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目の腹部MRIで血性腹水の存在が確認 されたが,

腺癌破裂による(I-Hf血性 シ ョックとな り御永眠 さ

れた.家族の承諾のもと病理解剖を行った.河干素

面は凹凸不整で,肝両葉に晴紫色で多発する大小

不同の損血性結節が散在 した.組織学的に大小の

血管腔形成を認め,内腔面に存在する腺癌細胞は

紡錘形ない し類円形で部分的に充実性増殖 を伴

っていた.腫癌細胞に多形性 を認めること,核分

裂像が散見されること,免疫組織学的に腫癌細胞

が血管内皮の形質を有することより,肝血管肉腫

と診断 した.

【結果】
平均年齢が 61.5歳,性比は 20:11で男性に

多く,原因は 30例が不明であった.診断根拠は

i射列が病理解剖であった.予後は6,2ケ月と不良

であった

【結.論】

肝血管肉腫の 1例を経験 した.今後症例の蓄積

により治療法の確 産が希望 される.

21 当院における llTiC症例の検討

瀧本 光弘 ･坂内 均 再度辺 俊明*
済I董悠?二条病院消化器科

わたなべ医院*

当院の PBC患者を集計 し検討 した.1992年か

ら2005年までの期間で診断 された 37例 を対象

とした.男5例,女 32例,平均年齢 60.6歳.初診

時診断では無症候性30例,症候性 7例,観察期

間は平均 61,4ケ月であった.自覚症状は掻将感,

黄痘,腹水,浮腫,脳症等を認めた.合併症は自

己免疫性肝炎3例,C型肝炎3例等であった.

腹腔鏡 円粁生検施行12例,赤色パ ッチを7例

に認めた.組織所見で CNSDCを 7例 で認め,

Scheuerの病期分類で Stageiが 7例,stage隅

が 2例であった.

UDCAが第 - --一選択薬で,併用薬はステロイ ド3

例,利尿剤 4例,べザブイプレー ト7例.死亡例

が 3例あったが,死因が PBCは 1例で,2例は他

病死だった.

治療効果を検討 した.UDCAは効果があるもの

433

の,その効果は完全でないと考えた.べサブイプ

レ一 再酬 捕りでは,ALPは全例 で正常化 し,効果

を認めた.

胆管病変の進行度が軽度な例ではべザブ イプ

レ- トは有効性があると考えられ UDCAに抵抗

性の PBC患者に対 し,今後べザブイプレー トの

併用を考慮する必要がある.

25 UDCAが著効 した高齢者男性にみ られた自

己免疫性肝炎の 1例
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UDCAが著効 した高齢者男性にみ られた自己

免疫性肝炎の 1例 を経験 した.

症例は73歳,男性,2005年 7月 10日頃から全

身倦怠感が出現 し,7月25日,近医受診 したとこ

ろ黄痕を指摘.血液データで肝障害 ･黄痕が認め

られたため,7月26日､-当科に紹介入院 となった

TBii5.5と直接型優位の黄痕を認め,AST751,

ALTIO78と l二昇 し,胆道系酵素も L昇していた.

血糖が229と高値であった.IgGは 1784と増加

しており,抗核抗体 も1280倍 と高力価陽性であ

った.肝炎ウイルスマ-カーは陰性で,抗平滑筋

抗体,抗 ミトコンドリア抗体,M2抗体は陰性.エ

コ-ガイ ド下肝生検を施行 したところ,F3A3で

あり,形質細胞の浸潤を認め,自己免疫性肝炎と

診断 した. トランスアミナ-ゼは 100台後半にま

で攻 落したが,その後下げ止 まり状態であった.

73歳 と高齢であり,随時血糖が高値であったこ

とからステロイ ドは選択せず UDCAを開始 した

ところ トランスア ミナーゼは正常化 した.UDCA

には胆汁分泌作用,肝細胞膜保護作用のほかに,

免疫調節作用を有する.免疫調節作用はグルココ

ルチコイ ド受容体を介して行われる.ステロイド

の有する免疫抑制作用をより強 く発現す ること

で,副作用を起 こすことなく免疫抑制作用を発揮

す ると考えられている. 自己免疫性肝炎に対 し

UDCA単独投与は,高齢者などステロイ ドの副作
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用が懸念される症例に対 して,試みるべき治療法

の 1つと考えられた.

26 大腸癌を合併 したGilbert病の 1例
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症例は66歳,女性.17歳時に体質性黄痕と診

断 されていた.2005年 6月の検診で胸部 レ線に

異常があり,CTで両肺転移と診断された.〔EA

14.5ng/mlと高く,犬腸鏡でS状結腸癌が原発と

診断された.肝転移や肝障害はなかったが,総ビ

リルビン8.0mg/dl,DBOmg/dlの黄痕を認め,低

カロリー食試験で陽性を示 したことからGilbert

病と診断 した.大腸癌は ss,StageⅣであったた

め,結腸切除操にS-1化学療法を開始 した.〔EA

2.4mg/mlまで ド降 し肺転移は縮小 したが,総ビ

リルビンは23,7mg/dlまで上昇 し,とくにS-1
の 4週間内服車に上昇 し2週間休薬で減少 した.

Gilbert病で欠乏 している酵素 uGTsに依存する

抗癌剤による作用であったが,1重ヨ500ealの経口

栄養補給 を併用することにより上昇を防 ぐこと

ができた.癌を合併 したGilbert病患者では抗癌

剤による著明な黄痕の報告があり,注意を要す

る.

27 興味深い組織像の変化を観察 し得た自己免

疫性肝炎の 1例
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28 当院において最近経験 した破裂胃静脈癌4

症例の検討
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破裂出血をきた した腎静脈療4症例 に対 し

BRTOを施行し良好な結果を得たので,その治療

経過を検討 した.

4例中2例にて破裂前,腎静脈癌の増大傾向を

認めていた.全例,排血路は胃腎シャン トであり,

BRTOにてシャント血流の消失を得た.

4例中3例で初回 BRTO後 24時間でシャント

血流の消失を確認 し得た. ほとんどの症例で,

0.4mVkgを上限とした50/OEO1回の注入で早期

(24時間以内)にシャント血流の消失を得ること

が可能であった.

破裂後の腎静脈癖では,再紬 friの危険性が高い

こと,及び多くの症例でBRTOにより撃期に血流

の消失を得 られることから,静脈癌の血流消失

を,B好rOのendpointにすることが妥当ではな

いかと思われた.

また,破裂の リスクとして,静脈癌の増大傾向

が疑われた,

29 肝性脳症に対 しB-RTOが奏効 した l例
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症例は73歳,男性.アルコ-ル性の非代償性

肝硬変に伴う肝性脳症のためア ミノレバ ンの点

滴を繰 り返 していたが改善乏 しく,2006年 10月

31日入院,

腹部CT,CT-MIP画像にて左胃静脈,牌静脈

より短絡路を介して左腎静脈へ流入する門脈一

大循環短絡路の存在を確認 した.肝性脳症の主た

る原因は短絡路と考え,頚静脈より経左腎静脈的


