
　 1．  内視鏡的硬化療法後食道静脈瘤症例の予後に関
する検討

金山健剛，嶋田太郎，熱田直己
高科亜弓，小関寛隆，宮川明祐
窪田　学，中村　朗，糸林　詠
紫村治久，志村謙次　　　　　

（国保旭中央）

　初回内視鏡的硬化療法施行後の食道静脈瘤79例の予
後を検討した。累積再発率・生存率（ 1 / 3 / 5年）は
各々 22.3/37.5/51.3％，88.7/83.4/75.0％であった。多変量
解析で生命予後不良因子としてHCV，Child-Pugh ≥ 8，
肝細胞癌が抽出された。HCV-SVR例では静脈瘤再発が
50％に認められたが生命予後は良好であったため，術後
の抗ウイルス療法を視野に入れた治療戦略が重要であ
る。

　 2 .  当院におけるC型肝炎ウイルス（HCV）抗体陽性
患者からHCV-RNA陽性患者の拾い上げの検討

淺野公將，加藤佳瑞紀，関本　匡
大池　翼，土屋　慎，横須賀　收

（JCHO船橋中央）

　【目的】当院においてHCV抗体価陽性例から未治療
例を拾い上げ，治療介入を行うことである。
　【方法】2014年 4月から2016年 3月までにHCV抗
体測定例のうち，HCV抗体価陽性例は351例であり，
HCV-RNA陽性となりうるカットオフ値を用い算出し，
治療を促す書面を送付した。
　【成績】カットオフ値は10.4であり，それを基にまず
は32例を治療介入対象とし， 2例が治療予定となった。
　【結論】HCV抗体価陽性例から未治療例をスクリー
ニングし，治療介入することが重要である。

　 3．  当院におけるde novo B型肝炎防止システムの
運用と実績

大浦弘嵩，篠崎正美，鈴木宏將　　
杉村　薫，藤田尚人，神﨑洋彰　　
種本理那，宮城島大輔，久保田教生
中川彰彦，後藤信昭　（沼津市立）

　B型肝炎ウイルス既往感染患者に対する化学療法や
免疫抑制療法の合併症としてHBV再活性化によるde 
novo B型肝炎が知られており，一部の症例では劇症
肝炎に至り致死的な経過をたどることが報告されてい
る。
　2013年，日本肝臓学会「B型肝炎治療ガイドライン」
にてHBV再活性化対策が発表された。それに伴い当院
では上記リスク患者を拾い上げ，適宜メッセージを電
子カルテ上に表示するシステムを構築したのでその運
用と実績について検討した。

　 4．  内科的治療にて救命し得た重症型アルコール性
肝炎の 2例

石川　翼，新井英二，畠山一樹
宮本禎浩，橘川嘉夫　　　　　 

（千葉市立青葉）

　【症例 1】42歳女性。焼酎を一日1,000㎖飲酒，著明
な黄疸と肝障害，CTで高度脂肪化と中等度腹水を認
めた。SNMC，FOY投与で改善認めず，GCAP/LCAP
施行後速やかな改善を示し，第68病日退院。
　【症例 2】44歳女性。焼酎を一日720㎖飲酒，著明な
黄疸と肝障害，CTにて高度脂肪化と腹水を認めた。
ステロイドパルス療法，SNMC投与，FOY投与にて改
善し第56病日退院。重症型アルコール性肝炎は予後が
極めて不良な疾患であるが，内科的治療にて救命し得
た 2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。
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　 5．  当院におけるHCC根治療法後のDAA治療の成績

藤田尚人，篠崎正美，杉村　薫　　
鈴木宏将，大浦弘嵩，神﨑洋彰　　
種本理那，宮城島大輔，久保田教生
中川彰彦，後藤信昭　（沼津市立）

　【目的】HCC根治療法後にDAA治療を施行した症例
において，その治療意義を明らかにする。
　【方法】HCC根治療法後にDCV/ASV，SOF/LDV，
SOF/RBVにて治療した計73例（SVR12判定可能症例 
68例）を後ろ向きに検討した。
　【結果】90％の症例（61例/68例）にSVRを得た。
SOF/RBV療法のみ，CH，LC症例と比較してHCC合
併症例ではSVR率が有意に低かった。SVRの獲得によ
りChild-pugh score，Alb値，AFP値に改善を認めた。
SVR後もHCC再発を認めたが，多くはDAA治療前に
存在したHCCの顕性化であった。

　 6．  当院における非B型非C型肝細胞癌についての
検討

金子達哉，興梠慧介，西村光司
田村　玲，伊藤健治，阿部朝美
金田　暁，後藤茂正，齊藤正明
杉浦信之　　　　　　　　　　

（国立病院機構千葉医療センター・内科）

　近年非B型非C型の肝細胞癌の割合は増加傾向にあ
る。当院で経験した非B型非C型肝細胞癌38症例につ
いて検討した。男性ではアルコール肝炎が女性では非
アルコール性脂肪性肝炎が有意に多く認められた。自
覚症状や肝機能異常出現後に診断される症例では進行
例が多く予後も悪い傾向にある。高度肥満や糖尿病を
合併する脂肪肝やアルコール性肝炎については症状や
データ異常がなくとも，超音波検査などの画像検査を
行うことが望ましいと考えられた。

　 7．  活動期潰瘍性大腸炎におけるサイトメガロウイ
ルス感染合併の検討

大池　翼，加藤佳瑞紀，土屋　慎
淺野公將，関本　匡，横須賀　收

（JCHO船橋中央）

　活動期潰瘍性大腸炎（UC）におけるサイトメガロ
ウイルス（CMV）の治療の是非については一定の見
解が得られていない。2012年 4月～2017年 1月までに
CMV感染合併活動期UCで入院した10例を対象とし
抗ウイルス薬治療（GCV）の治療経過及びステロイド
との関連について検討した。GCV投与によりClinical 

Activity Indexは有意に改善した。またステロイド抵
抗例では非抵抗例に比べCMV感染が有意に多かった。
ステロイド抵抗例では抗CMV治療を行う必要がある
と考えた。

　 8． 当院における小腸腫瘍の診療実績

丸田　享，齊藤昌也，長島有輝
瀬座勝志，福田吉宏　　　　　
（千葉メディカルセンター）

　小腸腫瘍は他の消化管の腫瘍に比して非常に稀であ
り，解剖学的な問題からも早期発見は困難で，術中や
剖検により発見・診断されていることが多いとされ
る。しかしながら当院へ赴任中に 9ヶ月間で計 8例の
小腸腫瘍を経験したため，報告する。また当院はダブ
ルバルーン内視鏡とカプセル内視鏡を導入しており，
特にダブルバルーン内視鏡が小腸腫瘍の診断・治療方
針の決定に有用であったため，診療実績と併せて報告
する。

　 9．  当院におけるダブルバルーン小腸内視鏡下
ERCPの診療実績

長島有輝，齊藤昌也，丸田　享
瀬座勝志，福田吉宏　　　　　
（千葉メディカルセンター）

　当院において，2014年 4月の導入後より2016年 9月
までに施行されたダブルバルーン小腸内視鏡下ERCP
（DB-ERCP）30例について検討する。30例の内，全例
において再建腸管の盲端到達を達成している。処置成
功率は，通年で20例（66.6％）だが，上昇傾向にあり
2016年 4月から 9月に施行された 5例では全例におい
て処置成功を達成している。偶発症は全例において認
められなかった。これらの治療成績について，文献的
考察を交えて発表する。

　10． 当院におけるS状結腸軸捻転症の臨床的検討

神﨑洋彰，篠崎正美，藤田尚人　　
鈴木宏將，杉村　薫，大浦弘嵩　　
種本理那，宮城島大輔，久保田教生
中川彰彦，後藤信昭　（沼津市立）

　【目的】高齢化に伴い増加懸念されるS状結腸軸捻転
症であるが，診断や治療に一定した指針はないため，
その臨床的特徴を明らかにする。
　【方法】約 9年間当院で加療したS状結腸軸捻転症37
例65件を後ろ向きに検討した。
　【結論】LDH，腸管壁造影不良，腸管壁内気腫・門
脈ガスにより腸管壊死が推定でき，治療方針の決定に
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有用である。また内視鏡治療は，脱気で十分だが，短
期間での再発が多く，治療後の経過に注意を要する。

　11．  MRSA感染による化膿性股関節炎に続発した
IgA血管炎に伴う腸炎の 1例

粟津雅美，宮村達雄，久我明司
桝谷佳生，菰田文武，田中武継

（千葉労災・内科）
尾崎大介　（同・病理診断科）
及川真喜子　　（同・皮膚科）

　65歳女性。MRSA感染による化膿性股関節炎にて入
院中。第18病日より下腿に皮疹，第19病日より下痢，
腹痛を認め当科紹介。皮膚生検にて真皮の好中球浸潤，
蛍光抗体法にて血管壁周囲に IgAとC3 の沈着を認め
た。上部消化管内視鏡検査にて十二指腸水平脚から空
腸に全周性のびらん，潰瘍と浮腫性肥厚を認め，IgA
血管炎と診断した。感染症に対する抗菌薬投与と，血
管炎に対するステロイド投与を併用し，全身状態・検
査所見の改善を得た。

　12． 当院における出血性直腸潰瘍症例20例の検討

徳長　鎮，小林照宗，小川悠介
石垣飛鳥，東郷聖子，関　厚佳
安藤　健，水本英明　　　　　
（船橋市立医療センター）

　当院における出血性直腸潰瘍症例20例につき検討し
た。内視鏡的な 1次止血率は70％，最終的に内視鏡的
処置のみで止血出来たのは85％で，内視鏡的止血術の
成績は良好であった。腸管洗浄薬の内服ができない高
齢者や基礎疾患のある患者でも，内視鏡での直腸の観
察は可能で，直腸だけの観察であれば，比較的負担も
少ない。PS不良の患者が血便を来した際には，直腸潰
瘍を鑑別に挙げ，下部消化管内視鏡検査を施行する意
義がある。

　13．  当院におけるERCP時に採取した胆汁培養の現状

今井雄史，亀崎秀宏，坂本　大
大山　広　　　　　　　　　　
（東千葉メディカルセンター）

　当院を受診した急性胆管炎症例72例を対象とし，胆
汁細菌培養結果を後方視的に検討した。細菌検出は33
例45.6％で，Enterococcus属は13例18.0％，ESBLは 4
例5.6％，SPACE（グラム陰性桿菌のうち院内感染を
起こしやすいSerratia属等）は 7例9.7％であった。二
項ロジスティック回帰分析を用いた検討では，BMI低
値例で有意にEnterococcus属が検出されやすく，ステ

ント留置例で有意にSPACEが検出されやすかった。
抗生剤選択における参考になるものと思われた。

　14．  当院における急性膵炎の臨床的検討 : 造影CT 
Gradeのみで 「重症」 と診断することの妥当性

小川悠介，東郷聖子，徳長　鎮
石垣飛鳥，関　厚佳，小林照宗
安藤　健，水本英明　　　　　
（船橋市立医療センター）

　重症急性膵炎は重篤な疾患であるが，造影CT 
Gradeのみで重症基準を満たしたものの，短期間に軽
快し退院する症例も少なくない。今回我々は当院入
院例の後ろ向きコホート研究を行い，造影CT Grade
のみで重症と診断した群の予後を検討した。造影CT 
Gradeのみで重症と診断した群はその他の重症群と比
べ入院期間が短く，非重症例と比べても入院期間の延
長を認めなかった。入院後早期の造影CT Gradeによ
る評価は重症度を過剰評価している可能性がある。

　15． 当科における自己免疫性膵炎の膵外病変の検討

興梠慧輔，金子達哉，西村光司
田村　玲，阿部朝美，伊藤健治
金田　暁，後藤茂正，齊藤正明
杉浦信之　　　　　　　　　　

（国立病院機構千葉医療センター）

　【目的と対象】自己免疫性膵炎（AIP）の膵外病変の
頻度・病態は不明点が多い。当院で経験したAIP14例
の膵外病変について検討した。
　【結果】膵外病変は 9例で認め，涙腺･唾液腺病変が
6例と最多であった。稀な病変として気道病変，視神
経周囲炎を 1例ずつ認めた。膵外病変を有する群は有
意に血中 IgG4が高値であった。
　【考察】膵外病変の頻度は施設ごとのばらつきが大
きい。血中 IgG4は膵外病変の合併や病勢に関与して
いる可能性がある。

　16．  膵炎を繰り返す膵管非癒合に対して内視鏡的副
乳頭バルーン拡張術が有用であった 1例

兒島隆太，三上　繁，大西和彦　　　　　
清水史郎，秋本政秀（キッコーマン総合）

　膵管非癒合はアジアで1.5％に認められる膵臓の形成
異常である。膵炎を繰り返す症例で，膵管癒合不全が
合併している場合，副乳頭に対する内視鏡的治療が考
慮される。繰り返す急性膵炎発作に対して膵管非癒合
の診断となり，内視鏡的副乳頭バルーン拡張術が有用
であった 1例について報告する。
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　17．  繰り返す意識障害を契機に発見されたインスリ
ノーマの 1例

嶋由紀子，石井清文，近藤孝行
藤本竜也，大部誠道，吉田　有
駒　嘉宏，畦元亮作，鈴木紀彰
福山悦男　　　　（君津中央）

　46歳女性。意識障害を頻回に繰り返しており，血液
検査で血糖値52㎎/dlと著明な低血糖を認め精査目的
で同日入院となった。低血糖時インスリン値抑制され
ず，造影CTで膵尾部に動脈相で濃染する腫瘤影を認
めた。選択的動脈内カルシウム注入試験で脾動脈のみ
有意な上昇を認め膵尾部に単発しているインスリノー
マと考え，外科で膵体尾部切除術を施行した。病理診
断はNET，G1，インスリノーマpStageⅠであった。
術後低血糖なく経過している。


