
プ ロ グ ラ ム

【学術講演】14：45 ～ 15：00
　　　　ベクティビックスの進行再発大腸癌化学療法の
　　　　最近のエビデンスについて
　　　　　　武田薬品工業株式会社　福岡支店　癌・免疫担当
	 中　込　　　晃

開　　会

【Ⅰ群】上部消化管（①～④）15：00 ～ 15：40
　　　　座長：鹿児島大学大学院　消化器・乳腺甲状腺外科学

柳　田　茂　寛

【Ⅱ群】下部消化管（⑤～⑨）15：40 ～ 16：30
　　　　座長：川内市医師会立市民病院	 土　持　雅　昭

※休憩　16：30 ～ 16：45

【Ⅲ群】胆・膵（⑩～⑬）16：45 ～ 17：30
　　　　座長：鹿児島大学大学院　消化器・乳腺甲状腺外科学

蔵　原　　　弘

【Ⅳ群】肝・その他（⑭～⑰）17：30 ～ 18：10
　　　　座長：鹿児島市医師会病院

槐　島　健太郎

閉　　会



①緊急胃全摘術を施行した出血性胃 GIST の一例
鹿児島市医師会病院　外科

○山元文晴、石崎直樹、蔵元慎也、安田洋、基俊介
森本善博、槐島健太郎、渡邉照彦、大迫政彦、田畑峯雄

【症例】
　平成 25 年 11 月初旬、黒色便が出現し、前医を受診。
　上部消化管内視鏡検査施行し、食道胃接合部付近に腫瘍性病変と、同部位から活動性
出血を認めた。Hb	6.4 と著名な貧血を認め同日当院に緊急紹介となった。
　腫瘍は約５cm大で、表面に潰瘍を認め、同部位からの出血は内視鏡的止血術困難と
判断し、緊急で手術を行った。
　胃体上部前壁に縦切開を加え、内腔より腫瘍を確認した。核出術を当初行ったが、核
出後に胃後壁に巨大な欠損が出来たため、胃全摘術を施行した。
　術後経過は良好で術後 14 日目に自宅退院となった。
【考察】
　胃GISTは症状に乏しく、貧血・下血の精査、もしくは検診で発見されることが多い。
本症例のように、出血性貧血に対し緊急手術を要した症例も散見される。本症例の外科
的治療に関して、術式や手術時期について若干の文献的考察を加え報告する。

Ⅰ．上部消化管部門 座長：鹿児島大学大学院　消化器・乳腺甲状腺外科学

柳田　茂寛

－ 2 －

MEMO



②胃の GIST 切除例の検討

慈愛会今村病院外科　福久はるひ、帆北修一、中馬豊、花園幸一、
高取寛之、米盛圭一、石沢隆、愛甲孝、野村秀洋
鹿児島大学消化器・乳腺甲状腺外科学　夏越祥次

　当院で切除された胃のGISTについて検討した。
　対象：2005年以降切除された14例。平均腫瘍径：57mm（20-160mm）で、リスク分類では、
低リスク５例、中間リスク５例、高リスク４例。部切：11 例、全摘：２例、噴切：１例。
鏡視下手術８例（腫瘍径 20 ～ 65㎜、低リスク５例、中間リスク５例）、開腹６例（腫瘍
径 30 ～ 160㎜、低リスク１例、中間リスク１例、高リスク４例）であった。
　低リスク５例、中間リスク５例、高リスク１例は術後経過観察のみで再発は認めてい
ない。高リスク３例中２例は術後肝転移を認め、肝切除・グリベック／スーテントの内
服で術後 94 月、81 月経過し加療中。１例は術後 adjuvant でグリベックを 24 月投与終
了後経過観察中である。
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③ LADG 右から行う 6 番郭清
小林クリニック　小林泰之

　腹腔鏡手術における鉗子操作はポートを支点とした運動でありポート位置により制限
される。腹腔鏡では手前から奥への操作が原則であり LADGにおいては郭清対象により
術者の位置の変更を強いられる。演者も当初は右から４sb の郭清を行い、次に左側に移
動して６番を郭清。再度右に移動して 5番の郭清、膵上縁の郭清と行っていた。しかし
腹腔鏡手術ではカメラ装置に気腹装置、電気メス、ハーモニック、エンシール、バイポー
ラ、吸引器、ミストクリン等々、沢山のコード、チューブ類が氾濫し術者が移動するの
も簡単ではなかった。もともと開腹術に比べ手術時間は長く、移動の煩わしさからつい
つい４sb の郭清後、そのまま右から大網を切離し、網嚢を開放した。その内に癒合筋膜、
膵前筋膜を剥離するまでになり、胃結腸静脈幹、右胃大網動脈の処理は助手からの操作
としていた。６番の外側縁、所謂十二指腸 C　loop の剥離は右からの方が、軸が合うた
め操作しやすく、最近では胃結腸静脈幹、右胃大網動脈の処理を含めすべての操作を右
から行うようしたので、その手技をビデオで供覧する。右から行うと膵前面に垂直にハー
モニックが接するため、よりショートピッチで膵前面を頭側に削り上げるイメージにな
る。血管処理に際し十二指腸背側の充分な剥離は左からの手技同様に必要である。右か
ら行うに事のメリットは手術時間の短縮とか、郭清の精度を上げるための物ではなく、
移動の煩わしさが無くなるだけである。
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④ Stage Ⅰ B 胃癌術後 5 年目に多発大腸転移を来たした 1 例
鹿児島市立病院外科　立岡修治

九玉輝明、本高浩徐、西元彩子、中村登、濵田信男

　症例は 79 歳、女性。5 年前に胃癌に対して胃全摘術（第 2 群リンパ節郭清および
Roux-en-Y 再建９が施行された。最終病理結果は低分化型腺癌、pT2（MP）N0	M0	
Stage Ⅰ Bで、術後の adjuvant	chemotherapy は行わず、定期的に経過観察していた。
今回行われた定期の下部消化管内視鏡検査にて大腸内に多発する粘膜下腫瘍様隆起性病
変を認め、生検にて低分化型腺癌と診断された。画像上明らかな肺・肝転移や播種を認
めず、大腸亜全摘術を施行。病理検査（免疫染色）の結果、粘膜下を中心に前回の胃癌
と同様の腫瘍細胞を認め、胃癌の多発大腸転移と診断した。転移性大腸癌は大腸癌全体
の 0.1 ～ 1%と稀で、ほとんどは進行癌からの転移である。Stage Ⅰ胃癌の単独大腸転移
は極めてまれであり、本邦では自験例を含めわずか 4例に過ぎない。若干の文献的考察
を加えて報告する。
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⑤再発直腸脱に対する腹腔鏡下手術
医療法人恵愛会　上村病院　宇都光伸

　直腸脱は高齢女性に散見され、今後社会の高齢化に伴い増加して行く可能性のある疾
患である。良性疾患ではあるが患者のQOLを著しく損なうため手術適応疾患とされて
いる。今回我々は経肛門的手術後、比較的早期に直腸脱の再発を来した症例に対し腹腔
鏡下直腸挙上固定術を行い、良好な結果を得たので報告する。症例は 90 歳女性。平成
23 年 12 月に約５cmの直腸脱に対し経肛門的手術（Delorme 法）を施行し良好な経過を
得ていたが、平成 25 年 1 月に再発を認め当院を受診した。より根治性の高い術式を希望
されたため腹腔鏡下直腸脱手術を選択した。手術は 4port ＋ 1puncture で行い、手術時
間は 152 分、出血は少量。直腸の固定に際してメッシュは使用せずに縫合固定。術後１
年経過し、直腸挙上は良好で再発を認めていない。摘出臓器のない本疾患は鏡視下手術
の良い適応と考えられ、安全で根治性の高い術式として今後積極的に取り入れるべき術
式と思われた。

Ⅱ．下部消化管部門 座長：川内市医師会立市民病院　土持　雅昭
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⑥虫垂周囲膿瘍疑いで緊急開腹手術施行した虫垂粘液癌の 1 例
総合病院鹿児島生協病院　鎌谷泰文

　症例は 52 歳女性。38℃台の発熱、腹痛を主訴に紹介医受診、採血では炎症反応高値で
あった。腹部CT施行したところ虫垂周囲に複数の fluid あり、上行結腸内に腫瘤性病変
認めたため当院紹介受診。右下腹部は板状硬、強い圧痛及び腹膜刺激兆候認めたため虫
垂周囲膿瘍の診断で同日緊急開腹手術施行した。開腹したところ虫垂は腫大していたが
膿瘍はなく粘液の付着を認めた。炎症は回腸及び右付属器まで波及しており、盲腸内に
は隆起性病変認めたため回盲部切除＋D3 郭清及び右付属器合併切除を行った。切除標
本の病理組織診は虫垂粘液癌であった。術後経過は良好で 15 日目に軽快退院となり現在
は術後補助化学療法中である。今回虫垂粘液癌という比較的稀な疾患を経験したため多
少の文献的考察を加え報告する。
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⑦大腸癌ステント留置後、穿通し、緊急開腹術を施行した１例
鹿児島生協病院　外科　鎌谷泰文

葉山雄大、鈴東伸也、吉田真一、森下繁美、木藤正樹

【初めに】　大腸癌に対する大腸ステントは、留置後の穿孔が合併症の一つとしてあり、
注意を要する。今回我々は、同穿通症例を経験したので報告する。
【症例】　83 歳、男性。左下腹部痛で発症。その後血便を自覚し、当院受診。入院後精査
で下行結腸癌及び亜イレウスと診断。内視鏡的大腸ステント留置施行後退院した。その
後患者が切除手術を拒否し、経過観察となっていたが、約２か月後に腹部膨満で再診し、
下行結腸癌穿通と診断、同日緊急手術となった。左半結腸切除及び下行結腸ストマ造設
術を施行した。術後に排尿障害をきたし、自己導尿管理となったが、それ以外は経過良
好で術後 36 日目に軽快退院した。
　当症例について文献的考察を加えて報告する。
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⑧腸重積を発症した虫垂粘液嚢腫の一例
鹿児島県立大島病院　保坂優斗

伊地知徹也、橋口真征、辺木文平、前田悟、實操二

　虫垂粘液嚢腫が腸重積を起こした症例を経験したので報告する。症例は 58 歳、男性。
前医で虫垂粘液嚢腫を疑われて手術を勧められていた。H25 年 10 月、腹痛を主訴に前
医を受診し、CT検査で腫大した虫垂を先進部とした腸重積の診断で当院へ紹介となっ
た。CT検査では、長さ 11cm、幅１cm大の内部に液体貯留を認める腫大した虫垂が上
行結腸へ嵌頓していた。周囲への炎症所見波及や、腸管壊死所見は認めず、翌日準緊急
的に手術を施行した。手術では、盲腸を受動することで、嵌頓していた虫垂腫瘍が上行
結腸から引き出された。バウヒン弁の温存が可能と判断し、盲腸を切開して粘膜面か
らも腫瘍からの距離を確認しつつ虫垂を切除した。病理診断は Low	grade	appendiceal	
mucinous	neoplasm であった。当院では７年間に 148 例の虫垂切除術を行なっており、
そのうち７例が腫瘍性病変であった。その特徴について報告する。
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⑨ハルトマン手術後に発生したストーマ関連合併症の 2 例
栄和会　寺田病院　外科

戸田洋子、野間秀歳、櫻井俊秀、黒島一直

　ストーマ腸管壁穿孔及び傍ストーマヘルニア嵌頓の２例を経験したので報告する。１
例目は切除不能進行膵癌に対し抗癌剤療法を施行中の 80 歳女性。ダグラス窩の腹膜転移
による腸閉塞のため S状結腸穿孔を来しハルトマン手術を施行。術後５日目、ストーマ
周囲皮膚膨隆と高熱を認めた。CTにてストーマ周囲皮下に便貯留あり。指診にてストー
マ腸管壁に１cm大の穿孔を確認。皮膚切開、ドレーン留置を施行。術後は創洗浄、パ
ウチ装着の工夫を行い治癒。２例目は91歳男性。大腿骨転子部骨折のため整形外科入院。	
CTで直腸腫瘍を指摘。ハルトマン手術を施行。術後４日目にイレウスを認めた。CTと
小腸造影で傍ストーマヘルニア嵌頓の診断。緊急手術を施行。嵌頓小腸を切除。現在、
療養中である。

－ 10 －

MEMO



⑩腹腔鏡下胆嚢摘出術にて右後区域枝を切断した 1 例
薩南病院外科　米盛圭一

宮薗太志、　青木大、　三枝伸二、　福元俊孝

　腹腔鏡下胆嚢摘出術の際に右後区域枝を切断した 1例を経験したので報告する。
　症例は 32 歳女性。7回の胆石胆嚢炎の既往があり手術方針となった。
　術前のDIC-CT では総胆管より胆嚢方向へ分岐する脈管が描出され、これを胆嚢管と
判断。右後区域枝は途中で描出が途絶えており合流部位の特定はできなかった。手術は
腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行。総胆管より胆嚢方向へ分岐する脈管とその奥に胆嚢動脈を
確認し、先の脈管を処理。胆嚢動脈も処理し肝床より胆嚢を剥離すると、肝門部付近に
胆嚢頸部から肝臓方向へのびる脈管を認めた。これをクリッピング後に切離。標本を確
認すると中枢側で総胆管より分岐した右後区域枝を切離し、肝臓側で胆嚢管を分岐した
後の右後区域枝を切離していた。術後は保存的に様子観察を行い、術後 10 日目で退院し
た。
　肝門部の胆管合流形態は変異が多いが、術前の画像評価で全ての胆管が描出されない
場合は、ERCなどの追加の評価、もしくは手術手順の考慮が必要と思われた。

Ⅲ．胆すい部門 座長：鹿児島大学大学院　消化器・乳腺甲状腺外科学

蔵原　　弘
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⑪腹腔鏡下膵切除の導入 − KMC experience −
国立病院機構　鹿児島医療センター　外科　菰方輝夫

海江田衛、豊崎良一、永田祐貴、宮崎俊明

【目的】腹腔鏡下膵切除の有用性、課題につき検討する。【対象】2013 年 6 月から導入
した腹腔鏡下膵体尾部脾切除（Lap-DP）３例（IPMN２例、膵癌１例）、腹腔鏡下膵頭
十二指腸切除（Lap-PD）２例（IPMN、下部胆管癌各１例）を対象とした。【手術手技】
水平開脚位、５ポートでアプローチした。Lap-DP は脾動静脈処理、Echelon	60mm、
GreenTMによる膵切離先行の内側アプローチで行った。Lap-PD は先進施設の Lap-PD
フル DVDを参照し、切除までの手順（胃 - 膵 - 空腸 - 胆管切離）と手技を模倣した。１
例目はHybrid-SSPPD-IVB-2 で、２例目は Complete-SSPPD-IIA-2 で再建した。【結果】
手術時間、出血量、術後在院日数は Lap-DP：404、353、306 分、480、220、240g、11、８、
46 日。Lap-PD：672、699（切除 318、再建 359）分、250、600g、39、２（入院中）日。
Lap-DP ３例目に ISGPF	grade	B の膵液漏を認めた他、合併症はなかった。【考察】Lap-
DP は漸次手術時間が短縮し、適応疾患の選択により整容性と低侵襲が担保された定型
術式に成り得る。一方で、膵液漏抑止に課題が残された。Lap-PDは手術時間が非常に長く、
体腔内再建も視野に入れると、内視鏡下縫合・結紮のトレーニング、体腔内吻合を伴う
内視鏡下胃手術の習熟などを基盤に、Lap-PD 達成マインドを持つ組織の構築と継続が
不可避と思われた。
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⑫胆管癌術後孤立性小腸転移の一例
南九州病院外科　前田光喜

塗木健介、松尾洋一郎、内倉敬一郎　病理診断科　脇本譲二

【症例】比較的稀な胆管癌術後孤立性小腸転移の一例を経験したので報告する。症例は
64 歳男性。黄疸出現のため当院紹介受診し乳頭部癌の術前診断で膵頭十二指腸切除術
施行。Tubular	adenocarcinoma(pT4	N0	H0	P0	M0	stageIVa) であった。術後６週より
ジェムシタビンによる術後補助化学療法を半年間施行した。術後１年９ヶ月目に腸閉塞
を発症。保存的に軽快するも、短期間に症状繰り返すため CT検査施行。小腸腫瘍によ
る腸閉塞の術前診断で小腸部分切除術施行。術前検査と手術所見においては、他部位に
胆管癌の再発や転移を疑わせる所見は無かった。切除標本は漿膜、固有筋層中心に白色
結節を認め、病理組織検査にて胆管癌転移性小腸腫瘍の診断であった。術後半年化学療
法（GEM）施行後、再発の所見なく経過観察中である。
【結論】胆管癌術後の孤立性小腸転移の一切除例を経験した。術後半年新たな再発転移は
認めていない。
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⑬ EUS-FNA による膵癌の胃壁への needle tract seeding の一例
県立大島病院　外科　橋口真征

川越浩輔、辺木文平、前田悟、實操二

　症例は 76 歳男性。H24 年７月に、膵体部癌（PbTS1b（15mm）N0M0Stage Ⅰ）に対
し、膵体尾部切除を施行した。術後１年後の CTで胃角部後壁側の壁外に 20mm大の辺
縁に造影効果を持つ結節を認めた。内視鏡では胃角部後壁に壁外からの圧排所見を認め
た。この時点で膵癌の単発再発を疑いEUS等の精査を勧めたが、本人、家族の強い希望
により経過観察とし、CTを１月後、３か月後、５か月後と施行して結節の増大を認め
た。再度内視鏡を施行し、胃角部後壁に壁外からの浸潤による潰瘍性病変を認め、生検
で腺癌の診断であった。膵癌術前検査のEUS-FNAによるneedle	tract	seedingと診断し、
根治目的の胃切除術を計画した。術中所見で、肝に５mm大の小結節を３個認め、迅速
病理診で腺癌の診断であったため、胃切除は断念し、全身化学療法の方針とした。膵癌
の胃壁への needle	tract	seeding の報告は少なく、文献的考察を加えて報告する。
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⑭ラジオ波焼灼療法（RFA）術後に胸腔内突出した肝臓に肝細胞癌（HCC）
　を認めた一例

鹿児島厚生連病院　外科　安藤慶
小倉芳人、江口裕可、益満幸一郎、中島三郎、前之原茂穂

　症例は 82 歳の女性。既往歴は B型肝硬変。1993 年肝 S8 の HCC を指摘され開腹下
RFA焼灼療法を施行。その後胸腔内へ肝の突出が認められていた。2013 年 10 月、突
出した肝臓内に 20mm弱の腫瘤性病変を指摘されHCCの再燃と診断された。横隔膜ヘ
ルニア部の胸腔内に突出した肝臓に発生したHCCと判断し、開腹手術の後であること、
高齢であることを考慮し、開胸下 RFA焼灼療法を施行した。術後経過は良好で術後 11
日目に退院した。
　ラジオ波焼灼術（RFA）は1999年より登場し、広い壊死範囲と強い腫瘍壊死効果を持ち、
技術的に簡便であること等の特徴を有する。しかし様々な合併症も報告されており、横
隔膜損傷もその一つとして挙げられている。横隔膜損傷による横隔膜ヘルニア陥頓の報
告例はあるが今回我々が経験した胸腔内に突出した肝臓へのHCCの報告はなく稀な症
例であると考えられ、文献的考察を加え報告する。

Ⅳ．教育・その他部門 座長：鹿児島市医師会病院　槐島　健太郎
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⑮感染性肝嚢胞の１例
今給黎総合病院　外科　下之薗將貴、浜之上雅博、立野太郎

野口智弘、牟禮洋

　感染性肝嚢胞に対し肝切除を行った１例を報告する。（症例）80歳　女性（現病歴）発熱・
嘔吐のため緊急入院となる。CTにて多発肝嚢胞とその中の外側区にある一番大きなも
のが感染を起こしているものと診断された。MRCPにて明らかな胆管との交通は認めな
かった。腫瘍の存在も否定できず抗生剤にて炎症を抑え血液 data の改善試みたが凝固系
の低下と炎症は残った状態で、手術に臨んだ。（手術）腹腔鏡下に感染性肝膿瘍内溶液を
約 2000ml 吸引した。壁を残すのう胞開窓術のみでは感染のコントロール難しいと判断
し外側区切除を行った。術後は経過良好で 2週間後に退院となった。今回のような感染
性肝嚢胞の治療に開窓術で対処する報告も多いが本例のような感染性巨大肝嚢胞では肝
嚢胞すべてを摘出する肝切除が有用であると考える。
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⑯単孔式腹腔鏡下手術で治療した大網裂孔ヘルニアによるイレウスの 1 例
済生会川内病院　外科 1）

鹿児島大学腫瘍学講座消化器・乳腺甲状腺外科 2）	
瀬戸山徹郎 1）、天辰仁彦 1）、貴島孝 1）、高江芳恵 1）、貴島文雄 1）、夏越祥次 2）	

　症例は 60 歳女性。開腹歴なし。１週間続く腹痛、嘔気、嘔吐を主訴に当院消化器内科
受診。腹部造影ＣＴ施行し、右側腹部にはループ状に拡張した腸管が同定され、腸管の
収束部から拡張した腸管と虚脱した腸管が連続していた。虚血所見はなし。血液生化学
検査では、LDH、	CPKが軽度上昇していた。
　内ヘルニアによるイレウスで、明らかな血流低下はないが、経過が１週間と長く、改
善の見込みもないと予想して手術の方針とした。
　手術は臍部よりの単孔式腹腔鏡下で施行。臍部に長径 2.5cm でジグザグ切開し、
12mmポート１本、５mmポート２本挿入した。腹腔内を観察すると、右側腹部に発赤
著明な小腸あり、大網内に入り込んでいた。小腸を愛護的にけん引し、閉塞を解除した。
大網内に約３cm裂孔を認めた。裂孔部を切除した。
　陥入腸管は浮腫状で、脆弱な印象であったが色調の改善あったため、腸切除なしとした。
術後は問題なく経過した。
　大網裂孔ヘルニアは、大網の異常裂孔に腸管が陥入して起こる比較的稀な疾患である。
今回我々は、単孔式腹腔鏡下手術で、解除、治癒せしめた 1例を経験したので文献的考
察を加えて報告する。
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⑰腹壁への癒着防止に有用なω縫合の経験
生駒外科医院　生駒茂、生駒明、生駒達雄

　腹腔鏡手術の普及に伴い切開創が縮小したため、切開創への腸管癒着による癒着性イ
レウスが減少しつつあると推測される。しかし閉腹創に癒着が生じるとイレウスを繰り
返すことがあり、患者のQOLを著しく損なう事になる。そのため、切開創への癒着を
できるだけ防止する事は外科医にとって重要である。我々は 30 ～ 40 年前の大きな切開
創に絹糸で閉腹されたにも関わらず、ほとんど癒着が無い症例を多数経験した。そして、
それらの症例が腹壁をω縫合で閉鎖されているという事を術者より教えてもらった。ω
縫合は腹膜が切開創内に外反する事になる縫合法で癒着がかなり防止できると思われる。
ビデオでω縫合の実際を供覧しながら紹介する。
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