
 
 

 

第 36 回 九州肝臓外科研究会 学術集会 

プログラム・抄録集 
 

 
日時 ： 平成 27 年 1 月 31 日（土）12:30～18:15 
会場 ： 大塚製薬グループビル 7F 会議室 

〒812-0023 福岡市博多区奈良屋町 13-13 
 
 
セッション 1. 「肝切除、肝移植におけるヒヤリハット・ニアミスを共有しよう」：3 演題 
 
 
セッション 2. 「この症例をどうする？」：13 演題 
 
 
セッション 3. 「示唆に富むネガティブデータ」：3 演題 
 
 
セッション 4. 「難治性胆汁瘻に対する術中・術後の予防と治療」：4 演題 
 
 
セッション 5. 「肝転移巣に対する肝切除の果たす役割と周術期（とくに術後）補助療法を 

どう考える？」：6 演題 
 
セッション 6. 「その他」：6 演題 
 
 
 
当番世話人：上野 真一（鹿児島大学 臨床腫瘍学 教授） 
 
 
 

共催：九州肝臓外科研究会 / 株式会社大塚製薬工場 
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プログラム 

 

情報提供 

 

12:30-13:00 

開会の辞 

アンサーパッドの動作確認 

 

13:00-13:05 

セッション１ 

「肝切除、肝移植におけるヒヤリハット・ニアミスを共有しよう」 
 

 

13:05-13:29 

セッション２－１  

セッション２－２  

「この症例をどうする？」 
 

 

13:29-14:23 

14:23-15:26 

セッション３ 

「示唆に富むネガティブデータ」 
 

 

15:26-15:50 

 

休憩（10 分） 
 

 

15:50-16:00 

セッション４ 

「難治性胆汁瘻に対する術中・術後の予防と治療」 
 

 

16:00-16:32 

セッション５ 

「肝転移巣に対する肝切除の果たす役割と周術期（とくに術後） 

補助療法をどう考える？」 
 

 

16:32-17:25 

セッション６ 

「その他」 
 

 

17:25-18:13 

閉会の辞 18:13-18:15 
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≪第３６回九州肝臓外科研究会学術集会 参加者へのお知らせ≫ 

 

* アンサーパッドを使用した全員での discussion を予定しています。 

 入場時にアンサーパッドを各自で 1 個ずつお持ちください。 

 退室時には必ずアンサーパッドの返却をお願いします。 

 

■司会および演者の先生方へ 

* 司会の先生方は、担当セッション開始前に次司会席に着席下さい。  

* ご発表の先生方は、発表時刻の 30 分前にスライド受付を済ませて下さい。  

* 発表時間の厳守をお願いします。 
 

セッション１ 「肝切除、肝移植におけるヒヤリハット・ニアミスを共有しよう」 13:05-13:29 

 （発表時間：６分、質疑応答：２分）  

セッション 2-1 「この症例をどうする？」 13:29-14:23 

 （発表時間：６分、質疑応答：３分）  

セッション 2-2 「この症例をどうする？」 14:23-15:26 

 （発表時間：６分、質疑応答：３分）  

セッション３ 「示唆に富むネガティブデータ」 15:26-15:50 

 （発表時間：６分、質疑応答：２分）  

セッション４ 「難治性胆汁瘻に対する術中・術後の予防と治療」 16:00-16:32 

 （発表時間：６分、質疑応答：２分）  

セッション５ 「肝転移巣に対する肝切除の果たす役割と周術期 

（とくに術後）補助療法をどう考える？」 
16:32-17:25 

 （発表時間：６分、質疑応答：２分）  

セッション６ 「その他」 17:25-18:13 

 （発表時間：６分、質疑応答：２分）  

 

* セッション２ の演題内容によって、質疑応答中にアンサーパッドを使用予定です。 

* セッション５ のセッション中にアンサーパッドで全員に質問予定（5 分程度）です。 

* 動画を使用される方、Macをご使用される方は、トラブル防止のため PCをご持参下さい。 

* 会場には、ミニ D-sub15 ピンケーブルを用意致します。これ以外の形状の出力端子の場

合はアダプタをご自身でご持参下さい。  

* 上記以外の方は、会場の PC を利用可能です。 

事務局にてご用意致します PC の動作環境は、Windows 7、PowerPoint 2003、2007、

2010及び 2013となります。事前に動作環境でご確認の上、データはUSBメモリーでご持

参下さい。 
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情報提供  12:30-13:00 

  
開会の辞  13:00-13:05 

 上野 真一（第 36 回九州肝臓外科研究会学術集会 当番世話人、 
       鹿児島大学 臨床腫瘍学 教授） 
 
セッション１．「肝切除、肝移植におけるヒヤリハット・ニアミスを共有しよう」 
  13:05-13:29 

（発表時間：6 分、質疑応答：2 分） 

司会：岡本好司（北九州市立八幡病院 消化器・肝臓病センター） 
 
１）「腹腔鏡下肝切除で経験した肝静脈損傷の３例」 

久留米大学外科学 
  ○酒井久宗、奥田康司、後藤祐一、高木克明、野村頼子、丸山祐一郎、川原隆一、 

久下 亨、安永昌史、堀内彦之 
 

２）「腹腔鏡補助下肝部分切除術における肝静脈根部からの出血と対応」 

熊本総合病院 外科 1、熊本大学大学院 消化器外科学 2 
  ○増田稔郎 1、倉本正文 1、池嶋 聡 1、山本謙一郎 1、北野雄希 1、黒田大介 1、 

別府 透 2、馬場秀夫 2、島田信也 1 
 
３）「生体肝移植後の肝動脈狭窄に対して血管内治療が奏効した２例」 

久留米大学病院 肝胆膵外科 
  ○後藤祐一、酒井久宗、野村頼子、白濱靖久、高木克明、福冨章悟、丸山祐一郎、 

川原隆一、安永昌史、奥田康司 

 

セッション 2-1．「この症例をどうする？」  13:29-14:23 
（発表時間： 6 分、質疑応答：3 分） 

司会：江口 晋（長崎大学 移植・消化器外科） 
   太田正之（大分大学 第一外科） 

 

１）「ICG 蛍光法による術中肝静脈還流域ナビゲーション」 

九州大学大学院 消化器・総合外科 
  ○栗原 健、山下洋市、調 憲、播本憲史、伊藤心二、武石一樹、池上 徹、 

吉住朋晴、川中博文、前原喜彦 
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２）「ソラフェニブ治療の CR 後に出現した HCC の 1 例」 

鹿児島県立大島病院 外科 1、鹿児島大学腫瘍制御学・消化器外科学 2 
  ○辺木文平 1、小倉芳人 1、平野拓郎 1、橋口真征 1、柳田茂寛 1、夏越祥次 2 
 
３）「局所進行肝細胞癌に対して術前ＩＶＲ加療中に肺転移を認めた 1 例」 

久留米大学医学部 外科学講座 
○高木克明、奥田康司、名嘉眞陽平、白濵貴久、野村頼子、後藤祐一、丸山祐一郎、 
川原隆一、酒井久宗、安永昌史 

 
４）「この症例をどうする？ 両葉多発肝腫瘍に多発傍大動脈リンパ節腫脹を伴った症 

例に対する治療法の選択」 

琉球大学 医学部 第一外科 
○藤澤重元、白石祐之、堤 真吾、石野信一郎、西巻 正 
 

５）「高度門脈腫瘍栓を伴うびまん型肝細胞癌の１例」 

大分大学 医学部 消化器・小児外科 1、大分大学 2 
  ○岩下幸雄 1、高山洋臣 1、渡邉公紀 1、川崎貴秀 1、内田博喜 1、矢田一宏 1、太田正之 1、 

猪股雅史 1、北野正剛 2 
 

６）「若年、未治療の B 型肝炎に合併した Vv3 肝細胞癌」 

熊本大学大学院 消化器外科学 
  ○武山秀晶、別府 透、甲斐田剛圭、東 孝暁、岡部尚弘、新田英利、林 洋光、 

橋本大輔、近本 亮、馬場秀夫 
 
 

セッション 2-2．「この症例をどうする？」  14:23 -15:26 
（発表時間： 6 分、質疑応答：3 分） 

司会：奥田康司（久留米大学 肝胆膵外科） 
髙見裕子（国立病院機構 九州医療センター 肝胆膵外科） 

 
７）「下大静脈への浸潤が疑われた巨大副腎腫瘍の 1 例」 

長崎大学大学院 移植・消化器外科 
  ○田中貴之、日高匡章、曽山明彦、川上悠介、木下綾華、足立智彦、北里 周、 

高槻光寿、黒木 保、江口 晋 
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８）「肝原発類上皮血管内皮種の 2 例」 

鹿児島大学 大学院 消化器乳腺甲状腺外科学 1、 
鹿児島大学 大学院 臨床腫瘍学講座 2、鹿児島大学 医学部 保健学科 3 

  ○南 幸次 1、迫田雅彦 1、飯野 聡 1、樋渡清司 1、前村公成 1、又木雄弘 1、 
蔵原 弘 1、新地洋之 3、上野真一 2、夏越祥次 1 

 
９）「術前に hepatocellular adenoma, inflammatory type と診断した肝原発 IPNB の 

一例」 

久留米大学 外科学講座 1、久留米大学 病理学講座 2 
  ○高橋健二郎 1、野村頼子 1、高木克明 1、赤司昌謙 1、石川博人 1、久下 亨 1、 

中山正道 2、堀内彦之 1、奥田康二 1、赤木由人 1 
 
１０）「胆管内乳頭腺癌術後 15 年目に発症した多発性胆管内乳頭状腫瘍の 1 例」 

宮崎大学 医学部 腫瘍機能制御外科学 1、宮崎大学 医学部 第 2 病理 2 
  ○長友謙三 1、永野元章 1、矢野公一 1、大谷和広 1、藤井義郎 1、甲斐真弘 1、 

頼田顕辞 2、春山幸洋 2、近藤千博 1 
 
１１）「リンパ節転移を伴う肝内胆管細胞癌に対して肝切除後、早期再発をきたした 

一例」 

聖マリア病院 外科 
   ○平川雄介、緒方俊郎、谷口雅彦、青柳武史、岩永彩子、今泉拓也、猿渡彰洋、 

田中将也、真栄城兼清、藤堂 省 
 
１２）「19 個の大腸癌超多発肝転移に対し肝切除とマイクロ波凝固壊死療法（MCN） 

併用手術治療が奏効した 1 例」 

九州医療センター肝胆膵外科 
   ○髙見裕子、立石昌樹、龍 知記、御鍵和弘、和田幸之、才津秀樹 
 
１３）「右葉切除後の断端(右肝管切断部)に発生した HCC(15mm 大)に対し MCN を 

施行した１例について」 

伸和会 延岡共立病院 外科 1、宮崎大学 第二内科 2、 
伸和会 共立病院 放射線科 3 
○赤須郁太郎 1、椎葉淳一 1、岩切久芳 2、高崎二郎 3、清永 勉 1 
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セッション３．「示唆に富むネガティブデータ」  15:26-15:50 
（発表時間：6 分、質疑応答：2 分） 

司会：近藤千博（宮崎大学 腫瘍機能制御外科） 
 
１）「肝細胞癌に対する初回治療法からみた再発腫瘍の病理組織学的検討」 

久留米大学医学部 外科学講座 1、久留米大学病院 臨床検査部 2 
  ○野村頼子 1、中島 収 2、酒井久宗 1、後藤祐一 1、高木克明 1、高橋健二郎 1、 

奥田康司 1 
 
２）「肝細胞癌に対する担癌領域門脈先行クランプ, 術後予防的肝動注の効果に 

ついて」 

宮崎大学腫瘍機能制御外科 
○矢野公一、近藤千博、藤井義郎、大谷和広、永野元章 

 
３）「過去 10 年に当科で初回外科治療を行った非 B 非 C 肝癌と B 型, C 型関連肝癌 

 219 症例の臨床病理学的検討」 

鹿児島大学消化器 乳腺甲状腺外科 1、鹿児島大学臨床腫瘍学 2 

○樋渡清司 1、上野真一 2、迫田雅彦 1、飯野 聡 1、南 幸次 1、夏越祥次 1 

 

 
休憩（10 分）  15:50-16:00 

 
 
セッション４．「難治性胆汁瘻に対する術中・術後の予防と治療」  16:00-16:32 
（発表時間： 6 分、質疑応答：2 分） 

司会：藤岡ひかる（国立病院機構 長崎医療センター 外科） 
   白石祐之（琉球大学 消化器・腫瘍外科） 

 
１）「肝切除後胆汁外瘻は胆汁漏の頻度を改善させず、術後総ビリルビン値を上昇 

させる。」 

熊本大学大学院生命科学研究部 消化器外科学１  
熊本大学医学部附属病院 消化器癌集学的治療学２ 
○岡部弘尚 1、林  洋光 1、新田英利 1、武山秀晶 1、東 孝暁 1、橋本大輔 1、 

近本 亮 1、石河隆敏 1、別府 透 1,2、馬場秀夫 1 
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２）「肝右葉切除後離断型胆汁漏の一例」 

鹿児島大学消化器・乳腺甲状腺外科 1、鹿児島大学臨床腫瘍学講座 2 
  ○飯野 聡 1、上野真一 2、迫田雅彦 1、南 幸次 1、樋渡清司 1、蔵原 弘 1、 

又木雄弘 1、前村公成 1、夏越祥次 1 
 
３）「治癒しえた離断型難治性胆汁瘻の 1 例」 

福岡大学 医学部 消化器外科 
○大石 純、乗富智明、石井文規、山内 靖、山下裕一 

 
４）「肝部分切除後、難治性胆汁瘻に対する無水エタノール治療が奏効した一例」 

長崎大学大学院 移植・消化器外科 
  ○川上悠介、日髙匡章、高槻光寿、曽山明彦、足立智彦、北里 周、 

田中貴之、木下綾華、黒木 保、江口 晋 
 
 
セッション５．「肝転移巣に対する肝切除の果たす役割と周術期（とくに術後）補助療法を 

どう考える？」 16:32-17:25 

（発表時間：6 分、質疑応答：2 分） 

司会：乗富智明（福岡大学 消化器外科） 
   北原賢二（佐賀県医療センター好生館 肝胆膵外科） 

 
１）「大腸癌同時性肝転移切除症例の検討」 

国立病院機構 長崎医療センター 外科 
  ○蒲原行雄、北島知夫、足立利幸、久永 真、野中 隆、永吉茂樹、徳永隆幸、 

谷口 堅、前田茂人、藤岡ひかる 
 
２）「大腸癌肝転移に対する術前化学療法の意義」 

長崎労災病院 外科 
○原 貴信、森内博紀、中山正彦、川下雄丈、岩田 亨 

 
３）「大腸癌肝転移に対する化学療法の組織学的評価」 

久留米大学医学部 外科学講座 
  ○平川浩明、久下 亨、緒方 裕、内田信治、高橋健二郎、中山剛一、石川博人、 

奥田康司、堀内彦之、赤木由人 
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４）「大腸癌肝転移症例における肝切除術後再発に関する検討」 

飯塚病院 外科 
  ○吉屋匠平、梶山 潔、皆川亮介、井口詔一、廣瀬皓介、武谷憲二、中ノ子智徳、 

吉田倫太郎、古賀 聡、甲斐正徳 
 
５）「当科における大腸癌肝転移術後早期再発症例と無再発生存例の検討」 

福岡大学 医学部 消化器外科 
○石井文規、乗富智明、山内 靖、大石 純、山下裕一 

 
６）「膵神経内分泌腫瘍肝転移切除施行した 3 例の検討」 

佐世保市立総合病院 
  ○角田順久、森くるみ、小柳 彰、銕尾智幸、郡家聖史、飛永修一、福岡秀敏、 

石川 啓 
 
 
セッション６．「その他」  17:25-18:13 
（発表時間：6 分、質疑応答：2 分） 

司会：別府 透（熊本大学 消化器外科） 
   小倉芳人（鹿児島厚生連病院 外科・消化器外科） 

 
１）「肝 MALT リンパ腫の一切除例」 

鹿児島厚生連病院 外科 1、鹿児島大学 消化器・乳腺甲状腺外科学 2 
  ○安藤 慶 1、青木 大 1、瀬戸山徹郎 1、吉満工平 1、有留邦明 1、前之原茂穂 1、 

夏越祥次 2 
 

２）「肝粘液嚢胞性腫瘍の一例」 

佐賀県医療センター好生館 肝胆膵外科、消化器外科 
  ○古賀浩木、三好 篤、山口友範、山地康大郎、姉川 剛、篠崎由賀里、隅 健次、 

田中聡也、北原賢二、佐藤清治 
 
３）「肝細胞癌に対する経皮的ラジオ波焼灼後の横隔膜ヘルニア～胸腔内への肝臓 

嵌頓」 

佐賀大学 医学部 一般・消化器外科 
  ○井手貴雄、堀田千恵子、鶴 安浩、佐伯 潔、平木将紹、上田純二、能城浩和 
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４）「肝細胞癌術後再発に対する全身化学療法が奏効し長期生存が得られた 2 例」 

大分大学 医学部 消化器・小児外科 
  ○髙山洋臣、太田正之、内田博喜、岩下幸雄、矢田一宏、渡邉公紀、川崎貴秀、 

猪股雅史 
 
５）「肝切除後の手術部位感染の根絶を目指して」 

熊本大学 大学院 消化器外科 
  ○新田英利、東 孝暁、高城克暢、岡部弘尚、林 洋光、橋本大輔、近本 亮、 

石河隆敏、別府 透、馬場秀夫 
 
６）「3D プリンターを用いた胆管細胞癌の術前シミュレーション」 

長崎大学大学院 腫瘍外科 1 

長崎大学医歯薬総合研究科 ハイブリッド医療人養成センター2 

  ○阿保貴章 1、七島篤志 1、高木克典 1,2、黨 和夫 1,2、山崎直哉 1,2、永安 武 1,2 

 

閉会の辞  18:13-18:15 

 上野 真一（第 36 回九州肝臓外科研究会学術集会 当番世話人、 
        鹿児島大学 臨床腫瘍学 教授） 
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セッション１．「肝切除、肝移植におけるヒヤリハット・ニアミスを共有しよう」 

 
 
２）腹腔鏡補助下肝部分切除術における肝静脈根部からの出血と対応 

 
熊本総合病院 外科 1、熊本大学大学院 消化器外科学 2 
○増田稔郎 1、倉本正文 1、池嶋 聡 1、山本謙一郎 1、北野雄希 1、黒田大介 1、 

別府 透 2、馬場秀夫 2、島田信也 1 
 

当科では、肝右葉肝表の肝腫瘍に対し、右季肋下を8cm皮膚切開して術者左手を挿入し

て用手補助により肝授動を行い、右季肋下小切開部で肝切離を行う腹腔鏡用手補助→補

助下肝切除を導入している。腹腔鏡用手補助下の肝授動の際、肝静脈根部から出血した

症例を経験した。術者左手で肝静脈根部を圧迫止血しておき、皮膚を5cm追加切開して

開腹し、タコシールを貼付して止血しえた。手術ビデオを供覧する。 
 
 
 
 
 
 

１）腹腔鏡下肝切除で経験した肝静脈損傷の３例 

 

久留米大学外科学 
○酒井久宗、奥田康司、後藤祐一、高木克明、野村頼子、丸山祐一郎、川原隆一、 

久下 亨、安永昌史、堀内彦之 
 

（はじめに）肝静脈損傷を来たした３例の手術手技を供覧し、問題点を検討。（症例）

①再発 HCC S2 1.5cm。腹腔鏡下 S2/S3 部分切除予定。肝離断ほぼ終了し、冠状間膜

の剥離の際、左肝静脈根部を損傷、出血制御できず開腹へ移行。出血量 1440cc、輸血

なし、術後 17 日目に退院。②左葉に多発する再発 HCC。腹腔鏡下拡大肝左葉切除予

定。肝離断の途中で左 Glisson を自動縫合機で切離する際に、左肝静脈根部からの出血

あり、視野の確保不良で開腹へ移行。出血量 1996cc、術後２単位の輸血、術後１０日

目に退院。③右葉に多発する再発 HCC。腹腔鏡下肝右葉切除予定。肝離断終了し、右

肝静脈を自動縫合機で処理後、右肝静脈の根部より出血あり、clipping にて止血可能。

出血量 1440cc、輸血なし、術後７日目に退院。（考察）腹腔鏡下肝切除においては、

miss location、動作制限、視野確保などに注意を要する。 
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３）生体肝移植後の肝動脈狭窄に対して血管内治療が奏効した２例 

 
久留米大学病院 肝胆膵外科 
○後藤祐一、酒井久宗、野村頼子、白濱靖久、高木克明、福冨章悟、丸山祐一郎、 
川原隆一、安永昌史、奥田康司 
 

はじめに：生体肝移植後早期の肝動脈合併症はgraft lossの危険性があり早急な対処が

必要である。我々は術後早期の肝動脈狭窄に対して血管内治療で良好な血管開存を得た

症例を経験したため報告する。症例1：56歳女性、拡大左葉グラフト、術後11日目に

resistive index（RI）が低下し始め術後13日目にRI0.4となり血管造影を施行。吻合部

に90%狭窄を認めバルーン拡張術を施行し長期開存を得た。症例2：66歳女性、拡大左

葉グラフト、術後7日目にRI0.5となり低値持続したため術後11日目に血管造影を施行。

吻合部に長径27mmの狭窄を認めバルーン拡張後に冠動脈ステントを留置し長期開存

を得た。結語：いずれの症例も血液生化学検査や造影CTで異常を認める前に狭窄を診

断し、血管内治療で良好な血管開存を得た。生体肝移植後の肝動脈狭窄に対する血管内

治療は術後早期でも安全に施行可能と考えられた。 
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セッション２．「この症例をどうする？」   

 
１） ICG 蛍光法による術中肝静脈還流域ナビゲーション 

 

九州大学大学院 消化器・総合外科 
○栗原 健、山下洋市、調  憲、播本憲史、伊藤心二、武石一樹、池上 徹、 

吉住朋晴、川中博文、前原喜彦 
 

我々は、右肝静脈に接する肝癌に対して右肝静脈の合併切除が必要な場合、残肝機能温

存のために肝右葉切除ではなく右肝静脈還流域切除を選択してきた。今回、右肝静脈還

流域の同定に ICG 蛍光法による術中ナビゲーションが有効であった症例を経験したの

で報告する。 
 症例は 70 歳代の女性。肝 S7 の右肝静脈浸潤を伴う肝内胆管癌に対して右肝静脈還

流域切除を行う方針とした。術中、右肝静脈・固有肝動脈を遮断し鬱血域を確認したが

色調変化に乏しかった。同様に右肝静脈・固有肝動脈を遮断後、ICG を全身投与

（0.25mg/kg）し、近赤外線蛍光カメラを用いて観察すると右肝静脈還流域のみ非蛍光

域として明瞭に描出された。 
 従来は肝静脈還流域の同定に肝静脈・固有肝動脈遮断後の鬱血による色調変化を用い

てきたが、色調変化に乏しく切除範囲の決定が困難な症例も少なくない。ICG 蛍光法

は肝静脈還流域の術中ナビゲーションとして有効である可能性がある。 
 
 
２）ソラフェニブ治療の CR 後に出現した HCC の 1 例 

 

鹿児島県立大島病院 外科 1、鹿児島大学腫瘍制御学・消化器外科学 2 
○辺木文平 1、小倉芳人 1、平野拓郎 1、橋口真征 1、柳田茂寛 1、夏越祥次 2 
 

【症例】75 歳・男性。2000 年に肝 S7-8 に HCC を認め肝部分切除術を施行。以後、

再発を繰り返し、前区域切除術や経皮的 RFA を施行した後、2009 年 2 月に拡大肝右葉

切除術を施行した。同年 5 月に残肝に再発病変を認め、TACE を施行するも 8 月には

多発病変が出現したため、ソラフェニブ 800mg を開始。Grade3 の下痢のため、2010
年 1 月から 200mg で投与を継続。CT 評価では同年 5 月に PR、8 月には CR を得た。

2011 年 10 月まで CR を維持したため、ソラフェニブは休薬。その後再燃は認められな

かったが、2014 年 10 月の CT で肝 S3 に新規病変と思われる径 22mm の HCC が出

現。【考察】肝予備能評価では Child Pugh A・ICG15 分値 10.7%・アシアロ肝シンチ

HH15:0.599、LHL15:0.947 であった。ソラフェニブ治療後の肝細胞癌に対し治療方針

の選択に難渋したため報告する。 
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３）局所進行肝細胞癌に対して術前ＩＶＲ加療中に肺転移を認めた 1 例 

 
久留米大学医学部 外科学講座 
○高木克明、奥田康司、名嘉眞陽平、白濵貴久、野村頼子、後藤祐一、丸山祐一郎、 
川原隆一、酒井久宗、安永昌史 

 

局所進行肝細胞癌に対する切除の適応は、技術的に切除可能であっても不良な予後の点

から悩む場合も多い。[症例] 今回、４０歳女性、右側腹部痛を主訴とし、慢性 B 型肝

炎合併 HCC を経験した。HCC 主結節は径 10cm、肝右葉を占拠し、S4 に 15mm 大の

肝内転移を１個認めた。肝予備能は良好で、拡大右葉切除可能であったが、UICC7 stage 
III であり、borderline disease として IVR 加療を先行させた。NewFP 開始後腫瘍マ

ーカーは著名に減少、腫瘍も縮小傾向を認めたが、NewFP 開始 5 ヶ月後に両側多発肺

転移を認め、現在も内科治療継続中。[考察]切除可能な進行癌に対する各施設の治療戦

略を含め、本症例に対して初回治療として切除を行った方が良かったのか、あるいは術

前補助療法から切除までのタイミングはどうかお聞きしたい。 
 
 
４）この症例をどうする？ 両葉多発肝腫瘍に多発傍大動脈リンパ節腫脹を伴った 

症例に対する治療法の選択 

 
琉球大学 医学部 第一外科 
○藤澤重元、白石祐之、堤 真吾、石野信一郎、西巻 正 
 

両葉多発肝腫瘍の治療方針の決定にあたり示唆に富む症例を経験したので症例を提示

する。 
症例は、60 歳代男性、2013 年 1 月頃より食思不振出現、2013 年 10 月に近医受診して

多発肝腫瘍を指摘された。飲酒歴は機会飲酒、喫煙歴は無い。術前検査データは GOT 
147 IU/l, GPT 136 IU/l,HCV 抗体陽性, AFP 1225 U/ml, PIVKA-II 628810 AU/ml, 
ICG R15 2%などであった。術前 CT 検査では肝右葉から鎌状間膜右縁までの内側区域

にかけて巨大な 2 個の肝腫瘍が存在し、左葉外側区域にも濃染結節（S3）が認められ

た。また複数の傍大動脈リンパ節の著明な腫脹が認められた。PET 検査では巨大腫瘍

の一部のみに若干の集積が認められたが、その他の部位の集積は認められなかった。以

上の所見より、本症例の診断としては肝細胞癌 T4N1M0 StageIVb と考えられた。治

療方針に関して議論していただき、実際に行った治療・経過を供覧する。 
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５）高度門脈腫瘍栓を伴うびまん型肝細胞癌の１例 

 

大分大学 医学部 消化器・小児外科 1、大分大学 2 
○岩下幸雄 1、高山洋臣 1、渡邉公紀 1、川崎貴秀 1、内田博喜 1、矢田一宏 1、 

太田正之 1、猪股雅史 1、北野正剛 2 
 

【はじめに】門脈本幹や対側門脈に腫瘍栓を合併した肝細胞癌（VP4）は、切除不能の

場合極めて予後不良である。また、肝細胞癌の形態分類のうち、びまん型は全体の約４％

程度と、比較的稀である。今回われわれは高度門脈腫瘍栓を伴うびまん型肝細胞癌の１

例を経験した。【症例】60 代、男性。主訴は心窩部痛。HBs 抗原陰性, HBs 抗体陽性, HBc
抗体陽性, HCV 陰性, AFP・PIVKA-II 著明高値。腹部 dynamic CT で、動脈優位相で

不均一に造影され門脈優位相～平行相で wash out する大小多数の mass を肝左葉全体

に認め、肝細胞癌と診断した。腫瘍は左門脈に浸潤し、門脈本幹から対側二次分枝まで

の腫瘍栓の伸展を認めた。肝障害度 A。この症例に対する治療方針をどうするか。 
 
 
 
６）若年、未治療の B 型肝炎に合併した Vv3 肝細胞癌 

 

熊本大学大学院 消化器外科学 
○武山秀晶、別府 透、甲斐田剛圭、東 孝暁、岡部尚弘、新田英利、林 洋光、 

橋本大輔、近本 亮、馬場秀夫 
 

【背景】下大静脈への進展を伴う肝細胞癌（HCC）は極めて予後不良である。肝切除

単独では高率に肺転移再発を来すが、確立した周術期補助療法はない。【症例】45 歳、

男性。B 型肝炎で経過観察中に肝腫瘍を指摘された。横隔膜を越えて下大静脈への腫瘍

栓進展 (Vv3)を伴う HCC と診断した。集学的治療の適応と判断して、肝動注塞栓療法 
(IA call+5-FU+MMC-spherex)を施行した後、Vv3 をターゲットに 45Gy の 3 次元原体

照射を追加した。全身化学療法とし Sorafenib 800mg を、B 型肝炎に対してエンテカ

ビルによる核酸アナログ療法を開始した。集学的治療は PR 相当の奏効を示し、下大静

脈腫瘍栓は縮小した。肝予備能も改善したため、治療開始より 5 か月後に肝拡大後区域

切除術、下大静脈内腫瘍栓摘除を施行した。術後、半年間 Sorafenib を投与した。現在

4 年無再発生存中である。 
 
 
 

 
 

16 



７）下大静脈への浸潤が疑われた巨大副腎腫瘍の 1 例 

 
長崎大学大学院 移植・消化器外科 
○田中貴之、日高匡章、曽山明彦、川上悠介、木下綾華、足立智彦、北里 周、 

高槻光寿、黒木 保、江口 晋 
 

症例は71歳男性。腹部CTにて右腎上極と肝右葉の間にIVC浸潤を疑う約11cm大の腫瘍

を認めた。副腎腫瘍疑いで当院紹介後、当科、泌尿器科、心臓血管外科と術前シミュレ

ーションを施行。腫瘍がIVC肝静脈流入部まで存在し、肝部IVCクランプが不可能な場

合、また腫瘍とIVC間の剥離が不可能な場合に、人工心肺による体外循環を用いる方針

とした。術前より横隔膜浸潤も認め、横隔膜一部合併切除を伴う肝右葉脱転を行った後、

尾状葉とIVCの間に肝切離のためのhanging maneuver用のテーピングを通した。肝離

断を行い、肝静脈流入部足側の肝部IVCを確保、腫瘍とIVCとの間は腫瘍からの流入血

管を処理することで剥離でき、肝右葉・右腎とともに腫瘍をen-blocに摘出可能であっ

た。今回、巨大副腎腫瘍によるIVC浸潤が疑われた症例に対し、各科合同で綿密な術前

シミュレーションをすることで安全に切除が可能であった。 
 
 
８）肝原発類上皮血管内皮種の 2 例 

 
鹿児島大学 大学院 消化器乳腺甲状腺外科学 1、 
鹿児島大学 大学院 臨床腫瘍学講座 2、鹿児島大学 医学部 保健学科 3 
○南 幸次 1、迫田雅彦 1、飯野 聡 1、樋渡清司 1、前村公成 1、又木雄弘 1、 

蔵原 弘 1、新地洋之 3、上野真一 2、夏越祥次 1 
肝原発類上皮血管肉腫は血管内皮由来の間葉系腫瘍であり稀な腫瘍である。今回、多発

肝腫瘍で発見された症例を経験した。 
【症例 1】19 歳男性。職場健診の胸部レントゲンにて結節影を指摘。精査で肝・肺の

多発結節指摘。肝腫瘍の針生検で確定診断得られず胸腔鏡下肺生検実施。免疫染色にて、

肝原発類上皮血管内皮種の診断。肝組織の標本もこれに類似しており同一病変が示唆さ

れた。多発肺・肝腫瘍であり切除不能の診断。化学療法・肝動注（５FU＋CDDP）実

施した。2 クール後評価で腫瘍の軽度増大傾向を認め TS-1 内服加療へ変更。その後無

治療で現在腫瘍縮小維持されている。 
【症例 2】47 歳男性。検診の腹部エコー検査で肝の多発腫瘍を指摘。精査行うも肝臓

以外に明らかな悪性所見認めず。原発不明癌・肝転移の診断で組織生検目的に肝部分切

除実施。免疫染色まで実施され肝原発類上皮血管内皮種の診断となった。患者本人と協

議の結果自然経過観察中である。 
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９）術前に hepatocellular adenoma, inflammatory type と診断した肝原発 IPNB 

の一例 

 

久留米大学 外科学講座 1、久留米大学 病理学講座 2 
○高橋健二郎 1、野村頼子 1、高木克明 1、赤司昌謙 1、石川博人 1、久下 亨 1、 

中山正道 2、堀内彦之 1、奥田康二 1、赤木由人 1 
 

【はじめに】肝原発 Intraductal papillary neoplasm of bile duct (IPNB)は乳頭状発育

を特徴とする比較的まれな疾患である。今回、術前生検にて腺腫と誤診した IPNB を

経験した。 
【症例】78 歳男性。上腹部違和感を主訴に当院紹介受診。CT/MRI で、肝 S4 に境界明

瞭、乏血性で、内部に一部漸増性の造影効果を伴う 6cm 大の腫瘍性病変および軽度の

末梢胆管拡張を認めた。腫瘍生検の結果、腺腫の診断であったが、画像上悪性腫瘍の可

能性が否定できず、肝拡大左葉、尾状葉切除術を施行した。術後病理診断は、肝原発

IPNB であった。 
【考察】本症例では、採取組織が非腫瘍部であったと考えられ、生検診断の誤診を招い

たと考えられた。病理医と生検施行医との情報共有の重要性を再認識する症例であっ

た。 
 
１０）胆管内乳頭腺癌術後 15 年目に発症した多発性胆管内乳頭状腫瘍の 1 例 

 
宮崎大学 医学部 腫瘍機能制御外科学 1、宮崎大学 医学部 第 2 病理 2 
○長友謙三 1、永野元章 1、矢野公一 1、大谷和広 1、藤井義郎 1、甲斐真弘 1、 

頼田顕辞 2、春山幸洋 2、近藤千博 1 
 

胆管内乳頭腺癌術後に発生した多発性胆管内乳頭状腫瘍の１例を経験したので報告す

る。症例は 77 歳、男性。62 歳時、総胆管結石に対する総胆管切開術の際、左肝管に乳

頭状腫瘍を認め、生検で papillary carcinoma の診断であった。1 ヶ月後に肝左葉切除

が施行され、以後経過観察されていた。1 年前の腹部超音波検査で肝 S8 に 10mm の高

エコー腫瘤を指摘された。今回、同腫瘤に増大傾向を認め、肝内胆管拡張を伴っていた

ため、当科外来を紹介され受診した．腹部造影 CT、ERC で B8 に胆管内発育型の腫瘍

を認めた。擦過細胞診では悪性所見は得られなかったが、胆管癌を否定出来ず、肝前区

域切除を施行した。術中、肝 S7 表面に 8mm の白色腫瘤を認め、肝 S7 部分切除も併

施した。組織学的に両病変は類似しており、一部に上皮内癌を含む異型細胞が乳頭状に

増殖していた。再発形式として残肝内の多中心性発生を念頭におき，厳重な経過観察が

必要であると考えられる。 
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１１）リンパ節転移を伴う肝内胆管細胞癌に対して肝切除後、早期再発をきたした 

一例 

 
聖マリア病院 外科 
○平川雄介、緒方俊郎、谷口雅彦、青柳武史、岩永彩子、今泉拓也、猿渡彰洋、 

田中将也、真栄城兼清、藤堂 省 
 

症例 76 歳,男性.腹部 CT にて肝 S3 に辺縁部に淡い増強効果を有する 8cm 大の主腫瘍

を認め,肝左葉に肝内転移,及びNO8リンパ節腫大を認めた.MRIにて肝右葉に肝内転移

は認めず,PETにて肝S3とNO8リンパ節に異常集積を認めた.CEA 104ng/mL,CA19-9 
14716U/ml,リンパ節転移を伴う肝内胆管細胞癌(胆管癌), T4N1M0 stage4B と診断し,
拡大左葉＋尾状葉切除,リンパ節廓清を施行した.病理は胆管細胞癌,腫瘤形成型,低分化

型,vp2,vv2,va2,b2,im(+),surgical margine(-),n(+)であった.術後 22 日目退院.術後補助

療法として Gemcitabine/ TS1 を投与したが術後 70 日目 CT にて肝内転移,肺転移を生

じ,術後 4 カ月再発治療中である.切除不能肝内胆管癌に対して術前放射線療法/化学療

法を行い根治術を施行する conversion therapy が報告されている.本症例では肉眼的治

癒切除が可能と判断し手術を先行したが早期再発をきたした.本症例での術前補助療法

の是非,治療方針を討論したい. 
 
１２）19 個の大腸癌超多発肝転移に対し肝切除とマイクロ波凝固壊死療法（MCN） 

併用手術治療が奏効した 1 例 

 
九州医療センター肝胆膵外科 
○髙見裕子、立石昌樹、龍 知記、御鍵和弘、和田幸之、才津秀樹 

 
【症例】47 才,女性。2011 年 2 月,下行結腸癌に対し腹腔鏡下左半結腸切除術施行。病

理診断は高分化型腺癌,pSS,pN0,M0,ly1,v2, fStageII。2011 年 7 月,大腸癌多発肝転移

を認めたため,当科をセカンドオピニオン受診。最大径 19mm 大,19 個の肝転移を認め

た。2011 年 8 月,拡大肝後区域切除術+肝外側上区域部分切除術+マイクロ波凝固壊死療

法(以下 MCN)+胆嚢摘出術を施行。術後 CT にて肝 S2 に 5mm の遺残肝転移を認

め,bevacizumab+XELOX 療法施行し CR が得られた。化学療法を中止し経過観察した

が遺残病変顕在化し,2013 年 8 月,外側上区域部分切除術を施行した。2014 年 4 月,残肝

再発 2 個認め,MCN 施行。 
10個以上の肝転移は一般的に手術適応とはならず,化学療法が選択されることが多い。

通常手術適応とは考えられにくい19個もの超多発肝転移に対しMCNと肝切除による

手術治療を行い,術後3年4ヶ月経過した現在,無担癌の状態で経過し得ている症例を経

験したので報告する。 
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１３）右葉切除後の断端(右肝管切断部)に発生した HCC(15mm 大)に対し MCN を 

施行した１例について 

 
伸和会 延岡共立病院 外科 1、宮崎大学 第二内科 2、 
伸和会 共立病院 放射線科 3 
○赤須郁太郎 1、椎葉淳一 1、岩切久芳 2、高崎二郎 3、清永 勉 1 

 
肝臓外科手術の技術革新により複数回の手術が可能となり、生存率の延長に寄与してい

る。 
しかし回数を重ねるごとに、難易度は上がりギリギリの選択をせざるを得ない状況も少

なくない。今回、我々は約８年前に胆管細胞癌で右葉切除術を施行した症例の切除断端

に1.5cm大の肝細胞癌を認めマイクロ波凝固壊死療法:MCNを選択し治療した1例を経

験した。症例は術後に胆管狭窄を認め黄疸と熱発を認めたためPTCDを行い、現在もド

レナージ中である。64才の男性で高齢者ではなかったが、もともと慢性B型肝炎による

硬変肝を呈していた。治療選択がbest choiceであったのか、他にbetter choiceがなかっ

たのか検討したい。 
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セッション３．「示唆に富むネガティブデータ」 

 
１）肝細胞癌に対する初回治療法からみた再発腫瘍の病理組織学的検討 

 

久留米大学医学部 外科学講座 1、久留米大学病院 臨床検査部 2 
○野村頼子 1、中島 収 2、酒井久宗 1、後藤祐一 1、高木克明 1、高橋健二郎 1、 

奥田康司 1 
 

【目的】HCC の初回治療別の再発の病理学的特徴を比較検討したものは少ない。今回、

切除と RFA/MCT 治療後の再発に対する切除例にでの初回治療別に再発腫瘍の病理組

織学的比較を行った。【方法】1993 年から 2013 年に当院で初回再発 HCC に対して肝

切除を施行した症例のうち、初発 HCC が 3cm 以下を対象。初回治療が肝切除のみ(OP)
は 29 例、RFA/MCN (R)は 30 例。【成績】再発腫瘍の肉眼形態は多結節癒合型 OP14.3%、

R20.8%、単純結節型 OP50.0%、R62.5%、単純結節周囲増殖型 OP35.7%、R16.7%で

あった。門脈浸潤は、高度浸潤は OP35.7%、R25.0%で、OP 群で多い傾向が見られた。

【結論】RFA 例は肝内播種性転移や低分化へ形質転化した再発が多いことが一部報告

において推察されていたが、今回の検討では切除例と差はなかった。3cm 以下 HCC に

対する切除治療の優位性を減弱する結果で、初回治療法の選択・手術手技において一考

を投じるものとなった。 
 
 
２）肝細胞癌に対する担癌領域門脈先行クランプ, 術後予防的肝動注の効果に 

ついて 

 
宮崎大学腫瘍機能制御外科 
○矢野公一、近藤千博、藤井義郎、大谷和広、永野元章 

 

目的：肝細胞癌（HCC）切除において, 術中癌細胞散布による早期残肝再発に対する対

策として, 2004 年より担癌領域門脈先行クランプと vp+例に対する術後予防的肝動注

を行っていた. この効果を検証した. 方法：単発 HCC の根治的初回系統的肝切除 186
例を対象とした．2003 年以前の症例（前期群 n=96）と 2004 年以降の症例（後期群

n=90）に分けた．群間で背景因子，術後 2 年間の無再発生存率（DFS）と全生存率（OS）
を比較．傾向スコア matching による検討を行った．結果：背景では，後期群は前期群

と比べ，高齢，PT・AST・ICGR15 が低い，高分化型が多かった．後期群の OS は良

好な傾向であったが，DFS の有意差はなかった．DFS に関する予後因子（肝障害度, 
ALP, 腫瘍径, 肉眼型, AFP, MVI, 分化度）をもとに matching を行い同様に検討した

ところ OS, DFS ともに群間差はなかった. 結論：効果はみられなかった. 
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３）過去 10 年に当科で初回外科治療を行った非 B 非 C 肝癌と B 型, C 型関連肝癌 

 219 症例の臨床病理学的検討 

 
鹿児島大学消化器、乳腺甲状腺外科 1、鹿児島大学臨床腫瘍学 2 

○樋渡清司 1、上野真一 2、迫田雅彦 1、飯野 聡 1、南 幸次 1、夏越祥次 1 
 

【目的】NBNC-HCC の比率は増加しており、当科での 2013 年の手術症例の 71%が

NBNC-HCCであった。B-HCC, C-HCCとNBNC- HCCの臨床病理学的検討を行った。 
【方法】 2004 年から 2013 年の間に初回に外科的治療が行われた HCC219 症例が対

象 
【結果】NBNC 群は肝機能が良好であり、線維化は軽度。DM、脂肪肝の割合は高値。

全症例での 3 群間の比較で OS, DFS で有意差はなかったが、stage I, II（early HCC）

において DFS(p=0.014)で有意差を認め、early HCC で C-HCC は有意に短かった。

NBNC 群は肝癌死ではなく他病死が多かった。NBNC 群において病理学的検討可能で

アルコール多飲症例を除いた 44 例の検討では、NAFLD（脂肪化 5%以上）は 11 症例

(25%)であった。【結語】NBNC-HCC は肝機能が良好で再発は少ないが他病死が多い。 
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セッション４．「難治性胆汁瘻に対する術中・術後の予防と治療」  

 
１）肝切除後胆汁外瘻は胆汁漏の頻度を改善させず、術後総ビリルビン値を上昇 

させる。 

 

熊本大学大学院生命科学研究部 消化器外科学１、 
熊本大学医学部附属病院 消化器癌集学的治療学２ 
○岡部弘尚 1、林 洋光 1、新田英利 1、武山秀晶 1、東 孝暁 1、橋本大輔 1、 
近本 亮 1、石河隆敏 1、別府 透 1,2、馬場秀夫 1 

 
【背景】我々は肝切除後の C-tubeドレナージが肝再生を阻害することを報告した（Br J 

Surg 2012）。C-tubeの術後胆汁漏の抑制効果と術後の肝機能に与える影響を検討した。

【方法】C -tubeを留置した広範囲肝切除例 (Bd-Hx)136例と、非使用 (Hx)180例を対

象とし、術後の胆汁漏の発生率、総ビリルビン値を比較した。胆汁漏は Koch らの基準

によった。【結果】両群の背景因子に差はなかった。Bd-Hx の胆汁漏の発生率は Hxと同

等であった (6.7 % vs 11.0 %)。術後 5日目の総ビリルビン値は Bd-Hxで有意に高値で

あり (1.7 vs 1.3, p = 0.002)、その高値に寄与する独立因子は、手術時間、ICG15 分

値高値、C-tube の使用であった（Odds ratio: 2.3, 2.0, 3.7）【結語】肝切除後の胆

汁外瘻は、胆汁漏の発生率を低下させず、肝再生に加えて術後の肝機能回復を抑制する

可能性がある。 
 
２）肝右葉切除後離断型胆汁漏の一例 

 
鹿児島大学消化器・乳腺甲状腺外科 1、鹿児島大学臨床腫瘍学講座 2 

○飯野 聡 1、上野真一 2、迫田雅彦 1、南 幸次 1、樋渡清司 1、蔵原 弘 1、 
又木雄弘 1、前村公成 1、夏越祥次 1 

 

症例は 72 歳男性、HCC の術前診断で肝右葉切除術施行。手術後大きな問題なくドレ

ーン抜去。第 9 病日熱発あり。第 12 病日 CT で右胸水、腹水を認め、胸腔穿刺、腹腔

穿刺を施行。腹腔ドレーンのビリルビンは高値で胆汁漏が強く疑われた。ドレーン排液

は 10-200ml/日と持続した。第 27 病日 DIC-CT で、spiegel 葉からの離断型胆汁漏の確

定診断。第 52 病日 spiegel 葉切除術を施行。再手術後の経過は良好で、第 15 病日に自

宅退院。 
肝切離後の胆汁漏は保存的に治癒することが多いが、離断型胆汁漏に関しては診断治療

に難渋する事が多い。離断部位が明らかで切除可能であれば、切除が最も早く確実な治

療と考える。しかし今回の症例は、術前画像や術中操作で胆汁漏の発生を予見させる所

見はなく、このような症例に関する意見をうかがいたい。 
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３）治癒しえた離断型難治性胆汁瘻の 1 例 

 
福岡大学 医学部 消化器外科 

○大石 純、乗富智明、石井文規、山内 靖、山下裕一 

 
肝内胆管結石症に対する左肝切除施行後に発生した離断型難治性胆汁瘻に対して治癒

しえた 1 例を経験したので報告する。症例は 63 歳、女性。急性胆管炎を繰り返す肝内

胆管結石症に対して左肝切除術を施行した。術後に肝切離断端に液貯留が認められ、術

後第 9 病日に穿刺ドレナージ術にて黄色調の排液がみられ胆汁漏と診断した。ドレナー

ジチューブからの造影検査で遺残した内側区域内の肝内胆管が描出され離断型胆汁瘻

と診断した。瘻孔の一本化を進め自然閉鎖を期待したが排液量の減少は認められなかっ

たため、biliary ablation の方針とし、瘻孔より無水エタノールを注入し 1 時間クラン

プし開放する手法で計 4 回施行した。胆管造影検査では肝内胆管は明らかに狭小化し排

液量も著明に減少したが、完全消失には至らなかった。そこで遺残した内側区域の実質

に 2 回にわたり経皮的エタノール注入を施行したところ排液は完全消失し、術後約 6
か月で瘻孔を完全閉鎖しえた。 
 
 
４）肝部分切除後、難治性胆汁瘻に対する無水エタノール治療が奏効した一例 

 
長崎大学大学院 移植・消化器外科 
○川上悠介、日髙匡章、高槻光寿、曽山明彦、足立智彦、北里 周、田中貴之、 
木下綾華、黒木 保、江口 晋 

 
肝切除後胆汁瘻はドレナージにて改善することが多いが、中には治療に難渋する症例を

経験する。50代男性、慢性腎不全にて透析導入より13年後、SMA血栓症による広範腸

管壊死にて小腸、横行結腸切除、小腸瘻(トライツから1m残存)を施行した。その際、

造影CTでS5/8 2.5cm大早期濃染、wash outされるHCCを認めた。緊急手術より2か月

後、肝部分切除、人工肛門閉鎖術を施行した。術後3日目より創部から感染腹水を認め

ていたが改善なく、瘻孔造影にて胆汁瘻と判明した。膿瘍腔より逆行性にミノマイシン、

ピシバニール、無水エタノール注入を行うも改善なく、血管造影室にて選択的カニュレ

ーション下に無水エタノール注入したところ、速やかに胆汁瘻は消失した。当科におけ

る胆汁瘻症例の特徴、治療についても合わせて報告する。 
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セッション５．「肝転移巣に対する肝切除の果たす役割と周術期（とくに術後） 

補助療法をどう考える？」 

 
１）大腸癌同時性肝転移切除症例の検討 

 

国立病院機構 長崎医療センター 外科 
○蒲原行雄、北島知夫、足立利幸、久永 真、野中 隆、永吉茂樹、徳永隆幸、 

谷口 堅、前田茂人、藤岡ひかる 
 

目的）当院における大腸癌同時性肝転移の治療成績を検証。 
対象と方法）原発巣・肝切除を施行し 1 年以上経過観察した同時性肝転移 21 例では 1
年以内再発が 60%であった。そこで 1 年以内再発 (I 群；n=12)、無再発 (II 群；n=9) に
分け背景、手術、腫瘍因子、NAC の有無、初回肝切除後生存率について検討した。 
結果）手術因子では術後合併症が再発群で有意に多く(I 群 50% vs. II 群 0%, p<0.03)、
腫瘍因子では CEA が I 群で高い傾向を示したが (I 群 33ng/ml vs. II 群 16ng/ml)、他

は差を認めなかった。NAC 施行例は II 群で有意に多く(I 群 8% vs. II 群 55%,  
p<0.03)、特に Grade B  (n=10)では、NAC 非施行例は全例 (n=6) 1 年以内に再発し

ていた。初回肝切除後生存率は II 群が良好であった (1/ 2/ 4 年生存率；I 群 100/ 60/ 
25 % vs. II 群 100/ 100/ 100%, p<0.03)。 
結論）同時性肝転移切除例の 1 年以内再発は予後に影響する。特に Grade B には術前

化学療法の効果が期待される。 
 
２）大腸癌肝転移に対する術前化学療法の意義 

 
長崎労災病院 外科 
○原 貴信、森内博紀、中山正彦、川下雄丈、岩田 亨 

 
はじめに：大腸癌肝転移に対し 2011 年よりほぼ全例で術前化学療法を施行しており、

その効果について検討した。 
対象：2007 年以降、当科で大腸癌肝転移を初めて指摘された 35 例。肝切除適応外の

病態が併存していたものは除外した。 
結果：診断時に 35 例中 10 例が切除不能と判断され、原発巣切除後に全身化学療法を

導入。切除可能だった残る 25 例中、12 例で術前化学療法を施行した。治療中、多発肺

転移出現が 2 例、治療効果 CR が 1 例存在した。これら 3 例を除く 9 例には引き続い

て肝切除術が施行された。術前化学療法の有無で 2 群間の予後を比較検討したところ、

1 年後無増悪生存率(44.4 vs 45.5%, P=0.149)、全生存率(75.0 vs 85.7%, P=0.154)とも

に有意差を認めなかった。結語：切除可能な大腸癌肝転移に対する術前化学療法は、不

要な肝切除を減少させる可能性があるものの予後に影響しない。 
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３）大腸癌肝転移に対する化学療法の組織学的評価 

 
久留米大学医学部 外科学講座 
○平川浩明、久下 亨、緒方 裕、内田信治、高橋健二郎、中山剛一、石川博人、 

奥田康司、堀内彦之、赤木由人 
 
当教室での化療後肝転移切除症例をChunらの報告に沿って、総数75を症例3群に分類

し、組織学的検討を行った。化療効果が認めらないものは腫瘍組織辺縁が不整で腫瘍内

もviableな腫瘍細胞であった。化療効果が認められている群では内部の腫瘍細胞の減少

が見られる傾向にあった。また腫瘍辺縁が平滑になり、さらに腫瘍組織と正常肝組織と

の間に線維化による隔壁を認め、腫瘍組織カプセル化されている変化を認めた。この線

維化によるカプセル化がるものとないもので、無再発生存期間について検討するとカプ

セル化されているものが有意差をもって良好であった。今回用いた分類と、組織学的所

見について検討すると化療効果と腫瘍のカプセル化は正の相関を認めた。CT画像所見

の変化は腫瘍辺縁と造影効果によって評価するもので、このことが組織学的に裏付けら

れた可能性がある。 
 
 
４）大腸癌肝転移症例における肝切除術後再発に関する検討 

 
飯塚病院 外科 
○吉屋匠平、梶山 潔、皆川亮介、井口詔一、廣瀬皓介、武谷憲二、中ノ子智徳、 

吉田倫太郎、古賀 聡、甲斐正徳 
 
【はじめに】大腸癌肝転移症例は肝切除術が標準治療だが、術後再発率は高い。今回、

大腸癌肝転移症例の術後再発の危険因子、および危険因子を有するリスク症例に対する

術前化学療法(NAC)・術後補助化学療法(AC)の有用性を検討した。 
【検討項目】大腸癌肝転移症例 85 例を対象。①治療成績、②術後再発の危険因子、③

リスク症例における NAC・AC の有用性。 
【結果】①無再発生存率(RFS)は 1、3、5 年で 53.4%、34.9%、31.9%。NAC、AC 導

入率は、51.8%、58.8%。②危険因子は、同時性転移(p=0.033)、肝切除術前 CEA/CA19-9
共陽性(p=0.047)、原発巣非高分化型腺癌(p=0.028)、リンパ節転移陽性(p=0.033)、肝転

移 Grade B/C(p=0.048)。③NAC は RFS に寄与しなかった。AC は、肝切除術前

CEA/CA19-9 共陽性症例において RFS の有意な上昇を認めた(p=0.014)。 
【まとめ】ACは対象を絞ることで良好な成績が得られることが示唆された。 
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５）当科における大腸癌肝転移術後早期再発症例と無再発生存例の検討 

  
福岡大学 医学部 消化器外科 
○石井文規、乗富智明、山内 靖、大石 純、山下裕一 

 
【はじめに】近年、全身化学療法の進歩により大腸癌肝転移に対する治療成績の向上が

期待されている。今回、我々は当科における大腸癌肝転移切除例を対象として、肝切除

の妥当性と補助化学療法について検討した。【方法】2009年10月より2014年5月までに

施行された肝切除症例52例を対象として、肝切除術後1年以内に再発した24例（A群）

と術後3年以上無再発生存中の12例（B群）を比較検討した。【結果】A群は男15例、女

9例、B群は男9例、女3例で平均年齢は63.5歳、67.1歳であった。原発巣の検討では部

位（結腸/直腸）がA群14/10例、B群8/4例であった。肝転移Grade分類（A/B/C）ではA
群は16/4/4、B群は9/2/1であった。腫瘍径や腫瘍個数に有意差はなかった。同時性肝転

移はＡ群14例、B群2例で補助化学療法の種類、投与期間は様々であった。【結語】A群

において同時性肝転移が多い傾向にあったが統計学的な有意差には至らなかった。

（Fisher直接法 p値 0.788） 
 
 
６）膵神経内分泌腫瘍肝転移切除施行した 3 例の検討 

 
佐世保市立総合病院 
○角田順久、森くるみ、小柳 彰、銕尾智幸、郡家聖史、飛永修一、福岡秀敏、 

石川 啓 
 
肝転移は膵神経内分泌腫瘍の予後因子である。今回 NET 肝転移切除 3 症例を経験した

ので報告する。症例 1：44 歳女性。検診で多発肝転移指摘。肝・膵生検で NET の診断

となり化学療法施行するも PD にて膵体尾部切除＋右肝切除、肝 S1、S2、S3 部分切除

施行。術後 22 ヶ月で肝転移きたしエベロリムス内服後追加切除施行。病理診断は NET、
G2。症例 2：74 歳女性。PNET に対し膵尾部切除術施行後 7 年で肝再発。エベロリム

ス導入するも PD にて肝前区域切除＋肝 S7 部分切除施行、術後 12 ヶ月で肝転移きた

し治療中。病理診断は NET 肝転移、G2。症例 3：64 歳男性。16 年前膵体尾部切除施

行され islet cell tumor の診断。胸背部痛の精査にて多発肝転移認め肝生検で NET の

診断。肝前区域切除＋肝 S1、S4、S6、S7、S8 部分切除術施行、術後 9 ヶ月無再発生

存中。病理診断は NET、G2。文献的考察を加えて報告する。 
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セッション６．「その他」 

 
１）肝 MALT リンパ腫の一切除例 

 

鹿児島厚生連病院 外科 1、鹿児島大学 消化器・乳腺甲状腺外科学 2 
○安藤 慶 1、青木 大 1、瀬戸山徹郎 1、吉満工平 1、有留邦明 1、前之原茂穂 1、 

夏越祥次 2 
 

症例は 74 歳の女性。B 型肝炎にて当院肝臓内科へ通院、定期フォローされていた。定

期の腹部エコーで肝 S5 に約 2cm 大の低エコー域を指摘。造影 CT では LDA として指

摘されたが造影効果に乏しく、典型的な HCC とは異なる所見であった。EOB MRI で
は悪性リンパ腫を疑われた。血管造影検査では動脈性の造影効果を認め、Angio CT で

も HCC パターンの造影効果を認めた。肝 S5 亜区域切除術を施行し、肉眼的には腫瘍

は被膜を有さず、白色調の小結節が集簇しているような所見であり、病理で MALT リ

ンパ腫と診断された。術後経過は良好で術後 10 日目に退院となっている。<BR>肝
MALTリンパ腫は 1995年に Isaacsonらにより低悪性度のリンパ腫として報告された。

肝原発のリンパ腫の報告は少なく、なかでも MALT リンパ腫は稀とされている。今回

肝 MALT リンパ腫と診断された 1 切除例を経験したので報告する。 
 
２）肝粘液嚢胞性腫瘍の一例 

 

佐賀県医療センター好生館 肝胆膵外科、消化器外科 
○古賀浩木、三好 篤、山口友範、山地康大郎、姉川 剛、篠崎由賀里、 
隅 健次、田中聡也、北原賢二、佐藤清治 
 

症例は 61 歳、女性。検診の腹部エコーで肝嚢胞性病変を指摘され受診。血液検査で胆

道系酵素の上昇は認めないが、CA19-9 が 1324U/ml、DUPAN2 が 1300U/ml と腫瘍マ

ーカーの上昇を認めた。 
造影 CT で肝 S４を主体とする 12cm の多房性嚢胞性病変を認め、腹側の嚢胞内に造影

効果を伴う腫瘤を認めた。造影 MRI でも同様の腫瘤を認め、造影効果を伴う腫瘤は拡

散強調画像で高信号を呈していた。ERCP では胆管の圧排像を認めたが、胆管と嚢胞

の交通は認めなかった。 
肝粘液嚢胞腺癌疑いで拡大肝左葉切除術を施行した。病理検査では、嚢胞壁は円柱上皮

で裏打ちされ卵巣様間質を有しており、充実成分はフィブリンや粘液塊のみで細胞成分

は認めず、肝粘液嚢胞腺腫と診断された。術後に腫瘍マーカーは全て正常化し、９ヶ月

無再発生存中である。 
肝粘液嚢胞性腫瘍はまれな疾患であり、腺腫と腺癌との鑑別も含め報告する。 
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３）肝細胞癌に対する経皮的ラジオ波焼灼後の横隔膜ヘルニア～ 

胸腔内への肝臓嵌頓 

 
佐賀大学 医学部 一般・消化器外科 
○井手貴雄、堀田千恵子、鶴 安浩、佐伯 潔、平木将紹、上田純二、能城浩和 

 
症例は49歳の男性で、肝細胞癌に対して前医でラジオ波焼灼療法(RFA)を繰り返し施行

されていた。閉塞性黄疸及び肝右葉に多発する腫瘤性病変を認め、当院紹介となった。

胸腹部造影CTにおいて、右横隔膜ヘルニアを認め、萎縮・変形した肝右葉は胆嚢及び

腸管と共に右胸腔内に脱出していた。また早期濃染される径10～15mmの肝細胞癌を肝

右葉に3ヶ所認めた。絶食、補液にて黄疸は軽快し、右横隔膜ヘルニア、再発肝細胞癌

に対して肝右葉切除術、ヘルニア修復術を施行した。術後胆汁瘻を併発したが、保存的

に軽快し、現在術後1年無再発生存中である。肝細胞癌に対する局所療法としてRFAは

広く普及しているが、近年、晩期合併症の一つとして横隔膜ヘルニアの報告が散見され

る。しかしながら、肝臓嵌頓まで来した症例はきわめて稀であり、文献的考察を含めて

報告する。 
 
 
４）肝細胞癌術後再発に対する全身化学療法が奏効し長期生存が得られた 2 例 

 
大分大学 医学部 消化器・小児外科 
○髙山洋臣、太田正之、内田博喜、岩下幸雄、矢田一宏、渡邉公紀、川崎貴秀、 

猪股雅史 
 
【症例1】70歳台、男性、NBNC慢性肝炎。2005年11月肝後区域の6cm大のHCCに対

し拡大肝後区域切除術を施行した。術後4ヵ月に両肺に多発する肺転移を認め、UFTに
よる全身化学療法を開始した。その後、肺転移は消失し、術後9年を経過しているが生

存中である。【症例2】60歳台、男性、正常肝。2006年10月肝外側区域の11cm大のHCC
に対して肝外側区域切除術と、腹膜播種と右副腎転移を同時切除した。術後8ヵ月に肝

内ならびに腹膜播種再発、また縦隔内ならびに鎖骨下リンパ節転移再発を認め、

TS-1+CDDPなどやTACEを施行し、2010年1月にソラフェニブを導入した。その後脳

梗塞を発症し、ソラフェニブ投与困難となったが、術後8年を経過しているが生存中で

ある。【結語】肝機能良好なHCC再発症例には全身化学療法が奏功し長期生存が得られ

ることがあると思われた。 
 
 

 
 

29 



５）肝切除後の手術部位感染の根絶を目指して 

 
熊本大学 大学院 消化器外科 
○新田英利、東 孝暁、高城克暢、岡部弘尚、林 洋光、橋本大輔、近本 亮、 

石河隆敏、別府 透、馬場秀夫 
 
【目的】当科での肝切除後の創部 SSI 対策とその結果について検討する。 
【対象・対策】肝切除術を施行した 562 例を対象に SSI の発生頻度と推移について検

討した。2010 年～2012 年 12 月までは皮膚・筋膜の連続縫合で創縁保護を行った（I
期：n=371）。2013 年 1 月以降、逆 L/T 字切開の全創縁に密着するリングドレープを装

着した（II 期：n=128）。2014 年 5 月以降は閉創時にさらに新しく閉創セットを交換し

た（III 期：n=63）。【結果】I、II、III 期の SSI 発生頻度はそれぞれ 36/371(9.7％)、
2/128（1.7％）、0/63（0％）であり、II+III 期は I 期にくらべ有意に低下した（P=0.001）。
逆 L/T 字切開で開腹した症例に限定すると、I、II、III 期の SSI 発生頻度は

35/296(11.8％)、1/79(1.3％)、0/46(0％)であり、II+III 期は I 期にくらべ有意な減少を

認めた（P=0.002）。 
【結論】SSI対策としてリングドレープの使用、閉腹時の閉創セットはSSIの発生頻度

を有意に低下させる可能性がある。 
 
 
６）3D プリンターを用いた胆管細胞癌の術前シミュレーション 

 
長崎大学大学院 腫瘍外科 1、 
長崎大学医歯薬総合研究科 ハイブリッド医療人養成センター2 
○阿保貴章 1、七島篤志 1、高木克典 1,2、黨 和夫 1,2、山崎直哉 1,2、永安 武 1,2 

 
当科では 3D プリンターを導入し、医療機器の試作や臓器モデル作成に活用している。

胆管細胞癌の臓器モデルを作成し、術前シミュレーションに使用したので報告する。 
【症例・方法】59 歳女性、心窩部痛精査で S4 に 5cm 大の腫瘍を指摘され手術予定と

なった。術前 CT から画像解析ソフト（ZedView○R）を用いて立体画像を構築、STL デ

ータとして出力し、3D プリンター（connex260○R）を用いて実寸大の肝臓モデルを作成

した。 
【結果・考察】サイズの大きい肝腫瘍の切除時は、腫瘍と脈管との位置関係の把握が重

要であるが、圧排や浸潤によって脈管の走行が通常の位置から大幅にずれていることも

あり、容易ではない。本症例では実寸大モデルを用いることにより、腫瘍と脈管との関

係を把握することが容易であった。また、術前説明に使用することにより患者の理解の

一助となり、コメディカルとの情報共有にも役立つ可能性がある。 
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Memo 
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