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① 術前管理に難渋した巨大甲状腺腫を有するバセドウ病の一手術例

天陽会中央病院　甲状腺科
渋谷　寛

　症例は20歳代の女性｡平成20年にバセドウ病と診断され抗甲状腺薬を内服していた。
平成24年11月に肺炎を契機に甲状腺クリーゼを発症し前医に緊急入院となった。幸いに
後遺症なく軽快退院となったが内科的治療の限界と判断され､平成25年8月に当院紹介
初診となった。
【経過】初診時の甲状腺機能はFT3 9.8 pg/ml、FT4 0.9 ng/dl、TSH 0.01μIU/
ml未満、TRAb 40 IU/l以上（Thiamazole 20mg、potassium Iodide 50mg、
bisoprolol fumarate 5mg）、USで計測した推定重量は129.7gであった。甲状腺腫が
大きく薬物寛解の可能性が低いために手術を前提に甲状腺機能の是正を図った。しかし
2ヶ月後の甲状腺機能は悪化､それとともにUSで311.1g、CT volumetryで417.1mlと甲
状腺腫は増大した。
　Thiamazoleを60mgまで増量したが平成27年1月になっても甲状腺機能はFT3 
15.2 pg/ml、FT4 1.5 ng/dl、TSH 0.01μIU/ml未満とhyperのままで､甲状腺腫は
CT volumetryで569.4mlとさらに増大傾向となった。以上の経過から薬物療法の限界
と判断しdexamethasone を併用し手術に踏み切った（自己血貯血1200ml）。手術は
甲状腺全摘術を行った（手術時間；3時間25分、出血量；160ml、摘出標本；463g）。副
甲状腺機能低下症を発症した他は術後経過は概ね良好で自宅退院となった。
【まとめ】大きな甲状腺腫を有するバセドウ病手術では術前の甲状腺機能のcontrolに
難渋することが多い。特に麻酔導入が問題であり､術中大量出血、術後クリーゼにも留意
が必要である。機能亢進状態下で手術に臨まざるを得ない場合もあり、綿密で慎重な
strategyが不可欠である。
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② 甲状腺癌における頚部中央区域リンパ節郭清に対する工夫

鹿児島大学　消化器・乳腺甲状腺外科
Department of Breast and Endocrine Surgery, Kagoshima University

なかのクリニック
有馬豪男、中条哲浩、高江芳江、喜島祐子、平田宗嗣、石神純也、中野静雄

夏越祥次

【背景】甲状腺疾患に対する内視鏡手術の確立・習熟とともに、適応も良性疾患から悪性疾
患まで広がりつつある。当院でも2011年より甲状腺乳頭癌に対して前胸部アプローチによる
内視鏡手術(VANS法)を行っている。甲状腺癌に対する内視鏡手術には優れた整容性だけ
でなく、頚部切開と同等の根治性も要求されるため、頚部リンパ節郭清が大きな課題となる。
従来の前胸部や腋窩アプローチによる操作だけでは鎖骨や胸骨が妨げとなり、気管周囲リ
ンパ節の郭清が十分にできないことが多い。しかし、頭側尾側方向(Cranio-Caudal view)
から気管周囲の視野を確保することで、十分な気管周囲の郭清が可能となる。今回我 は々、
当施設で行っている甲状腺乳頭癌における頚部中央区域リンパ節郭清に対する工夫につい
て報告する。【手術適応】穿刺吸引細胞診にて甲状腺乳頭癌と診断され、腫瘍径20mm以
下・甲状腺外浸潤およびリンパ節転移を認めない症例。【術式】まず従来通り前胸部もしくは
腋窩を3cm切開し、そこからのアプローチにて甲状腺葉切除／全摘術を行う。摘出後、術者
は頭側へ移動し、甲状軟骨上縁付近から5mmポート1本と2.4mm鉗子1本追加する。内視
鏡を3cmの切開創から挿入し、気管周囲を観察する。その際、画像反転装置を介することで
Cranio-Caudal viewの視野が確保可能となる。頭側からLCSと鉗子を用いて頚部中央区
域リンパ節郭清を行う。甲状腺摘出及びリンパ節郭清に際して、自作筋鉤にて気管・前頚筋
群を牽引することによりさらに良好な視野を確保している。頭側から郭清することにより、前
胸部／腋窩アプローチでは不十分であった鎖骨頭周囲リンパ節郭清が、頚部切開と同等ま
で可能となった。【結語】甲状腺乳頭癌に対する内視鏡手術には慎重な適応選択が必要で
あるが、手術機器の工夫による良好な視野確保と、Cranio-Caudal viewからのアプロー
チを行うことで、従来の頚部切開法と同等の根治性を得ることが可能であると考える。
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③ Nail gun によるまれな外傷性心臓損傷の一救命例

鹿児島大学心臓血管・消化器外科学
藏元慎也、松葉智之、重久喜哉、向原公介、松本和久、四元剛一、井本　浩

　症例は 25 歳男性。2014 年 2 月、自殺目的に釘銃を左前胸部から発射。釘が胸

にささり、疼痛のため救急要請し、紹介医へ救急搬送された。バイタルは安定して

いたものの、胸部CT上異物は心外膜まで達しており、緊急の外科的処置が必要と

判断され当院へ転院搬送となった。経胸壁心エコーで釘は心尖部方向から心膜へ到

達し心嚢液が経時的に増加。タンポナーデ所見はないものの盲目的抜去は危険と判

断し緊急開胸した。釘は心尖部方向から刺入され心嚢膜を貫通し右室壁へ到達して

いたが、心室内腔までは達していなかった。止血し釘を除去して手術終了した。

　釘銃による稀な外傷性心臓損傷の救命しえた一例を経験したので、文献的考察を

交えて報告する。
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④ 血栓除去術後再閉塞を来たし、緊急バイパス術で救趾し得た下
肢急性動脈閉塞症の一例

鹿児島大学病院心臓血管外科・消化器外科学
矢野圭輔、緒方裕樹、保坂優斗、今釡逸美、荒田憲一、豊川建二、重久喜哉、
向原公介、松葉智之、藏元慎也、永冨脩二、山本裕之、四元剛一、井本　浩

抄録：症例は、61歳男性。下肢痛を主訴に前医を受診し、下肢急性動脈閉塞症と診

断された。血管内治療による血栓除去術を施行されたが、再血栓形成のため下肢虚

血症状が再出現し、早急に再灌流が必要と考えられ当院へ緊急搬送された。当院では、

バイパス手術が施行され、術後経過良好であった。下肢急性動脈閉塞症は、足趾の

壊死を引き起こし下肢切断の原因となり得るが、今回、緊急バイパス術で救肢し得

た本症例を経験したので、その要因についての文献的考察も含め、報告する。

－ 4 －



MEMO

⑤ 感染性腹部大動脈瘤の治療経験

独立行政法人国立病院機構　鹿児島医療センター　心臓血管外科
立岡 修治、福元 祥浩、川井田 啓介、上野 隆幸、山下 正文、森山 由紀則

【背景】感染性腹部大動脈瘤は予後不良・難治性の疾患で治療に難渋する。当科で感

染性腹部大動脈瘤 4例（うち 1例は人工血管感染）を経験しその成績を踏まえ治療

方針を検討した。【対象】2014 年 3月から 6月に感染性大動脈瘤に対し瘤切除術を

施行した4例。全例男性、年齢48～78歳に分布。術前に抗生剤投与し感染コントロー

ルを確認した上で手術を行った。【手術】2 例は後腹膜経路、他 2例は上下腹部正中

切開を用い、単純遮断下に in-situ の人工血管置換施行。全例 0.2%リファンピシン

浸漬処理したグラフトを使用し、3例は有茎性に処理した大網をグラフト周囲に充

填した。【結果】3 例は感染再発無く退院したが 1例は術後 1日目に他因子による

脳梗塞を発症。他の１例は多臓器不全で失った。【結論】感染性瘤症例は重篤な合併

症を伴い治療に難渋することが多く術前の感染コントロールは極めて重要で再感染

防止に抗菌処理済みグラフトの使用や大網充填が有用と考える。
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⑥ XP-Trastuzumab療法を含む集学的治療によりCRを得た多発肝転移合併胃癌の1例

今給黎総合病院　外科
立野太郎、浜之上雅博、野口智弘、下之薗将貴、下村寛貴、牟礼　洋

　TOGA試験の結果により、HER2陽性胃癌に対するXP-Trastuzumab療法の有用性
が確立されたが、それでもHER2発現high群にてOSが16.0ヶ月となお遠隔転移を伴っ
た胃癌の予後は不良である。今回われわれはXP-Trastuzumab療法を含む集学的治療
により、初発から25ヶ月を経過しCRを維持している多発肝転移合併胃癌の1例を経験し
たので若干の文献的考察を加えて報告する。
　症例は初発時70歳の男性。2013年1月に胃角小彎の2型胃癌と同時性多発肝転移を
指摘された。末梢血中遊離癌細胞（CTC）も陽性であった。生検組織標本によるHER2
免疫染色にて陽性、score 3であったため、XP-Trastuzumab療法を開始した。3コー
ス終了時点でCTCは消失し、CT、GFでの評価で原発巣、肝転移ともにPRであった。7
コース終了後の評価では原発巣、肝転移ともにさらに縮小を認めた。12コース終了時点
の評価では原発巣はSDとなり、肝転移は縮小した状態が維持されていた。しかしその
後、Capecitabineが原因と思われる皮疹が出現。5-FU系薬が原因の皮疹と考えられ、
CDDPの総投与量も限界となっており、CPT-11単独療法に切り替えた。
　CPT-11単剤3コース終了後の評価にて肝転移の消失を認めたものの、GFにて依然原
発巣のviabilityを認めたため、2014年6月に腹腔鏡下幽門側胃切除術とD2リンパ節郭
清、肝転移瘢痕の生検を行った。病理では原発巣のみに癌細胞を認め、#3リンパ節およ
び肝転移瘢痕の生検標本に転移が化学療法により消失した痕跡を認めた。
　術後は本人の希望もあり、術後補助化学療法は施行していない。術後8ヶ月を経過した
が、無再発生存中である。
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⑦ 胃GISTに対する腹腔鏡・内視鏡合同手術（LECS）の経験

鹿児島大学大学院 心臓血管・消化器外科学 1)

同　消化器疾患・生活習慣病学 2)

○北薗　巌 1)、門野　潤 1)、基　俊介 1)、井上真岐 1)

佐々木文郷 2)、那須雄一郎 2)、井本　浩 1)

【はじめに】切除可能なGastrointestinal stromal tumor(以下GIST)などの胃粘膜下
腫瘍に対し、腹腔鏡・内視鏡合同手術（以下LECS）が保険適応となり、全国的にも行わ
れるようになった。当教室においても内視鏡医の協力でLECSを導入することとなった。
今回、混合型胃GISTに対しLECSを施行した１例を経験したので報告する。
【症　例】79歳、男性。解離性大動脈瘤でストントグラフト留置術を受け当院でフォロー
されていた。CTで、胃体上部前壁に粘膜下から壁外へ隆起する40mm大の腫瘤性病変
を指摘され、上部消化管内視鏡検で、同部位に粘膜下腫瘍を認めた。超音波内視鏡検
査(以下EUS)で は、境界明瞭で内部不均一な低エコー腫瘍として描出され、EUS下穿刺
生検で、GISTと診断された。胸腹部CT上、リンパ節の腫大は認めなかった。本治療法に
ついて同意を得た後、全身麻酔下に腹腔鏡補助下内視鏡的粘膜下層切開剥離術を行っ
た。まず 、内視鏡下に腫瘍周囲の粘膜を切開し、胃内腔から切除線を決定した。続いて腹
腔鏡下または内視鏡下に漿膜・筋層切開を行った。腹腔側から病変を摘出した後、筋層
切開で 生じ た穿孔部を腹腔鏡下にV-Locを用いて連続縫合した。手術時間は184分で、
出血量は少量であった。摘出標本の割面像は境界明瞭な 50×40×20mm 大の白色充
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⑥ XP-Trastuzumab療法を含む集学的治療によりCRを得た多発肝転移合併胃癌の1例

今給黎総合病院　外科
立野太郎、浜之上雅博、野口智弘、下之薗将貴、下村寛貴、牟礼　洋
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の評価では原発巣はSDとなり、肝転移は縮小した状態が維持されていた。しかしその
後、Capecitabineが原因と思われる皮疹が出現。5-FU系薬が原因の皮疹と考えられ、
CDDPの総投与量も限界となっており、CPT-11単独療法に切り替えた。
　CPT-11単剤3コース終了後の評価にて肝転移の消失を認めたものの、GFにて依然原
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清、肝転移瘢痕の生検を行った。病理では原発巣のみに癌細胞を認め、#3リンパ節およ
び肝転移瘢痕の生検標本に転移が化学療法により消失した痕跡を認めた。
　術後は本人の希望もあり、術後補助化学療法は施行していない。術後8ヶ月を経過した
が、無再発生存中である。
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⑧ 消化管神経内分泌腫瘍の 2例

今給黎総合病院　外科
　野口智弘、浜之上雅博、下村寛貴、立野太郎、牟禮　洋

　消化管神経内分泌腫瘍（NET）は、頻度の少ない疾患である。今回、胃と結腸の
消化管神経内分泌腫瘍をそれぞれ 1例経験したので報告する。
（症例１）65 歳　男性　（既往歴）糖尿病（現病歴）検診の胃カメラにて胃体下部大
彎に隆起性病変を認め、生検にてNETの診断を受ける。腫瘍は胃体下部に多発し
ており、血中ガストリン高値でありガストリン産生　多発胃NETの診断となった。
手術：胃亜全摘出術＋D2廓清　施行した。病理：胃NET　G1　（pT1、 ly0、 v0、 
pPM0、 pDM0 ）であった。術後　胃カメラにて残胃に腫瘍を認めた。本人の希望
で残胃全摘出術を行った。
（症例２）45 歳　男性　（既往歴）外傷性脊髄損傷、Th6完全対麻痺　
（現病歴）臀部膿瘍のため加療中、精査CTにて下降結腸に腫瘍を指摘された。生
検にて結腸NETの診断。手術：Ｓ字結腸切除＋Ｄ２廓清　人工肛門増設術　施
行した。病理結果：Neuro Endocrine cell carcinoma ( type2、 6 × 7 × 6cm、 
pT4a(SE)、 INF β、 med、 ly3、 v1、 pn0、 pPM0、 pDM0 ) であった。
（考察）消化管NETは、従来カルチノイドと呼ばれていたもので高悪性度のものは
小細胞癌との診断名であったものを 2010 年　WHO分類にて神経内分泌細胞から
発生するもので細胞分裂のレベルでG1～ G3 に grade 分類を行いG3はNeuro 
Endocrine cell carcinoma ( NEC ) とされた。今回胃NET　G1 と結腸　NEC
の 2例を経験した。NETの頻度は全悪性腫瘍の 0.5% とされその中で胃は 10%、
結腸はさらに頻度が低い。今回　新分類から見たNETの診断と治療につき若干の
文献的考察を加え報告したい。　
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⑨ 局所進行食道癌に対する集学的治療戦略

鹿児島大学消化器・乳腺甲状腺外科学
＊鹿児島大学　 離島へき地医療人育成センター

惠　浩一、奥村　浩、内門泰斗、喜多芳昭、尾本　至、上之園芳一、有上貴明
盛　真一郎、馬場研二、石神純也、＊大脇哲洋、夏越祥次

【目的】近年、食道癌に対する化学放射線療法（CRT）の有用性が注目されている。当科
では以前から局所進行食道癌に対する集学的治療（術前CRT＋手術）の有用性を検討し
ているのでその結果を報告する。【対象と方法】1)2009年までにcT3,4で術前CRTが施
行された症例の治療成績を検討した。2) 2010-2012年に治療された切除可能cT3,4症例
に対し、前向きにリンパ節転移4個以上症例に対して術前CRTを行い(CRT群)、リンパ節
転移3個以下の症例は手術単独（手術群）で治療を行いその成績を比較した。【結果】1) 
cT3,4で術前CRTが施行された44症例の原発巣の効果は非奏功/奏効が各 2々0/24例
であった。ypN0/1は16/28例で、最終組織診断の結果を基にした5年生存率はypN0症
例(n=16)で83%，ypN1かつ原発巣奏効(n=13)で45%, ypN1かつ原発巣非奏功(n=15)
は0%であった。再発は全症例の52%にみられ，ypN0には25%，ypN1かつ原発巣奏効は
62%，ypN1かつ原発巣非奏功では93%に認められ、食道癌の予後には、原発巣の奏効度
より転移リンパ節転移の制御が重要であることが確認された。2) 2010-2012年に治療さ
れた切除可能cT3,4症例50例中20例が術前CRT群、30例が手術群となった。CRT群の
20例中2例は遠隔転移の出現で非切除となり、18例が切除された。CRT群の8例が完全
奏効となり、平均リンパ節転移個数はCRT前後で8.2個から2.6個へ減少し、手術群の2.4
個と同程度へ改善していた。CRT群および手術群にそれぞれ4例と8例の再発症例を認
め、3年生存率はそれぞれ76％および68％と差が見られなかった。
【結語】近年当科で行われている詳細な術前診断に基づく術前CRTは、進行食道癌の集
学的治療に有用であり、従来30％程度の生存率を80％前後まで改善することが期待され
る有望な治療戦略である。
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⑩ 大腸憩室出血に対するバリウム充填療法

鹿児島生協病院　外科　橋本 由芙子

【症例】80 歳代男性
【主訴】繰り返す血便
【現病歴】2009 年に初回の血便を認めて以来、複数回に渡って繰り返していた。下
部消化管内視鏡検査も複数回施行されているが出血源の特定は困難であり、毎回、
保存的に加療していた。2014 年より 1ヶ月毎に症状が出現するようになってきた
ため、再発予防目的に高濃度バリウム充填療法を施行した。
【経過】第 1回目は 200%600ml のバリウムを用いて体位変換にて全結腸の憩室に
充填させた。しかし 12 日目に血便を認めたため、第 2回目は同濃度で 2倍量の
1200mLのバリウムを用いて全結腸を充満させたところ、85日間の止血を得られた。
【考察】大腸憩室出血に対する治療法は、内視鏡的止血術、経カテーテル動脈塞栓術、
外科的切除が一般的である。多発する大腸憩室出血では出血源の同定が困難なこと
も多く、また腎機能障害がある症例では造影剤使用によるリスクも考慮しなければ
ならない。
【結語】大腸憩室出血に対するバリウム充填療法は低侵襲であり、出血源の特定が困
難な症例には有用な治療法の一つである。
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⑪ 腹腔内遊離ガス像を認めたが保存的に治療しえた 2症例

独立行政法人 国立病院機構 指宿医療センター　外科
桑畑太作、吉留伸郎、益滿幸一郎

　腹腔内遊離ガス像の中には消化管穿孔を伴わない症例も見られる。当院で経験さ

れた、消化管穿孔を伴わず保存的に治療しえた２症例を報告する。

症例 1　80歳女性、腹痛発症後翌日に近医より当院紹介。CTにて、腹腔内遊離ガ

ス像、回腸の腸管壁内気腫を認めた。絶食のみで症状は改善、上下部消化管内視鏡

では異常所見認めず 21病日目に退院した

症例２　８1歳男性　

　左上腹部痛が出現し当院へ救急搬送された。腹部CTで小腸腸管壁内に気腫をみ

とめ、福宮内に遊離ガス像多発。およそ 2か月前にも他院で同様の所見で入院、保

存的加療されており、経過観察した。3病日目より食事を開始し、10病日目に退院

した。

　腹腔内遊離ガス像を認めても、緊急手術を必ずしも必要としない症例もあり、文

献的考察を含めて報告する。
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⑫ 経過観察にて軽快・治癒した特発性気腹症の一例

鹿児島厚生連病院外科
戸田洋子、安藤　慶、吉満工平、篠原宏樹、瀬戸山徹郎、青木　大、有留邦明、

前之原茂穂

　例は 81歳、男性、排便異常を主訴として受診し、腹部CT検査にて free air を

指摘されるが腹膜刺激症状なく、白血球数の軽度上昇認めたため抗生剤投与で経過

観察入院となる。翌日の腹部CT検査で free air 消失・白血球数も正常化、上下部

消化管内視鏡検査を行うが穿孔を疑わせる所見無しであった。

　腹腔内遊離ガスの原因の多くは消化管穿孔に伴ってみられ、緊急開腹術の適応と

なり得る。しかし稀に腹膜炎症状を欠く腹腔内遊離ガス像の報告があり特発性気腹

症と呼ばれる。今回われわれは、排便異常を契機に腹腔内遊離ガスを指摘するも無

症状に経過し自然消失した特発性気腹症の 1例を経験したので若干の文献的考察を

加え報告する。
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⑬ 完全内臓逆位症に進行大腸癌切除を施行した一例

慈愛会今村病院分院外科・消化器外科
衣裴勝彦、中島三郎、天辰仁彦、中馬　豊、帆北修一

　完全内臓逆位症に進行大腸癌が認められ切除施行した一例を経験したので報告す
る。症例は 75 歳の女性。１年前から血便、半年前から便が細くなり、1ヶ月前か
ら便が出にくくなった。2015 年 1 月近医受診。CTにて S状結腸に狭搾、壁肥厚
像があり、完全内臓逆位症を認めた。体重減少は－６ｋｇ／ 4ヶ月であった。当科
に紹介入院後の注腸透視では S状結腸が閉塞。ステント留置も完全閉塞にて不可能
であったため、入院４日目に手術を施行した。Ｓ状結腸に腫瘍を認めこれが下行結
腸に浸潤していた。イレウス状態であったためＳ状結腸を切除して下行結腸で人工
肛門とした。術後経過では特にイレウスに対してＨＢＯを施行し改善。紹介医へ転
院となった。
　完全内臓逆位症は胸・腹部内臓の全部が正常の位置に対して左右逆にある。成因
にはまだ定説がない。合併奇形として心血管系や肺が多い。下腹部の動静脈の走行
に関しては、正常人における最も一般的な血管分布が完全に左右逆転したものであっ
たため結腸切除において手技上特に困難は感じなかった。
　比較的稀な完全内臓逆位症に進行大腸癌が併発した一切除例を経験したので報告
する。
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⑭ 進行大腸癌に対する腹腔鏡下手術

小林クリニック　小林泰之

　大腸癌に対する腹腔鏡手術は結腸およびRs の cStage0 ～ cStage １がよい適応

とされ、進行大腸癌や直腸癌に対するコンセンサスは得られたいない。日本内視鏡

外科学会のガイドラインでは stage Ⅳに対する腹腔鏡手術は短期成績において開腹

術に比べて良好であるが長期成績に差はないと報告されている。

　今回進行大腸癌に対して腹腔鏡下大腸切除術を施行した。

　症例１：7０代男性　横行結腸癌 SI( 胃、空腸 )　腹腔鏡下に胃壁全層を合併切除。

欠損部をVロックで連続縫合閉鎖した後に左半結腸切除術+空腸切除施行した。

症例２：80代男性　胃切除術B2再建後　横行結腸癌 SI　輸入脚と腹壁正中創の浸

潤あり腹腔鏡下に腹腔内から腹壁切除し横行結腸を受動。小開腹下に横行結腸切除

および輸入脚を切除。B2を RouxYに変更した。

　症例３：７０代男性 S 状結腸癌M1（No216）　腹腔鏡下にＳ状結腸切除

+No16b2lat 郭清施行。上記３例の video を供覧する。
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⑮ 胆嚢捻転症の 1例

田上病院　外科
前田真一、 萩原貴彦、高尾尊身

　胆嚢捻転症は比較的稀な疾患であるが、画像診断の進歩で術前診断される症例が

増えている。高齢者に多い疾患であり急性腹症として緊急手術がよく行われている。

今回われわれは SIRS の状態になっていた超高齢者の胆嚢捻転症で緊急手術をおこ

なって救命しえた 1例を経験した。造影CTを中心とした的確な術前診断をおこな

い、胆嚢捻転症の根本は遊走胆嚢であるため、可及的速やかに胆嚢摘出術、全身状

態が許せば、腹腔鏡下胆嚢摘出術をおこなうことが妥当であると考えられた。本邦

報告例の臨床像を中心に、若干の文献的考察を加え報告する。
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⑯ 術前MCNと診断された巨大SPNに対する腹腔鏡下膵体尾部切除の1例

国立病院機構　鹿児島医療センター　外科
永田裕貴、山元文晴、海江田　衛、菰方輝夫

【緒言】腹腔鏡下膵体尾部切除（Lap-DP）は保険収載され増加傾向にある一方
で、巨大腫瘍に対する本法はワーキングスペースの確保が困難なことより報告
は稀である。術前に粘液嚢胞性腫瘍（MCN）と診断された径 10cm の Solid-
pseudopapillary neoplasm（SPN）に対する Lap-DP の 1 例を経験したので報
告する。【症例】患者は検診の腹部エコーで腹腔内腫瘤を指摘された 50代女性。前
医のCT/MRI/PETで膵体尾部MCNと診断され当科に紹介された。手術は 5ポー
ト下に、網嚢解放、短胃動静脈処理、脾動静脈の確保処理、膵切離先行の内側アプ
ローチで進めた。脾支持間膜の剥離時にスペース確保が困難と判断した時点で左
肋骨弓に 10cmの斜切開を加えHALS に変更した（手術時間 374 分、推定出血量
480ml）。術後経過良好で第 8病日に退院した。病理学的には石灰化を伴う単房性
嚢胞に充実成分が混在し、免染でβ -cateninが陽性でSPNと診断された。【まとめ】
適宜HALS にコンバートすることで、10㎝前後の巨大嚢胞性低悪性度膵腫瘍に対
する Lap-DPは feasible である。
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⑰ 膵頭・尾部腫瘍に対して膵中央区域温存膵切除・逆向性膵胃吻合を施行した1例

鹿児島医療センター　外科
山元文晴、山下雄史、永田裕貴、海江田　衛、菰方輝夫

　患者は 60 代の女性で心窩部痛を主訴に前医を受診した。US/CT/MRI/PET で
膵頭部に 38mm大の漿液性嚢胞性腫瘍及び膵尾部に 8mm大の膵癌（疑い）を指摘
され紹介された。根治性と機能温存を求め、膵中央区域温存膵切除（D1郭清、残
膵 4cm）を施行した。
　膵再建は背膵動脈を確保の上、残膵尾側を胃に陥入する逆向性膵胃吻合で行った
（手術時間 239 分、推定出血量 490ml）。病理学的に頭部は漿液性嚢胞性腺腫、尾
部は浸潤性膵管癌（pT1、 pN0、Stage I、R0）。経過良好で第 30病日に退院した。
術後 6か月現在無再発で、耐糖能も保持されている。膵中央区域温存膵切除の報告
例は PubMed で検索した限り自験例を含め 24例で、本法での膵再建は自験例を含
め2例（Surg Today、 2013）であった。陥入法による逆向性膵胃吻合の利点として、
残膵尾側が組織学的に疎であり、授動が不要で解剖学的に座りがよく、縫合が簡便
であること等が挙げられる。本術式は適応選択を見極めた上で、膵頭・尾部病変に
対する機能温存膵切除の一選択肢となる。
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国立病院機構　鹿児島医療センター　外科
永田裕貴、山元文晴、海江田　衛、菰方輝夫

【緒言】腹腔鏡下膵体尾部切除（Lap-DP）は保険収載され増加傾向にある一方
で、巨大腫瘍に対する本法はワーキングスペースの確保が困難なことより報告
は稀である。術前に粘液嚢胞性腫瘍（MCN）と診断された径 10cm の Solid-
pseudopapillary neoplasm（SPN）に対する Lap-DP の 1 例を経験したので報
告する。【症例】患者は検診の腹部エコーで腹腔内腫瘤を指摘された 50代女性。前
医のCT/MRI/PETで膵体尾部MCNと診断され当科に紹介された。手術は 5ポー
ト下に、網嚢解放、短胃動静脈処理、脾動静脈の確保処理、膵切離先行の内側アプ
ローチで進めた。脾支持間膜の剥離時にスペース確保が困難と判断した時点で左
肋骨弓に 10cmの斜切開を加えHALS に変更した（手術時間 374 分、推定出血量
480ml）。術後経過良好で第 8病日に退院した。病理学的には石灰化を伴う単房性
嚢胞に充実成分が混在し、免染でβ -cateninが陽性でSPNと診断された。【まとめ】
適宜HALS にコンバートすることで、10㎝前後の巨大嚢胞性低悪性度膵腫瘍に対
する Lap-DPは feasible である。

－ 16 －



MEMO

⑱ 膵頭十二指腸切除 225 例の検討

1）鹿児島市医師会病院外科、2）鹿児島大学心臓血管消化器外科
石﨑直樹 1）、門野　潤 2）、渡邊照彦 1)、森本喜博 1) 

槐島健太郎 1)、大迫政彦 1）、畑峯雄 1）

【はじめに】2005 年 6 月 1 日より 2014 年 12 月 31 日までの間、当科での膵頭

十二指腸切除（以下ＰＤ）症例 225 例について検討したので報告する。

【症例】対象となる疾患は膵癌 75例、胆管癌 6７例、乳頭部癌 35例、ＩＰＭＮ 17

例、その他 31 例であった。その他は十二指腸癌、pNET、胃癌などであった。膵

消化管再建は膵空腸吻合、最近では胃膵吻合も行っている。予後は乳頭部癌、胆管癌、

膵癌の順であった。術後合併症としての膵液ろうは IPSF 分類 GradeCが４例で仮

性動脈瘤破綻で２例が死亡した。２例は緊急ＩＶＲで救命できた。

【まとめ】過去 10年のＰＤ症例 225 中について検討した。膵液ろうはGrade C は

4 例に発生した。Grade C の合併症のうち 2例は出血死であった。2例は IVRで

救命できた。膵液ろう予防に soft pancreas あるいは主膵管径の細いものは胃膵吻

合も適応となりうると考えられた。
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⑲ 教室での術前加療施行切除可能・境界膵癌の検討

鹿児島大学　消化器・乳腺甲状腺外科
又木雄弘、前村公成、蔵原　弘、迫田雅彦、飯野　聡、樋渡清司、南　幸次、

上野真一、新地洋之、夏越祥次

【はじめに】近年、膵癌治療において、集学的治療が多く行われてきている。
今回、当科術前化学療法(NAC)または術前化学放射線療法(NAC-RT)を施行
したpotentially resectable(PR)、borderline resectable(BR)膵癌症例を
retrospectiveに検討した。【対象】09年から14年に上記を施行した40例を対
象とした。PR膵癌17例、BR膵癌23例。男性27例、女性13例、平均年齢66歳。
加療前診断は膵癌取扱い規約で、stage I/II/III/IV=1/0/5/31。【加療方法】
NAC14例、NAC-RT26例に施行。【結果I】RECIST評価抗腫瘍効果は、PR膵癌
でPR7(41%)、SD 8(47%)、PD2 (12%)、BR膵癌でPR10(43%)、SD 9(47%)、
PD4 (17%)であった。【II】CEA、CA19-9、腫瘍径ともに加療後に低下する傾向
にあり、CA19-9、腫瘍径に有意差を認めた(p=0.0031、＜0.0001)【III】切除率
は、PR膵癌は17例中14例82%、BR膵癌は23例中4例17％であった。【IV】切除
症例17例において、組織学的効果Evans分類I 8例(47%)、 IIa 5例(29%)、IIb 1例
(6%)、III 2例(12%)、IV 1例(6%)であった。また、17例中13例(76%)にダウンス
テージングが得られ、stageIが3例、stage0が1例あった。【V】切除症例と非切除
症例の生存期間を比較すると、切除症例の方が予後良好の傾向があった(p=0.1)。
まとめ術前加療によるダウンステージが得られる傾向が高く、切除症例では非切除
症例より予後良好の傾向を認め、術前治療の有用性が示唆された。

－ 19 －

MEMO

⑱ 膵頭十二指腸切除 225 例の検討

1）鹿児島市医師会病院外科、2）鹿児島大学心臓血管消化器外科
石﨑直樹 1）、門野　潤 2）、渡邊照彦 1)、森本喜博 1) 

槐島健太郎 1)、大迫政彦 1）、畑峯雄 1）

【はじめに】2005 年 6 月 1 日より 2014 年 12 月 31 日までの間、当科での膵頭

十二指腸切除（以下ＰＤ）症例 225 例について検討したので報告する。

【症例】対象となる疾患は膵癌 75例、胆管癌 6７例、乳頭部癌 35例、ＩＰＭＮ 17

例、その他 31 例であった。その他は十二指腸癌、pNET、胃癌などであった。膵

消化管再建は膵空腸吻合、最近では胃膵吻合も行っている。予後は乳頭部癌、胆管癌、

膵癌の順であった。術後合併症としての膵液ろうは IPSF 分類 GradeCが４例で仮

性動脈瘤破綻で２例が死亡した。２例は緊急ＩＶＲで救命できた。

【まとめ】過去 10年のＰＤ症例 225 中について検討した。膵液ろうはGrade C は

4 例に発生した。Grade C の合併症のうち 2例は出血死であった。2例は IVRで

救命できた。膵液ろう予防に soft pancreas あるいは主膵管径の細いものは胃膵吻

合も適応となりうると考えられた。

－ 18 －



MEMO

⑳ 腹腔鏡下肝外側区域切除術の定型化

鹿児島大学消化器・乳腺甲状腺外科
鹿児島大学臨床腫瘍学講座

鹿児島大学保健学科

飯野　聡、上野真一、迫田雅彦、南　幸次、川崎洋太、樋渡清司、蔵原　弘、又木雄弘、
前村公成、新地洋之、夏越祥次

　腹腔鏡下外側区域切除に関しては、症例の蓄積とともに術中の手技に関してはほ
ぼ確立されてきた観がある。今回当施設における腹腔鏡下外側区域切除の一連の流
れを術中の手技を中心に紹介する。手術は臍への斜切開で直視下に開腹しカメラポー
トを留置、その他 4ポートの上腹部の計 5ポートでアプローチ。肝円索、鎌状間膜、
左冠状間膜を切離して左肝静脈前面を露出、三角靭帯を切離し外側より左肝静脈根
部側面を露出する。小網付着部を切開しArantius 管を確認。テープにて肝切離線
をシミュレーション、自然な切離線となるように肝表面は鎌状間膜付着部左側に裏
面は小網付着部外側にマーキング。肝実質切離を開始するにあたり、切離線左右に
小児用血管テープを縫着し切離面に適切なテンションがかかるように工夫し、肝表
面をハーモニックで切開。肝実質はCUSAで破砕、小脈管は Enseal で切離。肝実
質が薄くなり、S3グリソンが露出されたところで、エシェロン白を用いて切離、そ
の後 S2 グリソンと左肝静脈をエシェロン白で一括切離し外側区域を完全に離断。
標本は臍創をZ字に形成し摘出するが、標本が大きい場合はZigZag 切開を適宜追
加する。切離線にタコシールを貼付し、左横隔膜下にドレーンを留置し閉創する。
術後は 2日目にドレーンBil 値をチェックののち抜去、5-7 日目に退院としている。
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㉑ 肝切除における注意すべき肝静脈支配領域評価

鹿児島大学大学院 心臓血管・消化器外科学 1)

同　放射線診断治療学 2)

同　消化器疾患・生活習慣病学 3)

○北薗　巌 1)、門野　潤 1)、基　俊介 1)、井上真岐 1)

林　完勇 2)、永里耕平 2)、吉浦　敬 2)、玉井　努 3)、井本　浩 1)

【はじめに】今回、中肝静脈がS６をドレナージしているために肝切除を断念した肝内胆
管癌を経験したので報告する。
【症　例】62歳、男性。アルコール性肝炎と2型糖尿病の既往あり。検診目的の腹部超
音波検査で肝に腫瘍性病変を指摘され、CT、MRI、PET-CTで肝内胆管癌と診断され
た。S8の44mmの腫瘍で中肝静脈、前区域グリソン根部近傍を浸潤し、肝中央2区域切
除術の適応と判断した。ICGR15 16%であったが、Child-Pugh A(5)、Liver damage 
A、アシアロ肝シンチは正常であった。肝は粗大結節状で、胃静脈瘤も認め、肝硬変症と
門脈圧亢進症を疑った。中央2区域切除での肝切除率は41.1％であった。CTで発達の悪
い右肝静脈を認め、下右肝静脈は不明で、S６のドレナージ静脈は中肝静脈と判断した。
選択的門脈造影で、中肝静脈がS６のドレナージ静脈であった。静脈グラフトを用いた中
肝静脈再建を伴う中央２区域切除術も検討したが、早期にグラフトが閉塞した場合に、
残肝容量(S7+外側区域)が38.3%となり、肝不全に陥る可能性が高く、切除を断念し化
学療法を行うこととなった。
【まとめ】肝切除に際し、肝静脈の支配領域を詳細に把握することで肝切除の安全性が
向上する。
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飯野　聡、上野真一、迫田雅彦、南　幸次、川崎洋太、樋渡清司、蔵原　弘、又木雄弘、
前村公成、新地洋之、夏越祥次

　腹腔鏡下外側区域切除に関しては、症例の蓄積とともに術中の手技に関してはほ
ぼ確立されてきた観がある。今回当施設における腹腔鏡下外側区域切除の一連の流
れを術中の手技を中心に紹介する。手術は臍への斜切開で直視下に開腹しカメラポー
トを留置、その他 4ポートの上腹部の計 5ポートでアプローチ。肝円索、鎌状間膜、
左冠状間膜を切離して左肝静脈前面を露出、三角靭帯を切離し外側より左肝静脈根
部側面を露出する。小網付着部を切開しArantius 管を確認。テープにて肝切離線
をシミュレーション、自然な切離線となるように肝表面は鎌状間膜付着部左側に裏
面は小網付着部外側にマーキング。肝実質切離を開始するにあたり、切離線左右に
小児用血管テープを縫着し切離面に適切なテンションがかかるように工夫し、肝表
面をハーモニックで切開。肝実質はCUSAで破砕、小脈管は Enseal で切離。肝実
質が薄くなり、S3グリソンが露出されたところで、エシェロン白を用いて切離、そ
の後 S2 グリソンと左肝静脈をエシェロン白で一括切離し外側区域を完全に離断。
標本は臍創をZ字に形成し摘出するが、標本が大きい場合はZigZag 切開を適宜追
加する。切離線にタコシールを貼付し、左横隔膜下にドレーンを留置し閉創する。
術後は 2日目にドレーンBil 値をチェックののち抜去、5-7 日目に退院としている。

－ 20 －



MEMO

㉒ 鼠径ヘルニアに伴う続発性大網捻転症の 1例

鹿児島市立病院　外科
本高浩徐、永田彩子、山下健太郎、九玉輝明、中村　登、濵田信男

　症例は 64歳男性。突然の右下腹部痛と腹部膨満が出現し、症状が持続するため

発症 3日目に前医受診、当院へ紹介となった。理学所見上、腹部膨満あり、右側腹

部から下腹部にかけて広範囲に圧痛を認めたが、腹膜刺激症状は認めず。また、右

陰嚢は鶏卵大に腫大していた。血液検査でWBC 8,100/ μ l，CRP20.98g/dl と

炎症反応の上昇を認め、T-Bil5.1g/dl と著明に上昇していた。腹部造影CT検査で

は、大網は渦巻き状の高吸収域からなる層状構造を示し、右鼠径管に連続していた。

右鼠径ヘルニアに伴う続発性大網捻転症と診断し、同日緊急手術を施行した。腹腔

鏡で観察するに、大網は時計回りに捻転して血行障害をきたしており、遠位側は右

内鼠径ヘルニアへ癒着していた。腹腔鏡下に癒着を剥離して、虚血に陥った大網の

切除を行った。大網捻転症は比較的まれな急性腹症の 1疾患であるが、本症例は血

液検査やCT検査で特徴的な所見があり、術前診断が可能であった。また、腹腔鏡

手術は診断の確定と低侵襲手術の観点から有用であると考えられた。
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㉓ 鮒田式胃壁固定具を応用した腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術

生駒外科医院
生駒　明、生駒　茂、生駒達雄

【はじめに】腹壁瘢痕ヘルニアに対する腹腔鏡下手術は、癒着防止シート付きメッシュ
を、ヘルニア門を覆うようにタッカーで腹壁に固定する術式である。しかし巨大な
腹壁瘢痕ヘルニアでは巨大なメッシュを固定するのに多数のタッカーを必要とし、
医療材料費が高額となる。今回、メッシュの固定に、経皮的内視鏡的胃瘻造設術用
に開発された鮒田式胃壁固定具を応用し有用であったので報告する。
【手術方法】ヘルニア門の 5㎝外側まで覆うサイズのメッシュを選択する。手術瘢痕
およびヘルニア門から離れた部位に 1本目のトロッカーをOptical 法で留置し、腹
腔鏡下に 2本目以降のトロッカーを留置する。ヘルニア門周囲の癒着を剥離する。
ヘルニア門から 5㎝離れた上下左右からニードル鉗子を腹腔内に刺入し、腹腔内に
誘導したメッシュの 4方向の牽引用糸を把持し腹腔外に引き出し牽引し、メッシュ
を腹壁に引き寄せる。タッカーでメッシュの全周を粗く固定する。さらにメッシュ
のタッカーの間とヘルニア門に近い内側を、鮒田式胃壁固定具を用いてナイロン糸
で縫合固定する。
【考察】胃壁固定具を用いたナイロン糸によるメッシュの縫合固定は簡便で、短時間
にメッシュの広い範囲を縫合固定ができた。タッカーの使用個数を大幅に節約する
ことが可能で、経済的にも有意義な方法であると思われた。
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