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お 知 ら せ 

拝啓 

 神奈川県消化器病医学会は、昭和37年5月に実施医家を中心として誕生した学会です。 

 私は昨年11月より神奈川県消化器病医学会の会長を引き継がせて頂き、新たな体制にて1年が

経過しました。 

 本会は400名を超える神奈川県全域の消化器系医師にて構成されており、県の医師会のバック 

アップの下で健全な運営を行なっています。財務上の面も安定しつつあり、ようやく軌道に乗って 

きたのではないかと思われます。 

 毎年、研究会と総会を交互に行っており、春には実施医家の先生方中心に県内を6地区に分け順

番に研究会の当番世話人をお願いしており、秋には大学の教授の先生方に総会の当番世話人をお

願いしております。 

 第54回神奈川県消化器病医学会総会は横浜市立大学附属市民総合医療センター 消化器病セン

ター診療教授 沼田和司先生に当番世話人をお願い致しました。一般演題が19題で、特別講演は

千葉大学大学院医学研究院 消化器内科学 教授 加藤直也先生に「長期生存を得るための進行肝

癌治療戦略～肝予備能維持の重要性と治療選択に有用なバイオマーカー～」についてお話をして

いただきます。また、ワークショップは「診断や治療に苦慮したIBD疾患」のテーマにて3演題、座長

は横浜市立大学附属市民総合医療センター IBDセンター 国崎玲子先生にお願いしました。最新

の話題が聞けるのを楽しみにしています。新たな試みとして最新機器を使った画像や治療の紹介と

してのメーカーセミナーが２演題です。 

一般演題は興味深い症例発表が多く、会員の先生方にも今回の内容にご満足頂けるのでは 

ないかと思っております。さらに本会は若手医師の育成の場のようになっていますので是非とも会 

員の先生にも積極的なご参加・ご指導をお願い申し上げます。 

 

令和４年11月吉日 

敬 具  

 

神奈川県消化器病医学会 

会    長   前 田   慎 

事 務 局 〒236-0004 横浜市金沢区福浦3-9 

横浜市立大学 消化器内科学教室内 

TEL：045-787-2326 

FAX：045-787-2327 
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TKP ガーデンシティ横浜  

〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町 3-1 コンカード横浜 2F  

ホール B 

https://www.kashikaigishitsu.net/data/file.php?fn=21/4.jpg 
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＜参加者へのご連絡＞ 

○参加費1000円は銀行振り込みです。横浜銀行 阪東橋支店（店番号313）    

口座番号： (普) 6209386 口 座 名： 第54回神奈川県消化器病医学会総会 

○年会費未納の方、当日受付にてお納め下さい。 

日本医師会生涯教育講座 取得単位 2.5 単位 

カリキュラムコード・22：体重減少・るい痩 27：黄疸 28：発熱 51：嘔気・嘔吐 

53：腹痛 54：便通異常（下痢、便秘） 

 

＜演題発表に関するご注意＞ 

１） ワークショップの講演時間は10分とし、講演7分、質疑3分とします。 

２） 一般演題の講演時間は7分とし、講演5分、質疑2分とします。 

３） 発表はweb発表またはパソコンを使用してのハイブリット形式といたします。 

当日WEBライブ配信または当日会場にご参加いただくかになります。WEBライブ配信に

はPCとインターネット環境をご用意ください。オンデマンド配信はいたしません。 

 

＜演者の皆様へ＞ 

現地でのパソコンによる発表の方法を以下の通りご案内申し上げます。 

事務局ではプロジェクターを準備いたしますので、発表者はパソコン本体及びUSB 

メモリをお持ちください。 

【パソコン使用上の注意事項】 

①パソコンについての確認・必須事項 

・会場にはWindowsパソコンを準備いたします。 

・Macintoshパソコンの場合はパソコン本体ならびにアダプターをお持ち下さい。 

・XGA 以上の解像度を外部出力可能な機種をお持ち下さい。 

・お持ち込みの場合は、バッテリーおよびACアダプター（電源コード）をお持ち 

下さい。 

・本体に外部出力用端子（アナログD-sub ミニ15 ピンRGB 端子）が付いている事を 

ご確認下さい。無い場合は付属の外部接続用変換ケーブルをお持ち下さい。 

・発表するDATAは全て（動画のリンク等も含め）すぐわかる位置に保存してある事 

を確認して下さい。 

・スクリーンセーバー等の設定をお切り下さい。また、自動で立ち上がるウイルス 

対策ソフト等の設定もお切り下さい。 
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・パソコン立ち上げ時のpassword 設定は解除しておくか、PCオペレーターにその 

旨ご教示下さい。 

②学会準備PC環境（他のPCにて動作確認を行って下さい。） 

・画面サイズ：XGA（1,024 × 768） 

・OS：Windows 10 

・アプリケーション：Power Point 2007 以降に対応しております。 

・使用フォント：Windows 標準搭載フォント（MS ゴシック、MS 明朝、 

Times New Roman、Arial など） 

・データ容量：10MB程度（ 動画データがある場合は50MB程度） 

・搭載ドライブ：DVD-RAM、CD-R 

③パソコンの確認には時間がかかりますので発表時間の30分前にはPC受付にて確認 

をお済ませ下さい。 

ライブ配信による発表の方法を以下の通りご案内申し上げます。 

発表はＷＥＢシステムにログインの上、computer presentationとなります。 

ご担当セッション開始予定時刻の15分前までにセッションURLへのアクセスをお願いい

たします。 詳細は別途ご案内いたします。 

４） 抄録は神奈川医学会雑誌に掲載いたします。抄録に変更がある場合は再提出して

下さい。再提出の場合は以下の要領でお願いします。 

抄録はA4 版縦の横書き（20 × 20字の400字）でワープロ作成して下さい。 

所属、演者名含め 600文字以内でまとめて下さい。 

 

＜評議会開催のお知らせ＞ 

14:58〜15:18 コーヒーブレイク時に別室 2 階「カンファレンスルーム 5」にて評議員

会を開催いたします。評議員の先生方はご出席くださるようにお願いいたします。 

また、コーヒーブレイク時に会場にてお飲み物をご用意いたします。 

 

展示はございません。代わりに装置メーカーによるメーカーセミナーがございます。 

 

第 54 回 神奈川県消化器病医学会総会 

 

◆ 総合事務局   横浜市立大学附属市民総合医療センター・消化器病センター  

診療教授    沼田 和司        TEL：045-261-5656 

◆ 総会事務局（当日）TKPガーデンシティ横浜  

〒221-0056  神奈川県横浜市神奈川区金港町 3-1 コンカード横浜 2F 
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開会挨拶 13:00〜13:05  神奈川県消化器病医学会 会長 前田 愼 

 

一般演題  13:06〜14:06 講演 5分、質疑 2分   消化管 

座長 横浜市立大学附属病院  消化器内科学 金子裕明  

1. 進行食道癌に対する食道ステント留置後に食道大動脈穿通を発症し死亡した一例  

横浜市立大学附属市民総合医療センター 内視鏡部 濵崇哲 

2. 多発肝転移を有する嚢胞変性を伴った GIST の 1 例  

北里大学医学部消化器内科 眞部優作 

3. 大腸内視鏡の前処置として経口腸管洗浄剤を内服したところ胃穿孔をきたした１例 

神奈川県立足柄上病院消化器内科 兼松健太  

4. 当院における胃 GIMTに対する内視鏡的切除術の経験  

横浜市立大学附属市民総合医療センター 内視鏡部 澤田敦史 

座長 横浜市立大学附属市民総合医療センター内視鏡部 小林亮介 

5. 腹腔内リンパ節腫脹を伴う小腸粘膜下腫瘍に対する病理診断手順に苦慮した一例 

横浜労災病院 消化器内科 上野航大  

6. 巨大胆石による胆石性腸閉塞の一例  

横浜市立大学附属病院 消化器外科 酒井淳 

7. 回腸憩室炎の 6例 大和市立病院消化器内科 山下啓和 

8. IMP/CS 投与により改善を認めた直腸動静脈奇形による虚血性腸炎の一例  

藤沢市民病院 消化器内科 野崎公雄 

 

特別講演  14:07〜14:57 

座長 横浜市立大学附属市民総合医療センター 消化器病センター 沼田和司 

「長期生存を得るための進行肝癌治療戦略～肝予備能維持の重要性と治療選択に有用

なバイオマーカー～」千葉大学大学院医学研究院 消化器内科学 教授 加藤直也先生 

 

コーヒーブレイク 14:58〜15:18 別室 2階「カンファレンスルーム 5」にて評議員会 

 

総会 15:19〜15:29  神奈川県消化器病医学会 会長 前田 愼 

 

メーカーセミナー 15:30〜16:00  日本ライフライン株式会社  沼田和司  

富士フィルムヘルスケア株式会社    

横浜市立大学附属市民総合医療センター 消化器病センター 三輪治生 

 

一般演題 講演 5分、質疑 2分 胆膵 16:01〜17:24 

座長 横浜市立大学附属市民総合医療センター 消化器病センター 金子卓 

1. 腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した多隔壁胆嚢の一例 
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済生会横浜市南部病院消化器内科 内田要 

2. 3管合流部嵌頓結石による急性胆嚢炎手術困難例に対して経口胆道鏡下胆嚢ドレナ

ージを行った 1例 湘南鎌倉総合病院 消化器病センター 廣瀬晴人  

3. 超音波内視鏡下胆道ドレナージ後に胆汁逆流性食道炎をきたした 1 例  

聖マリアンナ医科大学 消化器内科 角田樹生 

4. 胆石性膵炎に対する ERCP 後に膵壊死をきたしネクロセクトミーを施行した 1 例  

聖マリアンナ医科大学 消化器内科 薩田祐輔  

5. 高トリグリセリド血症による急性膵炎に対して保存的治療で奏功した 2例 

大和市立病院・消化器内科 染谷昌伸  

6. 確定診断に難渋した膵癌の一例 藤沢市民病院 消化器内科 相馬亮 

7. EUS-FNA で診断し得た抗 PD-1 抗体による免疫関連有害事象(irAE)膵炎の一例 昭

和大学藤が丘病院消化器内科 浅見哲史  

8. 19G FNA 針と 22G FNB 針の診断精度の比較検討 

帝京大学医学部附属溝口病院 消化器内科 勝倉暢洋 

 

一般演題 講演 5分、質疑 2分 肝 

座長 横浜市立大学附属市民総合医療センター消化器病センター・輸血部 野崎昭人 

1. B型肝疾患と C型肝疾患よりの肝発癌における炎症の寄与度に関する研究 

たらお内科・消化器科 多羅尾和郎 

2. 診断に苦慮した hepatic sclerosed hemangiomaの一例 

横浜市立大学附属市民総合医療センター消化器病センター、済生会横浜市南部病院  

臨床検査科 二本松宏美 

3. スニチニブ投与中に診断に至った PBC の 1例 

神奈川県立がんセンター消化器内科 山近由衣 

 

ワークショップ 17:25〜17:56 講演 7分、質疑 3分 診断や治療に苦慮した IBD 疾患 

座長 横浜市立大学附属市民総合医療センターIBD センター 国崎玲子 

1. 潰瘍性大腸炎の経過中に腸結核を合併した 1 例 

北里大学医学部 消化器内科学 小山栞 

2. ウステキヌマブ投与中に難治性肺炎を繰り返した潰瘍性大腸炎の 1 例  

昭和大学横浜市北部病院 消化器センター 黒木貴典 

3. 早期胃癌を合併した活動期の高齢潰瘍性大腸炎の一例 

藤沢市民病院 消化器内科 春山芹奈 

 

閉会の辞 17:56〜17:58  

横浜市立大学附属市民総合医療センター・消化器病センター 当番世話人 沼田和司  
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抄録 

 

特別講演 

「長期生存を得るための進行肝癌治療戦略～肝予備能維持の重要性

と治療選択に有用なバイオマーカー～」 

 

千葉大学大学院医学研究院 消化器内科学 

加藤 直也 

 

 ソラフェニブの登場は、進行肝癌の薬物療法の幕開けでした。その後、レゴラフェ

ニブ、レンバチニブ、カボザンチニブというマルチキナーゼ阻害薬、ラムシルマブと

いう抗 VEGFR2抗体薬が承認され、進行肝癌の薬物療法はマルチキナーゼ阻害薬時代か

ら分子標的薬時代へと変遷し、シークエンシャル治療時代を迎えました。シークエン

シャル治療が可能となり、進行肝癌の全生存期間は延長していますが、他癌腫と異な

り、予後を規定する重要要素は肝予備能です。進行肝癌治療治療が一筋縄でいかない

理由です。とは言え、複合免疫療法の登場は進行肝癌の薬物療法にパラダイムシフト

を起こしました。アテゾリズマブ（抗 PD-L1 抗体）＋ベバシズマブ（抗 VEGF-A抗体）

は治験での 19.2か月という全生存期間中央値からもゲームチェンジャーとなりまし

た。それでも、約 20％の症例では早期病勢進行となっており、それを鑑別するバイオ

マーカーの同定が望まれます。また、一次療法の標準治療は複合免疫両方になりまし

たが、それと同時に、2次治療以降のエビデンスはすべてリセットされ、実臨床でも

試行錯誤が続いています。治療選択にはラショナーレが必要であり、ラショナーレに

基づく治療選択に必要なのがやはりバイオマーカーです。進行肝癌の予後を延長する

ためには、肝予備能を維持することと、ラショナーレに基づく最適治療を推進するの

にバイオマーカーが必要と考えています。 
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ワークショップ 診断や治療に苦慮した IBD 疾患 

 

潰瘍性大腸炎の経過中に腸結核を合併した 1 例 

 

北里大学医学部 消化器内科学 1)、北里大学医学部 新世紀医療開発センター 2) 

〇小山栞 1)，小林清典 2)，金澤潤 1)，別當朋広 1)，池原久朝 1)，横山薫 1)，草

野央 1) 

 

【症例】50 歳代の男性【主訴】下痢【現病歴】20XX-11 年 10 月頃から頻回の下痢と血便を認

め当科を受診。大腸内視鏡検査（CS）で全大腸炎型の潰瘍性大腸炎（UC）と診断、5-アミノサ

リチル酸（5-ASA）製剤の内服のみで症状は消失し、以後は臨床的寛解を維持していた。20XX-2 

年 11 月に癌のサーベイランス目的で CS を施行したところ、盲腸から上行結腸に潰瘍瘢痕と

萎縮粘膜、散在するびらんを認めた。20XX 年 2 月から下痢となり排便回数も増加したため CS 

を再検、盲腸に多発する輪状～不整形潰瘍がみられ、同部から上行結腸にかけてもスキップす

る不整形潰瘍を認めた。生検組織の抗酸菌培養にて M.tuberculosis が検出され、インターフ

ェロン-γ 遊離試験も陽性であったが、喀痰の抗酸菌培養は陰性で胸腹部 CT や小腸造影検査

では異常は認めなかった。UC に合併した原発性腸結核と診断し抗結核薬 3 剤併用療法を開始

した。治療開始から半年後の CS では回盲部の潰瘍は瘢痕化し、生検組織の抗酸菌培養も陰性

であったため抗結核薬を終了とした。以後は腸結核の再発はなく、UC は 5-ASA 製剤の内服の

みで寛解状態を維持している。 

【考察】UC への腸結核の合併例の報告は非常に稀であるが、症状増悪時には感染症の合併も念

頭に置く必要があると考える。なお本症例では、びらんから潰瘍病変への腸結核の進展過程を

観察することができ、CS 所見の推移を含め報告する。 

 

ウステキヌマブ投与中に難治性肺炎を繰り返した潰瘍性大腸炎の 1 例  

 

昭和大学横浜市北部病院 消化器センター  

〇黒木貴典, 工藤進英, 小形典之 , 前田康晴, 椎名脩, 加藤駿, 森田友梨子, 神山勇

太, 小川悠史, 中村大樹, 松 平真悟, 三澤将史, 久行友和, 林武雅, 若村邦彦, 宮地

英行, 馬場俊之, 石田文生 

 

症例は 40 歳代男性。20 歳時に全大腸炎型の潰瘍性大腸炎と診断された。治療経過は、ステロ

イド依存抵抗例にて 20XX-6 年 9 月からアザチオプリンを内服し、20XX-6 年 10 月にインフ

リキシマブを開始したが、二次無効を認め 20XX-2 年 10 月にウステキヌマブ投与に変更を行

った。その後は、症状的にも内視鏡的にも寛解状態が得られていた。20XX 年 1 月に発熱、呼
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吸苦を認め、CT にて右下葉に浸潤影とスリガラス陰影を認め、細菌性肺炎の診断で当院呼吸器

内科に入院 となった。入院後、抗菌薬と呼吸状態の悪化を認めたためステロイドパルス療法に

て加療を行い、内服していたアザチオプ リンは休薬とした。また、入院中に心不全症状を認

め、循環器内科にて特発性拡張型心筋症が疑われた。20XX 年 3 月に 退院となり、呼吸器内科

の了承を得てウステキヌマブの再開を行ったところ、投与 10 日後に肺炎の再燃および心不全

の 再増悪を認め、今回は心不全症状が強いため、循環器内科に 20XX 年 4 月に再入院となっ

た。肺炎を契機に特発性拡張 型心筋症が増悪したと思われた。心駆出率(EF)は 8%まで低下

し、ドブタミン、利尿剤にて加療を行った。左上肺野肺炎は 抗生剤にて加療を行った。20XX 

年 6 月退院となった。潰瘍性大腸炎に関しては寛解状態を維持出来ていたが、治療については 

5-アミノサリチル酸のみ内服しており、今後の再燃が危惧された。ウステキヌマブ投与後に肺

炎を発症しており、全身状態改善後の 20XX 年 7 月よりエンタイビオの投与を行った。エンタ

イビオ開始後は、現在のところ肺炎の再燃を認め ずに順調に経過をしている。心機能に関して

も、改善傾向である。ウステキヌマブ投与中に難治性肺炎を繰り返した潰瘍性 大腸炎の 1 例を

経験したので報告する。 

 

早期胃癌を合併した活動期の高齢潰瘍性大腸炎の一例 

 

1） 藤沢市民病院 消化器内科 2)横浜市立大学 消化器内科学 

〇春山芹奈１），稲垣尚子２），相馬亮１），野﨑公雄１），小俣亜梨沙１），石川俊太郎１），比

嘉愛里１），中村洋介１），近藤新平１），林公博１），福地剛英１），合田賢弘１），安藤知子

１），岩瀬滋１），前田愼２） 

 

症例は 75 歳女性．48 歳で潰瘍性大腸炎（UC）全大腸炎型と診断され，ステロイド依存，慢性

持続型の経過であった．X 年 4 月頃より 8 回/日の軟便と顕血便を認め，中等症再燃と診断し

た．メサラジン 4800 ㎎に加えブデソニド注腸フォーム剤使用も改善せず，入院加療とし, プレ

ドニゾロン（PSL）30mg 投与を開始し速やかに寛解導入に成功した．しかし入院中の上部消化

管内視鏡検査で胃前庭部前壁に 15mm 大の 0-Ⅱc 病変（生検で tub1）を認め，後日内視鏡的粘

膜下剥離術（ESD）の方針となった．UC は免疫調整剤追加を検討したが，担癌患者であること

を考慮し，顆粒球除去療法（GCAP）を追加した．PSL10mg に減量後も臨床的寛解が維持され，

ESD を施行した．術中・術後に明らかな合併症なく経過し，早期胃癌の最終病理結果は tub1，

pT1a，Ly0，V0，pUL0，pHM0，pVM0 で治癒切除であった．ＵＣは GCAP10 回終了後も寛解維持目
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的で継続し臨床的寛解を維持している． 

UC に合併した早期胃癌に対して ESD を行った報告はないが，今後，高齢化に伴い，悪性腫瘍の

合併も考慮した UC 治療が必要となる症例は増加すると考えられる．今回活動期 UC に合併した

早期胃癌に対し，UC 寛解導入および ESD を施行した症例を経験したため報告する． 
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メーカーセミナー 

 

日本ライフライン株式会社  

横浜市立大学附属市民総合医療センター 消化器病センター 沼田和司  

arfa RF ABLATION SYSTEM 「正確に穿刺し、正確に焼灼できる国産初の RFAシステ

ム」 

● 出力を段階状ではなく直線状に徐々に上げることによりポッピングや疼痛が抑制さ

れる 

● 小病変を 1cm通電部+5W上昇のリニアで丸く焼灼できる 

● 超音波で通電部の先端と手元側の両部が視認可能で病変と電極の位置関係の把握が

容易 

● 術者モニターにより術者が通電の状況を把握しやすい 

● 先端温度系により通電中の組織の温度(=周囲の状況)を把握できる 

上記の装置を用いた RFAの実例を薬物治療や放射線治療の併用も併せて提示してご

説明します。 

 

富士フィルムヘルスケア株式会社  

横浜市立大学附属市民総合医療センター 消化器病センター 三輪治生 

ARIETTA850DeepInsight/ARIETTA850「AI活用によって深化する超音波診断装置」 

●DeepInsight技術：AI技術を活用してノイズを分離し、高精度に組織信号のみを抽

出 

●eFocusing PLUS：開口合成のみでなく、周波数合成技術にて全フォーカス技術が進

化 

●高周波リニアプローブ：微かな変化も捉える高い視認性と深部感度を実現 

●DFI(Detective Flow Imaging)：これまで描出困難であった低流速の血流を表示する

新たなイメージング技術 

●EUS：硬さ評価に加え、微細血流描出、全フォーカスにも対応し、一歩先の診断が可

能 

上記の装置を使って撮像した実症例を提示し、同画像の素晴らしさをご説明いたし

ます。 
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一般演題 消化管 

 

進行食道癌に対する食道ステント留置後に食道大動脈穿通を発症し死亡した一例  

 

１）横浜市立大学附属市民総合医療センター 内視鏡部 ２）横浜市立大学附属市民総

合医療センター 病理診断科 ３）横浜市立大学附属病院 消化器内科学教室 

○濵崇哲, 東大輔, 厚坂励生, 尾関雄一郎, 澤田敦史, 西尾匡史, 小林亮介, 佐藤知

子, 平澤欣吾 1), 田中玲子, 稲山嘉明 2), 前田愼 3) 

 

【はじめに】食道進行癌はしばしば通過障害を来し, 症状緩和目的に食道ステント留置が行わ

れることがある. 今回, 食道癌に対する食道ステント留置後に食道大動脈穿通を来し, 大量出

血により死亡した一例を経験したので報告する. 【症例】85 歳男性. 胸部大動脈瘤の既往があ

る. 食事のつかえ感を主訴に前医を受診し上部消化管内視鏡検査が施行された. 胸部下部食道

に進行癌を認め, 当院を紹介受診した. 多発リンパ節転移, 肝転移を伴っており, 高齢である

ことから積極的治療適応外と判断し, 症状緩和目的に食道ステントを留置した. 処置後, 経口

摂取が可能となり退院した. 食道ステント留置後 21 日目に吐血のため, 当院を救急受診した. 

緊急上部消化管内視鏡検査を施行したが, 食道内に大量の凝血塊を認め止血困難であった. 以

降, 継続的に吐血を繰り返し, 同日に死亡した. 病理解剖を行ったところ, 食道大動脈穿通を

認め, 同部位が出血源であったと推定された. 【考察】既報では食道大動脈穿通において, 悪

性腫瘍, 大動脈瘤などがリスク因子であると報告されている. 本症例ではその両者が併存して

おり, 食道大動脈穿通のリスクが高い症例であったと考えられる. 食道ステント留置による経

口摂取可能という QOL の改善の一方で, 穿破という急速な転機は本症例のような高リスク例で

はまず念頭に置くべき病態である.  

 

多発肝転移を有する嚢胞変性を伴った GIST の 1 例  

 

北里大学医学部消化器内科  

○眞部優作，岩井知久，花岡太郎，石崎純郎，玉置明寛，渡辺真郁，蓼原将良，安達

快，長谷川力也，奥脇興介，木田光広，草野央  

 

【症例】 47 歳女性.200XX 年 6 月に左側腹部痛を主訴に受診した.血液検査で炎症反応上昇

を認め,造影 CT 検査で胃体部大弯に 60mm 大の嚢胞成分を有する腫瘤と多発肝腫瘤を認めた.

上部消化管 内視鏡検査では胃体中部大弯に頂部にびらんを有する粘膜下腫瘍(SMT)を認めた.超

音波内視 鏡検査(EUS)では SMT は第 4 層由来の境界明瞭な低エコー腫瘤で内部には嚢胞成分

の混在を 認めた. ソナゾイド造影では,腫瘤辺縁に血管早期相から持続濃染される充実成分を

認め,壊死や 出血部位などとの識別が容易となった.EOB-MRI では多発肝腫瘤は不均一造影さ
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れ,肝細胞相で 低信号であり,転移性肝腫瘍を疑う所見であった.以上から嚢胞変性を伴った消

化管間質腫瘍 (GIST)の多発肝転移を疑い,腫瘤内の充実性成分と肝腫瘤に対し超音波内視鏡下

穿刺吸引法 (EUS-FNA)を施行した.病理結果は HE 染色でいずれの腫瘍成分も錯綜する紡錘形細

胞で構成 され,核腫大・異型細胞を認めた.免疫染色では c-kit,CD34 陽性であり胃の腫瘍成分

では Ki-67 陽性細胞は 20％,肝腫瘍は 11％であった.肝転移を有する切除不能 GIST と診断

し,チロシンキナーゼ活性阻害剤を導入し現在外来にて経過観察中である. 【考察】 EUS-FNA 

は嚢胞性病変には感染・播種の観点から本邦では適応外と考えられている.今回,嚢胞 性腫瘤内

の充実性成分への EUS-FNA を施行し合併症なく GIST と診断できた 1 例を経験した. 嚢胞成

分を有する病変への EUS-FNA の適応や安全に施行するための工夫を文献的考察を交えて報告す

る. 

 

大腸内視鏡の前処置として経口腸管洗浄剤を内服したところ胃穿孔をきたした１例 

 

1) 神奈川県立足柄上病院消化器内科 2)横浜市立大学附属病院消化器内科学教室 

○兼松健太 曽谷祐貴 國司洋佑 柳橋崇史 芝山幸佑 栗村紀輝 加藤佳央 1) 前

田愼 2) 

 

【症例】69 歳男性。約 1 年前から倦怠感を自覚し徐々に増悪したため外来を受診した。CT で進

行 S 状結腸癌、多発肝転移・肺転移が強く疑われた。血液検査では軽度貧血、高度肝障害、腫

瘍マーカー上昇を認めた。腹痛や腹部膨満感を認めず、CT で腸閉塞所見を認めなかったため、

通常の前処置で大腸内視鏡検査を行う方針となり入院した。経口腸管洗浄剤（ナトリウム・カ

リウム・アスコルビン酸配合剤）を服用したところ、上腹部を中心とする腹部全体痛が出現し

た。腹部全体は板状硬で冷汗を伴い、CT で腹腔内遊離ガスと少量腹水を認め、消化管穿孔が強

く疑われた。消化管内液体貯留は胃内で目立ち、腹腔内遊離ガスも上腹部優位であったが、経

過から大腸穿孔と判断し緊急手術を施行した。下腹部正中切開し大腸を検索したが穿孔部位を

発見できず、肝円索や肝臓に大網が癒着していたことから上腹部を検索したところ胃体部前壁

に 10mm 大の胃穿孔を認めた。皮切を上腹部まで延長し、穿孔部を縫合閉鎖した。S 状結腸腫瘍

もサイズが大きく穿孔や閉塞リスクが高いと考え、ハルトマン手術を追加した。経過は順調で

第 6 病日に食事を開始したが、その後黄疸が急速に進行し、第 27 病日に肝不全で死亡した。 

【考察】経口洗浄剤で胃穿孔を来たした報告は過去になく、極めて稀な合併症である。先入観

に囚われない丁寧な CT 読影の重要性を再認識させる貴重な症例であるため報告する。 
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当院における胃 GIMTに対する内視鏡的切除術の経験 

 

1)横浜市立大学附属市民総合医療センター 内視鏡部、2)横浜市立大学附属市民総合医

療センター 消化器病センター、3)横浜市立大学附属病院 消化器内科 

〇澤田敦史 1) 、平澤欣吾 1) 、東大輔 1)、厚坂励生 1)、尾関雄一郎 1)、西尾匡史 1)、小林

亮介 1)、佐藤知子 1)、國崎主税 2)、前田愼 3) 

 

【背景・目的】当院における胃 GIMT に対する内視鏡治療は、2017 年に 30mm 以下の管外成分を

含まない管内発育型の胃 GIMT に対して Endoscopic Muscularis Dissection (EMD)を導入したこ

とに始まり、その後 2019 年に管外成分を含んだ管内発育型も対象に含めたことで Endoscopic 

resection with one port placement (EROPP)に改変し、さらに 2020 年 8 月に先進医療として

pure EFTR を導入した。今回この治療成績から、胃 GIMT に対する内視鏡的切除の有効性・安全

性を考察する。 

【方法】胃 GIMT 内視鏡治療症例 30 例 31 病変(EMD5 例、EROPP20 例、pure EFTR5 例)を対象と

し、短期治療成績を検討した。全例手術室で全身麻酔下に行われ、EROPP は臍部へカメラポート

のみ挿入し、腹腔内圧を一定に調整（10mmHg）した状態のもとで EFTR を施行した。縫縮に関し

EMD はクリップ、EROPP/pure EFTR は OTSC を基本とした。 

【結果】占拠部位 (U/M/L)20/8/3 例、平均腫瘍径 23(8-42)mm であった。治療成績に関し、全例

切除・縫縮は内視鏡のみで完遂され、平均切除時間 36(14-95)分、平均縫縮時間 18(5-45)分で、

ER0 率 100%、R0 切除率は 87%(27/31)であった。腹腔穿刺脱気は EMD で 1 例 (20%)、pure EFTR

は 3 例 (60%)に行われた。術後最終病理診断は 24 例が GIST(modified-Fletcher 分

類:moderate/low/very low 2/11/11)、4 例が平滑筋腫、1 例が神経鞘腫であった。全例縫縮の術

後縫合不全は認めず、平均在院日数は 8.4(8-10)日で重篤な周術期合併症は全例で認められなか

った。 

【結語】胃 GIMT に対する内視鏡的切除は、適切な環境下で安全かつ有効に実施可能である。 

 

腹腔内リンパ節腫脹を伴う小腸粘膜下腫瘍に対する病理診断手順に苦慮した一例 

 

横浜労災病院 消化器内科 

○上野航大，関野雄典，利井辰光，佐伯優美，林映道，佐野誠，枇杷田裕佑，稲垣淳

太，春日範樹，髙柳卓矢，内山詩織，金沢憲由，永瀬肇 

 

【症例】59 歳女性。偶発的に CT で小腸粘膜下腫瘍（SMT）が疑われ、精査目的に紹介された。

ＣＴでは小腸に 12mm 大の多血性腫瘍と、腸間膜脂肪織濃度上昇、10mm 程度までのリンパ節腫

脹を認めた。小腸病変は内視鏡所見では上皮性変化を認めず、超音波内視鏡では境界明瞭な筋

層由来の管外発育型の低エコー腫瘤として描出された。病理検査前診断として悪性リンパ腫を
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第一に、小腸 GIST のリンパ節転移を鑑別に考えた上で、初回検査として腸間膜リンパ節腫大に

対して EUS-FNA を施行、濾胞性リンパ腫の疑いの結果を得た。血液内科より組織検体量の問題

で確定診断に不十分との判断があり、小腸リンパ腫疑いの確定診断目的に経胃的に小腸主病変

に対する EUS-FNA を施行したところ、GIST の病理結果であった。小腸 GIST と腹腔内濾胞性リ

ンパ腫疑いの術前診断に対して、腹腔鏡下小腸部分切除術・腸間膜リンパ節生検を施行した。

術後病理診断では、小腸病変は超低リスク GIST、リンパ節は濾胞性リンパ腫 Grade1-2 となっ

た。 

【考察】本症例では小腸 SMT の検査前診断を小腸原発の悪性リンパ腫としたものの、腹腔を介

した小腸 GIST の経胃的針生検による播種・術後再発リスクを考慮し、初回穿刺対象はリンパ節

とし、追加検査として腹腔内を介した SMT に対する穿刺を行った。この間、小腸 GIST と悪性リ

ンパ腫の重複の可能性については鑑別に挙げていなかった。小腸 GIST のリンパ節転移および腹

腔内を介した GIST への針生検による腹腔内播種リスクなどに関する文献的考察を含めて報告す

る。 

 

巨大胆石による胆石性腸閉塞の一例 

 

横浜市立大学附属病院 消化器外科 

○酒井淳, 中川和也, 石部敦士, 舩津屋拓人, 木下颯花, 小澤真由美, 小坂隆司, 秋

山浩利, 遠藤格 

 

【症例】82 歳，男性．【主訴】腹痛，嘔吐． 

【現病歴】2 日前からの腹痛，嘔吐を主訴に救急要請し，当院救急外来を受診した． 

【臨床経過】腹部 CT 検査で骨盤内回腸に 7cm 大の胆石を認め，同部位をより口側の小腸は拡張

し、腸液の貯留を認めた．胆嚢は萎縮し，十二指腸球部と瘻孔形成が疑われ，肝内には著明な

胆道気腫を認めていた．CT 所見より胆石性腸閉塞の診断となり，緊急入院となった．腸管の虚

血や壊死を疑う所見はなく，高齢で並存疾患を有していたため，待機的手術の方針とした．経

鼻イレウス管による腸管減圧を行い，入院 5 日目に手術を施行した．下腹部正中切開で開腹す

ると，回腸末端より 40cm口側の回腸内に 7cm 大の胆石が嵌頓していた．同部位の回腸に腸管長

軸方向に 3cm の全層切開を置き， 胆石を摘出し，回腸内腔の潰瘍や壊死の所見が無いことを確

認後，長軸方向に Albert-Lembert 縫合で縫合閉鎖した．摘出した胆石は混成石であった．術後

に透視下上部消化管内視鏡検査を施行し，胆嚢十二指腸瘻の開存を認めた．胆嚢十二指腸瘻の

根治術については，高齢で並存疾患が多く手術リスクが高いと判断し，経過観察の方針とし

た．胆管炎などの術後合併症なく経過し，術後 21 日目にリハビリ目的に転院した． 
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【結語】比較的稀である巨大胆石による胆石性腸閉塞の一例を経験したため報告した．  

 

回腸憩室炎の 6例 

 

大和市立病院消化器内科  

○山下啓和、亀田亮、染谷昌伸、淺見昌樹、栁田直毅、山本和寿 

 

【目的】回腸憩室炎は稀な疾患であり，本邦で保存的に加療を行った例の報告も限られてい

る．当院で 2016 年 2 月から 2021 年 10 月の 6 年間に回腸憩室炎を 6 例経験したため報告する． 

【結果】当院で経験した 6 例について，患者の年齢は 20 代から 70 代で，2 例が女性，4 例が男

性であった．既往に特徴的傾向はなかった．6 例中 5 例は CT 検査で，1 例は腹部超音波検査で

診断した．CT 所見では 1 例で回腸憩室周囲の膿瘍を認め，2 例で穿通を認めた．穿通例ではい

ずれも限局性腹膜炎を認めた．残る 3 例が単純性憩室炎であった．全ての症例で病変の部位は

回腸末端付近の腸間膜付着側であった．全例で保存的治療を行い，8 日間から 58 日間の抗菌薬

投与で軽快した．回腸憩室の保有者は総人口の 2%以下で保有者は 40 代以上の男性に多いと報

告されている．空腸，回腸の憩室炎は穿孔，膿瘍，閉塞を伴う頻度が 20%から 53%と報告されて

おり，結腸憩室炎の 12%に比して高率である．1990 年代までは手術例の報告がほとんどであっ

たが，近年では複数のレビューで結腸憩室炎に準じた治療が提案されている．【結論】当院で経

験した回腸憩室炎は全ての症例で結腸憩室炎に準じた保存的治療を行って改善が得られた．経

験した症例の半数に膿瘍形成や穿通を認めた．回腸憩室炎は稀な疾患だが膿瘍や穿通の割合が

高く，右下腹部痛や急性腹症の原因として除外の意義が高いと考える． 

 

IMP/CS投与により改善を認めた直腸動静脈奇形による虚血性腸炎の一例 

 

1)藤沢市民病院 消化器内科、2)藤沢市民病院 放射線診断科、3)横浜市立大学 消化器

内科学 

○野崎公雄 1), 相馬亮 1), 小俣亜梨沙 1), 石川俊太郎 1), 春山芹奈 1), 中村洋介

1), 比嘉愛里 1), 近藤新平 1), 林公博 1), 福地剛英 1), 合田賢弘 1), 安藤知子 1),  

岩瀬滋 1)，安井大祐 2)，藤井佳美 2)，前田慎 3) 

 

【症例】78 歳男性, 【主訴】血便, 【現病歴】X 年 2 月より粘血便が出現し, 近医にて下部消
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化管内視鏡検査を施行され, 虚血性腸炎の診断となった. 保存的加療を行ったが改善がなかっ

たため, X 年 6 月に当科紹介受診となった. 【臨床経過】下部消化管内視鏡検査では直腸 S 状

部～ S 状結腸にかけて全周性に暗赤色, 浮腫状変化を認め, 虚血性変化として矛盾しない所見

であった. 腹部造影 CT 検査では S 状結腸の浮腫状変化・壁肥厚と, 周囲の脂肪織濃度上昇を認

めたが, 支配血管に血栓などは指摘できなかった. 抗菌薬投与や抗凝固療法などを行ったが改

善がなかったため, 入院 15 日目に血管造影を行ったところ Yake 分類Ⅳ型の直腸動静脈奇形を

認めた. 入院 18 日目に腹部血管造影を行い, S 状結腸動脈に IPM/CS 及び低濃度 NBCA(1:8)を投

与した. X 年 7 月に再度, 腹部血管造影を行い, 上結腸動脈分枝に IPM/CS 及び CS を投与した. 

治療後, 粘血便は消失し, 下部消化管内視鏡検査では粘膜はやや浮腫状であったが虚血性変化

は著明に改善し, 腹部造影 CT 検査でも S 状結腸壁の肥厚の改善を認めた.【考察】本来抗菌薬

として用いられることが多い IMP/CS だが, 難溶性であることから, 粉末が溶解せずに, 直径

10～70μm の微小粒子を一時的に形成することが報告されている. 本症例では, 直腸動静脈奇

形に対して IPM/CS が一時的な塞栓物質として作用したと考えられる.  

【結語】IMP/CS 投与により改善を認めた直腸動静脈奇形による虚血性腸炎の一例を経験した. 
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一般演題 胆膵 

 

腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した多隔壁胆嚢の一例 

 

1) 済生会横浜市南部病院消化器内科 2) 済生会横浜市南部病院外科  

3)済生会横浜市南部病院病理診断科  

〇内田要 1)，石井寛裕 1)，尾崎裕理 1)，田中咲 1)，石野勇康 1)，土屋祐介 1)，榎本昌人 1)，

西脇友紀 1)，丹羽一博 1)，京里佳 1)，所知加子 1)，菱木智 1)，川名一朗 1)，上田倫夫 2) 

村上あゆみ 3)，中山崇 3) 

 

【症例】54 歳，女性【主訴】心窩部痛【現病歴】健診で施行した腹部超音波検査で以前と比べ胆

嚢壁が肥厚しており，精査目的に当院当科へ紹介受診となった．数年前から時折食後の心窩部痛

を自覚していたが，来院時の身体所見上明らかな腹部異常所見は認めなかった．血液検査で炎症

反応や肝胆道系酵素は正常範囲であり，また，腫瘍マーカー（CEA，CA19-9）も上昇は認めなか

った．腹部超音波検査では胆嚢内腔に大小不同の隔壁構造を認め，隆起性病変は認めなかった．

腹部造影 CT では明らかな隔壁構造は認めなかった．MRCP 検査では胆嚢体部から底部にかけて多

数の隔壁を有し，多房性を呈しており，隔壁内に液体の貯留が見られた． EUS では腹部超音波

と同様の所見であった．以上から，多隔壁胆嚢と診断した．有症状であること，癌合併の報告が

あることを考慮し，腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した．摘出標本の外観は多房性を呈しており，胆

嚢内部は隔壁様構造を認め，明らかな腫瘍性病変や結石は認めなかった．胆嚢隔壁の病理組織診

断では，隔壁の大部分に筋層と連続性を有する平滑筋線維組織束や膠原線維の挙上を認めた．ま

た，Rokitansky-Aschoff 洞の形成と筋層の肥厚，線維増生が混在していたことから胆嚢腺筋腫

症を合併した多隔壁胆嚢に矛盾しない所見であった．【考察】多隔壁胆嚢は非常にまれな先天性

疾患である．今回，我々は胆嚢腺筋腫症を合併した多隔壁胆嚢の一例を経験したため，文献的考

察を加えて報告する． 

 

3管合流部嵌頓結石による急性胆嚢炎手術困難例に対して経口胆道鏡下胆嚢ド

レナージを行った 1例 

 

湘南鎌倉総合病院 消化器病センター  

○廣瀬晴人, 小泉一也, 増田作栄, 眞一まこも, 上石英希, 地主龍平, 窪田純, 塩谷

健斗, 木村かれん, 長山未来, 西野敬祥, 隅田ちひろ, 市田親正, 佐々木亜希子, 小

林正宏, 賀古眞 

 

【症例】60 歳女性【主訴】心窩部痛【既往歴】肝硬変,発作性心房細動【現病歴】201X 年心窩

部痛にて受診し,腹部 CT にて胆嚢腫大を認め胆石性急性胆嚢炎と診断した.腹水貯留を認める肝

硬変かつ抗血栓療法中であったため外科治療および穿刺ドレナージは高リスクと判断し内視鏡
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的経乳頭的胆嚢ドレナージ目的に当科入院となった.【経過】入院当日に緊急 ERCP を施行した.

胆道造影すると胆嚢管はわずかに描出され,その際に 3 管合流部の結石嵌頓を疑った.経口胆道

鏡下に観察したところ胆嚢管起始部の結石嵌頓が直視下に確認された.結石を胆嚢管に押し戻す

ことで経口胆道鏡の先端を胆嚢管内に挿入することが可能となり,胆嚢管内へのガイドワイヤー

留置に成功した.ガイドワイヤーを胆嚢内に進め,胆嚢内にステントを留置した.術後経過は良好

で第 9 病日に退院し,以後ステント留置のまま約 3 年半再発を認めていない.【考察】手術困難

な急性胆嚢炎例のドレナージにおいて,本例のような抗血栓療法中かつ腹水の存在する例では穿

刺を必要としない ERCP による経乳頭的胆嚢ドレナージが望ましいが,その成功率は 60-80%程度

と決して十分とはいえない.特に 3 管合流部嵌頓結石においては胆嚢管の同定が困難なことも多

く成功率が低くなることが想定されるが,本例では経口胆道鏡を用いることで内視鏡的経乳頭的

胆嚢ドレナージが可能となった. 

 

超音波内視鏡下胆道ドレナージ後に胆汁逆流性食道炎をきたした 1 例  

 

聖マリアンナ医科大学 消化器内科  

〇角田樹生，路川陽介，薩田祐輔，関根章裕，五十嵐洋介，中原一有，立石敬介  

 

症例は 76 歳，女性．201X 年前医にて胃癌に対し胃全摘術＋R-Y 再建術が施行された． 術後 4 

年に腹膜播種再発による閉塞性黄疸加療目的に当科紹介となった．小腸鏡下 ERCP を検討した

が腹膜播種により乳頭部到達困難であり，超音波内視鏡下胆道ドレ ナージ術 (EUS-BD) を行う

方針となった．食道-空腸吻合部直下からの走査で 8mm に拡張した左肝内胆管を認めたため，

19G 穿刺針による EUS-BD を施行．肝門部胆管 狭窄に対して 10mm 8cm UCSEMS を留置し，肝

空腸吻合として 7Fr 14cm の片 pigtail 型プラスチックステントを先端が左肝管となるように

留置した (EUS guided hepatojejunostomy : EUS-HJS)．消化管側のステントは逸脱，迷入予防

に十分な長 さを確保し，食道-空腸吻合部近傍に置いた。胆道ドレナージとしては良好であった

が， 術後翌日より心窩部痛，嘔気・嘔吐が出現．胆汁性腹膜炎の合併を疑ったが，身体所 見，

血液検査および CT 上は腹膜炎を疑う所見は認めなかった。術後 5 日目まで症状 持続するこ

とから EGD 施行したところ，口腔内への胆汁逆流および全食道に全周性 の易出血性のびらん

を認めた．また，吻合部近傍にはステント端の機械的刺激による深 い潰瘍形成を認めたことか

ら，ステントを把持し透視下で穿刺部より肛門側へステント 端を誘導した．その直後から症状

は著明に改善し，14 日目には吻合部近傍の潰瘍およ び食道粘膜のびらんの改善が得られた．今

回われわれは，胃全摘後の EUS-HJS 後に 胆汁逆流性食道炎を併発した 1 例を経験したため報

告する． 

 

胆石性膵炎に対する ERCP 後に膵壊死をきたしネクロセクトミーを施行した 1 例  

 

聖マリアンナ医科大学 消化器内科  

○薩田祐輔、路川陽介、岸洋祐、関根章裕、五十嵐洋介、中原一有、立石啓介  
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症例は 59 歳，男性．腹痛を主訴に当院救急搬送された．精査の結果，急性膵炎 (Grade1) の

診断 で入院となった．肝胆道系酵素の上昇を認めていたが，CT にて明らかな胆管拡張や結石

は認めな かった．第 2 病日には肝胆道系酵素の上昇を認めたため EUS 施行したところ，総胆

管に 2mm の 高エコー構造物を認めたため，胆石性膵炎の診断で同日に緊急 ERCP 施行となっ

た． 胆管挿管に難渋したため膵管 GW 法を併用し，EST および胆管・膵管ステント留置のみ施

行した． ERCP 翌日の血液検査では膵酵素，肝胆道系酵素の改善を認めたが，造影 CT では膵

体尾部の造 影不良域と腎下極以遠の炎症波及を認めた． その後は保存的加療で経過良好であ

ったが，第 50 病日に発熱，造影 CT で最大径 240mmと被包 化壊死 (WON) の増大をきたした．

感染性 WON の診断で EUS 下に Lumen apposing metal stent（LAMS） を胃体上部大弯から 

WON 内に留置しドレナージを施行した．LAMS 経由での 経内視鏡的ネクロゼクトミーを計 11 

回施行することで，WON の縮小が得られた．胆石性膵炎は急 性膵炎の重要な成因の 1 つであ

り胆管炎合併例，胆汁うっ滞所見がある場合、急性膵炎診療ガイ ドラインで緊急内視鏡治療が

推奨されている，治療時期や ERCP 後の合併症により重症化するこ とも念頭に置き，治療方針

を決定する必要がある．また、膵炎が重症化した際の合併症である感染 性 WON への対応も含

め若干の文献的考察を加え報告する． 

 

高トリグリセリド血症による急性膵炎に対して保存的治療で奏功した 2例 

 

大和市立病院・消化器内科 

○染谷昌伸、山下啓和、亀田亮、淺見昌樹、栁田直毅、山本和寿 

 

【症例】症例 1 は家族性複合型高脂血症の既往がある 27 歳女性. 2019 年 10 月より上腹部痛を

自覚し当院救急外来受診した. 血中膵酵素の上昇はないが, TG 14,713 mg/dL と著明に上昇し, 

腹部造影 CT で膵周囲の炎症所見を認めたため, 高トリグリセリド(TG)血症による急性膵炎の診

断で入院となった. 絶食・補液およびフィブラート・スタチン内服, インスリン・ヘパリン持続

静注で加療開始し, 改善得られたため第 15 病日に退院となった. 症例 2 は併存疾患のない, 高

度肥満の 41 歳女性. 背部痛を主訴に当院へ救急搬送され, 血中膵酵素高値, 腹部造影 CT で膵

周囲の炎症所見を認め急性膵炎の診断で入院となった. 追加の血液検査で TG 2,782 mg/dL と

高値を認めており, 高 TG血症に伴う急性膵炎と判断した. 絶食・補液, フィブラート内服で加

療開始し, 経過良好であり第 10 病日に退院となった.  

【考察】TG > 1,000 mg/dLで膵炎の重症化が示唆される時には TG 500 mg/dL 以下を目標に血漿

交換の施行が推奨されているが, 施行できない場合には保存的治療としてインスリン・ヘパリ

ン持続静注が有効とされている. 本邦においては血漿交換を施行されている報告が多く, 保存

的治療のみで奏功した報告は少ないが, 当院で経験した 2 症例では脂質低下薬およびインスリ

ン・ヘパリン持続静注での保存的治療を行い奏功した.  

【結語】高 TG 血症による急性膵炎の 2 例を経験したため, 文献的考察を加えて報告する。 
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確定診断に難渋した膵癌の一例 

 

1） 藤沢市民病院 消化器内科 2)藤沢市民病院 病理診断科 3)横浜市立大学 消化器 

内科学 

○相馬亮 1)，合田賢弘 1)，野崎公雄 1)，小俣亜梨沙 1)，石川俊太郎 1)，春山芹奈 1)， 

中村洋介 1)，比嘉愛里 1)，近藤新平 1)，林公博 1)，福地剛英 1)，安藤知子 1)， 

江中牧子 2)，岩瀬滋 1)，前田慎 3) 

 

【症例】76 歳男性．嘔吐，体重減少を主訴に 20XX 年 7 月近医を受診した．腹部単純 CT で膵頭

部から十二指腸下行脚にかけての境界不明瞭な腫瘤と肝側の胆管拡張を認めた．8 月 2 日精査

加療目的に当科を受診し，血液検査で肝胆道系酵素上昇を認めた．胸腹部造影 CT を施行し，膵

頭部に 28mm×23mm 大の遷延性造影を示す腫瘍を認め，右肺下葉に 10mm 大の結節も伴ってい

た．膵癌の十二指腸・胆管浸潤，肺転移を疑い，精査加療目的に緊急入院となった．第 3 病日

透視下上部消化管内視鏡検査（EGD）にて幽門輪から上十二指腸角まで腫瘍浸潤によると思われ

る狭窄を認め，生検を施行したが悪性腫瘍は検出されなかった．第 8 病日超音波内視鏡下穿刺

吸引生検（EUS-FNA）を試みたがスコープは幽門輪を通過できず，検体採取は困難であった．第

15 病日超音波内視鏡下肝胃瘻孔形成術（EUS-HGS）を施行し胆管プラスチックステント（PS）

を留置したが，その際に採取した胆汁細胞診は ClassⅠであった．穿刺部の瘻孔形成を待っ

て，第 23 病日新規デバイスの内視鏡用イントロデューサー（Endo Sheather，PIOLAX 社）を用

いて HGS ルートより胆管狭窄部の生検を行ったところ，Adenocarcinoma が検出され，膵癌の確

定診断(cT3N0M1 StageⅣ)となった．第 28 病日十二指腸金属ステント（MS）を留置し，第 37 病

日退院した．【考察】本症例は FNA や内視鏡的逆行性胆道膵管造影（ERCP）が困難であったが，

新規デバイスを用いることで HGS ルートより病理検体を採取し，確定診断を下すことができ

た． 

 

EUS-FNA で診断し得た抗 PD-1 抗体による免疫関連有害事象(irAE)膵炎の一例 

 

1) 昭和大学藤が丘病院消化器内科、2) 小田原市立病院消化器内科 

○浅見哲史 1) 高野祐一 1) 山脇將貴 1) 野田淳 2) 丸岡直隆 2) 長濵正亞 1) 

 

症例は 83 歳男性、特記すべき既往歴や家族歴はない。肉眼的血尿を主訴に当院を受診され、

CT で右腎癌、肺転移が疑われた。腎腫瘤に対して CT ガイド下生検を施行され淡明細胞型腎細

胞癌（cT3aN1M1：cStageⅣ）と診断された。Avelumab(抗 PD-L1 抗体) 、Axitinib 併用療法を

開始されたが、2 サイクル目で CTCAE Grade3 のアナフィラキシーを生じたため 

Pembrolizumab(抗 PD-1 抗体)、Axitinib 併用療法に変更された。その後は Partial Response 

を維持していたが、1 年 6 か月が経過した 36 サイクル目で高 AMY 血症、膵頭部・尾部の腫

大を認めた。免疫関連有害事象(irAE)、自己免疫性膵炎、転移性・原発性膵腫瘍を鑑別に挙
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げ、22G の穿刺針による EUSFNA を膵頭部・膵尾部に対して施行した。病理学的に悪性所見や

自己免疫性膵炎の所見はみられず、CD4 陽性 T 細胞の浸潤を認め免疫関連有害事象による膵炎

が示唆された。治療経過、画像所見 、 病理所見から Pembrolizumab による irAE 膵炎 

（CTCAE Grade2） と 診断した 。Pembrolizumab 休薬のみで血清 AMY は低下し、膵腫大も改

善した。しかし、Performance status が低下したため化学療法は中止となり、Best 

supportive care の方針となった。今回、比較的稀な Pembrolizumab による irAE 膵炎を発症

した症例を経験したので若干の文献的考察を加えて報告する。 

 

19G FNA 針と 22G FNB 針の診断精度の比較検討 

 

帝京大学医学部附属溝口病院 消化器内科 

○勝倉暢洋、土井晋平、苗村佑太、齋藤剛、足立貴子、渡邉彩子、松本光太郎、綱島

弘道、辻川尊之 

 

【目的】19G FNA 針と 22G FNB 針の診断精度の比較検討 

【方法】2015 年 1 月から 2021 年 7 月までに当施設で EUS-FNA を行った 651 例を後ろ向き

に調査し、膵病変に対する初回穿刺かつ評価可能な組織検体が採取出来たものを対象とした。

19G の Expect、Sonotip、EZ shot3 を選択した群(以下、A 群)と、22G の Acquire、

SharkCore を選択した群(以下、B 群)との間で比較を行った。最終診断は病理診断もしくは 6 

ヶ月後の画像診断を含む臨床診断に基づき判断した。 

【結果】対象は 162 例、内訳は A 群 73 例、B 群 89 例であった。背景因子（A 群/B 群）

は、年齢(平均 70.1 歳/70.5 歳)、性別(男性 37 例/42 例、女性 36 例/47 例)、対象の術前

臨床診断 (腫瘍 61 例/79 例、非腫瘍 12 例/10 例)、穿刺回数（2 回以下 42 例/44 例、3 回

以上 31 例/45 例）、穿刺経路(経胃 42 例/41 例、経十二指腸 31 例/48 例) 、以上の項目で

は両郡間で有意差を認めず、病変径（20mm 以下 11 例/32 例、20mm 以上 55 例/53 例）のみ

有意差を認めた(P=0.01)。組織診のみの正診率/感度/特異度/PPV/NPV は A 群 74.0％

/67.2%/100%/100%/44.1%、B 群 86.5％/82.9%/100%/100%/61.3%であり組織のみの正診率は FNB 

群の方が有意に高かった(P 

＜0.01)。 また細胞診のみの正診率は A 群 74.0％/67.2%/100%/100%/44.1%、B 群 83.1％

/78.6%/100%/100%/55.9%であり、細胞診のみの正診率も FNB 群の方が有意に高かった(P＜

0.01)。また単変量・多変量解析を行うと病変径 21mm 以上 (OR 2.92[ 95%CI 1.14-7.48]、

P=0.03)、穿刺回数 3 回以上(OR 2.90[ 95%CI 1.15-8.11]、P=0.02)が正診に与える有意な影響

因子として抽出された。 

【結語】19G FNA 針と 22G FNB 針の比較では組織診および細胞診いずれの診断能においても有

意な差を認めた。特に 2cm 以下の病変を対象とした場合において両者の差が生じやすいと考え

られた。  
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一般演題 肝臓 

 

B型肝疾患と C型肝疾患よりの肝発癌における炎症の寄与度に関する研究 

 

1)たらお内科・消化器科 2)横浜市立大学附属市民総合医療センター・消化器内科 

3)横浜市立市民病院・消化器内科 4)横須賀市立うわまち病院 5)国立病院機構横浜

医療センター・臨床研究部 6)横浜市立大学・消化器内科学 

○多羅尾和郎 1), 野﨑昭人 2), 井出野奈緒美 2), 小松弘一 3), 池田隆明 4), 小松達司 5), 

前田愼 6) 

 

【目的】各種肝硬変よりの肝癌発生率には差があり、C 型肝硬変では年率 6%前後であるのに対

し、B 型肝硬変では 3%前後とされている。なぜこの様な差がでるのか考えてきたが、肝癌発生

の Risk Factor の一つである炎症の寄与度に差があるのではないかと推定した。一般に肝疾患

における炎症の程度は血清 ALT 値で表されることから、両群において ALT 値が正常群からの肝

癌発生率を 1 とした場合の ALT 値異常群からの肝発癌率の Hazard Ratio を計算し、比較するこ

ととした。 

【方法】PubMed で過去 20年間に肝細胞癌発生に関する論文を検索し、（B 型 8,924 件,C 型 7876

件）、Risk Factor 中に ALT値が記載されている論文を抽出し、IFN、核酸アナログ製剤、DAA 製

剤が投与された例を除き、B 型肝疾患 14 論文、C 型肝疾患 8 論文をメタ解析対象とした。 

【成績】B 型肝疾患群における ALT 値正常群からの肝発癌率を 1 とした場合の ALT 値異常群の

肝発癌の Hazard Ratio の平均値は 2.74 (1.98-3.77)であったのに対し、C 型肝疾患群における

それは 5.51 (3.08-9.83)であり、約 2 倍であった（p=0.0391）。 

【結語】C 型肝疾患群と B 型肝疾患群からの肝発癌率の差は、両群における肝発癌に対する炎

症の寄与度の差によると思われる。 

 

診断に苦慮した hepatic sclerosed hemangiomaの一例 

 

1）横浜市立大学附属市民総合医療センター・消化器病センター、2)済生会横浜市南部

病院・臨床検査科、3)東京セントラルパソロジーラボラトリー、4)横浜市立大学附属

市民総合医療センター・病理診断科、5)横浜市立大学附属病院・消化器内科学 

○二本松宏美 1) 2)、沼田和司 1)、Feiqian Wang1)、中馬誠 1)、野崎昭人 1)、小串勝昭
1)、中野雅行 3)、大谷方子 4)、稲山嘉明 4)、前田愼 5) 

 

症例は 50 歳代男性. 既往に気管支喘息. 健診 CEA 12ng/mL のため実施した CT(P)で肝 S5/8 に 3

㎝の不整形低吸収域, MRI(P)で T1 low, T2 iso-low, DWI 淡い high signal を認めた. CT/MRI

の指摘部位に一致して B-mode 上, S5/8 に最大径 32mmの境界不明瞭な淡い高エコー結節を認め

た. 造影超音波検査(CEUS)動脈相で centripetal pattern の腫瘍血管と均一な腫瘍濃染,門脈相

での early wash-out を認め, 胆管細胞癌等の悪性腫瘍を疑い腫瘍生検施行. 病理組織学的に, 

細動脈が著明に増生し(ɑ-SMA 染色), その周囲は高度の膠原線維化, 弾性線維増生, ヒアリン

化をともなっていた. 肝細胞と胆管がほぼ消失し, リンパ球と好酸球浸潤, 肥満細胞を認め

(CD117 染色), hepatic sclerosed hemangioma(HSH)と診断した. 血管内皮に裏打ちれた結合組
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織からなる海綿状構造は認めず sclerosing cavernous hemangioma は否定された. 初回 CEUS 以

後, 結節は B-mode 上不明瞭化し, 後血管相陰影欠損像での最大径は 2, 3, 11, 20 か月後で

27, 25, 20, 18mm と縮小. CEUS 動脈相で結節内の血流は徐々に減少. HSH は稀な良性肝腫瘍で

あり, 画像診断上, 悪性腫瘍と鑑別が困難. 今回我々は CEUS で血流変化を経時的に追えた HSH

の 1 例を経験したので若干の文献的考察を加えて報告する. 

 

スニチニブ投与中に診断に至った PBC の 1例 

 

神奈川県立がんセンター消化器内科 

○山近由衣、福島泰斗、小林智、角田翔太郎、長島周平、戸塚雄一朗、森本学、古瀬

純司、上野誠 

 

症例は 58 歳男性。飲酒歴なし。既往歴：脂質異常症。2022 年 4 月に心窩部痛を主訴に近医を

受診し、腹部超音波検査を施行したところ多発肝腫瘍と膵腫瘍を指摘され、6 月 29 日に当院受

診した。肝生検を含めた精査にて、多発肝転移を有する膵神経内分泌腫瘍（PanNET G2）と診断

した。8 月 3 日からスニチニブを開始。治療開始前は AST 40U/L、ALT 51U/L、Bil 0.6U/L であ

ったものの、8 月 10 日 T-bil 8.0 ㎎/dl、AST 128U/L、ALT 250U/L、ALP 177U/L、γ-GTP 

41U/L と上昇を認めた。薬剤性肝障害が疑われスニチニブを中止。さらに造影 CT 検査にて、膵

頭部腫瘍による下部胆管狭窄と経度の総胆管拡張を認めたため、閉塞性黄疸を疑い、緊急 ERCP

を施行した。下部胆管狭窄に対し、胆管ステントを留置したが、肝障害の改善を認めなかっ

た。その後、抗ミトコンドリア M2 抗体陽性であることが判明し、肝生検組織像では一部再生胆

管や胆汁うっ滞像を伴う所見を認め、原発性胆汁性胆管炎(PBC)と診断した。ウルソデオキシコ

ール酸 600 ㎎/日の投与を行い、肝障害は軽快した。PBC の発症時期や原因は不明であるが、ス

ニチニブが誘因となった可能性がある。スニチニブ投与中に肝障害が出現し、PBC の診断に至

った稀な症例を経験したので、文献的考察とともに報告する。 

 

 

 

 

  



25 
 

協賛 

 

・ アッヴィ合同会社 

・ EA ファーマ株式会社 

・ エーザイ株式会社 

・ オリンパスマーケティング株式会社 

・ 株式会社メディコスヒラタ 

・ センチュリーメディカル株式会社 

・ 大鵬薬品工業株式会社 

・ 武田薬品工業株式会社 

・ 中外製薬株式会社 

・ 日本ライフライン株式会社 

・ 富士フィルムヘルスケア株式会社 

 

（50 音順） 
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