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第７２回　鹿児島県臨床外科学会総会医学会
第５８回　日 本 臨 床 外 科 学 会 地 方 会

◇日時：平成28年 8月 20日（土）
◇場所：鹿児島県医師会館　3階　中ホール１

【平成28年度総会】	 14：45～ 15：15

【臨床研修医・学生発表】	 15：20～ 17：00
　Ⅰ .	消化管・その他部門　6題

　　座長：鹿児島市立病院　消化器外科	 科長　柳　　政行

　Ⅱ .	肝 ・ 胆 ・ 膵 部 門　6題

　　座長：鹿児島医療センター　外科	 部長　菰方　輝夫

【特別講演】　17：00～ 18：00
　　　座長：鹿児島県臨床外科学会	 会長　夏越　祥次
　　　演題：「進行肝癌に対する肝臓外科医の挑戦」

　　　講師：東京大学肝胆膵外科　人工臓器・移植外科　

　　　　　　　　　　　　　　	 教授　國土　典宏　先生

【表 彰 式】　18：00～ 18：10



【 会 次 第 】

（１）開　　会（14：45）

（２）会長挨拶

（３）報　　告
　平成27年度会務報告に関する件	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ p1～ p4

（４）議　　事
　≪第１号議案≫　平成27年度収支決算に関する件	‥‥ p5～ p6

　≪第２号議案≫　幹事就任に関する件‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ p7

（５）閉　　会（15：15）

平成28年度総会



平成２７年度

鹿児島県臨床外科学会 会務報告

１．会員に関する事項

平成２８年３月３１日現在の会員数は、開業医９９名、勤務医２６１名、

合計３６０名。入退会状況は以下のとおり。

※ 参考 平成２７年３月３１日時、会員３４８名。

【入会】 １６ 名

佐々木 健 森山 由紀則 和田 真澄 坂元 昭彦

手塚 善久 田中 貴子 伊地知 徹也 平島 忠寛

安村 拓人 山下 健太郎 萩原 貴彦 上今別府大作

寺園 和哉 山﨑 洋一 新田 吉陽 樋渡 啓生

【退会】 ４ 名

大山 滿 島本 紘和 白濵 朝海 松本 忠

２．役員会に関する事項

１）第１回役員会

日 時：平成２７年６月１６日 火 １９時００分～

会 場：鹿児島県医師会館 ２階 委員会室

【協議事項】

（１）平成２７年度評議員会・総会・医学会について

（２）平成２６年度会務報告について

（３）平成２６年度決算について

（４）平成２７年度事業計画（案）について

（５）平成２７年度収支予算（案）について

（６）医学会抄録・論文の投稿規程について

（７）役員改選について

－ 1 －



３．評議員会に関する事項

１）評議員会

日 時：平成２７年８月８日（土）１４時１５分～

会 場：鹿児島県医師会館 ３階 中ホール２

【報告事項】

平成２６年度会務報告に関する件

【協議事項】

第１号議案 平成２６年度収支決算に関する件

第２号議案 平成２７年度事業計画 案 に関する件

第３号議案 平成２７年度収支予算 案 に関する件

第４号議案 新役員・評議員（案）に関する件

以上を上程し、いずれも承認。

４．総会･医学会に関する事項

１）第７０回総会・医学会（第５６回日本臨床外科学会地方会）

日 時：平成２７年８月８日（土）１４時４５分～

会 場：鹿児島県医師会館 ３階 中ホール１

出席者：７７名

≪総 会≫

【報告事項】

平成２６年度会務報告に関する件

【協議事項】

第１号議案 平成２６年度収支決算に関する件

第２号議案 役員・評議員改選に関する件

以上を上程し、いずれも承認。

≪医学会≫

【研修医・学生発表】

心血管・胸部部門（４題）

座 長：鹿児島市立病院 心臓血管外科 部長待遇 四元 剛一 先生

消化器部門（４題）

座 長：鹿児島大学大学院 消化器・乳腺甲状腺外科学 南 幸次 先生

肝胆膵・その他部門（４題）

座 長：鹿児島大学大学院 消化器・乳腺甲状腺外科学 助教 飯野 聡 先生
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【特別講演】

座長：鹿児島県臨床外科学会 会長 夏越 祥次 先生

演題：『外科医の育成と医局・同門会制度』

講師：京都大学大学院 医学研究科 外科学講座

教授 上本 伸二 先生

２）第７１回医学会（第５７回日本臨床外科学会地方会）

日 時：平成２８年３月１２日（土）１４時３０分～

会 場：鹿児島県医師会館 ３階 中ホール１・２

出席者：８２名

≪医学会≫

【Ⅰ群】頸・胸部（５題）

座長：鹿児島大学大学院 消化器・乳腺甲状腺外科学 有馬 豪男 先生

【Ⅱ群】心・血管（４題）

座長：鹿児島医療センター 心臓血管外科 福元 祥浩 先生

【Ⅲ群】上部消化管（６題）

座長：生駒外科医院 生駒 茂 先生

【Ⅳ群】下部消化管（７題）

座長：鹿児島市立病院 消化器外科 坂元 昭彦 先生

【Ｖ郡】肝・胆すい（５題）

座長：南九州病院 外科 小倉 芳人 先生

５．企画委員会に関する事項

１）第１回企画委員会

日 時：平成２７年７月２２日 水 １８時３０分～

会 場：鹿児島県医師会館 ２階 委員会室

【協議事項】

（１）医学会スケジュール（予定）について

（２）臨床研修医・学生発表演題について

（３）座長について

（４）表彰について

（５）役割分担について
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２）第２回企画委員会

日 時：平成２８年２月１５日 月 １８時３０分～

会 場：鹿児島県医師会館 ２階 委員会室

【協議事項】

（１）第７１回医学会について

（２）平成２７年度版学会誌について

６．その他会合に関する事項

１）第７７回日本臨床外科学会支部合同懇談会

日 時：平成２７年１１月２６日 木

会 場：マリンメッセ福岡

出席者：夏越会長、生駒副会長

２）第４回次世代の臨床外科医のための特別セミナー

日 時：平成２８年１月３０日 土 ～１月３１日（日）

会 場：東京グランドプリンスホテル高輪

出席者：下之薗 将貴先生、和田 真澄先生、緒方 裕樹先生（非会員）
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科　　目 昨年度決算額 今年度決算額 増減

 開業医 　5,000円×　78名= 390,000円

勤務医 　3,000円×225名= 675,000円

学会誌協賛料

総会・医学会費

雑収入

当期収入合計（Ａ）

前期繰越収支差額（Ｂ）

収入合計（Ｃ）＝（Ａ）＋（Ｂ）

【支出の部】

科　　目 昨年度決算額 今年度決算額 増減

総会・医学会費

会議費

通信費

広報活動費

需用費

慶弔費

事務費

雑費

予備費

当期支出合計（Ｄ）

当期収支差額（Ａ）－（Ｄ）

次期繰越収支差額（Ｃ）－（Ｄ）

預金内訳

銀行名 預金種目 預金種目 口座番号 残高

鹿児島銀行 普通 普通

鹿児島県医師信用組合 普通 普通

鹿児島県医師信用組合 定期 定期

平成27年度 鹿児島県臨床外科学会 収支決算書

自：平成27年4月1日～至：平成28年3月31日

【収入の部】 （単位：円）

摘　　　要

会費

平成26年度分2社、平成27年度21社

第71回医学会(3/12)ジョンソンエンドジョンソン共催分

日臨外助成金20万円、預金利息（医師信用730円　鹿銀176円）

平成28年度徴収分3,000円、現金にて受取済み(勤務医会員1名)

平成27年度会費

前年度繰越金

摘　　　要

医学会開催案内・ポスター・プログラム代、会場代、奨励金等

役員会・企画委員会、会場代等

鹿児島銀行手数料

旅費
日本臨床外科学会支部合同懇談会（福岡県）

年間概算保険料

合　　　　　　　　計

郵便代、L-net代等

学会誌27巻印刷代、HP作成代・保守料・掲載料

封筒代

会員、ご家族弔電

　 県医師会への事務負担金（150,000円）、時間外勤務・休日出勤手当

平成 27 年度　鹿児島県臨床外科学会　収支決算書
自：平成 27年 4月 1日〜至：平成 28 年 3月 31 日
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平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日

役 職 氏 名 医療機関名

会 長 夏 越 祥 次
鹿児島大学
腫瘍学講座　消化器・乳腺甲状腺外科学

副 会 長 前 之 原 茂 穂 鹿児島厚生連病院

副 会 長 生 駒 明 医療法人回生会　生駒外科医院

幹 事 濵 田 信 男 鹿児島市立病院

幹 事 風 呂 井 彰 霧島市立医師会医療センター

幹 事 帆 北 修 一 公益財団法人慈愛会　今村病院分院

幹 事 原 口 優 清 県民健康プラザ鹿屋医療センター

幹 事 前 村 公 成
鹿児島大学
腫瘍学講座　消化器・乳腺甲状腺外科学

幹 事 今 村 博 出水郡医師会広域医療センター ◎

幹 事 熊 谷 輝 雄 鹿児島逓信病院

幹 事 石 崎 直 樹 鹿児島市医師会病院

監 事 上 原 孝 一 郎 医療法人　上原クリニック

監 事 福 元 俊 孝 鹿児島県県立病院局

新任◎

鹿児島県臨床外科学会　新役員名簿（案）
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臨床研修医・学生発表

Ⅰ．消化管・その他部門（①〜⑥）
　　座長：鹿児島市立病院　消化器外科

				科長　柳　　政行

Ⅱ . 肝 ・ 胆 ・ 膵 部 門（⑦〜⑫）
　　座長：鹿児島医療センター　外科	
　　　　　	 部長　菰方　輝夫



Ⅰ．消化管・その他部門 座長：鹿児島市立病院　消化器外科　科長
柳　政行

① PTP 薬包誤嚥により小腸穿孔をきたした一例

サザンリージョン病院　外科
戸田洋子，島田麻里緒，前田　哲，今給黎　亮，牧角寛郎

　高齢者は症状や検査結果が非典型的であることが多く､ 認知症合併のケースでは
病歴の聴収も困難で診断に苦慮するケースがままある。今回我々は発熱で来院し、
身体所見で著明な異常を認めなかったが、精査の結果、PTP 薬包誤嚥による小腸穿
孔であったことが判明し、手術により小腸切除となった事例を経験したため報告す
る。
症例：82 歳男性，既往歴：潰瘍性大腸炎，脳梗塞，高血圧，HAM，認知症
経過：5/30 37 度台の発熱認め救急搬送，当院受診時は意識清明，体温：38.3℃，心拍：
111/分， 血 圧：140/70　SPO2：96%（room）。 腹 部 soft， 圧 痛 な し。 採 血：CRP 
11.1，WBC 11440 ，Neu 87.9 %，胸部レントゲン・検尿異常なし。何らかの感染が
疑われたが、感染源不明であったため内服抗生剤処方で帰宅とした。
翌 5/31　38℃台の発熱継続し、歩行不能となり再度救急搬送。来院時体温：39.0℃。
身体所見で腹部症状なかったが、妻より 2 日前に腹痛の訴えあったとのことで腹部
CT 施行したところ、PTP 薬包疑いの異物を回盲部に認めた。free air 無く、腹痛の
訴えもなかったことから術前検査すべて施行の上、抗生剤投与で慎重に経過観察を
行ったが、6/4 に CT にて腸管穿孔・膿瘍形成疑われたため手術施行となった。術
中所見では PTP 薬包の角が回盲部より 20cm 口側の小腸壁を貫通していたが、横行
結腸と大網が被覆することで腹膜炎には至らない状態であった。また腸間膜側も穿
孔しており、膿瘍を形成していたが小腸 - 小腸癒着によりこちらも被覆されていた。
穿孔部と小腸癒着部を含め小腸切除し、FEEA で吻合した。術後経過は良好である。
　高齢者は症状が非典型的であるため、診断には家族も含めた慎重な問診と複数の
画像精査が重要になると考えられた。
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② 腸重積を伴った小腸悪性リンパ腫の一例

鹿児島市医師会病院　外科
山下雄史、大迫政彦、緒方祐樹、永冨脩二、槐島健太郎、渡邉照彦、石崎直樹

田畑峯雄

【はじめに】成人の腸重積症は稀であり、慢性の経過をたどり診断が難しい疾患であ
る。また、器質的疾患を伴っていることもあるが、今回我々は悪性リンパ腫が原因
で腸重積を発症した１例を経験したので報告する。
【症例】61 歳、男性。主訴：腹痛。既往歴：食道癌（T1b-SM3,N0,M0;Stage Ⅰ）
2012 年 11 月 21 日胸腔鏡 / 腹腔鏡補助下食堂亜全摘。現病歴：2016 年 4 月中旬頃か
ら臍の右側の疼痛があり、食事摂取量も低下していた。排便は通常通り認めていた。
5 月 18 日の前医採血で白血球 11800/μl、CRP 2.2mg/dl と上昇を認め、抗生剤を数
日分処方され痛みはやや改善が見られた。5 月 28 日に食道癌術後 3 年 6 ヶ月のフォ
ロー CT 目的に当科外来受診。同 CT で回盲部の腸重積の所見を認め精査のため同
日緊急入院となった。腸重積の改善を認めないため、2016 年 5 月 30 日に準緊急手
術を行った。術中所見：回腸が盲腸内に入り込んでおり、回結腸間膜に数㎝大に腫
大したリンパ節と思われる腫瘤を数個触知した。回盲部切除を行い迅速病理検査に
提出。重積腸管の先進部に腫瘤があり、Lymphoma が疑われた。同時に提出した周
囲の腫脹リンパ節も同様の所見であった。
【まとめ】今回我々は、小腸原発の悪性リンパ腫が原因による腸重積の症例を経験し
た。興味深い比較的稀な症例と考え、文献的考察を加え報告する。
脾動脈瘤破裂を循環器内科・外科の collaboration で救命し得た 1 例
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③ 虫垂炎治療の現状

慈愛会今村病院分院外科・消化器外科
髙橋宏典、衣裴勝彦、田中貴子、平島忠寛、柳田茂寛、中島三郎、中馬　豊

　帆北修一

　急性虫垂炎に対する根治的治療法の原則は手術とされ、特に虫垂周囲に膿瘍を形
成するような重症例は絶対的な手術適応と考えられてきた。しかし、このような
汚染緊急手術では拡大手術への移行や術後合併症発生の可能性が高いことから、近
年では保存的治療を充分に行い、炎症を鎮静化させた後に虫垂切除を行う interval 
appendectomy（IA）が行われるようになってきた。
　対象：2014 年 7 月～ 2016 年 5 月に当科で入院加療を行った虫垂炎 109 例を対象
とした。
　性別では平均年齢は 43 ± 21 才、男性 59 例、女性 50 例であった。
　結果：初診時に保存的治療群は 82 例（75％）、（準）緊急手術群が 14 例（13％）、
保存的治療から手術治療へ移行した群が 13 例（12％）であった。
　保存的治療群 82 例中経過観察例は 49 例で、待機手術が 21 例（鏡視下手術）であっ
た。待機中に再燃し（準）緊急手術を行った症例は 12 例（鏡視下手術）であった。
　（準）緊急手術群 14 例はいずれも本人・家族の希望であり全例鏡視下手術であった。
保存的治療を行って手術治療へ移行した群 13 例中 2 例で、回盲部切除を施行した。
　在院日数と食事開始日は、保存的治療群、（準）緊急手術群、保存的治療から手術
治療へ移行した群において、それぞれ 8 日/5 日、5 日/3 日、10 日/7 日であった。
　まとめ：当院では保存的治療を充分に行い、炎症を鎮静化させた後に虫垂切除を
行う interval appendectomy（IA）が基本方針であるが、初診時入院中に症状・検査
データの改善がない場合手術のタイミングには注意を要すると考えられた。
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④ 脾動脈瘤破裂を循環器内科・外科の collaboration で救命し得た１例

国立病院機構　鹿児島医療センター　外科
安村拓人、安田　洋、海江田　衛、菰方輝夫

　症例は生来健康な 73 歳男性。散歩後、突然の激しい上腹部痛を訴え、当院救急
搬送された。来院時、意識低下（JCSⅡ-10）、血圧 48/36mmHg、脈拍 68 回/分、
SpO2 89%（リザーバーマスク 10L/分）と shock vital であった。造影 CT にて脾動
脈からの extravasation を認めたため、引き続き循環器内科により腹部血管造影施
行された。大動脈閉塞バルーンカテーテル（IABO）によりバルーンを腹腔動脈動脈
分岐部頭側で拡張させたまま、手術室に直接搬入された。上腹部正中切開で開腹し、
大量の血液を除去後、バルーンを虚脱すると脾門部近位の脾動脈より出血を認めた。
出血部位を含む脾門部を自動縫合器で一括切離し、脾摘を完了した。手術時間は 63
分、IABO の腹部大動脈遮断時間は 45 分であった。バルーン解除後、一過性に低
血圧、高乳酸血症、アシドーシスを併発したが、術後、虚血・再灌流による臓器下
肢障害など認めず、第 21 病日に自宅退院した。脾動脈瘤の病理所見は Segmentary 
arterial mediolysis（SAM）であった。脾動脈瘤破裂に対する大動脈の一時的バルー
ンクランプによる外科治療を中心に文献的考察を加えて報告する。
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⑤ 全身性エリテマトーデス症例の open abdomen に対する創管理の工夫

鹿児島大学心臓血管・消化器外科 1）

鹿児島大学病院看護部 2）

大川政士 1）　門野　潤 1）　基　俊介 1）　久木野舞子 2）　西帯野智代 2）

武　亜希子 2）　北薗　巌 1）　井本　浩 1）

　全身性エリテマトーデス症例の open abdomen に対する創管理の工夫

【はじめに】全身性エリテマトーデス（SLE）症例の難治性 open abdomen を経験し，
創処置と栄養管理の工夫を報告する。
【症例】症例は 47 歳の女性で、長期ステロイド投与（SLE），放射線治療（子宮頸癌）、
膀胱膣瘻と Hartmann 手術 + 回腸切除術（S 状結腸穿孔）の既往があった。SLE の
コントロールが不良でプレドニン 40mg/日を内服していた。Hartmann 手術後 3 ヵ
月目に下行結腸穿孔を発症し、下行結腸切除、横行結腸人工肛門術を施行した。下
血が続き、術後 6 日目にドレーンから腸液を認め、再手術を行った。骨盤壁と回腸
の高度癒着，回腸穿孔と術中内視鏡で残存結腸の多発潰瘍からの出血を認めた。残
存結腸 - 回腸切除、回腸人工肛門造設術を施行した。膀胱膣瘻を損傷し、膀胱修復
を行った。病理所見でサイトメガロ腸炎とループス腸炎による穿孔と診断された。
再手術後９日目に創哆開を認めた。直接縫合を 21 日間繰り返したが奏効せず、全て
の創が哆開した。WOC ナースと連携し、silo closure と持続陰圧閉鎖療法を行なっ
たが、創哆開後 53 日目に回腸瘻、膀胱瘻を発症した。サージドレン・オープントッ
プと生食ガーゼで腸管の乾燥を予防しながら、洗浄、持続ドレナージを行った。哆
開創が総排泄孔となったが管状瘻となり、経口摂取を開始した。中心静脈栄養 6 か
月間の小野寺 PNI は 20 以下であったが、経口摂取開始後、PNI は 30 以上と改善し、
普通食を摂取可能となった。
【まとめ】open abdomen の状態に応じた創処置、栄養管理が重要である。また、
WOC ナースとの連携も重要である。
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⑥ 鼠径ヘルニアに内ヘルニアを合併した一例

霧島市立医師会医療センター　外科
矢野圭輔、上今別府大作、井上真岐、久米村　秀、二渡久智

風呂井　彰

　症例は 83 歳男性。脳梗塞後リハビリ目的に近医入院中、2016 年６月初め、左鼠
径ヘルニア嵌頓で当院紹介。用手的に整復したが、CT で小腸の限局性壁肥厚とイ
レウス所見があり、嵌入腸管の浮腫として入院経過観察となった。イレウス所見の
改善なく、第２病日にイレウス管留置。イレウスチューブ造影では嵌入腸管と思わ
れる腸管の狭窄像を認めたが、徐々に肛門側への造影剤の流入も認めたため亜イレ
ウスとしてイレウス管留置のまま経過を見た。その後もイレウス所見の改善がなく、
第 11 病日に嵌入腸管の虚血性狭窄の診断で開腹手術を行った。鼠径ヘルニアの前方
アプローチ修復術後、開腹すると、S 状結腸間膜左葉欠損部に小腸の嵌入（内ヘル
ニア）を認め、小腸狭窄の原因と考えられた。嵌入腸管壁の脆弱化がみられ、小腸
部分切除を行った。術後経過は良好で、４日目から経口摂取を再開した。S 状結腸
間膜内ヘルニアは稀な疾患とされ、文献的考察を含め報告する。
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Ⅱ . 肝・胆・膵部門
座長：鹿児島医療センター　外科　部長

　菰方　輝夫
⑦ 画像にて非特異的な像を示した肝血管脂肪腫の一例

今給黎総合病院　外科
辻　紘明、浜之上雅博、福久はるひ、野口智弘、益満幸一郎、牟禮　洋

　画像にて悪性を否定できず切除を行った肝血管脂肪腫の一例を経験したので報告
する。

（症例）65 歳、女性（現病歴）検診 PET／CT にて肝 S7 に腫瘤性病変認め、他院に
て精査し HCC 否定できず当院に紹介となった。エコー生検は部位として難しく悪
性が否定できないため切除を行った。（手術）腹腔鏡下に肝右葉完全受動行いその後
　正中切開にて肝 S7 切除を行った。（病理結果）肝血管脂肪腫であったが脂肪成分
ほとんどなく myomatous component がほとんどを占める病理像であった。画像と
矛盾せず、術前診断が困難な症例と考えられた。（考察）肝血管脂肪腫は肝臓では比
較的稀な良性間葉系腫瘍、血管、平滑筋細胞、成熟脂肪細胞により構成される。画
像上、脂肪成分が認められれば診断は比較的容易であるが、今回、腫瘍内に脂肪成
分が少ないため、術前診断が困難であった症例を経験したので報告する。
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⑧ 破裂を来したが待機的に根治切除し得た肝 MCC の一例

* 鹿児島大学　医学部　消化器・乳腺甲状腺外科学
** 鹿児島大学　臨床腫瘍学講座

*** 鹿児島大学　医学部　保健学科
* 濱田由紀、又木雄弘、迫田雅彦、飯野　聡、川崎洋太、南　幸次、前村公成、蔵原　弘

** 上野真一、*** 新地洋之、* 夏越祥次

【はじめに】
根治切除待機中に破裂を来したが、保存的経過後、根治切除し得た巨大肝 MCN の
一例を経験したので報告する
【症例】64 歳　女性。スクリーニング目的の CT で肝に 10cm 大の嚢胞性病変を指
摘され、精査の結果肝 MCN の診断となり、右葉 2 区域切除による根治に向けて待
機中であった。労作中に腹痛が出現し前医を受診。CT で嚢胞径の縮小と、肝周囲・
骨盤腔内の腹水貯留を認めたため、腫瘍破裂の診断で当科へ緊急搬送となった。全
身状態良好であったため、当初予定のとおり待期的に手術を施行した。最終病理診
断は mucinous cyst adenocarcinoma であった。術後経過は良好であり、POD10 に
自宅退院した。これまでに再発なく経過できている。
【結語】経過中に破裂を来した肝 MCN の一例を経験した。破裂を来した肝 MCN の
報告例は少なく、術後再発・播種を認めた例はいまだないが、今後慎重な経過観察
を行う必要がある。
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⑨ 超高齢者の急性胆嚢炎治療の安全性と今後の課題

総合病院 鹿児島生協病院 外科
平野慎一郎、鎌谷泰文、吉田真一、森下繁美、木藤正樹

【背景】老年医学では 65 歳以上を高齢者とし、その中で 75 歳以上を後期高齢者、85
歳以上または 90 歳以上から超高齢者と定義しており、日本の 75 歳以上の高齢者が
全人口に占める割合は、2010 年の 11％から 2035 年には 20％に上昇し、先進国中最
高になる見込みである。しかし、85 歳を超える超高齢者の急性胆嚢炎に対する治療
の安全性を検討した報告は少ない。【方法】Tokyo Guidelines 2013（TG13）が更新
された 2013 年 1 月から 2015 年 12 月にかけて、急性胆嚢炎の治療目的に当院へ入院
し、侵襲的治療を選択した 75 症例を、64 歳以下の非高齢者群、65 歳以上～ 74 歳以
下の高齢者群、75 歳以上～ 84 歳以下の後期高齢者群、85 歳以上の超高齢者群に分
けて retrospective に比較検討した。【結果】非高齢者群：24 例、高齢者群：14 例、
後期高齢者群：22 例、超高齢者群：15 例であった。年齢が上がるほど重症化しやす
い傾向にあり、術後在院期間も超高齢者群で有意に長かった。術式は若年者ほど腹
腔鏡下胆嚢摘出術が選択される傾向にあり、高齢になるほど開腹術が選択されてい
た。胆嚢ドレナージが選択されたのは超高齢者の 3 例のみであった。死亡例は後期
高齢者 1 例、超高齢者 1 例で、超高齢者の死亡例では胆嚢ドレナージのみ施行され
ていた。【結語】超高齢者は診断の困難さや併存症から胆嚢炎が重症化しやすく、入
院期間が長くなる傾向があるが、適切に治療法を選択することで安全に手術を行え
ると考えられた。
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⑩ 当院で経験した Intraductal papillary neoplasm of bile duct （IPNB）の 3 例

鹿児島厚生連病院外科
和田真澄、樋渡清司、奥村　浩、安藤　慶、瀬戸山徹郎、前之原茂穂

鹿児島大学消化器乳腺甲状腺外科
夏越祥次

（はじめに）
　Intraductal papillary neoplasm of bile duct （IPNB）は、2010 年に新たに WHO
分類で定義された稀な疾患であり、膵 Intraductal papillary mucinous neoplasm 

（IPMN）の胆管 counterpart とされている。IPMN と異なり IPNB が粘液を産生す
る割合は約 50% といわれている。また IPNB は肝内胆管癌の前癌病変であるという
仮説もあるが、IPMN と比較すると圧倒的に症例が少なく、臨床病理学的特徴につ
いては不明なことが多い。今回我々は当院で経験した IPNB の 3 例についての検討
を行った。
（症例）
症例 1
　61 歳女性。H28 年、複数回発症する急性胆管炎に対し精査を行ったところ、4cm
大の肝前区域に粘液を産生する嚢胞性病変を指摘され IPNB が疑われ当科で肝前区
域切除が行われた。病理結果は IPNB, low grade, margin negative であった。術後
4 か月の現在、無再発生存中である。
症例 2
　79 歳女性。H25 年、肝機能障害に対し精査を行ったところ、9cm 大の肝内側区の
充実性成分を伴う嚢胞性病変が指摘された。ERC 上粘液産生は認めず。当科で肝内
側区域切除が行われた。病理結果は IPNB, high grade, margin negative であった。
術後 3 年で無再発であったが肺炎により死亡した。
症例 3
　65 歳男性。H25 年、肝嚢胞 follow 中、5cm 大の嚢胞内に一部充実成分の出現を指摘。
ERC 上粘液産生は認めず。当科で肝外側区域切除が行われた。病理結果は IPNB, 
intermediate grade, margin negative であった。術後 2 年 6 か月の現在無再発生存
中である。
（考察）
　一般臨床において IPNB という病名が浸透しておらず、診断が混乱しており、現
在でも肝嚢胞腺癌などいう病名で呼ばれる事も多い。IPNB は極東地域での発症が
多く、原因として肝内結石、肝吸虫症に伴う炎症遷延によるものが考えられてい
る。Pub med における検索でも本邦からの報告が最多である。病理学的には high 
grade intraepithelial neoplasia か intraductal papillary neoplasm with associated 
invasive carcinoma が多く、不均一な腫瘍であり biopsy の結果で腫瘍の全体像を把
握するのは困難であるため、IPNB と判断された場合切除が望ましい。IPMN と比
較すると圧倒的に症例が少ないため、臨床病理学的特徴については明らかになって
いない事が多く、一例一例の報告の積み重ねが病態解明に重要であると考える。



⑪ 切除不能の肝門部胆管癌に対する longire 変法の１例

霧島市立医師会医療センター
上今別府　大作

症例は 79 歳、男性。
黄疸と食欲不振を主訴に受診。精査の結果、肝門部胆管癌と診断。十二指腸潰瘍に
伴う十二指腸の変形・狭窄があり、内視鏡が通過できず、術前に ERCP は施行でき
なかった。門脈や肝動脈への浸潤や遠隔転移なかったため手術の方針となった。
開腹所見にて播種病変が多発しており、肝門部操作も困難であったことから肝外側
区域胆管空腸吻合術を施行した。十二指腸狭窄を認めていたため、胃空腸バイパス
術を追加した。
術後は自宅退院し良好な QOL を保つことができた。
開腹手術による胆汁内瘻化は手術の侵襲はあるものの、ステンティングに伴うチュー
ブトラブルなどはなく、症例によっては患者の QOL に寄与するものと考える。
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⑫ 肝転移を伴うcStage IVb 膵体部癌に対して、化学療法および化学
放射線療法により組織学的 CR が得られた 1 例

堀切陽祐、蔵原　弘、前村公成、又木雄弘、川崎洋太、迫田雅彦、飯野　聡、上野真一
下之薗将貴、新地洋之、高尾尊身、夏越祥次

　膵癌は診断時に高率に遠隔転移もしくは高度局所浸潤を伴う。今回、肝転移およ
び脾動脈根部浸潤を伴う cStage IVb 膵体部癌に対して、化学療法および化学放射
線療法後に組織学的 complete response （CR）が得られた症例を経験したので文献
的考察を加えて報告する。
　症例は 69 歳女性。2015 年 1 月に背部痛を自覚した。症状改善しないため 4 月
に近医受診し、膵体部腫瘍を指摘され当科紹介となった。精査施行し、肝 S3 の
単発の肝転移および脾動脈根部浸潤を伴う 35mm 大の膵体部癌の診断であった。
Gemcitabine+nab-paclitaxel を 3 コース施行後に肝転移は消失し、CA19-9 値は
1846U/mL から 9.3U/mL に低下した。化学放射線療法（TS1+56Gy）を追加し、そ
の後は TS1 内服を継続した。2016 年 5 月の効果判定にて画像上は CR であり、切除
の方針とした。同月膵体部切除術＋肝 S3 部分切除術を施行した。腫瘍が存在した
と考えられる部位には著明な線維化を認めた。最終病理診断にて切除膵臓ないには
線維性結合組織を豊富に認めるのみで腫瘍細胞を認めなかった。切除肝臓にも線維
化は認めるが、癌細胞は認めなかった。リンパ節転移も認めず組織学的 CR と判定
された。術後経過は良好であった。
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　近年の肝切除周辺技術の進歩と安全性の向上により、手術適応が広がり、以前は切除不能で
あった進行肝癌にも肝臓外科の挑戦が続いている。本講演では最近の進歩をご紹介したい。
　肝切除シミュレーション技術：2000 年頃より門脈や肝静脈の支配領域容積を計算できる 3D
シミュレーション技術がドイツ、日本で開発された。当初は生体肝移植右肝グラフトにおける
中肝静脈領域うっ血の評価に用いられ、移植施設での応用が先行したが、その後通常の肝切除、
特に系統的肝切除症例などで臨床応用されている。演者の施設では 2004 年から本技術を導入
し、2008 年に先進医療が認められてからは亜区域切除以上の症例には原則適応し、年間 100
例以上の症例に術前シミュレーションを行ってきた。2012 年に保険適応となり、現在では肝
臓外科専門施設のほとんどがこの技術を応用していると推測される。
　門脈塞栓術（PVE）と ALPPS：正常肝の切除安全限界は残肝 30％といわれているが、それを
超える大量肝切除が必要な場合に安全性を確保する方策として PVE が 1980 年代に幕内によっ
て開発された。当初は肝門部胆管癌で応用されたが、その後、肝細胞癌や多発肝転移症例に適
応が広がり、現在では世界中で広く応用されている。演者の施設では 2013 年までに 319 例

（胆管癌 172 例、肝細胞癌 70 例、肝転移 77 例）に PVE を施行し、中央値 24 日の待期期間の
後、80％の症例に肝切除を完遂した。切除完遂例の手術死亡はゼロで、5 年生存率はそれぞれ
胆管癌 50%、肝細胞癌 56%、肝転移 51% であった。最近、PVE でも対応できない場合の方策
として一期目に肝離断と門脈枝を結紮して二期目に大量肝切除を行う ALPPS（Associated Liver 
Partition and Portal vein ligation for Staged hepatectomy）がドイツで開発され、その早くて著
明な予定残肝の再生という事実と、手術死亡の多さの２つの面で大きな反響を呼んでいる。演
者の施設では安全性を担保しながら ALPPS の優れた肝再生現象を利用する変法 ALPTIPS を考
案し最近報告したのでビデオでご紹介したい。
　脈管浸潤合併肝癌：門脈や静脈に肉眼的な腫瘍栓を来すような進行肝細胞癌の予後は不良
とされ、肝移植の絶対禁忌となっている。欧米のガイドラインでは sorafenib しか推奨されて
おらず、その生存期間中央値（MST）は 10.7 か月（SHARP 試験）に過ぎない。わが国の肝臓外
科施設では肝機能良好であれば肉眼的根治を目指す肝切除を積極的に行ってきた。日本肝癌
研究会追跡調査データに基づく最新の解析では脈管浸潤を合併し、Child-Pugh A の場合、切
除例と非切除例の MST はそれぞれ 2.87 年、1.10 年（p<0.001）であり、propensity score-
matched cohort での解析でも 2.45 年、1.57 年（p<0.001）であり、外科治療の優位性が示され
た（J Hepatol, in press）。ただし、下大静脈まで進展した Vp3 症例の切除後の MST は 1.58 年
と不良であり、今後の検討を要する。
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