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ll 5FU肝動注 ･門注+Gemeitabine全身投与

を用いた腸痛術後補助化学療法 :第2次新潟

県多施設共同研究報告
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新潟肺癌補助化学療法研究会は2004年から3

年間の患者登録を終了した.登録された27例に対

して治療成績を報告する.投与薬剤は5FtJによる

術早期の肝動注 ･門脈内持続注入 (21日)+塩

酸ダムシタビン (12回)の全身投与である.肝動

注 ･門注は89%の症例で完遂,ゲムシタビンは

93%の症例で完遂できた.1例が予定された化学

療 法 完 遂 後 ,Capi漫laryleaksyndromeと思われる

病態で死亡した.MSTとDFSはそれぞれ30.6ケ

月および 24.5ケ月であった.肝転移は22.40/o

(n-6)で認められた,No.16転移陰性例 (n-
20)の3生率は52%と同陽性例に比較して良好

であった.1例に特異的な病態を認めたものの,

本化学療法は術後補助療法として比較的安全であ

り,治療成績も期待できる.No.16転移陰性例に

よい適応があると思われた.

Sess量onW 『勝 ･その他』

12 胃静脈癌を伴った自己免疫性輝炎の 1例
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症例は51歳,男性.2007年 3月より右季肋部

痛のため近医を受診,血清 ･尿アミラーゼの高値

を認め輝炎と診断されたが,腹部エコーの所見か

ら輝腫癌を否定できず当院へ紹介された.腹部造

影 CT所見で主牌管と渦静脈の閉塞を認めたが魔

境は指摘出来ず,血清学的検査では短G4が高く,

画像所見と合わせAIPと診断した.PSLの内服を

開始した,治療開始後のGIFで胃静脈癌は変化に

乏しかったが,腹部造影 CTでは肺静脈の拡張が

得られたことが確認された.現在PSL内服を継続

して外来経過観察中である.輝疾患により牌静脈

が閉塞し,局所的に門脈系静脈圧が克進すること

で胃静脈癌が形成されることがある.多少の文献

的考察を加え当症例を報告する.

13 ミネソタ大学における慢性輝炎に対する騨切

除,自己勝島移植の検討
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【目的,方法】ミネソタ大学で1977年から2006

年 12月まで難治性捧痛を主訴とする196例の慢

性輝炎に対し,輝 (亜)全摘,自己牒島移植が行

われた.そのうち2004年 12月までの136例につ

いて検討.

【結果】平均年齢 36歳.71%は女性.原因は

Idiopathicが59例,AIcoholが21例,Pancreas
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divismが17例,Biliaryが 14例,Familialが 15

例,その他 10例.実施手術は輝全摘 105例 (77

塞),亜全摘21例 (15%),DPIO例 (7%).聯全

線 亜全摘の全例で牌摘出後血糖上昇を認めイン

スリンを開始.群島はほぼ全例が系門脈的に肝に

移植.療病に関しては105例中68例 (65%)治

痩,22例 (21%)改着,15例 (14%)不変,増

悪はなし.月琴内分泌機能は輝全摘 41例申14例

(34%)がinsul豆nindepende鴎 14例 (34%)が

intermittenもexogenousinsulinuse(尿中C-pep-

tide陽性),13例 (32%)がinsulindependent.

それぞれの平均勝島収量 (IEQ/kg)は5118±
687,3064±356,1239±413(p<0.02).

【結語】難治性痔痛を主訴とする慢性輝炎に対

して,聯 (亜)全摘は有効である.その際,由己

牌島移植は輝内分泌機能改善に有効であり,考慮

すべき術式と考える.

14 当院で経験した,勝十二指腸動脈痛の2例
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〔症例 1〕46才,男性.急激な腹痛,ショックに

て発症.CTにて聯十二指腸動脈痛破裂による後

腹膜血腫の診断となった.CTにて動脈痛の増大

を認め,Coilingにて治療した 術後十二指腸狭窄

をきたし,改善まで約一ケ月を要したが軽快した.

〔症例2〕61才,男性.偶然にCTにて輝十二指

腸動脈痛が発見 され,血管造影検査を行った.

rvRより手術が選択され,動脈痛切除術が施行さ

れた,組織学的に,当初は動静脈榛のような病態

と診断されたが,検討にて,変性し動脈壁構造が

破壊されたことによる動脈痛の診断となった.そ

の動脈痛の形成には,動脈硬化以外の原因による
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単願変性が関与していると考えられた.

治療方針の決定,発生原因について示唆に富む

症例と考え報告する.

15 牌静脈閉塞に伴う胃静脈癌の1例
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【緒言】左側門脈圧完遂症は橘な病態であると

ともに多様な背景疾患を有する.当院では牌静脈

閉塞に伴う胃静脈癌4例を経験 した.

〔症例 1〕吐血にて搬送され精査の結果,慢性鰐

炎による牌静脈閉塞,腎静脈療破裂と診断 牌摘

出術,胃部分切除を施行.

〔症例 2〕以前より血小板増多を指摘されてい

た.検診を契機に牌静脈閉塞に伴うRCサイン陽

性の胃静脈癌と診断.予防的に牌摘出術,胃上部

血行遮断術を施行.

〔症例3〕重症急性輝炎複の牌静脈閉塞.未治療

にて経過観察中.

〔症例 4〕輝癌による牌静脈閉塞例.診断 14ケ

月後もADIJ良好だったが胃静脈癖は増大傾向あ

り,PSEを施行.

【結語】診療に際しては個々の病態を多角的に

検討し対応するべきである.
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16 肝門部胆管術後に難治性腹水を認めた1例
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症例は76歳男性で黄痘の精査で入院となり,

肝門部胆管癌と診断された.また,術前検査で施

行された上部消化管内視鏡検査で噴門部に1型進

行胃癌を認めた.右三区域切除が必要と考えられ


