
食とし, 成分栄養剤とメサラジン, ブデソニドの内服治療を開始し腹痛は一時
的に軽減したが, 第15病日に再び増悪しCRP 9.12mg/dlに上昇したため, ウス
テキヌマブの導入となった. その後速やかに腹痛は軽減し, CRP 3.58mg/dlま
で減少したが, その数日後には再度増悪した. 腹痛は腫瘤による通過障害と回
腸末端の瘻孔形成に伴う炎症によるものと考えられ, 第28病日に外科的回盲
部切除となった. 術後は咳嗽と腹痛は消失し, CRP 0.48mg/dlに改善した. 現在
ウステキヌマブ維持投与中で, 血清アルブミン 4.4g/dl, CRP 0.06mg/dlと正常
化し腹痛と咳嗽の再燃なく経過している. 【考察】腸管外症状はクローン病の
約25%で認められ, 肺疾患の発症は腸疾患の活動性と相関すると報告されてい
る. 今回の症例は肺に器質的所見がなく, 内科的治療でも改善し得なかった咳
嗽が手術により消失したため, クローン病に関連する腸管外症状であると推
測された. 【結語】腸管病変の切除によって劇的に咳嗽が改善したクローン病
の1例を経験できた.

腸管外症状として咳嗽を伴ったクローン
病の 1 例

O-023
（内）

太田西ノ内病院1）、いしだ内科2）

○綿引　優1）、亀岡　英介1）、竹田　悠太郎1）、間　浩正1）、橋本　健明1）、
今村　秀道1）、石田　浩徳2）、迎　愼二1）

【背景】メサラジン製剤（5-ASA製剤）は潰瘍性大腸炎（UC）における寛解・
維持療法の基本薬剤であるが、ときに5-ASA不耐を呈し治療に難渋すること
がある。【目的】当院のUC患者における5-ASA不耐症の現状、および5-ASA
ローテーションの有用性を明らかにすること。【方法】2015年1月から2020年
12月までの期間で消化器内科に通院歴のある15歳以上のUC患者を対象とし
た。初回5-ASA導入後なんらかの副作用により5-ASA製剤を中止した症例を
5-ASA不耐症と定義し、患者背景、臨床経過を検討した。【結果】対象は210
例で、そのうち14例（6.7%）で5-ASA不耐症と診断された。5-ASA不耐症患
者の背景は、年齢中央値41歳（範囲16-91歳）、男性：女性＝8：6、罹患範囲
は全大腸炎型：左側大腸炎型：直腸炎型：区域性大腸炎型＝9例：4例：0例：
1例、臨床的重症度は軽症：中等症：重症＝8例：2例：4例であった。5-ASA
製剤投与開始から不耐症状出現までの期間中央値5日（1-24日）、うち2週未満
での出現が11例（78.6％）、不耐症状の内訳（重複あり）は、発熱8例、腹痛5
例、下痢5例、頭痛3例、嘔気・嘔吐2例、皮疹2例、関節痛2例、上気道症状 1
例、肝障害1例、肺炎1例であった。他の5-ASA製剤へのローテーションが11
例で施行され、そのうち6例が継続可能であった。ローテーション施行後継
続可能であった症例をA群（6例）、ローテーション施行後継続不可であった
症例（5例）+ローテーション未施行症例（3例）をB群（8例）とし比較（以
下、A群 vs B群）すると、5-ASA導入時点での臨床的重症度は軽症：5例 vs 
2例（P=0.030）、追加治療として、ステロイド全身投与：1例 vs 7例（P=0.008）、
ステロイド局所投与：2例vs 3例（P=0.87）、免疫調節薬：2例 vs 5例（P=0.28）、
生物学的製剤：0例 vs 5例（P=0.016）、臨床的寛解：6例（100%） vs 7例（88%）
であった。【結語】5-ASA不耐症は全大腸炎患者でその割合が高く、2週未満
に発熱や腹痛、下痢等のUC増悪類似の症状出現が多かった。また、軽症UC
では5ASAローテーションを治療選択肢のひとつとして検討すべきと考えら
れた。

潰瘍性大腸炎患者における 5-ASA 不耐
症の現状と、5-ASA ローテーションの
有用性

O-022
（消）

秋田大学大学院消化器内科学 神経内科学講座
○下平　陽介、吉田　樹、福田　翔、渡部　昇、小泉　重仁、松橋　保、

飯島　克則

【背景・目的】2020年4月より難治性潰瘍性大腸炎に対する新たな生物学的製
剤としてウステキヌマブが使用可能となった。実臨床におけるウステキヌマ
ブ の使用成績の知見の集積が必要である。現時点でのウステキヌマブ導入成
績を検討することを目的とした。【方法】当科で寛解導入のためにウステキ
ヌマブを開始し8週後の有効性が評価できた潰瘍性大腸炎症例の有効性、臨
床背景、安全性を検討した。【結果】対象症例は13例であった。ウステキヌ
マブ導入時患者背景は中央値で年齢; 55歳、罹病期間; 4年、CRP; 0.35mg/dL、
Alb; 3.5g/dL、pMayo; 6、MES; 2であった。全大腸炎型が12例、ステロイド
反応性は依存10例、抵抗2例、生物学的製剤等投与既往は抗TNFα抗体5例、
抗α4β7インテグリン抗体6例、tofacitinib 1例であった。Azathiopurin投与
は10例に行われていたが、副作用等により7例で中止されていた。投与8週後
には、中央値でCRP; 0.11mg/dL、Alb; 4.1g/dL、pMayo; 3と疾患活動性の改
善を認めた。pMayo 2ポイント以上の減少かつ30%以上減少、出血サブスコ
ア1以上減少または1以下を有効と定義すると、投与8週時点でのウステキヌ
マブの有効率は69.2% (9例/ 13例)であった。寛解導入のためのプレドニン併
用投与例を除くと、ウステキヌマブ静注の有効率は77.8% (7例 /9例)であった。
8週後に疾患活動性の改善を認めなかった症例は、ウステキヌマブ投与時に
プレドニンにより臨床的寛解となっていた1例、慢性持続型の1例、内視鏡的
には活動性を認めないが症状が持続した1例、ステロイド依存例の1例であっ
た。ウステキヌマブに関連する有害事象の発生は認めなかった。【結論】ウ
ステキヌマブは難治性潰瘍性大腸炎の寛解導入に有効である。有効である患
者背景や長期の安全性などにつき引き続き検討が必要である。

当院の潰瘍性大腸炎患者に対するウステ
キヌマブの導入成績

O-021
（消）
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国立病院機構 仙台医療センター 消化器内科1）、
国立病院機構 仙台医療センター 外科2）、
国立病院機構 仙台医療センター 病理診断科3）

○児玉　崇1）、岩渕　正広1）、杉村　美華子1）、草野　啓介1）、小山　淳2）、
大島　有希子1,2）、染谷　崇徳2）、岡　直美3）、鈴木　博義3）、鵜飼　克明1）

【症例】50歳代 男性【主訴】なし【既往歴】虫垂炎、2型糖尿病【現病
歴】202X年1月胆嚢結石症術前のスクリーニング下部消化管内視鏡検
査を行ったところ、上部直腸に表面平滑な黄色調の最大径7-8mm 程度
のSMT(submucosal tumor)様 病 変 を 認 め、 生 検 を 施 行 し た。 生 検 で は
NET(Neuroendocrine tumor) G1相当の病変であった。【臨床経過】後日同病
変をESMR-L(endoscopic submucosal resection with a ligation device)にて一
括切除した。病理組織診断結果はCD56・シナプトフェジン陽性、クロモグラ
ニンA少数陽性、MIB－1陽性率1－2％であり、NET G1 pT1b (SM2)Ly1aV0 
cN0M0 Stage1であった。病理診断上、腫瘍径6mmとかなり小さく、切除断
端陰性であり、術前腹部骨盤部CT検査にても明らかなリンパ節転移なども認
めなかったが、本人及び当院外科と相談の上、膵・消化管神経内分泌腫瘍診
療ガイドライン第2版に則り、追加外科切除術の方針とし、TaTME（Transanal 
total mesorectal excision）併用腹腔鏡下直腸低位前方切除術を施行した。切
除標本では、直腸にNETの遺残病変は認めなかったものの腸管傍リンパ節転
移を2個認めた。【考察】腫瘍径10mm未満の直腸NETは転移率が低く、CTな
どでリンパ節転移、遠隔転移を認めない場合、内視鏡的切除の適応とされる
ことが多い。近年、切除検体で脈管侵襲陽性例であっても、深達度が粘膜下
層までにとどまる切除例は転移再発がほとんど認められないとする報告も散
見され、経過観察できる可能性も残される。しかしながら、本症例のように
径６ｍｍ程度と小さいながらもすでにリンパ節転移をきたし、更にそのリン
パ節転移を術前検査にても検出できない例もあることを踏まえ、直腸NETの
治療方針は慎重に検討すべきであると考えた。

リンパ節転移をきたした小さな直腸 NET
の 1 例

O-028
（内）

みやぎ県南中核病院 消化器内科
○土井　耕太郎、平本　圭一郎、大方　英樹、金澤　義丈、阿曽沼　祥、

木村　修、佐藤　晃彦、下瀬川　徹

【症例】30歳代, 男性. 【現病歴】2013年5月頃発症の潰瘍性大腸炎(UC)に対して, 
5－ASA製剤，ステロイドを経てインフリキシマブ(IFX)で寛解導入・維持治
療されていた. 2021年2月下旬より腹痛, 血便, 軟便を認め, 3月上旬に外来を臨
時受診した. 下部消化管内視鏡検査では直腸からS状結腸にかけて全周性炎症
を認め, 生検で陰窩膿瘍を認めたことから潰瘍性大腸炎の再燃が考えられた. 
その際の診察で関節痛の訴えのほか, 下腿の紫斑を認め, 蛋白尿の出現も認
めたことからIgA血管炎の合併が疑われた. 【経過】尿蛋白(2＋)，尿潜血(2＋), 
尿蛋白74 mg/dl, 血清Cre 0.96mg/dl, 血中 IgA 673 mg/dlであった. CTでは
空腸の一部と遠位大腸に浮腫状の壁肥厚を認めた. 上部消化管内視鏡検査で
十二指腸にびらんの多発を認めたが生検では血管炎やIgA沈着は明らかでは
なかった. 紫斑部の皮膚生検で小動静脈壁の顆粒球浸潤, 蛍光抗体法でIgA陽
性であり, IgA血管炎, 続発した紫斑病性腎炎と臨床診断した. 紫斑病性腎炎の
精査加療目的で当院内科に紹介とし, 腎生検, ステロイド治療導入目的で同日
入院となった. 入院第1病日に腎生検施行の上, 第2病日よりステロイドパルス
療法を開始した. UC, IgA血管炎ともに, ステロイドパルス療法が著効し, 蛋白
尿や紫斑, 腹痛, 血便は速やかに改善した. 腎生検では, 糸球体のメサンギウム
細胞増殖性変化, 蛍光抗体法でびまん性にメサンギウム領域を主体とするIgA
の顆粒状沈着が認められており, 紫斑病性腎炎と診断した. 第20病日でプレド
ニゾロン15mg/日まで漸減, 以降外来治療の方針とした. UCに対しては当科で
IFXを継続しているがIgA血管炎の再燃なく経過している. 【考察】IgA血管炎
は紫斑, 関節痛, 腹痛, 腎障害を特徴とするIgAの関与する小血管炎である. 今
回我々はIFX投与中にIgA血管炎を合併したUCの1例を経験した. 両疾患およ
びIFX投与との関連性などを含め, 文献的考察を加えて報告する.

インフリキシマブの維持投与中に IgA 血
管炎を合併した潰瘍性大腸炎の一例

O-027
（消）

由利組合総合病院 消化器内科
○佐藤　悠磨、岩塚　邦生、藤原　純一、荒田　英、鈴木　翔、道免　孝洋、

大嶋　重敏

【既往歴】狭心症、鬱血性心不全、脳梗塞、高血圧症【症例】88歳男性。近
医に通院中で12種類の内服薬が処方されていた。2日前より腹部全体の痛み
を自覚し、近医より紹介され入院となった。血液検査で好酸球数と肝胆道
系酵素が高値であったが画像上器質的異常は認められなかった。対症療法を
行ったところ症状は軽快し退院となる。しかし再診時に腹痛と下痢の訴えが
あり、かつ好酸球数の更なる上昇が認められたため好酸球性腸炎が疑われた。
大腸内視鏡検査を行い全結腸からの生検を行うと多数の好酸球が認められ好
酸球性腸炎の診断に至った。診断後PSL 40mg/日を導入すると症状は速やか
に改善し以降漸減していった。しかしPSLを中止すると腹痛が再燃するため、
5 ～ 10mg/日を継続したが腹痛は完全には軽快しなかった。抗アレルギー薬
を併用するものの症状の改善はみられず、加えて難治性の頭痛も出現し腹痛
と併せて徐々にADLが低下していった。食品アレルゲン特異的IgEを行った
が陰性であり、内服薬に対するアレルギーが疑われた。そのため大量の常用
薬を一旦全て中止すると腹痛と頭痛共に速やかに軽快しPSLも中止すること
ができた。以降必要最低限の薬を再開したが再燃はみられず終診となった。
その後は引き続き前医に通院していたが８カ月後に強い腹痛と頭痛で当院に
救急搬送された。血液検査では好酸球数の増加がみられ好酸球性腸炎の再燃
が疑われた。その際には近医より15種類もの大量の内服薬が処方されていた
ため、前回の対応と同様に全て中止したところ症状は速やかに消失した。そ
の後は必要最低限の薬のみ再開し現在まで再燃なく経過している。【考察】
アレルギー素因の無い高齢者に於いても腹痛の鑑別診断として好酸球性腸炎
を挙げ、その原因として常用薬を疑うべきである。【結語】近年好酸球性腸
炎の報告数は増加しており、加えて高齢者のポリファーマシーが問題になっ
ている。今回大量の常用薬が原因となった高齢者の好酸球性腸炎を経験した。
示唆に富む症例と思われ若干の文献的考察を加えて報告する。

アレルギー素因のない多剤内服中の高齢
者に発症した好酸球性腸炎

O-026
（消）

国立病院機構 仙台医療センター 消化器内科1）、
国立病院機構 仙台医療センター 臨床検査科2）

○有我　泰樹1）、杉村　美華子1）、岩渕　正広1）、真野　浩1）、鵜飼　克明1）、
鈴木　博義2）

【症例】30歳代ネパール人男性【主訴】心窩部痛【現病歴】心窩部痛を自覚
したため前医を受診し、腹部CT検査で回盲部の炎症所見と周囲リンパ節の腫
大を認めた。下部消化管内視鏡検査では回盲部に全周性狭窄を認め、スコー
プの通過も困難であった。腸結核や腸管アメーバ症を疑い生検が施行された
が、確定診断がつかず、精査加療目的に当院へ紹介となった。【臨床経過】
当院では細径ロングスコープ（PCF-PQ260Lオリンパス）を使用し、下部消
化管内視鏡検査を施行した。回盲部に不整形潰瘍を伴う全周性狭窄と、その
口側には偽憩室を多数認め、遠位回腸には潰瘍性病変が散見された。病変部
からの生検結果ではZiehl-Neelsen染色で抗酸菌をわずかに認め、PCR検査で
も結核菌が検出され、腸結核の診断となった。小腸病変に関しては経口小腸
造影と、内視鏡的逆行性小腸造影を施行し、回腸末端には軽度狭窄を認めた
が、通過障害をきたすような病変は指摘できなかった。胸部CT検査などの
検索でも病変を指摘できず、原発性腸結核と診断し、抗結核薬（イソニアジ
ド、リファンピシン、ピラジナミド、エタンブトール）4剤の内服を開始した。
治療開始3か月時点で下部消化管内視鏡検査を施行したところ、全周性狭窄
や小腸の潰瘍性病変の改善が認められた。内服による副作用なども特になく、
今後も抗結核薬を継続する方針としている。【考察】以前は肺結核に合併す
る続発性の腸結核が多いとされたが、本症例のように他臓器の結核症を認め
ない原発性腸結核は全結核の52.4%を占める。病変部組織から結核菌や乾酪
性肉芽腫が検出されれば確定診断となるが、検査の感度は鏡検で約10%、培
養検査で30～90%、PCR法で50～70%と報告されており、確定診断が困難な場
合がある。本症例のように内視鏡所見から腸結核が鑑別に挙げられる場合に
は、繰り返し生検やPCR検査を行うことで確定診断と治療につなげることが
重要である。

回盲部狭窄を呈した原発性腸結核の 1 例O-025
（消）

一
般
演
題
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つがる総合病院 消化器・血液・膠原病内科1）、
弘前大学大学院医学研究科 消化器血液内科学講座2）、
青森県総合健診センター 3）

○海老名　徹1）、海老名　徹1,2）、小山　隆男1,2）、前田　高人1,2）、木村　昌代1,2）、
太田　真二1,2）、中川　悟1,2）、下山　克2,3）、岩村　秀輝1）、福田　眞作2）

【症例】75歳，女性．【主訴】腹痛，嘔吐．【既往歴】58歳：左乳癌（左乳房全摘術），
62歳：腺腫様甲状腺腫（甲状腺全摘術）．甲状腺機能低下症にて，近医診療
所に通院中．【経過】当科を受診する4日前から右側腹部痛が出現した．一時
的に腹痛は自然に軽快したが，入院前日から腹痛が増悪し，近医診療所を受
診した．37℃台の発熱がみられ，血液検査でCRP上昇を指摘された．急性胃
腸炎の診断で補液が行われたが，補液後から嘔吐がみられるようになった．
腹痛と嘔気・嘔吐が続くため，翌日当科へ紹介となった．診察の前に嘔吐が
あり，嘔吐後に腹痛や嘔気は軽減した．診察時には臍周囲を中心に腹部全体
に軽度の圧痛がみられる程度であった．血液検査では，炎症反応の上昇と軽
度の肝機能障害を認めた．腫瘍マーカーは陰性であった．CT検査で，胆嚢に
壁肥厚がみられ，胃・十二指腸と接していた．胆嚢内部に1.5cm大の結石と
ガス像を認めた．小腸は全体にやや拡張しており，内部に液体貯留がみられ
た．腸閉塞様の所見であったが，明らかな閉塞機転は認めなかった．回盲部
に2cm大のやや高吸収な球状の陰影がみられ，胆嚢結石と考えられた．上部
消化管内視鏡検査（EGD）を行ったところ，幽門部前壁に瘻孔があり，瘻孔
から白色の膿の流出がみられた．造影剤を流すと，瘻孔を介して胆嚢が描出
され，胆石性胆嚢炎による胆嚢胃瘻と診断した．当科入院で保存的治療を行
い，抗生剤投与のみで炎症反応は改善した．消化器外科へ転科し，胆嚢摘出術・
瘻孔閉鎖術を行った．術後経過は良好であった．【考察】胆石性胆嚢炎によ
る胆嚢胃瘻の１例を経験した．瘻孔から排出された胆石により，胆石性イレ
ウスを起こしただが，閉塞は自然に解除されたと考えられた．胆嚢性胆嚢炎
のまれな合併症として，胆嚢消化管瘻が知られている．多くは胆嚢十二指腸
瘻であり，胃と瘻孔を形成するのはさらにまれである．本症例は，EGDによ
り胆嚢胃瘻を確認し，円滑に手術を行うことができた．

胆石性胆嚢炎による胆嚢胃瘻の１例O-032
（内）

白河厚生総合病院 第一内科1）、東北大学病院 消化器内科2）

○大内　啓志1）、永井　博1）、三浦　晋2）、間中　友王1）、岡本　大祐1）、
小林　茂之1）、岡本　裕正1）

【症例】80歳代、女性【主訴】発熱、腹痛【既往歴】心不全、小脳出血、高
血圧症【現病歴】2017年9月に近医で総胆管結石に対して内視鏡的逆行性胆
管膵管造影(ERCP)を施行されたが、結石が大きいため切石できず両端pigtail 
tubeの胆管プラスチックステント(PS)留置の上で経過観察された。3年後の
2020年2月に発熱と腹痛を主訴に当院救急外来を受診した。【臨床経過】血
液検査でWBC 19000/μL、CRP 13.45 mg/dLと炎症反応の上昇およびAST 
291 IU/L、ALT 223 IU/L、ALP 446 IU/L、LDH 259 IU/L、 γ-GTP 225 
IU/L、総ビリルビン 4.86 mg/dLと肝胆道系酵素の上昇を認めた。腹部造影
CTで肝内胆管および総胆管の拡張、総胆管結石とPSの残存を認めた。症状
と検査結果より総胆管結石性胆管炎と診断し当科入院となった。ERCPを施
行し、PSの残存とPS内の閉塞を認めた。総胆管結石と胆管側先端のpigtail 
tubeのPSを核とした18mmのStent-Stone Complex (SSC)を認めた。SSC毎PS
の抜去を試みたが強固にはまっておりPSが断裂してしまい抜去不能であっ
た。結石除去が困難のため追加でPSを留置したところ、速やかに胆管炎は
軽快した。PSの抜去が困難と判断し、経口胆道鏡下電気水圧衝撃波結石破砕
術(Electronichydraulic lithotripsy；EHL)で切石する方針とした。Spyglass 
DSTMを用いて総胆管内を観察するとPSの先端に総胆管結石が複合してSSC
を形成している状態であった。SSCの破砕によって結石内に埋没したpigtail
部が徐々に露出し、30分で結石との分離が得られPS抜去に成功した。破砕
片を回収しSSCの完全切石を達成した。術後は偶発症なく第10病日に退院し
た。【考察】SSCはPSを核に形成された結石で、胆管ステントの長期留置に
おける偶発症の1つである。本症例はPSを留置して3年後にSSCが形成され胆
道閉塞および胆管炎の要因となった。SSCが総胆管に強固にはまっていたた
め従来のERCPでの抜去は困難であった。SSCに対してEHLやExtracorporeal 
Shock Wave Lithotripsy (ESWL)、手術を施行して摘出した例も報告されて
おり、本症例はEHLでSSCを破砕しPSの抜去に成功した。【結語】PSの長期
留置が原因となったSSCの1例を経験した。経口胆道鏡下EHLはSSCの治療に
有用であった。

経口胆道鏡下電気水圧衝撃波結石破砕術
が有用であった Stent-Stone	Complex
の一例

O-031
（内）

仙台市医療センター仙台オープン病院
○嶋田　奉広、山形　拓、大平　哲也、原田　喜博、田中　恵、駒林　大智、

清水　孟、邑並　祐人、渋谷　由太、住谷　秀仁

【症例】51歳、女性【主訴】なし【既往歴】特記事項なし【内服歴】特記事
項なし【現病歴及び経過】6年前と1年前に検診で施行した全大腸内視鏡検査

（total colonoscopy：TCS）では異常所見を認めなかった。今回、再度検診目
的に施行したTCSで、盲腸に病変を認めた。病変は盲腸のBauhin弁対側の20 
mm大の平坦隆起性病変で、病変中央部は白色調に変化していた。近接観察
では、病変辺縁はわずかに顆粒状に隆起しているが、境界は不明瞭であった。
病変中央の白色調領域は15 mm大で境界は明瞭であり、点状発赤が散見され
た。同部位の拡大内視鏡観察で粘膜内に微小気泡を認めた．病変辺縁の顆粒
状隆起部のNarrow band imaging（NBI）拡大内視鏡観察では、窩間部が極
僅かに開大しているものの、構造と血管に不整を認めずJNET（The Japan 
NBI Expert Team Classification）分類のType 1と診断した。白色領域では
構造と血管ともに不明瞭であったが、Crystal violet染色では同部位に整然と
配列したI型pitが明瞭に観察され、明らかな上皮欠損は指摘できなかった。
内視鏡像が非典型的で診断に難渋したため、白色領域の拡大内視鏡観察で微
小気泡が観察された箇所より2個狙撃生検を行った。生検病理所見では、粘
膜固有層浅層に20 ～ 80 μm大の空胞が散見され、大腸偽脂肪腫と診断した。
無治療で経過観察を行い、4か月後に施行したTCSで病変は消失していた。【考
察】通常内視鏡観察の特徴的な白色変化に加えて、拡大内視鏡観察における
粘膜内の微小気泡所見が大腸偽脂肪腫の内視鏡診断の一助となる可能性があ
る。【結語】比較的稀な大腸偽脂肪腫の１例を経験したので文献的考察を加
えて報告する。

拡大内視鏡観察で特徴的な内視鏡像が得
られた大腸偽脂肪腫の 1 例

O-030
（内）

秋田赤十字病院 消化器病センター 消化器内科1）、同病理診断科2）

○田口　愛弓1）、田中　義人1）、松下　弘雄1）、吉川　健次郎1）、加藤　文一朗1）、
萬　春花1）、高木　亮1）、東海林　琢男2）、榎本　克彦2）

【症例】75歳，男性．【臨床経過】2007年4月の全大腸内視鏡検査で上行結腸
に約8mm大のII型pit patternからなIIa病変を認め, 過形成性ポリープとし
て以後経過観察されていた. 2013年4月の内視鏡検査では, 同病変は開II型pit 
patternを呈しており, SSL（当時はsessile serrated adenoma/polyp ; SSA/
P）と診断した. 以後, 毎年内視鏡検査によるフォローアップを行っていたが, 
2020年6月には, 病変の一部に弱発赤調のわずかな限局性隆起を認めた. ただ
し, 同部のpit patternは開大所見のない伸長しII型様のpit patternであり, 明ら
かなdysplasiaとも断定できないことから経過観察とした. しかし, 2021年9月
の検査では, 同部はさらに発赤調変化が強くなり, 隆起も増大していた. また, 
拡大観察では複雑な分岐を伴う不整なpit patternを呈しており, 癌化が示唆さ
れた. 深達度cTisと診断し, 内視鏡的粘膜切除術を施行した.【病理診断】病変
の大部分は拡張や腺底部の水平方向への変形を伴う鋸歯状腺管の増生からな
り, SSLと診断された. 一方, 内視鏡で癌化を疑った領域では, クロマチンの増
量した腫大核を有する高度異型腺管を認め, 高分化管状腺癌と診断された. 深
達度は粘膜内であり, 脈管侵襲陰性, 切除断端陰性であった. 【考察】SSLにお
いて限局性の発赤や隆起, 開II型以外のpit patternを認めた場合は, dysplasia
の存在を疑うべきであると考えられた. 【結語】本症例は内視鏡的に長期経過
を追えたSSLDの一例であり, SSLからSSLDへの内視鏡的変化を観察すること
ができた貴重な症例である. 当施設での過去のSSLDの内視鏡的特徴も含めて
報告する.

内視鏡的に長期経過を追えた
sessile	serrated	lesion	with	
dysplasia(SSLD) の一例

O-029
（内）
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日本海総合病院 消化器内科1）、日本海総合病院 病理診断科2）

○三浦　崇裕1）、今　孝志1）、黒井　正之1）、秋葉　洋次郎1）、大滝　有1）、
鈴木　康介1）、大原　洸1）、渋谷　りか1）、齋藤　吉彦1）、阿蘓　里佳1）、
菅原　俊樹1）、折居　智彦1）、青木　政則1）、鈴木　義広1）、西田　晶子2）

【症例】69歳、女性。【主訴】上腹部痛。【既往歴】左上葉非小細胞性肺癌、多
発骨転移。転移性脳腫瘍術後。【現病歴】左肺腺癌に対して2021年3月初旬よ
りニボルマブ+イピリムマブを投与したが奏効せず、3月下旬からカルボプラ
チン＋パクリタキセルに切り替えて化学療法を継続していた。5月初旬から
下痢・血便が見られ当科紹介となり、下部消化管内視鏡検査でirAE腸炎と診
断し、整腸剤内服にて改善した。7月初旬に上腹部痛が出現し、血液検査で
肝胆道系酵素・炎症反応上昇を認めたため再度当科紹介となった。【臨床経過】
造影CTでは胆管壁肥厚・肝内胆管拡張及び胆嚢腫大を認め急性胆管炎・胆
嚢炎を疑う所見であり、精査加療目的に入院となった。抗生剤による保存的
加療を行ったが奏効せず、EUSでは明らかな閉塞機転は指摘出来なかったも
のの、総胆管はびまん性に壁肥厚あり、経過からirAE胆管炎が疑われERCP
を施行した。胆管口は開大しており粘性胆汁の流出が見られた。IDUSでは
EUSと同様にびまん性の胆管壁肥厚を認めるものの、明らかな閉塞機転は
指摘出来なかった。ENBDを留置したが粘性胆汁のため排液は見られず、後
日ENBD造影検査にて乳頭部からの胆汁流出を確認し抜去となった。胆管生
検による組織診・胆汁細胞診では悪性を示唆する所見は無く、肝生検では薬
剤性肝障害やその他の肝炎も否定的であり、臨床経過・各種画像検査からは
irAE胆管炎として矛盾しない所見であった。肝庇護剤による治療を開始した
ところ、肝胆道系酵素・黄疸は経時的に改善を認め退院となり、以降は外来
で内服加療を継続しつつ化学療法再開となった。【考察】近年、各種悪性腫
瘍において免疫チェックポイント阻害薬の適応が拡大し広く用いられるよう
になった。免疫チェックポイント阻害薬の代表的な有害事象としてirAEが挙
げられるが、中でもirAE胆管炎の頻度は0.05%と極めて稀とされている。【結
語】irAE腸炎に続いて発症したirAE胆管炎の症例を経験した。免疫チェック
ポイント阻害薬使用後に肝胆道系酵素上昇を認めた際には、irAE胆管炎も鑑
別に挙げる必要があると考えられる。

肺腺癌に対する化学療法後に irAE 腸炎・
胆管炎を発症した 1 例

O-036
（消）

仙台市医療センター 仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科
○宮本　和明、小川　貴央、越田　真介、菅野　良秀、楠瀬　寛顕、

酒井　利隆、與那嶺　圭輔、小堺　史郷、阿南　秀征、岡野　春香、野田　裕、
伊藤　啓

【背景】総胆管結石複数回再発のリスク因子に関する報告は少ない．【目
的】総胆管結石の複数回再発のリスク因子について検討する．【対象と方法】
2009年4月から2021年8月までに再発した総胆管結石症例のうち，初回発症か
ら経過を追うことが可能であった129例（初回発症時平均年齢80歳，男/女＝
61/68，平均再発回数2.5回）を対象とし，単回再発群と2回以上再発した複数
回再発群にわけ，以下の10因子（初回再発時の胆管径，結石個数，結石長径，
傍乳頭憩室の有無，初回再発治療時の結石破砕の有無，追加乳頭処置（EST，
EPBD，EPLBD），胆嚢結石の有無，初回再発治療後の胆嚢結石の有無，ウ
ルソデオキシコール酸の内服の有無，）で複数回再発のリスク因子を検討し
た．なお，再発時も含めいずれも完全結石除去をおこなったものを対象症例
とした．【結果】単回再発は100例，複数回再発は29例，平均観察期間は1054
日で，最大再発回数は12回であった．単変量解析の結果では，胆管径15mm
以上（p＝0.01），結石個数3個以上（p＝0.01），結石長径15mm以上（p＝0.05）
ウルソデオキシコール酸の内服なし（p＝0.03）が有意な複数回再発のリスク
因子であった．多変量解析を行うと結石個数3個以上のみ（p＝0.02）が有意
な複数回再発のリスク因子であった。 【結論】初回再発時の結石個数が3個以
上の症例は複数回再発のリスクが高く，経過観察が望ましいと考えられた．

総胆管結石複数回再発例の検討O-035
（消）

山形県立中央病院 消化器内科1）、高橋胃腸科内科医院2）

○佐藤　心吾1）、伊藤　美保1）、白幡　名香雄1）、赤松　学1）、高橋　邦之2）、
山田　雄太1）、土田　秀治1）、木曽　康平1）、梶浦　大貴1）、鈴木　郁也1）、
柴山　達也1）、渡邉　祐介1）、名木野　匡1）、藤嶋　昌一郎1）、鈴木　克典1）、
武田　弘明1）

【症例】71才女性【既往歴】気管支喘息、高血圧、高脂血症、心房細動【現病歴】
2年前に先天性胆道拡張症、膵胆管合流異常症に対し肝外胆管・胆嚢切除術、
胆道再建術施行。術後フォローアップ目的のCTで遺残胆管内に石灰化結石を
認め、治療目的に外科より当科紹介となった。【検査所見】血液生化学所見
では炎症反応の上昇なく膵酵素は28U/lと正常で、HbA1cは6.5％と軽度高値
を認めた。CTでは遺残膵内胆管内に6x8mmの石灰化結石を認めた。EUSで
は膵内の遺残胆管盲端部に7mm大のASを伴う結石を認めた。【治療経過】入
院第2病日にERCPを施行、造影で膵胆管合流異常が確認された。合流部より
上流の遺残胆管は紡錘状に拡張を認めたが、胆管内の透亮像は不明瞭であっ
た。胆管内にガイドワイヤー留置後、EST、EPBD施行。機械式砕石バスケット、
バルーンカテーテルにて結石除去を試みたが不成功だった。そこで経鼻内視
鏡GIF XP260Nを用いて経乳頭的に挿入し、胆管の盲端部に白色サンゴ状の
結石を確認した。生検鉗子で結石の一部をつかみ、内視鏡ごと排出、結石除
去に成功した。手技は問題なく施されたが、治療後より腹痛あり、採血で膵
酵素の上昇を認め、翌日のCTで膵頭部の膵腫大と腎下極以遠まで液体貯留が
あり、CT Grade2の急性膵炎と診断、さらに後腹膜穿孔を疑うフリーエアー
を認めた。外科とも相談の上、絶食、補液、薬剤投与にて保存的に加療し軽
快したため、入院第10病日に食事開始、第17病日に退院した。【考察】今回
の症例は無症状であったが、遺残胆管内の結石の移動により乳頭部嵌頓など
来した際に膵炎を発症する懸念があり、患者および家族と相談の上治療を行
う方針となった。先天性胆道拡張症の術後膵石形成は膵頭部にできることが
多く、その形成機序として膵頭部での膵液流出障害にて術後に膵炎を繰り返
し膵石を形成する機序、または膵内に拡張胆管が遺残した症例では、遺残胆
管内で膵液がうっ滞し膵石が形成されるという機序が考えられている。今回
の症例は後者が原因と考えられた。【結語】先天性胆道拡張症術後遺残胆管
内結石を内視鏡的に除去できた1例を経験した。治療の適応、方法について
は事前に十分検討し、各種内視鏡や処置デバイスの準備が必要であると考え
られる。

先天性胆道拡張症術後遺残胆管内結石に
対し内視鏡的結石除去を行った 1 例

O-034
（内）

青森厚生病院 外科
○渡辺　伸和

【症例1】90歳台、女性。【既往歴】高血圧、腰部脊柱管狭窄。【現病歴】X年
7月急性胆管炎のショック状態にて前医に入院。高齢であり内視鏡的なアプ
ローチは危険性があると考えられ、経皮経肝胆嚢ドレナージ（PTGBD）を
施行した。患者、家族がこれ以上の治療を希望せず。同年10月に当科紹介。【紹
介時身体所見】Performance status （PS）2、7 Fr PTGBDチューブが挿入さ
れ、クランプ中。【経過】当科に紹介されてから三年間で、胆管炎を発症し
て4回入院。また、経過中に胆管結石のサイズは増大し、PTGBDチューブを
クランプしての管理は困難となり、胆汁バックに接続しての管理に変更した。
それに伴い、チューブの閉塞が起こりやすくなり、チューブのサイズアップ
や、3から4週間毎にチューブ交換を行った。さらに、胆汁が体外に排泄され
るため、ビタミンKの不足が生じ、APTTの延長を認めた。当初は点滴投与
だったが、最終的にはビタミンK製剤の内服を開始した。PTGBDチューブ挿
入して3年1 ヶ月経過中。【症例２】80歳台、女性。【既往歴】高血圧。【現病
歴】Y年7月急性胆嚢炎にて当科に入院。臨時手術はせず、PTGBDを施行した。
患者、家族がこれ以上の治療を希望せず。【紹介時身体所見】7 Fr PTGBD
チューブが挿入され、クランプ中。PS 1、自宅で孫と暮らしている。【経過】
胆嚢炎は再燃せず。定期的にチューブ挿入部の状態を観察。PTGBDチュー
ブ挿入して3年3 ヶ月経過中。【考察】胆石症に対してのPTGBD施行は一般的
に行われる手技である。しかし、それは根治的な治療にはならないが、胆嚢
炎や胆管炎の回避にはつながる。そのため、今回の二つの症例のような症例
には適応があると考えられる。問題点として、長期管理にまつわるドレン刺
入部の皮膚トラブル、ドレン交換のタイミング、家族へのドレン管理の教育
などが挙げられる。さらにドレナージ中の場合はビタミンKの補充、チュー
ブ閉塞の問題も追加される。今回、この二例について文献的考察を加えて報
告する。

胆石症に対して経皮経肝胆嚢ドレナージ
を施行しながら外来通院中の二例

O-033
（消）

一
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仙台市医療センター 仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科1）、
仙台市医療センター 仙台オープン病院 放射線科2）

○小堺　史郷1）、小川　貴央1）、酒井　利隆1）、越田　真介1）、菅野　良秀1）、
楠瀬　寛顕1）、與那嶺　圭輔1）、宮本　和明1）、阿南　秀征1）、岡野　春香1）、
杉田　礼児2）、伊藤　啓1）

【背景】長径10mm以上の胆嚢ポリープは、腫瘍性ポリープの可能性が比較的
高く、切除が推奨されているが，切除後に非腫瘍であることをしばしば経験
する．鑑別診断に単純CTが有用との報告があるが，いずれも少数例の報告で
あり，10mm以上の有茎性ポリープに限った報告はない．【目的】長径10mm
以上の有茎性胆嚢ポリープに対する単純CTの鑑別診断能について検討する
こと．【方法】2008年1月から2021年2月までに長径10mm以上の有茎性胆嚢ポ
リープに対して胆嚢摘出術を施行した80例のうち，術前に単純および造影CT
を施行した47例 (平均年齢 59±13歳，男女比 26:21)を対象とした．対象の内
訳は，腺腫および腺腫内癌 21例 (A群) とコレステロールポリープ 26例 (C群) 
であった．CTの読影は，患者情報を知らない胆道指導医2名が行い，単純お
よび造影CTそれぞれで、胆嚢ポリープが検出可能か否かを判定した．【結果】
平均年齢はA群64±11歳，Ｃ群55±13歳 でA群で有意に高かった(P ＜ .05)．
平均ポリープ径はA群17.4±5.1mm、C群13.7±3.4mmでA群で有意に大きかっ
た(p ＜ 0.01)．単純および造影CTそれぞれの検出可能率は，A群38% (8/21)，
100% (21/21)，C群0% (0/26)，96% (25/26)で，単純CTにおける検出可能率は
A群で有意に高かった (P ＜ .01)．単純CTで検出可能であるポリープを腫瘍
性ポリープとした時の感度・特異度・正診率は，それぞれ38%, 100%, 72%で
あった．造影CTのスライス面を参考にして腫瘍性ポリープおよびコレステ
ロールポリープのCT値とポリープ周囲の胆汁のCT値差を計測すると，それ
ぞれ平均14.12±11.38 HU，平均4.67±6.32 HU (p ＜ .01)であり，腫瘍性ポリー
プで有意にCT値差が大きかった．【結論】単純CTで検出可能な胆嚢ポリープ
は腫瘍性の可能性が非常に高く，鑑別診断の一助になる可能性が考えられた．

長径 10mm 以上の有茎性胆嚢ポリープ
診断における単純 CT の有用性

O-040
（消）

仙台市医療センター 仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科
○小堺　史郷、越田　真介、菅野　良秀、小川　貴央、楠瀬　寛顕、酒井　利隆、

與那嶺　圭輔、宮本　和明、阿南　秀征、岡野　春香、伊藤　啓

【症例】79歳，男性．黄疸を主訴に前医を受診し，血液検査で肝胆道系酵素
の上昇と腹部エコーで胆管拡張を指摘され，精査加療目的に紹介となった．
入院時の血液検査で T-Bilの上昇 (10 mg/dL)と，肝胆道系酵素の上昇 (AST 
150 U/L，ALT 348 U/L，ALP 1274 U/L，γ-GTP 1046 U/L)を認めた．血
清CEA，CA19-9値は基準範囲内であった．造影CTで遠位胆管内に造影早期
から淡く造影される20mm程の腫瘤性病変を認め，肝側の総胆管と肝内胆管
の拡張を伴っていた．EUSでは，胆管末端内腔を占める20mm大の低エコー
腫瘤を認め，一部外側高エコー層は不明瞭化し，膵浸潤を疑った．ERCPを
施行し，胆管造影で下部胆管内腔へ突出する腫瘤性病変が示唆され，これに
より下部胆管は狭窄していた．進展度診断目的に経口胆道鏡を施行し，肝門
部および左右肝管への明らかな腫瘍進展は認めなかった．狭窄部へ行った生
検では，紡錘形細胞を認めたが，診断確定は得られなかった．悪性の間葉系
腫瘍の疑いで当院外科にて膵頭十二指腸切除が施行された．切除標本の肉
眼像では，病変は下部胆管内腔を主座とし，Vater乳頭部より十二指腸内腔
へ突出し、膵浸潤伴う長径60mm大の腫瘤であった．HE染色による組織像
では，紡錘形細胞が束状配列を示しながら増殖し，herring-bone patternや
hemangiopericytomatous patternが観察された．免疫染色ではVimentinが陽
性で，SMA，desmin，S-100，サイトケラチン，シナプトフィジン，HHF35
は い ず れ も 陰 性 で あ っ た． 最 終 的 にMalignant peripheral nerve sheath 
tumor (FNCLCC grade3)と組織診断した．術後7 ヶ月で肝門部にて局所再発
し，術後13 ヶ月で永眠された．胆管癌の組織型の多くは腺癌であり，間葉系
腫瘍を認めることは極めて稀である．今回我々は，遠位胆管に発生した間葉
系腫瘍いわゆる胆管肉腫を経験したので，若干の文献的考察を加えて報告す
る．

遠位胆管に発生した Malignant	
peripheral	nerve	sheath	tumor の 1
例

O-039
（消）

一般財団法人大原記念財団大原綜合病院
○大友　駆、渡辺　晃、藤原　達雄、菊田　佳子、大澤　賢人、夏谷　華帆、

石幡　良一

【症例】93歳, 男性【既往歴】胃がん（幽門側胃切除術B-1再建）, 洞不全症候
群(ペースメーカー留置), 高血圧症, 慢性腎臓病【現病歴】2020年2月に下部
胆管腫瘍による閉塞性黄疸でA病院より当院に紹介された。入院の上ERCP
を試みるも胆管へのアプローチ困難のため中断となり, 同年3月にPTBDを行
い, その後経皮的にpartially-covered SEMSを下部胆管に留置した。ステン
ト留置後の経過は良好であり, 胆管腫瘍に対しては積極的加療を行わない方
針で退院した. 同年12月, ステントが逸脱したことにより閉塞性黄疸をきた
し, 加療目的に, B病院から当院へ紹介され入院した.【経過】胆管ステント
は, 十二指腸の肛門側に半分以上逸脱しており, 把持鉗子やスネアリングによ
る抜去は困難であった. そのため ステント側面をAPCにて切除し, ステント
留置に十分なスペースを確保後, スイングチップカテーテルを用いて胆管へ
深部挿入を行い, uncovered SEMSをstent-in-stentで留置した. ステント留置
後の経過は良好であり, 第28病日に退院した. 退院後1年間, 合併症なく経過し
ている.【考察】近年, 抜去が困難な十二指腸へ逸脱した胆管ステントに対す
るAPCを用いた切断の有用性が報告されているが, その適応や高周波出力な
どの設定は確立されていない. 本症例はAPCによるステント切断後, stent-in-
stentに成功した希少な症例と考えられ, 術後の合併症もなく, 退院後経過も良
好であった. 今後より多くのデータ集積が望まれる手技であり, 過去の報告も
踏まえて報告する. 

十二指腸に逸脱した胆管メタリックステント
をアルゴンプラズマ凝固法 (APC) にて切断し
stent-in-stent に成功した下部胆管癌の一例

O-038
（内）

大崎市民病院 消化器内科
○矢野　翔太、境　　吉孝、保田　悠乃介、大坂　龍也、丹野　尚太郎、

小野寺　基之、伊藤　博敬、佐藤　雄一郎、五十嵐　勇彦、大矢内　幹

【症例】92歳女性【主訴】発熱、嘔吐【既往歴】子宮体癌術後、アルツハイマー
型認知症【現病歴】38度台の発熱と嘔吐が生じたため入所中の老健施設から
当院ERに紹介搬送となった。【経過】認知症のため意思疎通ができず腹部所
見は取りづらいものの上腹部に軽度の筋性防御を認め、採血では炎症反応に
加え、肝胆道系酵素と膵酵素の上昇（lipase;4734）を認めた。かなり高齢だっ
たが救命の為に十分なICをした上で翌日内視鏡的胆道採石術を試みた。内視
鏡上、腫大した乳頭が大きな憩室の中に存在していた。胆管造影は可能であっ
たが、憩室内開口による胆管変位と末端の結石嵌頓のためにガイドワイヤー

（GW）の深部挿入が難しく、その手技中に胆管周囲への造影剤貯留を認め、
胆管穿孔と判断した。経鼻胆管ドレナージ（ENBD）を挿入し、二期的に
採石することも考えたが、認知症のために長期の絶食治療が難しく、また
ENBD自己抜去の可能性が高いことなどを考慮し、一期的に治療することと
した。まず何とか深部胆管にGWを挿入し、胆管になるだけ圧をかけないよ
うに注意しながらEST後に胆管結石をバスケットで除去した。引き続き穿孔
部を被覆するようにcovered metallic stentを留置し終了した。その直後に施
行したCTでは胆管周囲の後腹膜腔に遊離ガスと造影剤貯留を認めたが、ステ
ント留置6日後に施行したCTではその両者が完全に消失していることが確認
できた。食事開始して問題ないことを確認して第14病日に退院となった。【考
察】ERCP関連手技ではしばしば重篤な合併症が生じるが、その中でも胆管
穿孔は後腹膜の重症感染を併発するため死亡率が高く（約12.5％）、適切な対
応が必須とされる。胆管穿孔した場合、一般的にENBDにより保存的に治療し、
改善がない際には外科手術をするという報告が多い。本症例ではGWによる
微小な胆管穿孔と考えられたため背景疾患も念頭にいれて、そのまま採石術
を完遂した上でのステント被覆という一期的治療を選択した。胆管穿孔をき
たした状態によるものの、致死的合併症に対する有用なトラブルシューティ
ングの1つと考えられたため、若干の文献的考察も併せて報告する。

ERCP 関連手技中に生じた後腹膜穿孔に
対し、covered	metallic	stent 留置に
て治療が得られた一例

O-037
（内）
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仙台市医療センター仙台オープン病院1）、
仙台市医療センター 仙台オープン病院 消化器外科・一般外科2）、
仙台市医療センター 仙台オープン病院 病理部3）

○宮本　和明1）、越田　真介1）、菅野　良秀1）、小川　貴央1）、楠瀬　寛顕1）、
酒井　利隆1）、與那嶺　圭輔1）、小堺　史郷1）、阿南　秀征1）、岡野　春香1）、
岡田　恭穂2）、及川　昌也2）、澤井　高志3）、野田　裕1）、伊藤　啓1）

症例は51歳男性．心窩部痛を主訴に救急外来を受診し，血液検査で肝機能障
害 (AST 416, ALT 109, ALP397 , γGTP 1420 U/L)がみられ、画像検査では
膵体部に嚢胞性病変を認めた．症状の原因が特定できず精査加療目的に入院
となった．入院後，腹痛は速やかに軽快し，肝機能障害も改善した．造影
CTでは膵体部に造影効果の乏しい3cm弱の類円形腫瘤を認め，一部辺縁に
三日月状の造影効果を有する部分も伴っていた．MRIでは，同腫瘤の内部は
T1WIとT2WI共に低信号主体で，拡散強調画像では異常信号を認めなかっ
た．EUSでは，境界明瞭で被膜を有し，周囲膵実質に比して同輝度から高
輝度呈する内部均一な25mm程の類円形腫瘤として描出され，内部に隔壁様
の線状エコー像がみられた．ソナゾイド造影では，腫瘤内部は隔壁様の構造
のみ早期から造影され，これ以外の造影効果は明らかではなかった．画像検
査からは膵嚢胞性病変を疑ったが，神経内分泌腫瘍やsolid-pseudopapillary 
neoplasmなどの嚢胞変性を伴う充実性腫瘍を否定できず，確定診断目的に
EUS-FNAを施行した．採取検体の組織像では壊死組織を認めるのみで組織
学的に確診は得られなかった．EUS-FNA施行19日後に心窩部痛を主訴に当
院受診し，造影CTで膵体部腫瘤の44mmへの増大を認め腹痛の原因と考え再
入院となった．EUS-FNA後の出血，感染または膵液瘻などを考慮し，抗生
剤投与など保存的治療を開始したが，腹痛悪化や炎症反応の悪化(WBC 11280 
μ/L，CRP 32 mg/dL)を認め，再入院4日目に外科で膵体尾部切除術を施行
した．術中所見は，膵体部に直径50mm程の境界明瞭な嚢胞性腫瘤を認め，
腹側壁は菲薄化，暗赤色を呈し，この頭側で破裂していた．膿性内容液が腹
腔内へ拡散しており，汎発性腹膜炎を呈していた．切除標本の組織所見は，
膵体部から膵外に突出する多房性嚢胞で，嚢胞壁にはリンパ球の集簇が目
立ち，最終診断はlymphoepithelial cystであった．鑑別診断に苦慮し，EUS-
FNA後に症状が再燃し腹膜炎に至った症候性膵嚢胞性病変の1例を経験した．
経時的に増大することで症状を伴った可能性があり，臨床的に示唆に富む症
例と考え報告する．

症候性 lymphoepithelial	cyst の 1 切
除例

O-044
（消）

秋田大学医学部付属病院 消化器外科
○佐藤　公彦、阿部　ゆき、中川　康彦、堀江　美里、熊谷　健太、渡辺　剛、

飯田　正毅、打波　宇、山本　雄造

症例は73歳，男性．15年前に早期胃癌で胃全摘が行われている．左上腹部痛
を主訴に他院を受診，CT検査で左上腹部に挙上空腸盲端と交通のある8cm大
の腫瘤を認め，腹腔内膿瘍の診断で当院に紹介となった．血液検査で炎症所
見はなく，腫瘍マーカーはCEA 10.5ng/ml，CA19-9 231U/mlと上昇してい
た．ダイナミックMRIでは腫瘤内に後期相で造影される充実成分を認めた．
MRCPでは主膵管は拡張，膵尾部で腫瘤との交通が疑われた．上部内視鏡検
査では挙上空腸盲端の2か所に瘻孔形成を認めた．排膿や粘液の流出は確認
されなかった．瘻孔部からの生検で悪性所見は認めなかった．瘻孔を介して
腫瘤内にENBDを挿入，洗浄液を細胞診に提出したが，こちらでも悪性所見
は認めなかった．IPMNやMCN等の膵嚢胞性腫瘍を第一に考えたがこれ以上
の精査は困難であり，挙上空腸以外の臓器に明らかな浸潤傾向はなく，遠隔
転移もみられなかったことから外科的切除の方針とした．腫瘤は膵尾部由来
であり，挙上空腸盲端の合併切除を伴う膵体尾部切除を行った．摘出標本で
は腫瘤内と主膵管内に粘液の貯留を認め，両者の交通が疑われた．永久標本
では腫瘤内部の充実性成分は粘液産生性の浸潤癌であり，挙上空腸盲端への
浸潤を認めた．卵巣様間質は確認されなかったが，腫瘤内に種々の異型を伴
う膵管上皮が全くみられなかったことから，最終的にMCC invasiveの診断と
なった．本症例では膵尾部周囲に発生する嚢胞性腫瘤の鑑別として膵嚢胞性
腫瘍の他に，腹腔内膿瘍，膵仮性嚢胞，GIST，胃癌の再発などが考えられた．
胃全摘後であったためERPは困難であり，腫瘤が挙上空腸盲端以外に接して
いなかったためEUSでの評価も行うことは出来なかった．術前診断が困難で
あった膵嚢胞性腫瘍の一例を報告する．

胃全摘後の挙上空腸盲端との間に瘻孔形
成を認めた膵嚢胞性腫瘍の一例

O-043
（消）

公立藤田総合病院
○持丸　友昭、佐藤　俊、大島　康嘉、木暮　敦子、坂　充、近藤　祐一郎

【症例】60歳代, 男性. 【主訴】労作時の呼吸苦. 【既往歴】2006年十二指腸潰
瘍. 2007年糖尿病. 2017年急性膵炎. 2019年急性膵炎【生活歴】飲酒 焼酎1杯
/日, 毎日. 2019年から禁酒. 【現病歴】2020年12月22日に労作時の呼吸苦, 深
吸気時の右側胸部痛があり当科を受診した. 胸部CT検査で右胸水貯留を認
め, 精査加療目的に同日入院した. 【検査所見】血液検査: WBC 4800 /μL, Alb 
4.2 g/dL, AMY 974 U/L, CRP 1.32 mg/dL. 胸水: 蛋白 4260 mg/dL, LDH 403 
U/L, AMY 43730 U/L. 胸腹部CT検査: 右胸水貯留. 右肺下葉の虚脱あり. 膵
周囲脂肪織濃度上昇あり. 【経過】第2病日に胸腔穿刺を施行した. 胸水中の
AMY 43730 U/L, 蛋白 4260 mg/dLと高値であり膵性胸水が疑われた. 胸腔
穿刺後は胸水の増加なく経過し, 呼吸苦も改善したことから第5病日に退院し
た. 2021年1月7日に受診したところ, 右胸水の再増加を認め同日入院した. 造
影CT検査, MRCPで膵体部から食道周囲にかけて瘻孔を認め, 膵胸腔瘻による
膵性胸水が考えられた. 第6病日のC T検査で胸水の増加があり, 胸腔ドレーン
を再留置した. 第7病日に膵管ドレナージ目的にERPを施行したところ膵体部
の主膵管から造影剤の流出像があり, 同部位が瘻孔であると判断し内視鏡的
経鼻膵管ドレナージ(ENPD)チューブを留置した. 第27病日に施行したENPD
チューブ造影で瘻孔は造影されなかったためENPDチューブを抜去し, 同日
ERPを施行し瘻孔部位をまたぐように膵管ステントを留置した. 第29病日の
造影CT検査で胸水の減少を確認し胸腔ドレーンを抜去した. その後の経過は
良好であり, 第36病日に退院した. 2021年3月30日に施行した造影CT検査では
胸水はほぼ消失した. 【結語】膵性胸水は膵炎患者の0.4%と報告されており比
較的稀な疾患とされている. 治療法として以前は保存的治療や外科的治療が
中心であったが, 近年では内視鏡的治療による奏功例も報告されている. 今回
膵管ドレナージが奏功した膵胸腔瘻による膵性胸水の一例を経験したため文
献的考察を加えて報告する.

膵管ドレナージが奏功した膵胸腔瘻によ
る膵性胸水の一例

O-042
（内）

弘前大学 大学院 医学研究科 消化器血液内科学講座
○田中　佑輔、五十嵐　剛、佐藤　諭、飯野　勢、櫻庭　裕丈、福田　眞作

症例は76歳男性。過去に糖尿病を指摘されたことがあったが治療を自己中断
しており、飲酒量も多かった（焼酎2L/週）。昼頃より悪心が出現し改善しな
いため同日晩に近医を受診した。CTで、膵頭部の腫大と周囲炎症所見、後
腹膜腔を中心にガス像を認め、重症膵炎（予後因子2点、造影CT Grade 2)と
して当院へ救急搬送された。当院到着時Glasgow coma scale E3V5M6、血圧
126/76 mmHg、脈拍124 回/分、体温37.2度であった。腹部はやや硬く、緊満
していた。外科と相談し気腫性膵炎と判断し治療を開始した。翌朝のCTで
気腫の増加を認め消化管穿孔の可能性を否定し得ず、緊急手術を施行した。
腹水を認めたが、性状は漿液性で便汁とは異なっていた。右側横行結腸漿膜
面に黄白色斑点を認め、同部の結腸間膜が発赤肥厚を呈しており、気腫穿通
の可能性を疑った。右側結腸部分切除を行ったが、粘膜面に異常を認めず結
腸壁の所見は二次性の変化であった。膵頭部および膵体部上縁に黄白色の鹸
化所見を認め、主病態は急性膵炎であると考えられた。腹腔内を生理食塩水
10000mLで洗浄し、ドレーンをウインスロー孔から膵上縁、左横隔膜下、ダ
グラス窩に留置した。右下腹部に単孔式上行結腸ストーマを造設し閉創した。
抗 菌 薬 はTAZ/PIPCとMNZを 併 用 し た。 静 脈 血 と 腹 水 の 培 養 検 査 で、
Klebsiella pneumoniaeが検出され、薬剤感受性を受けde-escalationを行った。
経過は良好で術後3日目にICUから一般病棟へ移り、術後22日目に退院となっ
た。
気腫性膵炎は比較的稀な疾患で、死亡率が高く予後不良とされている。しか
し、自験例では、可及的な手術により消化管穿孔が否定されたことで絶食が
長期化することなく、洗浄およびドレーン留置により腹腔内感染を最小限に
とどめることができ、良好な経過へ結びついた。若干の文献的考察を加えて
報告する。

発症早期より後腹膜気腫を来たし、手術
を施行した重症膵炎の 1 例

O-041
（消）
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仙台市医療センター 仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科1）、
仙台市医療センター 仙台オープン病院 消化器外科・一般外科2）、
仙台市医療センター 仙台オープン病院 病理部3）

○宮本　和明1）、越田　真介1）、菅野良秀1）、小川　貴央1）、楠瀬　寛顕1）、
酒井　利隆1）、與那嶺　圭輔1）、小堺　史郷1）、阿南　秀征1）、岡野　春香1）、
及川　昌也2）、澤井　高志3）、野田　裕1）、伊藤　啓1）

症例は70歳男性．健診の腹部超音波検査で膵体部腫瘤を認め，精査目的に
当科に紹介となった．腹部超音波検査では，膵体部に15mmの境界明瞭で辺
縁不整な低エコー腫瘤を認めた．腹部造影CTでは，前医で指摘された膵腫
瘤の辺縁は早期相から濃染し，内部は遅延性に淡い造影効果を認めた．MRI
では，腫瘤はT2WIで高信号，T1WIで低信号，DWIで拡散能の低下を認
め，MRCPで同腫瘤部における主膵管狭窄とその尾側の主膵管拡張を認め
た．EUSでは，腫瘤は比較的境界明瞭な低エコー腫瘤として描出され，ソナ
ゾイドによる造影では腫瘤は早期から均一に淡く造影され，造影効果は周囲
膵実質より長時間みられた．画像検査からは悪性の膵腫瘍を疑ったが，通常
の膵管癌としては非典型な造影態度であった．EUS-FNAを提案したが希望
されず，膵体尾部切除術を施行した．切除膵標本の組織像では，腫瘤内部は
壊死を伴い，腫瘤辺縁を中心に小型円型核と好酸性の細胞質を持つ異型細胞
が密集しており，特殊染色所見も含めて神経内分泌腫瘍と診断したが，腫瘍
辺縁と所属リンパ節には腺癌(tub1)を認め，最終的にMixed neuroendocrine-
nonneuroendocrine neoplasm (MiNEN)，pT2,pM0,pN1,pStageIIBと診断した．
腺癌成分のリンパ節転移所見からS-1内服による術後補助化学療法を行った
が，開始2 ヶ月後の造影CTにて肝転移及び残膵再発が疑われ，経皮的肝腫瘍
生検でneuroendocrine carcinomaと組織診断した．術前の画像所見からは診
断に苦慮した膵MiNENの貴重な1例と考え報告する．

術前診断に苦慮した膵 Mixed	
neuroendocrine-nonneuroendocrine	
neoplasm	(MiNEN) の 1 例

O-048
（消）

岩手医科大学 外科
○梅邑　晃、新田　浩幸、片桐　弘勝、菅野　将史、武田　大樹、長瀬　勇人、

天野　怜、菊地　晃司、屋成　信吾、佐々木　章

【はじめに】高度肥満症に対する減量・代謝改善手術（MS）は、2型糖尿病（T2D）
をはじめとした肥満関連健康障害を劇的に改善することが示されている。今
回、膵体部に膵内分泌腫瘍（PNET）を認めた高度肥満症患者に対してMSを
先行し、腹腔鏡下脾温存膵体尾部切除術（LSPDP）を施行した1例を経験し
たので報告する。【症例】56歳、男性。人間ドックで15mm大の膵腫瘤を指摘
され当科を紹介受診した。体重94.0kg、BMI37.2kg/m2、数年に渡り降圧剤
を近医から処方されており、高度肥満症の診断となった。造影CT検査では
動脈相で濃染される腫瘤を認め、膵実質には著明な脂肪浸潤があり、脾動脈
分岐部での膵実質厚は32mmであった。EUSガイド下針生検では、PNET G1

（Ki-67指数1%）であったことからMSとして腹腔鏡下スリーブ状胃切除術を
術前減量後に施行した。その後、PNETの増大などがないことを確認しなが
ら6か月の減量期間を置き、体重64kg、BMI25.3まで減量した。造影CTでは、
膵実質の脂肪浸潤は改善し、膵実質厚は17mmまで減少したおり、PNETに
対してLSPDPを施行した。術後耐糖能異常を呈することなく経過している。

【考察】教室では、高度肥満症患者における膵脂肪沈着が耐糖能の悪化を招
くことを示しており、MSによる膵脂肪沈着の改善がT2Dの改善に寄与して
いると考えている。LSPDPを前提とした本症例におけるMSは減量による手
術リスクの軽減、膵脂肪沈着の改善によるインスリン分泌能の確保、膵実質
厚減少による膵離断の安全性の担保を得ることができる有用な治療戦略であ
ると考えられた。

減量・代謝改善手術後に腹腔鏡下膵体尾
部切除術を施行した膵内分泌腫瘍の 1 例

O-047
（消）

国立病院機構 仙台医療センター 消化器内科1）、
国立病院機構 仙台医療センター 病理診断科2）、
国立病院機構 仙台医療センター 外科3）

○坂野　美紗子1）、木村　憲治1）、荒　誠之1）、櫻田　潤子2）、島村　弘宗3）、
真野　浩1）、鈴木　博義2）、鵜飼　克明1）

【症例】82歳、女性【主訴】嘔気、嘔吐【既往歴】高血圧症、十二指腸潰瘍
【現病歴】9月3日、十二指腸潰瘍の診断で前医入院、以降外来フォローとなっ
ていた。12月中旬から嘔気・嘔吐が出現し、精査加療目的に12月15日に前医
受診したところCTにて胃の拡張を認め、精査加療目的に同日当院消化器内科
紹介受診となった。【検査所見および経過】血液生化学検査では黄疸もなく
腫瘍マーカーも正常範囲内で、特記所見を認めなかった。腹部造影CTでは膵
頭部に造影早期相から造影される約20mmの内部不均一な腫瘤とそれと連続
するようにgroove領域に乏血性の軟部影を認め、同部より口側の胃十二指腸
に著明拡張と液貯留を認めた。上部消化管内視鏡検査では十二指腸下行部に
強い狭窄と浮腫性変化を認めるも上皮性変化に乏しく、生検でも悪性は検出
されなかった。腹部エコーでは同部で内部不均一で多結節性の低エコー性腫
瘤として描出された。MRIでは膵groove領域に辺縁が造影される不整形腫瘤
として描出された。同部はT1強調画像で低信号、T2強調画像で膵実質より
わずかに高信号、拡散強調画像で高信号を呈しており、MRCPでは中部胆管
に高度狭窄を認めたが、肝内胆管の拡張は認めなかった。膵神経内分泌腫瘍

（NeuroEndocrine Neoplasm: NEN）、groove膵癌などを鑑別に考え、EUS-
FNAを施行し、シナプトフィジン、クロモグラニン、CD56、CDX-2陽性で
膵神経内分泌腫瘍膵NEN、Group2（G2）相当の診断となった。外科紹介し、
膵頭十二指腸切除術が施行され、病理組織学的には不整類円形核と好酸性細
胞質からなる上皮細胞が索状・リボン状に増生しており、細胞間に観察され
る繊細な繊維/血管性間質が減少し細胞密度が上昇していた。十二指腸近傍
に局所的・少量だが壊死像を認めた。免疫染色ではガストリン陽性であり、
ガストリノーマの可能性が否定できなかった。リンパ管浸潤、静脈浸潤、リ
ンパ節転移を認め、UICC 8th/Jap 7thでpT3N1M0 Stage IIB と考えられた。

【結語】著明な十二指腸浸潤を呈し膵管癌との鑑別に苦慮したＧ2のNENの症
例を経験したので報告する。

著明な十二指腸浸潤を呈した膵神経内分
泌腫瘍の 1 例

O-046
（消）

弘前大学大学院医学研究科 消化器血液内科学講座1）、
むつ総合病院 消化器内科・内科2）

○舘田　哲幸1）、五十嵐　剛1）、佐藤　諭1）、飯野　勢1）、遠藤　哲2）、
櫻庭　裕丈1）、福田　眞作1）

【症例】83歳、男性【既往歴】左足悪性黒色腫手術(2019年)、脳梗塞(2008年)【現
病歴】左足悪性黒色腫の術前検査で汎血球減少を認め、CT検査で膵石灰化
と門脈閉塞、側副血行路の発達を認めたため2019年12月に当科へ紹介となっ
た。常習飲酒家であるためアルコールに起因した病態を疑い、経過観察の方
針となった。2020年4月に吐血を認め、当院へ救急搬送となった。【入院後経
過】Hb 4.7 g/dLと低値であり、上部消化管内視鏡検査にて胃静脈瘤の白色栓
を認め、同部からの出血であったと考えられた。造影CT検査では胃腎シャン
トを認め、明らかな膵腫瘤は認めなかった。バルーン閉塞下逆行性経静脈的
塞栓術や内視鏡的硬化療法にて治療を行い、治療後はHbの減少を認めなかっ
たが、徐々に呼吸状態の悪化を認めた。第6病日に呼吸不全にて死亡したた
め、原因を究明するべく病理解剖を行った。門脈本幹の閉塞は神経内分泌腫
瘍(NET)による腫瘍栓が原因であった。膵臓は全体的に硬くなっており、尾
部に腫瘍細胞が浸潤性に増殖していたため同部が原発巣と考えられた。腫瘍
細胞は索状・リボン状の配列を呈しており、免疫染色でChromogranin A陽性、
Synaptophysin陽性、CD56陽性で、Ki-67 index 3%、核分裂像4/10HPFであ
りNET G2相当であった。両側肺炎の所見を認め、呼吸不全の原因と判断した。

【考察】典型的な膵NETは類円形で境界明瞭な充実性腫瘍であることを反映
し、エコーでは辺縁整で内部均一、造影CTやMRIでは早期濃染を呈する。一
方で非典型的なものでは不整形、乏血性、嚢胞や石灰化を伴うなど多彩な画
像所見を呈することが知られている。本症例におけるCT検査では膵の腫瘍部
と非腫瘍部の造影効果の差が僅かであったため腫瘤として認識できず、アル
コール多飲歴と膵石灰化像を伴っていたことから慢性膵炎に起因した門脈閉
塞と考えられていた。【結語】病理解剖にて膵神経内分泌腫瘍、門脈腫瘍栓
が明らかとなった1例を経験した。自検例の画像所見と臨床像を検証し、必
要であった診断プロセスについて文献を用いて考察する。

病理解剖にて膵神経内分泌腫瘍、門脈腫
瘍栓が明らかとなった 1 例

O-045
（消）
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東北大学 消化器外科学
○宮崎　健人、石田　晶玄、益田　邦洋、大塚　英郎、水間　正道、中川　圭、

森川　孝則、亀井　尚、海野　倫明

【諸言】　膵癌において腹水細胞診陽性症例の予後は不良であり、治療方針の
決定に大きく影響する因子の一つである。しかしながら腹水細胞診の施行は
容易でなく、実臨床では、切除企図手術の際の迅速細胞診検査や、審査腹腔
鏡によって診断されることがほとんどである。もし腹水洗浄細胞診陽性症例
を選別することが可能となれば、診療方針の決定に有用であると思われる。
今回我々は、4種類の機械学習の手法を用いて、審査腹腔鏡施行前の臨床デー
タから腹水細胞診の予測を行い、手法間の精度について比較したので報告す
る。【方法】 当科で2013年から2018年に審査腹腔鏡を施行した膵管癌症例160
例(審査腹腔鏡で腹水細胞診陽性46例,陰性114例)を対象とした。腹水細胞診
の結果を、Gradient Boosting Decision Tree (GBDT), Random Forest (RF), 
Neural Network(NN), ロジスティック回帰(LR)の各手法で解析し、腹水細胞
診の予測器を作成し、それぞれの比較を行った。GBDTやRFは弱学習器を複
数組み合わせて学習する手法で近年、様々なデータの解析に用いられている。
またLRは歴史的によく用いられている方法である。【結果】　各手法による
予測器のカットオフ値を50%にした場合の感度および特異度は、GBDT: 78%, 
87%、 RF: 67%, 77%、NN: 56%, 87%、LR: 44%, 83%であった。GBDT, RFで
は重要な特徴量として膵体尾部癌, 切除可能性分類でのUR、CA19-9、CEAが
抽出され、 LRによる単変量解析では膵体尾部癌とURが有意であった。【結論】　
GBDTは他の手法に比べ, 良好な予測結果を示し、予測に影響する因子として、
膵体尾部癌、切除可能性分類のUR、CEA、CA19-9が挙げられた。機械学習
の性質上, 症例数が多くなるほど精度が上げることが可能であり、今後さら
なる症例の蓄積を行うことで、予測精度の向上を行う。

機械学習を用いた、膵癌における腹水洗
浄細胞診の予測器の作成

O-052
（消）

仙台市医療センター 仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科
○酒井　利隆、越田　真介、菅野　良秀、小川　貴央、楠瀬　寛顕、

與那嶺　圭輔、宮本　和明、小堺　史郷、岡野　春香、阿南　秀征、野田　裕、
伊藤　啓

【背景】限局性膵萎縮(FPPA)と膵上皮内癌との関連が報告されているが、同
所見と浸潤性膵管癌との関連および経時的な変化に関しては明確ではない。

【目的】膵管癌診断前の経過観察中のFPPA合併の割合と同所見の画像推移
を明らかにする。【対象】当院にて膵切除を行い膵管癌と組織診断した275
例中、膵管癌と診断する2 ヶ月以上前に画像検査による経過観察を施行し
た61例(2003.4 ～ 2021.7)。【方法】FPPAの診断は既報を参照に膵実質の頭側
から尾側を結ぶベースラインより5mm以上膵実質が湾入萎縮しているもの
をFPPAと定義し、萎縮幅の広いCave-in type、萎縮幅が広く脂肪化を伴う
Slimness type、萎縮幅の狭いSlit typeに分類した。膵管癌診断前のCT/MRI
を用いて、1)FPPA陽性率、2)FPPAの経時的変化を検討した。【患者背景】
男性/女性は34/27例、平均年齢74(55-88)歳、fStage (0/IA/IB/IIA/IIB/III/IV)
は4/18/3/10/24/0/2例、主座(Ph/Pb/Pt)は37/20/4であった。膵癌発生前の
経過観察中の検査(CT/MRI)回数の中央値は4(1-21)回、初回画像検査から膵管
癌診断までの中央値は6(2-156) ヵ月であった。【結果】1)対象61例の膵管癌診
断前の画像検査において、FPPAは25例(41%)でみられ、その他に膵管狭窄は
23例(38%)、膵管拡張は26例(43%)、膵嚢胞は20例(33%)で認めた。いずれも認
めなかったのは14例(23%)であった。FPPA25例の詳細は、Cave-in/Slimness/
Slit typeがそれぞれ11/7/7例、萎縮幅の平均は19mm、主座は膵体尾部が
60%(15/25)を占めた。また7例(28%)で膵管狭窄、9例(36%)で膵管拡張、6例
(24%)で膵嚢胞を認め、FPPAのみ認めたのは12例(20%)であった。2)膵管癌診
断前に経時的な画像評価が可能であったFPPAは22例(88%)、うち15例(68%)で
FPPAが経時的に進行していた。【結語】FPPAは膵管癌診断前の約4割に認め、
Cave-in typeが多く、膵体尾部に多く認めた。その多くが経時的に進行する
ため、過去画像を含めたFPPAの経時的評価が膵管癌の早期診断につながる
可能性がある。

膵管癌診断前の経過観察中における限局
性膵萎縮の割合とその形態変化の検討

O-051
（消）

仙台市医療センター 仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科1）、
仙台市医療センター 仙台オープン病院 消化器外科・一般外科2）、
仙台市医療センター 仙台オープン病院 病理部3）

○宮本　和明1）、越田　真介1）、菅野　良秀1）、小川　貴央1）、楠瀬　寛顕1）、
酒井　利隆1）、與那嶺　圭輔1）、小堺　史郷1）、阿南　秀征1）、岡野　春香1）、
及川　昌也2）、澤井　高志3）、野田　裕1）、伊藤　啓1）

【背景】膵神経内分泌腫瘍（Pancreatic neuroendocrine neoplasm: PNEN）
の診断数は近年増加傾向で，画像検査の進歩に伴い1cm未満の小型の
PNEN(small PNEN: sPNEN)の発見の機会が増えている．また，切除膵標
本の全割評価の際には5mm未満の超小型のPNEN(micro PNEN: mPNEN)が
偶発的に検出されることがあるが，その臨床的意義は不明である．【目的】
sPNENおよびmPNENがどのような臨床的および病理学的特徴を有している
かを検討すること．【方法と対象】2008年1月から2021年8月までに，画像検
査で10mm未満の腫瘤として指摘し，病理学的にPNENと診断されたsPNEN 
28例と，切除膵標本中に偶発的に確認されたmPNEN 13例を対象とし，両
者の1)臨床的因子および2)病理学的因子の違いについて検討した．【結果】1) 
sPNENは平均年齢64歳，男女比15/13，mPNENは平均年齢70歳，男女比11/2
で有意差はなかった．mPNENの切除要因となった背景疾患は，膵癌/IPMN/
胆道癌/その他＝6/4/2/1（例）であった．その他臨床因子の比較は（sPNEN 
vs. mPNEN），糖尿病の既往が7％（2/28）vs. 38％（5/13）(p＝0.02), 膵疾
患の家族歴は14％（4/28）vs. 8％（1/13）（p＝1.00），ホルモン値（insulin/
glucagon/gastrin/serotonin/somatostatin） の 上 昇 は32 ％（9/28）vs. 23 ％

（3/13）（p＝0.71）と糖尿病の既往のみが有意差を認めた．2) 病理学的因子の
比較は（sPNEN vs. mPNEN），病変の局在(膵頭部/膵体部/膵尾部)は11/13/4 
vs. 3/5/5(p＝0.21)，Grade(G1/G2/不明)は22/4/2 vs. 9/2/2 (p＝0.86)，免疫染
色はserotonin陽性が36％（4/11）vs. 0％（0/7）(p＝0.12)，insulin陽性が18％

（2/11）vs 11％（1/9）(p＝1.00)，glucagon陽性が64％（7/11）vs 70％（7/10）
（p＝1.00）で有意差はなかった． 【結語】sPNENとmPNENの臨床的および
病理学的特徴は概ね同様だが，糖尿病の既往がmPNENで多かった．さらな
る違いの認識のためには今後の症例の蓄積が必要と考える．

Small-/Micro-size	pancreatic	
neuroendocrine	neoplasms の臨床像
と病理学的特徴

O-050
（消）

仙台市医療センター仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科
○楠瀬　寛顕、越田　真介、菅野　良秀、小川　貴央、酒井　利隆、

與那嶺　圭輔、宮本　和明、小堺　史郷、岡野　春香、阿南　秀征、
伊藤　啓

【目的】ERCP後膵炎（PEP)の予防を目的としたジクロフェナク坐薬(DS)前
投与の有用性の報告を受け、当施設では2017年8月よりERCP施行時における
DSの前投与を行っている（80歳未満: 50mg、80歳以上: 25mg）。しかし日本
人における至適投与量は明確ではなく、特に25mg量のDSのPEP予防効果に
ついては明らかではない。【方法】当施設で初回ERCPを施行した80歳以上の
総胆管結石症患者659例（2015/1-2020/8）のうち、胃切除後症例、乳頭到達
困難例、経口胆道鏡使用例を除外した370例（男性133例、女性237例、平均年
齢86 ± 4歳）を対象とした。対象のうち2017年8月以降のERCP施行患者に対
しては、禁忌例以外はERCPの30分前にDS 25mgの投与を行っており、また
この期間に蛋白分解酵素阻害剤を含むその他の薬剤の予防投与は行わなかっ
た。重症度の定義についてはCotton criteriaを用いた。検討項目は、対象に
おけるERCP時のDS前投与例と非投与例のPEP発症率の差とした。対象をDS
投与169例と非投与201例の2群に分け、傾向スコアによる1対1マッチングを
行って検討した。マッチング後のデータの比較にはMcNemar検定を用いた。

【結果】傾向スコアマッチングの結果、DS投与169例およびDS非投与201例か
らそれぞれで133例の患者が選択された（それぞれDS投与群、DS非投与群）。
患者背景は両群間で有意差を認めなかった。PEP発症率はDS投与群で133例
中3例（2.3％）、DS非投与群で133例中6例（4.5％）であり、両群に有意な差
は認めなかった（OR [95%CI]: 0.5 [0.13－2.00], p ＜ 0.505）。各群におけるPEP
重症度は、DS投与群では軽症1/中等症1/重症1例、DS非投与群では軽症5/中
等症1/重症0例であった。入院中死亡例は全体で4例(1.5%)認めたが(DS投与群
3例、ＤＳ非投与群1例)、いずれの症例もPEP以外の要因で死亡された。【結語】
高齢胆管結石症患者に対するDS 25mgのERCP前投薬はPEP発症予防効果を
示さなかった。高齢者におけるDSの至適投与量については今後更なる検討を
要する。

高齢胆管結石症患者に対する低用量ジク
ロフェナク坐剤の ERCP 後膵炎予防効
果の検証

O-049
（内）
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いわき市医療センター 消化器内科
○西丸　響、高橋　成一、猪狩　剛、越後　紘治、高井　智、土佐　正規、

池田　智之、池谷　伸一

【症例】57歳女性、16歳時発症の小腸大腸型クローン病の患者。4回の腸管切
除歴があり小腸ストーマが造設されている。残存小腸149cmの短腸症候群の
ため経口摂取とCVポートからの高カロリー輸液併用での管理となっている。

【主訴】咽頭痛、嚥下時の上腹部痛【病歴・経過】X年7月下旬に口内炎が出現、
8月に咽頭痛や嚥下時の上腹部痛を自覚した。随伴症状として発熱は認めな
かった。上記の精査目的に上部消化管内視鏡検査を施行すると中下部食道に
縦走化傾向を有する浅い類円形潰瘍の多発を認め、潰瘍より生検を施行した。
病理所見としては非特異的な食道炎との診断であった。血液生化学検査では
軽度の炎症反応を呈するほか特記所見なく、血清学的な検査でも診断根拠と
なり得る所見は認めなかった。患者本人とも相談の上、特に治療内容を変更
せずに経過をみる方針としたが2 ヶ月程度の経過で自覚症状、内視鏡所見と
も自然軽快に至った。【考察】本症例はクローン病患者に生じた食道病変で
自然軽快に至った一例であり、クローン病に伴う食道病変の可能性やウイル
ス性食道炎の可能性が考えられた。内視鏡所見からはウイルス感染症が疑わ
しいと考えたが、病理所見としてはウイルス感染を示唆する核内封入体や多
核巨細胞などは認めなかった。血清学的な検査も一部施行したが、確定診断
に至るのに補助的な結果は得られなかった。本症例では前述の通り食道病変
の原因についてははっきりしなかったが患者との相談の上、治療内容は変更
せずに自然軽快に至っていることからはウイルス感染による食道病変の可能
性が考えられた。クローン病に対する治療を強化することは結果的に様々な
合併症の可能性を高めてしまうことが考えられる。ウイルス感染症による食
道病変の内視鏡所見は比較的典型的なものも多く、それぞれの所見を把握し
ておくことでクローン病患者含めIBD患者において不必要な投薬を回避でき
ると思われる。

クローン病経過中に認められた食道病変
の一例

O-056
（消）

東北大学病院 総合外科
○國光　敦、佐藤　千晃、赤石　隆二郎、堀江　悠太、小関　健、小澤　洋平、

福富　俊明、岡本　宏史、谷山　裕亮、大沼　忍、海野　倫明、亀井　尚

【 背 景 】 食 道 壁 内 偽 憩 室 症（esophageal intramural pseudodiverticulosis: 
EIPD）は比較的稀な疾患である。偽憩室の病態は嚢状に拡張した食道腺だ
が、その原因は未だ明らかにはなっていない。 【症例】患者は糖尿病と多飲
歴のある70代男性、既往歴に食道カンジダ症があった。つかえ感を主訴に前
医受診し、内視鏡検査で食道運動障害を否定できず、精査加療目的に当科紹
介となった。当科で施行した内視鏡検査で多発するピンホール状の陥凹と食
道全長にわたる多数の白苔付着を認め、また頸部食道の狭窄を認めた。透視
造影検査では多発する嚢状・帽針状、架橋状の突出像を認めた。高解像度食
道内圧検査では食道運動障害を認めず正常の範囲内であった。多数の白苔付
着という内視鏡所見と嚥下困難という臨床症状からカンジダ食道炎と診断し
た。そして内視鏡検査や透視造影検査の所見より、食道壁内偽憩室症の診断
に至った。治療は抗真菌薬の内服を行い、治療開始から６週間後に内視鏡検
査で再評価を行った。偽憩室に大きな変化はないが、食道カンジダは消失し
て自覚症状も改善した。【考察】EIPDは通常の憩室とは異なり、固有筋層を
超えないことから偽憩室と呼称される。本疾患は緩徐に進行して食道狭窄を
きたし、嚥下障害を引き起こす場合が多い。しかし本邦における報告例は少
なく、EIPDの認知度が高いとは言えない。本症例も食道運動障害として紹介
されており、当科で高解像度食道内圧検査を施行して食道運動障害を認めな
いことや透視造影検査を施行したことでEIPDの診断に至った。EIPDの典型
例では、透視造影検査でflaskまたはcollarbutton shaped outpouchingsと呼ば
れる憩室様の突出像を認め、また内視鏡検査で食道壁に多発する陥凹を認め
る。EIPDは食道狭窄をきたす可能性が高いとされ、早期診断して治療介入を
することが重要である。早期診断には特徴的な画像所見のある透視造影検査
が有効で、内視鏡検査のみならず透視造影検査も施行することが大切である
と思われた。今回経験した食道運動障害との鑑別を要した食道壁内偽憩室症
の1例に若干の文献的考察を加えて報告する。

食道運動障害との鑑別を要した食道壁内
偽憩室症の 1 例

O-055
（消）

寿泉堂綜合病院 消化器内科
○須藤　一達、塩谷　康夫、齋藤　伸一

【症例】19歳、男性【主訴】咽頭部つかえ感、嘔吐【既往歴】なし【家族歴】
なし【アレルギー】なし【内服】なし【現病歴】2021年2月、ハンバーガー
を摂取した後から咽頭部に食べ物が詰まる感じを自覚し、呼吸苦・前胸部痛・
嘔吐症状も認めたため当院救急外来を受診した。胸部CT検査で縦隔気腫を指
摘され精査加療のため当科入院となった。【治療経過】絶食、補液で加療とし、
第2病日に上部消化管内視鏡検査(EGD)を施行した。胃食道接合部に炎症所見、
食道全体に縦走溝・白色変化・内腔の狭細化所見を認め、生検検査で扁平上
皮内に軽度(高倍率1視野で14個)の好酸球浸潤がみられた。第5病日の胸部CT
検査で縦隔気腫の軽快を認め、血液検査でも炎症反応の上昇はみられなかっ
た。同日から食事摂取を再開し、症状の増悪傾向がない事を確認し第7病日
に退院となった。退院後は逆流性食道炎の治療も兼ねてボノプラザン10mg
で治療を行い、つかえ感や嘔吐症状は再燃なく経過は良好であった。2021年
6月に経過観察目的にEGDを施行し、前回と同所見に加え軽度の輪状溝がみ
られた。生検検査で高度(高倍率1視野で50個以上)の好酸球浸潤があり、好酸
球性食道炎と診断した。ボノプラザン内服終了後も症状の再燃なく外来で経
過観察を継続している。【考察】縦隔気腫は何らかの原因で縦隔内に遊離ガ
スが存在する病態である。発生機序は何らかの誘因による肺胞内圧の上昇に
より肺胞が破裂し、漏出した空気が血管に沿って肺門部に到達し、縦隔や皮
下に移行するとされている。また、別の病態としては異物誤飲や外傷による
食道損傷により縦隔気腫を起こすと考えられている。好酸球性食道炎では食
事が食道に詰まるfood impactionがみられることがあり、食道内圧上昇によ
り縦隔気腫の発症に寄与した可能性が考えられる。医中誌で検索した限りで、
好酸球性食道炎に縦隔気腫が合併した報告はなかった。【結語】これまでに
報告のない、好酸球性食道炎に縦隔気腫を合併した1例を経験した。

好酸球性食道炎に縦隔気腫を合併した一
例

O-054
（内）

山形大学 医学部 内科学第二講座1）、
山形大学医学部附属病院 光学医療診療部2）

○梅原　松樹1）、阿部　靖彦2）、佐々木　悠1）、八木　周2）、水本　尚子1）、
小野里　祐介1）、中村　秀平1）、土田　秀元1）、野上　健1）、上野　義之1）

【症例】44歳女性【既往歴】好酸球性食道炎(Eosinophilic Esophagitis: EoE)、
知的障害、気管支喘息、食物アレルギー【現病歴】2013年にfood impaction
を契機に好酸球性食道炎の診断となった。初診時より頸部食道に軽度の狭窄
を認めており、ブデソニド製剤の嚥下による食道局所治療にて概ね寛解に至
るも減量に伴う好酸球浸潤の再燃を断続的に認め、時折food impactionを起
こし嘔吐することがあった。2021年5月、夕食直後に頚部痛を自覚し救急部
を受診した。【来院時現象】体温 36.5℃、頚部痛、嚥下時痛あり。明らかな
皮下気腫なし。【血液生化学所見】WBC 6,920、CRP＜0.1、その他異常検査
値なし。【CT】頸部から胸部下部食道にかけて食道壁内気腫と縦隔気腫を認
めた。膿瘍形成を疑う所見はなかった。【入院後経過】食道壁内解離、縦隔
気腫の診断で入院とした。絶飲食、補液、抗生剤による保存的治療を開始した。
食道壁内解離や縦隔気腫の増悪を疑う所見なく経過し、症状の改善を確認し
つつ第5病日より経口摂取を開始した。第9病日にCTで壁内気腫、縦隔気腫と
もに消失したことを確認し、第10病日に退院となった。退院2週間後の内視鏡
検査では食道に穿孔や裂傷を示唆する所見は指摘できなかった。【考察】好酸
球性食道炎は食道壁内への好酸球浸潤による慢性炎症性疾患である。症状と
して、胸焼け、呑酸のような逆流性食道炎に類似した症状や、食道狭窄や食
道蠕動障害に伴う嚥下障害やfood impactionがある。Pub medでeosinophilic 
esophagitisとesophageal dissectionで検索したところ過去に9編のcase report
を認めた。その全ては男性かつ欧米からの報告であり、女性、アジアからの
報告としては本症例が初である。EoEの有病率が男性に多いことが、男性例
が多い理由として考えられる。8例では診断時に内視鏡を施行されているが、
内視鏡施行時に食道解離を発症した例や内視鏡により重症化した報告がある
ことから本症例では急性期に内視鏡は施行しなかった。【結語】好酸球性食
道炎に食道壁内解離を合併した症例を経験した。非常にまれな症例であり文
献的考察を加えて報告する。

好酸球性食道炎に併発した食道壁内解離
の一例

O-053
（内）
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仙台市立病院 消化器内科1）、おろしまちクリニック内科・内視鏡内科2）

○鈴木　直生1）、川村　昌司1）、野口　　謙治2）

【症例】42歳男性【主訴】検診精査目的（症状なし）【現病歴】2020年11月近
医にて胃癌検診目的に上部消化管内視鏡検査(EGD)を施行され、胃食道接合
部に発赤隆起性病変を認めた。生検にてgroup5(tub2)がみられたため同年12
月精査治療目的に当院紹介となった。【既往歴】特記無し【生活歴】喫煙:5
本×22年、飲酒:エタノール換算 270g/週【家族歴】胃・食道疾患なし【臨
床経過】当院EGDでは胃食道接合部に約1cmの柵状血管がみられておりバ
レット食道(SSBE)と診断した。病変はその口側2時方向に1cm弱の発赤調隆
起を呈しており、隆起の中心には凹凸不整がみられていた。NBI拡大観察で
は境界を持った不整な粘膜微細構造がみられ、酢酸インジゴカルミン混合液
散布にて病変は発赤調を呈していた。胃内は萎縮がなく胃角までRACが視
認されることからH. pylori未感染と診断した（抗H. pylori抗体陰性）。2021
年1月に内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)を施行したが、PPI内服により手術時
に病変の一部が扁平上皮に覆われていた。酢酸散布で腺開口部がみられたた
め、扁平上皮下伸展を考えてマーキングを行い切除した。切除標本病理結果
では粘膜内に分化型管状腺癌がみられており、病変の肛門側にも食道固有腺
がみられることからバレット食道癌と診断した。病変の口側には扁平上皮下
伸展がみられていたが水平・垂直断端陰性、粘膜筋板の二重化はみられず
LPM相当の深達度と判定した。バレット食道腺癌(0-IIa,9x8mm,tub1+2,pT1a-
LPM,ly0,v0,HM0,VM0)の診断であり現在外来にて経過観察中である。【考察】
バレット食道癌は欧米において多く報告されているが、本邦でも食生活の欧
米化や肥満の増加、H. pylori 感染率の低下によりバレット食道癌の増加が懸
念されている。本邦ではLSBEに比べてSSBEが多いが、SSBEから発生した
バレット食道癌も報告されており注意が必要である。一方、症状に関しては
逆流性食道炎との関連が報告されているが、本症例のように無症状のことも
あり、今後検診での発見が増加する可能性がある。バレット食道癌の内視鏡
的特徴を知ることは日常の上部内視鏡検査を施行するうえでも重要と考えら
れ若干の文献を加えて報告する。

検診にて発見された無症状若年者バレッ
ト食道癌の一例

O-060
（内）

岩手県立胆沢病院 消化器内科1）、岩手県立胆沢病院 内視鏡科2）

○小笠原　光矢1）、萱場　尚一1）、清水　翔太1）、小笠原　かな子1）、矢浦　一磨1）、
天野　朋彦1）、小原　優1）、千葉　宏文1）、新海　洋彦1）、小野寺　美緒1）、
石山　文威2）

【症例】71歳、男性【主訴】吐血【生活歴】喫煙20本×40年、10年前より禁煙中【既
往歴】4週間前に肺気腫による左自然気胸を発症し当院呼吸器内科にて胸腔
ドレーン留置。胸膜癒着術施行し状態改善、ドレーン抜去し5日前に退院し
ていた。他に特記事項なし。

【現病歴】昼食後に上腹部痛あり嘔吐したところ、血液が混じっていたため
前医受診。以前の採血に比べて Hb 6g/dl 程の低下を認めたため当院救急搬
送。当院到着時より頻脈・血圧低下あり、緊急上部内視鏡施行となった。

【経過】食道中部切歯列32cm 8時方向に辺縁整の深い瘻孔を認め、内部に壊
死様物質と凝血塊が確認された。活動性出血は認めなかった。胃～十二指腸
にも凝血塊を認めたが、観察内で明らかな病変は認めなかった。特に止血処
置などは行なわず検査終了し造影CTを撮影したところ、胸部下降大動脈の腹
側に81＊66＊33mmの腫瘤を認め、食道を圧排していた。同部に造影増強効
果は認めないものの、緩徐に濃染域が拡大していく領域も認められた。以上
より胸部大動脈瘤食道穿破と診断、院内他科とも協議の末、高次医療施設に
搬送となった。

【考察】胸部大動脈瘤食道穿破は胸痛、警鐘出血、最終大量出血が三徴とさ
れており、平均年齢67歳、男女差は認められず、過去の本邦剖検例の集計で
は胸部大動脈瘤の破裂が0.5％、そのうち食道穿破は1.5％と稀な疾患と思われ
ていたが、近年の高齢化や高血圧・脂質異常症の増加により欧米並みの15％
程度が食道穿破すると考えられている。多彩な内視鏡所見を呈するが、粘膜
下腫瘍様の拍動性隆起やフィブリン塊を伴ったびらんが多く報告されてい
る。予後は極めて不良で、内視鏡関連手技にて大量出血を来す可能性がある
ので、侵襲の少ないCT検査などを行いつつ、総合的な判断を下すべきと思わ
れた。

胸部大動脈瘤　食道穿破の一例O-059
（内）

仙台市立病院 消化器内科1）、仙台市立病院 放射線科2）

○渡辺　ゆみ子1）、川村　昌司1）、鈴木　直生1）、佐藤　公子1）、鈴木　範明1）、
野村　栄樹1）、長崎　太1）、津田　雅視2）、菊地　達也1）

【症例】70歳男性【既往歴】67歳脳動脈瘤コイル塞栓術【臨床経過】2021
年6月健診上部内視鏡検査(EGD)にて食道静脈瘤LiF2CbRC1,胃静脈瘤Lg-
fF1CbRC0の指摘あり,精査加療目的に当院へ紹介となった.CTにて門脈本幹
の拡張を認めたが,肝硬変などの所見は認めなかった.造影早期相でS状結腸・
左結腸静脈～下腸間膜動脈～門脈本幹まで造影されることから,下腸管膜動静
脈瘻の存在が疑われた.血管造影検査では下腸管膜動脈からS状結腸静脈・左
結腸静脈へ流入する血管を複数認めており,下腸間膜動静脈瘻による門脈圧亢
進症が原因の食道胃静脈瘤と判断した.同年8月にIVRによる動静脈瘻コイル
塞栓術を施行し主要な流入動脈を塞栓した.治療1 ヶ月後に吐下血・貧血を認
め緊急EGDを施行したところ,食道静脈瘤に白色栓があり食道静脈瘤破裂と診
断した.CT検査ではIVR治療前に比べ門脈径の改善を認めたが,コイル塞栓以
外の部位で新たなshuntを疑う血管を認めた.食道静脈瘤の径もIVR前に比べ
やや改善を認めたが、IVR前に急性心筋梗塞を発症しDOAC内服していたこ
とも静脈瘤出血の一因となった可能性が考えられた.入院後EVL・EISによる
内視鏡治療を行い,現在食道静脈瘤の改善がみられ,DOAC再開と腹水について
は経口利尿剤にて経過観察となっている.また,IVR前から頻回の下痢があり大
腸内視鏡で腸管浮腫を認めたことから,原因としては下腸間膜静脈のうっ血が
考えられた.下痢に関してはIVR治療後やや改善があり止瀉剤を調節しながら
食事摂取している.【考察】門脈循環系の動静脈瘻の発生部位は腹腔動脈領域
に多く,下腸管膜動脈領域では稀である.その原因として手術・外傷の影響が多
く報告されているが先天性の報告もみられている.本症例は明らかな外傷・手
術の既往はなく,内視鏡で食道胃静脈瘤がみられたことにより発見された稀な
例と考えられた.動静脈瘻の治療には以前から手術報告があるが,近年IVR治療
による報告が増えている,本症例では食道静脈瘤の治療として,その原因となる
下腸間膜動静脈瘻による門脈圧亢進症の改善を目的としてIVR治療を先行し
た.結果門脈径や静脈瘤にやや改善がみられたが,側副血行路の発達,抗血栓薬
内服も加わり経過中に食道静脈瘤の破裂を起こし内視鏡治療を行った.下腸管
膜動静脈瘻による門脈圧亢進症・食道胃静脈瘤の報告は少なく,若干の文献的
考察も含めて報告する.

下腸管膜動静脈瘻による門脈圧亢進症が
原因と考えられた食道胃静脈瘤の 1 例

O-058
（内）

福島県立医科大学 医学部 消化器内科学講座1）、
福島県立医科大学附属病院 内視鏡診療部2）

○柳田　拓実1）、引地　拓人2）、中村　純1,2）、加藤　恒孝1,2）、橋本　陽1,2）、
小橋　亮一郎1,2）、佐藤　雄紀1）、入江　大樹1）、高住　美香1）、鈴木　玲1）、
杉本　充1）、高木　忠之1）、大平　弘正1）

【目的】「血小板数/脾臓長径比（PS比）≦909」が食道静脈瘤（EV）の存在
予知になりうることが報告されている．一方，PS比とEVの内視鏡治療後の
出血再発に関する検討はない．そこで，EVに対する内視鏡的硬化療法（EIS）
後の出血再発予測に関するPS比の意義を検証した． 【方法】2006年から2020
年までに，肝硬変を背景とした治療歴のないEVに対してEIS（EO/AS併用法）
を施行された症例のうち，1年以上経過を追えた症例を対象とした．脾臓長
径はEIS術前CTでの水平断の最大長径とした．PS比≦909をPS低値群，PS比
≧910をPS高値群と定義し，EIS治療後のEV出血再発に関する因子を検討し
た． 【結果】101例が解析対象となり，PS低値群75例，PS高値群は26例であっ
た．PS低値群とPS高値群で，年齢，性，肝硬変の成因，EV形態，EIS手技，
肝細胞癌の有無，Child-Pugh分類，ALBI grade，腹水の有無に差はなかった．
対象全例でのEV出血再発率は15.8%（16/101）であり，PS高値群で有意に高
率であった（低値群vs高値群；10.7% vs 33.3%，P=0.027）．また，肝硬変の
成因別では，C型肝硬変（33例）やNASH（33例）ではPS低値群とPS高値群
でEV出血再発率に差がなかったが，アルコール性肝硬変（32例）ではPS高
値群で有意に高値であった（低値群vs高値群；4.5% vs 50.0%，P=0.006）．ア
ルコール性肝硬変患者において，PS比909をcut offとした場合，EV出血再発
の陽性的中率83.3%，陰性的中率80.8%であり，ROC曲線でAUC=0.833（95%COI 
0.694 - 0.973）であった．【結論】EIS術前PS比≧910でEIS後のEV出血再発率
が高く，特にアルコール性肝硬変患者のPS高値例は，EIS手技の工夫や治療
後の経過観察が必要であると考えられた．

食道静脈瘤に対する内視鏡的硬化療法後
の再発予測～血小板数 / 脾臓長径比～

O-057
（内）
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弘前大学大学院医学研究科 消化器血液内科学講座1）、
弘前大学医学部附属病院 光学医療診療部2）、青森県総合健診センター 3）

○安田　耕平1）、珍田　大輔2）、下山　克3）、福田　眞作1）

【目的】H. pylori 関連ディスペプシアによるFD（functional dyspepsia）症
状は除菌療法で改善するが改善に寄与しない症例を予測できれば、FDとし
て早期に治療を開始できる。そこで、除菌前の胃粘膜の炎症や萎縮の程度
が、除菌後のFD症状の改善に関連するかを検討した。また、FDに関連する
BMI、PG I/II比、喫煙歴の因子を用いて除菌後にFD症状が改善しない症例
を抽出できるか検討した。【方法】青森県多施設共同研究で、2013年7月から
1年間で登録されたFD症状を有する33例を対象とした。FD症状は改訂Fス
ケールで評価し、dyspepsia scores 7点以上(28点満点)を有症状とした。胃炎
の程度は血清ペプシノーゲン(PG) I、PG IIで評価した。H. pylori感染は血清
抗H. pylori IgG抗体（E-plate）と、尿素呼気試験または便中抗原検査を施行し、
両者が陽性の場合を陽性者とした。除菌成功した時点で、dyspepsia scores
とtotal scoresのいずれも除菌前の半分以下となった14例を(除菌)有効群、そ
れ以外の19例を(除菌)無効群と定義した。【成績】単変量解析では性別、年齢、
BMI、喫煙歴で両群に差はなかった。PG濃度は有効群は無効群に比べ、PG I
高値、PG II低値の傾向で、PG I/II比は有効群3.4±1.2、無効群2.3±1.0と有意
差を認めた（p = 0.006）。PG I/II比のROC曲線でのカットオフ値は2.3で、感
度は92.9%、特異度52.6%だった。有効群と無効群を従属変数、BMI、PG I/II
比、喫煙歴を独立変数としたロジスティック回帰分析で無効群に対する調整
オッズ比はPG I/II比 ≦ 2.3が26.1(95% CI: 2.0-338.0, p = 0.01)、喫煙歴が8.1(95% 
CI: 1.1-57.6, p = 0.04)だった。BMIとの関連は認めなかった。【結論】除菌療
法がFD症状改善に有効である症例はPG I/II比が有意に高値だった。PG I/II
比が低値では除菌療法が無効である可能性が高く、胃粘膜萎縮の進行による
胃排出能の低下が一因と考えられた。PG I/II比 ≦ 2.3や喫煙歴を有する症例
では、除菌療法でFD症状の改善が期待できないと予測され、酸分泌抑制薬、
消化管機能改善薬を早期に導入したほうがよいと考えられた。

Helicobacter pylori 感染に伴うディス
ペプシア症状に関わる因子の検討

O-064
（消）

東北大学 大学院 医学系研究科 消化器外科学分野
○佐々木　啓迪、佐々木　啓迪、山村　明寛、田中　直樹、井本　博文、

杉沢　徳彦、土屋　堯裕、川名　友美、西條　文人、大沼　忍、亀井　尚、
海野　倫明

【背景】近年、胃癌切除後の患者においてピロリ菌感染陽性の患者は陰性の患
者に比較して予後良好であるとする報告が散見される。しかしいまだ一定の
見解が無いため、現在の胃癌治療ガイドラインには、ピロリ菌感染の有無に
よる胃癌切除後の管理における対応の違いは明記されていない。【目的】ピ
ロリ菌感染の有無による胃癌切除後患者の臨床病理学的背景の違い、および
生命予後に及ぼす影響を明らかにする。【方法】当院で2012年4月から2021年
5月までに胃癌に対して胃切除術を施行した患者で、術前検査において血清
抗ヘリコバクターピロリ抗体（HP抗体）を測定した患者について後方視的に
検討した。HP抗体は10 U/ml以上を陽性と分類した。【結果】合計で298人の
患者がデータベースより抽出され、このうち152人（51％）がピロリ菌陽性群、
146人（49％）が陰性群に分類された。年齢の中央値は68.0 vs 71.5歳（p＜0.001）
で陽性群がより若い結果であった。性別、胃癌家族歴、ASA-PS、腫瘍マーカー、
手術術式（DG/PG/TG, 開腹/腹腔鏡）、術後合併症発生率に優位差を認めな
かった。組織型に関して、陽性群では未分化型が多かった（p＝0.010）。また
陽性群では、M領域の腫瘍が多い傾向（p＝0.059）、二次性胃癌の発生が少な
い傾向を認めた（p＝0.081）。壁深達度、リンパ節転移、遠隔転移、pStage（I/
II/III/IV）には差を認めなかった。2群間で再発率（p＝0.614）、全生存率（p
＝0.752）、がん特異的生存率（p＝0.726）に差を認めなかった。【結論】HP抗
体陽性患者は陰性患者に比較して、より若年である傾向があり、また組織型
で未分化型との関連が認められた。今回の検討では術前検査におけるHP抗体
の結果と予後との相関は認められなかった。

ピロリ菌感染の有無が胃癌術後の予後に
及ぼす影響

O-063
（消）

山形県立中央病院 消化器内科
○木曽　康平、藤嶋　昌一郎、武田　弘明、鈴木　克典、白幡　名香雄、

名木野　匡、伊藤　美保、赤松　学、渡邉　祐介、鈴木　郁也、柴山　達也、
土田　秀治、梶浦　大貴、山田　雄太

【緒言】自己免疫性胃炎は日本では稀とされてきたが、近年内視鏡検査にて
H.pyloriの（自然）除菌後として経過観察されていた症例や、ABC胃癌リス
ク分類のD群、H.pylori除菌困難と思われていた症例から自己免疫性胃炎が発
見されるようになり注目されている。今回食道天疱瘡を契機に自己免疫性胃
炎を認め、さらにH.pylori感染を認めた１例を報告する。【症例】既往に鉄欠
乏性貧血のある30歳女性。2021年2月20日の昼食中に咽頭痛を自覚し、その
後吐血。近医耳鼻咽喉科を受診し咽頭部の異常はないと診断されたが同日21
時頃に大量の血性嘔吐と咽頭痛による飲水困難を認め当院救命救急センター
を受診。上部内視鏡検査（EGD）を施行し、食道全体に出血性びらんを認めた。
その後の食道生検にて表皮内水疱を認め、血清中の抗デスモグレイン3IgG自
己抗体の高値を認めたため食道に限局した尋常性天疱瘡の診断とした。プレ
ドニゾロン 1mg/kg/dayより治療を開始し速やかに食道病変の改善を認め、
現在外来にて減量中である。経過観察中のEGDにて噴門部・体上部で優位
に萎縮を認めたため抗胃自己抗体を測定したところ、抗内因子抗体は陰性で
あったが抗胃壁細胞抗体は80倍であり、他に高ガストリン血症（≧300 pg/
mL）を認めた。さらに病理所見では胃体部に優位の炎症細胞浸潤を認め以
上より自己免疫性胃炎と診断した。また病理組織内にH.pyloriの菌体を認め、
H.pylori抗体は陽性低値（3.7 U/mL）で尿素呼気試験において陽性（9.3 ‰）
であり、H.pylori感染の併発を認めた。内視鏡所見として胃体部の萎縮が強
く血管透見がみられ鄒壁は消失していた。年齢から考えると胃炎の進行が早
く、自己免疫性胃炎に加え、H.pylori感染を併発していることにより胃粘膜
の萎縮が強く認めていると思われた。【結語】食道天疱瘡を契機に、偶然自
己免疫性胃炎を認め、さらにH.pylori感染を認めた１例を経験したので、文
献的考察を加え報告する。

食道天疱瘡を契機に発見された H.pylori
感染を併発した自己免疫性胃炎の 1 例

O-062
（消）

福島県立医科大学 消化管外科学講座
○佐久間　芽衣、深井　智司、佐藤　孝洋、楡井　東、多田　武志、渡辺　洋平、

早瀬　傑、佐瀬　善一郎、河野　浩二

【はじめに】髄膜癌腫症とは、腫瘍細胞のくも膜下腔への侵入を表し、固形
癌の5 ～ 8％に見られる予後の悪い病態で、食道癌原発の髄膜癌腫症の報告
は少ない。今回我々は、食道癌の髄膜癌腫症による眼球運動障害に対し、放
射線治療が奏効した一例を経験したため報告する。【症例】70歳、女性。つ
かえ感のため近医を受診し、上部消化管内視鏡検査で胸部中部食道に亜全周
性の2型病変を指摘され、食道癌の疑いで当科紹介となった。生検では低分
化な扁平上皮癌あるいは類基底細胞癌と診断された。造影CT検査で胸部中
部食道に壁肥厚と近傍に少量のfree airを認め、腫瘍による穿孔が疑われた。
鎖骨上窩・縦隔・大動脈周囲・肝門部に多数の転移リンパ節を認め、腹膜播
種や肺転移も疑われた。また、つかえ感出現の約1か月後から複視を自覚し、
左眼の全方向への眼球運動障害と眼瞼下垂を認めた。頭部CT検査では左中頭
蓋窩から左視神経管に造影効果を伴う腫瘍性病変を認め、PET-CT検査で同
部位にSUVmax11の集積を認めた。頭部MRI検査では左海綿静脈洞から視神
経管にかけて拡散強調で高信号を示す腫瘤を認め、脳内転移や他の髄膜病変
は認めなかった。上記検査から食道癌髄膜癌腫症により左動眼神経、外転神
経、滑車神経の麻痺を来し、眼球運動障害、眼瞼下垂の症状を呈したと考え
られた。食道癌cT4aN4M1, StageIVbの診断で、まず左海綿静脈洞から視神
経管にかけて放射線照射（30Gly/10fr）を行い、その後全身治療としてFP療
法を開始した。照射後は眼球運動障害及び眼瞼下垂は、左方視で複視を認め
る僅かな外転神経麻痺のみの症状まで改善した。治療開始後9か月現在、FP
療法を継続中で、眼球運動障害や髄膜癌腫症の再燃なく、全身的にはSDを維
持している。【結語】髄膜癌腫症は標準化された治療法がなく、神経症状の
緩和や延命を目的に抗がん剤の髄腔内投与や全脳または全脊髄照射が行われ
ている。本症例は頭痛や嘔気等の髄膜刺激症状は認めず、複視と眼瞼下垂と
いった脳神経症状のみで画像検査で認めた腫瘍の局在に矛盾しない症状であ
り、放射線治療が奏効した一例であった。

食道癌髄膜癌腫症による眼球運動障害に
対し放射線治療が奏効した一例

O-061
（消）
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塙厚生病院 内科1）、福島県立医科大学医学部 消化器内科学講座2）

○阿部　直人1,2）、齋藤　桂悦1）、菅谷　竜朗1,2）、佐川　恵一1）、大平　弘正2）

【症例】60歳台, 女性【既往歴】66歳 Felty症候群【現病歴】2016年にFelty症
候群と診断され, 以降プレドニゾロンを継続内服していた. また関節痛のコン
トロールのため, エソメプラゾールを併用の上でロルノキシカムを定期内服
していた. 2017年4月になり嘔気を自覚し当科を受診した. 上部消化管内視鏡
(EGD)が施行されたところ, 前庭部小弯に浅い潰瘍を認め, ロルノキシカムに
よるNSAIDs潰瘍が疑われた. エソメプラゾールをボノプラザンへ変更され, 1
か月後にフォロー EGDを施行されたが前庭部小弯の潰瘍は改善しておらず, 
周囲粘膜の浮腫から前庭部は狭窄をきたしていた. その後, 嘔気, 嘔吐といっ
た消化管通過障害の症状が見られるようになり, 9月にCTを撮影されたとこ
ろ胃前庭部の壁肥厚が認められ, EGDの再検では潰瘍は全周性潰瘍を呈し, 狭
窄は悪化し内視鏡スコープの通過は困難であった. 外科的治療の希望はなく
内視鏡的バルーン拡張術の方針となり, 治療目的に当科に入院した. 計4回の
バルーン拡張術が施行されたのち, 食事摂取は可能となり第63病日に退院し
た. 退院後, 現在までに計10回のバルーン拡張術を施行され, 現在再狭窄は見
られずに経過している.【考察】NSAIDsによる胃潰瘍は, Helicobacter pylori
感染によるものとで胃潰瘍の2大成因とされており, 幽門前庭部に好発し, 制
酸薬の非投与下では3か月以上の継続内服で10-15%に見られるとされている. 
今回, Felty病の治療中, PPI内服にもかかわらず潰瘍を形成し, P-CABへの変
更後も増悪し狭窄へと至った経過を内視鏡的に観察し得た一例を経験した. 
幽門狭窄は消化管潰瘍の約4%に見られるとされるが, 本症例のような前庭部
の全周性狭窄の報告は少なく, 文献による考察を交えて報告する.

Felty 症候群の治療中に胃潰瘍による前
庭部狭窄をきたし内視鏡的バルーン拡張
術で治療した一例

O-068
（内）

塙厚生病院 内科1）、福島県立医科大学医学部 消化器内科学講座2）

○菅谷　竜朗1,2）、齋藤　桂悦1）、野口　祐紀2）、阿部　直人1,2）、佐川　恵一1）、
大平　弘正2）

【緒言】経皮内視鏡的胃瘻造設術の適応があり, 誤嚥性肺炎や逆流性食
道 炎 を 繰 り 返 す 患 者 に 対 し て, 経 胃 的 空 腸 瘻(percutaneous endoscopic 
gastro-jejunostomy：PEG-J)の有用性が示されている. 今回, Upside down 
stomach(UDS)を呈した食道裂孔ヘルニアによる消化管通過障害に対して
PEG-Jを施行し, 改善した1例を経験したので報告する. 【症例】92歳女性. 【既
往歴】食道裂孔ヘルニア, 慢性心不全. 【現病歴】1 ヶ月前から食思不振と歩行
時のめまいが持続するために内科外来で受診した. 身体診察と頭部MRI検査
では異常所見を認めなかった. 胸腹部CTではUDSを呈した食道裂孔ヘルニア
を認め, 胃内に多量の食残を認めた. 経鼻胃管を留置し減圧を行った後に, 症
状が改善したために, 第4病日より食事を再開したが, 頻回の嘔吐を認めたた
めに, 再度絶食とし中心静脈栄養管理を開始した. 第10病日に施行したMDL
で, 十二指腸球部以深に造影剤が流れず, 消化管通過障害が疑われた. 第15病
日に透視下で上部消化管内視鏡を施行したが, 明らかな狭窄を認めず, 十二指
腸水平脚より造影すると, 水平脚より肛門側には造影剤が流れた. 以上の所見
より, 食道裂孔ヘルニアにより胃や十二指腸の解剖学的構造が変形し, 十二指
腸球部に閉塞起点を持つ消化管通過障害を来しているものと考えられた. 食
道裂孔ヘルニア根治術による外科的治療を考慮したが, 超高齢者であり, 本人
と家族が内科的治療を強く希望した. 閉塞起点が十二指腸球部にあることか
ら, 栄養チューブの先端を十二指腸下行脚以深に留置する必要があり, PEG-J
を造設する方針とした. 第32病日にPEG-Jを造設し, 翌日より経管栄養を開始
し, 術後経過良好であり在宅調整を行った上で第83病日に退院した. 術後5 ヶ
月経過しているが有害事象なく経過している. 【考察】胃の大部分がヘルニア
内容となるUDSを呈した食道裂孔ヘルニアは稀な疾患であり, UDSを呈した
食道裂孔ヘルニアによる消化管通過障害に対してPEG-Jが施行された報告は
ない. 今回, UDSを呈した食道裂孔ヘルニアによる消化管通過障害に対して
PEG-Jを施行し, 改善した1例を経験したため, 文献的考察をふまえて報告す
る.

Upside	down	stomach を呈した食道
裂孔ヘルニアによる消化管通過障害が経
胃瘻的空腸瘻で改善した一例

O-067
（内）

青森市民病院 消化器内科1）、
弘前大学大学院 医学研究科 消化器血液内科学講座2）

○町田　龍馬1,2）、吉村　徹郎1）、菊池　公二1）、和田　豊人1）、福田　眞作2）

【緒言】Upside down stomach(UDS)とは胃の軸捻転をともない、後縦隔にほ
ぼ全胃が脱出した食道裂孔ヘルニアのことで、比較的まれな病態である。発
症起点により急性と慢性に分けられるが、本症例は食道裂孔ヘルニアが原因
で急性UDSによる嵌頓を起こしたと考えられた。【症例】80歳代、女性【主
訴】腹痛・嘔吐・黒色吐物【既往歴】慢性閉塞性肺疾患、高血圧、左膝関節
症、慢性心不全、白内障【現病歴】201X年吐血のため当科紹介となり、巨大
ヘルニアによる逆流性食道炎の診断で経過観察となっていた。翌年11月腹痛・
嘔吐・吐血あり救急外来受診、CT検査では拡張した巨大食道裂孔ヘルニアと、
縦隔内に胃の前庭部の脱出を認めたが軸捻転はみられず、食道裂孔ヘルニア
の嵌頓が疑われた。【経過】緊急内視鏡検査を施行したところ、胃内に血液
の貯留を認めるが活動性の出血は見られなかった。粘膜の血流障害はみられ
ず、内視鏡的に整復を試みるも難渋したため経鼻胃管による減圧を開始、入
院3日目には前庭部嵌頓解除を確認した。高齢で活動性も低いため保存的に
経過観察としたが、退院8日目で症状再発したため救急外来受診したが、そ
の際CT検査では縦隔内に軸捻転をともなう胃の広範な脱出を認めUDSの状
態であり、同日内視鏡的な整復を施行した。ヘルニア嵌頓を繰り返したため
外科へ紹介し、待機的に噴門形成術を施行した。【考察】本症例はいずれも
食事摂取後の発症であり、CT検査でも胃内に食塊がみられたことより、食後
の胃蠕動や食塊が嵌頓の要因となり、胃の脱出した部分が増えていって急激
な嘔吐や心窩部痛をきたしたと考えられた。再発時には腹部CTや内視鏡的減
圧時のレントゲン所見でも胃軸捻転を認めたため、急性UDSを呈したと考え
られた。【結語】食事摂取をきっかけに発症した食道裂孔ヘルニアから急性
UDSとなった症例を経験したため報告する。

経時的に形態の変化を追えた急性
upside	down	stomach をともなう食
道裂孔ヘルニアの 1 例

O-066
（消）

仙台厚生病院
○鈴木　隆太、奥薗　徹、坂上谷　侑、都甲　大地、齋藤　宏章、佐藤　利紀、

新井田　憩、冨樫　純一、伊藤　聡司、田中　一平、名和田　義高、
五十嵐　公洋、田中　由佳里、平澤　大、中堀　昌人、松田　知己

【緒言】Helicobacter pyloriは胃癌の原因の約90%を占めている. その間接的な
検査方法として, 尿素呼気試験, 血清抗体, 尿中抗体があり, 特に尿素呼気試験
は感度98%, 特異度97%と優れた診断精度を有している. その診断精度から, 除
菌の効果判定としても尿素呼気試験の使用が勧められているが, 抗体検査に
関しては除菌後抗体価の低下を認める程度でその具体的な推移は知られてい
なかった. 2021年にJPHC-NEXT studyにて血清ピロリ抗体の長期的な推移の
報告がなされたが, 尿中ピロリ抗体に関する除菌後の推移に関する報告は少
ない. 除菌後における尿中ピロリ抗体検査の偽陽性率を中心に検討したため
報告する.【対象・方法】2015年6月-2021年1月の6年8 ヶ月の間に, ピロリ菌除
菌成功を尿素呼気試験で確認し, その後尿中ピロリ抗体検査を実施された86
例を対象とした. 平均年齢57.6歳, 男女比は男性54例(62.8%), 女性32例(37.2%)で
あった. この86例のうち, 尿中ピロリ抗体が陰性であった症例は64例(74.4%), 1
度でも陽性となった症例は22例(25.6%)であった. また尿中ピロリ抗体の測定
回数は全体で218回であり, そのうち結果が陰性であったものは189回(86.7%), 
陽性であったものは29回(13.3%)であった.本検討では尿素呼気試験で陰性を確
認した症例のうち尿中ピロリ抗体陽性を偽陽性、尿中ピロリ抗体陰性を正診
と定義した。【検討項目】1) ピロリ菌除菌後の, 1年ごとの偽陽性率2) 偽陽性
が出た症例と出なかった症例を年齢, 性別, BMI(body mass index), AST, 血清
Cre, 萎縮粘膜の程度で比較【結果】除菌成功後の尿中ピロリ抗体の偽陽性率は, 
除菌から1年以内が30.4%で, 以後1-2年以内が11.8%, 2-3年以内が10.2%, 3-4年以
内が3%, 4-5年以内が12.5%であった. また, BMIが高いことが偽陽性率上昇と
優位に相関した.【結語】ピロリ菌除菌後1年以内の尿中ピロリ抗体の偽陽性
率は特に高く，以後も10%程度の偽陽性を認めた, BMIが高い症例の場合その
偽陽性率はさらに高くなる可能性が示唆され、尿中ピロリ抗体を選択する際・
解釈する際に注意すべきであると考えた。

ピロリ除菌治療後の尿中ピロリ抗体検査
の偽陽性率の検討

O-065
（消）
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福島労災病院
○菊地　健太郎、鈴木　智浩、橋本　長一朗、高木　優花、上田　剛、

内原　大樹、大久保　義徳、横川　裕子、市井　統、田井　真弓、
江尻　豊

【症例】66歳男性　【主訴】発熱、全身倦怠感　【既往歴】脂肪肝、高血圧症、
脂質異常症　【現病歴】2021年9月上旬に発熱と全身倦怠感を自覚した。改善
が見られなかったため前医を受診し、CT画像で肝S5からS8に不整形のLow 
density areaを認め、肝膿瘍の診断で入院した。ABPC/SBTから投与を開始し、
改善が乏しいことからMNZとCPFXの併用投与へ変更して経過をみたが、膿
瘍の増大傾向が見られたため加療目的に当科へ紹介された。【入院時現症】体
温36.5度。上腹部正中に軽度の圧痛を認める。WBC 13300 /μL、RBC 415万
/μL、Hb 10.2 g/dL、Plt 75.0万/μL、PT 56.2 %、TP 7.4 g/dL、Alb 2.3 g/
dL、T-Bil 0.65 mg/dL、AST 32 IU/L、ALT 45 IU/L、ALP 232 IU/L、γ
-GTP 69 IU/L、CRP 14.2 mg/dL【経過】転院直後の造影CTで辺縁造影を伴
う14.5×5.3 cm大の分葉状嚢胞性腫瘤を認め、肝膿瘍と判断して同日に経皮
的肝膿瘍ドレナージを実施した。細菌培養にてActinomyces naeslundiiが検
出され、ABPC/SBTを継続しながら持続排液したところ発熱の再燃なく炎症
の改善が得られた。第16病日よりAMPC/CVAの内服に切り替えて経過を見
たが、炎症反応の増悪を認めずCT画像でも膿瘍径の縮小が確認されたため、
抗生剤内服を継続しながら第28病日に退院した。【考察】放線菌症は慢性的
な膿性病変や肉芽腫性変化をきたす疾患であり、肝臓を原発とすることは比
較的稀とされている。また、放線菌症をきたすのはほとんどがActinomyces 
israeliiであることが知られており、歯周病の起因菌とされるActinomyces 
naeslundiiは通常では病原性を持たないが齲歯や歯周炎、歯科治療を介して
放線菌症を呈することがある。本邦ではActinomyces naeslundiiが頭頸部領
域の放線菌症をきたした報告例はあるものの、肝膿瘍を形成した例は報告さ
れておらず稀な疾患と考えられた。本症例の口腔内の歯は少数残存している
のみであり、口腔内環境が慢性的に悪かったことが原因の一端となった可能
性が示唆された。今後は肝膿瘍の起因菌特定において、口腔内環境も合わせ
て確認していくことが望ましいと推察された。

Actinomyces	naeslundii による原発
性肝放線菌症の一例

O-072
（消）

国立病院機構 仙台医療センター 消化器内科1）、
国立病院機構 仙台医療センター 臨床検査科 細菌検査室2）

○滝井　孝英1）、無量井　章1）、照井　彩香2）、佐々木　悟2）、田邊　暢一1）、
真野　浩1）、鵜飼　克明1）

【はじめに】Edwardsiella tarda(E.tarda)は，養殖ウナギで「鰭赤病」の原因
菌として知られ，ヒトでは腸炎などを起こし, 腸管外感染症では死亡例も報
告されている. 今回E.tardaに起因したと考えられた感染性肝嚢胞を経験した
ので報告する．【症例】85歳，女性．【既往歴】左乳癌術後，糖尿病．【生活
歴】ウナギを好み，冷凍品を自分で調理してよく食べる．【現病歴】数日前
にもウナギを食べていた．搬送前日から食思不振，倦怠感あり, その後に発熱，
右季肋部痛出現し当院に救急搬送．肝嚢胞への感染が疑われ第2病日に当科
紹介．【現症】体温37.8℃．脈拍108/分，整．血圧168/75mmHg．呼吸数24/
分．SpO2 97%(3L鼻カヌラ)．右下肺野にcoarse cracklesを聴取．右季肋部に
圧痛あり．Murphy徴候は陰性．肝叩打痛を認めた．【主な検査所見】白血球
15,100（好中球97.3％ , 好酸球0％），T-Bil 0.7 mg/dL，AST 19 IU/L，ALT 
20 IU/L， ALP 174 IU/L，γGT 17 IU/L，BUN 39 mg/dL, Cr 0.91 mg/dL, 
CRP 40.2 mg/dL．胸腹部単純CT：右胸水貯留・無気肺あり．肝右葉に以前
から指摘されていた肝嚢胞が11cm大に増大し,嚢胞内溶液の濃度上昇ならび
に周囲の脂肪織濃度上昇を認めた．【入院後経過】Ceftriaxoneを開始したが
解熱せず，第3病日に嚢胞内溶液穿刺施行, 低粘稠性・茶褐色の膿汁を350ml
程度吸引した．第7病日に嚢胞穿刺液, 血液培養いずれからもE.tardaが検出さ
れ，炎症反応高値も遷延していたため同日から経皮的肝嚢胞持続ドレナージ
とした．第8病日に行った右胸水培養は陰性であった．ドレナージ留置後は
炎症反応の改善を認め，排液量も減少した．血液培養陰性化を確認し，第36
病日にリハビリ転院となった．【考察】E.tardaは腸内細菌科に属するグラム
陰性桿菌で通性嫌気性菌である．ウナギ、ヒラメ、マダイなどの魚類のみな
らずヒトにも感染する人獣共通感染症とされ，抗菌薬感受性が良好であるに
も関わらず腸管外感染では致死率が45％との報告もある．文献検索した限り
ではE.tardaに起因した感染性肝嚢胞はこれまでに報告がなく，文献的考察を
含めて報告する．

Edwardsiella tarda による感染性肝嚢
胞の１例

O-071
（消）

山形大学医学部附属病院 内科学第二講座
○野上　健、奥本　和夫、槙　慶太、仁科　武人、勝見　智大、星川　恭子、

芳賀　弘明、上野　義之

赤痢アメーバはヒトヒトの経口感染が主であり、近年は同性愛者や風俗店で
の感染の増加が知られている。今回我々は、感染経路が不明瞭で山水からの
感染が疑われた感染アメーバ肝膿瘍の1例を経験し報告する。【症例】54歳男
性【既往歴】特になし【生活歴】海外渡航歴なし、半年以上性交歴なし、風
俗店等遊興歴なし、飲酒ビール500ml/日、喫煙5-6本/日【現病歴】5月中旬
より下痢が出現、6月には血便も出現し近医受診、超音波にて肝腫瘍、下部
内視鏡検査にて直腸潰瘍を指摘され当科紹介、入院となった。【現症】身長
165cm、体重62kg、体温36.3℃、BP134/90mmHg、腹部平坦軟、圧痛なし【入
院時検査所見】Alb2.8g/dL、T.Bil 0.4mg/dL、D.Bil 0.1 mg/dL、AST 23 U/
L、ALT 70 U/L、LD 188 U/L、 γ-GTP 292 U/L 、BUN 12 mg/dL、Cre 
0.67 mg/dL、WBC 8900/μL、Hb 12.3 g/dL、PT 87%、CRP6.43mg/dL、
HbsAg-、HCVAb-、HIVAb-、ANA40未満、AMA陰性【内視鏡】直腸に不
整形の潰瘍が多発。【造影CT所見】肝右葉後に9cm大の低吸収域を認める。【経
過】直腸病変、肝膿瘍から赤痢アメーバが疑われ、第2病日に肝膿瘍ドレナー
ジを施行、赤褐色粘稠性の膿を認め、鏡検検査では病体は確認できなかった
が、DNA定性検査で陽性でありアメーバ肝膿瘍と診断、メトロニダゾール
1500mgを内服し軽快、第17病日退院となった。【考察】赤痢アメーバは通常
ヒト糞便を介して感染し、不顕性となる者も多い。本症例は免疫低下や食事
や生活からの感染は考えにくく、山登りが趣味でよく自然水を飲んでいたと
のことであった。ヒト糞便が山水を流れたとも考えられるが、赤痢アメーバ
は人畜共通寄生虫病であり、サル、イヌ、ドブネズミからの検出も報告され
ている。また、ヒト以外の動物との間での伝播したと考えられる事例が報告
されている。本症例も動物の糞便による自然水からの感染は否定できないと
考えられた。【結論】感染経路は不明であったが、山の自然水による感染の
可能性があるアメーバ肝膿瘍の1例を経験した。赤痢アメーバは人畜共通寄
生虫病であることを認識しておくべきであると考えられた。

湧水による感染が疑われたアメーバ性肝
膿瘍の 1 例

O-070
（消）

国立病院機構仙台医療センター 消化器内科1）、
国立病院機構仙台医療センター 腫瘍内科2）

○菅原　英之1）、高橋　靖1）、菅原　優里1）、荒　誠之1）、真野　浩1）、
秋山　聖子2）、鈴木　貴夫2）、鵜飼　克明1）

【症例】45歳男性【現病歴】2020年6月に食道胃接合部癌、多発肝転移、多発
リンパ節転移の診断となり化学療法を施行していた（Tmab+SOX療法）。同
年11月に腫瘍からの出血による貧血の進行を認めたため、止血目的に食道胃
接合部主病巣に対して緩和的放射線治療を施行(45Gr/18分割)。その後貧血の
進行を認めなくなっていたが、2021年2月より黒色便および3月初旬の血液検
査にてHGB: 5.3g/dLと再度の貧血進行を認めたため上部消化管内視鏡検査を
施行した。噴門部～胃角小弯にかけて放射線照射部位に一致した脆弱粘膜と
毛細血管の拡張を認め、広範囲で滲出性出血を認めていた。出血性放射線性
胃炎と診断し、入院加療となった。【入院後経過】長期の絶食が必要と考え
られたため中心静脈栄養管理を開始。第4病日より出血性放射性胃炎に対し
て高気圧酸素療法を開始し、さらに並行して内視鏡的にアルゴンプラズマ凝
固法(Argon Plasma Coagulation: APC)で焼灼止血を行なった。入院中に計4
回のAPCと計30回の高気圧酸素療法を施行した。当初胃内の広範囲に滲出性
出血を認めていたが、徐々に出血範囲は縮小し、第34病日の食事開始後も貧
血の進行を認めることはなくなり、第41病日退院となった。現在も化学療法
継続中であるが、放射線照射部位の出血再燃は認めていない。【考察】放射
線性胃炎においては、放射線照射による粘膜下の血管内皮細胞等の傷害から
粘膜の慢性虚血を生じ、代償的に拡張した脆弱な血管が再生するため易出血
になるとされている。放射線照射後、数ヶ月経ってから発症することが多く、
時に内視鏡的処置に抵抗性で出血のコントロールが難しい症例も経験する。
内科的治療としては主にAPC、高気圧酸素療法が適応となる。前者は短時間
に広範囲の凝固を安全な深度で行なうことが可能であり、後者は血管新生の
誘導に加えて出血の原因となる脆弱な血管を消失させ、線維芽細胞が活性化
することで粘膜再生を促進すると言われている。本症例は出血が広範囲であ
り、APC焼灼や高気圧酸素療法単独ではコントロール困難となることが予想
されたため両者を併用して治療を行った。短期間で良好な転帰を得られ、両
者併用の有効性を確認できた症例であったと思われる。

高気圧酸素療法とアルゴンプラズマ凝固
法の併用により良好な転帰が得られた出
血性放射線性胃炎の 1 例

O-069
（内）
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仙台医療センター 1）、みやぎ県南中核病院2）

○日野　裕也1）、真野　浩1）、木村　修2）

【背景】わが国でB型肝炎に使用可能な核酸アナログはいずれも抗HIV作用
を有するため、HIV共感染例に単独で投与すると薬剤耐性HIVを誘導する危
険性がある。そのためB型肝炎に核酸アナログを投与する際にはHIV共感染
の有無を確認する必要がある。特にﾃﾉﾎﾋﾞﾙｱﾗﾌｪﾅﾐﾄﾞ (TAF)はHIV治療でも汎
用され、耐性が出現した場合HIV治療に大きな影響を及ぼす。同様にHIV感
染者にHBV共感染を認めた場合も、HBV感染が一過性か持続(慢性)感染かは
その後のHIV治療に影響するため慎重に評価する必要がある。【目的】HBV
ｹﾞﾉﾀｲﾌﾟ Aによる急性肝炎を発症、その後にHIV共感染が判明した症例を経
験したので報告する。【症例】50歳代 男性 事務職【生活歴】MSM(men who 
have sex with men)【現病歴】20XX年3月、職場検診で肝機能障害を指摘さ
れ前医受診、HBs抗原陽性、IgM-HBc抗体高値陽性にてB型急性肝炎と診断。
4月、HBVはｹﾞﾉﾀｲﾌﾟ A、またHIV抗体が陽性だったため精査目的に当科紹介。
HIV感染症に対し当院感染症内科で6月から抗HIV薬(TAF、ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ、ﾋﾞｸ
ﾃｸﾞﾗﾋﾞﾙ配合)による治療開始。HBs抗原は徐々に低下し8月に陰性化。【考察】
B型急性肝炎は自然治癒傾向が強く、９割以上が無治療でHBs抗原陰性HBs
抗体陽性となり終息する。しかしHBVがｹﾞﾉﾀｲﾌﾟ Aの場合にはｹﾞﾉﾀｲﾌﾟ Cと比
較しHBs抗原消失までの期間が長く慢性化率も高くなることが知られている。
さらに性感染症が主感染経路でHIV感染を合併している可能性があり、HIV
による免疫異常がHBV感染慢性化率をさらに高めると報告されている。本例
ではHBs抗原が陰性化し一過性感染で終息したが、感染が持続し慢性化した
場合、HBV共感染HIV感染症としての抗HIV薬選択が必要になる。HIV感染
症はB型慢性肝炎と同様生涯に及び治療薬服用が必要で、有力な薬剤に対す
る耐性出現はその後の治療に影響にするため注意が必要である。

HIV 感染症との共感染を認めた HBV ゲ
ノタイプ A による急性肝炎の 1 例

O-076
（消）

岩手医科大学医学部内科学講座 消化器内科肝臓分野1）、
岩手医科大学 病理診断学講座2）

○江渡　恒1）、鈴木　悠地1）、柿坂　啓介1）、遊佐　健二1）、阿部　弘昭1）、
伊藤　一洋2）、西谷　匡央2）、刑部　光正2）、菅井　有2）、滝川　康裕1）

【症例】64歳女性【主訴】食思不振、体動困難【既往歴】左前頭葉神経膠腫
【家族歴】特記事項無し【現病歴】2021年5月下旬に食思不振を自覚し、数日
後に体動困難となり当院へ搬送された。AST/ALT 433/47 U/L、T-bil. 10.5 
mg/dL、PT活性 34%より急性肝不全の診断で入院となった。【臨床経過】入
院時のCTで肝脾腫、縦隔および腹腔内リンパ節腫大を認めた。血液細胞由
来を示唆するLDHアイソザイム分画2優位(46%)の著明なLDH上昇(2582 U/L)、
可溶性IL-2レセプターの異常高値（39620 U/ml）を認め、悪性リンパ腫など
造血器腫瘍の肝浸潤による急性肝不全を第一に疑った。入院2日目に骨髄穿
刺を施行した上で、悪性リンパ腫としてプレドニン40 mg/日を開始した。入
院3日目に肺胞出血をきたし、人工呼吸器管理を開始した。プレドニン投与
によりLDH・肝逸脱酵素の低下を認めたが、ビリルビン値や蛋白合成能の改
善は得られなかった。第7病日より腎障害に関連した代謝性アシドーシスが
出現し、CHDFを開始するも、肝機能は改善せず第18病日に死亡した。病理
解剖では肝重量3680gと著明な肝腫大を認め、割面には白色の小結節が散在
していた。肝組織では、門脈域から肝実質に及ぶ広範なリンパ腫細胞の浸潤
を認めた。骨髄病理標本は、CD20陽性の異型リンパ球がびまん性に浸潤し、
CD10-、BCL6+、MUM １+から、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫(Diffuse 
large B cell lymphoma :DLBCL) と診断、非胚中心B細胞型に分類した。【考
察】DLBCLによる急性肝不全は予後不良であるが、化学療法が奏功した結果、
肝不全から回復する例が報告されている。よって、肝腫大や血液細胞由来の
LDH高値を伴う急性肝不全症例では、常に本病態を考慮し早期診断につなげ
る必要がある。本症例は、初診時点で悪性リンパ腫を疑いプレドニン投与に
よる腫瘍細胞の制御を試みたが、化学療法が実施可能なまでの状態改善は得
られなかった。以上、DLBCLの肝浸潤による急性肝不全例について、病理解
剖を実施した希少症例として文献的考察を加え報告する。

びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫の肝浸
潤を成因とした急性肝不全の１剖検例

O-075
（消）

公立藤田総合病院 消化器科
○鈴木　健悟、木暮　敦子、持丸　友昭、佐藤　俊、大島　康嘉、坂　充、

近藤　祐一郎

【緒言】アセトアミノフェン(Acetaminophen: AAP)は, 副作用が少ない解熱
鎮痛薬として, 高齢者や肝腎機能障害を有する患者にも頻用されている. 一方
で肝障害の副作用が知られ, 肝疾患のある患者では1500 mg/日以下とすべき
であると記載されている. 今回常用量アセトアミノフェンによると考えられ
た急性肝不全の一例を経験したので報告する. 【症例】73歳, 女性. 【現病歴】
2021年3月に左変形性膝関節症に対してAAP 1200 mg/dayの内服を開始し
た. 5月に意識の低下した状態で発見され, 当院へ救急搬送された. 【入院時現
症】JCS 200, 黄疸, 腹部膨満, 全身性浮腫を認めた. 【検査所見】血液生化学検
査：Alb 3.3 g/dl, T.Bil 17.1 mg/dl, AST 1071 U/l, ALT 1048 U/l,  PT 7.4%. 
免疫：IgM HA抗体 (-), HBs抗原 (-), HBc抗体 (-), HCV抗体 (-), IgM CMV抗体 
(-), IgM EBVCA抗体 (-). 腹部CT検査：肝臓は半年前と比較して最大径が7/10
程度まで著明に萎縮し, 周囲に腹水を認めた.  【経過】急性肝不全昏睡型と診
断し, 第2病日にFFPを投与し, 第3病日よりmPSL 250 mgの点滴静注を開始し
たが病状は改善せず, 第4病日より血漿交換を開始した. 第6病日よりmPSLを
PSL 60 mgに変更し加療を継続したが, 意識障害は遷延した. 第6病日の腹部
CTでは第1病日と比較してさらに肝が萎縮していた. 第7病日に痙攣が出現し, 
呼吸状態が悪化し死亡した. 【考察】本症例はDDW-Japan2004 薬物性肝障害
ワークショップのスコアリングを用いると7点で, 薬物性肝障害の可能性が高
く, AAPによる急性肝不全と考えられた. AAPはCYP2E1やグルクロン酸抱合, 
硫酸抱合等によって肝臓で代謝される. AAPによる薬物性肝障害は, 肝機能障
害や肥満, 高齢の患者でriskが高いとされており, また腎障害を有する患者で
はAAPの血中濃度が上昇するという研究もある. 本症例では肥満と単純性脂
肪肝がrisk factorとして挙げられた. 常用量投与でも肝障害を起こした症例が
報告されており, その発症予測は困難であることから, 定期的な肝機能検査や, 
症状の改善に伴う減量や頓服への変更等の工夫が必要と考える. 

常用量アセトアミノフェンによると考え
られた急性肝不全の一例

O-074
（消）

むつ総合病院 消化器内科・内科1）、
弘前大学大学院 医学研究科 消化器血液内科学講座2）

○笹田　貴史1,2）、遠藤　哲1）、長谷川　拓真1）、荒木　康光1）、樋口　博之1）、
對馬　清人1）、岡本　豊1）、葛西　雅治1）、福田　眞作2）

【背景】肝細胞癌の薬物治療は近年著しく進歩し，奏功を認める症例も多く
経験されるようになった．今回我々はLenvatinib投与により壊死した腫瘍に
ガス産生菌が感染し腫瘍破裂を呈した症例を経験した．【症例】50歳代男性

【現病歴】2021年5月右季肋部痛，発熱あり近医受診．CT検査で肝腫瘍が疑
われ当科へ紹介となった． HCV抗体陽性，腹部造影CT検査で肝硬変及び肝
S5/8に最大15cm程の肝細胞癌，右門脈浸潤（VP3），多発肝内転移を指摘さ
れた．抗菌薬とNSAIDs投与により発熱，腹痛は改善し，Lenvatinib 12mg/
日を開始した．投与開始後高血圧あり，オルメサルタンを開始．その他有害
事象は見られず退院となった．導入から6週間後にGrade 2相当の手足症候群
を生じたため，Lenvatinibは中止しステロイド軟膏と抗アレルギー薬を開始
した． 4日後，意識障害あり救急搬送．搬送時JCS 300，下顎呼吸の状態であっ
た．腹部CTで肝S5/8の肝細胞癌内にガス像あり，また腹腔内にもfree airを
認め，まもなく死亡確認となった．同日病理解剖を行った．マクロ所見では
右葉の肝細胞癌表面に破裂を示唆する穿孔点を認め，また腹腔内の膿汁から
Clostridium perfringensが同定された．ミクロ所見では全身の臓器の静脈及
び毛細血管内に著明なガス産生を伴うグラム陰性桿菌が認められた．主要の
肝細胞癌は90％以上の凝固壊死が生じていた．以上からガス産生菌である
Clostridium perfringensの腫瘍内感染のため肝細胞癌破裂を呈し，敗血症性
ショックに至ったことが想定された．Lenvatinib投与後にガス産生菌感染に
より腫瘍破裂を呈した症例の報告はなく，今回若干の文献的考察も加えて報
告する．

Clostridiumu Perfringens 感染により
腫瘍破裂を呈した肝細胞癌の 1 剖検例

O-073
（消）
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東北医科薬科大学 内科学第二(消化器内科)1）、東北医科薬科大学 病理学2）

○金　諒1）、小岩井　明信1）、廣田　衛久1）、片山　智文1）、川村　恵太1）、
高須　充子1）、目黒　敬義1）、村上　圭吾2）、佐藤　賢一1）

【はじめに】IgG4関連疾患は、病理学的に標的臓器へのリンパ球およびIgG4
陽性形質細胞の浸潤と線維化を認める、原因不明の全身疾患である。IgG4関
連炎症性偽腫瘍は様々な臓器で報告があり、しばしば悪性腫瘍との鑑別に難
渋する。肝での発生は稀である。【症例】71歳、男性【既往歴】糖尿病、高
血圧【病歴・経過】15年以上前に膵頭部癌疑いにて近医にて手術を施行、術
中所見で切除不能と判断され減黄目的に胆管空腸吻合術のみが施行された
が、術中行われた生検結果は膵癌ではなかった。その後問題なく経過してい
たが、今回皮膚の黄染を認め近医受診、当科紹介受診となった。血液検査で
はT-Bil 20.0mg/dLを含む肝胆道系酵素上昇を認め、腫瘍マーカーはいずれも
基準値内、またIgG4が465mg/dLと高値を示していた。造影CTを施行したと
ころ、肝内胆管の拡張と、肝門部に淡い造影効果を伴う楔状の腫瘍、さらに
それに連続し総肝動脈を巻き込む軟部影を認めた。膵は全体に萎縮しており、
腫瘤や主膵管拡張はみられなかった。また、当院にて19年前に撮像されてい
た頚部MRIでは両側顎下腺の腫大がみられていた。以上より、IgG4関連疾患
の関与が疑われたが、切除不能肝門部領域胆管癌との鑑別が必要であった。
減黄処置や細胞診を行う目的でDB-ERC (Double-balloon endoscope-assisted 
endoscopic retrograde cholangiography)を施行したが、胆管空腸吻合部は同
定できたものの、胆管へのアプローチができなかった。そのため、病理学的
な診断目的にEUS-FNBを行う方針とした。肝門部病変は門脈周囲を取り巻く
ような低エコー域、膵も全体に萎縮した低エコー域として視認された。それ
ぞれに対してEUS-FNBを施行し、一連のIgG4関連疾患と診断した。減黄処
置なしでPSL治療を開始したところ、黄疸・画像所見含め順調に改善し、現
在でも問題なく外来通院されている。【考察・結語】切除不能肝門部領域胆
管癌との鑑別を要し、EUS-FNBで診断したIgG4関連肝炎症性偽腫瘍の一例
を経験した。本症例は、治療選択のために病理学的診断を要したが、肝門部
の病変であり肝生検はリスクがあった。適応をよく吟味した上でEUS-FNBは
実施されるべきであるが、本例に対しては有用であった。

自己免疫性膵炎発症後 15 年の経過を経
て発見され、EUS-FNB にて診断した
IgG4 関連肝炎症性偽腫瘍の一例

O-080
（内）

東北医科薬科大学 医学部 消化器内科
○伊藤　豪仁、小暮　高之、佐藤　麻理、佐藤　賢一

【症例】38歳、女性【主訴】血尿【既往歴】20代より大酒家。34歳時にアルコー
ル性急性膵炎で入院治療。【現病歴】20XX年1月に肺胞出血に起因する急性
呼吸促迫症候群・DIC、引き続いて難治性胸腹水を来たし、前医で人工呼吸
器を含めた集学的治療を行った。退院後にアルコール性肝硬変・腹水の継続
治療として当科に4月下旬に紹介となった。断酒は守られたが黄疸が遷延し、
総ビリルビン 4-8 mg/dLで推移した。初診時から大球性貧血を認めたが、網
赤血球の増加・ハプトグロビン低下があり、溶血性貧血が疑われた。血液内
科の精査で寒冷凝集素症と診断されたが、夏場でも貧血が進行した。9月上
旬に血尿を認め入院した。【入院後経過】151.3 cm, 41.1 kg、36.7℃、血圧・
脈拍に異常なし。尿検査：尿潜血強陽性、尿ウロビリノーゲン強陽性。血液
検査：RBC 1650000/uL, Hb 6.4 g/dL , MCV 112 fL, Plt 49000/uL, 網赤血球 
9.6%, T-Bil 9.6 mg/dL, D-Bil 5.6 mg/dL, AST 50 U/L, ALT 30 U/L, LDH 302 
U/L, ALP 118 U/L, r-GTP 15 U/L, TP 6.2 g/dL, Alb 2.6 g/dL, BUN 23 mg/
dL, Cr 0.79 mg/dL。腹部US、CTで肝硬変に伴う肝の萎縮と変形・脾腫を認
めたが、腎泌尿器臓器に異常なし。後日の膀胱鏡で器質的異常がなく、溶血
によるヘモグロビン尿と考えた。再度の血液内科精査でも溶血を来し得る自
己免疫性溶血性貧血、薬剤性、異常ヘモグロビン症などは否定され、明らか
な血液疾患はないと結論された。対症的に治療中、末梢血塗抹標本で破砕赤
血球の他に異常赤血球が検出され、有棘細胞と判明した。患者背景と臨床経
過からアルコール性肝硬変に合併するspur cell anemiaと診断した。【考察】
spur cell anemiaは、稀な予後不良の疾患であり、後天的な赤血球膜の異常に
起因すると推測されているが、その病態は不明で治療法も確立されていない。
輸血を繰り返す経過で肝不全やDICを発症して死亡するとされており、肝移
植での救命例が報告されている。アルコール性肝障害患者の貧血には本疾患
も念頭に検索する必要がある。

著明な血尿を契機にアルコール性肝硬変
に合併する spur	cell	anemia の診断に
至った一例

O-079
（消）

秋田大学 医学部 消化器内科学講座
○南　慎一郎、後藤　隆、佐藤　亘、千葉　充、高橋　健一、澁谷　友美、

松澤　尚徳、佐藤　裕貴、飯島　克則

【背景】近年、肝炎の原因としてNAFLDの割合は増加傾向にあり、肥満や
脂質異常症を合併する頻度が高い事が知られている。2018年から処方可能と
なったペマフィブラートは、これまでのフィブラート系薬剤との違いとして、
PPARαに選択的に作用するとされる。PPARαが働くことで、脂肪酸のβ
酸化を促進し血中の中性脂肪(TG)を低下させる。【目的】高TG血症を合併し
たNAFLD患者において、ペマフィブラートの投与前後における各種生化学
的パラメーターを比較し、肝障害が改善するか検討する。【方法】2018年6月
から2021年3月までに、当科で高TG血症に対してペマフィブラートを処方さ
れた患者77名のうち、腹部超音波検査か肝組織像で脂肪肝と診断され、さら
にNAFLDの診断基準を満たし、内服開始後6か月まで経過を追うことができ
た48名の患者が対象。統計学的解析に用いたパラメーターは、TG、LDL-C、
HDL-C、AST、ALT、ALP、γGTP、T.Bil、Pltであり、投与前、3か月後（投
与後8 ～ 13週）、半年後（投与後22 ～ 26週）の3期間での比較をカルテベー
スで検討した。有意水準は5%とし、有意な項目は糖尿病の有無、スタチン併
用の有無、Vit.E製剤併用の有無でも検討した。【結果】有意な改善が認めら
れたのは、TG、ALT、ALP、γGTPであった。どのパラメーターも投与前
と3か月後、6か月後では有意な低下があったが、3か月後と6か月後では有意
差はなかった。これらのパラメーターの改善はスタチン、Vit.E製剤併用の有
無で改善の程に有意差は認めなかった。一方、糖尿病を合併していた場合、
合併していない群と比較してALTの改善は有意に鈍化した。【結語】ペマフィ
ブラートはNAFLD患者においてTGだけではなく、ALT、ALP、γGTPを改
善させた。これはスタチンやVit.E製剤を併用していても改善効果が認められ
た。ただし糖尿病を合併した場合はALTの改善効果は弱まると考えられた。

脂質異常症を合併した NAFLD 患者にお
けるペマフィブラートの有用性の検討

O-078
（消）

秋田大学医学部附属病院 消化器内科
○泉谷　有希、佐藤　亘、千葉　充、南　慎一郎、澁谷　友美、松澤　尚徳、

佐藤　裕貴、後藤　隆、飯島　克則

【症例】63歳，男性【主訴】肝機能異常，全身倦怠感【既往歴】なし【飲酒歴】
2017年より禁酒【内服薬剤】ウルソデオキシコール酸，ファモチジン，ドン
ペリドン，カルバマゼピン【現病歴】36歳時にHCV抗体陽性を指摘されるも
放置していた．2021年１月，全身倦怠感が出現し，前医を受診．血液検査にて，
肝機能異常，HCV抗体陽性，AFP高値を指摘され，精査加療目的で当科紹介
となった．【主な検査所見】WBC 4400/μl, RBC 427万/μl, Hb 14.5g/dl, Plt 
18.6万/μl, PT 92%, AST 132U/l, ALT 137U/l, ALP 268U/l, γGTP 282U/l, 
T.bil 3.2mg/dl, D.bil 2.2mg/dl, Alb 4.0g/dl, AFP 1632.8 ng/ml, AFP-L3分画 
8%, PIVKA-II 46 mAU/ml, HCV-RNA 6.1 logIU/ml, HCV-serogroup 1【現病
歴】初診時の血液検査でAFP異常高値を認め，HCCの存在を否定できず，腹
部超音波検査施行も肝臓に腫瘍性変化を認めなかった．AFP値は漸増傾向に
あり，同年3月には5603.1 ng/mlまで上昇した．AFP産生胃癌の否定のため，
上部内視鏡検査を施行するも胃癌を認めなかった．胸腹部造影CTにおいて
も，AFP上昇を示唆するような腫瘍性病変を認めず，悪性疾患の併存は無い
ものと判断し，レジパスビル，ソホスブビルによるDAA治療を開始した．治
療開始後，AFP値は速やかに軽快し，SVR12達成時には正常化した．SVR12
達成時での腹部超音波検査でもHCCの出現は認めていない．【考察】AFPは
HCCの血清マーカーとして知られているが，胃癌，転移性肝癌，精巣腫瘍，
慢性肝炎，肝硬変，妊娠などでも高値となるが，良性疾患で400 ng/ml以上
の高値となることは稀である．本症例は，経時的にAFPが5000 ng/ml以上
まで上昇するものの，各種検査で悪性腫瘍の併存を認めず，血清ALT値も
137U/lまで上昇を認め，肝再生を強く促す肝障害が起きていたものと推測し
た．【結語】AFP異常高値をともなうC型慢性肝炎に対して DAA治療後に改
善を認めた症例を経験した．抗ウイルス治療前に，HCCを含めた悪性腫瘍の
併存を認めないことを十分に確認する必要がある．

DAA 治療後に正常化を認めた AFP 異常
高値をともなう C 型慢性肝炎の一例

O-077
（消）
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坂総合病院 外科
○上原　新平、盛口　佳宏、高津　有紀子、黒川　耀貴、小林　千紗、

伊在井　淳子

【はじめに】胃脂肪腫は良性の胃粘膜下腫瘍で、無症状の場合は経過観察と
なることが多い。しかし、症状を呈する場合は積極的治療の対象となる。今回、
出血を伴う胃脂肪腫に対して腹腔鏡手術を行った症例を経験したので報告す
る。【症例】36歳男性。心窩部痛、黒色便で当院を受診した。上部消化管内
視鏡検査で、胃前庭部中央にdelleを伴う5cmの粘膜下腫瘍を認め、出血を伴っ
ていた。ＣＴでは、胃前庭部に、境界明瞭で造影効果の乏しい、内部均一な
低濃度腫瘤を認めた。生検診断は、壊死細胞がみられるのみで、確定診断が
困難であった。画像診断は典型的な脂肪腫の所見であったが、出血源である
こと、腫瘍径の観点から脂肪肉腫の可能性が否定しえないことから、腹腔鏡
下幽門側胃切除術を行った。術後は縫合不全を合併したが、保存的治療で軽
快し第45病日に退院した。病理組織学的所見は、表面に潰瘍を伴う44×33×
24mmの粘膜下腫瘍を認めた。成熟脂肪織からなり、壊死や明らかな異型は
認めないことから脂肪腫の診断となった。現在、術後3年経過し無再発生存
中である。【考察】消化管良性腫瘍のうち脂肪腫は3.2％を占めるとされ、胃
粘膜下腫瘍の７％、胃良性腫瘍の0.6 ～ 4.8％と比較的稀な疾患である。60％
が幽門領域に発生し、腫瘍径は２～ 5cmの報告が多い。無症状なものが多い
が、腫瘍径が大きくなるにつれて心窩部痛、出血、閉塞症状がみられる。特
に4cmを超えると75％の症例で何らかの症状を有するだけでなく、脂肪肉腫
を念頭におく必要があるが、通常の生検で組織学的診断にいたることは稀で
ある。治療法については、腫瘍径3cm以下で内視鏡的切除、3 ～５cmで腹腔
鏡下切除、５cm以上で開腹術を推奨する報告があるが、明確な適応基準はな
い。自験例は、腫瘍径の観点から脂肪肉腫の可能性を考慮し、腹腔鏡下幽門
側胃切除術を選択した。術後合併症を発症したが、確実な切除という点で適
切な術式選択といえる。本症の切除術式に関しては、腫瘍径、存在部位、悪
性所見の有無に応じて、症例毎に検討することが肝要と考えられた。

出血を契機に発見された胃脂肪腫の１例O-084
（消）

岩手医科大学 外科
○片桐　弘勝、新田　浩幸、菅野　将史、梅邑　晃、武田　大樹、長瀬　勇人、

天野　怜、菊地　晃司、佐々木　章

【はじめに】肝右葉切除(RH)の適応は巨大腫瘍の症例が多く、前方アプロー
チ(AA)の有用性が示されている。巨大腫瘍でなくとも肝右葉は体型・骨格
により授動操作が困難な場合があり、当科では腫瘍サイズに依らず下大静脈
(IVC)右縁挙上操作を用いたAAによる腹腔鏡下RHを施行している。 【手術手
技のポイント】１．肝門部脈管個別処理；肝門に近接する腫瘍や肝門近くの
脈管侵襲例以外でも、グリソン一括操作 に伴う尾状葉グリソン損傷を回避で
き、全例確実に施行できる点から採用している。巨大腫瘍における右肝管切
離はICGカメラで胆管の走行を確認する。２．IVC右縁トンネリング；AAに
よる肝実質離断では、肝背側からの圧排は必須である。 IVC右縁壁を露出し、
caudal viewにより右横隔膜まで剥離を進め肝背側にスぺースを作成する。吸
引管等で腹側へ挙上することで離断面や下大静脈および肝静脈の出血制御が
可能となる。３．肝実質切離；Pringle法を併用し行う。実質切離終了後に右
肝静脈、下大静脈靱帯、支持間膜を切離し切除肝を摘出する。 【結語】授動
先行するRHと比べ、腫瘍サイズに依らず無理ない授動操作により肝損傷や門
脈阻血と門脈・静脈血うっ滞を回避できることから、ドナー肝切除への応用
など本手技は汎用性においても優れている。

下大静脈右縁肝挙上操作を用いた前方ア
プローチによる腹腔鏡下肝右葉切除

O-083
（消）

岩手医科大学 医学部 消化器内科肝臓分野
○及川　隆喜、渡辺　拓也、長澤　倫明、佐藤　寛毅、阿部　珠美、小岡　洋平、

遠藤　啓、佐原　圭、黒田　英克、滝川　康裕

【症例】59歳、男性【既往歴】52歳 C型慢性肝炎・アルコール性肝障害、54
歳　肝細胞癌【主訴】吐血【現病歴】肝細胞癌に対し、集学的加療（局所療法、
腹腔鏡下肝切除）が行われてきた。その後、肝内多発再発を指摘され、レン
バチニブメシル酸塩 4 mg/日投与開始。導入2 ヶ月後の造影CT検査にて、部
分奏効を得た。導入5 ヶ月後、吐血にて救急搬送され、緊急上部消化管内視
鏡検査を施行。食道静脈瘤破裂（Li, F2, Cb, RC(+), Lg(-）)に対し、内視鏡的
静脈瘤結紮術（EVL）が施行され、同日入院となった。【臨床経過】術直後
より腹痛を認め、緊急造影CT検査施行。肝実質は斑状に造影され、肝虚血・
梗塞が疑われた。入院第10病日に再度造影CT検査施行。造影不良域は改善せ
ず、肝梗塞の診断となった。その後、肝不全の進行を認め、積極的加療は困
難と判断した。御本人の希望により、在宅にて緩和治療方針となった。【考察】
切除不能肝細胞癌に対する全身薬物療法において、各薬剤の抗VEGF作用に
よる腫瘍血管新生抑制・血流低下、免疫微小環境改善が、抗腫瘍効果の主た
る機序となっている。しかしながら、同薬剤による加療は、1．投与後、血
圧上昇・出血のリスクの上昇、2．各薬剤sequential療法の治療期間長期化に
伴う背景肝線維化の進行・門脈圧上昇、に寄与するため、全身化学療法加療
中の切除不能肝細胞癌患者において、食道静脈瘤破裂リスクは上昇すると考
えられる。本症例は、肝動脈・門脈両血流の低下に伴う、正常肝の強い虚血が、
肝梗塞・肝不全の発症原因と考えられた。以上から、切除不能肝細胞癌患者
において、全身化学療法導入前・導入後の厳格な食道胃静脈瘤管理（内視鏡・
肝線維化評価）が必要と考えられた。

分子標的薬治療中に食道静脈瘤破裂を発
症し、特徴的な肝画像所見を呈した切除
不能肝細胞癌の 1 例

O-082
（消）

いわき市医療センター 研修医1）、いわき市医療センター 外科2）、
いわき市医療センター 病理診断センター 3）

○伊藤　和繁1）、吉田　寛2）、川口　信哉2）、白相　悟2）、根本　紀子2）、
藤川　奈々子2）、土師　陽一2）、河野　えみ子2）、小久保　翔志2）、佃　和彦2）、
小林　直哉2）、浅野　重之3）、新谷　史明2）

【症例】49歳、女性。【既往歴】左乳腺原発未分化多形肉腫、全身性エリテマトー
デス、左中指巨細胞腫、子宮筋腫。【現病歴】2019年1月、検診で左乳房の腫
瘤を指摘された。この左乳房腫瘤の精査目的で施行されたPET検査で、肝右
葉にSUV max 3.59のFDG集積を認めた。しかし，他のモダリティーでは肝
腫瘍は同定されなかったため、左胸筋温存乳房切除術を施行した。2020年4
月のCT検査で、肝S5-8境界部辺縁に径9mm大の低吸収域として前述のPET
検査で指摘されたFDG異常集積部が腫瘍性病変として認識された。ご本人や
ご家族と相談し経過観察の方針となったが、2021年4月のCT検査で径11mm
大と僅かに増大傾向を認め、さらに、MRI検査で拡散制限やEOB取り込み欠
損の所見を認め、Dynamic studyでは淡い早期濃染とwash outパターンを認
めたため、左乳腺原発未分化多形肉腫の肝転移を疑い、2021年7月に腹腔鏡
下肝部分切除術を施行した。病理組織学的検索では、肝臓に径10mm大の境
界明瞭な白色腫瘤を認め、形質細胞と小型成熟リンパ球のびまん性増殖像を
呈していた。免疫組織化学でCD20とCD138陽性、CD5陰性で、免疫グロブリ
ン免疫染色ではIgG/A/M/κ/λのいずれも陽性であり、リンパ形質細胞性リ
ンパ腫(以下、LPL)と診断された。2年以上の観察期間を通して他臓器にリン
パ腫を疑う所見がないことから肝原発LPLと診断し、R0切除が得られ、かつ、
症状もないことから化学療法は施行せず現在経過観察中である。【考察】LPL
はnon Hodgkin lymphoma（以下、NHL）の一種であり、小型成熟Bリンパ
球と形質細胞から構成されるのが特徴の腫瘍である。頻度はNHLの中で0.7％
程度と稀な疾患であり、さらに肝原発LPLの本邦報告は２例であり極めて稀
である。今回の症例は術前臨床診断では未分化多形肉腫の転移を疑っていた
が、術後病理診断でLPLと診断された。稀な疾患のため術前に鑑別疾患にあ
げることは難しかったと考えられるが、本症例の画像所見とその経時的変化
などについて、文献的考察も加えて報告したい。

肝原発リンパ形質細胞性リンパ腫の１例O-081
（消）

一
般
演
題
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市立秋田総合病院 消化器内科
○猿田　陽平、辻　剛俊、高橋　康貴、菅原　佳恵、津田　聡子、大野　秀雄、

中根　邦夫、小松　眞史

【症例】70歳代女性　【主訴】胸やけ　【既往歴】高血圧症，うつ病　【身体所見】
身長150cm，体重41.2kg　【現病歴】胸やけを主訴に近医受診し，上部消化管
内視鏡で胃体上部大弯に陥凹病変を認め，精査加療目的に当科紹介となった．
当院での再検査では，5mm大の0-IIc病変，低分化腺癌(por)の病理診断であっ
た．内視鏡所見から，粘膜内もしくは粘膜下層浅層までの深達度と診予想さ
れ，造影CT検査では，転移性病変は認めなかった．患者の強い希望があり，
相対的治療適応病変としてESDによる切除を行った．粘膜の全周切開とトリ
ミングを行なっていったが，反転操作による粘膜下層の剥離にて穿孔を認め
た．クリップによる穿孔閉鎖や大網の吸引固定ができず，徐々に穿孔径が開
大する状態となった．そのため，最後に穿孔閉鎖をすることとし，標本の切除・
回収を先行した．最初にOTSC（Over The Scope Clip，センチュリーメディ
カル社；直径21mm）による閉鎖を試みたが，咽頭の管腔が狭くOTSCの鋭
部が下咽頭の粘膜にひっかかり，通過できないことに加えて広範囲の粘膜損
傷を起こしたため断念した．次にディスポーザブル結紮装置（以下：留置ス
ネア，OLYMPUS社）を用いた巾着縫合法を目的に，2チャンネルスコープ

（GIF-2TK200，OLYMPUS社，先端直径14.0mm）の挿入を試みるも，咽頭
の内腔が狭く内視鏡の挿入ができなかった．そこでシングルスコープ（GIF-
H290Z，OLYMPUS社，先端直径9.8mm）の先端に留置スネアを仮締めとしスコー
プ外側に添わせるようにしシースを伴走させ，挿入したところ抵抗なく咽頭
を通過させることができた．穿孔部位で仮締めを解除し，潰瘍の周囲粘膜に
留置スネアを複数のクリップで固定，結紮することで穿孔の閉鎖を行う事が
できた．術後は発熱・腹痛なく経過し，第5病日に食事開始，第10病日に退
院となった．切除標本は0-IIc，4.0x2.5mm，por，pT1b1，ly0，v0，pHM0，
pVM0で内視鏡的に切除されていた．【考察】巾着縫合法については，一般的
に2チャンネルスコープを使用するが，本症例のような狭窄症例の場合，穿
孔部位まで到達できないことがある．稀な状況ではあるが，シングルチャン
ネルスコープによる巾着縫合法を試み良好な経過を辿った一例を経験したた
め報告する．

胃穿孔に対しシングルスコープを用いた
巾着縫合法を行い良好な経過を辿った一
例

O-088
（内）

秋田大学病院 第一内科
○吉田　晃紘、松橋　保、渡部　昇

【症例】51歳男性【既往歴】逆流性食道炎、肝血管腫【現病歴】2021年1月検
診の胃透視検査で要精査となり、前医にて上部消化管内視鏡検査を施行され
た。その際、胃底部に粘膜下腫瘍を指摘され、精査加療目的に当院当科紹介
受診となった。当院で施行されたEUSでは胃底部に第4層と連続した30mm
大の粘膜下腫瘍を指摘された。同病変に対してEUS-FNA施行しGIST（low 
risk）の診断となった。画像検査で明らかな転移病変は指摘されなかった。

【経過】胃底部、30mm大、管内発育型、腫瘍の露出や潰瘍形成を伴わない病
変であり、内視鏡的全層切除術(EFTR)を施行した。EFTRの施行例が少ない
こと、病変が大きく経口的に回収できない可能性を考え、４ポートで腹腔鏡
をLECSに準じて待機してもらうこととした。病変はFlushBT25,IT2knifeで
切除し、20mm長の穿孔部は可及的にOver-The-Scope Clip (OTSC)で中央部
を縫縮、側方はシュアクリップで縫縮した。切除した腫瘍は経口的に回収不
能であったため体部前壁より切開をおき胃内にメモバッグを挿入し腹腔内に
接することなく臍創部より回収した。胃体部前壁の縫合に加え、OTSC部も
漿膜縫合を追加し終了した。術後経過は良好であり、術後6日目に自宅へ退
院した。病理組織学的にはGISTとして矛盾なく、免疫組織化学染色では、腫
瘍細胞はc-kit陽性、CD34陽性、DOG-1陽性を示した。一方、僅かな領域（約
1mm）において熱変性が加わった腫瘍細胞が見られ切除断端陽性と判断され
た。超低リスクGISTおよび陽性断端は僅かかつ熱変性が加わっており腫瘍は
切除されていると判断した。外来フォローの方針とし、再発所見なく経過し
ている。【考察】胃粘膜下腫瘍に対する低侵襲な機能温存手術法としてEFTR
が提唱されている。一方、病変切除部の閉鎖法として確立された方法はない。
今回我々はこのOTSCを用いての病変切除部の粘膜縫合を施行し、腹腔鏡操
作により漿膜面の縫合を組み合わせることで強固な創閉鎖が得られた一例
を経験した。OTSCと漿膜縫合を組み合わせた穿孔部閉鎖法は大きな病変の
EFTRに有用であると思われた。

胃 GIST に対して腹腔鏡内視鏡合同手術
（LECS）を行った１例

O-087
（内）

東北大学 消化器病態学分野1）、東北大学病院 病理部2）

○谷地　一真1）、八田　和久1）、小池　智幸1）、齊藤　真弘1）、菅野　武1）、
金　笑奕1）、宇野　要1）、浅野　直喜1）、今谷　晃1）、渡邊　裕文2）、
藤島　史喜2）、正宗　淳1）

【症例】68歳女性【主訴】なし【既往歴】12歳 急性虫垂炎手術【家族歴】特
記事項なし【現病歴】胃集団検診上部消化管内視鏡にて胃体下部大彎に隆起
性病変を認め、生検にてanaplastic leiomyomaの診断となり、精査加療目的
で当院紹介受診となった。【検査所見】身体所見に異常は認められず、血液
検査所見では腫瘍マーカー (CEA, CA19－9)正常範囲内、血清H. pylori IgG
抗体も正常範囲内（＜3 U/ml）であった。上部消化管内視鏡では、胃体下部
大彎にアレアの粗大化を伴う凹凸不整な粘膜下隆起病変を認め、超音波内視
鏡では第2層に連続した径6.0 mmの均一な低エコー性腫瘤であった。生検で
は平滑筋肉腫が疑われた。造影CT、PET/CTでは病変の同定は困難であり、
転移所見を認めなかった。【治療経過】粘膜筋板由来の平滑筋肉腫疑いの診
断でESDを施行し（病変径15 × 14 mm）、特に合併症なく終了した。治療後
経過は良好であり、第6病日に退院となった。病理に関して、HE染色では粘
膜固有層では紡錘形細胞が束状に増殖し、形態学的に平滑筋へ分化が窺われ
る像が認められるものの、粘膜下層を含めた深部を中心に核腫大など高度な
細胞異型を伴い、分化傾向の不明瞭な領域も認めた。切除断端はかろうじて
陰性であった。免疫染色では、腫瘍細胞はAE1/AE3－, αSMA+, desmin－
＞+, h－CD+/－, MyoD1－, CD34－, c－kit－, Dog1－, ALK－, βcatenin－, 
CD10－, ER－, HMB45－, MelanA－, PAX8－であり、HE染色結果とあわせ
て平滑筋肉腫と診断した。Ki－67陽性率は50%であった。完全切除であった
ため、追加治療は行わず、6か月ごとのCT・上部消化管内視鏡にて厳重に経
過観察していく予定である。【結論】胃平滑筋肉腫の一例を経験した。内視
鏡的に完全切除された胃平滑筋肉腫はこれまでにほとんど報告がなく、貴重
な症例と考えられた。

内視鏡的に完全切除した胃平滑筋肉腫の
一例

O-086
（内）

東北労災病院 外科
○木村　瞭、本山　一夫、佐藤　馨、小野　翼、平嶋　倫亮、斎藤　匠、

羽根田　祥、野村　良平、松村　直樹、高橋　賢一、成島　陽一、
徳村　弘実

胃脂肪腫は良性疾患のため経過観察されることが多いが、今回われわれは出
血を伴い手術治療を施行した胃脂肪腫を経験したので報告する。症例は78歳
の女性。2018年12月、C型慢性肝炎にて通院中の当院肝臓内科でおこなった
腹部超音波検査で胃腫瘤を指摘された。上部消化管内視鏡検査で胃体上部大
弯後壁に約50mm大の胃内腔突出型の粘膜下腫瘍を認めた。造影CTでは腫瘍
内は脂肪を含むCT値であり、超音波内視鏡検査で第3層内の均一な高エコー
像を示すことから胃脂肪腫と診断し経過観察されていた。2021年7月に動悸、
ふらつきの訴えがあり近医受診したところ、貧血（Hb4台）を認めたため精
査目的に当院を受診した。上部消化管内視鏡検査で頂部粘膜が欠損し脂肪腫
が露出した粘膜下腫瘍を認め、胃内には血液残渣を認めた。胃脂肪腫が出血
源と診断し手術の方針とした。腹腔鏡下内視鏡合同手術（Laparoscopy and 
Endoscopy Cooperative Surgery, LECS）により腹腔鏡下胃部分切除術を施
行した。Classical LECSの予定とし内視鏡デバイスにて胃脂肪腫周囲の粘膜
を全周性に切開した後に胃壁を穿孔させ、腹腔鏡デバイスにて全周性に胃壁
を全層切開し標本を摘出した。胃壁欠損部は支持糸をかけリニア―ステープ
ラーにて縫合閉鎖した。術後経過は良好であり術後9日目に軽快退院した。
病理結果は胃脂肪腫であった。経過観察中に出血を来した胃脂肪腫を経験し
たので文献的考察を含めて報告する。

腹腔鏡内視鏡合同手術にて切除した出血
を伴った胃脂肪腫の 1 例

O-085
（消）
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山形大学医学部 内科学第二講座1）、山形大学医学部附属病院 光学診療部2）

○中村　秀平1）、佐々木　悠1）、阿部　靖彦2）、八木　周2）、水本　尚子1）、
小野里　祐介1）、伊藤　南1）、梅原　松樹1）、土田　秀元1）、後藤　裕樹1）、
上野　義之1）

【背景と目的】神経内分泌腫瘍のうち、同一癌巣にneuroendocrine成分と
non-neuroendocrine成分それぞれが30％以上共存する混合型腫瘍はMiNEN

（mixed neuroendocrine non-neuroendocrine neoplasm）と分類される。胃
内分泌細胞癌（NEC）と腺癌の混合腫瘍の発生頻度は胃癌全体の約0.6％と低
く、急速に発育し進行癌で発見されることが多く、予後不良とされている。
今回、内視鏡的に切除した早期のMiNENの2例を経験したので報告する。【症
例1】68歳、女性。既往症は高血圧症。スクリーニング目的に前医で行われ
た上部消化管内視鏡検査（EGD）にて胃角部小弯の20 mm大の不整陥凹を認
め、生検でGroup 5（tub1）と診断され受診した。陥凹面にはirregular MV/
MS patternを認め、分化型早期胃癌cT1aと診断、CTで転移性病変はなく、
ESDを行った。切除標本では粘膜浅層に分化型管状腺癌、粘膜深層から粘膜
下層（100 μm）にNECを認めMiNENと診断した。切除断端や脈管侵襲は
ともに陰性であったがNECの粘膜下層浸潤があり腹腔鏡下幽門側胃切除術を
行った。手術標本中に癌の遺残はなく、追加治療はせず、術後4年以上、再
発なく経過観察中である。【症例2】78歳、男性。大動脈弁狭窄症にて弁置換
術後、狭心症にてCABG後。早期胃癌ESD後（eCuraA）の経過観察のEGD
にて胃体下部大弯後壁よりに20 mm大の辺縁隆起を伴う褪色調の陥凹が認め
られた。生検でGroup 5（tub2 ＞ tub1）、粘膜内病変と診断、CTで転移性病
変はなく、ESDを行った。粘膜浅層に分化型管状腺癌、粘膜深層から粘膜下
層にNECを認めMiNENと診断、切除断端や脈管侵襲は陰性であった。NEC
が粘膜下層400 μmまで浸潤しており追加外科手術が望まれたが、ご高齢で
心合併症があるため経過観察となった。半年ごとにEGD、CTで経過観察を
行っていたが約4年後にESD後瘢痕上に粘膜下隆起を伴う潰瘍性病変が出現
した。生検でNEC、造影CTでは多発リンパ節、肝転移、腹膜播種が認めら
れた。化学療法の希望はなく5 ヶ月後に死亡された。【結論】内視鏡的に切除
し、対照的な経過を辿った胃MiNENの2例を経験した。NEC成分は粘膜深層
から下層に増生しており術前にMiNENと診断するが困難であったと考えられ
た。またNEC成分の粘膜下層浸潤を伴う胃MiNENではESD後の追加外科切
除が望ましいと思われた。

内視鏡的に切除した胃 mixed	
neuroendocrine	non-
neuroendocrine	neoplasm の 2 例

O-092
（内）

福島県立医科大学会津医療センター 消化器内科学講座1）、
福島県立医科大学会津医療センター 小腸・大腸・肛門科学講座2）

○高畑　陽介1）、澁川　悟朗1）、和田　淳1）、木村　友哉1）、中島　勇貴2）、
根本　大樹2）、愛澤　正人2）、歌野　健一2）、冨樫　一智2）

【症例】70歳女性【主訴】特になし（定期検査で指摘）【生活歴】喫煙・飲酒
歴なし、ADL良好【現病歴】高血圧のため近医で通院中。2021年2月に定期
検査のため前医で上部消化管内視鏡検査（EGD）を施行されたところ、十二
指腸球部後壁に異物（バッグクロージャー：食パン袋の留め具）が粘膜に食
い込んでいるのを指摘され当院で紹介受診した。【来院時現症】体温36.0℃、
血圧123/72 mmHg、心拍数66回/分、眼瞼結膜蒼白なし、腹部平坦・軟、自
発痛・圧痛なし【来院時CT検査】十二指腸球部の軽度の壁肥厚をみとめるが
異物を明瞭に示唆する高吸収像はみられない。腸管外へのフリーエアや腹水
なし。【来院時EGD】十二指腸球部後壁に粘膜を挟み込む様に板状の異物が
粘膜に刺入していた。ペンタックス鰐口鉗子で把持し抜去を試みたが、固着
が強固であり抜去できなかった。【経過】自覚症状が一切なく異物が比較的
鈍的であり緊急性が低いこと、異物除去に伴う偶発症も危惧されたことから
外来で経過観察する方針とした。3月のEGDでは異物と刺入部の潰瘍に大き
な変化はなく、細径EUS観察で異物の刺入深度が粘膜下層までであることを
確認した。経過観察も考慮されたが、本人と相談の上、4月に内視鏡的異物
除去術を試みた。把持鉗子による抜去はできなかったが、コアグラスパーに
より異物刺入部周囲粘膜を焼灼したところ、異物と肉芽組織の固着が外れた
が把持鉗子での抜去はできず処置を中断した。その後、自覚症状の出現はな
く、5月には異物は180°回転しており、7月には異物は自然脱落し、潰瘍は肉
芽で覆われていた。【考察】バッグクロージャーは稀な消化管異物であり、我々
が検索した限りでは同様の報告は見当たらなかった。十二指腸球部の粘膜が
バッグクロージャーで挟まれ、深く陥入した粘膜がバッグクロージャーの噛
み合わせ部分で潰瘍化し、バッグクロージャーが刺入したと推察された。【結
語】十二指腸球部に刺入したバッグクロージャーが自然脱落した一例を経験
した。

発見から自然脱落まで経時的に観察しえ
た十二指腸異物の一例

O-091
（内）

弘前大学 大学院医学研究科 消化器血液内科学講座1）、
弘前大学 大学院医学研究科 健康未来イノベーションセンター 2）

○星　健太郎1）、菊池　英純1）、珍田　大輔1）、櫻庭　裕丈1）、立田　哲也1）、
澤田　洋平1）、三上　達也2）、福田　眞作1）

【症例】71歳男性。【主訴】発熱、意識障害。【現病歴】2021年6月中旬より山
中で材木管理をしていたところ、7月初旬より38度台の発熱が出現。その後、
階段より転落して鎖骨骨折し近医で保存的に加療された。しかし、発熱が持
続、呼吸状態も悪化したため前医を受診し、敗血症性ショックとDICを認め、
当院高度救命救急センターへ搬送、入院となった。【初診時現症】意識レベル 
JCS3、血圧 108/66mmHg、脈拍 130回/分、呼吸数 30回/分、SpO2 92%(リ
ザーバー酸素マスク10L/分)、体温 40.3度、左膝窩外側にツツガムシの刺し口
を疑う、周囲に発赤を呈し黒色痂疲化した10mm大の皮疹と全身に紅斑を認
めた。【入院後経過】ツツガムシ病による意識障害、敗血症性ショック、DIC
を伴う多臓器不全を疑い、抗菌薬MINO、循環作動薬Nad 0.04γで加療を開
始した。入院当日夜に大量の暗赤色の排便があり、急激に貧血が進行した(Hb 
10.5→7.9g/dL)。循環作動薬使用下で血圧 60/30mmHgと呼吸循環動態が悪化
し、消化管出血によるショックが疑われた。気管挿管後、輸血を投与しなが
ら造影CTを施行、胃内に造影剤漏出を認めた。緊急EGDで胃前庭部前壁に
出血性潰瘍を認め、止血鉗子で内視鏡的止血術を行ったが十分な止血を得ら
れなかった。IVRに移行し、右胃動脈造影で確認した仮性動脈瘤にコイルお
よび20%NBCAで塞栓し止血を得た。同日の総輸血量はRCC 10単位、PC 10
単位、FFP 4単位に達した。入院3日目に再度暗赤色の排便があり、貧血の進
行を認めたため緊急EGDを施行した。前庭部前壁の同潰瘍より再出血を認め
たが、止血鉗子により内視鏡的に止血しえた。その後、入院時検査のツツガ
ムシ抗体IgM≧80倍を確認しツツガムシ病の診断が確定した。全身状態は徐々
に安定し、入院11日目にリハビリ目的に近医へ転院した。【考察】ツツガム
シ病はリケッチア症の一種であるが、その病態は血管内皮細胞障害による血
管炎である。消化管では血管炎に由来する出血性胃潰瘍が報告されており、
本症例も同様の胃病変を認めた。ツツガムシ病の診療では消化管出血も念頭
におく必要がある。

胃潰瘍による出血性ショックを呈したツ
ツガムシ病の 1 例

O-090
（内）

弘前大学大学院医学研究科 消化器血液内科学講座1）、弘前大学医学部附属病
院 光学医療診療部2）、弘前大学大学院医学研究科 地域医療学講座3）

○工藤　沙映1）、珍田　大輔2）、菊池　英純3）、立田　哲也1）、澤田　洋平1）、
村井　康久1）、安田　耕平1）、樋口　直樹1）、櫻庭　裕丈1）、福田　眞作1）

【症例】70歳代男性【主訴】吐血、血便【現病歴】2019年1月に腹部大動脈瘤
に対しY字グラフト置換術を施行。2021年5月に転倒し、右大腿深部潰瘍にて
同部位の培養からStreptococcus viridansが検出され、アンピシリンが投薬さ
れた。6月上旬に血便と血圧低下があり、前医受診。Hb 12.9 g/dLでCTでは
出血源は明らかでなく、下部消化管内視鏡検査でも血液が付着していたが出
血源は同定できなかった。入院の上、絶食、補液で加療していたが、2日後
に吐血しHb 9.7 g/dLへ低下。上部消化管内視鏡検査(EGD)で十二指腸下行部
まで観察し、胃、十二指腸に鮮血が多量に貯留していたが、出血源は不明だっ
た。赤血球輸血4単位施行も、翌日再度暗赤色便があり、Hb 7.8 g/dLと悪化
したため、当科紹介となった。【経過】受診時血圧 114/72 mmHg、脈拍 108
回/分で、白血球 17050 /μL、CRP 1.66 mg/dL、Hb 7.8 g/dLであった。造
影CTではY字グラフト中枢側吻合部に15 mm大の仮性動脈瘤があり、周囲の
軟部陰影が十二指腸内に露出し瘻孔形成が疑われた。緊急外科手術を前提と
し、出血源を確認する方針となりEGDを施行。十二指腸水平部背側壁に凝血
塊が付着、その中央から拍動性出血が確認された。大動脈十二指腸瘻の診断
で、人工血管部分置換術、十二指腸水平部切除術が緊急で施行された。瘻孔
周囲には感染による膿状の血栓と腸管内容物が充満していた。血液培養は陰
性だったが、セフメタゾールを2週間継続し、白血球 4090 /μL、CRP 0.46 
mg/dLへ改善した。7月上旬のEGDでは十二指腸吻合部に狭窄はなく、経口
摂取を開始、7月中旬に退院した。【考察】大動脈十二指腸瘻は大動脈瘤破裂
が原因の1次性と血行再建後の2次性に分類され、十二指腸水平部に好発する。
本症例はY字グラフト置換術後の2次性で、原因としては大腿深部潰瘍から
血行性に人工血管吻合部に感染、仮性動脈瘤となったことと、仮性動脈瘤が
十二指腸を圧迫したことで瘻孔を形成したと推測された。頻度は稀だが腹部
大動脈瘤人工血管置換術後の死亡率が高い合併症であるため、常に念頭に置
き診断治療することが重要である。

吐血と血便を繰り返した人工血管置換術
後大動脈十二指腸瘻の 1 例

O-089
（消）
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岩手医科大学 医学部 外科学講座1）、岩手医科大学 医学部 病理診断学講座2）、
岩手医科大学 医学部 臨床腫瘍学講座3）、盛岡赤十字病院 外科4）、岩手医科大
学 医学部 医療安全学講座5）

○奥津　美里1）、馬場　誠朗1）、秋山　有史1）、二階　春香1）、杉本　亮2）、
遠藤　史隆3）、石田　和茂1）、小松　英明1）、岩谷　岳1）、新田　浩幸1）、
大塚　幸喜1）、上杉　憲幸2）、杉村　好彦4）、菅井　有2）、肥田　圭介5）、
佐々木　章1）

【はじめに】乳癌の消化管転移はまれである.今回我々は, 乳癌の胃転移と大腸
転移の2症例を経験したので報告する.【症例1】73歳女性.X年に右乳癌に対し
てBt+Axを施行し,病理診断は浸潤性乳管癌,pT3,N3a,M0,StageIIIcであった.術
後補助薬物療法を施行したが,X+3年4月のPET検査で多発骨転移を認め,X+4
年4月頃から食後の嘔吐を認めた.上部消化管内視鏡検査で下部食道から食道
胃接合部にかけて腫瘍による全周性の狭窄を認めた.生検では悪性所見を認め
なかったため,乳癌の予後を考慮し経口摂取目的に食道ステント留置術を施行
した.同年8月に再狭窄を認めた.この際も生検では悪性所見を認めなかった.乳
癌骨転移巣の病勢コントロールが良好であったため,確定診断と症状改善目的
に,同年9月に左開胸開腹下部食道切除術,胃全摘術,空腸瘻造設術を施行した.免
疫組織化学検査で浸潤性小葉癌の胃転移,食道浸潤の診断であった.術後,経口
摂取が可能となり自宅退院となった.X+5年7月永眠された.【症例2】64歳女性.Y
年3月に右乳癌に対してBt+Axを施行した.病理組織学検査は浸潤性小葉癌, 
pT2,N1,M0,StageII B,ER(+),PgR(+),HER2 0,E-cadherin(-）であった.術後補助
化学療法を施行し,経過観察されていた.Y+17年2月に腹痛,下痢,嘔吐が出現し,
下部消化管内視鏡検査で下行結腸およびS状結腸の壁肥厚を認めた.生検の結
果はいずれも乳癌結腸転移の診断であった.TC療法を8コース,FECを2コース
施行するもイレウス症状が出現し, Y+17年11月に下行結腸,Ｓ状結腸,小腸部分
切除術を施行した.免疫組織化学検査で乳癌結腸転移に矛盾しなかった.Y+18
年7月に再発による十二指腸狭窄と閉塞性黄疸が出現した.以後,在宅による緩
和医療を施行し, Y+19年1月永眠された.【結語】浸潤性乳管癌消化管転移の2
症例を経験した.手術を施行することで経口摂取が可能となり，QOLが維持で
きたので文献的考察を加えて報告する.

消化管転移をきたした乳癌の 2 例O-096
（消）

仙台オープン病院 消化管肝胆膵内科
○駒林　大智、山形　拓、大平　哲也、原田　喜博、伊藤　啓

【背景】胃ESDにおける後出血は比較的頻度の高い偶発症である.抗血栓薬内
服例の胃ESD後出血は,非内服例と比較し遅発性出血が多く,退院前のThird 
Look EGD(以下TLE)が退院後出血を減少させうるかは明らかでない.【目的】
抗血栓薬内服例の胃ESDにおけるTLEの有用性を明らかにすること.【対象
と方法】2018年1月から2021年8月までに施行した胃ESD613例中,抗血栓薬内
服の107例を対象とした.当院では2020年1月から抗血栓薬内服患者にTLEを
施行している.入院期間は抗血栓薬内服の有無に関わらず7日間としている.対
象の内,TLE施行開始後49例をA群,開始前58例をB群とし後方視的に検討し
た.【結果】両群の背景因子において年齢性別に差はなく,抗血栓薬の内容(A
群:B群)は抗血小板薬単剤が25:37,抗凝固薬単剤が15:18,DAPTが6:0,抗血小板
薬＋抗凝固薬が3:3であった.後出血はA群10例(20%),B群13例(22%)に認めた.退
院後出血は各々 4例(7%),2例(4%)であり,有意差はないもののA群で多かった
(p=0.51).退院から出血までの日数はA群で平均1日(0-4),B群で平均10日(6-13)
であった(p=0.57).退院後出血6例においてA群,B群ともに50%でショックバイ
タルや輸血を要した.抗血栓薬の種類ごとの退院後出血(A群:B群)は,ワーファ
リン内服例で{17%(1/6):0%(0/4)},DOAC内服例で{25%(3/12):6%(1/17)},アスピ
リン内服例で{0%(0/22):5%(1/20)},チエノピリジン内服例で{0%(0/11):0%(0/8)},
その他の抗血栓薬で{0%(0/9):0%(0/13)}と,抗凝固薬内服例で有意に多かっ
た(p=0.0057).抗 血 栓 薬 の 組 合 せ ご と の 退 院 後 出 血(A群:B群)は,抗 血 小 板
薬 単 剤 で{0%(0/25):3%(1/37)},DAPTで{0%(0/6):0%(0/0)},抗 凝 固 薬 単 剤 で
{27%(4/15):0%(0/18)},抗凝固薬＋抗血小板薬で{0%(0/3):33%(1/3)}と,抗凝固薬内
服例で有意に多かった(p=0.013).TLE時に活動性出血は認めず,2例(いずれも
DOAC内服)に潰瘍底への凝血塊付着を認めた.うち1例は予防的クリップを施
行し退院後出血なく,もう1例は退院翌日に出血を認めた.退院後出血例に関し
てTLE時の画像をレビューしたが,出血の原因となった露出血管の同定は全例
困難であった.【結語】抗血栓薬内服例のESDにおいてTLEは退院後出血を減
少させる可能性がある.しかし,出血の予防効果は十分とはいえず,リスクの高
い抗凝固薬内服患者や患者背景に応じて入院期間を延長させるなどの個々の
対応が望ましいと考える.

抗血栓薬内服例の胃 ESD における
Third	look	EGD の有用性に関する検討

O-095
（内）

東北大学 大学院 医学系研究科 消化器外科学分野1）、東北大学 病理部2）

○川名　友美1）、山村　明寛1）、田中　直樹1）、井本　博文1）、杉沢　徳彦1）、
土屋　堯裕1）、山崎　有人2）、佐々木　啓迪1）、西條　文人1）、森川　孝則1）、
大沼　忍1）、亀井　尚1）、海野　倫明1）

【背景】近年の研究では組織型が分化型，未分化型の混在型である早期胃癌は，
分化型，未分化型単独の組織型に比較してリンパ節転移率が高いと報告され
ている．しかし，組織混在型胃癌に関しては一定の見解がなく，胃癌治療ガ
イドラインでも触れられていない。【目的】組織混在型早期胃癌の臨床病理
学的特徴およびリンパ節転移への影響を明らかにする．【方法】2013年1月か
ら2021年4月までに当院にて早期胃癌に対して胃切除術を施行した234人を対
象に，組織型別の臨床病理学的特徴やリンパ節転移リスクについて後方視的
に検討した．【結果】腫瘍を組織型別に以下の3つのタイプに分類した．純分
化型（Pure differentiated: PU）121例（51.7%），組織混在型（mixed-type）
58例（24.8%），および純未分化型（pure undifferentiated: PU）55例（23.5%）．
年齢中央値はPD72歳(51-88歳)，混在型67歳(37-87歳)，PU67歳(36-88歳)で各群
に有意差はなく，性別はPD男性97例，女性24例，混在型男性35例，女性23例，
PU男性24例，女性31例と，PDにやや男性が多いものの各群に有意差は認め
なかった．腫瘍径の中央値はPD22mm，混在型 24.5mm，PU20mmであり，
混在型で優位に腫瘍径が大きかった．リンパ節転移率はPD 9.1%，混在型 
22.4%，PU 5.5%と混在型で優位にリンパ節転移率が高かった．PUと混在型
を比較するとリンパ管侵襲（10.9% vs 34.5%）と血管侵襲（18.2% vs 37.9%）
の割合は混在型で優位に高かった．混在型をさらに優位な組織型によって
mixed predominantly differentiated type (MD)および mixed predominantly 
undifferentiated type (MU)に分類すると，MD35例，MU23例であった．リン
パ節転移率はMD28.6%，PD9.1%とMDで優位に高かったが，PUとMUでは有
意差は認められなかった．【結論】早期胃癌において組織混在型はリンパ節
転移リスクが高く，特にMDでは注意が必要である可能性が示唆された．

組織混在型早期胃癌はリンパ節転移高リ
スクである

O-094
（消）

青森県立中央病院 消化器内科1）、
弘前大学大学院医学研究科 消化器血液内科学講座2）

○奥崎　聖菜1）、花畑　憲洋1）、須藤　翔1,2）、宮代　楓1,2）、五十嵐　昌平1,2）、
佐竹　美和1,2）、島谷　孝司1,2）、金澤　浩介1）、沼尾　宏1）、棟方　正樹1）

【症例】70歳代、女性【主訴】なし【既往歴】高血圧、脂質異常症【現病
歴】1981年より前医で定期的に上部消化管内視鏡検査(EGD)を施行され、前
庭部に過形成性ポリープ様の隆起性病変を指摘されており、増大傾向と
なったため2014年3月に精査加療目的に当科紹介となった。【経過】2014年
4月、EGDで胃前庭部大弯側に過形成性ポリープの口側に連続して約30mm
の0-IIc病変を認め、SM浸潤が疑われた。生検結果はadenocarcinoma(tub2)
であった。造影CTで肝S6に7mm大の腫瘤を認めたが有意なリンパ節腫大
や遠隔転移は認めなかった。肝腫瘤はGd-EOB-DTPA造影MRI検査(EOB-
MRI)で転移性病変と診断した。StageIVの診断で、5月よりS-1内服、7月より
S-1+docetaxel(DTX)療法を開始した。9月に施行したEOB-MRIでは肝腫瘤に
著変なく、10月に施行したEGDでは原発巣は著明に縮小し瘢痕のみ認めた。
その後も著変なく経過し、2015年7月からS-1単独療法とし、造影CTとEGD
により定期的に経過観察を行った。2016年12月の造影CTで肝腫瘤は造影不
明瞭で壊死を示唆する所見となり、EGDで再発所見を認めず、無治療経過観
察とした。2019年9月にEGDを施行したところ胃角部小弯後壁に約20mmの
0-IIc病変を認めた。無治療で完全奏功(CR)を維持しており内視鏡下粘膜下層
剥離術(ESD)の方針とした。切除標本は、M,Less,44×38mm,Type 0-IIc,25×
19mm,tub1＞pap,pT1a(M),pUL0,Ly0,V0,pHM0,pVM0で治癒切除が得られた。
2021年1月のEGDで胃体下部小弯後壁に10mmの0-IIc病変を認め、ESDを施行
した。切除標本は、M,Less,32×24mm,Type 0-IIc,17×16mm,tub1,pT1a(M),p
UL0,Ly0,V0,pHM0,pVM0で治癒切除が得られた。その後も定期的なフォロー
アップを継続しており長期生存が得られている。【考察】切除不能進行胃癌
に対する化学療法は高い奏功率を得られるようになってきたが、5年以上の
長期生存例は少数である。遠隔転移のない進行胃癌症例や、原発巣切除後の
StageIV症例に対し、化学療法でCRが得られ長期間無治療経過観察されてい
る報告もあり、経過観察中に出現した異時性病変に対する積極的なESDが有
用と考えられた。【結語】本症例のようにStageIV症例で原発巣切除を施行せ
ず無治療経過観察されている報告はなく、内視鏡とCTによる慎重な経過観察
が必要と考えられた。

肝転移を伴う胃癌に対し化学療法で完全奏功
が得られた後に発見された異時性早期胃癌に
対し内視鏡下粘膜下層剥離術を施行した一例

O-093
（内）
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公立岩瀬病院 内科1）、福島県立医科大学医学部 消化器内科学講座2）、
公立岩瀬病院 検査科3）

○今泉　博道1）、鈴木　玲2）、國分　政樹1）、鈴木　友里子1）、吉田　直衛1）、
小野　伸高3）、片倉　響子1）

【背景】これまで当院では超音波内視鏡下穿刺吸引法(EUS-FNA)を定期的に
施行しておらず、必要時に他院紹介、または膵腫瘍の疑いの場合、内視鏡的
逆行性胆道膵管造影による膵液細胞診でのみ診断していた。しかし、他院紹
介は検査施行までに時間がかかり、受診不可能な患者もおり、また、代用検
査では確定診断にならない場合もあるため、以前よりEUS-FNAの導入を検
討していた。【方法】この度、EUS-FNA施行可能な体制が整ったため、EUS-
FNAの導入の過程と当院の合併症軽減の取り組み、及びEUS-FNAの成績を
報告する。【結果】2021年1月よりコンベックス走査式EUSスコープ含め機器
の購入、内視鏡室の整備と迅速細胞診のため当院検査部との連携を確立した。
看護部と勉強会を開催しスタッフ教育を通して問題点の改善をはかった。ま
た、クリティカルパスを作成することにより患者、医療者に対してスケジュー
ルを明確にした。2021年5月より10月まで10例に対してEUS-FNAを施行した。
男性6例、女性4例。検査対象は膵腫瘍が8例で、他は胃粘膜下腫瘍1例、自己
免疫性膵炎診断目的が1例であった。全ての症例で的確な検査が施行可能で
あり、診断に至っている。また、これまでに合併症の発現は認めていない。
膵腫瘍については全例悪性を疑いEUS-FNAを施行しており、全ての症例で
adenocarcinomaを検出した。8例中6例に治療が開始され、4例が全身化学療法、
2例が外科手術施行となった。【考察】EUS-FNAは合併症が少なく、正診率
が高い検査であるが、施行するにあたり専用のスコープや穿刺の技術、また、
迅速細胞診を行う体制整備が必要である。当院でのEUS-FNAではこれまで
合併症の発現はなく、診断のクオリティーを保ちつつ、安全に検査が施行で
きていると考える。また、EUS-FNA導入の前後では診断まで期間が短縮し
ており、今後は症例を積み重ね、予後の改善につながるか検討していきたい。

当院における EUS-FNA の導入と成績に
ついて

O-100
（内）

北秋田市民病院
○藤原　純一、安次嶺　拓馬

【 背 景・ 目 的 】2020年10月 よ り 当 院 で は 超 音 波 内 視 鏡 検 査(endoscopic 
ultrasonography, 以下EUS) (OLYMPUS GF-UE290)を導入した。当院で導入
したEUSの診療成績を調査し、その後の地域連携で患者にどのような恩恵
があったかを検討し報告する。【方法】対象は2020年10月から2021年9月まで
EUSを行った81件71症例。EUSを施行した患者背景、EUSの検査目的、造影
件数、EUS下Fine needle aspiration (以下EUS-FNA)件数、合併症を調査し
た。また、EUS検査の恩恵が得られたと考えられた症例を検討した。【結果】
平均年齢73歳、男性56件、女性25件。EUSの検査目的は胆管病変精査が25件、
膵病変精査が49件、胃粘膜下腫瘍精査が4件、腹腔内腫瘤精査が5件であった。
EUS-FNAは14件で、EUS下造影超音波検査は7件であった。合併症は出血1件、
鎮静の脱抑制1件であった。EUSを導入して特にその恩恵を得られた症例は、
EUS またはFNAで悪性腫瘍と診断して治療へ移行した症例、EUS-FNAで悪
性腫瘍を否定した症例、CTやMRIで描出されずEUSでのみ総胆管結石と診断
した症例、結石を疑ったがEUSで否定されERCPを回避した症例とし、それ
ぞれ9例、4例, 8例, 1例であった。以下に3症例を提示する。症例1、70歳、男性。
他科で撮像したCT検査で偶発的に発見された膵尾部の主膵管拡張を伴った
2cmの嚢胞性病変。EUSでは嚢胞内に5mmを超える結節を認めたためHigh-
risk stigmata否定できず、高次医療機関へ紹介。最終的に膵体尾部切除を施
行され最終病理診断はIntraductal papillary mucinous adenomaであった。症
例2、58歳、男性。発熱、心窩部痛で受診。肝胆道系酵素上昇を認めたがCT、
MRI、腹部超音波検査では胆管拡張なく結石の指摘できず。EUSを施行する
と総胆管内にhigh echo構造物を認め結石と考えられた。後日ERCP施行し
採石した。症例3、51歳、男性。数週間続く倦怠感、心窩部で受診。CTで膵
頭部を中心に全体的に腫大あり。EUSではびまん性の膵腫大と不均一な低エ
コー像として観察され自己免疫性膵炎が疑われた。FNAを施行し悪性所見は
認めず、びまん型自己免疫性膵炎 (Ia+IVb)と診断。以後外来で【結論】当院
のような地域病院でもEUSの恩恵を受ける症例は多く、治療方針に影響を及
ぼす症例も多く存在する。文献的考察を加えて報告する。

当院における EUS 導入の診療成績O-099
（内）

岩手県立中央病院 内視鏡科1）、岩手県立中央病院 消化器内科2）

○永塚　圭1）、渡邊　崇2）、猪股　奈々 1）、増尾　隆行2）、内村　尚樹2）、
本多　俊介2）、白木　健悠2）、伏谷　淳2）、城戸　治2）、赤坂　威一郎2）、
池端　敦2）

【緒言】EUS-FNAは他臓器癌の組織診断にも有用であり、近年は消化器以外
の腫瘍の診断にも使用されている。今回我々は肺癌診療においてEUS-FNA
が有用であった2例を経験したので報告する。【症例】＜症例1＞65歳、男性。
2021年1月に左上肢疼痛と痺れを認め近医受診。MRIで左肺尖部に5cm大の腫
瘤を指摘され、Pancoast症候群を合併した肺癌の可能性が疑われ当院呼吸器
内科紹介となった。CTでは左肺尖部の軟部陰影とTh1 ～ 3椎体に骨破壊像を
認めたほか原発腫瘍は食道にも接していた。気管支鏡（BF）を施行したが
原発腫瘍へのアプローチは困難であり、腫大していた＃7＃4リンパ節のEUS-
TBNAを施行も悪性の病理診断に至らなかった。その後消化器内科へ病理組
織診の依頼があり、2月に左肺尖部腫瘍に対してEUS-FNAを施行した。病理
組織上Adenocarcinomaであり、最終的に左肺尖型肺癌T4N0M0,stage3Aの
診断となった。集学的治療が選択され3月からCRT導入となった。＜症例2＞
72歳、男性。2014年10月に左肺腺癌T2aN3M0,stage3Bと診断。リンパ節生検
でEGFR遺伝子L858R変異陽性であった。CRTでPRとなったが、その後多発
肝転移および左副腎転移が出現。2015年から2次治療としてゲフィチニブ導
入したところ病状安定していたが、2020年3月から再び左副腎転移が増大し
てきた。3次治療・4次治療を行ったが、転移性腫瘍の増大を認めた。5次治
療にオシメルチニブ導入検討となったが、その際にT790M変異検索が必要と
判断された。原発腫瘍からの組織採取困難であったため消化器内科に組織採
取の依頼があり、転移性左副腎腫瘍に対してEUS-FNAを施行したところ病
理組織ではT790M変異は認められなかった。オシメルチニブは見送られ他薬
剤による治療が5次治療として開始となった。【考察】肺癌は組織の遺伝子変
異の有無やPD-L1の発現状況を検査することで最適な治療が選択されるが、
TBLBやEBUS-TBNAの普及とともに多くの症例で呼吸器科のみで診断・治
療が完結されている。しかし、その一方で依然として組織採取に難渋する症
例も存在する。症例1では初診時の病理学的確定診断のため、症例2では第3
世代薬剤適否決定のため、消化器内科でのEUS-FNAが有用であったと考え
られた。【結論】EUS-FNAは縦隔・腹腔内の広範囲な領域にアプローチ可能
であり、肺癌で組織採取に難渋する場合、有用な補完的検査として位置づけ
られる。

肺癌診療において消化器内科医による
EUS-FNA が有用であった 2 例

O-098
（内）

日本海総合病院 消化器内科1）、日本海総合病院 血液内科2）、
日本海総合病院 神経内科3）、日本海総合病院 病理診断科4）

○黒井　正之1）、齋藤　吉彦1）、今　孝志1）、大滝　有1）、秋葉　洋二郎1）、
三浦　崇裕1）、鈴木　康介1）、渋谷　りか1）、阿蘓　里佳1）、菅原　俊樹1）、
折居　智彦1）、青木　政則1）、鈴木　義広1）、細川　雅司2）、鈴木　大介3）、
西田　晶子4）

【症例】60代、男性【主訴】発熱、右上下肢麻痺【既往歴】特記なし【現病
歴】2021年6月上旬より右上下肢の脱力と39.0℃の発熱が出現。同時期から右
肩甲骨付近から頚部や右肘にかけての鈍痛が出現した｡ 数日経過をみたが解
熱せず、近医を受診し腹部超音波検査にて腹腔内腫瘤が疑われた。全身CTを
施行し､ 下大静脈近傍に50mm大の腫大リンパ節と両側副腎の腫大を認めた。
原発不明癌疑いとして当科を紹介受診し、上部消化管内視鏡検査を実施した
が悪性所見を認めなかった。その3日後に下部消化管内視鏡検査のために来
院した際に右上下肢にMMT4程度の脱力を認めた。頭部MRIを撮像し橋から
延髄にかけてのFLAIR高信号病変が指摘された。鑑別疾患として脱髄疾患や
腫瘍が検討されたが､ 髄液検査では明らかな悪性所見を認めず、可溶性IL-2R 
4043 U/mlであることから悪性リンパ腫脊髄病変が疑われ当院神経内科に入
院となった。造影MRIでは延髄、橋ならびに頸髄C6周辺に造影効果を有する
腫瘤が指摘されたが､ 生検は困難な部位であった｡ 腹部腫大リンパ節から開
腹生検の方針として術前精査を進められていたが麻痺は両側性に進行し増悪
傾向にあった｡ 第9病日に意識障害が出現してんかんが疑われレベチラセタ
ムが投与されたが改善せず､ 脳幹浸潤による症状と考えられた｡ 血液内科に
転科し、生検施行前だがデキサメタゾンが投与され意識障害は改善した｡ 開
腹生検は全身麻酔のリスクが高いと判断し、第15病日に当科で腹部腫大リン
パ節に対してEUS-FNAを行った。十二指腸下行脚から腫大リンパ節に対し
てAquire 19G穿刺針で3回穿刺した。挫滅が少ない量的に十分な検体を採取
でき、免疫染色の結果からはB細胞性非ホジキンリンパ腫であり、HE染色の
細胞像からMALTリンパ腫が第一に考えられた。第24病日からMPV療法を開
始し、病理組織の結果を踏まえて第37病日からリツキシマブも追加しR-MPV
療法とした。麻痺は軽度改善し、CTで腹部リンパ節の縮小を認め、第61病日
に退院となった。現在化学療法継続中である。【考察】神経症状が比較的急
速な経過をたどり、開腹生検が困難であったリンパ腫に対しEUS-FNAが有
効であった症例を経験した。全身状態不良例においてはEUS-FNAが組織診
断のための最適な手段となる場合があり、適応を見極めて実施することで診
断の一助となる。

神経症状で発症し、EUS-FNA で診断と
なった B 細胞性非ホジキンリンパ腫の 1
例

O-097
（内）
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栗原中央病院 内科
○熊谷　智、本郷　星仁、佐々木　章裕、山田　剛、半田　智之、村田　次啓、

木田　真美

【症例】58歳男性。2日前から持続する右下腹部痛と心窩部痛を認め前医より
急性虫垂炎疑いで当院へ紹介となった。腹部所見では筋性防御、Mcburney
圧痛点よりやや頭側に圧痛と反跳痛を認め、血液検査で白血球14160/μL、
CRP1.69mg/dLと炎症反応の亢進を認めた。腹部CT画像で上行結腸に憩室
周囲の脂肪織濃度の上昇も認めたことから憩室炎を疑い、絶食、輸液、抗生
剤(CTRX)で治療を開始した。第3病日に腹部症状や血液検査で白血球15360/
μL、CRP12.7mg/dLと炎症反応の改善は認めなかったために、再度腹部CT
画像を撮影したところ、上行結腸の腹側に内部に渦巻き状の層状構造を伴う
腫瘤と脂肪織濃度の上昇を認め、大網捻転症と診断した。治療に関して外科
とも相談し、未治療糖尿病があるために周術期のリスクは高く、脂肪織濃度
の上昇は限局していることから保存的加療を継続する方針とした。CTRXの
効果はないと判断しPIPC/TAZへ変更した。第12病日の血液検査で白血球
5870/μL、CRP0.32mg/dLと炎症反応は改善していたが、腹部症状が完全に
消失していなかったために再度腹部CT画像を撮影した。渦巻き状の層状構造
を伴う腫瘤は残存していたが、周囲の脂肪織濃度の上昇は改善傾向であった。
同日抗生剤投与を終了し、経口摂取を開始した。その後の経過は問題なく、
第21病日に退院となった。【考察】大網捻転症の治療は外科的手術が第一に
考えられ、保存的に治療可能であった症例の報告は少ない。また保存的加療
中に増悪を認め外科的手術となった症例が報告されている。しかし、本症例
のように腹部症状は残存していても、積極的に外科的手術が推奨される検査
所見を認めない場合は保存的加療が可能であると考えられた。【結論】保存
的加療で改善を認めた大網捻転症の一例を経験した。

保存的加療で改善を認めた大網捻転症の
一例

O-104
（消）

岩手県立中央病院 消化器内科1）、岩手県立中央病院 内視鏡科2）

○増尾　隆行1）、渡邊　崇1）、猪股　奈々 2）、永塚　圭2）、内村　尚樹1）、
本多　俊介1）、白木　健悠1）、伏谷　淳1）、城戸　治1）、赤坂　威一郎2）、
池端　敦1）

【症例1】81歳、男性。頻回の嘔吐が出現したため2021年3月に近医を受診。
腸閉塞が疑われその後当院紹介となった。CT検査で十二指腸水平脚に異物と
思われる低吸収を認め、上部内視鏡検査を施行した。内視鏡では十二指腸水
平脚～上行部に食物塊を認めたため五脚・スネアを用いて摘出した。回収し
た食物は25mm大のフキであった。【症例2】30歳、男性。精神発達遅滞があ
り施設入所中であった。以前から丸のみ癖があった。2020年3月に嘔吐を繰
り返すようになり当院搬送となった。CＴを施行したところ回腸に異物と思
われる低吸収が指摘され、それより口側の腸管は著明に拡張していた。経鼻
チューブによる減圧治療を開始し経過をみたところ、第3病日のCTで異物が
下行結腸まで移動していたため大腸内視鏡検査を施行した。内視鏡では下行
結腸に繊維性の食物塊が確認され、五脚などで摘出を試みたが部分的な摘出
に留まった。しかし食物塊がsize downしたため、自然排泄を期待し経過を
みたところ、同日夜に大量に排便が認められた。回収した食物塊を確認した
ところ未消化の椎茸であった。【症例3】59歳、女性。普段から好物の干し芋
をよく食べていた。2021年7月に排便が認められなくなり下腹部痛が出現し
たため当院を受診した。CTを施行したところ直腸に巨大な便塊が確認され
た。摘便では効果不十分であり、内視鏡的便塊除去術を施行した。直腸に繊
維成分を内部に多く含んだ巨大な便塊が確認され、把持鉗子・スネアなどを
もちいて細断し、3回にわけて便塊除去術を行った。また水溶性造影剤を併
用し、効果的に除去することが可能であった。【考察】食餌性消化管通過障
害は比較的稀な疾患であり、治療前診断が難しく、多くの症例で外科的治療
が必要となることが多い。しかし詳細な問診とCT所見などから本疾患を念頭
に置くことができれば、適切な診断を得ることができ、症例によっては内視
鏡治療のような低侵襲治療が選択できる可能性があると考えられた。【結論】
当院で内視鏡治療が効果的であった食餌性消化管通過障害の3例を経験した
ので、若干の文献的考察を加えて報告する。

内視鏡治療が効果的であった食餌性消化
管通過障害の 3 例

O-103
（消）

独立行政法人国立病院機構弘前病院 消化器・血液内科1）、
弘前大学大学院医学研究科 消化器血液内科学講座2）

○山口　郁1）、澤谷　学1,2）、高橋　一徳1）、相原　智之1）、松木　明彦1）、
石黒　陽1）

【症例】70歳代男性【既往歴】うっ血性心不全、COPD、心房細動【嗜好歴】
飲酒歴：ビール1日350ml、喫煙歴：20-65歳まで1日60本【内服歴】スピロノ
ラクトン、チオトロピウム吸入剤、クラリスロマイシン、カルボシステイン

【現病歴】2021年４月より労作時息切れを自覚し、近医受診。持続性心房細
動、うっ血性心不全、COPDの診断で同年７月に当院循環器内科紹介。その
際、小球性貧血及び便潜血陽性を指摘され当科紹介となった。上部消化管内
視鏡ではstage H2の胃潰瘍が認められ、ボノプラザン開始となった。ADL低
下が認められていたため、全身状態の改善を確認の上、9月に下部消化管内
視鏡検査を予定した。同日は腸管洗浄剤を全量内服し、排便時も特に症状は
見られなかった。自立歩行で検査台に臥床した上で、グルカゴンを筋肉注射
したところ、直後に呼吸苦を訴えた。意識は清明だったが、SpO2は34%まで
低下した。静脈路確保の上、酸素を4L/分投与した所、速やかに90%に改善し
た。下部消化管内視鏡は中止とした。血圧は120/84mmHgだった。その後血
糖値が36mg/dlと判明、50%ブドウ糖液を計40ml投与した。全身状態は検査
前と同様に回復したが、経過観察入院とした。入院日夜間に再度SpO2が低下
し、胸部X線写真では心不全の悪化が認められた。循環器内科転科の上、気
管内挿管及び人工呼吸器を装着した。第8病日に一度抜管も、その後肺炎を
発症、第25病日に死亡退院された。【考察】本症例ではグルカゴン投与直後に、
一連の病態が発生した。グルカゴンの副作用には、リバウンド作用による低
血糖に加えて、心疾患のある高齢者での血圧低下や、心筋虚血の悪化も知ら
れている。本症例では低酸素血症、低血糖、心筋虚血により、2次性に心不
全が増悪したと考えられた。背景に高度のCOPDがあるものの、低酸素血症
の機序は不明であった。【結語】グルカゴンは内視鏡の前処置で広く使用さ
れている薬剤であるが、重篤な副作用をきたしうる。副作用が発生した際は
遅発性に心不全を発症することがあるため、厳重な経過観察が必要である。

グルカゴンで低血糖及び続発性心不全急
性増悪を発症した一例

O-102
（内）

石巻赤十字病院 初期研修医1）、石巻赤十字病院 消化器内科2）、
石巻赤十字病院 泌尿器科3）、東北大学病院 泌尿器科4）

○王　佳雄1）、赤羽　武弘2）、藤坂　泰之2）、前嶋　隆平2）、山本　康央2）、
海野　純2）、富永　現2）、藤井　伸司3）、佐竹　洋平4）

【症例】55歳男性【主訴】意識消失【既往歴】中毒性巨大結腸症で生後２ヶ
月に結腸2/3切除【現病歴】2020年5月中旬に全身の脱力で当院救急外来受診。
血糖33と低値であったが点滴で改善し経過観察となった。6月上旬に車の運
転中に一過性の意識消失あり救急外来受診。血糖39と低くインスリン産生腫
瘍などを疑い胸腹部CT撮影を行なったところ骨盤内に15cm大の不均一に造
影される腫瘍を認め、精査加療目的に入院となった【入院後経過】持続点滴
で低血糖の対処をしながら腫瘍に対する精査を進めた。MRIでは腫瘍は前立
腺に接しており由来は前立腺を疑った。腫瘍内部は不均一だがT ２WIで低
信号の領域が多く、造影で血管が比較的豊富で、SFTを第一に疑った。腫瘍
内部に強く濃染する結節を複数認め、HCCにおけるNodule in noduleに似た
所見であった。文献上SFTはInsuline-like growth factor(IGF)を産生し低血糖
発作を生じることが知られており本症の低血糖は骨盤内腫瘍によるものと考
え東北大学泌尿器科に転院し7月中旬に手術を受けた。【病理所見】形態像及
び免疫学的所見からSFTと診断。前立腺との連続性を認め前立腺由来と考え
られた。IGF-2陽性で低血糖の責任病変と診断された。基本的には悪性度の
低いSFTだが、内部に核分裂像の高い脱分化した領域を認めた。【術後経過】
低血糖発作は消失した。【考察】SFTは間葉系起源の稀な腫瘍であり、発生
部位は胸腔内が68%ともっとも多く、以下後腹膜16％、頭頸部6％、腹腔内5％、
四肢2％、骨盤内1％と報告され、骨盤内発生は稀である。稀に腫瘍がIGFを
産生し低血糖発作を生じることが知られており本性も低血糖が発見の契機と
なった。画像所見の特徴としてCT動脈相で腫瘍辺縁に太く蛇行した栄養動
脈が認められること、腫瘍濃染が平衡相まで続くこと、MRIではT １WIT ２
WI共に比較的低信号主体であることなどが報告されている。本症例はMRIや
造影エコーで肝癌におけるNodule in nodule様の所見が捉えられ、実際に病
理上も比較的高分化な組織の中に脱分化した結節を認め画像所見と一致し興
味深かった。

低血糖を契機に発見された骨盤内
solitary	fibrous	tumor(SFT) の 1 例

O-101
（消）
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岩手医科大学付属病院 医学部 内科学講座 消化器内科消化管分野
○安達　香帆、梁井　俊一、山田　峻、佐々木　裕、大泉　智史、森下　寿文、

永塚　真、鳥谷　洋右、富田　一光、赤坂　理三郎、春日井　聡、上杉　憲幸、
菅井　有、大塚　幸喜、松本　主之

症例は47歳男性．2020年３月の大腸癌検診で便潜血陽性を指摘され、前医
で下部消化管内視鏡検査を受けたが異常は指摘されなかった．同年4月には
検診でHb 7.8 g/dLと高度の貧血を指摘されたため，同医で上部消化管内視
鏡検査を受けるも出血源は明らかではなかった．しかし，腹部ＣＴで上部空
腸に5cm大の腫瘍性病変を指摘されたため当科紹介入院となった．経口的ダ
ブルバルーン内視鏡検査(DBE)では，トライツ靭帯の肛門側に全周性の潰瘍
性病変が認められ．潰瘍口側辺縁には隆起を伴っていた．潰瘍辺縁から生検
組織を採取したところ病理学的に紡錘形細胞が認められ，免疫組織学的にα
-SMAおよびdesmin陽性，KIT，CD34，S100陰性であり，平滑筋由来の消
化管間葉系腫瘍と考えられた．CT，PET等の画像検査では明らかな遠隔転
移はなかった．以上より外科的切除の予定とし一旦退院となった．しかし
退院直後より腹痛が出現したため初回ＣＴから3か月後にCTを再検したとこ
ろ，腫瘍の最大径は16cmまで増大していた．初回入院から29病日に開腹下小
腸部分切除，リンパ節郭清が行われた．術中所見では腫瘍はトライツ靭帯付
近から十二指腸水平脚にかけて浸潤していた．病理学的に紡錘形細胞が認め
られ，免疫組織学的には生検組織と同様にα-SMAおよびdesmin陽性，KIT，
CD34，S100陰性，MIB-1 indexは40%であった．以上より平滑筋肉腫の診断
とした．術後３か月経過しCTで術後吻合部近傍に16cm大の再発腫瘍が指摘
された．化学療法の方針となり，ゲムシタビンとドセタキセルを5コース投
与したが、再発腫瘍のわずかな縮小を認めるのみであった．その後，患者の
希望により他院で化学療法と再手術が行われ経過観察中である．消化管間葉
系腫瘍の大部分はgastrointestinal stromal tumorであり，平滑筋由来の腫瘍
は比較的稀である．なかでも平滑筋肉腫は極めて稀であり悪性度が高く予後
不良とされている．本症例はDBE下に採取した生検組織で平滑筋由来腫瘍と
診断され，短期間に急速に増大する過程を追跡可能であった点からも貴重な
症例と考えられるので、文献的考察を含めて報告する。

ダブルバルーン内視鏡で診断した小腸平
滑筋肉腫の１例

O-108
（内）

宮城県立がんセンター 消化器内科
○目黒　陸、虻江　誠、及川　智之

【はじめに】神経線維腫1型（Neurofibromatosis type1:NF1）は全身に多
発するCafe au lait斑や神経線維腫を特徴とする常染色体優性遺伝疾患であ
り，近年GIST（gastrointestinal　stromal tumors）合併例の報告が散見さ
れる．今回われわれはNF1に合併した多発小腸GISTの1例を経験したので報
告する．【症例】65歳女性．【既往歴】65歳 右下葉肺癌 右下葉切除術．【現病
歴】20XX年2月，右下葉肺癌の術前CT検査にて偶発的に膵頭部付近に腫瘤
性病変を指摘され，精査目的にて当科へ紹介となった．【身体所見・検査所
見】全身に多発するCafe au lait斑および神経線維腫を認めた．腫瘍マーカー
や膵ホルモンマーカーは陰性であった。【画像所見】CＴでは膵頭部付近に
2cm大の早期相で均一に造影される類円形の充実性腫瘤を認め，それ以外に
も近位空腸に最大3cm大の造影効果を伴う腫瘤を複数認めた．超音波内視鏡
ではhypervascularな低エコー腫瘤として描出され，膵原発の神経内分泌腫瘍
が疑われたが，十二指腸筋層との連続性も否定できず十二指腸GISTも鑑別に
上がった．【経過】鑑別のため膵頭部腫瘤に対してEUS-FNAを施行した．病
理組織的に紡錘状の腫瘍細胞の増殖を認め，免疫染色にてGISTと診断され
た．空腸に認めた充実性腫瘤もCTにて同様の造影態度を示し，画像上GIST
と診断した．体幹部の皮膚に多発するCafe au lait斑および神経線維腫所見に
より当院皮膚科でNF1と診断されたことから，最終的にNF1に合併した十二
指腸と空腸に多発する小腸GISTと診断し，亜全胃温存膵頭十二指腸切除術を
施行した．【病理診断】十二指腸と空腸の腫瘍はすべて紡錘状の腫瘍細胞で
構成されており，EUS-FNA所見と同様にC-kit(+). DOG1(+), CD34(+), S100(-
), αSMA(-), MIB-1(1-2%)，多発消化管GIST low risk群と診断された．【考察】
NF1に併発するGISTは通常と異なり，低悪性度で転移が少ない傾向がある
ことが知られており，自験例のように消化管に多発する報告も散見される．
NF1に合併する小腸GISTに対してEUS-FNAで診断した報告もまれであり，
若干の文献的考察を加えて報告する．

神経線維腫症 1 型に合併した多発小腸
GIST の一例

O-107
（消）

岩手県立大船渡病院 内科・消化器内科1）、岩手県立大船渡病院 病理診断科2）

○竹内　孝太1）、久多良　徳彦1）、菊地　敦哉1）、山下　晋平1）、岡野　継彦1）、
中村　泰行2）

【症例】89歳 男性【主訴】貧血【既往歴】高血圧，前立腺肥大症【現病歴】
貧血精査で前医施行の上下部消化管内視鏡検査で明らかな出血源を認めず，
小腸含めた精査目的にて当科紹介となった．【臨床経過】血液検査にてHb 7.5g/
dlと貧血が認められ，便潜血反応が2日間陽性で消化管出血が疑われた．造
影CT検査にて遠位回腸に脂肪腫を疑う所見と空腸に造影効果を有する結節
性病変が認められた．鑑別診断として消化管NETやGISTを疑い，待機的に
経口ダブルバルーン小腸内視鏡（DBE）での精査を施行した．幽門輪から約
150cm肛門側の空腸に可動性のある弾性硬の分葉状隆起性病変が認められ，
診断確定のために生検を施行した．後日術前精査目的にて経肛門DBEを施行
し、Bauhin弁から約40cm口側の回腸に径30mm大の脂肪腫を疑うSMTが認
められた．また，前医では指摘されなかった横行結腸脾彎曲部にsm癌を疑
うIIa＋IIc病変が認められ，生検にてtub1,tub2が検出された．空腸の隆起性
病変は生検にてpyogenic granulomaが疑われ，貧血の原因と考えられたため
回腸の脂肪腫と早期大腸癌を含めてラパロ下小腸，結腸部分切除術を施行し
た．【病理組織所見】空腸の隆起性病変：亜有茎性のポリープ状の形態をし
ており広範なびらんと間質内で毛細血管の密な増生，リンパ球主体の炎症細
胞浸潤が認められpyogenic granulomaと診断した．回腸のSMT：径15×15×
28mmの脂肪腫．横行結腸の病変：tub2,tub1,sm(2740μm),ly1b,v1a,N0,stage
Ι【考察】Pyogenic granulomaは皮膚および粘膜の結合織に由来する隆起
性肉芽腫性病変であり，WHO軟部腫瘍分類の良性血管内皮細胞腫に分類さ
れる．成因に関しては外傷，慢性刺激，感染などの関与が指摘されている
が，明確な成因については明らかにされていない．片岡らの報告によると小
腸発生のpyogenic granulomaの報告例は54例で本邦報告例が多く，発見契機
としては消化管出血や貧血精査が多いとされている．治療としては外科手術
が選択される例が多いが，本症例は回腸の脂肪腫と早期大腸癌を合併してお
り，造影CTで造影効果を有する多血性の病変にて内視鏡治療での出血riskを
考慮し外科手術を選択した．【結語】貧血精査目的での造影CT検査は病変の
存在診断に有用であり，造影効果を有する小腸病変を認めた場合はpyogenic 
granulomaを鑑別診断に挙げるべきと考えられた．

貧血精査を契機に発見された空腸
pyogenic	granuloma の 1 例

O-106
（内）

公立藤田総合病院
○東　孝泰、渡辺　智、木暮　道彦、寺島　信也

閉鎖孔ヘルニアは痩せ型の高齢女性に好発し，腰痛や下肢痛などを主訴とす
るため発見までに時間がかかることも珍しくなく，診断時には全身状態が悪
化している場合がある．手術としては従来から行われている開腹法，鼠径法
のほか，近年では腹腔鏡下手術の報告も増加している．当院では下腹部正中
切開による従来の開腹法に加えて，同じ創から腹膜前腔へアプローチを行い，
メッシュ修復を行うハイブリット法を用いて手術を行なっている．当院にお
いて過去4年間で手術を施行した20例に関して報告する．全例，全身麻酔下
に手術を行い，嵌頓症例では下腹部正中切開を行い，腹腔内から嵌頓の解除
を行った．腹腔内から嵌頓整復が難しい場合は同じ創から腹膜前腔に入りsac
を閉鎖孔から剥離して嵌頓解除を行った．嵌頓解除後に腹膜前腔にメッシュ
の留置を行うことで，閉鎖孔ヘルニアの根治が可能になる．平均手術時間は
57.3分(22-133分)で，食事開始までの平均日数は3.1日(1-7日)であった．腸管切
除を行い，かつメッシュ修復を行った症例は2例あったが，いずれも術後合
併症はなかった．開腹と腹膜前腔アプローチを併用して行う術式では，速や
かに嵌頓腸管にアクセスでき，必要であればメッシュ修復も追加できる術式
であり，緊急手術の多い閉鎖孔ヘルニアにおいては合理的な術式と考えられ
た．

当院における閉鎖孔ヘルニア治療の取り
組み

O-105
（消）

一
般
演
題



― 166 ―

東北医科薬科大学病院 消化器内科1）、東北医科薬科大学若林病院 消化器内科2）

○佐藤　麻理1）、伊藤　豪仁1）、津守　孝彦2）、佐々木　義輝1）、佐藤　倫紀1）、
小暮　高之1）、遠藤　克哉1）、佐藤　賢一1）

【症例】79歳女性 【主訴】水様性下痢【既往歴】高血圧症【現病歴】2019年4
月中旬から水様性下痢が出現。近医で抗生剤加療を受けたが、１日4行程度
の水様性下痢が持続した。5月初め、下痢による脱水状態となり当院に救急
搬送され、入院した。【入院後経過】補液等による全身管理で脱水状態は改
善したが、水様性下痢便が持続した。入院時、便培養、便中C.difficile（CD）
毒素･抗原に異常認めず、下痢の原因は特定できなかった。第9病日に全大腸
内視鏡検査（TCS）を施行したところ直腸に広範囲に癒合した偽膜を認め、
CD感染症を否定できず、フィダキソマイシン(FDX)の投与を行った。しかし、
FDX投与後も水様性下痢が持続した。第25病日のTCSでは、回腸は内視鏡的
に正常、結腸はごく軽度の発赤・びらんが散見されるものの、血管透見性は
良好であり、生検でも非特異的炎症所見のみであった。なお、直腸の偽膜は
著明に縮小していた。臨床経過から血管炎等の膠原病に関連する腸炎を疑い、
各種検査を行ったところ、 WBC＜4000、蛋白尿＞0.5g、抗核抗体陽性、抗カ
ルジオリピン抗体陽性、低補体値を認め、全身性エリテマトーデス(SLE)の診
断基準を満たしていた。その他の感染症、薬剤性、炎症性腸疾患、内分泌疾
患は否定的であるためSLEと診断し、慢性下痢の原因としてループス腸炎の
合併を疑った。ループス腸炎に特徴的な腹部CT所見、内視鏡所見、蛋白漏出
性胃腸症の所見は確認できなかったが、診断的治療として第41病日からプレ
ドニゾロン(PSL)5mg/日の投与を開始した。PSL開始数日後に下痢は軽快し、
第50病日には普通便となった。第68病日に退院し、PSL漸減中であるが、下
痢症状の再燃は認めず経過良好である。【考察】SLEは若年女性に好発するが、
高齢者での発症例も散見される。本症例は、診断･治療に難渋していた難治
性下痢に対し、SLEの診断に基づいて投与したPSLが著効した。明確な証明
はできなかったものの、下痢以外の全身症状には乏しいSLEを背景として蛋
白漏出性胃腸症型のループス腸炎を発症したものと推測した。

診断治療に苦慮し、SLE 関連のループス
腸炎が疑われた高齢女性の一例

O-112
（消）

青森市民病院 消化器内科1）、
弘前大学大学院医学研究科 消化器血液内科学講座2）

○飛内　優多1）、吉村　徹郎1）、町田　龍馬1）、菊池　公二1）、相澤　秀1）、
和田　豊人1）、福田　眞作2）

【緒言】輸入脚症候群は胃切除後や胆管切除後のBillroth II法やRoux-en-Y
法による腸管再建後に輸入脚の通過障害が生じる病態であり、十二指腸内
圧の上昇による胆道感染症を伴うこともある。今回、BillrotII再建術後に生
じた輸入脚症候群と胆管炎に対して内視鏡的ステント留置術が有効であっ
た1例を経験したので報告する。【症例】80歳代、男性【主訴】発熱、上腹
部痛【現病歴】201X年6月、膵管内乳頭粘液性腫瘍（Intraductal papillary 
mucinous neoplasm; IPMN）に対し当院外科で亜全胃温存膵頭十二指腸切除
術、Billroth II再建術を施行した。201X+3年5月、肺肝転移に対する術後補
助化学療法中に上腹部痛と悪寒戦慄を伴う発熱、肝腎機能障害が出現した。
同日の腹部単純CTでは下大静脈腹側に転移が疑われる腫瘍と胆管空腸吻合
部近傍の挙上空腸に狭窄と上流の腸管拡張の所見が認められたため、輸入脚
症候群とそれに伴う胆管炎として外科入院となった。【臨床経過】入院4日
目に外科より依頼あり、診断目的にダブルバルーン内視鏡（double balloon 
endoscopy; DBE）を施行した。検査の結果、輸入脚に狭窄部を認めたが内視
鏡通過は可能であり粘膜面に腫瘍を認めなかったため、転移による壁外圧排
が狭窄の原因であると診断した。年齢や再び狭窄した時のDBE再挿入のリス
クを考え、留置ステントの逸脱のリスクについても本人とご家族から同意を
得た上で、狭窄部位に対して直視下で自己拡張型金属ステント（self-expanding 
metallic stent; SEMS）留置を行った。SEMS留置後、抗生剤投与で炎症反
応は正常化し、上腹部痛や肝腎機能障害も改善したため入院17日目に退院と
なった。【考察】輸入脚が存在する胃切除の既往がある症例で腹部症状を認
める場合には輸入脚症候群を鑑別に挙げるべきである。本症例ではDBEを用
いて輸入脚狭窄部位にSEMSを留置した上で抗生剤治療を行うことで胆管炎
症状が改善した。以前のDBEによるステント留置術では鉗子口径が小さく、
内視鏡を抜去しオーバーチューブを通してステント挿入を行う必要があっ
たが、現在は直視下で適正位置にステントを留置することが可能となった。
DBEを用いたSEMS留置は再建腸管の狭窄に対して有効な治療法の一つであ
り、それに伴う胆道感染症の改善にも有用と考えられる。

胃切除後（Billroth	II 法）に生じた輸入
脚症候群および胆管炎に対して内視鏡的
ステント留置術が有効であった 1 例

O-111
（内）

山形大学 医学部 内科学第二講座
○土田　秀元、上野　義之、阿部　靖彦、佐々木　悠、八木　周、水本　尚子、

小野里　祐介、梅原　松樹、中村　秀平

【緒言】結節性硬化症は全身の過誤腫を特徴とする常染色体優性の遺伝性疾
患で、TSC1、TSC2遺伝子の機能喪失変異が原因とされる。皮膚のみならず、
脳神経系、腎臓、肝臓、肺、消化管、骨といったほぼ全身に過誤腫や白斑を
生じ、精神発達遅滞や行動異常を呈する。消化管の過誤腫は特に直腸に集簇
する小半球状ポリープが特徴的であるが、胃や小腸にもポリープは発生する。
しかし、結節性硬化症の小腸ポリープをカプセル内視鏡で観察しえた報告は
ない。【症例】43歳、男性。家族歴はなし。34歳時に腎血管筋脂肪腫破裂に
て動脈塞栓術。35歳時に膵神経内分泌腫瘍にて膵体尾部切除術。小学生の時
から顔や頭皮の血管線維腫を認め、18歳時に結節性硬化症と診断。10年前よ
り神経内科、腎血管筋脂肪腫で泌尿器科、顔面の血管線維腫で皮膚科に通院。
8年前に両側腎血管筋脂肪腫に対してエベロリムスを内服し始めたが、2年後
に肝障害のため中止。顕性出血は明らかでなかったが、1カ月でHbが11.2か
ら5.3 g/dLと低下したため紹介となった。上部消化管内視鏡では胃体部～底
部に多発する小ポリープを認めた。下部消化管内視鏡では下部直腸に半球状
の2 ～ 4 mm大のポリープの集簇を認め、結節性硬化症に特徴的なポリポー
シスと考えられた。いずれの病変も貧血の明らかな原因とは考えにくかった。
CT検査でも明らかな病変は指摘できなかった。そこで小腸カプセル内視鏡検
査を行った。空腸主体に複数の5 mm大の亜有茎性ポリープを認めたものの、
明らかな出血源とは断定できなかった。輸血後は貧血の進行を認めず、1年
経過した現在も外来にて経過観察している。【結語】結節性硬化症の小腸ポ
リープをカプセル内視鏡検査で観察しえた症例を経験した。小腸のポリポー
シスの鑑別診断として、結節性硬化症を念頭に置く必要がある。また小腸病
変を伴う結節性硬化症の特徴や様々な症状との関連性について更なる検討が
必要と思われた。

カプセル内視鏡にて結節性硬化症の小腸
ポリープを観察しえた一例

O-110
（内）

福島赤十字病院 外科
○山下　莉奈、望月　翔太郎、青砥　慶太、塚田　学、大須賀　文彦、

遠藤　豪一

ATLL（成人Ｔ細胞性白血病・リンパ腫）は全身諸臓器への浸潤傾向が強く
消化管へも浸潤することがある。今回我々はATLL小腸浸潤により回腸穿孔
を併発した症例を経験したので報告する。症例は77歳男性。腸閉塞症にて前
医入院、精査にて可溶性IL-2R、HTLV-1抗体の異常高値、HTL-1ラインプロッ
ト陽性を認めたが腸閉塞症改善し退院。退院16日後穿孔性腹膜炎併発、当院
搬送となり緊急手術施行した。開腹すると小腸全体に壁硬化を伴う白色調
帯状部分とやや鬱血気味の正常部分が多発しており回腸末端より約25ｃｍの
白色調を呈する回腸に２ｍｍ大の穿孔を認め、小腸部分切除術施行した。病
理組織検査所見では、穿孔部は不規則な潰瘍を形成し、全層性に腫瘍細胞の
増殖にて置換され一部破綻していた。腫瘍細胞は免疫染色にてCD3、CD4、 
CD25、FoxP3 (focal)陽性、CD20陰性、CD4/CD8比高値であり血液検査にて
HTLV-1抗体陽性も認めATLL浸潤による回腸穿孔と診断された。ATLLによ
る消化管穿孔の報告は少ない。文献的考察を加え報告する。　

小腸穿孔をきたした成人Ｔ細胞性白血
病・リンパ腫の 1 例

O-109
（消）
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岩手県立中央病院 内視鏡科1）、岩手県立中央病院 消化器内科2）、
岩手県立中央病院 消化器外科3）、岩手県立中央病院 病理診断科4）

○猪股　奈々1）、本多　俊介2）、赤坂　威一郎1）、白木　健悠2）、伏谷　淳2）、
渡邊　崇2）、城戸　治2）、池端　敦2）、臼田　昌弘3）、小野　貞英4）、
佐藤　綾香4）

【諸言】退形成膵癌は浸潤性膵管癌の亜型に分類されるまれな腫瘍である。今
回我々はG-CSF産生を伴う退形成膵癌の一例を経験したので報告する。【症例】
56歳男性【既往】糖尿病、高血圧症【現病歴】繰り返す発熱と著明な白血球
上昇の精査目的に当院血液内科紹介となった。その後の採血で腫瘍マーカ高
値及び膵尾部に嚢胞性腫瘤を認めたため、当院消化器内科紹介となった。【検
査】血液検査ではWBC 74,560/μlと著明な上昇、Hb 6.7g/dlと貧血を認めた。
CA19-9は137U/ml、血清G-CSFは412pg/mlと上昇していた。造影CTで膵尾
部に80mm大の嚢胞性腫瘤を認めた。辺縁は造影効果を有し、内部は不均一
な吸収値を示し一部造影剤の漏出が見られた。また腹腔動脈周囲に腫大した
リンパ節が多数見られた。【経過及び方針】緊急血管造影を行った。脾動脈
の枝から造影剤の漏出を認め、責任血管をマイクロコイルで塞栓した。出血・
感染を伴った嚢胞性腫瘤もしくはG-CSF産生膵腫瘍と考えられた。当院消化
器外科と協議し、根治術にならない可能性が高かったが、主病巣の切除で発
熱・感染のコントロールがつく事を期待し膵尾部切除の方針となった。【手
術所見】上腹部正中で開腹、明らかな播種は認めなかった。総肝動脈周囲に
浸潤傾向のある腫大したリンパ節を多数認めた。リンパ節を術中迅速診断に
提出し、低分化癌の診断となった。根治切除は不能と判断し、原発巣のみ切
除の方針とし膵体尾部脾臓合併切除施行した。【病理所見】肉眼的に広く出血・
壊死を伴う白色調の病変であった。組織学的に核形不整・核分裂の目立つ異
型細胞がびまん性に増殖する未分化癌とみなされる像と低～中分化型腺癌の
像が混在して見られた。未分化領域ではCD68陽性、サイトケラチン陰性であ
る破骨型巨細胞が散見された。大部分が未分化癌成分で占められており、破
骨型多核巨細胞を伴う退形成膵癌と診断した。また免疫染色でG-CSF陽性で
あった。【経過】術後1 ヶ月のCTで急速な病変進行を認め、術後45日で永眠
された。【結語】G-CSF産生を伴う退形成膵癌の1例を経験した。文献的考察
を加えて報告する。

G-CSF 産生を伴う退形成膵癌の一例O-116
（消）

山形県立中央病院 消化器内科
○梶浦　大貴、赤松　学、佐藤　心吾、土田　秀治、山田　雄太、木曽　康平、

柴山　達也、鈴木　郁也、渡邉　祐介、伊藤　美保、名木野　匡、
藤嶋　昌一郎、白幡　名香雄、鈴木　克典、武田　弘明

【症例】80歳台男性【既往歴】前立腺癌術後、脳出血後、腰部脊柱管狭窄症術
後【臨床経過】2か月ほど前より食思不振あり、近医を受診したところ顔色不
良を指摘、直腸診でタール便を認めたために当院紹介、救急受診した。緊急
上部消化管内視鏡検査で胃底部の静脈瘤から活動性出血を認め、内視鏡的止
血術を行い入院となった。胃静脈瘤の原因精査目的に施行した造影CT検査で
は膵尾部に不整な低造影腫瘤とこれによる脾静脈の閉塞、脾腫、側副血行路
の発達などが認められた。遠隔転移や有意な腫大リンパ節は認められなかっ
た。膵尾部癌cT3N0M0の診断で第19病日に手術が行われた（膵体尾部切除術、
脾摘、噴門側胃切除、胆嚢摘出、結腸脾弯曲部部分切除）。【病理】p63, p40, 
CK5/6といった扁平上皮マーカーがびまん性に陽性であり、Vimentinは陰性
であった。淡明な胞体や粘液様物質も散見され腺系への分化もうかがわれた。
以上よりAdenosquamous carcinomaの診断となった。【術後経過】術後7日目
のCTですでにリンパ節転移、腹膜播種、左副腎転移の出現が確認され、腫瘍
の急速な進行を認めた。その後、全身状態は低下傾向が続き、術後52日目に
永眠された。【考察】膵腫瘍においては脾静脈の狭窄・閉塞により左側門脈
圧亢進症を生じる例がみられ、本症例のように胃静脈瘤破裂が診断契機とな
るケースの報告も散見される。一方で膵腺扁平上皮癌は腺癌成分と扁平上皮
癌成分が混在してみられるものであり、扁平上皮癌成分が腫瘍全体の30%以
上存在するものと定義されており、本邦の報告では膵癌全体の約1%とされる
まれな組織型で、通常型腺癌に比して進行が早く予後不良であると考えられ
ている。【結語】今回、可及的早期に外科手術を行ったものの、急速な進行
があり不幸な転帰をたどった膵腺扁平上皮癌の一例を経験した。

胃静脈瘤破裂が診断契機となった膵腺扁
平上皮癌の一例

O-115
（内）

東北医科薬科大学 内科学第二（消化器内科）1）、東北医科薬科大学 病理学2）

○片山　智文1）、小岩井　明信1）、廣田　衛久1）、金　諒1）、川村　恵太1）、
高須　充子1）、目黒　敬義1）、村上　圭吾2）、佐藤　賢一1）

【はじめに】膵管内乳頭粘液性腫瘍 (IPMN)は粘液産生と膵管内乳頭状増殖を
特徴とする腫瘍で、膵癌の前駆病変の一つとされる。IPMN関連膵癌はIPMN
由来浸潤癌、IPMN併存膵癌、IPMN隣接併存膵癌が報告されており、IPMN
患者の膵臓では多中心発生的な腫瘍化が生じている。【症例】68歳、男性【既
往歴】高血圧、脊髄腫瘍【病歴・経過】5年以上前よりIPMN疑いにて近医に
て経過観察 (膵頭部頭側に10mm大の嚢胞、膵尾部に25mm大の嚢胞があり変
化なく経過)となっていたが、今回嚢胞内隆起を認め当科紹介となった。当院
での造影CTでは膵頭部頭側の嚢胞内に造影効果を伴う腫瘤像があり、一部
石灰化を呈していた。また膵頭部足側にも8mm程度の石灰化を伴う嚢胞がみ
られた。EUSでは嚢胞内に石灰化と思われる高エコー域を有する低エコー腫
瘤がみられた。各種画像検査にて主膵管径の変化などは指摘できなかった。
ERCPでは嚢胞は造影されず、主膵管狭窄もみられなかった。膵液細胞診で
は正常な膵管上皮を認めるのみであった。嚢胞内充実性部分に対してEUS-
FNAを施行、腺癌が検出された。診断から2 ヶ月後に亜全胃温存膵頭十二指
腸切除術を施行した。手術標本では膵頭部頭側の嚢胞性病変はIPMN由来浸
潤癌 (pancreatobiliary type)、足側の嚢胞性病変はlow-grade IPMN (gastric 
type)の診断であった。また、術前検査にて指摘はできなかったが、足側嚢
胞性病変の近傍に通常型膵管癌の併存がみられた。【考察・結語】5年以上経
過観察された膵嚢胞性病変から発生したIPMN由来浸潤癌 (pancreatobiliary 
type)に同時多中心性発癌 (IPMN隣接併存膵癌)を認めた一例を経験した。併
存膵癌近傍の主膵管や分枝膵管には、低異型度PanINやincipient IPMN思わ
れる胃型の低異型度膵管内腫瘍性病変が分布していたが、嚢胞との連続性は
なく、IPMN隣接併存膵癌と思われた。また、IPMN由来浸潤癌に併存膵癌を
合併した興味深い症例であった。IPMNの多中心性・発癌形式など示唆に富
む症例であり、文献的な考察も含め報告する。

5 年以上経過観察された膵嚢胞性病変から発生した
IPMN 由来浸潤癌	(pancreatobiliary	type) に同時
多中心性発癌	(IPMN 隣接併存膵癌 ) を認めた一例

O-114
（消）

東北労災病院 消化器外科
○平嶋　倫亮、野村　良平、佐藤　馨、小野　翼、齋藤　匠、本山　一夫、

松村　直樹、成島　陽一、徳村　弘実

症例は70歳代、女性。労作時息切れや動悸が出現し、徐々に悪化してきたた
め、かかりつけの近医を受診した。受診3か月前のHb 13.0g/dlであったのが、
5.4g/dlと低下を認め、精査加療目的に当院胃腸内科に紹介入院となった。造
影CT検査では小腸間膜に淡い造影効果を認める海綿状の領域を認め、内部を
血管が閉塞することなく通過し、腸間膜リンパ管腫が疑われた。経口ダブル
バルーン小腸内視鏡検査で空腸に白色顆粒が集簇した部位を認め、中心部よ
りoozing bleedingがあり、出血源と思われた。同部の生検でリンパ管拡張像
があり、リンパ管腫またはリンパ管拡張症と診断された。高度の貧血を伴う
こともあり、手術適応と考えられ、当科紹介となり、単孔式腹腔鏡下での手
術を施行した。術中所見では、Treitz靭帯から約15cmの小腸間膜に海綿状病
変を認め、同病変を含めて小腸部分切除術を施行した。病理組織学的に腸管
粘膜固有層から腸間膜にかけて拡張したリンパ管の増生を認め、腸間膜リン
パ管腫と診断した。術後は合併症なく退院した。腸間膜リンパ管腫は小児に
好発する良性疾患であるが、稀に成人に発症する。その中でも腹部発症は珍
しいが、腸閉塞、嚢胞内出血、嚢腫破裂などの急性腹症で発生することが報
告されている。治療としては外科的完全切除が原則であり、近年では本例の
ように腹腔鏡での治療報告が増えている。今回、腸管内出血をきたした小腸
間膜リンパ管腫の一例を経験したため、文献的考察と共に報告する。

消化管出血を呈し単孔式腹腔鏡補助下小
腸部分切除術を施行した小腸間膜リンパ
管腫の 1 例

O-113
（消）

一
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岩手県立磐井病院 消化器内科
○松下　良、千手　倫夫、横山　直信、本田　純也、小川　千恵子、

横沢　聡

【症例】63歳　男性【主訴】腹痛、体重減少、口渇感【既往歴】高血圧症、
睡眠時無呼吸症候群【現病歴】 20XX年4月より上記症状を自覚するように
なった。4月初旬に近医で採血検査を施行したところAMY:316ng/ml、尿
AMY:2398ng/ml、リパーゼ:284ng/mlと上昇し膵炎を強く疑うため当科紹介
となった。【経過】初診時の造影CT検査で膵臓全体の軽度腫大と膵頭部腫瘤、
膵周囲の脂肪織濃度上昇を認めたため膵炎疑いとして当科入院となった。翌
日の採血でIgG:3900mg/dl、IgG4:2070mg/dlと上昇し、また画像診断科医師
よりcapsule-like rim signを指摘され自己免疫性膵炎(AIP)が鑑別に挙げられ
た。IgG4関連疾患精査のためにERCP、EUS-FNA、また口渇感があることか
ら膵外病変精査のため唾液腺生検施行の方針となった。ERCPでは膵頭部主
膵管に限局するベンツマーク様の狭細像を認めた。限局性主膵管狭窄を認め
ることから悪性疾患合併否定のため膵内胆管に対して擦過細胞診を行ったが
悪性所見は示唆されなかった。EUS-FNAではIgG4陽性形質細胞は検出され
なかったが、唾液腺生検ではIgG4陽性形質細胞が検出されたため、a膵腫大
b主膵管狭細像c血清学的所見d膵組織病理e膵外病変の内abceに合致しAIPの
診断条件を満たしたためプレドニゾロン内服治療を開始した。治療開始から
2週間後に再入院しERCP再検したところ主膵管狭細像の消失が確認された。
今後は外来にて慎重に経過観察を続けていく方針となった。【省察】自己免
疫性膵炎は膵腫大・びまん性主膵管狭細像が特徴的な自己免疫機序が疑われ
る膵炎と定義されている。近年では限局性の主膵管狭細像を示す非典型的な
自己免疫性膵炎も報告されるようになった。本症例は膵頭部に限局性主膵管
狭窄を伴っており膵癌の除外が必要であったため、擦過細胞診やERCPで狭
窄の評価を行った。現時点では膵癌合併を強く疑う所見はないが、外来にて
検査を行い膵癌のスクリーニングを続けている。限局性膵管狭窄を認め膵癌
との鑑別を要した自己免疫性膵炎の一例を報告する。

膵癌との鑑別を要した限局性主膵管狭窄
を伴う自己免疫性膵炎の一例

O-120
（消）

山形市立病院済生館
○本間　宗一郎、鍋島　立秀、阿部　泰明、東海林　正邦、中村　琢也、

西瀬　雄子、黒木　美智雄、平川　秀紀

【症例】46歳、女性【主訴】腹痛、発熱【既往歴】橋本病、急性膵炎【飲酒歴】
焼酎450ml/日【現病歴】2020年12月に、4日前からの腹痛と39℃台の発熱を
主訴に近医を受診、腹部超音波検査にて左腎膿瘍が疑われ、当院を受診した。

【検査所見】血液生化学所見ではCRP 45 mg/dLと著増し、肝胆道系酵素の上
昇、尿の混濁を認めた。血清アミラーゼ値は正常範囲であった。腹部造影CT
では膵尾部に仮性嚢胞を認め、左腎周囲の膿瘍との連続が疑われた。膵仮性
嚢胞内を走行する脾動脈を認めたが、動脈瘤は認めなかった。MRCPでは膵
頭部主膵管に狭細を認めた。【経過】アルコール性慢性膵炎に伴う膵仮性嚢
胞の感染の診断で当科へ入院した。炎症高値のため、第5病日に超音波内視
鏡ガイド下膵仮性嚢胞ドレナージを施行した。膵尾部の仮性嚢胞内を走行す
る脾動脈を避けて穿刺を行い、経鼻ドレナージチューブを留置した。以降は
解熱したが、第15病日に経鼻ドレナージチューブ排液が血性となった。腹部
造影CTでは膵尾部の仮性嚢胞内に脾動脈瘤を認めた。血管造影検査にて脾動
脈に仮性動脈瘤を認め、コイル塞栓術を施行した。膵頭部主膵管の狭細が膵
仮性嚢胞の原因と考え、第25病日にERCPを施行し、経乳頭的に膵管ステン
トを留置した。第32病日に経鼻ドレナージチューブを抜去し、第33病日に退
院した。退院4 ヶ月後の腹部造影CTでは膵仮性嚢胞は縮小し、再燃を認めて
いない。【考察】慢性膵炎における膵仮性嚢胞の頻度は約30%と報告されてい
る。嚢胞内感染例の治療では経鼻ドレナージでの外瘻が選択されることが多
い。慢性膵炎に仮性動脈瘤が合併する頻度は6 ～ 9％と報告されている。仮
性動脈瘤を伴う膵仮性嚢胞から出血をきたす頻度は約10%とされ、死亡率は
25 ～ 40%と報告されている。吐血、ショック等の重篤な症状で初めて仮性動
脈瘤破裂と診断される症例も少なくない。本症例では経鼻ドレナージチュー
ブの血性排液から、早期に仮性動脈瘤の破裂を診断できたと考えられた。膵
仮性嚢胞内の仮性動脈瘤破裂の早期発見において、経鼻ドレナージチューブ
が有用であることが示唆された。

膵仮性嚢胞内出血を経鼻ドレナージに
よって早期に診断し得た 1 例

O-119
（消）

岩手医科大学医学部 内科学講座消化器内科消化管分野1）、同 放射線診断科2）

○大友　康司1）、春日井　聡1）、佐々木　裕1）、鈴木　智大2）、松本　主之1）

【症例】60歳代, 男性．【主訴】鮮血便. 【現病歴】2021年1月に健診で多発肺
結節を指摘されPET-CT検査で膵体部および両肺, 肝に異常集積を認めたた
め当科受診. EUS-FNAを施行し切除不能膵体部癌と診断された．化学療法

（GEM+nab-PTX: GnP）3コース後のCTで膵腫瘍の縮小を認めたため治療継
続としたが，第4コース施行中に新鮮血の血便とふらつきが出現したため当
科外来を受診した. 来院時, 出血性ショック（Hb 7.1 g/dL）の状態であり、緊
急入院のうえ大量輸液・輸血を開始した. 入院第１病日の下部消化管内視鏡
検査では，黒色便は認めるものの観察範囲内に出血源は明らかではなかった. 
第2病日に再度下血を認めたためCTを施行したところ、腫瘍に囲まれた脾動
脈とそれに連続する仮性動脈瘤を認めた. 上部消化管内視鏡検査では明らか
な出血源は認めなかったため、仮性動脈瘤に伴うhemosuccus pancreaticus

（HP）と判断し，同日当院放射線科でTAEを施行した. その際，仮性脾動脈
瘤の遠位側に対するコイル塞栓後の造影で、動脈瘤から主膵管を介して十二
指腸へ造影剤の流出が確認された．そのため近位側の塞栓を加え動脈瘤へ
の血流が完全に消失したことを確認して終了した. 以降, 再出血なく経過し
第15病日に退院した. 現在，化学療法をnal-IRI+5-FU/l-LVに変更し治療中で
ある.【考察】HPは，膵仮性嚢胞内出血や脾動脈瘤破裂などの出血が膵管と
Vater乳頭を介して消化管内に流出される病態であり, 死亡率は25-40％と高率
である.  成因としては慢性・急性膵炎にかかわるものが約90％を占めており，
悪性腫瘍にかかわるものはわずか7％との報告がある.　元来乏血性腫瘍であ
る膵癌，およびその治療中に発生するHPは稀であるので，文献的考察を加え
報告する.

膵体部癌に合併した hemosuccus	
pancreaticus の一例

O-118
（消）

宮城県立がんセンター 消化器内科
○太田　健介、虻江　誠、目黒　陸、日下　順、岩井　渉、及川　智之、

涌井　祐太、鈴木　眞一

【症例】70歳代男性【既往歴】62歳左腎盂尿管癌手術、67歳直腸癌手術【現病歴】
201X年、腎盂尿管癌術後フォローアップのCTで膵頭部に嚢胞性病変を指摘
され、当科紹介。精査にて、分枝型膵管内乳頭粘液性腫瘍(BD-IPMN)の診断
となり、以後6 ヵ月毎の経過観察となっていた。201X+4年に尾部主膵管に軽
度の拡張性変化を認めたが、膵液細胞診で明らかな悪性所見を認めず、再び
経過観察の方針となった。201X+9年、CTで新たに膵尾部の主膵管に狭窄を
認め、膵管拡張がさらに増強したため精査目的に入院となった。【検査所見】
腫瘍マーカーはCA19-9 40.3U /mlと軽度上昇していた。【画像所見】CT：膵
頭部の30mm大の多房性嚢胞は著変なかった。膵尾部の膵管拡張と膵実質の
限局性萎縮が進行し、萎縮部近傍の主膵管に狭窄を認め、尾側膵管のさらな
る拡張を認めた。EUS:主膵管狭窄部に一致して膵管内を占拠するように発育
する9mm大の結節性病変を認めた。ソナゾイド造影にて結節部は均一に染影
された。ERCP：膵尾部の主膵管狭窄部に結節様の陰影欠損像を認めた。【経
過】連続膵液細胞診(SPACE)でclass3の結果であったが、膵管内に明らかな
結節性病変を認め、主膵管狭窄と尾側膵管の拡張が進行していたことから、
IPMN併存膵癌等を疑い膵体尾部切除術を施行した。【病理所見】画像の結節
部に一致して膵尾部の主膵管内に発育する5mmの充実性腫瘍を認め、多形の
単核細胞が破骨細胞様巨細胞を伴って増生していた。その近傍の主膵管上皮
にはhigh grade PanINを認めており、破骨型多核巨細胞を伴う退形成癌と組
織学的に診断された。【考察】退形成膵癌は膵上皮性腫瘍全体の1％未満と稀
な組織型とされ、多形細胞型、紡錘細胞型、破骨型多核巨細胞を伴う退形成
癌の3つに分類されている。退形成癌はサイズの大きな腫瘍として発見され
ることが多く、自験例のように10mm以下で発見されることは稀である。さ
らにIPMN経過観察中に発生した破骨型巨細胞を伴う退形成癌で早期の経過
を追えた症例は貴重と考えられ、文献的考察を加えて報告する。

分枝型膵管内乳頭粘液性腫瘍の経過観察
中に発生した破骨型巨細胞を伴う退形成
膵癌の一例

O-117
（消）



― 169 ―― 169 ―

仙台市医療センター 仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科1）、
仙台市医療センター 仙台オープン病院 消化器外科2）、仙台市医療センター 
仙台オープン病院 病理科3）

○岡野　春香1）、越田　真介1）、菅野　良秀1）、小川　貴央1）、楠瀬　寛顕1）、
酒井　利隆1）、與那嶺　圭介1）、宮本　和明1）、小堺　史郷1）、阿南　秀征1）、
岡田　恭穂2）、及川　昌也2）、野田　裕3）、澤井　高志3）、伊藤　啓1）

【症例】70歳，男性【現病歴および臨床経過】心窩部痛の精査目的に当院へ
紹介された．造影CTで，膵体部に30mm程の乏血性腫瘤と尾側主膵管拡張を
認め，背側の腹腔動脈周囲に低吸収域を伴っていた．MRCPでは，膵頭部と
体部の2カ所に主膵管狭窄を認め，後者に一致して拡散低下を伴う腫瘤性病
変を認めた．EUSでは，膵頭部の主膵管狭窄部に腫瘍は認めず，体部の低エ
コー腫瘤に対してEUS-FNAを施行した．採取した検体の組織診断は腺癌で
あり，膵体部癌と診断し，進行度はcT4N0M0 Stage IIIのUR-LAとまずは考
え，Gemcitabine/nab-Paclitaxelによる化学療法の方針となった．3コース施
行後の造影CTにて，膵体部の腫瘤は縮小したが，腹腔動脈周囲の低吸収域の
変化は乏しく，非腫瘍性所見の可能性も考慮して，膵体部癌に対する手術の
方針となった．術前に膵頭部主膵管狭窄に対する診断目的にERCPを施行し
た．ERPでは，膵頭部の狭窄は滑らかで，同部の分枝の描出もみられた．膵
頭部の狭窄部に対して経乳頭的生検を行い，悪性所見は認めなかった．膵頭
部の良性主膵管狭窄と診断し，膵体部癌に対する膵体尾部切除術を依頼した
が，狭窄間の高い主膵管内圧による膵液漏の可能性が危惧され，最終的に膵
全摘出術を施行した．【病理所見】膵体部の病変はtub2主体の腺癌の浸潤を
認め，後方浸潤や腫瘍の剥離面の浸潤は認めなかった．膵頭部の主膵管狭窄
部は，膵実質の線維化を伴うのみで，悪性像はみられなかった．最終診断は，
膵体部癌pT2N1M0 Stage IIBであった．【術後経過】S-1による術後化学療法
を半年間施行したが，腹膜播種再発を生じ，現在緩和治療中である．【結語】
複数の主膵管狭窄を伴う膵体部癌の1例を経験した．膵癌症例に慢性膵炎な
どの良性主膵管狭窄を合併する場合は膵上皮内癌との鑑別が問題となるが，
本例は膵全摘に至ったものの，EUSでの腫瘤の有無や膵管像の所見，膵管生
検による組織採取など各種内視鏡検査が術前診断を可能にした．

2 カ所の主膵管狭窄を伴う膵体部癌の 1
切除例

O-124
（内）

山形大学医学部 内科学第二（消化器内科）講座
○関屋　彩華、松田　暁子、柿崎　泰明、石澤　哲也、小林　敏一、菅原　心平、

角田　道彦、中村　瞳、鈴木　裕也、小山　創志、上野　義之

【症例】81歳 男性 【嗜好】飲酒：2合/日、喫煙：20-68歳 20本/日【現病歴】
2018年8月に左腎癌部分切除術を施行された。その際の術前CTで2014年CTで
は認められなかった膵尾部萎縮を指摘されたため、2018年11月精査目的に当
科紹介された【臨床経過】腫瘍マーカー上昇なく、造影CTでも限局性に膵尾
部の萎縮が認められたものの腫瘤性病変は認められなかった。超音波内視鏡
検査（EUS）でも、明らかな腫瘤性病変は認められなかった。厳重経過観察
の方針となり、その後はCT、MRI、EUSで著変なく経過した。しかし、2021
年4月のMRIで膵萎縮部に6mmの嚢胞状病変が出現したため再精査となり、
造影CTでは充実成分を含む低造影領域が認められ、PET-CTでも集積亢進が
認められたが、EUSでは同部位には明らかな腫瘍性病変は指摘されなかった。
嚢胞成分が多いと判断されFNAによる組織診断は回避されたが、経過から膵
癌が強く疑われたため術前化学療法を施行され、審査腹腔鏡を経て同年9月に
脾合併膵体尾部切除術を施行された。結果、最終病理診断はInvasive ductal 
carcinoma, well, TS1(19mm), ly0, v0, ne0, mpd1, pT1c, pN0, cM0, pStageΙA
であった。【考察】膵癌は予後が非常に悪く、外科的切除が可能であった症
例においても経過観察中早期に局所再発や転移を生じる例が多いことが知ら
れている。しかし、PanIN/CISの状態もしくは10mm以下の早期発見例では
術後予後が良好であるとされている。早期膵癌は大部分が超音波検査やCTで
偶発的に指摘された嚢胞状病変や膵管拡張が発見の契機となるが、近年膵実
質の萎縮や脂肪置換が発見の契機になりうる所見として知られるようになっ
てきており、これらは膵管拡張等の所見よりもかなり早い段階で出現、進行
していく可能性が示唆されている。【結語】本症例は膵萎縮が早期膵癌の発
見の契機となった貴重な症例と考えられた。文献的考察を含めて報告する。

萎縮膵を契機に早期膵尾部癌を診断でき
た一例

O-123
（消）

日本海総合病院 消化器内科
○秋葉　洋次郎、齋藤　吉彦、永田　大樹、永田　大和、大滝　有、黒井　正之、

鈴木　康介、三浦　崇裕、大原　洸、今　孝志、池田　千咲、渋谷　りか、
阿蘓　里佳、菅原　俊樹、折居　智彦、青木　政則、鈴木　義広

【症例】70代、男性【主訴】腹痛、食欲不振【既往歴】脂質異常症【現病歴】
2021年4月腹痛、食欲不振を主訴に前医を受診した。採血でCA19-9異常高値
を指摘され精査目的に当院を受診した。【臨床経過】腹部造影CTで膵体尾部
に周囲血管への浸潤を伴う低造影効果の腫瘤を指摘された。また膵体部・膵
尾部にそれぞれ巨大な嚢胞を形成していた。胃壁と主病変の間に嚢胞が存在
し超音波内視鏡下穿刺吸引術での組織診は施行できず、腫瘍マーカー、画像
所見から臨床的に局所進行切除不能膵癌と診断し、化学療法の方針とした。
GEM・nab-PTX開始後も腹痛、食後の腹満感は持続しており、膵嚢胞の増大
も認めていたため、症状緩和目的に胃体部より膵尾側嚢胞へ超音波内視鏡ガ
イド下膵嚢胞ドレナージ術を施行した。膵尾部の嚢胞は著明に縮小し、腹部
症状は消失した。その後も再増大を認めず、体部の嚢胞も縮小傾向であり尾
部嚢胞との連続性が考えられた。腫瘍マーカーも低下を示し、再増大なく経
過している。同時に提出した嚢胞液の細胞診でadenocarcinomaの結果となり、
膵癌の確定診断も得ることができた。【考察】急性膵炎の経過にみられる膵
仮性嚢胞は頻度の高い合併症として知られている。その治療はしばしば難渋
し、感染・出血・破裂などの重篤な合併症を起こしうるため有症状例を治療
対象として超音波内視鏡ガイド下嚢胞ドレナージが行われている。本症例の
ような膵癌による閉塞性膵炎で生じた膵嚢胞に対しては穿刺により播種や感
染などの合併症を生じるリスクがあるため報告数が非常に少ない。本症例に
おいては巨大な膵嚢胞により食後の腹部膨満、腹痛をきたしていたため、超
音波内視鏡ガイド下膵嚢胞ドレナージを施行し症状緩和が得られ、加えて膵
癌の確定診断を得ることができ、非常に有用であった。切除不能と判断され
た膵癌の嚢胞合併例では穿刺により症状緩和または確定診断を得られる可能
性がある。ただし播種や嚢胞感染・出血・破裂のリスクはあるため慎重な検
討を要する。【結語】膵癌に伴う膵嚢胞に対する超音波内視鏡ガイド下嚢胞
ドレナージは腹部症状の改善と膵癌の診断に有用であった。

膵癌に伴う膵嚢胞に対し超音波内視鏡ガ
イド下膵嚢胞ドレナージを施行した 1 例

O-122
（内）

東北大学病院 消化器内科
○林　秀大、三浦　晋、佐々木　滉、片岡　史弥、佐野　貴紀、池田　末緒、

松本　諒太郎、田中　裕、吉田　直樹、滝川　哲也、濱田　晋、菊田　和宏、
粂　潔、正宗　淳

【はじめに】わが国では自己免疫性膵炎の大部分は1型であり、2型は稀である。
さらにその診断体系における超音波内視鏡下穿刺吸引法(EUS-FNA)の位置づ
けは確立されていない。【症例】30歳代男性【主訴】上腹部痛【既往歴】2020
年9月に左側型潰瘍性大腸炎の診断にて5-ASAによる寛解・維持療法を開始
されていた。【現病歴】2021年1月に上腹部痛にて前医受診、採血にて肝胆道
系酵素の上昇を指摘され、当科紹介となった。【治療経過】血液検査でAST 
45 U/L, ALT 242 U/L, ALP 667 U/L, γGTP 785 U/Lと肝胆道系酵素の上
昇を認めた。血清IgG4は37 mg/dLと正常値であった。CT、MRIでびまん性
膵腫大を、MRCPで膵内胆管の狭窄および肝内胆管の拡張を認めた。ERCP
では、膵頭部主膵管の狭細像および遠位胆管の狭窄像を認めた。22G穿刺針
(AcquireTM, Boston Scientific社, USA)を用いて膵頭部からEUS-FNAを施行
した。病理組織学的に、膵管上皮への好中球浸潤像(granulocytic epithelial 
lesion: GEL)を認めたが、IgG4陽性細胞は5-6個/高倍率視野と少数であり悪性
所見を認めなかった。国際コンセンサス診断基準(ICDC)における画像所見と
組織所見の Level 1を満たし，2型AIPと診断した。胆管狭窄に対して内視鏡
的に胆道ステントを留置したうえで、プレドニゾロン 40mgによる治療を開
始した。20mgまで漸減した時点で治療効果を評価したところ、膵腫大及び膵
内胆管の狭窄は改善していた。胆道ステントを抜去した上でプレドニゾロン
も漸減中止したが、症状の再燃なく経過している。【考察】２型AIPにおける
組織診断には、十分な組織量を確保するためにTru-cut針による組織採取や外
科的切除検体が必要とされる。稀な2型AIPにおいて、EUS-FNAによる組織
診断が得られ、示唆に富む症例と考え報告する。

超音波内視鏡下穿刺吸引法により組織学
的に確定診断した 2 型自己免疫性膵炎の
1 例

O-121
（消）
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東北医科薬科大学病院 消化器内科1）、東北医科薬科大学病院 病理診断科2）

○宮下　優輝1）、遠藤　克哉1）、村上　圭吾2）、金　諒1）、佐々木　義輝1）、
佐藤　倫紀1）、川上　瑶子1）、村上　一宏2）、佐藤　賢一1）

【症例】70歳代、女性【主訴】全身倦怠感【現病歴】2019年4月頃から全身倦
怠感を認め、6月に前医を受診し貧血を指摘された。上部消化管に原因とな
る異常は認めず、7月に精査加療目的に当院紹介、入院となった。【経過】腹
部造影CTで、上行結腸に辺縁不整な壁肥厚、周囲脂肪織濃度の上昇を認め
た。全大腸内視鏡検査では、回盲弁のやや肛門側から上行結腸肝弯曲までの
全周にわたり、厚い白苔に被覆された広範な潰瘍形成を伴う肉眼型２型の腫
瘍性病変を認めた。腫瘍部の管腔は送気により確保でき、内視鏡通過は容易
であった。潰瘍辺縁の腫瘍周堤部の大部分は肉眼的に表面平滑な耳介様の外
観で、NBI拡大観察でJNET分類Type1を呈し、非腫瘍と考えられた。以上か
ら、内視鏡的に悪性リンパ腫を第一に考えた。ただし、病変肛門側辺縁の一
部に粘膜下腫瘍(SMT)様の立ち上がりを有する表面構造不整な結節をみとめ、
同部の色素拡大観察でV型pit patternがみとめられ、癌を鑑別に挙げた。潰
瘍底および不整な結節部からの生検で、不整形核を持つ異型細胞が、輪郭不
整な腺管構造を形成し粘液塊に浮遊する像を認め、Group5(Adenocarcinoma, 
muc＞tub1+tub2)と診断した。画像上、遠隔転移は認めず、治療として右結
腸切除術を施行した。切除標本の病理所見は、漿膜下層まで浸潤した高分化
型粘液癌であり、リンパ節転移は認めず、最終診断は[A, Type 2, 80×55mm, 
muc＞tub2＞tub1, pT3, Ly0, V0, BD1, Pn0, pN0, cM0, pPM0, pDM0, pRM0, 
pStage IIa]であった。【考察】本症例の進行粘液癌は、悪性リンパ腫に類似す
る内視鏡像を呈した。内視鏡像と病理所見の対比検討にて、潰瘍部分は粘液
癌に由来する豊富な粘液成分に覆われ、腫瘍周堤部分はSMT様に立ち上がっ
ており、内視鏡的に非腫瘍性粘膜と診断した周堤部分は、病理組織学的にも
正常上皮であることが確認できた。内視鏡的にSMT様の要素を有する点、広
範な潰瘍形成を認めた点、耳介様外観を呈した周堤の大部分が非上皮性粘膜
である点、粘液成分豊富ゆえに柔らかく送気で管腔が確保できた点などが、
悪性リンパ腫に酷似した像を呈した原因と考えられる。大腸粘液癌は大腸癌
の約４％と比較的稀な癌であるが、通常の腺癌とは異なる内視鏡像を呈する
とされ、本症例のように悪性リンパ腫との鑑別を要する例もあることに留意
が必要と考えられた。

悪性リンパ腫に極めて類似する興味ある
内視鏡像を呈した上行結腸粘液癌の 1 例

O-128
（内）

八戸赤十字病院 消化器内科
○中屋　一碧、平井　みなみ、金沢　条、米澤　剛広、水谷　久太

症例は67歳男性．2021年2月に右下腹部痛を主訴に近医内科を受診した．前
医で行われた腹部超音波検査で盲腸に全周性壁肥厚を指摘され精査加療目的
に2021年3月上旬に当科紹介受診した．血液検査ではCA19-9高値を認めた．
腹部造影CT検査では盲腸に造影効果のある全周性の浮腫状壁肥厚と回盲部
周囲のリンパ節腫大を認めた．明らかな遠隔転移は認めなかった．下部消化
管内視鏡検査ではバウヒン弁の肛門側に発赤調の1型腫瘍様の隆起性病変を
認めたが，深部にスコープが挿入できず腫瘍全体の観察は困難であった．隆
起部の生検病理組織学的検査では陰窩の減少と間質の高度リンパ球浸潤を認
めたが，腫瘍性変化を認めず確定診断に至らなかった．後日施行した注腸造
影検査では盲腸部の陰影欠損を認め，腫瘍中央部に潰瘍底と考えられる造影
剤の貯留を認めた．血液検査所見と内視鏡検査所見，注腸造影検査所見から
臨床的に盲腸癌と診断し3月下旬に右半結腸切除術と3群リンパ節郭清を施行
した．標本病理組織学的検査では広範に扁平上皮癌巣を認め，一部に中分化
型腺癌巣が混在していた．主病巣は盲腸部であったが，終末回腸に癌の浸潤
を認めた．術後に施行したPET-CT検査では他臓器に異常集積を認めず盲腸
原発の腺扁平上皮癌と確定診断した．7月上旬より術後補助化学療法を開始
し現在無再発生存中である．大腸原発の腺扁平上皮癌は非常に稀であり，そ
の頻度は大腸悪性腫瘍全体の0.1%前後と報告されている．今回私たちは，盲
腸原発の腺扁平上皮癌の1例を経験したので，若干の文献的考察を踏まえて
報告する．

術後に病理組織学的検査で診断に至った
小腸浸潤を伴う盲腸原発腺扁平上皮癌の
一例

O-127
（消）

秋田赤十字病院 消化器外科1）、秋田赤十字病院 腫瘍内科2）

○栗林　真実香1）、宮澤　秀彰1）、武藤　理2）、小棚木　圭1）、吉楽　拓哉1）、
里吉　梨香1）、吉野　敬1）、工藤　和大1）、澤田　俊哉1）

【背景】放射線誘発大腸癌は、骨盤内放射線治療から４～ 10年以上経過して
同部位に誘発・発症した大腸癌とされ、特に婦人科疾患に対する放射線治療
後の報告が散見される。一方、前立腺癌に対し微弱な放射線を発する小さな
チタン製の密封容器（シード線源）を数十個前立腺内に永久的に埋め込んで
行う小線源療法は、目的とする前立腺癌以外の直腸や膀胱への放射線の影響
は外照射に比べて少ないとされている。今回、前立腺癌小線源療法後の放射
線誘発直腸癌を経験したので報告する。【症例】65歳男性。14年前に前立腺
癌に対し小線源療法を施行された。8年前に便潜血陽性で下部消化管内視鏡
検査を行い、下部直腸にびらんを認め、内視鏡の接触によると思われる自然
止血しない静脈性出血を認め、クリップで止血した。その後3年前、1年前に
内視鏡検査を行い、同部位に軽度の隆起を認めたが、腫瘍性変化に乏しいた
め経過観察されていた。今年の内視鏡検査で、前回より明らかに病変と思わ
れる領域は拡大しており腺癌が疑われた。ESDを行い、病理組織ではtub1＞
tub2、T1b(SM 1300μm)、Ly0、V1、BD1、HM0、VM1で追加切除が必要で
あり、腹腔鏡補助下括約筋間直腸切除術を施行した。ESD後の瘢痕は、直腸
前壁でちょうど前立腺と接する部位に存在していた。摘出標本に癌の遺残は
なくリンパ節転移も認めなかったが、周辺の直腸粘膜には広範囲に変性びら
んがみられ、小線源治療の影響が考えられた。免疫染色の結果から原発性直
腸癌として矛盾せず、放射線治療後14年経過していること、放射線照射野内
に発生していることから放射線誘発直腸癌と診断した。【考察】前立腺癌小
線源療法は本邦では2003年9月に開始された。これまで前立腺癌小線源療法
後の放射線誘発直腸癌の本邦報告例は検索した限りなかった。しかし日本で
は2003年に導入されたばかりで長期成績はまだ不明と言わざるを得ず、今後
増加する可能性がある。前立腺癌小線源療法後には放射線誘発直腸癌の発生
を念頭におき、長期にわたるサーベイランスを行う必要がある。

前立腺癌小線源療法後の放射線誘発直腸
癌の 1 例

O-126
（消）

東北大学 医学系研究科 消化器外科学1）、
東北大学 医学系研究科 消化器病態学2）

○平野　直大1）、森川　孝則1）、有明　恭平1）、千葉　和治1）、青木　修一1）、
伊関　雅裕1）、堂地　大輔1）、三浦　孝之1）、川口　桂1）、益田　邦洋1）、
石田　晶玄1）、大塚　英郎1）、水間　正道1）、中川　圭1）、粂　潔2）、正宗　淳2）、
大沼　忍1）、亀井　尚1）、海野　倫明1）

【背景】肝外門脈閉塞症は門脈圧亢進症を来す疾患の一つであるが、幼少期か
ら有症状であることが多く、成人してから認められることは比較的稀である。
その多くは側副血行路の発達に伴う門脈海綿状変性を来し、門脈周囲の剥離
操作を伴う手術は出血のリスクが高く困難を伴う。今回、肝外門脈閉塞症に
併発した門脈接触のある切除可能膵頭部癌に対し、膵頭十二指腸切除術をし
得た症例を経験したので報告する。【症例】77歳、男性。心窩部痛・背部痛
を認め近医受診、内服治療で改善がないため前医紹介となった。腹部CT検査・
超音波検査を施行し、膵頭部に腫瘍性病変を認め膵頭部癌と診断された。腫
瘍は一部門脈に接触していることから手術では門脈合併切除の可能性が指摘
され、肝十二指腸間膜内の門脈狭窄および小静脈の拡張・増生といった側副
血行路の発達（門脈海綿状変性）の所見も認めたため、加療目的に当科紹介
となった。画像上、切除可能膵頭部癌と診断し審査腹腔鏡にてH0P0CY0を確
認した後、術前化学療法（Gemcitabin＋S-1）を開始した。術前化学療法終了後、
主病巣の軽度縮小とCA19-9の低下を認めた。胸部CT検査にて右肺結節が認
められたが先行して肺部分切除術を施行し、病理では悪性所見は認めなかっ
た。以上より、膵頭部癌は根治切除可能と判断し手術に臨んだ。開腹所見で
は脾静脈合流部から肝臓側の門脈海綿状変性を認めたが、上腸間膜静脈およ
び脾静脈の拡張は認めなかった。海綿状変性した門脈は外膜の脆弱さはなく、
門脈に沿った膵頭部上縁剥離は可能であり、胃十二指腸動脈および総胆管を
切離、胆嚢は別個に切除した。術前治療の効果か腫瘍は門脈より剥離可能で
あり、R0切除を施行し得た。合併症無く経過し、術後第23病日に退院となっ
た。【結語】術中出血リスクの高い症例であったが、術前治療の効果もあり
門脈合併切除を行うことなく切除可能であった。門脈海綿状変性を伴った膵
頭部癌に対する膵頭十二指腸切除術の既報はなく、希少な症例であるため報
告する。

門脈海綿状変性・肝外門脈閉塞症を伴う
膵頭部癌に対して膵頭十二指腸切除術を
施行した１例

O-125
（消）
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岩手医科大学 医学部 内科学講座 消化器内科 消化管分野1）、岩手医科大学
内科学講座血液腫瘍内科分野2）、岩手医科大学内科学講座循環器内科分野3）、
岩手医科大学内科学講座腎・高血圧内科分野4）、岩手医科大学病理診断学講座5）

○磯崎　慶太1）、永塚　真1）、山里　將修1）、大友　康司1）、菊地　敦哉1）、
鵜浦　信伍1）、安達　香帆1）、今成　慧祐1）、佐々木　裕1）、大泉　智史1）、
森下　寿文1）、鳥谷　洋右1）、赤坂　理三郎1）、春日井　聡1）、梁井　俊一1）、
高野　幹2）、石川　有3）、田中　文隆4）、菅井　有5）、松本　主之1）

【症例】51歳女性．【既往歴】48歳時に手根管症候群の手術歴あり．【家族歴】
母が60歳で突然死．【現病歴】2021年2月に血便が出現したため近医を受診し
た．同医で施行された下部消化管内視鏡検査で回盲弁上の潰瘍と下行結腸の
発赤, 浮腫を指摘されるも経過観察となっていた．同年3月にも血便を認めた
ため下部内視鏡検査を再検したところ，下行結腸に同様の所見が残存したた
め当科紹介・入院となった．【経過】当科で施行した下部消化管内視鏡検査
では，S状結腸より口側の浮腫性変化，盲腸の易出血性粘膜に加え，生検後
の粘膜下血腫形成がみられた．終末回腸および大腸から生検組織を採取した
ところ，アミロイド蛋白の沈着が確認された. 上部消化管内視鏡検査では胃，
十二指腸に軽度の発赤を認め, 十二指腸の生検組織にもアミロイド蛋白の沈
着が認められた. 免疫組織学的にはアミロイド蛋白はAL型であった．以上の
経過に加え，血清蛋白分画検査でモノクローナル蛋白を認めたことから骨髄
腫随伴アミロイドーシスが疑われた．当院血液内科で施行した骨髄穿刺にて
形質細胞の単クローン性増殖が確認され，多発性骨髄腫の診断となった.その
後胸水が出現し，急激に増悪したため当院循環器内科を受診，心超音波検査
で心駆出率45%と心機能低下がみられた.なおネフローゼ症候群は明らかでな
かった. 以上より骨髄腫随伴ALアミロイドーシスと診断し，血液内科で化学
療法が予定であったが，心不全の急激な増悪に加え心室細動に至り，当科入
院63日後に永眠された.【考察】全身性アミロイドーシスで沈着するアミロイ
ド蛋白はAA型, AL型, Ab2M型, およびATTR型に大別される. なかでもAA
型とAL型は消化管への親和性が高く，消化管病変を契機に診断されることが
多い. 本症例は血便で発症し，下部内視鏡検査で粘膜下血腫形成などの内視
鏡所見が認められ，消化管生検を契機に骨髄腫随伴アミロイドーシスに診断
に至った．また，AL型アミロイドーシスによる急速な循環動態の増悪が致死
的であった．診断困難な大腸炎の診断において本症を念頭に置くことが重要
と考えられる．

消化管病変を契機に診断され急性転帰を
辿った AL 型アミロイドーシスの一例

O-132
（消）

岩手県立胆沢病院 消化器内科
○小原　優、千葉　宏文、小笠原　かな子、矢浦　一磨、小笠原　光矢、

天野　朋彦、新海　洋彦、小野寺　美緒、石山　文威、萱場　尚一

【症例】42歳、女性。【既往歴】月経困難症、子宮内膜症で婦人科治療歴あり。【最
終月経】腹痛出現の14日前。【現病歴】1日前から突然の腹痛あり救急外来受診。
右下腹部に圧痛あり、造影CT検査で回盲部に腫瘤を認めた。急性虫垂炎に
よる回盲部膿瘍疑いとして外科入院した。待機的手術の方針となったが、抗
菌薬の投与のみで速やかに腹痛が改善した。炎症反応も軽度の上昇に留まり、
虫垂炎の経過としては非典型的だった。第4病日に退院。第7病日にCT再検す
ると回盲部に認めた腫瘤は消失していた。腸管精査目的に当科紹介、下部内
視鏡検査施行した。【下部内視鏡検査所見】バウヒン弁が粘膜下腫瘍様に著明
に腫大し、虫垂開口部は同定できなかった。回腸末端には異常所見を認めかっ
たが、腫大したバウヒン弁上に点状の発赤が散見され、一部びらんを形成し
ていた。発赤部位から生検施行した。その他、大腸には異常所見を認めなかっ
た。【病理結果】大腸粘膜の中に配列の乱れた腺管構造を認め、ciliaが内腔面
に観察された。免疫染色で腺管上皮はCK7（+）、CK20（-）、ER:  Estrogen 
Receptor（+）、周囲間質はER（+）、CD10（+）であり子宮内膜症と診断した。

【最終診断】回盲部腸管子宮内膜症【考察】腸管子宮内膜症は子宮内膜症の5
～ 27％を占めるとされ、直腸・S状結腸が好発部位だが、まれに虫垂や回盲
部に発生することがある。回盲部に発生した場合は虫垂炎との鑑別が重要と
なる。本症例でも虫垂炎が疑われたが、虫垂炎にしては、画像所見の割に炎
症所見や腹部所見が軽度であったことから、緊急手術を回避することができ
た。その後のCTで腫瘤が消失していたことや、子宮内膜症などの既往歴から、
婦人科疾患を疑いやすかったが、内視鏡検査することで確定診断が可能だっ
た。回盲部に発生する腸管子宮内膜症はまれであり、本症例での内視鏡検査
を含めた画像所見と若干の文献的考察を加え、報告する。

虫垂炎との鑑別を要した回盲部腸管子宮
内膜症の一例

O-131
（内）

仙台市立病院 消化器内科1）、仙台市立病院 外科2）、仙台市立病院 病理診断科3）

○中村　瑠美1）、野村　栄樹1）、平塚　早貴1）、渡辺　ゆみ子1）、鈴木　直生1）、
佐藤　公子1）、鈴木　範明1）、長崎　太1）、川村　昌司1）、中村　崇宣2）、
渋谷　里絵3）、菊地　達也1）

【症例】36歳女性.【主訴】下腹部痛.【既往歴】特記事項なし.【現病歴】健
診便潜血検査陽性のため近医を受診. 数年前から時々下腹部痛あり最近増悪
していた. 前医で下部消化管内視鏡検査(CS)を施行されるも, 直腸の狭窄強く
scope通過不能であったため, 2021年2月下旬に当科紹介となった. 前医での生
検結果はGroup1だった.【来院時現症】腹部は平坦・軟, 圧痛を認めず, 腫瘤
を触知せず.【血液生化学所見】貧血なし, CA19-9とCA125の軽度高値を認め
た.【臨床経過】CT検査で子宮筋腫と左卵巣腫瘍を認めた. 大腸には明らかな
腫瘤性病変を認めなかった. 当科のCSでは, 直腸Rsに狭窄あり通常径scopeの
通過は不能であった. 経鼻内視鏡(XP-260N)に代えて透視下で再挿入したとこ
ろRs狭窄部を通過したが, さらに口側のS状結腸にも狭窄あり通過できず, 片
側性に粘膜下腫瘍様隆起と小発赤隆起を認め, 同部より生検施行した. 改め
ての問診では, 3-4年程前から月経時に下腹部痛と下痢を認め, 1-2年前からは
月経時期と関係なく症状あり, 数か月前から排便困難も出現したとのことで
あった. 病歴と画像所見から腸管子宮内膜症を疑った. 生検病理所見では, 円
柱上皮細胞からなる腺管と浮腫状間質がみられ, 免疫組織化学染色で内膜固
有間質はCD10陽性, 腺管はCK7陽性, CK20陰性であり, 腸管子宮内膜症と診断
された. 婦人科診察では子宮筋腫と左卵巣腫瘍の所見であった. 病変部は線維
性狭窄をきたしており, 今後腸閉塞のリスクが高いと判断, 外科手術の方針と
なった. 2021年6月に腹腔鏡下低位前方切除術+両側卵巣部分切除術が施行さ
れた. 病理所見では, 子宮内膜症に矛盾しない像であった. 術後下腹部痛は消
失し, 婦人科でホルモン療法施行中である.【考察】腸管子宮内膜症は子宮内
膜症の5-27%を占めるとされ, その部位は70-85%が直腸・S状結腸で, まれに虫
垂, 盲腸, 回腸にも発生する. 病変は漿膜側から粘膜側に進展するため, 内視鏡
検査では腸管外からの圧排像や粘膜下腫瘍様の隆起性病変として観察される. 
生検での診断率は9%と低く, 内視鏡所見や既往, 臨床経過から本疾患を鑑別に
挙げる必要がある. 本症例は, 細径内視鏡を用いて粘膜下腫瘍様所見に加えて
小発赤隆起を観察でき, 同部からの生検で確定診断し得た.【結語】細径内視
鏡下の生検で確定診断した腸管子宮内膜症の症例を経験したので報告する.

細径内視鏡下の生検で確定診断した腸管
子宮内膜症の一例

O-130
（内）

星総合病院 消化器外科1）、星総合病院 外科2）、同 乳腺外科3）、
同 遺伝カウンセリング科4）、同 病理診断科5）、同 がんの遺伝外来6）

○叶多　諒1）、近内　政美2）、菅家　康之1）、大河内　千代2）、岡野　舞子3）、
八島　玲1）、片方　直人2）、勝部　暢介4,6）、田畑　憲一5）、野水　整2,6）

症例は65歳時右乳癌、76歳時上行結腸癌、76歳時左乳癌、81歳時横行結腸癌
で手術を施行した異時性大腸多発癌と異時性両側乳癌の四重癌症例である。
大腸癌に関して上行結腸癌は高分化管状腺癌、横行結腸癌は一部に低分化腺
癌を認める管状腺癌であった。乳癌に関して右は浸潤性乳管癌（充実腺管癌）
でER（-）、PgR（-）であり（この当時HER2タンパク免疫染色は登場してい
なかった）、左は浸潤性乳管癌（乳頭腺管癌、腫瘍径は14mmでほとんどは乳
管内進展で浸潤部分は5mm）、ER（+）、PgR（+）、HER2（-）であった。父
60歳胃癌で死亡、母72歳大腸癌で死亡、長女58歳大腸癌、妹37歳胃癌で死亡、
その娘（姪）37歳乳癌、次妹56歳大腸癌、61歳乳癌の異時性重複といった濃
厚な癌家族歴を有したため当初リンチ症候群を疑ったが、BRAF変異（-）、
MSI検査（-）、上行結腸癌組織でのMLH1、MSH2、MSH6、PMS2のミスマッ
チ修復タンパクの免疫染色ではいずれも欠失はなくリンチ症候群は否定され
る結果であった。そこで次に集積の多い、乳癌に注目しBRCA遺伝子検査を
行ったところ、BRCA1にL63Xという東日本に多い病的変異が検出され、遺
伝性乳癌卵巣癌症候群（HBOC）の診断となった。結腸癌2病変、乳癌2病変
のBRCA1 タンパク免疫染色で正常コントロール（HBOC家族歴のない結腸
癌と乳癌）に比較し核の染色性が失活しており、BRCA1変異に関連した癌
病変であることが確認された。大腸癌関連の生殖細胞系列多遺伝子パネル検
査を実施していないので家系内大腸癌集積に関しリンチ症候群以外の遺伝性
大腸癌である可能性を全く否定はできないが、少なくとも症例患者の大腸癌
はBRCA1変異に関連する大腸癌である。

遺伝子検査で HBOC と判明した大腸癌
多発家系

O-129
（消）

一
般
演
題
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太田西ノ内病院 消化器内科1）、太田西ノ内病院 血液内科2）

○亀岡　英介1）、間　浩正1）、竹田　悠太郎1）、綿引　優1）、橋本　健明1）、
今村　秀道1）、斎藤　由理恵2）、迎　愼二1）

【症例】62歳女性【主訴】血便【既往歴】子宮頸癌、高血圧【現病歴】2018
年に子宮頸癌に対して化学放射線療法を施行され、その後エトポシドの内服
を継続していた。2021年5月下旬から全身倦怠感、労作時の息切れを自覚し、
6月上旬に血便を主訴に当院救急外来を受診した。血液検査でHb 2.9 g/dlと
著明な貧血を認め、造影CTでは直腸の壁肥厚が指摘された。直腸炎、直腸腫
瘍等による下部消化管出血が疑われ、入院加療となった。またWBC 600 /μ
l, Neutro 53.4%, RBC 80万 /μl, Plt 2.8万 /μlと汎血球減少を併発しており、
化学療法による影響が考えられた。【入院後経過】腸管安静、輸血により経
過を見る方針としたが、多量の血便が持続し、一時血圧低下も見られたため、
入院第2病日に下部消化管内視鏡検査を施行した。直腸に多量の血液貯留、
びまん性に毛細血管の増生を認め、治療歴から放射線性直腸炎と診断し、ア
ルゴンプラズマ凝固による止血術を施行した。その後血便症状は消失したが、
G-CSF投与後も好中球数は増加せず、末梢血像でAuer小体、芽球が確認され、
急性骨髄性白血病(AML)の存在が疑われた。血液内科での骨髄検査では骨髄
中に80.6%のfaggot細胞を認め、表面マーカーやPML-RARαキメラ遺伝子が
陽性であった。病歴と合わせてエトポシド内服による治療関連急性前骨髄性
白血病(T-APL)と診断された。第4病日よりATRA経口投与が開始され、DIC
発症や消化管出血の再発なく経過した。第44病日に骨髄検査で完全寛解、退
院となった。【考察】治療関連白血病(TPL)は抗癌剤や放射線治療によりDNA
や染色体が損傷することで発症する。エトポシドは長期投与後の発症報告は
少ないものの、TPL発症の原因薬剤とされている。AMLにおけるTPLの割合
は10%程度であり、さらにT-APLはTPL中の6.3%と稀な疾患である。本症例
はT-APLによる出血傾向を背景に活動性の強い放射線性直腸炎を発症したと
考えられた。放射線性直腸炎の発症からT-APLの診断に至った報告はなく、
貴重な経験であったため、文献的考察を含めて報告する。

放射線性直腸炎による血便を契機に診断
された治療関連急性前骨髄性白血病の 1
例

O-136
（消）

青森県立中央病院 消化器内科1）、
弘前大学 大学院 医学研究科 消化器血液内科学講座2）

○山本　晴貴1）、五十嵐　昌平1,2）、花畑　憲洋1）、須藤　翔1,2）、宮代　楓1,2）、
佐竹　美和1,2）、島谷　孝司1,2）、金澤　浩介1）、沼尾　宏1）、棟方　正樹1）、
福田　眞作2）

【はじめに】大腸ステントは、閉塞性大腸癌に対するBridge to Surgery(BTS)
や緩和ケア目的に用いられ、経験ある内視鏡医による施行により安全な留置
が可能である。偶発症としては、穿孔、再閉塞、逸脱が代表的であるが、今
回、大腸ステント留置後の稀な偶発症を経験したため報告する。【症例】69
歳女性 【既往歴】糖尿病、高血圧症、脂肪肝 【現病歴】2021年6月、貧血と腹
痛・腹部膨満を主訴に近医を受診し、大腸内視鏡検査(CS)を施行したところ
大腸癌が疑われ精査加療目的に当科紹介入院となった。【経過】造影CT検査
で横行結腸癌、リンパ節転移が疑われ、当院でのCSでは右側横行結腸右側に
全周性２型腫瘍を認めスコープが通過しなかった。CROSS score 1でBTS目
的での大腸ステント留置術の適応と考え、12cmの大腸ステントを肝彎曲にか
からずに偶発症なく留置したが、ステント留置翌日も排便がなく、腹部単純
レントゲンでステントの拡張不良が疑われた。CT検査を施行したところ、大
腸ステントが中央部で捻じれ閉塞していた。ステントを再留置する方針とし、
大腸ステントの肛門側の一端を把持鉗子で把持したままスコープごと抜去し
た。再度腫瘍部を評価すると狭窄長は2cm程度で大腸ステント再留置し終了
した。ステント再留置後は、偶発症を認めず後日待機的腹腔鏡下右半結腸切
除を施行した。【考察】大腸ステントの「捻じれ」の生じた原因として、病
変狭窄長、大腸ステント特性、ステント展開時のスピードとスコープ軸の捻
じれが影響していると考えられた。病変狭窄長が短いことで短軸方向への可
動性が増加する。また、大腸ステントは製造時、ステントを捻じりながらシー
ス内に収納している。使用したステントはHook and Cross構造で、展開時に
はらせん状に収納されたステントがらせんを戻すようにCell毎に展開される。
展開スピードが速くかつ狭窄が強かったため展開時に製造時の「捻じれ」を
解消することができず、ステントが捻じれた可能性が考えられた。大腸ステ
ント留置の際には、大腸ステントの特性を考慮し偶発症に適切に対応する必
要がある。【結語】大腸ステント留置後、ステントの「捻じれ」により狭窄
解除ができない稀な偶発症に対し内視鏡的にステントを抜去し再留置が可能
であった1例を経験した。

大腸ステントによる稀な偶発症をきたし
た 1 例

O-135
（内）

つがる西北五広域連合 つがる総合病院 消化器・血液・膠原病内科1）、
弘前大学大学院 医学研究科 消化器血液内化学講座2）

○前田　高人1,2）、海老名　徹1,2）、木村　昌代1,2）、太田　真二1,2）、中川　悟1,2）、
小山　隆男1,2）、岩村　秀輝1）、福田　眞作2）

【目的】閉塞性大腸癌に対する大腸ステント留置術は手術前の腸管減圧（bridge 
to surgery: BTS）および緩和的治療（palliation: PAL）目的で広く行われて
いる。今回、当院における内視鏡的大腸ステント留置について検討し、その
有用性と妥当性を明らかにすることを目的とした。【方法】2014年4月から
2021年8月までの期間に当院で内視鏡的大腸ステント留置術が施行された閉
塞性大腸癌患者のうち、BTS目的で施行されたStageII/IIIの大腸癌患者24例
と、PAL目的で施行された42例（施行後はBest Supportive Care）を対象と
した。それぞれの患者背景、手技的成功率、臨床効果、ステント関連合併症、
手術あるいはステント留置後の経過などについて遡及的に検討した。【結果】
BTS群は男性13例、女性11例、年齢中央値70.5歳、cStageII/IIIは15/9例、腫
瘍部位は右側結腸6例、左側結腸14例、直腸4例であった。ステントの適切な
留置が可能であった技術的成功率は95.8％、臨床的に閉塞が解除された臨床
的成功率は87.5％であり、ステント関連合併症は術前の閉塞が2例（8.7%）で
認められた。手術までの待機期間中央値は24.0日、一期的吻合率は81.8%、ス
トーマ造設率は13.6%であった。術後合併症は4例（18.2%）; 縫合不全1例、
腹腔内膿瘍1例、創感染1例、麻痺性イレウス1例で認め、いずれもClavien-
Dindo分類II以下であった。PAL群は男性16例、女性26例、年齢中央値85.0歳、
ECOG Performance Status 3以上が25例、cStageIVが16例、腫瘍部位は右側
結腸20例、左側結腸17例、直腸5例であった。技術的成功率は97.6％、臨床的
成功率は88.1％であり、ステント関連合併症は14例（33.3％）; 穿孔1例（2.4％）、
出血1例（2.4％）、閉塞6例（14.3％）、脱落3例（7.1％）、Stool impaction 3例（7.1％）
で認められた。観察期間中央値92日（範囲: 7-1516日）で留置から360日後の
ステント開存率は86.4％であった。【結論】当院での閉塞性大腸癌に対する内
視鏡的大腸ステント留置術の成功率は既報と同等であり、安全かつ有効に施
行されていると考えられた。

当院における閉塞性大腸癌に対する大腸
ステント留置術についての検討

O-134
（内）

山形大学大学院医学系研究科医学専攻 外科学第一講座
○高橋　利真、川村　一郎、岡崎　慎史、大塩　博、元井　冬彦

症例は38歳女性。27歳時に左卵巣漿液性腺癌の診断で他院婦人科にて左付属
器摘出術を施行した。病理は漿液性腺癌の診断で追加切除の適応であったが、
妊孕性温存の希望があり、術後補助化学療法としてTC療法を5コース施行し
経過観察を行っていた。30歳時に妊娠し、その際に右卵巣腫瘍を指摘され、
出産後も増大傾向を認めたため、32歳時（初回手術より5年目）に手術を施行
した。術中迅速病理診断で漿液性腺癌の診断であり、子宮全摘、右付属器摘
出、大網切除術を施行した。術後補助化学療法としてTC療法5コース施行し、
その後は経過観察を行っていた。初回手術より11年目にCA125の上昇とPET
－CT検査でS状結腸にFDG異常集積を認めた。卵巣癌再々発が疑われ、当院
婦人科を紹介受診し、手術協力目的に当科紹介となった。下部消化管内視鏡、
超音波内視鏡検査では筋層内に発育する粘膜下腫瘍として病変を認めた。生
検は出血のリスクが高く施行せず、診断的治療も兼ねてS状結腸切除術を施
行した。病理診断は腺癌で、免疫染色ではCK ７陽性、CK20陰性、ER陽性、
PgR陽性であり結腸原発ではなく卵巣癌由来と考えられた。播種のような壁
外の所見は認めず、卵巣癌の結腸転移と診断した。術後は婦人科にて化学療
法施行中である。転移性大腸癌は全大腸癌の1%以下の稀であるが、卵巣癌の
大腸転移は剖検例では30.5％と高率に報告されている。実臨床でもしばしば
経験するが、その多くは播種性の転移でありリンパ行性、血行性の転移は稀
である。脈管からの転移は粘膜下層、筋層に転移巣を形成し、腸管内腔へ発
育することが報告されている。本症例は粘膜面への病変の露出を認めず、生
検による術前診断は困難で消化管GIST、NETが鑑別に挙げられたが、オク
トレオスキャン陰性、超音波内視鏡検査で高エコー病変を呈するなど特徴的
な所見を認め、病理所見からも卵巣癌の脈管からの転移が疑われた。粘膜下
腫瘍として切除された卵巣癌のＳ状結腸転移の1例を経験したので報告する。

消化管原発粘膜下腫瘍と鑑別を要した卵
巣癌のＳ状結腸転移の 1 例

O-133
（消）
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太田西ノ内病院 外科
○圓谷　秀哲、伊藤　泰輔、松石　彬、遠藤　久仁、石井　芳正

症例は59歳、男性。腹痛を主訴に他院を受診し、精査加療目的にて当院に紹
介された。腹部造影CTにて、回盲部が上行結腸に陥凹して腸重積を来してお
り、先進部に腫瘤性病変があり、その近傍に腫大した腸間膜リンパ節を指摘
された。透視下注腸造影検査にて、肝弯部にカニ爪様陰影を認め、高圧浣腸
にて整復された。その後の下部消化管内視鏡検査にて、盲腸に約50mm大の
隆起性病変あり、AV58cmの横行結腸に約20mm大の潰瘍性病変を指摘され
た。腹腔鏡補助下右結腸切除術を施行し、手術検体の病理組織学的検査の結
果から、Ｔ細胞リンパ腫の診断となった。術後のＰＥＴ検査にて明らかな腸
管外病変は指摘されず、結腸原発のＴ細胞リンパ腫の診断となった。結腸原
発のＴ細胞リンパ腫の症例報告は少なく、文献的考察を加えて報告する。

腸重積を契機に発見され腹腔鏡下に切除
した結腸 T 細胞リンパ腫の１例

O-140
（消）

秋田赤十字病院 臨床研修センター 1）、秋田赤十字病院 消化器病センター 2）

○山田　宗玄1）、松下　弘雄2）、田口　愛弓2）、吉川　健二郎2）、田中　義人2）、
加藤　文一朗2）、萬　春花2）

【症例】60歳台，男性．【主訴】腹痛．【現病歴】早朝に突然生じた臍周囲の間
欠痛を主訴に近医を受診し，腹部超音波検査で腸重積が疑われたため当院救
急外来を紹介受診した．【受診時現症】意識清明，心拍数92/分，血圧162/96 
mmHg，体温36.9℃，呼吸数20/分．腹部は平坦・軟で心窩部から臍周囲に圧
痛を認めたが，腹膜刺激徴候は認めなかった．【血液生化学所見】白血球 7,700/
μL（好中球 83.8％，好酸球0.3％，好塩基球 0.0％，単球 4.2％，リンパ球 
12.2％）．CRP 1.13 mg/dL．【臨床経過】救急外来で腹部超音波検査を施行し，
右上腹部にtarget sign様の所見を認めた．腹部造影CT検査でも，上行結腸
肝弯曲部付近に腸重積を疑う所見を認め，その先進部にはlow densityの腫瘤
性病変が存在し，悪性腫瘍または重複腸管が疑われた．これらの所見を総合
的に判断し，大腸癌などを先進部とする上行結腸重積の診断となった．外科
的治療が必要と思われたが，腹痛は改善していたため緊急手術の適応ではな
いと判断し，後日右半結腸切除術を施行する方針となった．入院に際し，病
変部の確認目的に大腸内視鏡検査を行った．内視鏡検査施行時は腸重積を認
めず，重積があった部位にSMT様の浮腫状粘膜を認めた．またそのすぐ口側
に，腸粘膜に刺入しているアニサキス虫体を発見し，大腸アニサキス症によ
る浮腫性変化と判断した．虫体は生検鉗子で摘除し，その後食事歴について
再度聴取すると，受診2日前と前日にヒラメ，アジ，サバの寿司や刺身を摂
取していたことが判明した．上行結腸の浮腫性肥厚が強く腸管安静が好まし
いと判断したため，同日当科に入院した．入院後は絶食・補液管理で腹痛の
再燃はなく，第4病日に前処置を行なった上で施行した大腸内視鏡検査では
腸管の浮腫性肥厚は改善しており，第5病日に施行した腹部CT検査でも腸重
積や上行結腸の壁肥厚はみられなかった．腹痛再燃なく経過良好であったた
め，第6病日に退院となった．【考察】大腸アニサキス症による腸重積は非常
に稀な疾患である．報告例の約半数は緊急手術となっているが，本症例は内
視鏡的に虫体を発見，さらに摘除したことにより手術を回避することができ，
保存的加療により改善した．腸重積の診療においては病歴聴取も重要であり，
積極的な大腸内視鏡検査の介入も検討すべきと考えられた．若干の文献的考
察を加えて報告する．

上行結腸重積を呈した大腸アニサキス症
の 1 例

O-139
（内）

JA秋田厚生連 由利組合総合病院1）、
日本大学 医学部 内科学系 消化器肝臓内科学分野2）

○和田　邦宏1）、鈴木　翔1,2）、藤原　純一1）、荒田　英1）、岩塚　邦生1,2）、
道免　孝洋1）、大嶋　重敏1）

【はじめに】潰瘍性大腸炎は若者に多い疾患である。今回、高齢で発症した
潰瘍性大腸炎を経験したので報告する。【症例】70歳代男性。陳旧性ラクナ
梗塞の既往がある。2 ヶ月前から下痢と血便が始まり、症状が持続するため
当科を受診した。受診時は軽度の腹痛あり、体温36℃台、排便約4回/日で顕
血便あり、発熱35.8℃、脈拍99回/分であった。以上から中等症と判断した。
下部消化管内視鏡検査では、直腸から連続性に全大腸に発赤細顆粒状粘膜と
血管透見消失を認めた。経過と内視鏡所見から潰瘍性大腸炎全結腸型と診断
し入院となった。便培養検査は陰性で、大腸粘膜からの生検病理診断で大腸
粘膜へのびまん性炎症細胞浸潤と陰窩膿瘍を認めた。中等度の潰瘍性大腸炎
と診断しメサラジン腸溶錠4800mgの内服とプレドニゾロン(PSL)60mgの点滴
にて治療を開始した。治療開始後、腹部症状と排便状態は速やかに改善した
ため徐々にPSL減量し、第19病日に退院となった。退院後も外来にてPSLを
漸減して第61病日にPSLを終了した。その後もメサラジン腸溶錠は継続し、
症状再燃なく経過している。【考察】近年、高齢で発症した潰瘍性大腸炎の
報告が散見される。本邦では社会の高齢化に伴い、このような症例が増加す
ることが予想される。高齢発症の潰瘍性大腸炎の一例について若干の文献的
考察を加えて報告する。

高齢者で発症した潰瘍性大腸炎の一例O-138
（消）

大曲厚生医療センター 消化器科
○大久保　亮、小野地　研吾、眞坂　智寛、沖口　将夫、三浦　雅人

【症例】48歳、女性【既往歴】特記事項なし【現病歴】20XX年胃癌検診でバ
リウムによる上部消化管造影検査を施行された。検査当日に白色調のバリウ
ム便の排泄を2回認めたが、その後3日間は排便がなく近医を受診し下剤を処
方された。しかし使用後も排便を認めず腹痛が増悪したため、検査5日後に
当科紹介となった。来院時、腹部膨満および左下腹部の圧痛を認めたが、血
液検査所見では炎症反応亢進や白血球増加はなかった。腹部単純X線写真で
はS状結腸から下行結腸まで連続したX線不透過性物質を認め、それより口側
の結腸は拡張している状態だった。バリウム糞石による腸閉塞と判断し、内
視鏡的に糞石除去を試みる方針とした。透視下で大腸内視鏡を挿入したとこ
ろ、S状結腸下行結腸移行部に白色調の巨大な便塊を認め、これによって閉
塞を来している状態であることが確認できた。この糞石に対しスネアを用い
て少しずつ破砕していったところ、糞石が崩れて内視鏡が通過可能となった
ため、口側にガストログラフィンを散布し処置を終了とした。3時間後に多
量のバリウム便の排便があり腹部症状は改善、以後も腹痛や発熱はなく食事
再開とし、その後の腹部単純X線写真でも大腸ガス、バリウム便の減少を認
めたため処置後3日目に退院とした。【考察】上部消化管造影検査後のバリウ
ム糞石による腸閉塞は稀な偶発症ではあるが、腸閉塞により消化管穿孔を来
すと重篤な経過を辿る場合がある。内視鏡的処置により摘出された大腸糞石
の報告はあるが、バリウム糞石を破砕した報告は少なく、貴重な症例と考え
報告する。

バリウム糞石による腸閉塞に対し内視鏡
的糞石破砕術が有効だった 1 例

O-137
（内）

一
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国立病院機構仙台医療センター 消化器内科1）、
国立病院機構仙台医療センター 外科2）

○小泉　薫1）、杉村　美華子1）、岩渕　正広1）、大島　有希子2）、小山　淳2）、
真野　浩1）、鵜飼　克明1）

【症例】50歳代女性【主訴】直腸癌術後吻合部閉鎖【現病歴】202X年4
月に下部直腸の25mm大の隆起性病変に対してEMRを施行したところ、
Adenocarcinoma (tub1＋tub2)、pT1b(浸潤距離5000μm)、V0、Ly0、pVM0、
pHM0の結果であった。追加腸切除の適応と判断し、同年6月に当院外科にて
腹腔鏡下括約筋間直腸切除術( intersphincteric resection : ISR )を施行し、回
腸人工肛門を造設した。【臨床経過】人口肛門閉鎖術前に吻合部確認のため
に内視鏡検査を施行したところ、直腸吻合部に膜様完全閉塞を認めた。閉塞
部に対する外科的処置は侵襲が大きいとの外科医の判断があり、内視鏡治療
の方針となった。この吻合部膜様閉塞を突破するために、まず透視下にて回
腸人工肛門からPCF-PQ260L（オリンパス）を挿入し肛門側へと進め、大腸
吻合部口側盲端まで到達させた。次に肛門部からGTF-XQ260（オリンパス）
を挿入し、透視下で吻合部の方向を確認し、さらに慎重に進行方向を調節し
つつ肛門側盲端部まで内視鏡を進めた。同部を鈍的に剥離し、PCF-PQ260L 
scope側からGTF-XQ260 scopeが盲端を通過したことを確認した。閉塞部は
一度開通を得たものの再閉塞が懸念されたため経肛門的イレウスチューブを
挿入し同部に4日間の留置とした。経肛門的イレウスチチューブ抜去後は内
視鏡的ブジーを継続し再閉塞・狭窄予防とした。以上の経過を経て、202X年
5月に外科で人工肛門閉鎖術を施行した。【考察】ISRは肛門温存術式として
本邦でも広まりつつあり、永久人工肛門を回避できる点で患者のQOLを大き
く改善させる可能性がある。一方ISRの晩期合併症としての狭窄も報告され
ており、人工肛門を閉鎖できなくなる症例も存在する。本症例では盲端部の
口側と肛門側の両方向からapproachすることで内視鏡的に狭窄の解除を得る
ことができた。外科的治療よりも括約筋への侵襲は少なく術後の肛門障害の
出現も軽減できたものと考えている。また、一度だけの内視鏡的処置では再
閉塞の可能性もあったため経肛門的イレウスチチューブの留置を行う工夫も
行った。本症例は現在人工肛門を閉鎖してから半年ほど経過しているが、吻
合部の再狭窄をきたすことなく経過している。ISR後の術後吻合部閉塞に対
して内視鏡的剥離術及びその後の経肛門的イレウスチチューブの留置が奏功
した一例を経験したので報告した。

直腸癌術後吻合部閉塞に対して内視鏡的
処置が奏功した 1 例

O-144
（内）

秋田大学医学部付属病院
○松山　磨理、松橋　保

【症例1】60代男性【現病歴】20XX年に近医で便潜血を指摘され前医を受診
し、大腸内視鏡検査で回腸末端から全大腸にかけて無数のポリープを指摘さ
れ、上部消化管内視鏡検査で胃前庭部全体および体部に散在する過形成ポ
リープを認めたことからCronkhite-Canada症候群（以下CCS）が疑われ、精
査のため当院当科を紹介受診した。【経過】大腸内視鏡検査で回腸末端から
結腸全体に発赤調鋸歯状の多発ポリープを認めた。上部消化管内視鏡検査で
は前庭部を中心に同様のポリープを認めた。組織学的生検結果よりCCSと診
断され、プレドニゾロン（以下PSL）を30mg/日より開始し自覚症状の改善
を認めたが20mg以下で症状が再燃した。PSL25mgにサラゾスルファピリジ
ン2000mgの併用を行ったが大腸内視鏡検査で改善に乏しくアザチオプリン
50mgを併用で開始した。症状の再燃なくPSLを漸減中止、サラゾスルファピ
リジンを1000mgに減量した。以降も再燃なくサラゾスルファピリジンとアザ
チオプリンのみで寛解を維持している。【症例2】60代男性【現病歴】20YY
年9月に口腔内不快感と上腹部痛、軟便を主訴に前医を受診した。上部消化
管内視鏡検査で体上部から前庭部に多発する発赤結節を認め、低蛋白血症、
爪の変形を伴っていたことからCCSが疑われ、精査のため当院当科を紹介受
診した。【既往歴】1型糖尿病、20YY-2年に回腸偽腫瘍に対し回盲部切除術　【経
過】当科でPSLを30mgより導入し症状の寛解を得て5mgで維持したが、多発
ポリープ所見は残存していた。20YY+3年に膜性腎症を発症し当院腎臓内科
でPSL17.25mg、シクロスポリン150mg、ミゾリビン150mg、リツキシマブ
500mgを投与され、以降はミゾリビン150mgと半年毎のリツキシマブ500mg
点滴投与となった。同年7月の内視鏡でポリープ所見の改善を認めPSLを中止
したが以降も寛解を維持している。【考察】CCSは極めてまれな疾患であり、
効果的な治療法は確立されておらず、現時点ではステロイドによる治療が標
準となっている。今回はステロイド難治性であり免疫調整薬の投与で寛解を
得たCCSの症例を経験したためここに報告する。

免疫調整薬が奏功したステロイド難治性
Cronkhite-Canada 症候群の 2 例

O-143
（消）

由利組合総合病院 消化器内科1）、大曲厚生医療センター 緩和ケア科2）

○藤倉　佑光1）、道免　孝洋1）、藤原　純一1）、荒田　英1）、岩塚　邦生1）、
鈴木　翔1）、大嶋　重敏1,2）

【症例】82歳女性【主訴】腹痛、水様下痢【既往歴】腰椎圧迫骨折、神経筋サ
ルコイドーシス、糖尿病、尿路感染症【現病歴】20xx年5月1日から両側下腹
部痛、水様下痢出現し、腹痛が徐々に増悪してきたため同月3日に当院救急
外来を受診した。【現症】軽度発熱あり、意識清明。腹部は平坦軟、腫瘤触
知せず、左右両側下腹部に圧痛を認めた。【入院時検査所見】WBC 12000/μL、
CRP8.73mg/dLと炎症上昇をみとめた。造影CT検査では全大腸に浮腫状壁肥
厚所見をみとめた。【入院後経過】腹部症状や炎症反応が強く、入院の上治
療を行う方針とした。便検査上、GDH陽性、C.difficileが検出され、CDtoxin
は陰性であったが受診する前月に尿路感染症に対して当院泌尿器科入院し抗
菌薬使用歴があり、症状、画像所見からC.difficile感染症(CDI)と診断した。入
院後7日間バンコマイシン(VCM)0.5gの１日4回経口投与を行い、整腸剤（酪
酸菌製剤）投与も併用し症状、炎症所見は改善し退院。外来で経過をみてい
たが、退院10日後に腹痛や水様下痢等の症状が再燃。CTで前回入院時同様全
大腸に浮腫状壁肥厚をみとめ、また下部消化管内視鏡検査で偽膜を確認した
ため、CDI再燃の診断で再入院。入院後からVCM0.5gの１日4回経口投与を開
始し14日間投与を行い経過良好にて退院。しかし退院10日後に2回目の再燃
あり再々入院。VCMの漸減療法を施行する方針とした。VCM0.5gを１日4回
経口投与1週間、その後１日2回投与に漸減し、症状、炎症所見も改善したと
ころで退院。退院2日後に１日1回投与に漸減したが、それから8日目に肝機
能障害をみとめたため、VCM投与を中止した。VCM投与中止後、肝機能は
速やかに正常化し、投与中止のままでCT上、腸管浮腫は消失、下部内視鏡検
査の再検でも偽膜は消失し腸管粘膜は正常化し、以後現在まで再燃なく経過
している。【考察】CDIの4人に１人は再発するといわれており、再発後の治
療に難渋する症例も散見される。今回我々はCDIの再発例にVCMの漸減療法
が著効した症例を経験したので若干の文献的考察も加えて報告する。

バンコマイシンの漸減療法が著効した偽
膜性腸炎の 1 例

O-142
（消）

公立相馬総合病院 消化器科
○野村　建斗、藁谷　雄一、佐竹　隼輔

【緒言】脂肪腫は消化管内では大腸の発生頻度が高く，単発が多く右側結腸
に好発する.本来は柔らかくcushion sign陽性の粘膜下腫瘍を呈するが，大型
の病変で腸重積を合併すると表面凹凸不整となり悪性腫瘍との鑑別が難しい
場合があるとされる.今回,横行結腸右側に発生し,悪性腫瘍との鑑別を要した
大腸脂肪腫の1例を経験したので報告する.【症例】47歳女性が上腹部痛を主
訴に近医で受診し,血便も認めたことから下部消化管内視鏡検査(CS)を施行さ
れ，横行結腸に1型様腫瘍を認め,当院に紹介された.当院受診時には腹部症状
は軽快していたが, CTで横行結腸右側に40mm大の低吸収腫瘤を認め腸重積
様の肛門側への嵌頓を呈していた.また，周囲リンパ節の軽度腫大もみられて
いた.当院初診から7日目に入院とし，入院第2病日のCSで粘膜下腫瘍様形態
を示す硬さのある腫瘤が横行結腸右側に嵌頓していた.表面に白苔付着が目立
ち，基部も炎症性変化が強く表面構造の評価は困難であった.腹部圧迫を行い，
なんとかスコープは腫瘤を超えて回腸末端まで達し，結果として嵌頓が解除
された.腫瘤は有茎性で肝弯部を基部として肛門側に嵌入しており，腫瘤から
3個生検したが，いずれも炎症所見のみであった.同日より入院し，絶食で精
査を進めた.MRIではT1WI，T2WIで高信号かつ脂肪抑制される境界明瞭な
腫瘤として描出され，脂肪腫の所見であった.画像診断からは一過性に腸重積
を呈する40mm大の脂肪腫だったが，病理学的診断が得られず，周囲リンパ
節軽度腫大から悪性腫瘍も鑑別に外科的切除の適応と判断された.入院第9病
日に腹腔鏡下横行結腸部分切除術が行われ,術中に所属リンパ節の腫大を認め
たため腫瘍の支配動脈である中結腸動脈右枝の切離とリンパ節郭清が併せて
行われた.切除した腫瘍は病理学的に脂肪腫の所見であり,炎症細胞の浸潤や線
維化を伴っていたが,腫瘍とリンパ節ともに悪性を示唆する所見は認められな
かった.【結語】悪性腫瘍との鑑別を要した横行結腸脂肪腫の1例を経験した.一
過性の腸重積を繰り返す脂肪腫においては粘膜面が平滑とは限らず，腫瘍自
体も炎症性変化を繰り返すことでcushion signも陰性となることがあり，内
視鏡診断に窮する例があることに注意すべきである.

一過性の腸重積を繰り返したことにより
内視鏡診断を困難とした横行結腸脂肪腫
の 1 例

O-141
（内）
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福島赤十字病院 消化器内科
○鈴木　賛、菅野　有紀子、大平　怜、浅間　宏之、紺野　直紀、児玉　健太、

黒田　聖仁

【症例】60歳代女性【主訴】発熱【既往歴】50歳代 統合失調症, 腹部手術歴
なし.【現病歴】2021年3月に食思不振を主訴に当科を受診した. CTで大腸
内残渣貯留を認め浣腸後排便あり帰宅した. その3日後に発熱を主訴に再診
し, 左肺炎像を認め誤嚥性肺炎の診断で入院した. 【入院時現症・検査】GCS 
E2V2M4, SpO2 92%(r.a.) 39.3℃ , 腹部膨満, 圧痛なし. 血液検査：WBC 11,600 
/μL, CRP 17.48 mg/dL, 肝胆道系酵素正常範囲. 造影CT: 左肺背側浸潤影, 胆
嚢腫大あり, 内部胆石を認めず. 腹部超音波検査(以下, US):胆嚢腫大, 胆嚢壁肥
厚あり, 腹水なし. 【経過】肺炎に対しTAZ/PIPC投与を開始した. 16病日に肺
炎が改善したため経管栄養を開始したところ発熱と腹痛が出現し, 18病日US
で胆嚢腫大を認め胆嚢炎と診断しCMZを開始した. 外科と協議し19病日に経
皮経肝胆嚢吸引穿刺法を施行した. この際US上で肝両葉被膜下に膿瘍は存在
していたが, 拡張した腸管と認識していた. 23病日にCTで胆嚢周囲から肝両
葉被膜下および左上腹部腹腔内に連続する巨大な膿瘍を認めた. 24病日に膿
瘍腔に対し経皮経肝膿瘍ドレナージチューブを留置した. 以後膿汁の排液を
確認しながら, ドレナージチューブの位置調整, 交換, 追加を行った. 47病日に
ドレナージチューブからの造影で胆嚢との連続性を認めた. 72病日のMRCP
では, 胆管合流異常, 胆管の器質的病変や結石は認めなかった. 膿瘍は縮小し
137病日に退院となった.【考察】胆嚢周囲膿瘍は重症胆嚢炎の2-20 %に合併し, 
漿膜を欠き組織的に脆弱な肝床部および胆嚢動脈の末梢側で虚血に弱い胆嚢
底部から膿瘍形成が生じやすいことが知られているが, 肝両葉被膜下に膿瘍
形成が生じた報告は稀である. 本症例が重症化した原因として基礎疾患によ
り症状の覚知に難渋したことや胆嚢底部が広範囲に肝床部と接していた解剖
学的位置関係によるものと考察した. 【結語】無石胆嚢炎による肝被膜下膿瘍
の貴重な臨床経過を長期間にわたり経験した. 治療経過および本症例の成因
を考察し報告する.

治療に難渋した無石胆嚢炎による巨大な
肝被膜下膿瘍の１例

O-148
（消）

市立秋田総合病院 消化器内科
○高橋　康貴、辻　　剛俊、猿田　陽平、菅原　佳恵、大野　秀雄、津田　聡子、

千葉　満郎、中根　邦夫、小松　眞史

【はじめに】直腸潰瘍は急性出血性直腸潰瘍（acute hemorrhagic rectal 
ulcer:AHRU）,直腸Dieulafoy潰瘍,宿便性潰瘍などが挙げられる.基礎疾患を
有する高齢者に発生し大量下血をきたす疾患で,高齢化が進む中でますます重
要性が増すと考えられる.そこで当院にて下血・血便が原因で下部内視鏡検査
を行った中で,直腸潰瘍と判明した症例の臨床背景と臨床経過について検討し
た.【対象と方法】2015年4月1日から2020年12月31日まで,血便・下血のため内
視鏡検査を要し,直腸潰瘍を認めた36症例を対象とし後ろ向きに検討した.男性
15例,女性21例,年齢79.8歳（52歳～ 97歳）.PS0 8例,PS1 7例,PS2 8例,PS3 3例,PS4 
6例.宿便性潰瘍（疑いも含む）30例,直腸Dieulafoy潰瘍2例,AHRU 2例,悪性リ
ンパ腫1例,内視鏡治療後潰瘍1例であった.【結果】直腸潰瘍の部位は直腸Rb
が35例,Raが1例であった.Rbのうちほとんどが歯状線近くの潰瘍であった. 前
壁11例,左側壁7例,右側壁7例,後壁3例,前～左側壁2例,前～右側壁1例,半周（前
壁より）1例,全周3例であった.内視鏡的治療を行った症例は16症例（44％）で, 
初回治療はクリップ法11例(68.7%),熱凝固法3例(18.7%),クリップ法+熱凝固法
2例(12.5%)であった.再発例は5例（13.8％ .直腸Dieulafoy 1例,宿便性潰瘍4例）
でありいずれも2週間以内の再発であった.止血処置を行わなかった１例を除
いて再発時はクリップ法,熱凝固法では止めきれず,留置スネアによる巾着法が
施行された.巾着法後の再発はいずれも認めなかった. 5年以内の死亡は15例で
あり,急性期（30日以内）が3例.すべて既存疾患または併発症による死亡であっ
た.【考察】直腸潰瘍は再発を認めるが内視鏡的治療の成績は良好である.前処
置を必要としない事例が大半で,高齢者の下血に関して内視鏡での直腸内の観
察は有用であることが分かった.直腸潰瘍は円形・縦走・輪状潰瘍など様々な
形態を呈し大きい潰瘍となることがある.クリップ法,止血凝固のみでは潰瘍を
縫縮また止血が困難な場合は留置スネアによる巾着法が有効であった.直腸病
変であるため内視鏡挿入の手間がかからず,大きいまた露出血管を認め再発が
予想される潰瘍では巾着法の追加も検討されると考えられた.

当院において直腸潰瘍により出血をきた
した症例についての検討

O-147
（内）

秋田厚生医療センター 消化器内科
○小林　直大、渡部　博之、星野　孝男

【症例】72歳男性【主訴】血便【既往歴】慢性心房細動、拡張型心筋症、高
血圧症、高脂血症、慢性甲状腺炎【内服歴】循環器内科より慢性心房細動に
対して2011年8月からプラザキサ110mg2錠分2朝夕食後内服していた。【現病
歴】2020年6月に2日前から続く血便で近医を受診され、当院に紹介となった。

【来院時現症】腹部は平坦・軟、圧痛なし、腫瘤など触知せず。直腸診で暗
赤色便付着。【血液生化学所見】貧血や低栄養、炎症反応上昇を認めず。血
小板数の低下は以前までと同程度。【経過】当科に入院したうえで、第2病日
に大腸内視鏡検査を施行したところ、S状結腸に長径10cm弱、1/3-1/2周性の
潰瘍性病変あり。表面には帯状の薄い膜が付着しており、脱落した粘膜と考
えられた。潰瘍表面に小血管があり出血した可能性が考えられた。その他、
下行結腸やS状結腸に発赤したびらんが5-10個続いていたが、水洗で出血はな
く観察のみとした。第3病日より食事再開され、血便なく経過したため第４
病日に退院された。2016年3月に血便で当科受診されて大腸内視鏡検査した
ときにはS状結腸に粘膜下血腫の所見と数か所のびらんを認め、今回も同様
に下部消化管出血が起きたことが考えられた。第11病日に再診するも血便や
採血上の貧血進行は認められず、7月に消化管出血とPlt低下に対して相談し
プラザキサなどによる薬剤性の血小板減少症とそれに伴う消化管出血が疑わ
れ、血液疾患を考える所見はみられなかった。毛細血管脆弱性の改善目的に
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物の処方を開始した。循環器内科
でダビガトラン110mg2錠からイグザレルト15mgへ内服切り替えた。その後
血便なく経過し、現在定期的な採血と内視鏡検査で経過観察中である。【考察】
消化管壁内血腫は十二指腸と小腸が多く、大腸は数％と比較的稀である。病
因として外傷、抗凝固療法、血液疾患の順に多いが、本症例では、外傷歴や
血液疾患はなかった。また、内視鏡上虚血性変化や炎症所見がみられなかっ
たことから虚血性腸炎である可能性は低いと考え、ダビガトラン内服中に生
じた大腸粘膜下血腫と診断した。【結語】ダビガトラン内服中に生じた大腸
粘膜下血腫の1例を経験したので若干の文献的考察を含めて報告する。

ダビガトラン内服中に生じた大腸粘膜下
血腫の１例

O-146
（内）

青森県立中央病院 消化器内科1）、
弘前大学大学院医学研究科 消化器血液内科学講座2）

○宮代　楓1,2）、花畑　憲洋1）、須藤　翔1,2）、五十嵐　昌平1,2）、佐竹　美和1,2）、
島谷　孝司1,2）、金澤　浩介1）、沼尾　宏1）、棟方　正樹1）、福田　眞作2）

【症例】60歳代、女性【主訴】腹部不快感、肛門痛【既往歴】2015年 痔核手
術【現病歴】2018年7月、腹部不快感を自覚し、前医で下部消化管内視鏡検査(CS)
を施行したところ、直腸に褪色調の隆起性病変を認めたため、精査加療目的
に当院紹介となった。【経過】CSでは、直腸Rbから肛門管にかけて亜全周性
に褪色調の乳頭状隆起性病変を認め、直腸Ra ～ Rbにも同様の病変を認めた。
NBI観察、インジゴカルミン散布、クリスタルバイオレット染色を施行したが、
乳頭状の構造に白色の物質が固着しており評価は困難だった。生検病理所見
は、異型の弱い腺上皮を認め、間質には線維化と血管増生を認めた。CT検査
では直腸壁の肥厚を認めたが転移や浸潤を示唆する所見はなく、診断的治療
目的に肛門部の亜全周性病変に対しESDを施行した。ESD時、先端フードの
接触により、表面の褪色調の構造物が一部除去され、発赤調の粘膜を認めた。
切除標本の病理所見では、腺管は過形成性変化を呈し乳頭状に増生しており、
間質では血管増生を伴う肉芽組織を認め、筋線維芽細胞の増生を認めた。褪
色調の部分は滲出物で覆われており、最終病理診断はMPSだった。現在、外
来にて年１回程度のCSによる経過観察を行なっており、肛門周囲の病変は再
発なく、直腸Ra ～ Rbの病変は著変なく経過している。【考察】MPSは、隆起型、
潰瘍型、平坦型などの多彩な内視鏡像を呈するが、乳頭状隆起を示す報告例
は少ない。保存的治療に抵抗性であったMPSに対して内視鏡的切除が有効で
あるという報告もあり、ESDが有用であると考えられた。一方、直腸内発育
する尖圭コンジローマの内視鏡所見は一部乳頭状の隆起を伴う褪色調の扁平
隆起性病変で病理所見は表層型ないし中層型の扁平上皮細胞の核周囲空洞化
(koilocytosis)、乳頭状増殖を呈する。本症例では、過形成性変化により腺管
が乳頭状に増生し、厚く強固な滲出物で覆われたために類似した所見を呈し
たものと考えられた。今回我々は、尖圭コンジローマ様外観を呈したMPSに
対しESDを施行した一例を経験したので報告する。

特異な外観を呈した直腸粘膜脱症候群
(MPS) の一例

O-145
（内）
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一般財団法人 太田総合病院付属 太田西ノ内病院 消化器内科
○下田　遥、竹田　悠太郎、今村　秀道、亀岡　英介、綿引　優、間　浩正、

橋本　健明、迎　愼二

【緒言】胆嚢癌の術後再発例は，多発および多臓器転移や遠隔リンパ節転移
など切除困難例が多く，一般的に予後は不良とされている．今回，Spy Glass 
DSを用いて，胆嚢癌の局所再発と診断し，R0切除が見込めた一例を報告する．

【症例】2017年11月に，胆嚢癌に対して拡大胆嚢摘出術を施行され，治癒切
除となった71歳男性．2021年8月のCTで，総肝管起始部に18mm大の軟部陰
影を認めた．MRIでは，病変はT2強調像で高信号，拡散強調像では淡い高信
号を示し，胆嚢癌局所再発を疑った．EUSでは，遺残胆嚢管内に限局する内
部不均一な腫瘤影を認め，総肝管には均一な壁肥厚が描出された．ERCでは，
遺残胆嚢管内に陰影欠損像と，肝門部胆管，総肝管に軽度の狭窄像を呈して
いた．総胆管の屈曲が強く，遺残胆嚢管内の鉗子生検は困難であったため，
総胆管で胆汁細胞診を施行し，adenocarcinomaの診断となった．病変の局在
診断が必要であり，Spy Glass DS下での胆管直接観察を施行した．遺残胆嚢
管内には，乳頭状の隆起性病変を認め，狙撃生検でadenocarcinomaの診断と
なった．左右肝管分岐部，総肝管，胆嚢管分岐部，膵内胆管には悪性所見は
なかった．胆嚢癌局所再発(cT1N0M0 cStage I)の診断で外科に紹介し，拡大
右葉切除術を予定した．【結語】胆嚢癌術後の局所再発例に対し，Spy Glass 
DSが術前範囲診断に有用であった．Spy Glass DSで，胆嚢癌の局所再発と診
断し，外科的切除を施行しえた報告はない．したがって，貴重な症例と考え
報告する．

Spy	Glass	DS が術前診断に有用であっ
た胆嚢癌術後局所再発の 1 例

O-152
（内）

福島県立医科大学 肝胆膵・移植外科学講座
○土佐　太朗、石亀　輝英、西間木　淳、渡邊　淳一郎、佐藤　直哉、

小船戸　康英、岡田　良、木村　隆、見城　明、丸橋　繁

【背景】胆管内粘液癌は緩徐な進行を示す極めて稀な腫瘍である。結腸直腸原
発の粘液性腺癌とは異なり、胆管内粘液癌の多くはCK7 + / CK20- となると
されている。今回我々は免疫染色にて大腸癌肝転移パターンを呈した肝内胆
管粘液癌の1例を経験したので報告する。【症例】40歳男性。X-1年のがん検
診で腫瘍マーカー高値 (CEA 6.4 ng/ml、CA19-9 46.8 U/ml)を指摘され、精
査目的のエコーで肝腫瘤が明らかとなった。前医の造影CT検査で肝S6に造
影効果に乏しい径2.4cmの肝腫瘤を認め、造影MRI検査で同病変はT2強調像
で高信号を呈し、肝血管腫が疑われ経過観察となっていた。X年2月のCT検
査で腫瘤径3.1cmと増大を示し、またと腫瘍マーカーの上 (CEA 39.5 ng/ml、
CA19-9 102 U/ml)も認めた。PET-CT検査では既知の肝腫瘤のみにSUV max 
9の集積を認めた。上下部内視鏡検査では悪性を疑う所見はなく、肝悪性腫
瘍が疑われて当院に紹介された。肝生検を実施したが穿刺手技が困難で確定
診断には至らなかったため、肝切除の適応と判断し腹腔鏡下肝後区域切除術
を施行した。切除された肝組織には境界明瞭な35mm大の腫瘍を認めた。病
理組織診ではCK7-、CK20+の大腸癌肝転移に典型的な染色パターンを示す粘
液性成分を多く含む腫瘍を認めたが、大腸病変は認めないため最終的に肝内
胆管粘液癌と診断された。術後2年を超える経過観察期間中にも大腸癌は認
めず、腫瘍マーカーも正常化し、無再発で経過観察中である。【考察】肝腫
瘍の鑑別には免疫組織学的な検討が有用とされ、Shimonishiらの報告では肝
内胆管癌におけるCK7, CK20の陽性率は97%, 43%、一方で大腸癌肝転移では
5%, 100%とされている。本症例では免疫組織学的には大腸癌肝転移を示唆す
るものであったが、術前および術後2年を超える経過観察期間においても大
腸癌と診断されることはなく、肝内胆管癌の診断は妥当である。【結語】今
回我々は、非常に稀な大腸癌の免疫染色パターンを示す肝内胆管粘液癌の一
例を経験した。

大腸癌肝転移の染色パターンを呈した肝
内胆管粘液癌の一例

O-151
（消）

仙台市医療センター仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科1）、
仙台市医療センター仙台オープン病院 消化器外科2）、仙台市医療センター仙
台オープン病院 病理部3）

○楠瀬　寛顕1）、越田　真介1）、菅野　良秀1）、小川　貴央1）、酒井　利隆1）、
與那嶺　圭輔1）、宮本　和明1）、小堺　史郷1）、岡野　春香1）、阿南　秀征1）、
及川　昌也2）、野田　裕1,3）、澤井　高志3）、伊藤　啓1）

78歳男性。健診で血清γ-GTP高値を指摘され、当院紹介となった。血液検
査では肝胆道系酵素とCA19-9、DUPAN-2の上昇を認めた。MRCPで左肝管
からB2-3合流部にかけての胆管狭窄と末梢肝内胆管の拡張を認め、一方で膵
尾部の主膵管狭窄と尾側主膵管拡張も認めた。造影CTでは、左肝管を中心
とした境界不明瞭な低吸収域を認め、末梢側の肝内胆管拡張を認めた。また
膵尾部の主膵管狭窄部に一致して膵実質の萎縮を認めた。EUSでは、左肝
管狭窄部に一致した低エコー腫瘤を認め、膵体尾部の主膵管狭窄部には明
らかな腫瘤は指摘できなかった。以上より肝門部領域胆管癌の疑いと膵上
皮内癌の可能性を考えた。初回ERCPでは膵管へアプローチし，膵尾部主膵
管狭窄部での2ルーメンカテーテルを用いた膵管洗浄細胞診（セルブロック
法）を行い，腺癌疑い（class IIIb）の診断であった。2回目のERCPでは胆
道造影後に経口胆道鏡(Spyglass DS)を行い、左肝管に不整な易出血性の上
皮からなる狭窄を認め、同部の生検では腺癌の組織診断が得られた。マッピ
ング生検では、左右肝管合流部、右前後枝合流部、膵内胆管由来の検体は
良性であった。以上からBismuth IIIb型の肝門部胆管癌および膵上皮内癌の
疑いで，拡大肝左葉切除術および膵体尾部切除術を施行した。切除標本の
組織組織では、左肝管からB2-3合流部にかけて胆管内に乳頭状の異形上皮を
認め、一部肝実質へ浸潤を認めた。一方、膵には体尾部の主膵管から分枝
膵管にわたり上皮内癌（high-grade PanIN）を認め、この病変と別個に同じ
膵尾部に孤立性の微小浸潤癌を認めた。最終病理診断は、1)浸潤性胆管内乳
頭状腫瘍(pT2b,R0,pN0,pM0,pStageII)、2)浸潤性膵管癌 (tub1,Pt,TS1(0.5mm)
pT1a,R0,pN0,pM0,pStageIA)、3)膵上皮内癌 (pStage 0)であった。術後補助療
法としてS-1内服を6か月間行った。術後9か月経過し、現在無再発で外来通院
中である。胆膵領域に3つの悪性腫瘍が併存した稀な1切除例を経験した．胆
膵疾患で切除を検討する場合には術式にも関与するため、この様な多重癌の
可能性を術前に念頭に置く必要がある。

肝門部領域胆管癌（IPNB）に膵尾部の
上皮内癌と微小浸潤癌を合併した 1 切除
例

O-150
（消）

福島県立医科大学付属会津医療センター
○鈴志野　聖子、添田　暢俊、齋藤　拓朗

緊急手術が必要な症例で抗凝固薬を内服している場合は、早急な血液凝固能
の是正を要する。今回われわれは、ワーファリン内服によりプロトロンビン
比(PT-INR)が延長した胆嚢捻転症に対し、プロトロンビン複合製剤を用いて
安全に緊急手術を施行したので報告する。症例は85歳女性。2日前から続く
発熱、右季肋部痛、嘔吐を主訴に当院に来院した。理学所見では、右季肋部
に圧痛と筋性防御を認めた。CTでは、胆嚢は腫大し造影効果は低下し、周囲
の肝実質や腸管に炎症の波及と考えられる造影効果を認めた。MRIでは、胆
嚢頸部に渦巻き状の構造物を認め、胆嚢は下方に変位して胆嚢床と遊離し、
内部に液面形成を認め、胆嚢内に出血が疑われた。以上の所見から胆嚢内出
血を伴う胆嚢捻転症と診断した。完全房室ブロックに対するペースメーカー
植え込み術後のため、ワーファリン1.5mg/日を内服中で、PT-INR: 4.95と延
長していた。ワーファリンの拮抗を目的として、メナテトレノン(ケイツー N)
を繰り返し投与したが、血液凝固能の是正に至らなかった。そのため、プロ
トロンビン複合製剤を1500単位静注投与したところ、PT-INR: 1.29と改善を
認めたため、緊急手術を行った。手術所見では、胆嚢は胆嚢頸部から反時計
回りに360度回転して壊死に陥っていた。内容物は血性で、胆嚢管のみが肝
下面に付着しているGross分類II型であった。腹腔鏡下胆嚢摘出術を行った。
術後経過は良好で、術後12日目に退院した。ワーファリン内服中の急性腹症
の症例で、緊急手術が必要な場合において、ビタミンK製剤のみでは血液凝
固能の是正が困難な場合、プロトロンビン複合製剤が有効であると考える。

ワーファリン内服中でプロトロンビン複
合製剤を用いて緊急手術を施行した胆嚢
捻転症の一例

O-149
（消）
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仙台市医療センター仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科
○與那嶺　圭輔、越田　真介、菅野　良秀、小川　貴央、楠瀬　寛顕、

酒井　利隆、宮本　和明、小堺　史郷、阿南　秀征、岡野　春香、野田　裕、
伊藤　啓

【症例】80歳女性．【現病歴】上腹部痛を主訴に前医を受診し，総胆管結石性
胆管炎の診断でERCPを行ったが，治療完遂困難にて当科紹介となった．【臨
床経過】前医ERCP前のCTでは総胆管の拡張はなく，総胆管内に8mm径の結
石と肝右葉被膜下に14×2cmのbilomaと思われる液体貯留を認め，胆管閉塞
によるbilomaの可能性を考えた．入院時検査から胆管炎は持続していると判
断し，まずはERCPによる胆石除去を優先した．胆道造影で遠位胆管に結石
を認め，ESTとバルーンによる結石除去を施行した．胆管結石治療後も上腹
部痛は改善せず，ERCP10日後に行ったCTでは，bilomaはさらに14×10cmへ
増大していた．Bilomaに対してまずは経皮的ドレナージを考慮したが，ほぼ
肝右葉全体の被膜下に広がっており，肝実質を経由した穿刺が困難であった
ため，超音波内視鏡（EUS）下ドレナージを行う方針とした．EUSで十二指
腸球部から肝右葉の深部にある巨大なbilomaを描出し，19G FNA針（EZshot3 
plus: Olympus）で穿刺した．0.025inchガイドワイヤーを穿刺ルートから
biloma内へ進め，これに沿って瘻孔部をESダイレーター（Zeon Medical）で
拡張し，6Fr ENBDチューブ（Gadelius Medical K.K.）を留置した．処置翌
日までに700mlの胆汁様液体が排出され，すみやかに症状は消失した．処置
約3週後に行ったCTでbilomaの縮小（6×3cm）を確認し，ENBDチューブ経
由の造影にて病変内部は器質化したものと判断し，ENBDチューブを抜去し
た．退院後はbilomaの再増大や症状の再燃なく，経過観察を行っている．【考
察】症候性bilomaに対する治療として経皮的ドレナージは広く行われている
が，肝実質を介さないドレナージの場合には胆汁漏のリスクが懸念される．
経皮的ドレナージが困難な症例に対するEUS下ドレナージについては近年各
種報告がみられるが，bilomaを含めた肝病変に対するEUS下ドレナージの報
告は主に肝左葉病変に対するものである．本症例の様な肝右葉病変について
も，経十二指腸球部的なEUS下ドレナージは経皮的治療困難例に対する一つ
の選択肢となり得る．

十二指腸球部経由で超音波内視鏡下ド
レナージを行った肝右葉被膜下巨大
biloma の 1 例

O-156
（消）

仙台市医療センター仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科
○與那嶺　圭輔、越田　真介、菅野　良秀、小川　貴央、楠瀬　寛顕、

酒井　利隆、宮本　和明、小堺　史郷、阿南　秀征、岡野　春香、野田　裕、
伊藤　啓

【症例】47歳男性．膵頭部の浸潤性膵管癌の診断で亜全胃温存膵頭十二指腸
切除術を施行した．術後経過観察中に胆管炎を繰り返し，胆管空腸吻合部狭
窄が疑われ当科紹介となった．シングルバルーン内視鏡下で胆管空腸吻合部
の同定ができず，超音波内視鏡（EUS）下治療を行う方針とした．EUSで経
胃的に拡張した肝内胆管を描出し，19G FNA針（EZshot3 plus: Olympus）
でB3を穿刺し瘻孔形成を行った．肝内胆管造影にて吻合部は閉塞しており，
十分な圧をかけても空腸への造影剤の流出は認めず，透視下でのガイドワ
イヤー（GW）の吻合部の通過も困難で，同日は瘻孔部に7Frのプラスチッ
クステント(PS)を留置して終了した．後日PSを6mm径8cm長のフルカバー
型金属ステント（HANAROSTENTTM Billiary：Boston Scienticfic）に入れ
替え，金属ステントを経由して順行性の胆道鏡（SpyGlass DSTM： Boston 
Scientific）下治療を試みた．胆管空腸吻合部は膜様の線維成分に覆われて完
全閉塞しており，直視下でもGWの閉塞部通過が困難であった．そこでGW
の尾側端を用いて、直視下に膜様線維化組織のわずかな凹みから少しずつ線
維化組織内に十分な間隙を作り，そこから通常のGW先端で吻合部閉塞部を
突破した．しかし，4-7Frの先端tapered typeの拡張ダイレーターのいずれも
狭窄部を通過できなかったため，直視下に生検鉗子（SpyBite Max: Boston 
Scientific）を用いてGW通過孔周囲の線維化組織を少しずつ除去することで
狭窄部を広げた．その後7Fr ダイレーターの通過による狭窄部拡張が可能と
なり，6mm拡張用バルーンで追加拡張し，同部からEUS下瘻孔形成部にかけ
て7FrのPSを留置した．有害事象は認めず，胆管炎の再燃なく経過観察中で
ある．【考察】胆管空腸吻合部狭窄に対する経乳頭的治療は確立されている
ものの，近年は一部の困難例に対するEUS下治療の有用性の報告がみられる．
しかし，吻合部の完全閉塞症例に対する透視下でのGWの突破は容易では無
く，SpyGlass DSを用いたEUS-guided antegrade interventionは一つの打開
策となり得る．

胆管空腸吻合部完全閉塞に対して
SpyGlass	DSTM を用いて EUS-guided	
antegrade	intervention を行った 1 例

O-155
（消）

仙台市医療センター仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科
○小川　貴央、菅野　良秀、越田　真介、楠瀬　寛顕、酒井　利隆、

與那嶺　圭輔、宮本　和明、小堺　史郷、岡野　春香、阿南　秀征、
伊藤　啓

【背景】肝外胆管癌術前のSpyGlass DS (SpyDS) 下マッピング生検は透視下
生検と比較して狙撃性に優れるが，検体が小さく，不良検体が多いことを
以前報告した．新型の胆道鏡用生検鉗子であるSpyBite Maxは，鉗子カップ
が鋸歯状の形態に改良されており，不良検体の減少が期待される．【目的】
SpyBite Maxを使用した肝外胆管癌術前Spy DS下マッピング生検の成績を明
らかにし，同一部位からの最適な生検回数を明らかにすること．【方法】画
像的（CT，EUS，MRI）に肝外胆管癌が疑われ，明らかな非切除因子がなく，
術前進展度診断目的にSpyDS下マッピング生検を施行する症例を登録した．
マッピング生検部位は主腫瘍の局在から想定される術式を考慮して決定し，
最も術式決定および切除の可否に影響すると考えられる部位からは4回生検
を施行し，生検回数ごとの検体採取成功率を前向きに比較検討した．検体採
取成功の定義は，病理学的に上皮を含み良悪性の診断可能な良好検体が1か
所から1個以上採取できたものとした．【結果】2020年8月から2021年9月まで
に11例 (平均年齢70歳，男性9例，女性2例) を登録した．主腫瘍の局在は，遠
位胆管が6例，肝門部領域胆管が5例(Bismuth分類I型2例，IIIa型2例，IIIb型1
例) であった．全例で，SpyDSは狭窄を超えて目的部位に到達可能であった．
合計で40部位からマッピング生検を施行し（同一部位から平均2.8回），検体
採取成功率は83%（33/40）であった．良好検体率は全体で65%（71/109）であっ
た．4回生検施行部位は，左右肝管合流部が7例，B4合流部が2例，前後区域
枝合流部が2例で，生検回数ごとの検体採取成功率は，1回73％（8/11），2回
73％（8/11），3回82％（9/11），4回82％（9/11）であった．【結論】SpyBite 
Maxを用いても不良検体は一定の割合で認め，肝外胆管癌術前マッピング生
検においては，同一部位から3回以上の生検が望ましいと考える．

SpyBite	Max を使用した肝外胆管癌術
前 SpyGlass	DS 下マッピング生検の最
適な生検回数に関する検討

O-154
（内）

青森市民病院 消化器内科1）、竹田総合病院 消化器内科2）、
弘前大学大学院医学研究科 消化器血液内科学講座3）

○菊池　公二1）、吉村　徹郎1）、荒川　典之2）、町田　龍馬1,3）、相澤　秀1）、
和田　豊人1）、福田　眞作3）

【始めに】ERCP困難な閉塞性黄疸症例に対するドレナージ法として、EUS-
BDが少しずつ普及し始めているが、まだ一般的ではない。今回我々はEUS-
HGSを施行し、さらに胆道狭窄の質的診断と狭窄突破のために瘻孔部より
SpyGlass DSを挿入し、SEMSのantegrade-stentingを施行した１例を経験し
たので報告する。【症例】70歳代男性。X-12年、前医にて下部胆管癌にて膵
頭十二指腸切除術施行(child変法)。術後は5年間無再発にて経過観察終了。X
年2月に閉塞性黄疸にて前医入院。諸検査の結果、胆管空腸吻合部狭窄(細胞
診も陰性)の診断でPTBD施行となり、内瘻化目的でX年3月に当科紹介入院と
なる。術後腸管であり、ダブルバルーン内視鏡を使用しERC施行。腸管粘膜
からの観察では腫瘍認めず、最終的に術後良性狭窄としてバルーン拡張術＋
プラスチックステント留置術を行いPTBD抜去。その後は、半年程度のプラ
スチックステント留置での狭窄の再評価を予定していた（ステント交換は2-3
か月で予定）。しかしステントの短期閉塞が頻回に発生、さらにダブルバルー
ン内視鏡後に必ず敗血症となり、その度にPSが低下する状況となったため、
X年10月にEUS-HGSへのドレナージルート変更の方針となった。処置自体は
合併症なく終了し、ITステント留置とした。X＋1年2月に胆管炎で入院。CT
にて肝門部に腫瘤性病変出現。再発病変を考えSpyGlass DSでの胆管狭窄部
の質的診断と可能であればantegrade-stentingの方針とした。瘻孔部よりGW
を挿入し胆管狭窄部を探って狭窄突破を試みたが不成功であった。バルーン
で瘻孔部を拡張後、Spy-Glass DSを胆管内に挿入。狭窄部は不整粘膜認め腫
瘍性病変の診断となった。狭窄部を直視下にGWをすすめ、空腸側にGWを先
進させ留置。antegradeでのSEMS留置を行い、HGSルートにはプラスチック
ステントを留置して終了となった。【考察・結語】胆管狭窄部の突破が難し
い症例に対しての、SpyGlass DSの有用性は報告されているが、EUS-HGSルー
トであっても瘻孔が確実に形成されていれば、安全で有用な治療法と思われ
た。若干の文献的考察を踏まえて報告する。

EUS-HGS ルートから SpyGlass	
DS を挿入し、SEMS の antegrade-
stenting を施行した胆管癌の１例

O-153
（内）
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仙台市医療センター 仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科
○岡野　春香、小川　貴央、越田　真介、菅野　良秀、楠瀬　寛顕、酒井　利隆、

與那嶺　圭介、宮本　和明、小堺　史郷、阿南　秀征、伊藤　啓

【目的】非切除悪性遠位胆道狭窄に対する新型逆流防止弁付き金属ステント
（川澄ダックビル胆管ステント，以下ダックビル）留置術の治療成績を明ら
かにすること．【方法】2019年10月から2021年9月までに初回の金属ステン
トとしてダックビルを留置した非切除悪性遠位胆道狭窄8例(平均年齢82歳，
男女比5:3)を対象とした．原疾患は膵頭部癌6例，遠位胆管癌2例であった．
検討項目は，手技成功率，臨床的成功率，Time to RBO(recurrent bilialy 
obstruction)，有害事象，生存期間とした．臨床的成功は血清T-Bil値が留置
後2週間以内に正常化または1/2以下に改善したものとした．【結果】手技成
功率は100％で，臨床的成功率は88%(7/8)であった．観察期間中央値は176.5
日(4-405日)で，RBOは5例で発症し，TRBO(time to RBO)中央値は219日(4-405)
であった．3か月後，6か月後の非RBO率はいずれも75％であった．RBOの原
因は，胆泥によるステント閉塞4例，ステント逸脱1例であった．ステント留
置後3日以内に発症した短期有害事象は，ステント閉塞1例，軽症膵炎1例で
あった．長期有害事象は，ステント閉塞4例であったが，逆行性胆管炎や出血，
穿孔は認めなかった．平均生存期間は，297日であった．【結語】非切除悪性
遠位胆道狭窄に対するダックビル留置術は，重篤な有害事象は認めず，臨床
的成功率も高いが，比較的早期のRBOがみられた．

非切除悪性遠位胆道狭窄に対する新型逆
流防止弁付き金属ステント留置術の治療
成績

O-160
（内）

仙台厚生病院 消化器内科
○奥薗　徹、佐藤　利紀、伊藤　聡司、新井田　憩、冨樫　純一、齋藤　宏章、

鈴木　隆太、平澤　大、中掘　昌人、松田　知己

【背景】EUS-rendezvous technique(以下、EUS-RV)はERCPでの胆管挿管困
難例に対してsalvage法として有用性が報告されている。一方で、ガイドワイ
ヤー (GW)を十二指腸に挿入する際の確実性がないことや、挿管困難症例では
十二指腸での内視鏡の操作が不安定なこともあり、十二指腸からの穿刺では
完遂できないことも少なくない。今回、我々は経胃的にB3からの穿刺を行う
ことでそれらの課題を克服できる可能性を考え、その利点・欠点を報告する。

【対象】仙台厚生病院において2020年8月より2021年10月までにEUS-RVを18
例に行い、B3よりEUS-RVで一期的に胆管深部を行った9例を対象とした。男
性3例、平均年齢76.8歳、原疾患　総胆管結石9例、挿管困難理由（一部重複） 
傍乳頭憩室 7例、乳頭視認困難　3例であった。

【方法】十二指腸乳頭到達後に術者判断、もしくは15分以上胆管挿管ができ
ない症例を挿管困難例として、EUS-RVを行った。EUS-RVの穿刺部位は肝内
胆管が2mm以上の拡張があれば、経胃B3を穿刺してGWを総胆管まで挿入す
る。その際に狭窄突破が困難な場合には3Frカテーテル（ダイモンERCPカテー
テル; ハナコメディカル）にて突破を行う。側視鏡に変更し胆管深部挿管を
行う。まずはGWに合わせて胆管挿管、RVで使用した3Frカテーテル内への
挿管や、それらが困難な時のみGWを鉗子口からスコープ外へ引き込み、GW
誘導下にClever cut3(オリンパス)を胆管へ挿管する。

【結果】胆管深部挿管成功率は89%(8/9)で、側視鏡での胆管挿管開始から
EUS-RVに変更と判断までが平均22.7分(前セッションの挿管時間も含む)、
EUS-RVと判断してから胆管挿管まで (側視鏡抜去、内視鏡交換時間も含む)
は平均時間32.7分であった。急性膵炎、胆汁瘻や腹膜炎などの偶発症は認め
なかった。3Frカテーテルを33%(3/9)で用いた。その3例はいずれもGWを鉗
子口内に引き込む操作を避けることができ、胆管挿管時間の短縮が可能で
あった。

【結語】B3ルートのEUS-RVは3Frカテーテルを用いることで挿管の成功率の
上昇と挿管時間の短縮になる可能性がある。

B3 穿刺と 3Fr カテーテルは EUS-
Rendezvous	technique の可能性を広
げる

O-159
（内）

公立相馬総合病院 消化器科
○佐竹　隼輔、藁谷　雄一、鈴木　宏幸、佐藤　賢太郎、熊川　宏美

【目的】内視鏡的逆行性胆膵管造影(ERCP)歴のない,胆管炎を合併した総胆
管結石の患者に対して,診断当日にERCPを施行する有用性ついて検証するこ
と.【方法】2020年1月から2021年7月で,胆管炎を合併した総胆管結石と診断
され,診断時にERCPの施行歴がない80例中,入院当日にERCPを施行された群
を当日群,翌日以降にERCPを施行された群を翌日以降群とした.患者背景,治
療内容,治療前後の検査所見(白血球数,血清CRP値,血清総ビリルビン値,血清
アミラーゼ値),入院期間,有害事象について後ろ向きに検討した.【結果】当日
群が30例,翌日以降群が50例.年齢の中央値はそれぞれ79.5歳(43-95),81歳(30-98)
で,男/女比は17例/13例,27例/23例.胃術後症例は翌日以降群で3例認めた.抗血
栓薬を内服している患者は10例(33.3%),12例(24.0%)で,有意差はなかった.治療
内容では,内視鏡的乳頭筋切開術が施行されたのはそれぞれ16例(53.3%),46例
(92.0%),内視鏡的乳頭バルーン拡張術は1例(3.3%),10例(20.0%)で,どちらも翌日
以降群で有意に多く,内視鏡的胆管ステント留置術は20例(66.7%),7例(14.0%)と,
当日群に有意に多かった.治療前の検査所見では,白血球数の中央値はそれぞれ
11950/μL，7000/μLと当日群で有意に高く,血清CRP値の中央値は4.46 mg/
dL,4.40 mg/dLで両群に有意差はなかった.直接ビリルビン値の中央値は3.82 
mg/dL,1.92 mg/dLと当日群で有意に高く,血清アミラーゼ値の中央値は67.5 
U/L,63 U/Lで両群間に有意差はなかった．治療翌日の検査所見では,白血球数,
血清CRP値,直接ビリルビン値の中央値はいずれも当日群で有意に高かったが,
血清アミラーゼ値の中央値は,両群間に有意差はなかった.翌日以降群では治療
後に白血球数,CRPはともに有意に低下したが,当日群では白血球数は有意に低
下したものの,CRPは有意に上昇がみられた.在院日数の中央値に関してはそれ
ぞれ12.5日(2-76),11日(6-88)で,両群間に有意差はなかった.合併症に関しては当
日群では認めず,翌日以降群でERCP後膵炎と術後出血が1例ずつ認めたが,両
群間に有意差はなかった.【結語】当日群の方が治療前の白血球数,直接ビリル
ビン値が高く,緊急性に応じてERCPが施行されていた.現状のERCPの判断で
当日群,翌日以降群でのERCPによる入院期間に差はなく安全に施行できてお
り,状況に応じて施行時期を検討することは問題ないと思われた.

総胆管結石患者に対する当日 ERCP の
有用性についての検討

O-158
（内）

仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科
○阿南　秀征、越田　真介、岡野　春香、小堺　史郷、宮本　和明、

與那嶺　圭輔、酒井　利隆、楠瀬　寛顕、小川　貴央、菅野　良秀、
大平　哲也、伊藤　啓

【背景】胆管空腸吻合部狭窄に対するERCPによる内視鏡治療は確立されてい
るが, 時に治療困難例に遭遇する. 当科ではこのような症例に対してEUS下治
療, 経皮治療, およびこれらの穿刺ルートを介した経口胆道鏡(POCS)または経
皮胆道鏡(PTCS)を用いたアプローチを行ってきた. 【目的】胆管空腸吻合部狭
窄に対するERCPの成績とその治療困難例に対する内視鏡治療成績を明らか
にする. 【対象】当院で胆管空腸吻合部狭窄に対して初回内視鏡治療を行った
症例(2013/1-2021/10)のうち, 悪性腫瘍の進展に伴う狭窄を除外した37例. 【方
法】1)対象における初回ERCPの治療成績，2)初回ERCP困難例などに対する
その他内視鏡治療の成績を検討した. 【対象内訳】年齢の中央値は71歳(38-94), 
男女比23:13, 腸管再建時の術式は膵頭十二指腸切除術21例, 肝外胆管切除術
6例, その他10例であった. 【結果】1)初回治療でバルーン内視鏡下にERCPを
行った症例は35例で, このうち28例(85%)で手技成功が得られた. 2) ERCP単独
治療以外の手技を試みた症例は9例であった(初回ERCP困難7例, 初回治療と
してEUS下治療1例とPTCS 1例). 初回EUS下治療の1例は穿刺部から順行性
に狭窄拡張を行った. PTCS施行の複雑腸管再建の1例は, 経皮的にSpyGlass 
DS system (SpyDS: Boston scientific社)で直視下観察し，順行性に狭窄拡張
を行った. ERCP困難7例のうち2例はEUS下で順行性に狭窄拡張に成功, 1例
は開腹下ERCPで成功, 3例はEUS下治療や経皮治療を施行しなかった. 残り1
例はEUS下穿刺後に透視下での狭窄部のガイドワイヤー (GW)の通過が困難
で, 瘻孔部に留置した金属ステントを介してSpyDS下治療を試みた. 直視下で
観察された吻合部の膜様狭窄に対して, GWの尾側端や細径生検鉗子で線維組
織を破壊除去し, GWの通過後に順行性に狭窄拡張を行った. 最終的に対象中
92%(34/37)で内視鏡による手技成功が得られた. 【結語】胆管空腸吻合部狭窄
に対するERCPの手技成功は85%と良好だが, EUS下治療などのその他内視鏡
治療法の上乗せ効果にて, 最終的に90%以上の内視鏡手技成功が得られた. 

術後胆管空腸吻合部狭窄に対する内視鏡
治療困難例に対する戦略

O-157
（消）
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大原綜合病院 消化器内科
○大澤　賢人、渡辺　晃、夏谷　華帆、大友　駆、菊田　佳子、藤原　達雄、

石幡　良一

【症例】73歳、男性【主訴】なし【既往歴】65歳：鼠径ヘルニア、H.pylori除
菌後【経過】検診上部消化管造影検査で異常を指摘され、精査目的に当科紹
介となった。上部消化管内視鏡検査(EGD)を施行され、体上部前壁に20mm
程度の大きさの、表面に白苔付着のある発赤調の粘膜下腫瘍(SMT)が認めら
れた。白苔部分を避け、発赤粘膜から生検されgroup 2の診断であった。2か
月後にEGDを施行されたところ、隆起性病変を覆う白苔面積は拡大してお
り、超音波内視鏡検査(EUS)で腫瘍は第2 ～ 3層を主体とした比較的高エコー
の腫瘤性病変として描出された。同日にボーリング生検を施行されたが再度
group 2の診断であった。その1カ月後に超音波内視鏡下穿刺吸引生検(EUS-
FNA)を施行された。迅速細胞診では粘液を有する細胞が認められたが、検
体量不十分の判断であったためFNA穿刺部からのボーリング生検を施行され
た結果、group 4であり腺癌の診断であった。EUS所見と合わせて、SMT様
胃癌、特に粘液癌が疑われた。CTで明らかな転移は認められず、腹腔鏡下幽
門側胃切除術を施行された。切除標本の病理組織像では、腫瘍表面は非腫瘍
性粘膜に覆われていたが、一部では腫瘍細胞を含む粘液が表出していた。粘
膜下層は著明に肥厚し、多量の粘液湖に置換されており、SMT様胃癌(粘液癌)
の所見と矛盾なかった。漿膜への浸潤、リンパ節転移が認められ、術後化学
療法を一年間継続し、現在まで再発を認められていない。【考察】胃の粘液
癌は全胃癌の2.9 ～ 6.2%とまれであるが、他の胃癌と比較して進行癌の頻度
が高いと報告されている。本症例のSMT様胃癌(粘液癌)においては、EUS所
見は粘液癌に特徴的な所見を呈していたが、診断までに数カ月を要した。粘
膜下腫瘍様病変を認めた場合は、粘液癌などのSMT様胃癌も鑑別に挙げて精
査を進め、生検部位の工夫も重要であると考えられた。

診断に苦慮した粘膜下腫瘍様の形態を呈
した進行胃癌の一例

O-164
（内）

青森労災病院 消化器内科 1）、
弘前大学大学院医学研究科 消化器血液内科学講座2）

○村上　高徳1）、速水　史郎1,2）、相馬　郷1,2）、新井　徹1,2）、西谷　大輔1）、
福田　眞作2）

【症例】83歳男性【主訴】食思不振【現病歴】3か月前から食思不振と体重減
少が出現した。数日前から嘔吐と摂食困難があり当科を受診した。【経過】
腹部診察で上腹部正中に膨隆を認め、同部に手拳大の腫瘤を触知した。血液
生化学検査ではCA19-9が 242U/mlと高値を認めた。上部消化管内視鏡検査
で胃前庭部に主座を置く巨大な腫瘤病変および内腔の全周性狭窄を認め、生
検でAdenocarcinoma,sig＞porの病理診断となった。造影CT検査では胃前庭
部の壁肥厚と傍大動脈リンパ節の腫大を認め胃癌とリンパ節転移と考えられ
た。胃Ｘ線造影検査では腫瘍の口側胃の拡張が著明であった。絶食、高カ
ロリー輸液管理とし、経鼻胃管による減圧を行った。通過障害があること
から手術加療の適応と考えられ、第22病日当院外科にて胃全摘術を施行し、
Adenocarcinoma,por2＞sig. pT4a,pN3a,H0,M1(LYM), pStageIVの病理診断で
あった。切除標本の免疫染色で癌細胞にCA19-9の強陽性所見を認めた。術後
CA19-9は56U/mlへと速やかに低下した。術後化学療法としてテガフール・
ギメラシル・オテラシルカリウム（以下TS-1）100mg/日の内服を4週間投与
2週間休薬で開始した。1コース後にはCA19-9 20U/mlと正常化を認め、3コー
ス施行後のCTで傍大動脈リンパ節腫大は消失した。現在術後20 ヶ月経過し
たが病勢の再度増悪を認めず、大きな有害事象なく治療を継続している。【考
察】CA19-9産生胃癌は血清CA19-9が高値で、切除胃癌組織の免疫組織染色
でCA19-9が証明され、胃癌切除で血清CA19-9が低値となる胃癌と定義され、
本邦で40例程度の報告がある。有効な化学療法として一定の見解は得られて
いないが、近年TS-1内服加療が奏効する報告が散見される。自験例は後期高
齢者に発症した胃未分化型癌にも関わらず、手術加療および術後化学療法が
奏功し、長期間に渡り良好な予後を得ており、貴重な症例と考えここに報告
する。

TS-1 による術後化学療法が奏功した
CA19-9 産生胃癌の 1 例

O-163
（消）

福島労災病院 消化器科
○橋本　長一朗、鈴木　智浩、菊地　健太郎、上田　剛、高木　優花、

内原　大樹、横川　裕子、大久保　義徳、市井　統、田井　真弓、
江尻　豊

【症例】60代 女性【主訴】胃部不快感・嘔気【既往歴】2017年 脳梗塞【現病歴】
2021年5月上旬に胸やけ症状を自覚しA医院を受診した. 上部消化管内視鏡検
査(EGD)で軽度の食道炎と萎縮性胃炎と診断され, ボノプラザンを処方され
経過観察された. 2021年5月に胃部不快感, 嘔気, 曖気を訴え再度Ａ医院を受診
し, EGDで出血性の多発病変を認め, 精査目的に当院へ紹介された. 【経過】当
院施行のEGDでは毛細血管拡張を伴う褪色調病変の多発を認め,複数の病変か
ら新鮮血の滲みだしが見られた. 胃体上部小弯前壁の病変から生検を行い, 粘
膜固有層に好酸性無構造物の沈着を認めた. Congo-red染色及び免疫染色にて
AL-λ型のアミロイドと診断された.　下部消化管からの生検ではアミロイド
の沈着を認めなかった. 胸腹部CT, 心エコー検査でアミロイドーシスの所見
を認めず, 骨髄生検にて多発性骨髄腫は否定的であった. 以上から, 限局性胃
アミロイドーシスと診断された.　現在はエソメプラゾールとレバミピドの内
服にて自覚症状, 黒色便なく経過している.【考察】アミロイドーシスは，線
維状蛋白であるアミロイド線維が細胞外へ沈着することで臓器障害を引き起
こす疾患群である. 臨床的には，複数の内臓器官や末梢神経などが障害され
る全身性アミロイドーシスと，一器官または臓器の局所にアミロイド沈着が
起こる限局性アミロイドーシスに分けられ，限局性アミロイドーシスの多く
は予後良好である． 限局性胃アミロイドーシスの報告は比較的稀であり, そ
の内視鏡所見もびらん, 潰瘍, 壁肥厚,　スキルス型など様々で非特異的である
ことが知られている. 今回,　多発出血性病変と特徴的な内視鏡所見を呈し, 生
検にてアミロイドーシスと診断された１例を経験したため, 文献的考察を含
めてここに報告する。 

多発出血性病変として発見された限局性
胃アミロイドーシスの一例

O-162
（内）

福島労災病院 消化器科1）、福島労災病院 病理診断科2）

○高木　優花1）、市井　統1）、菊地　健太郎1）、上田　剛1）、橋本　長一朗1）、
内原　大樹1）、大久保　義徳1）、横川　裕子1）、田井　真弓1）、鈴木　智浩1）、
江尻　豊1）、加藤　智也2）

【症例】50歳台，女性【主訴】心窩部不快感【現病歴】2011年2月、心窩部不
快感の精査目的で上部消化管内視鏡検査(EGD)を施行され，胃体下部大弯後
壁に長径25mm大の発赤を伴うなだらかな粘膜下腫瘍(SEL)を指摘された．頂
部に陥凹を伴っており，陥凹部の生検では悪性所見を認めなかった．超音波
内視鏡では第3層にhyperechoic spotsを伴う嚢胞性病変が描出された．また，
造影CTでは充実性病変を認めなかった．典型的ではなかったがリンパ管腫を
疑い，1年毎の経過観察とされた．徐々に病変は増大しており，悪性の否定
ができなかったことから手術も提案したが，患者が手術に同意しなかったこ
とから経過観察としていた．2019年12月のEGDでSELは40mmに増大してい
た．生検で悪性所見を認めなかったが，病変が増大しており、患者も手術に
同意されたため，腹腔鏡下幽門側胃切除術を施行された．病理所見では，胃
底腺領域の胃粘膜で覆われた大小の嚢胞が粘膜下層に集簇していた．胃底線
の拡張や腺窩上皮過形成が目立ち，悪性所見を認めなかったことから粘膜下
異所性胃腺に分類される腫瘍様病変であると診断された．【結語】異所性胃
腺とは腺上皮を含んだ胃粘膜の構成成分が異所性に粘膜下層に存在する病態
を指す．ピロリ菌感染が起因しているとされ，中高年の男性で胃体部に好発
する．今回の症例の様に増大した異所性胃腺の報告は稀であり報告とした．

経時的に増大傾向を示した粘膜下異所性
胃腺の一例

O-161
（内）
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岩手医科大学 医学部 内科学講座消化器内科 消化管分野1）、
岩手医科大学病理診断学講座2）、岩手医科大学血液内科学講座3）

○今成　慧祐1）、梁井　俊一1）、春日井　聡1）、赤坂　理三郎1）、鳥谷　洋右1）、
森下　寿文1）、永塚　真1）、大泉　智史1）、佐々木　裕1）、久米井　智1）、
鵜浦　真伍1）、磯崎　慶太1）、大友　康司1）、菊地　敦哉1）、山里　將修1）、
阿保　亜紀子2）、上杉　憲幸2）、佐々木　了政3）、菅井　有2）、松本　主之1）

症例は34歳女性．2017年5月下旬頃より心窩部痛と腹部膨満感が出現した．6
月3日に近医内科を受診し，腹部超音波検査で卵巣腫大と腹水を認め卵巣癌
が疑われたため、6月6日当院産婦人科に受診となった．胸部～骨盤部の造影
CT検査では両側卵巣の充実性腫瘤，骨盤腔内の巨大腫瘤，腹腔内リンパ節腫
大に加えて膵頭部に低吸収域が認められたため，膵腫瘤の精査目的に当科に
入院となった．PET-CT検査でも両側卵巣と膵頭部に集積がみられた．これ
らの所見から両側性卵巣癌，あるいは膵頭部癌の腹膜播種が疑われた．しか
し，腹水細胞診では悪性リンパ腫を疑う異型細胞が確認された．そこで上部
消化管内視鏡検査を施行したところ，胃では不整形の潰瘍を有する粘膜下腫
瘍様隆起病変を2箇所，十二指腸にはやや赤みがあり，潰瘍を伴わない粘膜下
腫瘍様隆起が多発していた．生検組織では異型細胞がstarry sky appearance
を呈しながら密に増殖し，免疫染色ではCD10（+），CD20（+），BCL6（+），
TdT（-），MIB-1 index 100%の結果が得られた．以上より，Ann Arbor病期
分類 IV期のBurkitt リンパ腫（BL）と診断した．入院第20病日よりR-hyper 
CVAD療法を開始したところ，2コース終了後（入院第70病日）に施行した
上部消化管内視鏡検査では胃・十二指腸病変が消失し，同時期のCTでは両側
卵巣の充実性腫瘤,骨盤腔内の巨大腫瘤，腹腔内リンパ節腫大，腹水が全て消
失しており，完全寛解と判断した．その後も7コースまでR-hyper CVAD療法
を継続し，入院第189病日に退院となった．初診から4年経過した現在も再発
なく寛解維持中である．小児科領域ではBLは悪性リンパ腫の40-50%を占め高
率であるが，成人では1%以下と極めて稀である．ただし，成人では腹部に巨
大腫瘤として発見される例が多く，診断時には骨髄や中枢神経系への浸潤も
高率で予後不良とされている．本症例は上部消化管に特異な副病変が認めら
れ，生検組織の病理学的検索でBLの確定診断に至った．化学療法後に上部消
化管病変の消失が確認できたことからも貴重な症例と考えられるので文献的
考察を加えて報告する．

Burkitt リンパ腫の化学療法導入前・後
の内視鏡所見の経過を追えた一例

O-168
（内）

仙台市医療センター 仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科
○住谷　秀仁、山形　拓、大平　哲也、原田　喜博、田中　恵、嶋田　奉広、

岡野　春香、駒林　大智、清水　孟、邑並　裕人、佐藤　宏樹、野田　裕、
伊藤　啓

【症例】49歳，女性【主訴】なし【既往歴】軽度の貧血(Hb 10 g/dL台)，脂質
異常症【現症】腹部は平坦，軟，自発痛や圧痛なし，腫瘤は触知せず．【現病歴】
検診の上部消化管造影検査で萎縮性胃炎を指摘され，精査目的に当科を紹介
受診した．【経過】上部内視鏡検査で前庭部後壁に50 mm大の褪色陥凹を認
め，生検で未分化型胃癌と診断し，大きさと組織型から幽門側胃切除術の方
針とした．術前内視鏡検査で，十二指腸主乳頭対側に，前回未指摘の立ち上
がりがなだらかな黄白色調の隆起性病変を認め，表面は顆粒状を呈し，一部
は血マメ様でわずかな粘膜出血もみられた．病変は肛門側に進展し，内視鏡
が届かず全体像は観察できず，悪性リンパ腫を疑い2か所から生検を施行し
た．検査2日後に黒色便とHb 4.7 g/dLの貧血を認め，生検出血を疑いダブル
バルーン内視鏡検査を施行した．病変は十二指腸下行部から上行部にかけて
の半周から亜全周性の巨大病変であり，血マメ様変化は前回よりも広範にみ
られ，生検部からの出血ではなく腫瘍表層からの粘膜出血であった．速やか
に自然止血が得られたため，入院の上，絶食，輸血で対応し，以後の再出血
はなかった．生検病理では，上皮下に拡張したリンパ管が増生し，一部に出
血も認めた．十二指腸リンパ管腫と診断し，出血の危険もあるため胃癌と合
併切除を検討したが，病変の局在から高侵襲の膵頭十二指腸切除術を要する
ため，十分な病状説明の上で胃癌のみを切除する方針とした．食餌刺激によ
る出血予防，出血時の内視鏡到達の容易さを考慮し，再建法をBillroth-II法と
して幽門側胃切除術を施行した．胃癌の病理結果はL，Post，Type 0-IIc，60
×40 mm，por2+sig，pT1a(M)，Ly0，V0，pPM0，pDM0，pN0で あ っ た．
術後2年半の経過で十二指腸リンパ管腫に増大傾向はなく，血マメ様変化は
消失し，貧血の再燃もない．【結語】十二指腸リンパ管腫は非常に稀な疾患
であり，胃癌と併存した報告はこれまでない．出血例の多くは外科手術を要
するが，本症例では胃癌に対する手術の再建法を工夫することで侵襲を最小
限とし，再出血を予防しえた．

胃癌と併存し，高度な貧血の原因となっ
た十二指腸リンパ管腫の 1 例

O-167
（消）

東北大学病院 消化器内科1）、東北大学病院 総合外科2）、東北大学病院 病理部3）、
仙台厚生病院 消化器内科4）

○草野　啓介1）、宇野　要1）、小池　智幸1）、三浦　晋1）、齊藤　真弘1）、
金　笑奕1）、菅野　武1）、八田　和久1）、浅野　直喜1）、今谷　晃1）、正宗　淳1）、
益田　邦洋2）、大塚　英郎2）、海野　倫明2）、藤島　史喜3）、中堀　昌人4）

【症例】70歳台, 女性【既往歴】45歳 胃潰瘍【内服薬】ボノプラザン 20mg, 
レバミピド 300mg【家族歴】特記事項なし【主訴】繰り返す嘔吐・腹痛【現
病歴】2016年頃から嘔吐・腹痛を繰り返し, 2017年1月近医受診. 腹部CT検査
で小腸壁肥厚が認められ, 前医紹介. 血清ガストリン高値2400pg/ml, 小腸内
視鏡検査で十二指腸下行脚～上部空腸に多発する潰瘍性病変, 造影CT検査で
十二指腸球部付近に早期濃染される小結節が認められGastrinomaが疑われた
が, ソマトスタチン受容体シンチグラフィーで描出されず, 上記内服加療のう
え経過観察の方針となった. 2018年7月, 嘔吐・腹痛の増悪と著明な体重減少
を自覚し, 前医受診. 食道潰瘍・多発性十二指腸潰瘍・高ガストリン血症が認
められ, 精査加療目的に当院紹介となった.【経過】初診時, 固形食摂取が困難
で, EGD所見で食道潰瘍・全周性瘢痕狭窄 (狭窄長6cm) が認められ, 内視鏡的
バルーン拡張術 (EBD: CRE balloon, Boston scientific Co.) を計3回要した. 狭
窄症状は改善したが, 通常径内視鏡は通過しなかった. 造影CT検査, ガドリニ
ウム造影MRI検査で十二指腸球部付近に濃染する小結節像を認めた. 選択的
動脈内カルシウム注入試験を行い, 胃十二指腸動脈における負荷試験で血中
ガストリン濃度の著増が認められ, 十二指腸・膵頭部領域のGastrinomaと診
断した. 2018年10月, 十分なI.C.のもと亜全胃温存膵頭十二指腸切除術を施行
した. 病理検査で十二指腸粘膜内に2mm大の機能性NET(G1: Gastrinoma)・切
除膵組織にneuroendocrine microadenomaが複数認められた. 術後血清ガスト
リン値は低下したが, 狭窄症状・EGD所見での高度食道狭窄は残存しEBDを
施行している. 遺伝学的検査でMEN病的バリアントは認められなかった.

【結語】難治性食道狭窄症状を契機に発見された微小Gastrinomaの1例を経験
した. 本症例は腫瘍摘出術後も高度狭窄が残存したが, 術後に食道狭窄が解除
された症例報告もあり, 文献的考察を加え報告する.

難治性食道狭窄を呈した微小ガストリ
ノーマの 1 例

O-166
（消）

東北大学 医学系研究科 消化器外科学1）、東北大学 病理部2）

○陳　梦格1）、山村　明寛1）、山崎　有人2）、田中　直樹1）、井本　博文1）、
土屋　尭裕1）、杉沢　徳彦1）、川名　友美1）、佐々木　啓迪1）、西條　文人1）、
笹野　公伸2）、大沼　忍1）、亀井　尚1）、海野　倫明1）

【 目 的 】 胃 原 発 胎 児 消 化 管 類 似 癌(adenocarcinoma with enteroblastic 
differentiation)は、胎生初期の消化管上皮に類似した淡明な円柱細胞が管状、
乳頭状あるいは充実性増殖を示す腺癌である。胃癌取扱規約では特殊型のそ
の他の癌に分類される極めて稀な組織型で、脈管侵襲が高度で予後不良とさ
れる。今回われわれは根治術を施行した胃原発胎児消化管上皮類似癌の3 例
を経験したので報告する。【症例】症例1は80歳、女性。逆流性食道炎経過観
察中、上部消化管内視鏡検査(Esophagogastroduodenoscopy, EGD)にて噴門
小彎部に0-ΙΙa+ΙΙc型の病変を認め、胃癌の診断で腹腔鏡補助下噴門側
胃切除術を行った。病理では淡明な細胞質を有する腫瘍細胞の浸潤性増殖が
認められ、免疫染色ではSALL4が陽性で、pT1b, pN0, cM0, G2, Stage ΙAの
胎児消化管上皮類似癌と診断した。術後1年10 ヵ月現在、無再発生存中であ
る。症例2は71歳、男性。胃癌に対し幽門側胃切除術を施行された。術後6年
のEGDにて胃体上部小彎に0-ΙΙc型病変を認められ、残胃癌の診断で腹腔鏡
下残胃全摘術を施行した。病理では淡明な異形細胞の浸潤性増殖を認められ、
AFP、Glypican3、SALL4がいずれも陽性で、pT3, pN0, cM0, G3＞2, Stage 
ΙΙAの胎児消化管上皮類似癌と診断した。術後1年6 ヵ月現在、無再発生存
中である。症例3は58歳男性。検診のEGDにて胃体上部後壁に0-ΙΙa＋ΙΙc
型の病変を指摘され、胃癌の診断で腹腔鏡下幽門側胃切除術を施行した。淡
明な腫瘍細胞の浸潤性増殖を認め、免疫染色ではAFP、Glypican3、SALL4
はいずれも陽性で、pT1b, pN1, cM0, G2, Stage ΙB胎児消化管上皮類似癌と
診断した。術後1年2 ヵ月現在無再発生存中である。【結論】経験した胃原発
胎児消化管類似癌の3症例とも脈管浸潤を認めたが、いずれも再発なく経過
している。今後も慎重な経過観察が必要と思われる。

当院で手術を行った胃原発胎児消化管上
皮類似癌の 3	例

O-165
（消）
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岩手医科大学医学部内科学講座 消化器内科消化管分野1）、
小坂内科消化器科クリニック2）、岩手医科大学医学部 病理診断学講座3）

○永塚　真1）、鳥谷　洋右1）、小坂　崇2）、菅井　有3）、松本　主之1）

 【症例】36歳男性【既往歴】3歳時に背部デスモイド腫瘍の切除歴あり【内服
歴】なし【現病歴】検診上部消化管造影で異常所見を指摘され近医で上部消
化管内視鏡を施行したところ胃に多発ポリープを認めたため精査目的に紹介
となった.【経過】上部消化管内視鏡では, RAC陽性の胃粘膜を背景とし, 穹
隆部から体部にかけて周囲粘膜と同色調の隆起性病変が多発していた．生
検では胃底腺ポリープないし異型上皮の診断であった．食道，十二指腸に異
常所見は認めなかった．下部消化管内視鏡では横行結腸に管状腺腫を2個認
めた．CTでは右側腹部および背部軟部組織内に造影効果を伴わない充実性
腫瘤を認め, デスモイド腫瘍が示唆された．眼科診察では異常を認めなかっ
た．家族歴は父親に60歳代で胃癌，父方伯父に50歳代で咽頭癌，母方祖父に
80歳代で腎癌，母方祖母に乳癌を認めたが, 大腸癌の家族歴は明らかでなかっ
た．多発する胃底腺ポリープとデスモイド腫瘍の病歴から, APC遺伝子関連
胃ポリポーシス，特にattenuated familial adenomatous polyposis (AFAP)と
gastric adenocarcinoma and proximal polyposis of the stomach (GAPPS)を
考慮し，患者の同意を得てAPC遺伝子検索を施行した. その結果, codon 1928 
Gln→Argのフレームシフトバリアントが認められた．以上よりAFAPと診
断した. 【考察】胃底腺ポリポーシス (FGP)は家族性大腸腺腫症の消化管病変
の一つとして知られている. 近年, 大腸腺腫が顕著でないAPC遺伝子関連の
FGPとしてGAPPSとAFAPが報告されており, 胃癌や大腸癌などの高リスク
群である. APC遺伝子バリアントの好発部位として, GAPPSはc.-195A＞C，c.-
125delA，c.-191T＞C, c.-192A＞Cなどエクソン1のプロモーター領域が特徴的
である.これに対し, AFAPではcodon157より近位側, またはcodon1595の遠位
側にバリアントがみられ, 後者ではデスモイド腫瘍を伴うことが多い. 本症例
ではcodon 1928に病的バリアントが認められ, 臨床像および遺伝子からAFAP
に合致する病態と考えられた.【結語】FGPの鑑別疾患としてAPC関連ポリポー
シスを念頭に置くことが重要である.

胃底腺ポリポーシスを契機に診断された
attenuated	FAP の一例

O-169
（消）
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功功労労会会員員
小泉　　勝 斎藤　和好 下瀬川　徹 鈴木　範美 高橋　恒男
豊田　隆謙 内藤　広郎 樋渡　信夫 藤田　直孝 舟山　裕士
本郷　道夫 竹之下誠一

青青森森県県 飯野　　勢 石黒　　陽 遠藤　　哲 岡本　　豊 川口　章吾 菊池　英純 木村　聖路
3300名名 工藤　俊彦 坂本　十一 櫻庭　裕丈 佐藤　　温 佐藤　　研 澤谷　　学 下山　　克

高橋　道長 高畑　武功 立田　哲也 田中　　光 千葉　大輔 珍田　大輔 袴田　健一　
花畑　憲洋 平賀　寛人 福田　眞作 三上健一郎 三上　達也 棟方　正樹 山形　和史
吉村　徹郎 渡邉　伸和

秋秋田田県県 安藤　秀明 飯島　克則 飯塚　政弘 石井　　元 猪股　正秋 大嶋　重敏 倉光　智之
2299名名 後藤　　隆 佐藤　　勤 佐藤　　亘 神　万里夫 鈴木　翔 高橋　健一 辻　　剛俊

津田　栄彦 道免　孝洋 中根　邦夫 藤島　裕耕 古屋　智規 堀川　洋平 眞坂　智寛
松橋　　保 三浦　雅人 武藤　　理 守時　由起 山居　聖典 山本　雄造 渡辺　大亮
渡部　博之

岩岩手手県県 池端　　敦 梅邑　晃 遠藤　啓 遠藤　昌樹 遠藤　龍人 及川　隆喜 大森　浩明
2299名名 小野寺美緒 柿坂　啓介 加藤智惠子 萱場　尚一 菅野　記豊 久多良徳彦 黒田　英克

小坂　　崇 佐々木　章 佐野　俊和 菅井　　有 鈴木　彰子 鈴木　悠地 滝川　康裕
千葉　俊美 鳥谷　洋右 藤野　靖久 松本　主之 三浦　義明 宮坂　昭生 宮本　康弘
梁井　俊一

山山形形県県 赤松　　学 阿部　靖彦 石澤　哲也 伊藤　純一 伊藤　美保 今泉　和臣 上野　義之
3388名名 奥本　和夫 柿﨑　泰明 勝見　智大 黒木実智雄 斉藤　孝治 齋藤　貴史 作田　和裕

佐々木　悠 佐藤智佳子 白幡名香雄 鈴木　克典 鈴木　義広 武田　弘明 土田　知宏
中山　裕一 名木野　匡 西瀬　祥一 西瀬　雄子 仁科　武人 芳賀　弘明 長谷川繁生
平井　一郎 深瀬　和利 福井　忠久 星川　恭子 牧野　直彦 松田　暁子 水野　　恵
元井　冬彦 八木　　周 渡辺　久剛

宮宮城城県県 赤羽　武弘 朝倉　　徹 淺沼　清孝 浅野　直喜 阿曽沼　祥 荒　　誠之 有川　正志
110055名名 安藤　正夫 石田　一彦 伊関　雅裕 伊藤　　薫 伊藤　　啓 井上　　淳 猪股　芳文

今谷　　晃 岩渕　正広 鵜飼　克明 宇野　　要 梅村　　賢 海野　倫明 江川　新一
遠藤　克哉 遠藤　博之 及川　智之 大沼　　忍 大森　信弥 岡田　恭穂 小川　貴央
小川　　仁 小野寺基之 小原　範之 角田　洋一 片寄　　友 加藤　勝章 川村　昌司
菅野　良秀 菊田　和宏 木皿　典宏 北川　　靖 木内　喜孝 木村　　修 木村　憲治
楠瀬　寛顕 粂　　　潔 黒羽　正剛 小池　智幸 神山　篤史 小暮　高之 越田　真介
小林　　剛 小林　智夫 小林美樹子 小松　工芽 近藤　泰輝 酒井　利隆 境　　吉孝
佐々木公美子 佐藤　晃彦 佐藤　賢一 佐藤由紀夫 志賀　永嗣 柴田　　近 嶋田　奉広
杉村美華子 杉山　幸一 鈴木　範明 大楽　尚弘 高木　　承 高須　充子 高橋　賢一
高橋　広喜 滝川　哲也 田邊　暢一 千田　信之 長南　明道 戸子台和哲 富永　　現
長尾　宗紀 中川　　圭 長崎　　太 新妻　宏文 野口　謙治 野口　光徳 野村　栄樹
八田　和久 濱田　　晋 林　　洋毅 廣田　衛久 福島　浩平 福土　　審 福原　賢治
洞口　　淳 正宗　　淳 枡　かおり 松永　厚生 三浦　　晋 三浦　孝之 水間　正道
宮澤　輝子 森川　孝則 諸井林太郎 山形　　拓 山川　　暢 結城　豊彦 渡辺　和宏

福福島島県県 愛澤　正人 阿部　和道 池谷　伸一 今村　秀道 江尻　　豊 大平　弘正 岡本　裕正
4477名名 落合　浩暢 小野寺　誠 片倉　響子 菅野有紀子 菊地　　眸 黒田　聖仁 河野　浩二

木暮　敦子 小島　俊彦 小早川雅男 近藤祐一郎 紺野　直紀 斎藤　文子 坂　　　充
坂本　夏美 坂本　弘明 佐原　　圭 杉本　　充 鈴木　　玲 田井　真弓 高木　忠之
髙住　美香 高橋　敦史 東條　　淳 富樫　一智 中村　　純 西野　徳之 根本　大樹
橋本　　陽 林　　　学 引地　拓人 丸橋　　繁 門馬　智之 山下　直行 横川　順子
吉田　　寛 雷　　　毅 若林　博人 渡辺　　晃 藁谷　雄一

事事務務局局 〒980-8574　仙台市青葉区星陵町1-1
東北大学大学院消化器病態学分野内
事務担当 : 井上　淳
TEL:022-717-7171   FAX:022-717-7177
E-mail：jsgetb@gastroente.med.tohoku.ac.jp
URL：http://www.jsge-tohoku.com/　　　　 【令和4年1月1日現在】

日本消化器病学会東北支部評議員
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日日本本消消化化器器病病学学会会東東北北支支部部会会会会則則  

 

第第１１章章      総総  則則  

第 1 条  本会は日本消化器病学会東北支部会と称する。 

第 2条  本会の事務局は、支部長の定める施設に置く。 

第第２２章章      目目的的おおよよびび事事業業  

第 3 条  本会は東北地方における消化器病学の進歩、発展を図り、人類の福祉に貢献することを目的とす

る。 

第 4条  本会はその目的達成のため次の事業を行う。 

1.  研究会（支部例会、支部教育講演会、市民公開講座、学術講演会、講習会等）の開催。 

2.  日本消化器病学会（本部）からの諮問事項の答申および委託事項の処理。 

3.  その他、本会の目的達成に必要な事業。 

第第３３章章      会会  員員  

第 5 条  本会は、東北地方に在住する日本消化器病学会会員からなる。 

本会には支部名誉会員をおくことができる。支部名誉会員は、支部評議員会に陪席し、意見を述

べることができる。 

第第４４章章      支支部部役役員員おおよよびび支支部部評評議議員員  

第 6 条  本会に次の支部役員および支部評議員をおく。 

      支部役員は次の通りとする。 

1.  支部長  1 名 

2.  支部幹事  若干名 

3.  支部監事  若干名 

         支部評議員は次の通りとする。 

        4. 支部評議員     若干名 

  第 7 条     支部役員および支部評議員の選出。 

1.  支部長は、支部幹事会の議を経て、支部評議員会が推薦した者を、日本消化器病学会理事 

長が委嘱する。 

2.  支部幹事は、支部幹事会で推薦し、支部長が委嘱する。 

3.  支部監事は、支部幹事会で推薦し、支部長が委嘱する。 

4. 支部評議員は細則により選出し、支部長が委嘱する。  

  第 8 条  支部役員および支部評議員の任期および定年。 

        支部長の任期は 2年とし、再任を妨げない。但し、再任は 2回（通算 6年）までとする。 

         他の役員（支部幹事，支部監事）の任期は 2年とし、3期までを原則とする。 

            支部役員は満 65 歳誕生日後の 12 月末日をもって定年とする。 

            支部評議員の任期は 2年とし、再任を妨げない。 

支部評議員は満 65 歳誕生日後の 12 月末日をもって定年とする。 

            但し，本部評議員や本部役員を兼ねる者の定年は，本部規定に従う。 

第第５５章章      支支部部評評議議員員会会  

第 9 条    本会の運営ならびに事業の企画処理のため支部評議員会をおく。 

第 10 条    支部評議員会は第 6条に定める役員および支部評議員をもって構成する。 

第 11 条    支部長は支部会を代表し、支部評議員会を統括する。 

第 12 条    支部評議員会は毎年１回以上開催し、支部長を議長として次の事項を審議する。 
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1.  事業報告および会計報告 

 2.  事業計画 

 3.  会則および細則の変更 

 4.  支部評議員に関する事項 

 5.  その他必要と認めた事項 

第第６６章章      支支部部幹幹事事会会  

第 13 条    本会の運営の企画立案を行うために支部幹事会をおく。 

第 14 条 支部幹事会は支部長、支部幹事、支部監事をもって構成する。 

第 15 条 支部長は支部幹事会を代表し、支部幹事会を統括する。 

第 16 条 支部幹事会は必要の都度、支部長が招集して議長を勤め、次の事項を審議する。 

1.  支部会の運営に関する事項 

2.  学術集会等に関する事項 

3.  支部評議員選考に関する事項 

4.  日本消化器病学会が行う事業に関する事項 

5.  その他本会に関する事項 

第 17 条  支部監事は本会運営に関する監査を行う。 

第第７７章章      学学術術集集会会等等  

第 18 条  学術集会（支部例会）は毎年 2回以上開催し、会員および臨床研修医等の研究発表等を行う。 

1.  支部例会会長は支部幹事会で推薦され、支部評議員会での選出を経て支部長が委嘱する。 

2.  支部例会会長は、学術集会に関する業務を掌り、且つその責任を負う。 

3.  支部例会の開催地、開催時期等は別に定める。 

第 19 条  支部教育講演会は年１回以上開催し、会員の生涯教育を行う。 

1.  支部教育講演会会長は、支部幹事会で推薦され、支部評議員会での選出を経て支部長が委嘱

する。 

2.  支部教育講演会会長は、支部教育講演会に関する業務を掌り、且つその責任を負う。 

3.  支部教育講演会の主題、開催地、開催時期等は別に定める。  

第 20 条  市民公開講座は年 3回開催する。 

1. 市民公開講座当番世話人は、各県の支部幹事が推薦し、支部幹事会の議を経て支部長が委

嘱する。 

2.  市民公開講座当番世話人は、市民公開講座に関する業務を掌り、且つその責任を負う。 

3.  市民公開講座の主題、開催地、開催時期等は別に定める。 

第第８８章章      会会  計計  

第 21 条 本会の運営に関する諸経費は下記による。 

1.  本部からの、支部会会員数に応じた補助金 

2.  支部会費 

3.  その他  

第 22 条 本会の会計年度は毎年 1月 1日から 12 月 31 日までとする。 

第 23 条   会計業務は支部事務局が行い、支部監事の監査を受けた後に、支部幹事会の議を経て支部評議 

員会に報告する。 

第第９９章章      会会則則等等のの変変更更  

第 24 条  支部会則は、支部幹事会および支部評議員会の議を経て変更することができる。 

第 25 条  支部会則の細則は、支部幹事会の議を経て変更することができる。 
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第第１１００章章      付付  則則  

第 26 条 この会則は平成 2年 2月から施行。 

平成 9 年 2 月 22 日一部改正 

平成 14 年 2 月 16 日一部改正 

平成 15 年 2 月 15 日一部改正 

平成 17 年 2 月 26 日一部改正 

平成 18 年 2 月 25 日一部改正 

平成 19 年 2 月 10 日一部改正 

平成 24 年 7 月 13 日一部改正 
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日日本本消消化化器器病病学学会会  東東北北支支部部  女女性性医医師師のの会会  会会則則  
 
第第 11 章章  総総則則  

第 1 条 本会は日本消化器病学会東北支部女性医師の会と称する。 
第 2 条  本会の事務は日本消化器病学会東北支部事務局が兼務する。 

 
第第 22 章章  目目的的おおよよびび事事業業  

第 3 条 本会は会員各自の品性の向上、知識の進歩、勤務環境の改善、社会的地位の向上、会員

相互の親睦をはかり、医療全体に貢献することを目的とする。 
第 4 条 本会はその目的達成のため、会員相互の情報の交換を図り、主として支部例会時に研修

会、講演会などを行う。 
 
第第 33 章章  会会員員  
 第 5 条 日本消化器病学会会員で東北支部に属する女性医師とする。 
 

第第 44 章章  役役員員  
    第 6 条 本会は、その運営を円滑に行うため、下記の職務を行う役員をおく。 
      代表世話人：1 名 会を代表し、会を招集し、会務を総理する。支部幹事会に参加する。 
      副代表世話人：1 名 代表世話人を補佐し、不在の際は職務を代行する。 
      世話人：若干名 各県より 1～2 名が望ましい。 
  第 7 条 代表世話人は世話人会において推薦され、支部長が委嘱する。 
  第 8 条 副代表世話人、世話人は、代表世話人が委嘱する。 
  第 9 条 役員の任期は 2 年とし、再任は妨げない。但し、再任は 2 回（通算 6 年）までとする。 

 
第第 55 章章  役役員員会会  
    第 10 条 役員会は年に 1 回以上開催し、代表世話人が招集する。 
  第 11 条 役員会は、役員の過半数の出席あるいは委任をもって成立する。 
  第 12 条 役員会は、次の事項を審議し報告する。 
       支部女性医師の会の運営に関する事項 
       支部例会の企画に関する事項  など 
 
第第 66 章章  会会計計  
    第 13 条 本会の会費は徴収せず、経費は支部幹事会の承認を得たうえで、原則として支部会の

会計から支払うこととする。 
 
付則 本会則は令和 3 年 7 月 2 日から施行する。 
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日日本本消消化化器器内内視視鏡鏡学学会会専専門門医医制制度度のの案案内内  
 

本学会では昭和56年に認定医制度を発足いたしました。平成17年度以降は新専門医制度規則が適用されております。 

専門医となるための申請資格の1つに本学会の継続5年以上の会員歴が必要です。未入会の方は早めにご入会下さい。 

お問合せは、日本消化器内視鏡学会本部事務局、支部委員または各県の指導施設認定委員、資格認定委員までお願いします。 

 

世 話 人 飯島 克則（秋田大学大学院医学系研究科･医学部消化器内科学･神経内科学講座）  

支部委員 小池 智幸（東北大学病院消化器内科） 

   

    【【指指導導施施設設認認定定委委員員】】  

青森県  珍田 大輔  弘前大学大学院医学研究科消化器血液内科学講座 

金澤 浩介  青森県立中央病院消化器内科 

秋田県  松下 弘雄  秋田赤十字病院消化器内科 

※松橋 保   秋田大学大学院医学系研究科消化器内科学講座 

岩手県  池端 敦   岩手県立中央病院消化器内科 

井上 義博  岩手医科大学救急・災害・総合医学講座救急医学分野 

山形県  鈴木 義広  日本海総合病院消化器内科 

白幡名 香雄 山形県立中央病院消化器内科 

宮城県  小池 智幸  東北大学消化器内科 

伊藤 啓   仙台市医療センター仙台オープン病院消化管･肝胆膵内科 

福島県  石幡 良一  大原綜合病院消化器内科 

※引地 拓人  福島県立医科大学附属病院内視鏡診療部 

 

【【資資格格認認定定委委員員】】 

※三上 達也  弘前大学大学院医学研究科附属健康未来イノベーションセンター 

吉村 徹郎  青森市民病院消化器内科 

辻 剛俊   市立秋田総合病院消化器内科 

渡部 博之  秋田厚生医療センター消化器内科 

千葉 俊美  岩手医科大学口腔医学講座関連医学分野 

梁井 俊一  岩手医科大学内科学講座消化器内科消化管分野 

深瀬 和利  山形県立河北病院内科 

※牧野 直彦  山形大学保健管理センター 

 岩渕 正広  仙台医療センター消化器内科 

 浅野 直喜  東北大学病院消化器内科 

 江尻 豊   福島労災病院消化器科 

 高木 忠之  福島県立医科大学消化器内科学講座 

※東北支部代表の委員 

      

【【指指導導施施設設・・指指導導連連携携施施設設】】  
青森県(15) 弘前大学医学部附属病院、青森県立中央病院、八戸市立市民病院、三沢市立三沢病院、青森市民病院、弘前

市立病院、むつ総合病院、独立行政法人国立病院機構弘前病院、津軽保健生活協同組合健生病院、黒石市国

民健康保険黒石病院、青森労災病院、○連つがる西北五広域連合つがる総合病院、○連青森保健生活協同組合あ

おもり協立病院、○連十和田市立中央病院、○連八戸赤十字病院 

秋田県(13) 秋田大学医学部附属病院、地方独立行政法人市立秋田総合病院、本荘第一病院、秋田赤十字病院、市立横

手病院、秋田厚生医療センター、平鹿総合病院、大館市立総合病院、大曲厚生医療センター、○連能代厚生

医療センター、○連かづの厚生病院、○連社会医療法人明和会中通総合病院、○連由利組合総合病院 

岩手県(11) 岩手医科大学附属病院、岩手県立中央病院、盛岡市立病院、岩手県立胆沢病院、岩手県立磐井病院、○連岩

手県立中部病院、○連岩手県立二戸病院、○連医療法人日新堂八角病院、岩手医科大学附属病院内丸メディカ

ルセンター、○連岩手県立久慈病院、○連社会福祉法人 恩賜財団済生会 北上済生会病院 

山形県(12) 山形大学医学部附属病院、山形県立中央病院、公立置賜総合病院、公立学校共済組合東北中央病院、日本海

総合病院、山形市立病院済生館、医療法人徳洲会庄内余目病院、社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院

○連米沢市立病院、○連山形県立新庄病院、○連北村山公立病院、○連山形県立河北病院 

宮城県(23)  東北大学病院、独立行政法人国立病院機構仙台医療センター、宮城県立がんセンター、公益財団法人宮城県

対がん協会がん検診センター、公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院、坂総合病院、ＪＣＨＯ

仙台南病院、仙台赤十字病院、東北労災病院、東北医科薬科大学病院、一般財団法人厚生会仙台厚生病院、

仙台市立病院、ＪＲ仙台病院、みやぎ県南中核病院、東北公済病院、一般財団法人宮城県成人病予防協会附

属仙台循環器病センター、気仙沼市立病院、大崎市民病院、石巻赤十字病院、ＪＣＨＯ仙台病院、医療法人

徳洲会仙台徳洲会病院、○連社会医療法人将道会総合南東北病院、○連栗原市立栗原中央病院 

福島県(17)  福島県立医科大学附属病院、一般財団法人大原記念財団大原綜合病院、いわき市医療センター、一般財団法

人太田綜合病院附属太田西ノ内病院、福島労災病院、竹田綜合病院、(一財)慈山会医学研究所付属坪井病院、

公立藤田総合病院、財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院、福島県立医科大学会津医療センター付

属病院、公立相馬総合病院、会津中央病院、福島赤十字病院、、○連白河厚生総合病院、○連公益財団法人湯浅報

恩会寿泉堂綜合病院、○連医療法人社団青空会大町病院、○連公立岩瀬病院 
○連指導連携施設 

 

【【日日本本消消化化器器内内視視鏡鏡学学会会卒卒後後教教育育委委員員会会】】  

  東北地区委員 小池 智幸 

【【日日本本消消化化器器内内視視鏡鏡学学会会東東北北セセミミナナーー委委員員会会】】  

  小池 智幸(委員長)、飯島 克則、三上 達也、松橋 保、千葉 俊美、白幡 名香雄、引地 拓人 

－190－



支支部部長長　　    飯島　克則

幹幹　　  事事 青森県　　　　福田　眞作　　三上　達也 吉村  徹郎

秋田県　　　　飯島　克則 渡部　博之 松橋　保

岩手県　　　　松本　主之　　井上　義博 久多良　徳彦

山形県　　　　牧野　直彦 白幡　名香雄 阿部　靖彦

宮城県　　　　正宗　淳 小池　智幸 加藤　勝章

福島県        大平　弘正 河野　浩二 引地　拓人

庶務幹事　　　下平　陽介

会計幹事　　 松橋　保

監監　　  事事 辻　剛俊 松下　弘雄

名名誉誉会会員員 小原　勝敏 狩野　敦　　 棟方　昭博　

青青森森県県

33名 荒木  康光 飯野　勢 石黒　陽　　 遠藤　哲　　 小山　隆男 金澤　浩介　　川口　章吾　　菊池　公二

菊池　英純　　木村　聖路 工藤　俊彦 斎藤　太郎　 坂本　十一　　櫻庭　裕丈　　佐々木　義雄　佐々木　賀広　

澤谷　学　　 品川　博樹　　下山　克 立田　哲也 千葉　大輔 珍田　大輔　　畑田　康政 花畑　憲洋　　

平賀　寛人　　広原　鍾一　　福田　眞作 三上　健一郎　三上　達也　　水木　一郎　　棟方　正樹　　山形　和史　　

吉村　徹郎

秋秋田田県県

24名 飯島　克則　　飯塚　政弘　 石井　元 猪股　正秋　　片岡　英 後藤　隆 神　万里夫　 鈴木　翔

高橋　健一 千葉　充 辻　剛俊　 津田　栄彦 中根　邦夫 藤島　裕耕　　堀川　洋平　　松下　弘雄　　

松橋　保 三浦　雅人 水溜　浩弥　 山居　聖典 吉原　秀一　　渡邊　健太 渡辺　大亮　 渡部　博之

岩岩手手県県

25名 赤坂　威一郎 赤坂　理三郎 池端　敦　　 井上　義博　　遠藤　昌樹　　小穴　修平　　小原　啓彦　　加藤　智惠子

萱場　尚一　　木村　義人　　久多良　徳彦　小坂　崇 佐野　俊和　　蔀　寿樹　　 菅井　有　　 田澤　秀樹

千葉　俊美　　鳥谷　洋右 中塚　明彦　 藤野　靖久　　藤原　隆雄    松本　主之　　村田　望　 梁井　俊一

横沢　聡　　

山山形形県県

38名 青木　政則　　赤松　学 阿部　靖彦　　安藤　嘉章　　石濱　活義　　伊藤　純一　　伊藤　美保 上野　義之　　

奥本　和夫 柿崎　泰明 川越　圭 黒木　実智雄　齋藤　孝治　　齋藤　貴史　　齋藤　秀樹　　作田　和裕

佐々木　悠 佐藤　司　　 佐藤　英之 白幡　名香雄　鈴木　克典　　鈴木　恒治 鈴木　義広　　武田　弘明　　

田村　真明　　土田　知宏 冨樫　整　　 中山　裕一　　名木野　匡 西瀬　祥一 西瀬　雄子　 深瀬　和利　　

福井　忠久　　藤嶋　昌一郎　牧野　直彦　　水本　尚子 八木　周 渡辺　久剛

宮宮城城県県

84名 相田　重光　　朝倉　徹　　 浅野　直喜　　阿曽沼　祥　 虻江　誠 阿部　慎哉　 荒　誠之　　 有川　正志　　

安藤　正夫 池田　恒彦　　石田　一彦　　伊藤　啓　　 伊藤　博敬 猪股　芳文　　今谷　晃　　 岩渕　正広

鵜飼　克明　　内海　潔 宇野　要　　 梅村　賢　 枝　幸基　　 遠藤　克哉　　遠藤　博之 及川　智之

大森　信弥 大矢内　幹 小川　貴央　　小野寺　基之 角田　洋一 加藤　勝章　　川村　昌司　　菅野　良秀　　

菊地　徹　 北川　靖　　 木内　喜孝　 楠瀬　寛顕 熊谷　進司　　粂　潔 黒羽　正剛 小池　智幸　　

小池　良樹 越田　真介 小西　秀知 小林　剛　　 小林　美樹子　小松　工芽　　酒井　利隆 境　吉孝　　

佐藤　晃彦 佐藤　賢一　 志賀　永嗣 嶋田　奉広 白木　学 須賀　俊博　 杉村　美華子 杉山　幸一　　

鈴木　憲次郎 鈴木　雅貴　　妹尾　重晴　　大楽　尚弘　　高木　承　 滝川　哲也 長南　明道　　富永　現　　

新妻　宏文　　野口　謙治　 野口　哲也　　野村　栄樹　　八田　和久    濱田　史朗 平澤　元　　 平澤　頼久　

廣田　衛久　　洞口　淳　　 正宗　淳　　 枡　かおり 松田　知己    松永　厚生 三浦　晋 諸井　林太郎

山形　拓　　 山崎　日出雄　結城　豊彦  米地　真

福福島島県県　　

44名 愛澤　正人 池谷　伸一　 石幡　良一　　今村　秀道　　江尻　豊 遠藤　俊吾　 大平　弘正　　小野寺　誠　　

折笠　博史　　片倉　響子　　菊地　眸 河野　浩二　　小島　俊彦　　小早川　雅男 近藤　祐一郎 紺野　直紀

斎藤　文子　　齊藤　道也　　坂　充　　 坂本　弘明　　佐藤　匡記　　佐藤　雄紀 渋川　悟朗 杉本　充

鈴木　智浩　　鈴木　玲 高木　忠之　　髙住　美香 高橋　裕太　　冨樫　一智　 中村　純 西野　徳之　

二村　浩史　　根本　大樹 橋本　陽 濱田　晃市 引地　拓人　　藤原　達雄 本田　悌一朗 山下　直行　　

吉岡　良二　　若林　博人　　渡辺　晃 藁谷　雄一

【事務局】秋田大学大学院医学系研究科･医学部消化器内科学・神経内科学講座　松橋, 下平, 五十嵐, 佐々木, 佐藤    E-mail: soc_jges_tohoku@med.akita-u.ac.jp
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人 名 索 引

（五十音順、数字は演題番号）
◎は演者





― 199 ―― 199 ―

あ
相澤　　秀	 O-111、O-153
愛澤　正人	 SE1-10、PL-12、O-091
相原　智之	 SE1-08、PL-01、O-102
青木　修一	 S2-08、O-125
青木　政則	 O-036、O-097、O-122
青砥　慶太	 O-016、O-109
赤石隆二郎	 O-055
赤坂威一郎	 VS3-01、O-007、

O-098、O-103、O-116
赤坂理三郎	 PL-09、O-108、O-132、

O-168
赤羽　武弘	 SE1-09、O-101
赤平　純一	 SE1-04
赤松　　学	 O-010、O-034、O-062、

O-115
秋葉洋次郎	 O-036、◎O-122
秋葉洋二郎	 O-097
秋山　聖子	 O-069
秋山　有史	 O-096
浅野　重之	 SE1-03、O-081
浅野　直喜	 O-086、O-166
浅間　宏之	 O-016、O-018、O-148
芦田雄汰朗	 ◎PL-06
蘆野　光樹	 S2-11
安次嶺拓馬	 O-099
東　　孝泰	 ◎O-105
阿蘓　里佳	 O-036、O-097、O-122
阿曽沼　祥	 O-027
安達　香帆	 ◎O-108、O-132
阿南　秀征	 O-035、O-039、O-040、

O-044、O-048、O-049、
O-050、O-051、O-124、
O-150、O-154、O-155、
O-156、◎O-157、O-160

虻江　　誠	 O-107、O-117
阿部　和道	 SE2-02
阿部　珠美	 O-082
阿部　直人	 O-067、◎O-068
阿部直人　	 PL-08
阿部　弘昭	 ◎SE2-10、O-075
阿部　泰明	 O-119
阿部　靖彦	 GE-02、O-053、O-092、

O-110
阿部　ゆき	 O-043
阿保亜紀子	 O-168
天野　　怜	 O-047、O-083
天野　朋彦	 O-059、O-131
荒　　誠之	 O-005、O-046、O-069
新井　　徹	 PL-04、O-163
新井　　亮	 VS1-07
荒川　典之	 ◎VS2-02、O-153
荒木　康光	 PL-06、O-073
荒田　　英	 O-026、O-138、O-142
有明　恭平	 O-125
有明　千鶴	 PL-05
有我　泰樹	 ◎O-025

い
飯島　克則	 VS2-08、WS-07、

O-021、O-077、O-078
飯田　正毅	 O-043
飯野　　勢	 O-041、O-045
五十嵐公洋	 SE1-04、SE2-05、

O-065
五十嵐　剛	 O-041、O-045
五十嵐昌平	 ◎S2-06、SE2-04、

O-093、O-135、O-145
五十嵐勇彦	 O-008、O-017、O-037
猪狩　　剛	 O-056
井川　卓郎	 O-001
池田　翔平	 SE1-10
池田　千咲	 O-122
池田　智之	 O-056
池田　末緒	 O-121
池端　　敦	 O-007、O-098、O-103、

O-116
池谷　伸一	 O-056
伊在井淳子	 O-084
石井　芳正	 O-140
石亀　輝英	 ◎PD-08、GE-04、

SE2-03、SE2-07、O-151
石川　　有	 O-132
石木　邦治	 O-001
石黒　　陽	 SE1-08、SE2-06、

PL-01、O-102
石澤　哲也	 VS2-06、O-123
石田　和茂	 O-096
石田　晋吾	 PL-05
石田　浩徳	 O-022
石田　晶玄	 S1-09、O-052、O-125
石戸圭之輔	 ◎S1-10
石戸谷奈緒	 ◎SE1-08
石野　　淳	 PL-03
石幡　良一	 SE2-08、O-038、O-164
石山晃世志	 VS1-02
石山　文威	 VS3-08、O-059、O-131
泉谷　有希	 ◎O-077
伊関　雅裕	 S2-08、O-125
磯崎　慶太	 ◎O-132、O-168
板坂　卓穂	 ◎O-005
市井　　統	 O-072、O-162、O-161
伊藤　和繁	 ◎O-081
伊藤　一洋	 O-075
伊藤　　啓	 S2-07、VS2-04、

VS3-05、O-015、
O-035、O-039、O-040、
O-044、O-048、O-050、
O-051、O-095、O-124、
O-150、O-154、O-155、
O-156、O-157、O-160、
O-167

伊藤　　啓	 O-049
伊藤　聡司	 ◎VS3-06、SE1-04、

SE2-05、O-065、O-159
伊藤　泰輔	 O-140
伊藤　豪仁	 ◎O-079、O-112

伊藤　博敬	 ◎VS1-04、◎PD-01、
O-008、O-037、O-017

伊藤　真弘	 PL-05
伊藤　　南	 GE-02、O-092
伊藤　美保	 O-010、O-034、O-062、

O-115
井上　　淳	 SE1-07
井上　　宰	 ◎S1-04
猪股　奈々	 O-007、O-098、O-103、

◎O-116
今泉　博道	 O-002、◎O-100
今谷　　晃	 O-086、O-166
今成　慧祐	 O-132、◎O-168、O-168
今村　健人	 ◎O-011
今村　秀道	 VS2-03、VS3-04、

WS-02、SE1-02、
O-004、O-022、O-136、
O-152

井本　博文	 O-063、O-094、O-165
入江　大樹	 ◎VS2-07、PL-08、

PL-13、O-003、O-057
入澤　篤志	 VS2-02
岩井　　渉	 VS1-01、◎VS1-06、

O-117
岩田　悦史	 ◎SE1-04
岩田　朋晃	 SE1-07
岩塚　邦生	 O-026、O-138、O-142
岩渕　正広	 PD-02、O-005、O-025、

O-028、O-144
岩村　秀輝	 SE1-06、O-006、

O-032、O-134
岩谷　　岳	 O-096

う
上杉　憲幸	 O-096、O-108、O-168
上田　健太	 ◎O-016
上田　　剛	 O-072、O-161、O-162
上野　達也	 O-011
上野　義之	 VS1-05、VS2-06、

GE-02、SE1-01、
O-053、O-070、O-092、
O-110、O-123

上原　新平	 ◎O-084
鵜飼　克明	 ◎PD-02、O-005、

O-025、O-028、O-046、
O-069、O-071、O-144

牛尾　　純	 PL-03
臼田　昌弘	 O-116
歌野　健一	 SE1-10、PL-12、O-091
打波　　宇	 O-043
内原　大樹	 O-162、O-072、O-161
内村　尚樹	 ◎O-007、O-098、O-103
宇野　　要	 O-086、O-166
鵜浦　信伍	 O-132
鵜浦　真伍	 ◎PL-09、O-168
梅原　松樹	 ◎VS1-05、◎O-053、

O-092、O-110
梅邑　　晃	 ◎O-047、O-083
海野　　純	 SE1-09、O-101
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海野　倫明	 S1-01、S1-06、S1-09、
S2-02、S2-08、O-052、
O-055、O-063、O-094、
O-125、O-165、O-166

え
永塚　　圭	 O-007、◎O-098、O-103
永塚　　真	 PL-09、O-108、O-132、

O-168、◎O-169
江尻　　豊	 O-072、O-161、O-162
越後　紘治	 O-056
江渡　　恒	 SE2-10、◎O-075
榎本　克彦	 O-029
海老名　徹	 O-006、◎O-032、

O-032、O-134
遠藤　克哉	 O-019、O-112、O-128
遠藤　　啓	 O-082
遠藤　豪一	 O-016、O-109
遠藤　　哲	 PL-06、O-045、O-073
遠藤　久仁	 O-140
遠藤　博之	 ◎WS-04
遠藤　史隆	 O-096

お
及川　隆喜	 ◎O-082
及川　智之	 ◎VS1-01、VS1-06、

O-107、O-117
及川　昌也	 O-044、O-048、O-050、

O-124、O-150
王　　佳雄	 ◎O-101
大泉　智史	 PL-09、O-108、O-132、

O-168
大内　啓志	 ◎O-031
大方　英樹	 O-027
大久保義徳	 O-072、O-161、O-162
大久保　亮	 ◎O-137
大河内千代	 O-129
大坂　龍也	 O-008、O-017、O-037
大澤　賢人	 SE2-08、O-038、

◎O-164
大塩　　博	 O-133
大嶋　重敏	 O-026、O-138、O-142
大島　康嘉	 O-042、O-074
大島有希子	 O-028、O-144
大須賀文彦	 O-109
大関　　篤	 ◎SE2-07
太田　健介	 ◎O-117
太田　真二	 SE1-06、O-006、

O-032、O-134
大滝　　有	 O-036、O-097、O-122
大塚　幸喜	 O-096、O-108
大塚　英郎	 O-052、O-125、O-166
大塚　　充	 ◎SE2-02
大友　　駆	 SE2-08、◎O-038、

O-164
大友　康司	 ◎O-118、O-132、O-168
大沼　　忍	 S1-06、O-055、O-063、

O-094、O-125、O-165
大野　秀雄	 O-088、O-147
大原　　洸	 O-036、O-122

大平　哲也	 O-015、O-030、O-095、
O-157、O-167

大平　弘正	 VS2-07、GE-01、
SE2-02、PL-03、
PL-08、PL-13、O-003、
O-012、O-020、O-057、
O-067、O-068

大平　　怜	 O-016、◎O-018、O-148
大森　信弥	 ◎S2-04、◎O-009
大矢内　幹	 VS1-04、PD-01、

O-008、O-017、O-037
岡　　直美	 O-005、O-028
岡崎　慎史	 O-133
小笠原かな子	 O-059、O-131
小笠原公平	 ◎SE2-09
小笠原光矢	 ◎O-059、O-131
岡田　恭穂	 O-044、O-124
岡田　　良	 S1-08、S2-09、PD-08、

GE-04、SE2-03、
SE2-07、O-151

尾形　洋平	 ◎S2-03
岡野　継彦	 O-106
岡野奈穂子	 PL-05
岡野　春香	 O-035、O-039、O-040、

O-044、O-048、
O-049、O-050、O-051、
◎O-124、O-150、
O-154、O-155、O-156、
O-157、◎O-160、O-167

岡野　舞子	 O-129
岡本　大祐	 O-031
岡本　宏史	 S1-01、O-055
岡本　裕正	 O-031
岡本　　豊	 PL-06、O-073
小鹿山陽介	 ◎O-014
小川　貴央	 S2-07、O-035、O-039、

O-040、O-044、
O-048、O-049、O-050、
O-051、O-124、O-150、
◎O-154、O-155、
O-156、O-157、O-160

小川千恵子	 SE1-05、PL-07、O-120
沖口　将夫	 O-137
奥崎　聖菜	 ◎O-093
奥薗　　徹	 ◎VS2-09、SE1-04、

SE2-05、O-065、
◎O-159

奥津　美里	 ◎O-096
奥本　和夫	 SE1-01、O-070
小倉　雄太	 PL-04
刑部　光正	 O-075
小澤　洋平	 O-055
小田島　肇	 O-004
鬼澤　道夫	 PL-13、O-012、O-020
小野　貞英	 O-116
小野　　翼	 O-085、O-113
小野　伸高	 O-002、O-100
小野　槙子	 SE2-08
小野里祐介	 O-053、O-092、O-110

小野地研吾	 O-137
小野寺美緒	 VS3-08、O-059、O-131
小野寺基之	 O-008、O-017、O-037
小原　範之	 WS-04
小原　　優	 O-059、◎O-131
小山　　淳	 O-028、O-144
小山　創志	 O-123
小山　隆男	 SE1-06、O-006、

O-032、O-134
折居　智彦	 O-036、O-097、O-122

か
貝塚　尚俊	 ◎SE2-06
柿坂　啓介	 SE2-10、O-075
柿崎　泰明	 O-123
鍵谷　卓司	 ◎S1-07
角田　洋一	 O-024
葛西　雅治	 PL-06、O-073
梶浦　大貴	 O-010、O-034、O-062、

◎O-115
春日井　聡	 S2-10、PL-09、O-108、

O-132、O-168、O-118
片岡晃二郎	 S2-04、O-009
片岡　史弥	 O-121
片方　直人	 O-129
片桐　弘勝	 O-047、◎O-083
片倉　響子	 ◎GE-05、O-002、

O-100
片山　智文	 O-080、◎O-114
勝部　暢介	 O-129
勝見　智大	 SE1-01、O-070
加藤　恒孝	 PL-08、PL-13、O-003、

O-057
加藤　智也	 O-161
加藤文一朗	 O-029、O-139
金澤　浩介	 SE2-04、O-093、

O-135、O-145
金沢　　条	 O-127
金澤　義丈	 O-027
叶多　　諒	 ◎O-129
神尾　幸則	 S1-03
亀井　　尚	 S1-01、S1-06、S1-09、

S2-02、VS1-03、
O-052、O-055、O-063、
O-094、O-125、O-165

亀岡　英介	 SE1-02、◎O-004、
O-022、◎O-136、O-152

萱場　尚一	 S2-01、VS3-08、
O-059、O-131

川上　瑶子	 O-128
川口　　桂	 O-125
川口　信哉	 SE1-03、O-081
川島　一公	 PL-13、O-012、O-020
川名　友美	 O-063、◎O-094、O-165
川村　一郎	 O-133
川村　恵太	 ◎O-019、O-080、O-114
川村　昌司	 VS1-06、O-058、

O-060、O-130
菅家　康之	 O-129
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菅野　将史	 O-047、O-083
菅野　　武	 O-086、O-166
菅野有紀子	 O-016、O-018、O-148
菅野　良秀	 S2-07、O-035、O-039、

O-040、O-044、O-049、
O-051、O-124、O-150、
O-154、O-155、O-156、
O-157、O-160

菅野良秀　	 O-048、O-050

き
菊田　和宏	 O-121
菊田　佳子	 SE2-08、O-038、O-164
菊地　敦哉	 O-106
菊地　敦哉	 O-132、O-168
菊地健太郎	 ◎O-072、O-161、O-162
菊地　晃司	 O-047、O-083
菊池　公二	 O-066、O-111、◎O-153
菊地　達也	 O-058、O-130
菊池　英純	 ◎PD-05、SE2-09、

O-089、O-090
菊池　　寛	 O-011
鬼島　　宏	 O-006
木曽　康平	 O-010、O-034、

◎O-062、O-115
木田　真美	 O-013、O-104
吉楽　拓哉	 O-126
城戸　　治	 O-007、O-098、O-103、

O-116
木村　　修	 O-027、O-076
木村　憲治	 O-046
木村　　隆	 S1-08、PD-08、GE-04、

SE2-03、SE2-07、O-151
木村　友哉	 ◎PL-12、O-091
木村　憲央	 S1-10
木村　昌代	 O-006、O-032、O-134
木村　　瞭	 ◎O-085
金　　笑奕	 O-086、O-166
金　　　諒	 ◎O-080、O-114、O-128

く
日下　　順	 O-117
草野　啓介	 O-028
草野　啓介	 ◎O-166
楠瀬　寛顕	 O-035、O-039、

O-040、O-044、
O-048、◎O-049、
O-050、O-051、O-124、
◎O-150、O-154、
O-155、O-156、O-157、
O-160

楠本　智章	 O-001
久多良徳彦	 O-106
工藤　和大	 O-126
工藤　慶祐	 ◎PL-03
工藤　沙映	 ◎O-089
國光　　敦	 ◎O-055
熊谷　健太	 O-043
熊谷　　智	 ◎O-104
熊川　宏美	 PL-11、PL-14、O-158

隈部　将太	 ◎SE1-03
粂　　　潔	 O-121、O-125
久米井　智	 ◎VS3-03、O-168
栗林真実香	 ◎O-126
黒井　正之	 O-036、◎O-097、O-122
黒川　耀貴	 O-084
黒木美智雄	 O-119
黒田　英克	 O-082
黒田　聖仁	 O-016、O-018、O-148
黒羽　正剛	 O-024
郡司　直彦	 PL-13、O-012、O-020

け
見城　　明	 S1-08、PD-08、

◎GE-04、SE2-03、
SE2-07、O-151

こ
小池　智幸	 O-086、O-166
小泉　　薫	 ◎O-144
小泉　重仁	 O-021
小岩井明信	 ◎VS2-05、O-080、

O-114
河野えみ子	 SE1-03、O-081
河野　浩二	 S1-05、O-061
神山　篤史	 ◎S1-06
肥田　圭介	 O-096
小岡　洋平	 O-082
國分　政樹	 O-002、O-100
小久保翔志	 SE1-03、O-081
木暮　敦子	 O-042、O-074
小暮　高之	 O-079、O-112
木暮　道彦	 O-105
小坂　　崇	 O-169
小堺　史郷	 ◎S2-07、O-035、

◎O-039、◎O-040、
O-044、O-048、O-049、
O-050、O-051、O-124、
O-150、O-154、O-155、
O-156、O-157、O-160

越田　真介	 S2-07、VS2-04、
O-035、O-039、O-040、
O-044、O-048、O-049、
O-050、O-051、O-124、
O-150、O-154、O-155、
O-156、O-157、O-160

小嶋　祐紀	 PL-03
小関　　健	 ◎VS1-03、O-055
小棚木　圭	 O-126
児玉　健太	 O-016、O-018、O-148
児玉　　崇	 ◎O-028
後藤　慎二	 O-011
後藤　　隆	 WS-07、O-077、O-078
後藤　　均	 O-011
後藤　裕樹	 O-092
小橋亮一郎	 ◎WS-05、PL-08、

PL-13、O-003、O-057
小林　茂之	 O-031
小林　千紗	 O-084
小林　敏一	 O-123

小林　直大	 ◎O-146
小林　直哉	 SE1-03、O-081
小林　玲子	 ◎O-003
小船戸康英	 ◎S1-08、S2-09、

GE-04、SE2-03、
SE2-07、O-151

小松　英明	 O-096
小松　眞史	 O-088、O-147
駒林　大智	 O-015、O-030、

◎O-095、O-167
今　　孝志	 O-036、O-097、O-122
近藤祐一郎	 O-042、O-074
近内　政美	 O-129
紺野　直紀	 O-016、O-018、O-148

さ
西條　文人	 O-063、O-094、O-165
斎藤　桂悦	 O-068
齋藤　桂悦	 O-067
斎藤　絢介	 SE2-06
齋藤　伸一	 O-054
斎藤　　匠	 O-085
齋藤　　匠	 O-113
齋藤　拓朗	 PL-12、O-149
齋藤　宏章	 ◎WS-01、SE1-04、

SE2-05、O-065、O-159
齊藤　真弘	 O-086、O-166
斎藤由理恵	 O-136
齋藤　吉彦	 O-036、O-097、O-122
西丸　　響	 ◎O-056
坂　　　充	 O-042、O-074
酒井　利隆	 O-035、O-039、O-040、

O-044、O-048、O-049、
O-050、◎O-051、
O-124、O-150、O-154、
O-155、O-156、O-157、
O-160

境　　吉孝	 PD-01、O-008、O-017、
O-037

榊　耕太郎	 ◎SE2-01
坂野美紗子	 ◎O-046
坂本　　渉	 O-020
坂本　義之	 S1-07
相樂　繁樹	 PL-05
佐川　恵一	 O-067、O-068
佐久間千陽	 ◎O-012、O-020
佐久間芽衣	 ◎O-061
櫻田　潤子	 O-005、O-046
櫻庭　裕丈	 PD-05、GE-06、

SE2-09、O-041、
O-045、O-089、O-090

櫻庭美耶子	 GE-06
提嶋　眞人	 O-023
佐々木章裕	 O-104
佐々木　章	 O-047、O-083、O-096
佐々木　滉	 ◎VS2-01、O-121
佐々木　悟	 O-071
佐々木登希夫	 SE2-10
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佐々木啓迪	 ◎O-063、O-063、
O-094、O-165

佐々木　悠	 VS1-05、GE-02、
O-053、O-092、O-110

佐々木　裕	 ◎S2-10、PL-09、
O-108、O-118、O-132、
O-168

佐々木義輝	 O-112、O-128
佐々木了政	 O-168
笹崎　智也	 ◎O-013
笹田　貴史	 ◎O-073
笹田　貴史	 PL-06
笹野　公伸	 O-165
佐瀬善一郎	 O-061
佐竹　隼輔	 PL-11、PL-14、O-141、

◎O-158
佐竹　美和	 ◎GE-06、SE2-04、

O-093、O-135、O-145
佐竹　洋平	 O-101
佐藤　晃彦	 O-027
佐藤　　温	 SE2-06
佐藤　綾香	 O-116
佐藤　　馨	 ◎SE1-05
佐藤　　馨	 O-085、O-113
佐藤　公子	 O-058、O-130
佐藤　公彦	 ◎O-043
佐藤　賢一	 VS2-05、O-079、

O-080、O-112、O-114、
O-128

佐藤賢太郎	 PL-11、◎PL-14、O-158
佐藤　　諭	 O-041、O-045
佐藤　　俊	 O-042、O-074
佐藤　心吾	 ◎O-034、O-115
佐藤　孝洋	 O-061
佐藤　千晃	 ◎S2-02、VS1-03、

O-055
佐藤知奈美	 ◎O-023
佐藤　利紀	 SE1-04、SE2-05、

O-065、O-159
佐藤　倫紀	 O-112、O-128
佐藤　直哉	 ◎S2-09、SE2-03、

SE2-07、O-151
佐藤　英昭	 O-011
佐藤　秀紀	 ◎PL-13、O-002、

O-012、O-020
佐藤　寛毅	 O-082
佐藤　宏樹	 ◎O-015、O-167
佐藤　麻理	 O-079、◎O-112
佐藤雄一郎	 O-008、O-017、O-037
佐藤　裕貴	 O-077、O-078
佐藤　雄紀	 PL-08、PL-13、O-003、

O-057
佐藤　雄亮	 S1-02、◎PD-06
佐藤　悠磨	 ◎O-026
佐藤　　亘	 WS-07、O-077、O-078
里吉　梨香	 O-126
佐野　晃俊	 SE1-07
佐野　貴紀	 O-121
猿田　陽平	 ◎O-088、O-147

澤井　高志	 O-044、O-048、O-050、
O-124、O-150

澤田　俊哉	 O-126
澤田　洋平	 SE2-09、O-089、O-090
澤谷　　学	 SE1-08、PL-01、O-102
佐原　　圭	 O-082

し
塩畑　　健	 PL-09
塩谷　康夫	 O-054
志賀　永嗣	 O-024
柴山　達也	 O-010、O-034、O-062、

O-115
澁川　悟朗	 VS1-08、VS2-02、

PL-12、O-091
澁谷　友美	 O-078
渋谷　由太	 O-030
澁谷　友美	 O-077
渋谷　里絵	 O-130
渋谷　りか	 O-036、O-097、O-122
嶋田　奉広	 S2-01、O-015、

◎O-030、O-167
島村　弘宗	 O-046
島谷　孝司	 SE2-04、O-093、

O-135、O-145
清水　翔太	 O-059
清水　　孟	 ◎VS3-05、O-015、

O-030、O-167
清水　　広	 ◎PL-08
下瀬川　徹	 O-027
下田　　遥	 ◎O-152
下平　陽介	 ◎O-021
下山　　克	 O-006、O-032、O-064
下山　雄丞	 O-024
東海林正邦	 O-119
白相　　悟	 SE1-03、O-081
白幡名香雄	 WS-03、O-010、

O-034、O-062、O-115
白木　健悠	 ◎VS3-01、O-007、

O-098、O-103、O-116
新海　洋彦	 ◎S2-01、VS3-08、

O-059、O-131
信谷　史明	 SE1-03
新谷　史明	 O-081

す
菅井　　有	 SE2-10、O-075、

O-108、O-132、O-168、
O-169、O-096

菅原　心平	 O-123
菅谷　竜朗	 ◎O-067、O-068
菅原　佳恵	 O-088、O-147
菅原秀一郎	 S2-11、◎PD-07
菅原　崇広	 SE1-04
菅原　俊樹	 O-036、O-097、O-122
菅原　英之	 ◎O-069
菅原　優里	 O-069
杉沢　徳彦	 O-063、O-094、O-165
杉田　礼児	 O-040

杉村美華子	 O-005、O-025、O-028、
O-144

杉村　好彦	 O-096
杉本　　充	 PL-08、PL-13、O-003、

O-057
杉本　　亮	 O-096
鈴木エリ奈	 O-003
鈴木　一広	 SE2-09
鈴木　克典	 O-010、O-034、O-062、

O-115
鈴木　健悟	 ◎O-074
鈴木　康介	 O-036、O-097、O-122
鈴木友里子	 O-100
鈴木　　翔	 ◎VS1-07、O-026、

O-138、O-142
鈴木　眞一	 O-117
鈴木　直生	 O-058、◎O-060、O-130
鈴木　大介	 O-097
鈴木　貴夫	 O-069
鈴木　武文	 S1-03
鈴木　　賛	 ◎O-148
鈴木　智浩	 O-072、O-161、O-162
鈴木　智大	 O-118
鈴木　範明	 O-058、O-130
鈴木　宏幸	 ◎PL-11、PL-14、O-158
鈴木　博義	 O-005、O-025、O-028、

O-046
鈴木　郁也	 O-010、O-034、O-062、

O-115
鈴木　雅雄	 VS1-08
鈴木　悠地	 SE2-10、O-075
鈴木　裕也	 ◎VS2-06、O-123
鈴木　幸正	 O-011
鈴木友里子	 ◎O-002
鈴木　義広	 O-036、O-097、O-122
鈴木　隆太	 SE1-04、SE2-05、

◎O-065、O-159
鈴木　　玲	 PL-08、PL-13、O-003、

O-057、O-100
鈴志野聖子	 PL-12、◎O-149
須藤　一達	 ◎O-054
須藤　　翔	 ◎SE2-04、O-093、

O-135、O-145
住谷　秀仁	 O-030、◎O-167

せ
関屋　彩華	 ◎O-123
瀬戸　夕輝	 O-020
千手　倫夫	 SE1-05、PL-07、O-120

そ
相馬　　郷	 PL-04、O-163
添田　暢俊	 O-149、PL-12
染谷　崇徳	 O-028

た
田井　真弓	 O-072、O-161、O-162
大楽　尚弘	 O-009
高井　　智	 O-056
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高木　忠之	 VS2-07、PL-08、PL-13、
O-003、O-057

高木　優花	 O-072、◎O-161、O-162
高木　　亮	 O-029
高須　充子	 O-080、O-114
高住　美香	 ◎GE-01、PL-13、

O-003、O-057
高津有紀子	 O-084
高野　　幹	 O-132
高橋　敦史	 SE2-02
高橋　一徳	 SE1-08、PL-01、O-102
高橋　利真	 ◎O-133
高橋　邦之	 O-034
高橋　健一	 ◎WS-07、O-078
高橋　賢一	 O-085
高橋早友未	 ◎O-024
高橋　成一	 O-056
高橋　　靖	 O-005、O-069
高橋　康貴	 O-088、◎O-147
高橋　祐輝	 SE1-09
高橋　良輔	 ◎S2-11
高畑　武功	 SE2-06
高畑　陽介	 VS3-07、PL-12、

◎O-091
滝井　孝英	 ◎O-071
滝川　哲也	 O-121
滝川　康裕	 SE2-10、O-075、O-082
田口　愛弓	 ◎O-029、O-139
武　　　進	 O-001
竹内　孝太	 ◎O-106
武田　大樹	 O-047、O-083
武田　弘明	 O-010、O-034、O-062、

O-115
竹田悠太郎	 ◎VS2-03、SE1-02、

O-004、O-022、O-136、
O-152

田崎　和洋	 O-016、O-018
多田　武志	 O-061
立田　哲也	 ◎WS-06、SE2-09、

O-089、O-090
舘田　哲幸	 ◎O-045
田中　一平	 SE1-04、SE2-05、

PL-10、O-065
田中　直樹	 O-063、O-094、O-165
田中　文隆	 O-132
田中　　恵	 O-015、O-030、O-167
田中　　裕	 O-121
田中　佑輔	 ◎O-041
田中由佳里	 SE1-04、SE2-05、

O-065
田中　義人	 O-029、O-139
田邊　暢一	 O-071
田邊　瑞樹	 O-007
谷山　裕亮	 ◎S1-01、S2-02、O-055
田畑　憲一	 O-129
玉澤　歌菜	 ◎SE1-10
丹野尚太朗	 O-008、◎O-017、O-037

ち
千葉　和治	 O-125
千葉　大輔	 PL-05
千葉　宏文	 ◎VS3-08、O-059、

O-131
千葉　　充	 VS2-08、WS-07、

O-077、O-078
千葉　満郎	 O-147
長南　明道	 SE1-04、SE2-05
陳　　梦格	 ◎O-165
陳　　　豫	 SE2-06
珍田　大輔	 WS-06、SE2-09、

O-064、O-089、O-090

つ
塚田　　学	 O-109
月田　茂之	 SE2-03、SE2-07
佃　　和彦	 SE1-03、O-081
辻　　剛俊	 O-023、O-088、O-147
對馬　清人	 O-073
對馬　清人	 PL-06
津田　聡子	 O-088、O-147
津田　雅視	 O-058
土田　紗愛	 ◎SE1-09
土田　秀治	 ◎O-010、O-034、

O-062、O-115
土田　秀元	 O-053、O-092、◎O-110
土屋　貴男	 GE-05、O-014
土屋　　誉	 ◎GE-03
土屋　尭裕	 O-165
土屋　堯裕	 O-063、O-094
角田　三郎	 SE1-10
角田　道彦	 O-123
圓谷　秀哲	 ◎O-140
津守　孝彦	 O-019、O-112

て
寺島　信也	 O-105
照井　彩香	 O-071

と
土井耕太郎	 ◎O-027
東海林琢男	 O-029
堂地　大輔	 O-125
道免　孝洋	 O-026、O-138、O-142
遠山　慎吾	 SE1-03
冨樫　一智	 SE1-10、PL-12、O-091
冨樫　純一	 SE1-04、SE2-05、

O-065、O-159
渡嘉敷直之	 ◎SE1-07
徳村　弘実	 O-085、O-113
都甲　大地	 SE1-04、SE2-05、

◎PL-10、O-065
土佐　太朗	 ◎O-151
土佐　正規	 O-056
飛内　優多	 ◎O-111
富田　一光	 PL-09、O-108
富田　侑希	 O-011
富永　　現	 SE1-09、O-101

鳥谷　洋右	 VS3-03、PL-09、
O-108、O-132、O-168、
O-169

な
永井　　博	 O-031
中川　　圭	 ◎S2-08、O-052、O-125
中川　　悟	 ◎O-006、O-032、O-134
中川　康彦	 O-043
長崎　　太	 O-058、O-130
長澤　倫明	 O-082
中島　勇貴	 ◎VS3-07、O-091
長瀬　勇人	 O-047、O-083
永田　大樹	 O-122
永田　大和	 O-122
中根　邦夫	 O-088、O-147
中野絵里子	 S2-04、O-009
中堀　昌人	 SE1-04、SE2-05、

O-065、O-159、O-166
中村　秀平	 O-053、◎O-092、O-110
中村　　純	 VS3-02、PD-04、

WS-05、GE-01、
PL-08、PL-13、O-002、
O-003、O-057

中村　崇宣	 O-130
中村　琢也	 O-119
中村　　瞳	 O-123
中村　泰行	 O-106
中村　瑠美	 ◎O-130
中屋　一碧	 ◎O-127
名木野　匡	 O-010、O-034、O-062、

O-115
夏谷　華帆	 ◎SE2-08、O-038、

O-164
鍋島　立秀	 O-119
成島　陽一	 O-085、O-113
名和田義高	 SE1-04、SE2-05、

O-065

に
新井田　憩	 SE1-04、SE2-05、

O-065、O-159
二階　春香	 O-096
西瀬　雄子	 O-119
西田　晶子	 O-036、O-097
仁科　武人	 SE1-01、O-070
西間木　淳	 SE2-03、SE2-07、O-151
西谷　大輔	 PL-04、O-163
西谷　匡央	 SE2-10、O-075
新田　浩幸	 O-047、O-083、O-096
二宮　匡史	 SE1-07
二瓶　　憲	 O-019
楡井　　東	 O-061

ぬ
沼尾　　宏	 SE2-04、O-093、

O-135、O-145
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ね
根本　大樹	 VS3-07、SE1-10、

PL-12、O-091
根本　紀子	 SE1-03、O-081

の
野上　　健	 SE1-01、O-053、

◎O-070
野口　謙治	 O-060
野口　哲也	 VS1-01
野口　祐紀	 O-067
野田　　裕	 O-035、O-044、O-048、

O-050、O-051、O-124、
O-150、O-155、O-156、
O-167

野水　　整	 O-129
野村　栄樹	 O-058、O-130
野村　建斗	 ◎O-141
野村　良平	 O-085、O-113

は
芳賀　弘明	 SE1-01、O-070
袴田　健一	 S1-07、S1-10
萩原　将吾	 ◎PL-01
間　　浩正	 ◎WS-02、SE1-02、

O-004、O-022、O-136、
O-152

土師　陽一	 SE1-03、O-081
橋本　健明	 SE1-02、O-004、

O-022、O-136、O-152
橋本長一朗	 O-072、O-161、◎O-162
橋本　　陽	 ◎VS3-02、GE-01、

PL-08、PL-13、O-003、
O-057

橋本　優子	 O-003
蓮井　桂介	 SE2-09
長谷良志男	 PL-05
長谷川拓真	 O-073
長谷川拓真	 PL-06
八田　和久	 S2-03、O-086、O-166
花岡　正孝	 ◎SE1-06
花畑　憲洋	 S2-06、SE2-04、

O-093、O-135、O-145
羽根田　祥	 O-085
馬場　誠朗	 O-096
濱田　晃市	 VS1-02、◎PD-04
濱田　　晋	 O-121
林　　秀大	 O-007、◎O-121
林　　　学	 SE2-02
早瀬　　傑	 O-061
速水　史郎	 PL-04、O-163
原田　喜博	 O-030、O-015、O-095、

O-167
坂上谷　侑	 SE1-04、◎SE2-05、

O-065
半田　智之	 O-013、O-104

ひ
引地　拓人	 VS3-02、PD-04、

WS-05、GE-01、
PL-08、PL-13、O-003、
O-057

樋口　直樹	 O-089
樋口　博之	 PL-06、O-073
菱沼　佳純	 WS-04
日野　裕也	 ◎O-076
平井みなみ	 O-127
平賀　寛人	 SE2-09
平川　秀紀	 O-119
平澤　　大	 VS3-06、WS-01、

SE1-04、SE2-05、
PL-10、O-065、O-159

平嶋　倫亮	 O-085、◎O-113
平塚　早貴	 O-130
平野　直大	 ◎O-125
平本圭一郎	 O-027
廣田　衛久	 VS2-05、O-080、O-114

ふ
深井　智司	 O-061
福田　　翔	 O-021
福田　眞作	 PD-05、WS-06、

GE-06、SE2-04、
SE2-06、SE2-09、
PL-04、PL-06、O-006、
O-032、O-041、O-045、
O-064、O-066、O-073、
O-089、O-090、O-111、
O-134、O-135、O-145、
O-153、O-163

福富　俊明	 S1-01、O-055
藤井　伸司	 O-101
藤川奈々子	 SE1-03、O-081
藤倉　佑光	 ◎O-142
藤坂　泰之	 SE1-09、O-101
藤嶋昌一郎	 WS-03、O-010、

O-034、O-062、O-115
藤島　史喜	 O-086、O-166
藤田　　啓	 S1-02、PD-06
藤田　将史	 SE2-02
伏谷　　淳	 VS3-01、O-007、

O-098、O-103、O-116
藤原　純一	 O-026、◎O-099、

O-138、O-142
藤原　達雄	 SE2-08、O-038、O-164
古河　宏暁	 O-013

ほ
星　健太郎	 ◎O-090
星川　恭子	 SE1-01、O-070
星野　孝男	 O-146
細川　雅司	 O-097
堀江　美里	 O-043
堀江　悠太	 O-055
堀川　宜範	 ◎VS1-02
本郷　星仁	 O-013、O-104

本多　俊介	 O-007、O-098、O-103、
O-116

本田　純也	 S2-05、SE1-05、
PL-02、PL-07、O-120

本間宗一郎	 ◎O-119

ま
前嶋　隆平	 SE1-09、O-101
前田　高人	 O-006、O-032、◎O-134
槙　　慶太	 SE1-01、O-070
眞坂　智寛	 O-137
正宗　　淳	 S2-03、VS2-01、

SE1-07、O-024、
O-086、O-121、O-125、
O-166

増尾　降行	 O-007
増尾　隆行	 O-098、◎O-103
益田　邦洋	 O-052、O-125、O-166
町田　龍馬	 ◎O-066、O-111、O-153
松石　　彬	 O-140
松岡　直紀	 O-020
松木　明彦	 SE1-08、PL-01、O-102
松澤　尚徳	 ◎VS2-08、O-077、

O-078
松下　弘雄	 O-029、O-139
松下　　良	 SE1-05、PL-07、

◎O-120
松田　暁子	 O-123
松田　知己	 VS3-06、WS-01、

SE1-04、SE2-05、
O-065、O-159

松橋　　保	 O-021、O-087、O-143
松村　直樹	 O-085、O-113
松本　主之	 S2-10、VS3-03、

PD-03、PL-09、O-108、
O-118、O-132、O-168、
O-169

松本　磨依	 ◎O-001
松本諒太郎	 O-121
松山　磨理	 ◎O-143
間中　友王	 O-031
真野　　浩	 O-005、O-025、O-046、

O-069、O-071、O-076、
O-144

丸橋　　繁	 S1-08、S2-09、PD-08、
GE-04、SE2-03、
SE2-07、O-151

み
三浦　　晋	 VS2-01、O-031、O-121、

O-166
三浦　崇裕	 ◎O-036、O-097、O-122
三浦　孝之	 S1-09、O-125
三浦　卓也	 S1-07
三浦　雅人	 O-137
三上　達也	 O-090
三上　裕嗣	 PL-05
水谷　久太	 O-127
水谷　　琢	 ◎O-020
水野　元夫	 O-001
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水間　正道	 O-052、O-125
水本　尚子	 ◎GE-02、O-053、

O-092、O-110
皆川　雅博	 ◎PL-02
南　慎一郎	 O-077、◎O-078
南谷　佳弘	 S1-02、PD-06
宮崎　健人	 ◎O-052
宮崎　修吉	 O-011
宮崎　友伽	 ◎PL-04
宮澤　秀彰	 O-126
宮下　優輝	 ◎O-128
宮代　　楓	 SE2-04、O-093、

O-135、◎O-145
宮本　和明	 ◎O-035、O-039、

O-040、◎O-044、
◎O-048、O-049、
◎O-050、O-051、
O-124、O-150、O-154、
O-155、O-156、O-157、
O-160

宮本浩一郎	 VS2-09
三輪田哲郎	 PL-03

む
迎　　慎二	 SE1-02、VS2-03、

VS3-04、WS-02、
O-004、O-022、O-136、
O-152

武者　宏昭	 ◎S1-03
武藤　　理	 O-126
武藤　満完	 O-011
棟方　正樹	 S2-06、SE2-04、

O-093、O-135、O-145
村井　康久	 SE2-09、O-089
村上　一宏	 O-019、O-128
村上　圭吾	 O-019、O-080、O-114、

O-128
村上　高徳	 ◎O-163
村上　　舞	 O-012、O-020
村田　次啓	 O-013、O-104
邑並　祐人	 O-030
邑並　裕人	 O-167
無量井　章	 O-071
室　信一郎	 O-001

め
目黒　敬義	 O-080、O-114
目黒　　陸	 ◎O-107、O-117

も
持田　浩志	 O-001
望月翔太郎	 O-109
望月　保志	 O-011
持丸　友昭	 ◎O-042、O-074
元井　冬彦	 S1-03、S2-11、PD-07、

O-133
本山　一夫	 O-085、O-113
本山　　悟	 S1-02、PD-06
森　　龍彦	 O-012
森　　友輔	 ◎SE2-03

森川　孝則	 ◎S1-09、S2-08、
O-052、O-094、O-125

盛口　佳宏	 O-084
森下　寿文	 PL-09、O-132、O-168、

O-108
諸井林太郎	 O-024
諸橋　　一	 S1-07
紋野　雄介	 VS1-07
門馬　智之	 ◎S1-05

や
矢浦　一磨	 O-059、O-131
八木　　周	 O-053、O-092、O-110
八島　　玲	 O-129
安田　耕平	 ◎O-064、O-089
保田悠乃介	 ◎O-008、O-037
保田悠之介	 O-017
谷地　一真	 ◎O-086
梁井　俊一	 ◎PD-03、PL-09、

O-108、O-132、O-168
柳田　拓実	 SE2-02、PL-08、PL-13、

O-003、◎O-057
屋成　信吾	 O-047
矢野　翔太	 O-008、O-017、◎O-037
山内　　拓	 ◎SE1-01
山形　　拓	 VS3-05、O-015、

O-030、O-095、O-167
山岸晋一朗	 PL-04
山口　　郁	 ◎O-102
山口　拓斗	 ◎PL-05
山崎　有人	 O-094、O-165
山里　將修	 O-132、O-168
山下　晋平	 O-106
山下　莉奈	 ◎O-109
山田　　剛	 O-104
山田　　峻	 O-108
山田　宗玄	 ◎O-139
山田　雄太	 O-010、O-034、O-062、

O-115
山野　真裕	 ◎PL-07
山村　明寛	 O-063、O-094、O-165
山本　晴貴	 ◎O-135
山本　康央	 SE1-09、O-101
山本　雄造	 O-043

ゆ
遊佐　健二	 SE2-10、O-075

よ
横川　裕子	 O-072、O-161、O-162
横沢　　聡	 S2-05、SE1-05、

PL-02、PL-07、O-120
横山　直信	 ◎S2-05、SE1-05、

PL-07、O-120
吉川健次郎	 O-029
吉川健二郎	 O-139
吉澤　忠司	 SE1-06
吉田　晃紘	 ◎O-087
吉田　　樹	 O-021
吉田　直衛	 O-002、O-100

吉田　直樹	 O-121
吉田　　寛	 SE1-03、O-081
吉野　　敬	 O-126
吉村　徹郎	 O-066、O-111、O-153
與那嶺圭介	 O-124、O-160
與那嶺圭輔	 ◎VS2-04、O-035、

O-039、O-040、O-044、
O-048、O-049、O-050、
O-051、O-150、O-154、
◎O-155、◎O-156、
O-157

米澤　剛広	 O-127
萬　　春花	 O-029、O-139

わ
脇田　晃行	 ◎S1-02、PD-06
脇屋　太一	 S1-10
涌井　祐太	 O-117
和田　邦宏	 ◎O-138
和田　　淳	 ◎VS1-08、PL-12、

O-091
和田　豊人	 O-066、O-111、O-153
渡邉　彩佳	 ◎SE1-02
渡辺　和宏	 S1-06
渡辺　　晃	 SE2-08、O-038、O-164
渡辺　　剛	 O-043
渡辺　　智	 O-105
渡邊淳一郎	 S2-09、O-151、

SE2-03、SE2-07
渡邊　　崇	 O-007、O-098、O-103、

O-116
渡辺　拓也	 O-082
渡辺　伸和	 ◎O-033
渡部　　昇	 O-021、O-087
渡邊　裕文	 O-086
渡部　博之	 O-146
渡邉　祐介	 ◎WS-03、O-010、

O-034、O-062、O-115
渡辺ゆみ子	 ◎O-058、O-130
渡辺　洋平	 O-061
綿引　　優	 ◎VS3-04、SE1-02、

O-004、◎O-022、
O-136、O-152

藁谷　雄一	 PL-11、PL-14、O-141、
O-158
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　丸橋　　繁（福島県立医科大学 肝胆膵・移植外科学講座　主任教授）

第 167 回日本消化器内視鏡学会東北支部例会
　引地　拓人（福島県立医科大学附属病院 内視鏡診療部　部長・准教授）

主催事務局
第 212 回日本消化器病学会東北支部例会
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第 167 回日本消化器内視鏡学会東北支部例会
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事務局長　中村　純
〒 960-1295　福島県福島市光が丘 1 番地

運営事務局
株式会社 JTB 福島支店　福島サテライト
〒 960-8043　福島県福島市中町 1-19　中町ビル 4F
E-mail：g212-e167@jtb.com

協賛受付・演題登録担当
株式会社 JTB コミュニケーションデザイン
事業共創部 コンベンション第二事業局 営業第一課
〒 105-8335　東京都港区芝 3-23-1　セレスティン芝三井ビルディング 12F
E-mail：g212-e167-p@jtbcom.co.jp
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協賛企業一覧
（五十音順　掲載略）

朝日インテック J セールス株式会社
旭化成ファーマ株式会社
あすか製薬株式会社
アステラス製薬株式会社
アストラゼネカ株式会社
アッヴィ合同会社
株式会社アビス
アボットジャパン合同会社
株式会社アムコ
EAファーマ株式会社
株式会社医学書院
ヴィアトリス製薬株式会社
株式会社 AI メディカルサービス
エーザイ株式会社
ＳＢカワスミ株式会社
MSD株式会社
エム・シー・メディカル株式会社
大倉工業株式会社
大塚製薬株式会社
株式会社大塚製薬工場
小野薬品工業株式会社
オリンパスマーケティング株式会社
カイゲンファーマ株式会社
科研製薬株式会社
株式会社カネカメディックス
杏林製薬株式会社
コヴィディエンジャパン株式会社
サンセイ医機株式会社
株式会社 JIMRO
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
スターメディカル株式会社
株式会社スリー・ディー・マトリックス
ゼリア新薬工業株式会社

センチュリーメディカル株式会社
第一三共株式会社
大正製薬株式会社
大鵬薬品工業株式会社
武田薬品工業株式会社
田辺三菱製薬株式会社
中外製薬株式会社
株式会社ツムラ
帝人ヘルスケア株式会社
テスコ株式会社
テルモ株式会社
東亜新薬株式会社
株式会社トップ仙台営業所
日本化薬株式会社
日本新薬株式会社
日本イーライリリー株式会社
日本製薬株式会社
日本ライフライン株式会社
ノバルティスファーマ株式会社
株式会社パイオラックスメディカルデバイス
ビオフェルミン製薬株式会社
一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構
富士フイルムメディカル株式会社
ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社
ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
マイラン EPD 合同会社
ミヤリサン製薬株式会社
Meiji Seika ファルマ株式会社
株式会社メディカルリーダース
メリットメディカル・ジャパン株式会社
持田製薬株式会社
山科精器株式会社

― 207 ―







Tel：0120-998-978

medtronic.co.jp

お問い合わせ先
コヴィディエンジャパン株式会社

※使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の添付文書をご参照ください。

SharkCore™ FNBエクスチェンジシステム
Beacon™ FNAエクスチェンジシステム
より元の組織構造に近い状態の検体を採取できるようデザインされた
効率的なEUSソリューション

SEE WHAT’S
POSSIBLE WITH
BEACON
EUS DELIVERY
SYSTEM

販売名：超音波内視鏡下吸引生検針エクスチェンジシステム
医療機器認証番号： 302ACBZX00006000 
クラス：Ⅱ

© 2021 Medtronic.
Medtronic、Medtronicロゴマーク及びFurther, Togetherは、Medtronicの商標です。
TMを付記した商標は、Medtronic companyの商標です。
GIH-245



Tel：0120-998-978

medtronic.co.jp

お問い合わせ先
コヴィディエンジャパン株式会社

CORDLESS
FREEDOM＋
コードレス新時代

Sonicision™

カーブドジョー コードレスシステム

販売名：Sonicision カーブドジョー コードレスシステム
医療機器承認番号：30200BZX00033000

クラス：Ⅲ

©2021  Medtronic







Debut!

https://www.jll.co.jp























よりよい医療へ
知識、技術を磨き、最適な製品と情報を提供し続けます

東証一部上場企業グループ

テスコ株式会社



2021年1月作成

商標
ソマチュリン®/Somatuline® is the registered trademark of Ipsen Pharma, Paris, France.

SML002-CD-2002-5
2020年2月作成

製造販売元（輸入元）

効能又は効果、用法及び用量、禁忌を含む使用上の
注意等については添付文書をご参照ください。

SML_B5 1/2_1C_SML002-CD-2002-5 枠内を縮小・拡大・改変・抜粋して使用しないでください





シュアクリップ
SureClip





製品名：EGIS ビリアリーステント
医療機器承認番号：23000BZX00053000

胆管への追従性を追求した
極小セルサイズのダブルステント

【製造販売業者】

住友ベークライト株式会社と川澄化学工業株式会社は医療機器事業を2021年10月1日に統合し、「ＳＢカワスミ株式会社」として新たにスタートしました。

EGIS Biliary ステント



NU T R I T I O N

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

2020 年 1 月作成

製造販売元

アボットジャパン合同会社
東京都港区三田三丁目５番 27 号

製造元

［資料請求先］アボットジャパン合同会社　お客様相談室  フリーダイヤル  0120-964-930

製品情報、サンプル・
お見積りのご依頼は
こちらから

本社 〒113-0034 東京都文京区湯島4-2-1 杏林ビル   TEL：03-5803-9271 / FAX：03-5803-9275
http://www.leaders.co.jp   第一種医療機器製造販売業許可番号：13B1X00172

MKTG-29-014

バレル部

ラッソ ポリペクトミースネア

先端スネアが360°回転、目的部位に最短アプローチで
スムーズに絞扼

手技の完遂をこの１本で実現、
Hot/Cold対応

ラウンド

ヘキサゴン
販売名：AGS ポリペクトミースネアH      認証番号：303AFBZX00001000

ラッソ ポリペクトミースネア　Order Information

カタログ番号

AG-5078-241023

AG-5078-241523

AG-5076-241023

AG-5076-241523

先端形状

ラウンド

ヘキサゴン

スネア幅 (mm)

10

15

10

15

適合鉗子口径 (mm)

2.8

有効長 (mm)

2300

販売単位

10本/箱

構造図

Leading for Value.
追求し続ける、すべての人のために。



製造販売業者

■ 注文・納期・在庫のお問い合わせ
　 カスタマーサービス TEL.03-5989-0200 FAX.03-5909-5851

■ 製品関連・資料請求
　 お客様AZセンター TEL.03-5989-0201 FAX.03-5909-5402

メリットメディカル・ジャパン株式会社
〒163-0531 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル
https://www.merit.co.jp

製品ご使用の際は、添付文書あるいは取扱説明書をご確認ください。 
©2021 Merit Medical Systems. All rights reserved. All trademarks are property of their respective owners. 

販　　 売　　 名 ： Elation 食道拡張バルーンカテーテル
医療機器届出番号 ： 13B1X10229MM0015

販　　 売　　 名 ： Elation ワイヤーガイド　バルーンカテーテル
医療機器認証番号 ： 302ADBZX00050000

Before using, refer to Instructions for Use for indications, contraindications, warnings, precautions, and directions for use.

BALLOON DILATOR

RAPID INFLATION | COMPLETE DEFLATION



スリット入り不織布マスクエンドマスク

● 被検者にマスクを装着したまま、
内視鏡検査が行えます。

スリット

● 被検者から出る飛沫を捕捉し、
内視鏡室内での感染リスクを低減します。

～内視鏡検査における感染対策～





■ 効能・効果、用法・用量、警告・禁忌・使用上の注意等については、
　 添付文書をご参照ください。

2021年 7月作成（K）




