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昨年 11 月に中国武漢市で始まったとされる COVID-19 については、日本では感染者数

16,203、死亡者数 713、回復者数 10,338、世界では感染者数 4,437,442、死亡者数 302,025、

回復者数 1,585,286 と報告されています (日本時間 5 月 15 日時点)。私たちが経験したこ

とのない大変な状況になっていますが、山梨県ではこれまで爆発的な感染状況には至ってお

らず、先ずもって皆様の多大なるご尽力に心より敬意を評します。 

その COVID-19感染拡大を防止するために、3月に開催を予定していた第 46回山梨総合医

学会が中止されましたので、第 46回山梨総合医学会抄録 (研修医の発表を含めて 95演題) 

と山梨医学第 46巻・第 47 巻学術奨励賞を Webで公開することにしました。本来であれば皆

様の熱意のある発表と活気のある討論を体験できるはずでした。大変残念ですが、発表者の

様子を思い浮かべながら抄録をご覧ください。また、学術奨励賞を受賞された皆様誠におめ

でとうございます。これからも Physician Scientist (診療に従事しながら疑問点を見出し

病態に科学的に迫る) としてご活躍いただきたいと思います。 

最後に、COVID-19 との戦いは長期に及ぶと思われますが、皆様の力を一つにしてこの難

局をぜひとも乗り切っていきたいと思います。 
 

 

 

  

  



第４６回山梨総合医学会誌上発表 
 

神経内科１ 
 

１．当院における過去 10年間の神経梅毒の臨床的検討 
山梨大学医学部 神経内科  森嶋悠人，諏訪裕美，佐竹紅音，深尾統子，栗田尚史 

名取高広，土屋 舞，羽田貴礼，一瀬佑太，髙 紀信 

                   長坂高村，新藤和雅，瀧山嘉久 
 

【はじめに】神経梅毒は Treponema pallidum の直接侵入により引き起こされる中枢神経感染症である．血清学的に梅毒が

証明され，かつ髄液中の梅毒所見の存在をもって診断される．臨床病型は，髄膜血管梅毒（髄膜炎，脳脊髄ゴム腫，脳血

管性，肥厚性硬膜炎），実質性神経梅毒（脊髄癆，進行麻痺），視神経萎縮など多岐に富み，無症候性のこともある．今回，

当科における過去の神経梅毒の臨床的検討を行った． 

【対象と方法】当科において 2010 年から 2019 年の間に入院加療を行った神経梅毒患者を後方視的に調査し，比較検討し

た． 

【結果】該当期間に 7 名の患者が神経梅毒の治療目的に入院した．性別は男性 5 例，女性 2 例で，年齢は 41 歳から 86 歳

であった．初発症状は 2 例が認知機能低下で，それぞれ当初は認知症，水頭症が疑われた．他の症例は，地誌的失認およ

び視力障害，頭痛・歩行障害，数年続く下肢の電撃痛・異常知覚，右上下肢麻痺・構音障害，痙攣・意識障害であった．初

発から診断までに要した期間は 5 日から 7 年と幅があり，7 例中 5 例は診断まで 1 年以上を要し，複数の病院・診療科を

受診していたケースもみられた．臨床病型では，髄膜血管梅毒 4 例，実質性神経梅毒 3 例であった．治療は，自主退院し

た 1 例を除き，6 例で点滴抗菌薬が使用され，5 例はペニシリン G，１例がアンピシリンであった．また，5 例では初期治

療に引き続きアモキシシリン内服で追加治療が行われた． 

【考察】梅毒は近年増加傾向にあり，また，第２期までの梅毒であっても 25〜60%に中枢神経浸潤をきたすという報告もあ

り，梅毒感染に気がつかないまま神経症状を契機に診断に至る例も少なくないものと思われる． 

【結語】神経梅毒の表現型は多彩であり，原因の明らかでない神経・精神症状を認めた場合は，梅毒感染の可能性を考慮

すべきである． 

利益相反：なし 

 

 

２．脳内病変を合併したくも膜下出血患者におけるレベチラセタムとリハビリアウトカ

ムについての検討 
山梨リハビリテーション病院１)，山梨県立大学２)，山梨大学医学部 神経内科学講座３) 

山城亘央１)，松本愛結１)，岩崎 宏１)，武田 清２)，今福圭子１)  

川上純範１)，瀧山嘉久３) 
 

【はじめに】末梢から脳に働きかける従来のリハビリテーションに加え，脳に直接働きかける neuromodulation が注目さ

れている．今回，我々は脳内病変を合併したくも膜下出血患者において，レベチラセタムとリハビリアウトカムの関係に

ついて検討した． 

【対象と方法】2014 年から 2019 年に当院に入院した患者を対象として調査した．動脈瘤破裂によるくも膜下出血にて 64

名の患者が入院し，遅発性脳血管攣縮による脳梗塞などにて脳内病変を合併している症例は 51名であった．軽症例を除外

した入院時 FIM100以下の患者について入院時および 3か月後の FIM，Barthel index，HDS-R，MMSE，コース立体組み合わ

せテスト，転帰を評価した．レベチラセタム内服群と非レベチラセタム内服群に分け，FIM 利得を主要評価項目として

Wilcoxon 順位和検定を行った． 

【結果】レベチラセタム内服群と非レベチラセタム内服群で FIM利得に有意差を認めた 

【考察】neuromodulation において有力な rTMSの機序は「両側大脳半球は健常では互いに抑制・拮抗し合って均衡した状

態にあるが，一側半球に傷害が生じると，脱抑制状態となった対側半球の相同部位から過剰な抑制を受け，さらに機能障

害が増強する」という半球間抑制に注目し，過活動状態となった半球を誘導磁場によって抑制し，不均衡状態を是正しよ

うとするものである．レベチラセタムが結合する SV2Aは，半球間抑制のメカニズムに重要な錐体ニューロンの細胞体と樹

状突起の周囲に観察される．レベチラセタムが活性の高いシナプスを優先的に標的とする性質から，脱抑制となった健常

側により強く働きかけていることが推測される．レベチラセタムは健康人において，TMS のパラメーターである MEP を容

量依存的に減衰させるため，rTMS が誘導磁場によって神経細胞に働きかけ抑制するのと同様に，薬理から同様の抑制を行

っていることが推測された． 

【結語】脳内病変を有するくも膜下出血患者においてレベチラセタムはリハビリアウトカムを改善する可能性がある． 

開示すべき COIはありません． 

 

     

 

 

 

 



３．急性発症の慢性炎症性脱髄性多発神経根炎 26歳男性 
市立甲府病院 神経内科   富樫慎治，村田博朗，青山香喜 

 

【はじめに】 慢性炎症性脱髄性多発神経根炎（ＣＩＤＰ）は２か月以上続く，四肢末端の運動感覚神経障害で，診断，

治療においてギランバレー症候群（ＧＢＳ）との類似性が多い．ＧＢＳは１回の急性期で緩解することに対してＣＩＤＰ

は長期に悪化，再発を反復する．今回，急性発症のＣＩＤＰを報告する． 

【症例】２１歳男性 急性咽頭炎の回復後に，四肢脱力，痛覚過敏を呈し入院した．筋電図検査では下肢運動感覚神経が

導出されず，髄液タンパク細胞解離と血清ＩｇＭ ＧＭ1, GalNac GD1a 神経抗体が高力価で出現し軸索障害型のＧＢＳを

診断．免疫グロブリン静注治療(IVIG)を行った．初期に軽度の回復をしたが，退院後麻痺は緩徐に悪化した．３年目より

IVIG を反復したが，四肢近位筋が萎縮し，走ることができなくなった． 

 ４年目から回復期を迎えることができ，スクワット，走れるように動作が回復した．途中経過を含め，５年たった現在

でも抗ＩｇＭ ＧＭ１抗体が持続陽性である．Ｆ波の導出が不良で近位筋障害の病変首座は，神経根であった．全経過排

尿排便障害はない． 

 サイトメガロウイルス（ＣＭＶ）ＩｇＧ抗体が治療前は陰性であったのが，直後陽性になったことは同ウイルスの感染

が関与していると考えられた． 

【考察】CMV は免疫反応によらない仙髄レベルからの上行性神経根炎を起こすとともに，感染後回復期に抗神経抗体を誘

導して多様なＧＢＳを起こすことが知られている．前者はガンシクロビル治療で，後者は 血漿交換やＩＶＩＧが有効で回

復に向かう．この症例は上気道炎に続発し，高力価の神経抗体を誘導したＧＢＳで始まりながら，その後神経抗体が持続

しＣＩＤＰに移行した． 

【結語】サイトメガロウイルス感染後発症のＧＢＳが CIDPに移行したケースを抗体値の変化と併せて報告した． 

ＧＢＳの抗体がＩｇＭクラスである場合はＣＩＤＰの初回発症である可能性がある． 

利益相反はない． 

 

 

４．当科で経験した抗MOG抗体陽性関連疾患６例の臨床的検討 
山梨大学医学部 神経内科  佐竹紅音，森嶋悠人，諏訪裕美，栗田尚史，深尾統子 

名取高広，土屋 舞，羽田貴礼，一瀬佑太，髙 紀信  

長坂高村，新藤和雅，瀧山嘉久 
 

【はじめに】myelin oligodendrocyte glycoprotein（MOG）は髄鞘の最外層に局在する脳タンパクであり，近年MOGに対

する自己抗体が様々な中枢神経脱髄疾患で検出されることが報告され，抗MOG抗体陽性関連疾患として研究が進められて

いる．抗MOG抗体陽性関連疾患については多彩な臨床症状・経過・検査所見が報告されている．当科にて診断・治療を行

った抗MOG抗体陽性関連疾患6例の臨床的特徴，血液・髄液所見，画像所見等について検討を行ったため報告する． 

【対象・方法】当科で診断を行った抗MOG抗体陽性の6例（男性2例，女性4例，発症年齢17-65歳）に関して，臨床経過，

検査所見，画像所見，治療について後方視的に検討した． 

【結果・考察】初発症状は視神経炎が2例，脊髄炎1例，脳炎3例であった．先行感染は2例で認めた．血清抗MOG抗体は

128-4,096倍を示した．また，抗AQP-4抗体は1例40U/ml以上で陽性であった．髄液検査では細胞数は2-27個/μl，全例単

核球優位であり，2例で髄液蛋白の増多を認めた（26-86mg/dl）．oligoclonal band（OCB）は4例で陽性，myelin basic 

proteinは4例で陽性IgG index上昇は2例で認めた．MRI検査において，大脳病変6例，視神経炎2例，脳幹病変4例，脊髄病

変2例を認めた．治療は全例にIVMP施行後にPSLの内服を行った．1例に関しては効果不十分であり，血液浄化療法を併用

した． 

【結語】我々は，比較的まれであると考えられる抗AQP-4抗体陽性例や長大病変を伴わない脊髄病変を持つ症例を経験し

た．抗MOG抗体関連疾患は，多彩な臨床症状をもつため他の脱髄疾患を疑った際も鑑別する必要がある． 

（利益相反なし．） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



神経内科２ 
 

５．統合失調症様の精神症状を呈したセフトリアキソン脳症の 29歳女性例 
甲府共立病院 神経内科１)，同内科２)，同精神科３) 

瀧瀬康洋１)，新村浩透１)，志村直子１)，菊地利奈２)，佐藤琢也３) 
 

【はじめに】種々の抗生物質によって薬剤性脳症が生じることが知られている．2018年に厚生労働省によりセフトリアキ

ソンの使用上の注意において，重大な副作用の「意識障害」の項が「精神神経症状」に改められ，痙攣，不随意運動も併

記された． 

【症例】29歳女性．精神疾患の既往歴，家族歴なし．アトピー性皮膚炎による皮膚掻痒感のため，入院１ヵ月前から常用

量の 2 倍のエピナスチンを連日服用していた．入院 1 週間前から発熱・湿性咳嗽があった．入院 2 日前から前医で肺炎球

菌性肺炎の診断で，セフトリアキソン点滴静注を連日受けた．幻覚，壁を叩く，直立したまま動かないなどの異常行動が

見られ，脳炎の疑いで転院した．体温は 36.9℃，意識は清明から昏迷まで変動した．昏迷時に数十秒の無呼吸が見られた．

項部硬直はなく，上肢には不随意運動を認めた．多弁，興奮，パニックや，支離滅裂な会話，幻覚，「私には 4つの人格が

ある」などの妄想が見られた．採血では低アルブミン血症を認め，各種自己抗体は陰性だった．脳髄液検査で蛋白・細胞

数は正常，HSV-PCR は陰性だった．頭部 MRI では拡散強調像で脳梁膨大部に高信号を認めた．脳波では前頭から中心部に

速波が見られた．胸腹部造影 CTで卵巣に異常を認めなかった．入院時からセフトリアキソンを他剤に変更し，アシクロビ

ルを投与した．入院 3日目には精神症状は消失した． 

【考察】セフトリアキソン投与後に緊張病性昏迷を認め，中止後に軽快したことから，同剤による脳症と診断した．肺炎

による低アルブミン血症と抗ヒスタミン薬の過剰摂取が誘因と考えられた．抗生物質による薬剤性脳症において，βラク

タム系では痙攣・ミオクローヌスが多く，キノロン・マクロライド系では精神症状が多い．セフトリアキソンは両者の症

状を有する点が特徴である． 

【結語】セフトリアキソン使用中に統合失調症様の精神症状や不随意運動を認めた際には，セフトリアキソン脳症を考慮

する． 

今回の発表演題に関連し，発表者らが開示すべき COI関係にある企業等はありません． 

 

 

６．進行性の認知機能低下を呈した自己免疫性 GFAPアストロサイトパチーの１例 
  山梨大学医学部 神経内科学講座１),同放射線医学講座２) 

           (研)渡邊 翼１)，名取高広１)，深尾統子１)，栗田尚史１)，土屋 舞１) 

奥村彰浩２), 新藤和雅１)，瀧山嘉久１) 
 

【はじめに】自己免疫性 GFAPアストロサイトパチー（autoimmune GFAP astrocytopathy）は，急性または亜急性に意識障

害や発熱，頭痛，精神症状などの自己免疫性の髄膜脳炎・脊髄炎としての症状を呈することが多いとされている. 今回，

進行性の認知機能低下を呈した 1例を経験したため，報告する． 

【症例】68 歳女性，2018 年 8 月から食思不振が出現し，同年 9 月より見当識障害を認めた．複数の医療機関を受診し，

HDS-R 20/30点と認知機能低下を認めたが，その原因は不明であった．症状は徐々に進行し，2019 年 5月には尿・便失禁

が出現した．同年 6月の前医での HDS-Rは 6/30点と低下しており，精査加療目的に 7月に当科へ入院した．髄液検査では

細胞数と蛋白の上昇を認め，頭部 MRIでは大脳皮質下の左右対称性白質病変に加え脳室周囲の放射状造影効果を，脊髄 MRI

では頸胸髄内に両側対称性の異常信号を認めた．診断確定のため 9 月に脳神経外科にて脳生検を施行したが，炎症細胞浸

潤を認めるのみで，診断確定に至らなかった．髄液および病理学的所見より自己免疫性脳炎の可能性が考えられたことか

ら，同 9 月よりステロイド治療を開始した．治療により放射状の造影効果は消失し，髄液細胞数も低下した．失禁も改善

し，HDS-R も 20/30 点まで改善した．治療と並行して，病型は異なるが画像上の特徴が本症例と合致する自己免疫性 GFAP

アストロサイトパチーを鑑別として挙げ，髄液中抗 GFAP抗体を測定したところ，陽性であることが判明し，診断に至った． 

【考察】本疾患は 2016年に報告された新たな概念であるが, 進行性の認知機能低下は稀であり, 海外では 4報告 9症例, 

本邦では学会発表の 2例のみ存在が確認されているが, 詳細な臨床情報が確認できないものが大半であった. 原因不明の

髄膜脳炎・脊髄炎として決して稀な疾患ではなく，積極的な原因検索と早期治療が望まれる． 

【結語】本疾患はステロイドをはじめとする免疫治療が有効であり，治療可能な認知機能低下の鑑別疾患として重要であ

る． 

※利益相反はありません． 

 

 

７．パーキンソン病，パーキンソン症候群へリハビリテーションが及ぼす ADL 改善効                                                                                                                                                                                                                

果 
甲州リハビリテーション病院 神経内科  

             小林史和 
 

【はじめに】パーキンソン病（以下，PDと略）におけるリハビリテーションについては様々なエビデンスが蓄積され，運

動療法に加え，作業療法，言語訓練，嚥下訓練などの有効性が明らかとなってきている．それに対し，多系統萎縮症，進

行性核上性麻痺，大脳皮質基底核症候群などパーキンソン症候群（以下，PSと略）へのリハビリテーションの有効性に関

する報告は少数にとどまっており，どの程度の効果が期待できるか明確ではない．今回，当院で入院リハビリテーション



を行った PD，PSの患者におけるリハビリテーションの ADL改善効果を，変性疾患以外の症例との比較を含め解析し報告す

る． 

【対象と方法】2017年度・2018年度に，当院の障害者病棟および地域包括ケア病棟へ入院した患者のうち，PD，PS，廃用

症候群（以下，廃用と略）が主病名となっている症例を対象とした．期間中に複数回入院している症例については，初回

入院時のみ評価対象とした．主要評価項目は入院期間中の FIM（Functional Independence Measure）のうち運動項目（以

下，M-FIMと略）の利得および効率で行い，日内変動を伴う PDではオン時間を対象とした．年齢，入院時 M-FIM，MMSEの

他，PDと PSではレボドパ相当量の変化量を用いて調整を行った． 

【結果】対象は 83例（PD 28例，PS 17例，廃用 38例）で，男性 44例，平均年齢は 77.3歳であった．M-FIM利得の中央

値は PD 14.5，PS 4.0，廃用 23.5，M-FIM効率の中央値は PD 0.12，PS 0.07，廃用 0.37であった．重回帰分析を行い，

PD・PS 間で M-FIM 利得・M-FIM 効率に有意差を認めなかったが，PD・PS 患者では入院時 M-FIM が高く若年であるほど M-

FIM 利得・効率とも高い傾向があった． 

【考察】非変性疾患と比較し，PD・PSではリハビリテーションによる ADL改善効果が上がりづらい．今回の解析結果から，

PD・PSに対するリハビリテーションの効果を最大限に得るためには，重症化する前からの介入が重要と考えられる． 

【結語】PD・PS患者では，早期からリハビリテーションを行うことで，より高い ADL改善効果が見込める． 

演題発表に関連し，開示すべき COI 関係にある企業などはありません． 

 

 

８．認知症の行動・精神症状（BPSD）に対する抑肝散の効果および副作用（低カリウ

ム血症等）の検討 
ながまつ医院        永松正明 

 
【はじめに】抑肝散の認知症の行動・精神症状（BPSD）症状に対する有効性および低 K 血症等の副作用頻度は報告による

差が大きい．これらを自験例で後方視的に検討した． 

【対象と方法】対象は 2012年～2017 年に当院受診し，介護者負担となる陽性症状（BPSD）を有し，抑肝散 5~7.5g/日を投

与した認知症患者 60 例．併用薬変更なく１カ月以上継続できた 57 名[アルツハイマー型認知症（AD）32 名，レビー小体

型認知症（DLB）14例，他 11例]に対し，介護者への問診により BPSD への効果を有効・やや有効・無効の３段階評価した．

また副作用を血清 K等経時測定した 23例を含め検討した． 

【結果】 

１） 効果あり（有効・やや有効）：全体の 63%，ADの 67％，DLBの 64%． 

２） ADの認知機能低下度別の「やや有効」以上の割合：軽度 67％，中等度 80%，重度 57%． 

３） BPSDのタイプと有効性：易怒性 63%，妄想・幻視 60%，夜間不眠・不穏 67%，徘徊 33%． 

４） BPSD の強度別の有効性：軽度（やや困る）89%，中等度（かなり困る：見守りも必要）50%，重度（自宅/施設生活継

続に支障あり）11% 

５） 副作用：眠気 3名（5.０%．7.5g/日 2名，5g/日１名）．血清 K値フォロー23例中，低 K（＜3.5mEq/L）４例（17.4%），

他に 5 例（21.7％）で内服前より 0.6 mEq/L 以上血清 K 値低下．関連因子としてこれら 9 例中５例で利尿剤を併用．

eGFRおよび血清アルブミン低値との関連は認めず． 

【考察】抑肝散は認知症の重症度によらず，AD・DLBの軽～中等度の「易怒性，妄想・幻視，夜間不眠・不穏」にしばしば

有効だった．投与前後に血清 K測定が望ましく，特に利尿剤併用時は K低下に要注意． 

【結語】抑肝散は低 K血症と眠気に注意すれば，認知症患者の軽～中等度陽性症状に対し試みる価値あり． 

本発表に関連し開示すべき COI関係にある企業等ありません． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



脳外科 
 

９．若年性アルツハイマー型認知症の臨床病態の検討 
国立病院機構甲府病院 脳神経外科１)，同リハビリテーション部２) 

長沼博文１)，小宮桂治１)，小池京子２)，小松富美子２) 

 

【はじめに】若年性アルツハイマー型認知症(Alzheimer’s disease；AD)は，老人性 ADと比べ病状の進行が速く，頭頂葉

の代謝低下がより強くみられるとされ，老人性 AD とは異なる病態とされている．当科で経験した若年性 AD の臨床病態を

検討した． 

【対象と方法】物忘れを主訴として受診した患者に対して，頭部 MRI検査，神経心理検査(HDS-R，記銘力検査等)，脳血流

SPECT(single photon emission computed tomography)検査を行った．MCI(mild cognitive impairment)の診断は HDS-R21

点以上の場合とした． 

【結果】64才以下の 95例のうち，AD型で MCI或は認知症と診断し長期に経過を見た例は 17例であった．その 17例の内，

進展の早かった例は 8例(A群;4~7 年間観察)，進展しないか遅かった例は 9例(B群;3~11年間観察)であった．神経心理検

査の比較では，A群は徐々に低下がみられたが，B群では殆ど変化がないか低下は軽微であった．脳血流 SPECT検査での e-

ZIS(easy Z-score imaging system)解析結果の比較では，頭頂葉及び帯状回後部の血流低下程度，血流低下領域の割合，

及び疾患特異領域と全脳の血流低下領域の割合の比較の全てで A 群の方が有意に高かった．B 群の２例では，頭頂葉の血

流低下が A群のパターンであったが，４年及び５年後に認知症となり，進展は遅かった． 

【考察】若年性 ADは老人性 ADと比べ病状の進行が速く，老人性 ADとは異なる病態とされている．しかし，今回の検討の

結果，若年性 AD患者の全てが進行が速いわけでは無く，頭頂葉の血流低下が低い症例では進行が遅かった． 

頭頂葉の血流低下が著明である症例でも進行の遅い症例もみられ，典型的な若年性 ADと背景の病態に何らかの違いが想定

された． 

今回の発表に関連する利益相反はありません． 

 

 

１０．平均 4.2年長期追跡しえた若年性アルツハイマー型認知症 24例の臨床経過 
ながせき頭痛クリニック１)，同院資料管理室２)，同院臨床神経心理室３) 

上白根病院 神経内科４)  

永関慶重１)，川村ルミ２)，小宮桂治３)，永関一裕４) 

  

【目的】若年性アルツハイマー型認知症（以下：若年性 AD）は，生産年齢期に発症し職場や家庭内に多大な影響を及ぼし

進行が早い病態である．本邦において，若年性 AD の臨床経過について詳細に論じた報告はない．当院は，2003 年 4 月の

開院から 16年間の AD患者は 2500 例を超えているが，その内，65歳未満で発症し 65歳を超えても継続的に追跡できた例

も含めた 24例の臨床経過を検討したので報告する． 

【対象】65歳未満でもの忘れなどを主訴に当院受診し，認知機能検査，頭部 MRI・SPECT（一部）さらに臨床症状を合わせ

て若年性 ADと診断し，治療開始後 1年以上治療継続しえた 24例（M：F＝13：11，50歳～75歳，平均 66.0±5.8 歳）を対

象とした． 

【方法】もの忘れ診断外来では認知機能評価を 4ヶ月毎に HDS-R, RCPM, 三宅式記銘力検査を行い治療開始時と最終評価

時の統計学的評価（ｔ検定）を行った．さらに就労率，要介護受療率，追跡時点での治療評価について検討した．【結果】

最終評価時の年齢分布は，65歳未満が 7例，65～69歳が 12例，70歳以上が 5例であった．平均追跡期間は，378日～3897

日で 1543.0±1205.4 日（4.2年）であった．認知機能検査は，HDS-R（初回：最終＝24.0±4.3：19.9±8.4，P=0.01５)で

有意差を認めた．RCPM（25.8±7.6：23.5±11.0，P=0.34５)，三宅式（17.2±6.4：15.5±11.0，P＝0.33１)であった．初

回の ADLは 1例のみ要介護１であったが他は全て自立していた．最終評価時には，継続治療は 12例，死亡 1例，治療中断

が 7例，入所要のための紹介は 4例であった．さらに就労率は 50％に低下し，要介護受療率は 10例 41.7％であった． 

【結語】 若年性 AD は，平均 4.2 年で，HDS-R で有意に低下を認め，就労率の低下，要介護受療率が約 42％など進行が早

いため，若年者の認知症を念頭に置きながら更なる早期診断と早期治療介入が必要と考える．本演題への利益相反はない． 

 

 

１１．治療に難渋する薬物乱用頭痛 96例の原因薬剤と治療結果 
ながせき頭痛クリニック１) 横浜旭中央病院 神経内科２)  

永関慶重１)，永関一裕２) 
 

【目的】国際頭痛分類(ICHD) 3版(2018)の 8.2に，「薬物乱用頭痛：以下 MOH」が分類され，１つ以上の OTC/処方鎮痛薬，

片頭痛頓挫薬（トリプタン）やオピオイド等を，3か月を超えて月に 10～15日以上定期的に摂取していると定義されてい

る．今回，MOHの原因薬剤と治療結果について検討したので報告する． 

【対象】’18 年 4月から 1年間に受診し ICHDに準拠し診断しえた MOHは，96例（男性:女性=21:75，年齢：8～72歳，平

均 37.0±14.0 歳）であった． 

【方法】治療継続期間別に，A群：初回のみ，B群：30日未満，C群 31日以上の 3群に分類し，起因頭痛，原因薬剤． C

群では，追跡期間と治療結果について検討した．治療は，原因薬物の即時中止を指示し SSRI/バルプロ酸 Naを主とした治

療を行った． 

【結果】MOHの起因頭痛は，片頭痛 85例（88.5％）緊張型頭痛 7例，気分障害 3例，さらに外傷性くも膜下出血 1例であ

った．原因薬剤は，OTCでは，ロキソプロフェン 45例（50.6％），プロフェン 38例（42.7％），アスピリン 33例（37.1％），



アセトアミノフェン 12例（13.5％），ナロンエース 4例，セデス 7例，処方薬では，カロナール 23例，SG顆粒 6例，経口

トリプタン 12例，スマトリプタン点鼻薬 2例であった．急性期・対症薬内服歴 1剤のみ 45例（46.9％），2剤 19例，3剤

16 例（うちトリプタン 5 例）4 剤 7 例，5 剤 2 例，6 剤 4 例（うち，トリプタン 3 例），7 剤 2 例（うちトリプタン 2 例）

で 2剤以上は，51例（53.1％）であった． A群：39例 39.6％，B群：13例 13.5％，C群：44例 45.8％であり，C群の追

跡期間は平均 135.4±81.5 日，このうち，MOH改善例は 39例 88.6％であった． 

【結語】MOHの起因頭痛は片頭痛が 89％を占め，治療継続例のうち，89％は MOHが改善した．片頭痛は悪心・嘔吐を伴い，

寝込むほどの頭痛であるため，患者は単なる頭痛として根拠なく鎮痛薬を内服する傾向があるため，片頭痛を正確に診断

し的確な治療を行い，野放図な鎮痛薬治療は厳に慎むべきである．本演題への利益相反はない． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東洋医学・在宅・検診 
 

１２．六君子湯が痰濁頭痛と食欲不振に効果的だった症例 
北杜市立国民健康保険辺見診療所１)，富士ニコニコクリニック２)            

中田医院 中国医学研究所３) 

賀村仁美１)，三井 梓１)，渡邊善一郎２)，中田 薫３) 

 

【はじめに】頭痛は臨床上よくみられる症状である．東洋医学では病因病機によって治療が変わる．今回，内傷頭痛の一

つである痰濁頭痛と食欲不振に六君子湯が著効したので報告する． 

【症例】46歳女性【主訴】頭痛と食欲不振 【既往歴】口唇ヘルペス【仕事】介護職 

【現病歴】X年 8月下旬，再発する口唇ヘルペスのため十全大補陽 7.5g/日，イラつき梅核気があり半夏厚朴湯 5g/日を内

服し軽快傾向であった．X年 11月仕事のストレスで食欲低下，消化不良や悪心の状態が徐々に悪化，軟便になり連続する

夜勤勤務後に右前額部の頭痛が出現した． 

【東洋医学的所見】脈：沈 弱 舌：淡白 白膩苔 歯根【弁証】不規則な食生活と過労で脾胃が弱り，気の生化不足及

び脾虚湿盛の状態になったと弁証した．そこで益気健脾・燥湿化痰の六君子湯 7.5g/日を投与，十全大補湯は 2.5g/日へ減

量し併用とした．2日目には頭痛は消失，空腹を感じるようになった． 

【考察】痰濁頭痛の代表的な方剤として半夏白朮天麻湯が知られている．今回，随伴症状として内風症状の眩暈・耳鳴は

なく，より脾虚や胃受納不足の症候が強いため健脾益気・和胃理気作用のある六君子湯を投与とした．前額部の頭痛は足

の陽明胃経と関連がある．このことからも今回の頭痛は脾胃の機能失調が強く関係していると考えられた．十全大補湯を

内服していたことを考えると六君子湯の半夏・陳皮の燥湿化痰，和胃理気作用が特に効果的であったと考える． 

【結語】頭痛の発症には多岐にわたる病因病機が存在する．痛みの部位の経絡を参考にすることも治療に役立つと思われ

る．また，今後は頭痛を容易に発症しない身体造りの治療と仕事内容を含む生活指導を行う必要があると考えている．  

（利益相反はありません） 

 

 

１３．むずむず脚症候群に半夏厚朴湯加羗活，威霊仙投与で症状が軽減した１症例 
中田医院 中国医学研究所１)，山梨県立中央病院 女性専門科２) 

身延山病院 内科３) 

中田 薫１)，縄田昌子２)，塚本路子２)，原 典子３)   
 

【はじめに】むずむず脚症候群は「下肢静止不能症候群」「エクボン症候群」とも呼ばれ，日本では３～４％に発症し，４

０歳以上の中高年女性に多く（男女比２：３)，人工透析者，妊婦，若い女性にも多い疾患である．入眠障害の一つの要因

として本症候群があり，睡眠時，下肢を動かさないとムズムズするため入眠障害となる．今回，むずむず脚症候群の患者

に半夏厚朴湯加羗活，威霊仙を投与し症状が軽減した症例を経験したので報告する．羗活，威霊仙は保険適応の生薬であ

る． 

【症例】８２歳女性．Ｘ-１年１１月初診．数年前より，寝ようとすると下肢がムズムズして寝られない，ということで受

診．下肢を包帯で締め付けるとムズムズ感が軽減する．梅核気あり． 

【既往歴】シェーグレン症候群，うつ病（内服加療中）．西洋薬は継続とし，半夏厚朴湯（煎じ薬）加威霊仙４ｇ羗活４ｇ

投与した．同１２月煎じ薬を飲んでいるとムズムズと梅核気が軽減し寝つきが少し良くなってきた という． 

【考察】本症例の下肢のむずむずする部位は，経絡の視点でみると足太陽膀胱経の走行に一致する．膀胱経の帰経薬（経

絡に効果的に作用する薬）は羗活である．今回，羗活の徐風湿止痛作用を増強し，経絡を通達する働きの威霊仙を組み合

わせて使用した．受診前に下肢を包帯で締めることで症状が軽減した理由は，膀胱経の流れを阻害したことによるためと

考えられる．膀胱経の原穴，「京骨」の刺激も有効と考えられるが８２歳と高齢の為鍼灸治療は施行しなかった．湯液治療

のほかに，経絡の走行に一致した帰経薬や原穴を取り入れるのも一つの方法と考えられる．また，人工透析，妊娠，若い

女性に多い疾患ということは「血虚」の可能性も示唆される． 

【結語】むずむず脚症候群に半夏厚朴湯加羗活，威霊仙の投与が有効であった症例を経験した．東洋医学的視点をもつこ

とで西洋医学では治療がしにくい症状を改善する選択肢が広がると思われる． 

利益相反無 

 

 

１４．梅核気に半夏厚朴湯煎じ薬が有効であった３症例 
中田医院 中国医学研究所１)，北杜市立国民健康保険辺見診療所２)  

甲府共立病院 産婦人科３) 

中田 薫１)，賀村仁美２)，鶴田統子３)    

 

【はじめに】梅核気（喉に何かつかえた感じ）に半夏厚朴湯（煎じ薬）投与し症状が軽減した症例を経験したので報告す

る． 

【症例】症例１：５９歳女，不眠が主訴で梅核気と抑うつ，があり半夏厚朴湯煎じ薬（杏仁４ｇ，厚朴３ｇ，茯苓４ｇ，生

姜２ｇ，半夏３ｇ，蘇葉１ｇ（後下：数分煎じるだけ））と不眠に安神剤の酸棗仁湯エキス１包分１睡眠前投与７日で梅核

気消失．症例２：６４歳女，梅核気，便秘，不安が主訴で半夏厚朴湯煎じ薬（症例１と同量）と便秘に瀉下剤の潤腸湯エ

キス１包分１朝投与数日で主訴が軽減．症例３：７５歳女，梅核気，不眠，不安が主訴で半夏厚朴湯煎じ薬（症例１と同



様）投与数日経過して梅核気と不安消失．３例共漢方薬を飲んでいると安心するという患者の希望で半夏厚朴湯エキス加

紫蘇１ｇ生姜２ｇ（後下）に変更して投薬中． 

【考察】梅核気は肝気鬱結という病証で長期間或いは過剰な心労（ストレス）や心配が原因で，気の流れが鬱して痰を生

じ咽喉で痰と気が結すると生じる．肝気鬱結の症状は梅核気，空咳，抑うつ，怒りっぽい，側胸部が張る感じ，眼球乾燥，

こむら返り，不眠（寝つきは良いが夜中に目が覚めると寝られない），悪夢，朝起きた時に疲れている，怒りやすい等があ

り治療方法は理気消痰で半夏厚朴湯等を使う．令和日本では半夏厚朴湯エキス剤が保険適応で有るが，半夏厚朴湯エキス

剤に蘇葉，生姜各１～２ｇを追加するとより効果的である．蘇葉，生姜には揮発成分が多く含まれていて長時間煎じると

内容が減少するので数分煎じる後下が適している．半夏厚朴湯の煎じ薬は全て健康保険適応である． 

【結語】肝気鬱結（梅核気以外のいろいろな症状）の消失には半夏厚朴湯煎じ薬投与も一つの方法である． 

利益相反無 

 

 

１５．髄膜腫手術直後からの原因不明で極度の寒気に柴胡桂枝乾姜湯が著効した症例 
富士ニコニコクリニック   渡邊善一郎 

 

【症例】女性 47歳  

【主訴】全身の寒気．現病歴二年前に脳幹部髄膜腫 2/3 摘出術直後より，全身に強い寒気を感じるようになり，特に冬は

辛いので受診して来た． 

【現症】身長 157ｃｍ, 体重 52Kg, 体温 36.8℃, 神経学的に異常は認めず,手の感覚は正常で熱さを感じ,他覚的にも

手足は温かい．今までの検査では寒気の原因は解明できていない． 

苦悶様で身体を丸め，厚着で入室して来た．冬場は全身が寒くて厚着し，エスキモー状態でストーブ前，寒いのでコタツ

寝の生活，入浴温度は 44℃（家族 40℃）でも平気で，入浴中も寒くて身体が温まらない．夏場の寒気は軽く，無汗．脈診

やや弦細．舌は淡紅でやや乾燥気味，苔少．腹背診は胸脇苦満，心下苦および膈兪付近圧痛．また，裏熱之病も否定でき

なかったので，白虎人参湯と附子理中湯を試飲したが，症状に変化を認めなかった． 

【弁証】膈不通（特に後膈）と考え，柴胡桂枝乾姜湯を処方． 

【経過】服用２日目よりエスキモー状態から脱出できた．気水が巡り，一時的に排尿回数 4→7回に増加した．服用３週目

には入浴も家族と同じ 40℃で大丈夫になった．発汗を認め，コタツ寝なしでの生活が可能になった．温かい部屋での仕事

は上着を脱いで半袖でいられる． 

【考察】柴胡桂枝乾姜湯は柴胡加竜骨牡蛎湯証の虚証と言われ，裏寒・津液不足・精神症状がある人に用いる．生薬構成

から柴胡・黄芩は膈欝熱に，桂枝・乾姜・甘草は裏寒に，生津の栝楼根は津液不足に，牡蛎は止汗に働く．栝楼根・牡蛎で

前後の膈疎通に働く．2000年前に編纂された『金匱要略』瘧病篇に「柴胡桂姜湯治瘧病,・・・寒多微有熱或但寒不熱（服

一剤如神）」の記載があり，まさにこの病態である．臨床では近代西洋医学では原因不明であっても，古典まで遡ると，類

似の病態の治療法が散見できることは驚きである．医学は新しい知識のみだけでは通用せず，温故知新の大切さが痛感さ

せられる． 

（利益相反なし） 

 

 

１６．軽症の腎機能低下に対して漢方エキス剤での有用性について 
富士ニコニコクリニック   渡邊善一郎 

 

【はじめに】腎機能低下に漢方薬は有効であることを報告してきた． 

今回は漢方初心者でも簡単に使用できるように漢方エキス剤のみでの効果を検討した． 

【対象と方法】 

検診などで腎機能低下を指摘された 10 例（男７・女３)であり，補薬の黄耆を含む漢方エキス剤の補中益気湯・防已黄耆

湯・黄耆建中湯を投与し，前後の血清クレアチニン値（CRN）および eGFR値を延べ人数 12例で比較した． 

【結果】 

①CRN1.20→1.02,eGFR54.7→64.9，②CRN1.11→0.96,eGFR51.6→59.8 

③CRN1.05→0.85,eGFR58.9→69.7，❸CRN1.04→0.85,eGFR59.2→73.8 

④CRN0,95→0,76,eGFR52.5→65.2，⑤CRN0.94→0.86,eGFR47.4→52.2 

⑥CRN1.04→0.85,eGFR47.6→59.4，❻CRN0.91→0.79,eGFR54.4→63.0 

⑦CRN1.08→0.93,eGFR53.8→63.4，⑧CRN1.18→9.95,eGFR58.5→61.9 

⑨CRN1.01→0.90,eGFR54.4→63.0，⑩CRN1.18→1.09,eGFR48.2→57.6 

であった．方剤は②で防已黄耆湯＋牛車腎気丸の組み合わせ以外は防已黄耆湯＋補中益気湯であった． 

【考察】第 45 回の本学会に漢方エキス剤（防已黄耆湯 7.5g 加黄耆末２g）で腎機能低下（CRN1.63→1.28,eGFR25.7→33.

３)が改善した症例を報告した．今回は症例数を増やして検討した結果でも，軽症全例に漢方エキス剤のみで改善を認めた．

漢方初心者の西洋医でも簡単に使用できることが示唆され，早期の軽症腎機能低下から積極的に医療者が関わることで，

機能低下の速度を遅らせ，透析を回避できると考える． 

【結語】腎機能低下には漢方薬治療は有効である．（利益相反なし） 

 

 

 

 



１７．峡南医療圏における在宅医療の実態について（アンケート結果報告） 
南部町医療センター１)，くつま整形外科医院２)，立川医院３) 

市川万邦１)，久津間健治２)，立川博邦３) 
【はじめに】峡南医療圏は市川三郷町，富士川町，早川町，身延町，南部町の計５町により構成され，医療施設に従事す

る医師数は，人口１０万人当たり１４４．０人（平成３０年１１月現在）であり，本県平均２１６．８人および全国平均

２３７．３人を大きく下回っている．併せて，本医療圏は県下で最も高齢化・過疎化が進行している地域である．それを

受け第一次山梨県地域医療再生計画が平成２２年から平成２５年まで行われ，在宅医療部門においては平成２０年度の各

病院の訪問診療数の調査が行われた．この計画で飯富病院内に「峡南在宅医療支援センター」が平成２３年４月１５日に

設置され，現在は峡南５町が共同出資し運営を行っている． 

【対象と方法】南巨摩郡医師会，及び西八代郡医師会所属の病院６施設，診療所３３施設（合計３９施設）に対し過去３

年間の年度別（令和元年度（平成３１年度）は４月１日から１０月３１日までの７か月）の訪問診療数，看取り数をハガ

キによるアンケートで令和元年１１月１日から３０日に調査を実施した．【結果】回答率は３６／３９（９２％）．平成２

９年度は訪問数２，６５９件，看取り数７４名，平成３０年度は訪問数２，６６６件，看取り数７９件，令和元年度は訪

問数１，６４３件，看取り数４０名であった．訪問診療は病院４施設，診療所１０施設で実施されていた． 

【考察】地区別においては峡南北部では病院と診療所，中部では病院，南部では診療所が中心となり訪問診療が展開され

地域の医療状況に応じた体制ができていた．年度別ではほぼ一定した訪問診療，看取り数であった．新たに訪問診療を開

始した施設はなかった． 

【結語】令和元年１０月から南巨摩郡医師会ではＩＣＴツール「バイタルリンク」を導入した．今後，在宅医療推進の一

役を担うものと思われる．このアンケート結果を峡南在宅医療支援センターに情報提供し峡南在宅ドクターネットの助け

となることを期待する． 

利益相反なし 

 

 

１８. 令和 1年度住民健診の概況 
富士吉田医師会１)，同臨床検査センター２) 

刑部利雄１)，駒谷壽一１)，刑部光太郎１)，堀内 裕１)，小林清敏１)  

    天野隆三１)，高橋常和１)，奥脇晴雄１)，立澤教夫２)，祖谷淑美２)   

三浦 誠２)，塩谷理恵２)，坂本健司２)，小俣貴子２)，堀内路雄２) 

 

【はじめに】 

富士吉田医師会では，昭和 49年に成人病検診を実施して以来地域住民に対して健診を行ってきた．令和 1年度の住民健診

の結果を報告する． 

【対象と方法】富士吉田市他 2町 3村の 5,746名(男性 2,327名，女性 3,419名)を対象に，尿検査，貧血検査，血圧検査，

心電図検査，肝機能検査，腎機能検査，糖尿病検査，血清脂質検査，メタボリック症候群判定を行った． 

【結果】尿・血圧・心電図検査では男女とも加齢に伴って異常率が増加する傾向を認めた．貧血検査では 50歳未満の女性

で異常が目立った．肝機能検査，腎機能検査は男性での異常率が高い傾向を認める．糖尿病検査は，男女とも 60歳以上の

異常率は高値を示している．脂質検査，メタボリック症候群判定は，男性の異常率は女性に比べ高値であった． 

【考察】数年来，比較的若年層の異常が目立つ傾向があり，若年期から食生活を主体とした生活習慣全般に適切な指導の

必要性を感じた．また女性に比べて男性の生活習慣病を示唆する所見が多いことも気懸りな点である． 

【結語】特定健康診査が導入された平成 11年度から，従来からの生活習慣病健診の受診者数は減少傾向を認めており，今

年度も昨年度に比べて受診者数は 123名(2.1%)減少している．住民が希望する健診の内容を把握し，がん健診等を加えた，

住民の要望に応えられる健診の実施を関係機関と協議のうえ目指していきたい． 

利益相反なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



循環器 
 

１９．当院における心房細動アブレーション術後の急性胃拡張の検討 
山梨厚生病院 循環器内科  下浦雄大，須藤洸司，浅川哲也，中川和也，大森一平 

杉田聖子，望田哲司，松村国佳 

 
【はじめに】心房細動に対するカテーテルアブレーションが普及してきており，様々な合併症も報告されている．なかで

も，急性胃拡張は左房と隣接する食道周囲迷走神経叢への障害が原因とされており，術後の消化器症状には注意を要する． 

【対象と方法】当院における 2019 年 7 月から 2020 年 1 月における，心房細動に対するカテーテルアブレーション（高周

波アブレーション/クライオバルーンアブレーション）を行った症例 77 例のうち，術後の腹部レントゲンと消化器症状か

ら，急性胃拡張の有無に関して評価し得た 35例を対象とした(65.6±12.1歳，男性 22例（62%），高周波群 22例/クライ

オ群 13例)． 

【結果】無症候性急性胃拡張を来した症例は 10 例（28.5%），有症候性急性胃拡張を来し，薬物治療を要した症例は 1 例

(2.8%)であった． 

高周波アブレーション（男性 15例, Paf 15 例,左房径 43±7.4mm, LVEF 64.5±7.2%）においては，6例で無症候性急性

胃拡張を来していた．一方でクライオアブレーション（男性 6例, Paf 11 例,左房径 37.8±7.3mm,LVEF 69%）において

は，1例で有症候性急性胃拡張を来し，3例で無症候性急性胃拡張を来していた． 

【考察】2郡間において，無症候性急性胃拡張を来した症例は有意差は認めなかったが，クライオアブレーション群におい

て多い傾向にあった．高周波アブレーションでは食道近傍の左房後壁の通電回数を減らしたり，出力やコンタクトフォー

スをコントロールすることが可能である．一方でクライオアブレーションを選択した場合には，予期せず左房後壁を大き

く焼灼する可能性も考えられた． 

【結語】急性胃拡張を来すと重症化することもあり，術後の消化器症状には十分に気を付ける必要性があると考えた． 

※この発表における利益相反の有無：無し 

 

 

２０．持続性心房細動に対するカテーテルアブレーション治療前後の NTproBNP 変動の有

用性について 
山梨県立中央病院 循環器内科 

後藤剛顕，梅谷 健，秋山裕一郎，猪股大智，朝比奈千沙， 

清水琢也，矢野利明，牧野有高，佐野圭太，中村政彦 
 

【はじめに】NT-proBNP は心不全治療の biomarker として臨床的に有用な指標である．持続性心房細動(CAF）に対するカ

テーテルアブレーション(CA)治療前後の NT-proBNPの変化について検討した． 

【対象と方法】2015 年 1 月 1 日から 2018 年 12 月 31 日までに当院で CA 治療を施行した CAF 患者 185 名(年齢 65±10 歳，

男性 137名）を対象とした．NT-proBNP とほかの clinical parameter について，術前から CA治療後 12か月まで変動を追

跡した． 

【結果】術前 NT-pro-BNPは 899±841 pg/ml，術後 1-3か月は 529±1011 pg/ml，12か月後は 354±437 pg/ml (p < 0.0

１)と有意に低下がみられた．左室駆出率も有意に改善し，左房径は術前 43±6mmから術後 12か月で 40±7mmに低下した．

術前 NT-proBNP >400 pg/ml の症例の割合は 74% (121/16４)であったが，術後 12 か月では 22%(36/164 例)にまで減少し

た．NT-proBNP >400 pg/ml が遷延した 22/36例では肥大型心筋症などの器質的心疾患や術後 CAF 遷延が認められた． 

【考察・結語】CAF の多くの症例では CA 治療によって NT-proBNP の有意な低下がみられた．CA 治療後に NT-proBNP>400 

pg/ml で遷延する症例では，器質的心疾患の合併や CAF の遷延が認められた．上記結果について文献的考察を加えて報告

する． 

演題発表に関連し，発表者らに開示すべき COI関係にある企業などはありません． 

 

 

２１．低心機能かつ弁輪損傷の危険性がある超重症大動脈弁狭窄症に対して経皮的心肺

補助下に経カテーテル的大動脈弁植え込み術を施行した１例 
山梨大学医学部 循環器内科１)，同心臓血管外科２)，同麻酔科３) 

吉崎 徹１)，小野芹奈１)，小林亜樹１)，堀越健生１)，渡辺陽介１) 

出山順太郎１)，植松 学１)，小林 剛１)，藤岡大佑１)，中村貴光１) 

斉藤幸生１)，中村和人１)，川端健一１)，尾畑純栄１)，久木山清貴１) 

吉田幸代２)，河合幸史２)，白岩 聡２)，本田義博２)，榊原賢士２) 

加賀重亜喜２)，中島博之２)，三井一葉３) 

 

【はじめに】2013 年 10 月経カテーテル的大動脈弁植え込み術(TAVI)が保険適用となり，従来の外科的大動脈弁置換術に

対する手術リスクが高い症例を中心に手術が実施されている．近年の大規模臨床研究結果から手術リスクが低い症例に対

しても良好な臨床成績が報告されており，適応が拡大している．今回，低心機能かつ弁輪損傷の危険性があり TAVI施行の

リスクが高いと考えられた超重症大動脈弁狭窄症(AS)に対して，経皮的心肺補助(PCPS)サポート下に合併症なく TAVIを実

施し得た症例について報告する． 



【症例】症例は 87 歳女性．心不全を発症し前医へ入院した際に，AS を初めて指摘された．薬物治療で心不全は改善した

が，AS に対する治療を希望され当院紹介．心エコー図では左室駆出率 20%程度まで低下しているにも関わらず，最大大動

脈弁通過血流速度 4.8m/s の超重症 AS の結果であった．急変のリスクが高いため入院で心不全管理を行いつつ，術前精査

を行った．ハートチームで検討の結果，高齢で手術リスクが高いため TAVIを施行する方針となったが，低心機能かつ左室

流出路石灰化のため弁輪損傷のリスクがあり TAVI 施行のリスクも高いものと考えられた．このため PCPS サポートで手技

を行う方針とし，合併症なく人工弁を留置する事が可能であった．PCPSは手術室で離脱し，術後経過も良好で，長期入院

による廃用に対してリハビリを行い，術後第 15病日独歩退院となった． 

【考察】TAVIにおいて，PCPSは弁輪破裂，左室穿孔などの致死的合併症が生じた際に，救命目的に緊急で使用されること

が多い．TAVIの手技リスクが非常に高い症例(低心機能，冠動脈閉塞リスクが高い，弁輪損傷のリスクが高い等)に対して

は，PCPSサポート下での手技実施の有用性と安全性が，少数例ではあるが報告されている(１)． 

(1) Husser O, Holzamer A, Phillipp A, et al. Emergency and prophylactic use of miniaturized veno-arterial 

extracorponeal membrane oxygenation in transcatheter aortic valve implantation. Catheter Cardiovasc Interv. 

2013;82:E542-51. 

【結語】本症例では低心機能かつ弁輪損傷の危険性があり TAVI 施行リスクが高い症例であったが，PCPS サポート下で治

療を行い，合併症なく安全に手技を施行し得た． 

利益相反なし 

 

 

２２．大動脈弁狭窄症に対する自己拡張型 Evolut 弁での治療経験 
山梨大学医学部 循環器内科１)，同心臓血管外科２)，同麻酔科３)，同 ME センター４)， 

同放射線部５) 

小林 剛１)，小野芹奈１)，堀越健生１)，小林亜樹１)，吉崎 徹１) 

渡邊陽介１)，植松 学１)，出山順太郎１)，藤岡大祐１)，中村貴光１) 

斎藤幸生１)，中村和人１)，川端健一１)，尾畑純栄１)，久木山清貴１) 

吉田幸代２)，河合幸史２)，白岩 聡２)，本田義博２)，榊原賢士２) 

加賀重亜喜２)，中島博之２)，三井一葉３)，降旗俊輝４)，藤岡未宇４)  

清水健司４)，望月 仁４)，村松 治５)，掛川貴史５)，馬場貴之５)  

小林 寛５)，大西 洋５) 
 

【はじめに】有症候性の重症大動脈弁狭窄症(AS)に対して開胸弁置換術（SAVR）が標準治療として実施されてきた．しか

し対象となる症例の全身状態によっては開胸手術の危険性が高く，適応とならないことがあった．このような患者への代

替治療法として経皮的大動脈弁留置術(TAVI)が日本でも 2013年より開始された．その後，TAVIは SAVRに劣らない成績で

あることが多く報告され，当初対象とされていた SAVR 高リスクの患者さんだけでなく，SAVR リスクの高くない患者さん

も高齢であれば TAVIでの治療適応となる方向に動いてきている． 

【考察・結語】現在日本国内では，TAVI 用の弁としてバルーン拡張型の SAPIEN3 弁・自己拡張型の Evolut 弁の 2 種類が

承認を受けている．当院でも SAPIEN3 弁から導入し，次いで Evolut 弁での治療を開始した．それぞれに長所・短所があり

使い分けることでより良い成績につながると考える．2弁の違いの要旨と Evolut弁で治療を行った症例を提示する． 

利益相反なし 

 

 

２３．Van Praagh A3型総動脈幹症修復術後 15 年目に Bentall，部分弓部置換，右肺動脈

形成，右室流出路再建術を施行した 1例 
山梨大学医学部 附属病院第二外科１)，同小児科２) 

加賀重亜喜１)，中島博之１)，本田義博１)，鈴木章司１)，吉田幸代１) 

河合幸史１)，白岩 聡１)，榊原賢士１)，戸田孝子２)，喜瀬広亮２)  

河野洋介２)，吉沢雅史２)，須長祐人２) 
 

【はじめに】総動脈幹症とは，心基部より大血管が１本だけ起始しており，その血管から冠動脈，大動脈，そして１本ま

たは２本の肺動脈が頸部の血管よりも中枢側で起始するものを指す．多くの症例は新生児期に心内修復術を必要とする．

心内修復後も総動脈幹弁逆流や心外導管狭窄，末梢肺動脈狭窄，大動脈拡張に対して外科的治療介入が必要である．今回

Van Praagh A3 型総動脈幹症修復術後 15年目に大動脈基部拡大，右肺動脈狭窄，右室流出路狭窄に対して 4回目の開心修

復術を施行した症例を報告する． 

【症例】患者は 16歳男性．生後まもなく VanPraagh A3 型総動脈幹症と診断された．左肺動脈は動脈管由来で高度狭窄を

来していたため，生後 8 日と 33 日に動脈管に対してバルーン拡大術を施行した．生後 4 ヶ月，左右肺動脈を統合し BT シ

ャントと総動脈幹弁形成術を施行した．生後 11 ヶ月，総動脈幹弁の再形成，心室中隔欠損閉鎖術，右室流出路形成術

（Barbero-Marcial法）を行った．3歳 3ヶ月時に総動脈幹弁逆流の増悪と成長に伴う右室流出路の相対的狭窄のため，総

動脈幹弁の人工弁置換術及び右室流出路再建術を施行した．その後，徐々に大動脈基部から上行大動脈が拡大，拡大した

上行大動脈による右肺動脈狭窄が進行，さらに右室流出路の相対的狭窄を来したため，今回手術適応と判断した． 

【結果】手術は大動脈より離断していなかった動脈管周囲で大動脈壁を損傷したため，脳分離体外循環下に部分弓部置換

を加えた Bentall＋右肺動脈形成，3弁付き導管を用いた右室流出路再建を施行した．右肺動脈は上行大動脈による圧迫を

解除するも拡張は得られず，自己心膜による拡大を行った． 



【考察】先天性心疾患術後遠隔期に上行大動脈が拡大する症例が散見される．破裂や解離の発症リスクから検討した成人

例の適応基準のみならず，拡大した大動脈による周囲組織への影響も考慮した手術介入のタイミングを検討する必要があ

ると考えられた． 

本演題発表に関連し，開示すべき COI関係にある企業などはありません． 

 

 

２４．急性心筋梗塞から重症心不全に移行し緩和医療導入して看取った１症例 
山梨大学医学部 第二内科１)，同緩和ケア科２) 

出山順太郎１)，小野芹奈１)，斎藤幸生１)，飯島哲也２)，久木山清貴１) 
  

【はじめに】最近末期心不全患者の緩和ケアに関する議論が行われているが，多くの問題が指摘されている.今回治療方針

決定に苦慮した症例を経験したので報告する. 

【症例】93 才男性，慢性腎不全で近医通院中だったが筋力トレーニングを行うほど活動的であった.来院日に胸痛自覚し

近医受診，急性下壁心筋梗塞と診断され当院救急搬送.緊急冠動脈造影で右冠動脈閉塞をみとめ同部位に薬剤溶出ステント

留置.入院時より肺水腫合併もあり IABP 挿入し集中治療室に入室.第 3 病日に IABP 抜去したが第 5 病日から再度肺水腫増

悪，肺炎合併もあり抗菌薬開始.第 6 病日冠動脈残存病変に対して経皮的冠動脈形成術施行したが心不全改善せず，強心

剤・BiPAPマスクが常時必要な状態となった.入院ストレスのためか治療・看護への抵抗も強くなり第 13病日頸静脈 CVを

自己抜去.同日ご家族に治療方針を確認すると妻より「本人は自宅での看取りを希望していたので，病室で苦しんでいる姿

を見ると救急車を呼んだことを後悔している.今から自宅へ連れて行って看取ってあげたいくらいだが難しいのはわかる.

苦しさを何とかしてあげたい.」と発言あり.強心剤，BiPAPマスク継続するが苦痛緩和を最優先する方針とした.静脈麻酔

では鎮静得られず第 21病日緩和ケアチームコンサルト，静脈内 PCAを開始（塩酸モルヒネ）すると呼吸困難症状は改善し

落ち着いた.以後肺炎・心不全は徐々に増悪，第 26 病日以降次第に傾眠傾向となるも呼吸困難は安定した.第 40 病日徐脈

から心停止，死亡確認となった. 

【考察】循環器疾患は治療により回復する場合があり，がん患者と違っての本人の治療意思確認や緩和医療導入のタイミ

ングが難しいとされる.本症例のように急性疾患から回復できなかったケースでどのような方法があったか，多職種での振

返りが必要と考えた. 

【結語】急性心筋梗塞から重症心不全に移行し緩和医療導入して看取った症例を経験した. 

COI ありません 
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２５．総腸骨動脈瘤を合併した腹部大動脈瘤に対して内腸骨動脈再建ステントグラフトを

使用し EVARを行った２症例 
山梨厚生病院 心臓血管外科 三森義崇，伊從敬二，奥脇英人，有泉憲史，橋本良一 

 

【はじめに】 総腸骨動脈瘤合併例に対する腹部大動脈ステントグラフト内挿術 (EVAR) を行う際は，内腸骨動脈の血流

を犠牲した術式が一般的であったが，殿筋跛行や腸管虚血が問題であった．今回，内腸骨動脈再建デバイスである Iliac 

Branch Endoprosthesis (IBE) を使用して内腸骨動脈を温存しつつ EVARを行った 2例を経験したので報告する． 

【症例 1】53才男性，腹部大動脈瘤 33mmと右総腸骨動脈瘤 32mmを合併していた．右内腸骨動脈を IBEで再建して EVARを

行った．術後 5日目に退院し殿筋跛行を認めなかった．造影 CTでエンドリークを認めず，内腸骨動脈も開存していた． 

【症例 2】77才女性，腹部大動脈瘤 44mmと右総腸骨動脈瘤 35mmを合併していた．右内腸骨動脈を IBEで再建して EVARを

行った．術後 14 日目に退院し殿筋跛行を認めなかった．造影 CT で腰動脈からの type2 エンドリークを認めたが，内腸骨

動脈は開存していた． 

【考察】腹部大動脈の 2～3 割に腸骨動脈瘤が合併すると報告されている．EVAR を行う場合には，エンドリークを予防す

るために内腸骨動脈の塞栓術を行い外腸骨動脈まで脚を延長する術式が一般的であったが，殿筋跛行が 2～3割に発症する

と報告されており ADL低下が問題となる．2017年 8月に IBEの使用が保険適用となり，内腸骨動脈の血流を温存した EVAR

が可能となった．入院期間の短縮や ADL 維持につながるため短期成績は良好と考えられるが，解剖学的適用要件を満たす

症例は限られ，今後の長期成績の検討も必要である． 

【結語】IBEを使用して内腸骨動脈血流を温存した EVARを 2例に行い良好な経過が得られた． 

開示すべき利益相反はありません． 

 

 

２６．県内初の精神科身体合併症病棟での治療を行なった自殺企図の１例 
山梨県立中央病院 高度救命救急センター１)，同精神科２)，地域医療連携室３) 

萩原一樹１)，江間彩子２)，佐々木由里香３)，吉田侑真１)，森 紗耶香１) 

河西浩人１)，原田 薫１)，松本 隆１)，川島佑太１)，釘宮愛子１) 

笹本将継１)，柳沢政彦１)，松本 学１)，宮崎善史１)，大内秀高２) 

渡辺 剛２)，井上潤一１)，岩瀬史明１) 
 

【はじめに】精神科身体合併症病棟(Medical psychiatry unit; 以下 MPU)は，救命救急センター病棟に隣接する形で新た

に併設された閉鎖病棟である．身体科治療，精神科治療を要する救急患者を対象に 2019 年 11 月から稼働している．我々

は，MPUで治療した切腹による自殺企図症例を通し，MPUの紹介とともに報告する． 

【症例】93歳男性．うつ病や脳血管認知症などを背景とし，自殺目的に包丁で腹部を横一文字に約 25cm切腹し，ドクター

ヘリで現場から搬送された．来院時は出血性ショック状態であり小腸が脱出した状態だった．広範な小腸間膜損傷や複数

の腸管損傷を認め，来院 14分後から救急初療室で開腹止血・小腸切除術を行った．第 2病目に根治的手術を行い，第 6病

日に抜管，第 7 病日から経口摂取を開始した．受傷機転より第 1 病日には精神保健福祉士や精神科医が家族へ介入，抜管

後に精神科医が本人へ介入し，第 8 病日から MPU へ入室した．MPU 入室後は術後管理や手術創感染に対する治療に加え，

連日の精神科医の診察や投薬調整を密に行なった．身体的，精神的にも徐々に安定し，一般病棟での管理も可能と判断さ

れ，第 40病日に近医へ転院となった． 

【考察】重症身体疾患と精神疾患を合併した症例の入院管理をどこで行うかは，現在まで課題の一つだった．MPUは精神保

健福祉法で管理され，任意・医療保護・応急入院の入院形態をとる．主治医は救急科医であるが，精神科医も担当医とし

て毎日介入し合同カンファレンスも行う．今回は MPU へ入院したことで手術合併症である創感染の管理を行いつつ質の高

い精神科医療を提供することができたと考えている． 

【結語】MPU の活用は，重症身体疾患合併精神疾患患者や身体的治療を要する重篤な精神症状をもつ患者の治療の一助と

なる可能性がある． 

 

 

２７．高齢者のフレイルチェストに対して肋骨固定術を施行し良好な経過を辿った１例  
山梨県立中央病院 高度救命救急センター 

笹本将継，吉田侑真，森 沙耶香，河西浩人，原田 薫 

松本 隆，川島佑太，萩原一樹，釘宮愛子，柳沢政彦 

松本 学，宮崎善史，井上潤一，岩瀬史明 
 

【はじめに】近年フレイルチェスト・多発肋骨骨折に対するロッキングプレートによる肋骨固定術は海外では積極的に行

われており，様々な有用性が報告されている．当院でも 2011年 8月より下顎用チタン製ロッキングプレートを使用しフレ

イルチェスト・多発肋骨骨折に対する肋骨固定術を行っている．高齢者のフレイルチェストに対し肋骨固定術を施行し良

好な経過を辿った 1例を報告する． 

【症例】84歳女性．桃畑で自走式昇降機に乗って作業中に操作を誤り昇降機が横転し，約 2m投げ出され受傷．ドクターヘ

リにて当院高度救命救急センターへ搬送となった．顔面挫創および右胸部の疼痛，奇異性呼吸を認め，CT上右外傷性血気

胸，右第 2-9 肋骨骨折認め第 3-6 肋骨は多分節で骨折を認めた．顔面挫創，右フレイルチェスト，右多発肋骨骨折・血気



胸の診断となり，胸腔ドレナージ施行し同日入院となった．著明な胸郭変形および臨床的フレイリングの持続，疼痛を認

めたため第 5 病日に全身麻酔下にチタン製ロッキングプレート・ワイヤーを使用し肋骨固定術を施行した．疼痛改善し第

7 病日には酸素不要・トイレ歩行も可能となり，第 14 病日には病棟内自立歩行可能となった．経過良好にて第 21 病日に

リハビリテーション目的に転院となった． 

【考察】本症例ではフレイルチェストに対する肋骨固定術を行うことで，疼痛を改善し高度な胸郭変形を矯正することで

早期離床を可能とし ADL低下を最小限に防ぐことができたと考えられる． 

【結語】フレイルチェストに対する肋骨固定術は有用な治療方法である． 
 

 

２８．術中 ICG蛍光法を用いた非閉塞性腸管虚血の治療戦略 
山梨大学医学部 附属病院臨床教育センター１)，同第一外科２) 

(研)水上瑛仁１)，古屋信二２)，須藤 誠２)，塚原 勇２)，滝口光一２) 

高橋和徳２)，山本敦史２)，丸山 傑２)，中田祐紀２)，清水浩紀２) 

赤池英憲２)，細村直弘２)，雨宮秀武２)，河口賀彦２)，川井田博充２) 

井上慎吾２)，河野 寛２)，市川大輔２) 

 

【はじめに】非閉塞性動脈虚血（non-occlusive mesenteric ischemia：NOMI）は腸間膜血管主幹部に器質的閉塞を伴わな

いにもかかわらず，腸管血流障害をきたす病態である．致死率も 56〜79%と高く，予後不良な疾患である．緊急手術では切

除範囲の決定に難渋する症例も少なくない．当院では術中 Indocyanine green(以下，ICG)蛍光法を用いた腸管血流評価を

用い，診断も含め，切除の適応・範囲などを決定している．当院で経験した，診断と切除範囲に有用であった症例を提示

する． 

【症例】症例１は 69歳男性，食後の腹痛にて前医を受診，CT上 SMA・SMVの造影効果は保たれていたが，腸管の広範囲の

浮腫より NOMIが否定できないため当院紹介となる．緊急手術では空腸に著明な浮腫を認めたが，肉眼上で明らかな虚血性

変化は認めなかった．ICG蛍光法にて血流を確認したが，血流障害を認めず，NOMIを否定した．症例 2は 80歳男性．腹痛

を主訴に前医受診．CT検査で，門脈気腫を認め腸管壊死の診断で，当院に搬送された．緊急手術では，回腸に軽度の色調

変化・浮腫を認めたが，肉眼上で明らかな虚血性変化は認めなかった． ICG蛍光法にて腸管血流評価を施行した．色調変

化を認めた腸管の血流分布は不均一化し，腸間膜の血流低下を認めた．NOMIによる腸管虚血と診断し，血流分布変化範囲

の腸管切除，吻合を施行した． 

【考察】粘膜下層内で虚血が起こった場合，ICGではまだら様に描出され，固有筋層内で虚血が起こると，一部信号が消失

する．よって，術中 ICG 検査は腸管虚血の程度を反映している可能性が高く，切除範囲の決定に大きく貢献するものと考

える． 

【結語】腸管切除の適応や範囲を決める際には肉眼的な所見のみではなく，ICG による観察で正確に虚血領域を同定する

ことが有用である． 

利益相反なし 
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２９．Population variability in the severity of the alcoholic hepatitis in a  

mouse model  
市立甲府病院 外科１)，山梨大学医学部 第一外科２) 

Ｔｅｘａｓ Ａ＆Ｍ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ３) 

(視)福島久貴１)，古屋信二２)，河野 寛２)，藤井秀樹１)２)，Ｉｖａｎ Ｒｕｓｙｎ３) 

  
【はじめに】アルコール性肝炎（以下ＡＨ）は慢性のアルコール性肝炎の急性増悪の像である． 

人間におけるＡＨの病因や発生機序は依然として明らかではなく，慢性のアルコール性肝炎の増悪した人たちの死亡率は

高い．ＡＨを高度に形成した動物モデルはほとんどない．以前我々はＣＣＬ４を用い肝線維化を誘導したＣ５７ＢＬ/６Ｊ

マウスに胃管を留置し恒常的にアルコール投与を行うモデルを作成し重大な肝障害と病理学的また，トランスクリプトミ

クスにおいて人間と類似させることに成功した． 

【対象と方法】今回の研究ではＣollaborative Cross マウス（以下ＣＣマウス）を用い同様のモデルを作成することによ

って，肝線維化やＡＨの種別間の度合いの差がわかるのではないかという仮説を検討する． 

メスのＣＣマウスのうち１０種を選抜しＣＣＬ４（0.2ｍｌ/ｋｇ 週 2 回）を 6 週間腹腔内投与を行う．胃管を腹腔内に

埋め込み，エタノールを（２５ｇ/ｋｇ/日）4週間持続投与し続けた． 

【結果】このモデルで，種と種の間に肝線維化の差を観察することができた．１0種のうち 3種において，肝臓の炎症や脂

肪肝，細胞周囲線維化の結果生じる，強い肝線維化が認められた． 

【考察】今回の研究でＣＣマウスのいくつかの種は，ＡＨの進展に感受性が強いということが認められた．これらのマウ

スにさらに遺伝子解析を加えることにより，ＡＨを誘導もしくは抑制する遺伝子の発見につながるものと考えられる． 

【結語】この動物モデルは，遺伝的要因および他の要因の個人における差がアルコール関連肝疾患の重症度，特に重度の

慢性アルコール性肝炎の急性増悪の発症に寄与している可能性があることを示した． 

上記内容に関して利益相反はありません． 

 

 

３０．当院におけるウイルス肝炎感染状況と感染者の肝臓専門医受診勧奨システムの構築 
富士吉田市立病院 外科１)，同内科２)，同臨床検査科３)，同感染管理４) 

松田政徳１)，原 倫生１)，小俣秀雄１)，本田勇二１)，石川 仁１) 

高橋正一郎２)，山崎貴久２)，小川健一３)，五味秀子３)，宮下茂美４) 
 

【はじめに】山梨県は以前より C 型ウイルス肝炎患者が多く，肝臓病の死亡率も高いことが知られていた．今回，当院の

ウイルス肝炎感染状況とその後の受診勧奨の取り組みについて検討した． 

【対象と方法】ウイルス肝炎受診勧奨システムを立ち上げた 2019 年 4 月から 12 月までの 9 か月間に，当院にて初回の肝

炎ウイルス検査（HBsAgまたは HCV 抗体）を受けた患者を対象にし，その後の経過をカルテ情報をもとに追跡検討した． 

【結果】当該期間に初回の肝炎ウイルス検査を受けた患者の総数は，HBsAgが 5752人，HCV抗体が 5688人であった．HBsAg

陽性者は 11人（0.19%）で，B型肝炎精査目的で受診した 5人を除くと 6人（0.1%）であった．その後精査された患者は 8

名（紹介 5名含む）で，治療適応ありは 3名（2名に抗ウイルス療法開始，1名は転医）で，5名は治療適応なく経過観察

となった．その他，精査中 1 名，未精査 2 名（全身状態不良など）であった．受診勧奨により受診した患者は紹介の 5 名

を除く 6例中 5名であった．HCV抗体陽性者は 27人（0.47%）で，C型肝炎精査目的で受診した 8人を除くと 19人（0.33%）

であった．その後精査された患者は 15名（紹介 8名含む）で，HCVRNA 陽性者が 8名（抗ウイルス療法導入が 6名，HCC併

存 1 名，高齢で経過観察 1 名），陰性は 7 名（SVR 後が 5 名，自然治癒が 2 人）であった．未精査は 12 人（短期で死亡 2

名，癌併存 3名，他院受診 1名，その他 6名）であった．紹介受診以外の HCV抗体陽性者 19人中 6人が未精査または詳細

不明であった． 

【考察】一般患者の HBsAg，HCV抗体陽性率は特別高い値ではなかった．短期入院の手術症例で，その後の精査がおこなわ

れていない患者が多かった．有効な受診勧奨システムの運営のためには，肝炎治療の重要性とシステムの周知および実際

の追跡データを共有することが重要である． 

【結語】受診勧奨制度の運用により，肝炎患者の早期治療が実現されうる． 

開示すべき利益相反関係にある企業等はありません． 

 

 

３１．腹腔鏡下に治療し得た子宮広間膜裂孔ヘルニアによるイレウスの３例 
甲府共立病院       (視)林 宏篤，古田潤平，板垣 明，杉田貴仁，芹沢隆宏 

内藤恵一，河野 仁，吉田正史，位田歳晴 
 

【はじめに】子宮広間膜裂孔ヘルニアは，子宮広間膜欠損部をヘルニア門として生じる比較的稀な疾患である．当院にて

経験した，子宮広間膜裂孔ヘルニアを CTで術前診断し，腹腔鏡下に治療し得た 3症例について若干の文献的考察を加え報

告する． 

【症例 1】69 歳女性．腹痛を主訴に近医を受診し胃腸炎の診断で内服処方され帰宅したが，軽快しないため当院へ救急搬

送される．入院時の CTで子宮の右側に拡張した小腸による closed loop の形成が認められたが，痛みが軽減したためイレ

ウス管留置し保存的治療となる．その後保存的治療にて軽快しないため第７病日に手術となる． 



【症例２】45歳女性．２日前より腹痛・嘔吐があり近医受診し胃腸炎と診断されていた．腹痛増強したため当院へ救急搬

送される．入院同日の CTで子宮の左側に拡張した小腸による closed loop の形成を認めた．経時的に腹水の増量を認め，

腹痛も改善しないため同日緊急手術となる． 

【症例３】37歳女性．下腹部痛を主訴に近医受診し，精査・加療目的で当科紹介となった．CT検査にて，左側腹部から骨

盤部の小腸の限局的な拡張を認め，子宮の左側で closed loopを形成していた．子宮広間膜裂孔ヘルニアによるイレウス

と診断され同日緊急手術となる． 

【考察】当科で経験した 3症例は，術前の CT検査でいずれも骨盤内，子宮近傍に拡張した小腸による closed loop を認め

た．また，3症例とも腹腔鏡下に治療することができ，腸管切除は不要であった．１例は保存的治療後の入院第７病日の手

術となったが，２例は入院同日に手術することができた．3症例とも術後経過は良好であった． 

【結語】子宮広間膜裂孔ヘルニアの診断には CT検査が有用であり，早期に診断することによって低侵襲な腹腔鏡手術が可

能になると考えられる． 

利益相反はありません． 

 

 

３２．当科における直腸脱の治療成績 
市立甲府病院 大腸肛門外科センター１)，同外科２) 

飯野 弥１)２)，角田 元１)２)，千須和寿直１)２)，柴 修吾１)２)，福島久貴２) 

宮澤正久２)，丸山孝教２) 
 

【はじめに】直腸脱は高齢女性に好発する良性疾患で QOLを大きく障害する．当科における直腸脱の手術成績を報告する．

【対象と方法】2016 年 6 月から 2019 年 12 月までに当科で手術を行った直腸脱手術 39 例を検討した．手術方針は初発治

療例，脱出 6cm未満，全身麻酔 high risk 例には会陰側アプローチの Gant-Miwa, Thiersch 法（以下 GMT）を，再発治療

例，脱出 6cm以上，子宮脱/膀胱脱合併例，全身麻酔可能例には腹腔内アプローチの Laparoscopic Ventral Rectopexy(以

下 LVR)を選択した． 

【結果】症例は女性 36例，男性 3例，年齢 45-92歳（中央値 83歳），初発治療例 26例，再発治療例 13例であった．27例

（69.2％）に種々の全身合併症を認めた．術式は GMTを 32例，LVRを 7 例に行った．観察期間 7-1254日（平均 356日）

で再発は 10例（25.6％）に認め，GMTは 9例（28.1％），LVRは 1例（14.3％）であった．GMTの再発のうち 5例は Thiersch

関連の再発であった．初発治療例で GMTを行った 24例の再発は 7例（26.9％）で，LVRは 2例中 1例に再発を認めた．再

発治療例では GMT（8例）は 3例（37.5％）に再発を認めたが，LVRの 5例に再発はなかった．再発までの期間は再発治療

例で短かった． 

【考察】GMTは手技が容易で患者負担が少なく，高齢者で合併症の多い症例には有用であるが，術後の排便困難が生じると

怒責による Thiersch の露出が再発につながることが多い．LVRは確実性が高く，他の骨盤内臓器脱を合併している場合で

も有用な手術であるが，全身麻酔が必要であり手術自体はやや煩雑である． 

【結語】直腸脱の治療には患者の全身状態に合わせた手術の選択と術後の排便コントロールが重要である． 

本演題に関連して開示すべき利益相反関係にある企業等はありません． 
 

 

３３．当院における直腸ロボット手術導入の現状 
山梨大学医学部 外科学講座第一教室 

滝口光一，古屋信二，須藤 誠，古谷元宏，塚原 勇 

                   齊藤 亮，高橋和徳，山本敦史，丸山 傑，芦沢直樹   

                         中田祐紀，庄田勝俊，赤池英憲，河口賀彦，雨宮秀武 

                        川井田博充，井上慎吾，河野 寛，市川大輔 

 

【目的】2019年 4月より直腸のロボット手術が保険収載され，多くの病院でロボット手術の導入が進んでいる．当院でも

2019 年 6月より本格導入し，現在まで 9例の直腸癌ロボット手術を施行した．当院での直腸癌ロボット手術の現状を把握

し，その利点を検討した． 

【方法】2018年 6月から 2019年 12月にかけて当院で行なった直腸癌ロボット手術９例において検討を行なった．初めの

２例はダヴィンチ Si，２例目以降はダビンチ Xiを使用した．初回 3例は JSES推奨プロクターを招聘し，手術指導をいた

だいた． 

【結果】現在のところ全症例男性．年齢の中央値は 61歳(48-80)，BMI21.6(16.7-28.５) 

腫瘍部位は RS/Ra/Rb=4/4/1 術式は HAR/LAR=4/5 であった．cStage は 6例が StageⅠ，1例がⅡa，2例が StageⅢbであっ

た．特に EMR 遺残が 4 例であり，導入しやすい症例より開始した経緯がある．人工肛門造設は Rb の症例の 1 例のみであ

る．出血量は 25ml（2-116）術後在院日数は 8 日（5-1５)Clavien-Dindo 分類Ⅲ以上の合併症は腹腔内膿瘍を１例認めた． 

【考察】当院ではまだ導入したばかりではあるが，術後の合併症に関しては創部直下に膿瘍を認めた１件のみであり，吻

合部縫合不全を認めず，安全に導入できている．手術に関しては男性狭骨盤でも多関節アームを用いて自在にトラクショ

ンをかけられ，３Dの視野で，適切な剥離層を同定しやすい利点がある． 

【結語】現状では直腸ロボット手術を安全に導入できている．今後も症例を重ね，さらに手術の安定，習熟に力をいれて

いきたい． 

 

 

 



３４．当科における食道癌に対するロボット支援下食道亜全摘術の導入について 
山梨県立中央病院 外科   大森隼人，羽田真朗，名田屋辰規，渡邊英樹，松岡宏一  

鷹野敦史，古屋茂一，井上正行，安留道也，宮坂芳明     

飯室勇二，中込 博 
 

【背景】2018 年 4 月から食道癌に対してロボット支援下手術が保険収載され，当科でも 2018 年 9 月から Davinci サージ

ルカルシステムを用いたロボット支援下食道亜全摘術を導入した.今回，導入から 8例のロボット支援下食道亜全摘術の短

期成績を明らかにすることを目的に研究を行った. 

【対象】2019年 9月から 2019年 12月までの期間に，食道癌に対して，ロボット支援下食道亜全摘術を施行した 8例を対

象とし，術前因子，手術因子，術後合併症について検討した. 

【結果】年齢中央値 66(54-76)歳，性別は男性 6人，女性 2人，BMI中央値は 19.1(15.5-21.7)であった.併存症として 5例

が高血圧，1例が腹部大動脈瘤，1例がアルコール性肝硬変を認めた.術前診断はステージ I:3人，II:2人，III:3人.FPに

よる術前化学療法を 1 例，FP＋40Gy による術前化学放射線療法を 3 例に行った.手術時間中央値は 585(477-836)分，出血

量中央値 45(0-170)ml であった.アルコール性肝硬変がある患者に 1 例縫合不全を認めた.入院期間中央値は 19(13-36)日

であった. 

【結語】食道癌に対するロボット支援下食道亜全摘術は安全に導入可能であった. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



内視鏡手術 
 

３５．当院における腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP法）についての短期治療成績の検                                                                                                                                                                                                                                     

  討 
市立甲府病院 外科    (視)角田 元，福島久貴，丸山孝教，柴 修吾，飯野 弥   

宮澤正久，千須和寿直 
 

【はじめに】当院では２０１３年から，成人鼠径ヘルニア症例に対して，腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術 TAPP 法

（tranceabdominal  preperitoneal  repair：以下 TPP法）を導入している．当院の TAPPの治療成績について報告する． 

【対象と方法】２０１３年７月から２０１９年１２月までの期間で TAPP法を施行した４４５症例，４９４病変を対象とし

て，手術時間，出血量，術後在院日数，術後合併症などについて検討した． 

【結果】片側症例での手術時間は８０±２８分，直近の半年間では７０±１６分であった．出血は少量で術後在院日数の

中央値は３日だった．術後再発は３例（０．６％）に認めた．穿刺を必要とした漿液腫は３例に認めた．腸閉塞を１例に

認めた．慢性疼痛は認めなかった． 

【結語】当院の６年半における TAPP 法による治療成績は概ね満足できるものであった．今後はさらに症例を重ねて，安全

性や有効性に関する長期成績の検証が必要と考えた． 

（利益相反はありません） 

 

 

３６．呼吸機能低下を有する食道癌患者への縦隔鏡下非開胸食道切除術の短期成績 
山梨大学医学部 第一外科   

(視)河口賀彦，赤池英憲，庄田勝俊，丸山 傑，塚原 勇 

古屋信二，雨宮秀武，川井田博充，須藤 誠，井上慎吾 

河野 寛，市川大輔 
 

【はじめに】 食道癌における標準的アプローチは経胸腔であるが，胸腔アプローチが困難な呼吸機能低下症例や結核既往

症例などに対しては，非開胸食道抜去術が行われている．近年，縦隔鏡を用いた食道手術が数多く報告されてきており，

当科でも 2018年から開始したので，その短期成績について報告する． 

【対象と方法】 2018年 1月から 2109 年 6月までに呼吸機能低下を有する食道癌に対して施行した縦隔鏡下非開胸食道切

除術 4例を対象とした．また，呼吸機能低下症例に対して施行した他の食道手術と比較検討した． 

【結果】 縦隔鏡手術を施行した症例は 4例であり，年齢の中央値は 79.5歳（75-84歳），男性/女性は 2/2であった．全

例に呼吸機能低下（%VC<80もしくは FEV1%<70）を認め，他の併存疾患として心機能低下 3例，腎機能低下 2例，ステロイ

ド長期内服 1例，結核の既往 1例（重複例を含む）を認めた．腫瘍部位は Mt/Lt/Ae が 2/1/1，深達度は

T1b(SM)/T2(MP)/T3(AD)が 2/1/1であった．手術時間，出血量中央値はそれぞれ 511.5分 (384-563 分)，98ml (39-162ml)

であった．術後合併症(Clavien-Dindo≧grade II)は，1例に痰喀出困難にて気管切開を要したのみであったが，反回神経

麻痺は 2例に認めた．術後在院日数中央値は 25日（13-54日）であり，全例，軽快退院した．また，呼吸機能低下症例に

対して，以前行った食道抜去術や開胸手術と比較したが，縦隔鏡手術は呼吸器合併症が少ない傾向にあった（縦隔鏡：

25%，食道抜去：57%，開胸：40%）． 

【結語】 術前に呼吸機能低下や結核既往を認める症例において，縦隔鏡下非開胸食道切除術は有用な術式のひとつだと考

えられた． 

利益相反 なし 

 

 

３７．大腸癌同時性肝転移に対する腹腔鏡下大腸・肝同時切除の短期成績 
国立病院機構 甲府病院外科１)，JCHO山梨病院外科２) 

(視)白石謙介１)，浅川真巳１)，土屋雅人２)，鈴木哲也１) 

 

【はじめに】大腸癌治療ガイドラインでは，同時性肝転移おける治療方針は原発巣，遠隔転移巣ともに切除可能である場

合，両者ともに切除することが推奨されるが，一期的か二期的に切除するかは施設により異なる．当院で腹腔鏡下に行っ

た大腸癌原発巣および肝転移巣の同時切除症例の短期成績について検討した． 

【方法】当院で 2017 年 7 月から 2019 年 8 月までに大腸癌同時性肝転移に対して腹腔鏡下に同時切除を施行した 7 例を対

象とし短期成績を解析した． 

【結果】年齢の中央値は 75 歳（49-8２)，男女比は 4：3，BMI 中央値は 21.2（19.2-28.6），原発巣は上行結腸 1 例，S 状

結腸 3 例，直腸 3 例，腫瘍径中央値は 65mm（15-90），肝転移巣の腫瘍径中央値は 20mm（11-6５)であった．肝転移個数は

3個が 1例，2個が 1例，ほか 5例は 1個であった．術前化学療法を 4例に施行した．肝切除術式は部分切除 6例，亜区域

切除以上（外側区域切除）1例であった．手術時間中央値は 446分（310-61４)，出血量中央値は 65ml（50-550）であった．

Clavien-Dindo分類 gradeII以上の術後合併症は肝離断面膿瘍 1例，深部静脈血栓症 1例であった．術中 ICG蛍光法を施

行するため，基本的には肝切除術（ICG蛍光法導入後 5例中 4例）を先行して行う方針としている．ICG蛍光法を施行した

5 例中，術前診断した肝転移巣を 4 例確認し，術中に新たな肝転移巣を 1 例発見し追加切除した．術後在院日数中央値は

13日（10-38），術後補助化学療法開始までの日数中央値は 42日（15-5４)であった． 



【結語】全例において原発巣，肝切除巣ともに R0手術可能で，術後速やかに補助化学療法を導入できた．腹腔鏡下大腸・

肝同時切除術は，低侵襲性と根治性を兼ね備えた術式であるが，さらなる集積と長期的な成績について検討が必要である．  

利益相反：なし 

 

 

３８．尾状葉下大静脈部肝腫瘍に対する治療戦略 
国立病院機構甲府病院 外科  

(視)鈴木哲也，浅川真巳，白石謙介 
 

【はじめに】院では連続する肝腫瘍症例 120例に対し腹腔鏡下肝切除を実施してきた．その中で高度肝機能障害例や巨大

肝細胞癌例などの難関例を多く経験したが，特にアプローチの困難な尾状葉下大静脈部腫瘍の 2例を提示する． 

【症例 1】81歳女性非 B非 Cの DM発癌例．下大静脈部に中肝静脈と 6㎝に渡り接する径 53㎜大の肝細胞癌を指摘．CP-

A5点, LD-Aで腹腔鏡下拡大左葉尾状葉切除を実施．グリソンはリニアステープラーで一括処理し，肝離断は liver 

hanging maneuver を用い主として CUSAを用いた．中左肝静脈共通幹根部をリニアステープラーで切離し摘出．手術時間

は 556分，出血量は 993ml． 

【症例２】53歳男性非 B非 Cで DM，脂肪肝なし．下大静脈部に及ぶ径 6cm肝細胞癌を認め都内大学病院で開腹左葉尾状

葉切除の方針とされたが鏡視下切除を希望し当院を紹介された．CP-A5点, LD-A．Arantius管を切離し中左肝静脈根部を

背側から確認し剥離．Spiegel葉～下大静脈部背側と IVCを剥離後尾状突起との間を切離し順に腫瘍右側のラインを切離

し摘出．手術時間 229分出血 26ｇ． 

【考察】肝臓の最背側に位置し下大静脈と接するこの領域は開腹手術では最難関の部位とされているが鏡視下手術の利点

である Caudal view や，気腹圧の調節などにより出血量が抑えられることで良好な術野が得られ安全に実施可能であっ

た．肝機能障害例におけるこの領域の腫瘍でも症例２のような術式を用いれば十分対応可能である． 

【結語】胆道再建を伴わない肝切除にもはや開腹手術は不要である． 

利益相反なし 

 

 

３９．下大静脈腫瘍栓を伴う巨大肝細胞癌に対する放射線，分子標的治療後の腹腔鏡下

肝切除 
国立病院機構甲府病院 外科１)，山梨大学医学部 第一内科２) 

浅川真巳１)，鈴木哲也１)，白石謙介１)，鈴木雄一郎２)，榎本信幸２) 

  
【はじめに】近年腹腔鏡下肝切除の適応と限界について議論されているが当科では 2014年 11月以降 120例以上の全肝切

を腹腔鏡下に行うことができている．また肝細胞癌(HCC)に対する術前治療の概念は未だ確立されていないが，新規分子

標的治療薬が登場したことにより新しい治療選択肢も考慮される． 

【症例】症例は 60歳台男性．既往歴はアルコール多飲と糖尿病．前医精査にて肝右葉 16cmの HCC と診断されたが右肝静

脈から右心房レベルまで伸展する下大静脈腫瘍栓と肝部下大静脈の腫瘍栓を伴い下大静脈血流が閉塞していた．当科コン

サルトあり術前治療方針となる．前医にて下大静脈腫瘍栓に 45Gy の放射線療法施行し２ヶ月間レンバチニブ内服．右肝

静脈からの腫瘍栓が退縮し肝部下大静脈腫瘍栓も縮小して血栓遺残のみとなる．10日間のレンバチニブ休薬後に腹腔鏡

下右肝切除施行．肝部下大静脈から剥離可能で右肝静脈は自動縫合器で切離可能だった．極めて困難な手術であると想定

していたが手術時間 15時間 9分，出血量 5302mLだった．放射線治療の影響による手術への支障は認めなかった．術後は

血糖コントロールと腹水コントロールが必要であったが第 18病日退院．６ヶ月無再発で厳重観察中である． 

【考察】下大静脈腫瘍栓に対する適応術式は人工心肺併用開胸開腹術であるが，早期に多発肺転移，肝転移再発をきたし

予後不良であることが経験上知られている．本例はそれ以上の下大静脈腫瘍栓の進展範囲で切除不能であったが，術前治

療として腫瘍栓に対する放射線療法と新規分子標的治療薬レンバチニブを計画し切除可能となった．術後再発抑制を念頭

に低侵襲手術である腹腔鏡下肝切除を施行した． 

【結語】高度進行肝細胞癌に対する治療戦略として術前治療と腹腔鏡下肝切除の組み合わせも選択肢となり得ることを示

唆する症例を経験したので報告した． 

利益相反なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



整形外科 
 

４０．少青年期のスポーツによる頭部・口腔・顎・顔面外傷 
山梨県立中央病院 整形外科  

佐久間陸友，千野孔三，岩瀬弘明，定月 亮，眞島崇史 

有田 均，芦沢知行，勝 麻里那，塩原崇生，水上 魁 
 

【はじめに】顔面周囲の外傷は，スポーツ外傷に占める割合は高くないが，重症になり易く障害が残る可能性もあるため

発生状況や実態を正確に把握することが求められる．これまで，単一診療科での報告は散見されるが複数診療科での報告

は少ない． 

【対象と方法】2014 年７月より 2019 年６月までに山梨県立中央病院を受診した 10 歳～24 歳までの頭部口腔顎顔面外傷

（以下顔面周囲外傷とする）の患者を ICD コードより抽出，診療記録より県内に在住しており且つスポーツに関連した外

傷患者 286例を対象とした． 

検討項目は，スポーツの種目別症例数，性別，外傷の原因を a.他のプレイヤーとの衝突，b.地面に転倒，c.スポーツ用具

との衝突の３群に分けたほか，種目別の顔面周囲外傷の発生頻度を平成 28年社会生活基本調査の山梨県におけるスポーツ

行動者数と比較した． 

【結果】種目別症例数では，野球（8１)，サッカー（78）が特に多く，バスケットボール（28），アメフト・ラグビー（20），

ホッケー（16）が続いた．多くの種目で男性が圧倒的に多かったがソフトボールでは女性の比率が高くなった．外傷の原

因としては，a.はサッカー，バスケットボール，アメフト・ラグビーに多く，c.は野球，ソフトボール，バトミントン，テ

ニス，ホッケーに多かった．行動者数と比較した顔面周囲外傷の比率は，バスケットボールと比較して野球，サッカー，

柔道が２倍以上となった． 

【考察】顔面周囲外傷は野球が多いと言われているが，他の報告に比べサッカー・ラグビー・ホッケーの症例を多く認め

地域性があると思われた．球技の中でも球以外の用具を使用する種目は外傷の原因として c.が多くなり用具により球の速

さが増加することなどが原因と考えられた． 

【結語】スポーツをする上では外傷は避けて通ることができないため，顔面周囲外傷にはさまざまな予防対策を検討する

必要がある． 

利益相反なし 

 

 

４１．大腿骨頭置換術における上方アプローチと後方アプローチの比較について 
北杜市立塩川病院 整形外科 塩入央尚，藤原三郎，須田利樹 

 

【はじめに】大腿骨頸部骨折に対する大腿骨頭置換術のアプローチとして梨状筋と中小殿筋間から股関節に到達し短外旋

筋群を温存する上方アプローチ(Superior Approach:以下 SA)を 2019 年より導入している．今回，従来の短外旋筋群を切

離する後方アプローチ(Posterior Approach:以下 PA)と短期成績について比較した． 

【対象と方法】2018年 4月から 2020 年 1月までに当院にて大腿骨頭置換術を行なった大腿骨頸部骨折患者 29例を対象と

し，SA群 7例と PA群 21例で分け，手術時間，術中出血量，もともと歩行可能であった症例で軽介助下に術後立位，歩行

それぞれ開始可能となるまでの日数で比較した． 

【結果】平均手術時間は SA105 分,PA76 分,出血量は SA384ml,PA247ml,術後立位可能となるまでの期間は SA3.3 日,PA3.5

日,軽介助下に歩行可能となるまでの期間は SA4日,PA6.9日であった． 

【考察】SAは PAと比較し短外旋筋群の切離を行わないため術後の疼痛も軽度であり，術後脱臼リスクの低下も見込める．

しかし問題点として視野が狭いため術者の習熟度や助手の人数，術前の股関節可動域，体型などの要因による手術時間の

延長とそれに伴う出血量の増加が挙げられる． 

しかし SA の利点としては術中に困難と判断すれば梨状筋，短外旋筋群の切離を加えれば PA に切り替えられる．よって従

来の PAで大腿骨頭置換術を行なっている施設では新たに導入しやすい低侵襲アプローチであると言える． 

【結語】SAはラーニングカーブはあるが習熟すれば有用なアプローチであると言える． 

 

 

４２．化膿性脊椎炎に合併した脊髄麻痺例の経験 
甲州リハビリテーション病院 リハビリテーション科１)，山梨県立中央病院 総合診療科２) 

中島育昌１)，吉田明史１)，杉山雄太１)，丸茂高明１)，関谷宏美１)，三河貴裕２) 
 

【はじめに】炎症性・非特異的疾病に伴う脊髄損傷は，過去では結核が，しかし最近では化膿性脊椎炎による脊髄麻痺を

伴う症例のリハビリテーション（以下リハ）を施行する傾向が多くなってきている．そこで今回，本症例の経緯と outcome

をリハの観点から後ろ向き調査によりその特徴を見ることとした． 

【対象と方法】症例は 2016 年～2019 年末までに，急性期病院から，当院に紹介されリハを目的に加療した 10 例である．

男性 5 名，女性 5 名，罹患年齢は 58～88 歳，平均年齢は 75 歳，罹患部位は頸椎 2 例，胸椎 3 例，腰椎 5 例である．全例

不全麻痺例であり，手術例 6例，非手術例 4例であった．全例糖尿病歴はない．これらの FIMの推移，outcome，さらに問

題点等を検討した． 

【結果】化膿性脊椎炎との診断は，最短 2日，最長 40日であり，在院日数は手術例では未実施者と比べて短く，運動 FIM

獲得値が高い．すなわち，11点～62点までの幅で獲得できている．当院入院時車椅子 levelが，退院時多くは歩行器ない

しは T 字杖による移動が獲得できている．損傷 level では腰椎部が改善の幅が大きく，当然診断において時間的に早期で



あることが，脊髄に与える範囲を少なく出来て重度化を防止できるものと考えられた．原因菌の探索では判明しているも

のでは黄色ブドウ球菌例が多かったが，保存例もあり全例は把握出来ていない．また全例鍼の既往はない． 

【考察】本症は炎症性疾患であり，炎症の鎮静化と膿汁等の拡大を防ぐことが求められる．腰椎部においては頻度と共に，

年齢的意味合いを含めて，脊柱管狭窄症をまず考えている例が多いと思われる．診断に関しては，疼痛と発熱が見られ，

さらに麻痺に移行した場合，化膿性脊椎炎であるとの意識を持ち，早期に診断し，時に麻痺の拡大を防止するため可能で

あれば手術的選択の判断執り麻痺の拡大防止に努めることであると今回の経験から感じられた． 

【結語】早期診断により，脊髄麻痺を重症化させないために，手術的加療を含めてリハを行うことが重要であると思われ

た． 

COI はありません． 

 

 

４３．脊椎原発悪性リンパ腫の経過中に脊髄出血をきたした１例 
山梨県立中央病院 整形外科 

千野孔三，岩瀬弘明，佐久間陸友，定月 亮，有田 均 

芦沢知行，眞島崇史 
 

【はじめに】今回我々は，脊椎原発悪性リンパ腫の経過観察中に脊髄出血を生じた稀な症例を経験したので報告する. 

【症例】70歳，男性.2014年 10月下旬より特に誘因なく背部痛が出現.一旦は軽快したが，再び症状が出現し，2015年 2

月からは右下肢のしびれも徐々に増悪し，2015年 3月に当科受診.MRI検査で第 8胸椎から第 12胸椎の胸髄背側に脊柱管

内に拡がる占拠性病変を認めた.傍椎体にある腫瘍に対して CTガイド下針生検を行ったところびまん性大細胞性 B細胞リ

ンパ腫（DLBCL）と診断された.胸椎病巣部への放射線治療を施行（30Gy）.さらに化学療法も施行した.経時的な MRI検査

で腫瘍は消失し，自覚症状も軽快.以後，外来で経過観察していたが，約 3年後の 2018年 2月に散歩途中に突然下肢にし

びれが出現し，翌日には排尿障害も出現.3日後に当科受診し，MRI検査を施行したところ脊髄円錐部の髄内に出血を認め

た.脊髄動静脈奇形等は認められず，特発性脊髄出血と診断し，保存的に加療した.現在も悪性リンパ腫の再発傾向はない

ものの下肢の不全麻痺と排尿障害が残存している. 

【考察】骨原発悪性リンパ腫の頻度については，散発的な報告である.脊椎原発の悪性リンパ腫の報告はさらに少ない.全

骨腫瘍患者登録統計では，全体の 0.6%が骨原発悪性リンパ腫であった.脊椎原発悪性リンパ腫の頻度は不明である.ま

た，脊髄髄内出血のうち原因が明らかでないものが特発性脊髄出血とされるが，本邦での報告も数十例と少ない.さらに

自験例の様に悪性リンパ腫と脊髄出血の合併した症例の報告はない. 

【結語】脊椎原発の悪性リンパ腫に脊髄出血を生じた稀な症例を経験した. 

（利益相反なし） 
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４４．介護保険通所介護事業所におけるパーキンソン病患者の運動療法の有用性 

‐第２報‐ 
リハビリテーション若彦の郷１)，山梨大学 神経内科学講座２) 

長坂和樹１)，新藤和雅２)，瀧山嘉久２) 
 

【はじめに】近年パーキンソン病（以下，PD）に対する運動療法の有用性が示され，様々なものが提唱されている．その

中で LSVT®BIG(リーシルバーマン法)が運動症状に有効とする報告がある．当該施設利用者からも，受けてみたいとの要望

があるが，介護保険サービスの枠組みでは利用頻度や時間の制約を受けるため，決められたプロトコールに沿えないとい

う課題がある．そこで，LSVT®BIG の要素を取り入れたトレーニング（以下トレーニング）が PD患者の運動機能に有用か検

証することとした． 

【対象と方法】対象は，2018 年 4 月～2019 年７月までにトレーニングが実施可能であった PD 患者 11 例（年齢 69 歳～84

歳，罹病機関 3～17 年，Yahr 重症度Ⅰ～Ⅲ度，UPDRS 22～97 点）である．方法は，週に２日，３０分間トレーニングを

3 ケ月間行った．トレーニング中の条件として，①動きの大きさのみに焦点を絞る②被験者自身が大き過ぎる動きで行う

ことを採用した．また，トレーニング開始前後の運動機能評価（UPDRS），至適歩行速度，運動器不安定症の指標（Timed Up 

& Go Test；以下，TUG）について評価を行い，統計学的に解析を行った． 

本研究のデータは，個人が特定できる情報は削除し，当大学の倫理委員会にて承諾されたものである． 

【結果】トレーニング前後の UPDRS 総得点，パート 2，パート 3 の数値，TUG，至適歩行速度で有意な変化が認められた

(p<0.0５) 

【考察と結語】トレーニング前後の UPDRS，TUG,至適歩行速度の変化から，既定のプロトコールを変えた（頻度，回数を減

らした）内容でも一定の効果が認められる事が確認できた．今後は，当該事業所の利用者を対象に，トレーニングの有効

性を検証していく． 

 本研究において開示すべき相反利益はない． 

 

 

４５．当院急性期病棟と地域包括ケア病棟における ADL改善度の比較 
甲府共立病院        萩原妃里子，山田洋二，鶴田 真，根津あき子，小林智子 

佐竹宏治，中村裕美，林 幸恵，和知えり子，米長葉月 

 

【はじめに】本研究の目的は，急性期，地域包括ケア病棟でのリハビリテーション（以下リハ）介入の効果を比較するた

め，Functional Independence Measure（以下 FIM）を用いて患者の ADLを客観的な数値で評価することである． 

【対象と方法】2019 年 4 月から 9 月の間，当院に入院しリハ実施した患者 979 名を対象とし，除外基準は死亡退院した

者，データに欠損がある者とした．急性期病棟より退院した患者を急性期群（n=470），急性期病棟より地域包括ケア病棟

へ転棟し退院した患者を地ケア転棟群（n=34１)とし，リハ開始時・地域包括ケア病棟転棟時・退院時 FIM（運動項目），

FIM 利得（退院時 FIM-リハ開始時 FIM），在院日数，年齢を疾患別に分類し後方視的に調査した．統計学的処理は，FIMの

推移を群内比較，FIM利得を急性期群と地ケア転棟群で 2群間比較を行い，有意水準はすべて 5％未満とした． 

【結果】対象者の平均年齢は急性期群 77.0±15.2 歳，地ケア転棟群 82.5±10.9 歳であった．大腿骨骨折，圧迫骨折，肺

炎，心不全，がんのすべての疾患において急性期群・地ケア転棟群共に，リハ開始時よりも退院時 FIMが有意に高値を示

した．FIM利得の比較では肺炎で急性期群よりも地ケア転棟群が有意に高値であった． 

【考察】両群ともにリハ実施により ADLは向上することが示唆された．肺炎において，地ケア転棟群の FIM利得が高値で

あった要因として，地域包括ケア病棟では生活リハや ADL訓練が重視されるため，リハの介入が ADL向上に汎化され FIM

の得点が高くなったと考える． 

【結語】FIMを用いることで各病棟におけるリハの効果を客観的かつ正当に評価できた．今後は疾患毎に細分化したより

効果的な介入が行えるよう検討を行っていきたい． 

演題発表に関連し，発表者らに開示すべき COI関係にある企業はありません． 

 

 

４６．体組成ならびに運動機能測定における性別による違いと年代別推移の特性  
介護老人保健施設ノイエス１)，今井整形外科医院２) 

 武井直哉１)，勝俣昌宏１)，窪田重美１)，植屋清見１)，今井大助２) 

川上嘉典２)，殿岡 圭２) 

 

【はじめに】本研究では，体組成ならびに運動機能測定における性別による違いと年代別推移の特性を知り，筋肉量の減

少や脂肪量の増加，筋力低下の予防開始の時期を検討することを目的とした． 

【対象と方法】対象は，イベント会場などで体力測定を実施した要介護に該当しない男女 464 名を対象とした．体組成測

定には BIA法体組成計（TANITA RD-907.RD-800）を使用し，運動機能測定には握力計，足趾力計を使用して測定値を性別，

年代別に区分し検討した． 

【結果】体脂肪率の年代別変化では，男女とも中年期に最も高く，全ての年代で女性が男性よりも高い．筋肉量は，男女

とも壮年期から中年期にかけて最も高く，それ以降は減少傾向を示した．筋肉量は全ての世代で男性が女性よりも多く，

加齢に伴う減少の割合は男性の方が女性よりも大きい．筋質は，男女とも加齢に伴い低下傾向を示し，男性では壮年期以

降に顕著な低下傾向を示した．握力は，男性では中年期より顕著な低下傾向を示し，女性では壮年期より緩やかな低下傾



向を示した．足趾力は，男女とも青年期に最も高く，男性では中年期より顕著な低下傾向を示し，女性では壮年期から前

期高年期まで微量に増加あるいは横ばい状態から低下した．また，筋肉量と握力，足趾力とは有意な相関が認められた．

体脂肪率と握力とは有意な相関が認められたが，足趾力とは青年期，前・後期高年期において有意な相関は認められなか

った． 

【考察】男女とも壮年期から中年期にかけて脂肪量の増加や蓄積を防ぐ必要があることが考えられた．筋肉量は男女とも

中年期からの減少を予防する必要があり，男性は中年期以降の積極的な運動をする必要性が考えられた．男女とも 45歳以

上の中年期から筋質の変化を意識する必要性が考えられた． 

【結語】本研究では，体組成ならびに運動機能の性別による違いと年代別推移の特性が明らかとなった．特に中年期から

の介護予防が高年期の筋力維持に重要であることが示唆された． 

演題発表内容に関連し，開示すべき利益相反関係にある企業・組織または団体はありません． 

 

 

４７．包括的呼吸リハビリテーションの実践報告 
甲州リハビリテーション病院 診療部１)，同リハビリテーション部２) 

大久保内科呼吸器科クリニック３)  

大久保修一３)，中島育昌１)，宮下大佑１)，丸茂高明１)，山下浩樹１) 

関谷宏美２)，深澤一裕３) 

 

【はじめに】当院では，2016年に多職種による呼吸リハビリテーション（以下呼吸リハ）チームを立ち上げ，外来及び地

域包括ケア病床の短期入院で呼吸リハを実践している．当初は，PTの運動療法が中心だったが，その後，OT，看護師，管

理栄養士，公認心理師など，多職種が専門性を生かした包括的なチームアプローチへと拡がった．今回は症例を通しその

実践を報告する． 

【症例①】40歳代後半，男性．びまん性汎気管支炎，慢性呼吸不全．急性増悪による入退院を繰り返しており，身体活動

性の向上目的で呼吸リハを開始．週 2回の外来リハで PT，OT，NSが介入し，呼吸機能は改善したが，身体活動性の改善は

不十分だった．そこで管理栄養士による栄養指導と公認心理師による心理療法で体重増加と呼吸困難感のコントロールを

図り，訪問リハで活動範囲の拡大を図ったところ，急性増悪の頻度が減少した． 

【症例②】60歳代後半，男性，COPD．趣味の山登りと写真撮影獲得を希望し，外来で週 1回の呼吸リハ開始．呼吸法指導，

筋力強化にて 2 ヶ月目に運動時の呼吸困難感減少．2 週に 1 回にリハを減らし，自主訓練指導と歩行スピードの向上を実

施し，6ヶ月目に目標とした山登りが可能となった． 

【考察】症例①は，セラピストによる呼吸リハのみでは効果が限定されていたが，看護師，管理栄養士，公認心理師の専

門性を活かした包括的な支援が有効であった．また，生活に汎化させるために病院スタッフと在宅スタッフとの連携も有

効であったと考える．                                                                                                       

症例②は，呼吸法習得で耐久性が向上したことで自主訓練が積極的となった．また，トレッドミルを使用し呼吸困難感な

く行える歩行スピードを獲得したことで山登りや写真撮影も行えるようになった．COPDは早期から呼吸リハを実施するこ

とで成果があると考えられた． 

【結語】多職種チームによる包括的な呼吸リハは，呼吸器疾患患者の身体活動性の向上に有効である． 

 開示すべき COIはありません． 

 

 

４８．介護医療院における多職種連携の必要性 
城東病院 内科       藤巻郁夫，北野由香，樋口美香，守澤留美，草野正悟 

                   坂東真弓，中澤祐介，中村 優，佐藤仁美 

 

【はじめに】城東病院は，平成 30 年 12月に山梨県第一号の介護医療院を開所した．介護医療院は医師，看護師，介護士，

ケアマネージャー，リハビリテーション療法士，管理栄養士，薬剤師などすべての専門職を配置している．多職種で連携

し，生活支援した取り組みをここに報告する． 

【経過】平成 30年 12月に介護療養病床 58床を，31年 3月に医療療養病床 56床を介護医療院へ転換し現在 114床で稼働

している．入所者は 90歳以上が半数を占めており，要介護度 4以上が 8割に上る．その中で重篤な身体疾患をもつ認知症

の方が 55％，喀痰吸引・胃ろう・経鼻経管栄養 40％，ターミナルの方が 6％と重症度の高い入所者も医療的な管理をしな

がらケアを行っている．その中で入所者に合わせた生活環境の提供に向けてハード面の変更を行った．入所者の身体機能

に合わせた多機能型の車椅子を揃え，入所者の生活リズムの形成，廃用症候群の予防を図ることで，100％の離床を目指し

た．また車椅子に乗車できていない方でも安定して食事がとれるように生活の場であることを重視し，重度の入所者であ

っても，最後までその人らしく生活できるようにすることを心掛けている． 

【今後の展望】ハード面の充実はされてきているが，ソフト面で病院の感覚が抜けておらず介護医療院の意義を職員に浸

透していかなければならない．職員の意識を変えることで個々に寄り添いながら自立支援していきたいと思う． 

【結語】超高齢化社会において，医療，介護専門職は，今後さらに技術，技能，コミュニケーションスキルの向上が求め

られる．その為には多職種連携が重要であり，それぞれの専門性を発揮し医療的な管理の中でその人らしい自立支援を目

指していきたい． 

 利益相反  無 

 

 

 



乳腺・呼吸器１ 

 

４９．遺伝性乳癌患者におけるリスク低減手術の意義について 
山梨県立中央病院 乳腺外科１)，同婦人科２)，同ゲノム診療部３)，同ゲノム解析センター４) 

中込 博１)３)，井上正行１)３)，坂本育子２)，久保田健夫３)，弘津陽介４)  

雨宮健司４)，小俣政男４) 

 

【はじめに】2020年度，遺伝性乳癌卵巣がん症候群（Hereditary Breast and/or Ovarian Cancer HBOC）における乳癌卵

巣癌のリスク低減手術の保険収載が検討されている．一方，日本人におけるリスク低減手術；予防的卵巣卵管摘除（Risk 

Reducing Salpingo-oophorectomy RRSO），対側乳房の予防的切除（Contralateral Risk Reducing Mastectomy CRRM），同

側乳房の温存手術を回避した乳房切除（Ipsilateral Risk Reducing Mastectomy IRRM）ついての成績は報告されていな

い．当院における症例を振り返りそれらの意義について検討した． 

【対象と方法】1999-2018 年 2587 例の原発性乳癌を治療し，その 235 例（９％）について BRCA1,2 遺伝子検査を実施し

た．卵巣癌の合併頻度から RRSOの意義を，また両側乳癌の発症頻度から CRRM，温存乳房内再発の頻度から IRRMの意義に

ついて検討した． 

【結果】1．BRCA 変異陽性 31 例中 8 例（26％）に卵巣がんの併発を認め，卵巣がん併発 18 例中，BRCA の病的変異 8 例

（50％）VUS４例（25％）を認め，卵巣がんで死亡した症例を 8例に認めた．RRSOの意義が大きいことを認識した． ２．

遺伝学的検査を行った両側乳癌 34例における BRCA変異は 4例（11％）他の遺伝子変異を含めると 7例（21％）に達した．

その他，両側乳癌発症に遺伝的は乳癌易罹患性があることを示す所見は多く認められ，BRCA変異のみが両側乳癌の要因で

はないと考えられた．一方 BRCA 変異陽性両側乳癌発症例 4例中 2例に乳癌の再発を認めており，対側乳房切除が予後改

善に寄与した可能性が示された．３．乳房温存手術を実施した BRCA 変異陽性乳癌患者は 22 例そのうち，温存乳房内再発

を認めた症例はなかった．BRCA 変異陽性者における乳房温存療法を否定する結果は得られず IRRM の意義は少ないことが

示唆された． 

【結論】自施設の 20 年におよぶ観察研究から，RRSO の意義は示されたが，CRRM，IRRM の必要性を示す結果は得られなか

った．実臨床の成績と HBOCにかかわるガイドラインの内容を対比しつつ，患者に説明する必要があることを認識した． 

この演題における，筆頭演者の利益相反はありません． 

 

 

５０．乳癌のマンモグラフィ濃度と臨床所見との関連 
山梨大学医学部 第一外科１)，ヒロクリニック２) 

井上慎吾１)，大森征人１)，中山裕子１)，木村亜矢子１)，高橋ひふみ２) 

古谷元宏１)，斎藤 亮１)，高橋和憲１)，山本淳史１)，滝口光一１) 

赤池英憲１)，川井田博充１)，河野 寛１)，市川大輔１) 

 
【はじめに】乳癌検診でマンモグラフィ（MG）上高濃度乳腺を示す場合は乳癌検出率が低下するといわれている．今回当

科の乳癌症例で濃度分類を行い，乳腺濃度による乳癌の臨床所見の特徴を検討することを目的とした． 

【対象と方法】2019 年当科で US，MG，手術を行った 134 例の乳癌症例を対象とした．乳腺濃度分類を脂肪性，乳腺散在，

不均一高濃度，高濃度の 4 分類にわけて，癌検出年齢，BMI，検出契機，診断 US・MG のカテゴリー分類，早期癌比率につ

いて比較検討した． 

【結果】脂肪性の乳癌は 16症例（12％），平均 76歳，平均 BMI24.8％であり，乳腺散在例は 51症例（38%），65歳，23.7％

であり，不均一高濃度例は 50症例（37%），55歳，22.3％であり，高濃度例は 17症例（13%），45歳，22.0％であった．不

均一高濃度と乳腺散在の乳癌割合が高く，乳腺濃度が高まれば，年齢，BMIが低下した．高濃度例では腫瘤自覚率が 53%と

高く，17 症例中 5 例が 30 歳台で，うち 4 例は検出契機が腫瘤自覚だった．診断 US カテゴリー判定は C3 が 50%，診断 MG

カテゴリー判定は C1が 82%と診断時の検査でも乳癌診断率は低かった．しかし早期癌（0，Ⅰ期）比率では 4分類とも 60％

以上で変わりはなかった． 

【考察】現在乳癌検診で高濃度乳腺への対応が問題となっている．当科での検討では，高濃度乳腺の乳癌は 50 歳未満で

BMI が低い例に認め，精査時でも診断が容易ではなかった．しかし現状では早期癌発見率は低い訳ではなく，検診方法の早

急な改善は必要ないと考える．また高濃度乳腺を示す若年者の場合は乳癌検診が受けられない場合があるので，自己触診

は必要と考える． 

【結語】高濃度乳腺の乳癌症例は 50歳以下で多く，乳癌の診断が困難であるが，早期発見率は他と同じであった． 

利益相反はありません． 

 

 

５１．重症細気管支炎を来したマイコプラズマ感染症の 1例 
市立甲府病院 呼吸器内科  島村 壮，大越広貴，樋田和弘，菱山千祐，大木善之助  

小澤克良 
 

【はじめに】マイコプラズマ肺炎の多くは軽症であり，入院を必要としない場合が多いが，稀に呼吸不全を来すことが知

られている．今回我々は重症気管支炎を来したマイコプラズマ肺炎を経験した．文献的な考察を加え報告する． 

【症例】50歳代，男性，主訴は咳嗽，呼吸困難であった．X年 8月上旬から咳嗽，労作時息切れを自覚するようになった．

1 ヶ月程様子をみていたが改善せず，近医を受診した．CT で肺炎の疑いあり，精査目的に当院紹介となった．血液検査で



WBC，CRP高値の他，マイコプラズマ抗体が PA法で 10240倍と著明に上昇していた．胸部 CT検査では両側肺にびまん性に

小葉中心性の粒状影が認められた．以上からマイコプラズマによる細気管支炎と診断し，抗菌薬で治療を開始した．また，

呼吸不全に至っており，ステロイドパルス療法を併用した．入院後経過は良好であり，徐々に咳嗽は消失し酸素化も改善

した．胸部 CTにおいても粒状影は不明瞭となった．抗菌薬は 12日間で終了し，ステロイドも漸減して終了し，第 16病日

に軽快退院した． 

【考察】マイコプラズマ肺炎で本症例の様に広範な粒状影を呈する症例は少数であるとされている． 

マイコプラズマ肺炎においては，感染症としての反応以外に細胞性免疫反応が重要な働きを担っていると考えられている．

本症例も細気管支領域で細胞性免疫が過剰反応したことにより呼吸不全に至ったものと考えられた．呼吸不全を呈する症

例では細胞性免疫の過剰反応を抑制する目的から，ステロイドの併用が有効とされており，本症例もステロイドを併用し，

治療経過は良好であった． 

【結語】今回我々は CT検査で広範な粒状影を認め，呼吸不全に至った重症マイコプラズマ肺炎を経験した． 

利益相反：無 

 

 

５２．DICを合併した多発血管炎性肉芽腫症の１例 
市立甲府病院 呼吸器内科  大越広貴，島村 壮，樋田和弘，菱山千祐，大木善之助  

小澤克良 
 

【はじめに】多発血管炎性肉芽腫症は耳・鼻・喉症状(E)，肺症状(L)，腎症状(K)，が 3大主要症状であり，多くは E→L→K

の順に病変が進行する．上気道症状のみで来院するケースが多いとされているが，今回診断時すでに DIC を呈していた多

発血管炎性肉芽腫症の 1例を経験したので報告する． 

【症例】60 歳代女性．糖尿病，高血圧症，脂質異常症で通院中であった．数年前より鼻閉感を認めており，定期受診の 3

日前より咳嗽，呼吸困難を自覚していた．血液検査で WBC，CRP，D-dimerの上昇，PLTの減少を認め，胸部 CTでは両肺に

多発腫瘤影を認めた．当初多発肺化膿症による DICを疑い抗生剤投与するも効果を認めなかった．PR3-ANCAの強陽性と CT

でみられた肥厚した鼻粘膜より生検を行い，多発血管炎性肉芽腫症と診断した．寛解導入療法としてステロイドパルス，

寛解維持療法として経口ステロイドを行い，全身状態や鼻病変，肺病変は著明に改善し，病勢は安定した． 

【考察】診断の時点で DIC を呈している多発血管炎性肉芽腫症は，検索した範囲内では報告はなかった．また，本症例は

数日前まで無症状であり，一般的には血管炎による全身症状は 2 週間以上の発熱や 6 カ月以内の体重減少と比較的慢性の

経過をとることが多いが，本症例のように慢性の鼻閉感を背景に急性経過をたどる場合にも多発血管炎性肉芽腫症を鑑別

に入れる必要がある． 

【結語】今回 DICを呈した多発血管炎性肉芽腫症を経験したので報告する． 

 

 

５３．局所進行肺癌において根治的化学放射線療法後の Durvalumab投与中に対するサル

ベージ手術 
山梨大学医学部 第二外科  大貫雄一郎, 松原寛知, 内田 嚴, 松岡弘泰, 市原智史 

中島博之 
 

【はじめに】切除不能非小細胞肺癌に対する根治的化学放射線療法後の維持療法として，2018年より PD-L1抗体である

Durvalumab の使用が可能となり，Ⅲ期肺癌に対する治療の選択肢が広がった．今回 Durvalumab 投与中に，原発巣のみ増

大を認めた右上葉肺腺癌に対し，サルベージ手術を行った症例を経験したので報告する． 

【症例】60歳代，男性．右上葉肺腺癌 cT1bN3M0, StageⅢBに対し，根治的化学放射線療法(CDBCA+PTX+同時胸部放射線

照射: 66Gy)施行後に，維持療法として Durvalumab の投与が開始された．リンパ節転移巣は縮小を維持していたが，原発

巣の増大を認めたためサルベージ手術目的に当科紹介となった．FDG-PET/CT所見では原発巣のみに集積を認め，根治切

除可能と判断した．手術は開胸にて右肺上葉切除術＋ND2a-1を施行した．化学放射線治療の影響により，組織の硬化や

血管増生に伴う易出血性所見を認めたが切除可能であった．術後経過は良好であり，術後 13日目に退院された．病理組

織診断は ypT1bN0M0, StageⅠA2であり，原発巣には 90%以上に viable な腫瘍細胞が残存していたため，治療効果は

Ef.1a と判定された． 

【考察】原発性肺癌に対する根治的化学放射線療法後の局所再発，あるいは切除不能病変が切除可能となった場合に，局

所制御を目的としたサルベージ手術という選択肢がある．これまでに分子標的薬治療後のサルベージ手術の報告は散見さ

れるが，Durvalumab 投与後のサルベージ手術例は報告がない．一般にサルベージ手術は術前治療として根治量の化学放

射線量療法が行われているため，周術期合併症の危険性が増すとされ，その安全性や有効性については明確となっていな

い．しかし本症例では化学放射線療法の効果は限定的であったことから，局所制御としてのサルベージ手術は意義があっ

たものと考えられた． 

【結語】分子標的薬や免疫治療の進歩に伴い，進行肺癌の治療成績は飛躍的に向上している．しかし，それらで局所制御

不能な場合，サルベージ手術の適応があれば積極的に考慮すべきである． 

 

 

 

 

 

 



呼吸器２ 
 

５４．サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸塩(アドエア®)の過量吸入

により低カリウム血症を起こした小児例 
市立甲府病院 小児科    小田切祐一，古本雅弘，伯耆原 祥，青山香喜 

 

【症例】8歳男子 

【既往歴】気管支喘息で 5歳まで近医で内服薬等で加療されていた． 

【現病歴】当院受診の 2 日前から咳嗽を認め，近医を受診した．気管支喘息発作と診断され，サルメテロールキシナホ酸

塩/フルチカゾンプロピオン酸塩吸入薬(アドエア®)等を処方された．受診当日朝までは母の見守り下で 1 日 2 回，1 回 1

吸入行っていた．同日夜に頻回の咳嗽を認め，母が不在であったため本人の判断でサルメテロールキシナホ酸塩/フルチカ

ゾンプロピオン酸塩吸入薬を短時間に 23 回繰り返し吸入した．直後から胸痛が出現し，30 分後に母が帰宅した際にも胸

痛持続していたため救急車にて当院に搬送された．来院時，意識清明で胸痛は改善傾向であった．他に有意な症状を認め

ず，血液検査で低カリウム血症を認めた．補液とカリウム製剤内服で改善が得られた． 

【考察】β2刺激薬の過量投与による副作用として低カリウム血症は知られている．本症例は吸入ステロイド剤とβ2刺激

薬の配合剤の過量吸入により低カリウム血症を発症したと考えられ，特に小児での報告は少ない．文献的考察を加えて報

告する． 

 

 

５５．Obstructive Sleep apnea syndrome に合併した Restless legs syndrome の２例 
市立甲府病院 呼吸器内科１)，同神経内科２) 

菱山千祐１)，島村 壮１)，大越広貴１)，樋田和弘１)，大木善之助１)  

小澤克良１)，富樫慎治２) 

 
【はじめに】Restless legs syndrome:RLS は，安静時や睡眠時に下肢の不快な耐えがたい異常感覚のためにじっとしてい

られず，不穏な運動を生じる疾患である.夕方から夜間に増悪し，しばしば睡眠障害を来す.今回，我々は終夜睡眠ポリグ

ラフィー（polysomnography:PSG）で閉塞型睡眠時無呼吸症候群(Obstructive Sleep apnea syndrome:OSAS)と診断した 83

例中，RLSが合併している 2例を経験したので報告する. 

【症例 1】50歳代・男性.いびき，無呼吸，中途覚醒を主訴に受診し，PSGの結果，AHI:21.4で中等症 OSASと診断した.CPAP

治療により AHI:0.5まで低下した.周期性下肢運動指数(periodic limb movements during sleep index:PLMS index) :53.7

と高値であり，再度問診を行い，下肢の熱感や冷感，何とも言えない不快感の訴えあり，RLSと診断した. 

【症例 2】60歳代・女性.いびき，無呼吸，昼間の眠気を主訴に受診し，PSGの結果，AHI:51.4で重症 OSASと診断した.CPAP

治療により AHI:1.2まで低下した.PLMS index:32.9 であり，後日の問診で，下肢の熱さ，むずむず感の訴えあり，RLSと

診断した. 

【考察】RLSは症状診断であるが，PSGにおける PLMSの頻回な出現が，有用な補助診断の一つとされている.RLSによる睡

眠障害，中途覚醒，昼間の眠気などの症状は OSAS と共通しており，PSG で PLMS index が高値の場合は RLS の合併に注意

する必要がある. 

【結語】OSAS精査のため行った PSG により，OSASと RLSが合併した 2例を報告した. 

利益相反なし. 

 

 

５６．原因として前立腺膿瘍が疑われた hypervirulent Klebsiella pneumoniae による敗

血症性肺塞栓症の 1例 
山梨厚生病院 呼吸器内科１)，同呼吸器外科２)，同検査室３) 

三井いずみ１)，成宮賢行１)，西川圭一１)，千葉成宏１)，奥脇英人２) 

深澤裕美３) 

 
【はじめに】敗血症性肺塞栓症（septic pulmonary embolism:以下 SPE）は細菌を含む栓子による肺塞栓と栓子による肺感

染症からなる．今回，Klebsiella pneumoniae（以下 KP）による前立腺膿瘍により，SPEその他の転移性感染症が合併した

と考えられる 1例を経験した． 

【症例】既往歴がない 60歳代男性．入院の数か月前から排尿困難，2週間前から発熱と同時に排尿困難が悪化．後に右下

腿の疼痛出現．整形外科クリニックから当院に紹介．入院前日から右眼視力低下があり転移性眼内炎と，下腿は皮下膿瘍

と判明．両肺の胸膜直下に多発結節影（一部は空洞結節）があり，feeding vessel 陽性．他臓器感染巣の存在から SPEと

診断．入院時体温 39.4℃，SOFA1．メロペネム開始．翌日 SOFA3で敗血症と診断．敗血症性ショックと DICを合併．入院後

に両側胸水が新出．CTで，肝膿瘍と，肥大した前立腺内の隔壁を伴う低濃度域があり，前立腺膿瘍と考えられた．肺と肝

の病変は抗菌薬のみで，下腿は切開排膿を加えて縮小改善．右眼視力は戻らず．前立腺病変は縮小傾向ながら残存し，呼

吸器病変，肝膿瘍の改善時点で泌尿器科に転科．KPを下腿切開膿，気管支洗浄液，血液，尿から検出．病原遺伝子の保有

状況から hypervirulent KP(hvKP)と判明． 

【考察】hvKP感染症は健常人に市中感染として起こり，眼内炎等の播種性感染を伴う特徴がある．上行性の尿路感染を起

こすかは明確でない．一方 SPE の原因として泌尿器科領域感染症は少数である．しかし，本例では排尿困難が先行した経

過と高度前立腺腫大があり，hvKP による前立腺膿瘍が SPEの原因となった可能性がある． 



【結語】原因として前立腺膿瘍が疑われた SPEの希少例を経験した．hvKPは後遺症をきたしうる全身感染症を本例のよう

な健常人にも起こしうるため留意を要する． 

利益相反なし 

 

 

５７．当院における免疫関連有害事象の検討 
市立甲府病院 呼吸器内科   

樋田和弘，島村 壮，大越広貴，菱山千祐，大木善之助 

小澤克良 
 

【背景】2015 年 12 月に免疫チェックポイント阻害薬ニボルマブが進行期非小細胞肺癌の治療薬として承認され，呼吸器

領域では現在計 4種の免疫チェックポイント阻害薬が保険適応となっている．2018年 7月には局所進行非小細胞肺癌にお

ける科学放射線療法後の地固め療法としてデュルバルマブが承認され，2018年 8月に悪性胸膜中皮腫へとニボルマブが適

応拡大された．2018 年 12 月に進行期非小細胞肺癌に対し，2019 年 8 月には進展型小細胞肺癌に対する細胞障害性抗癌剤

との同時併用療法が保険適応となった．呼吸器悪性腫瘍における同薬の適応疾患が拡大，使用法も急速に多岐に渡るよう

になった．それに伴い免疫関連有害事象への対策がますます重要となっている． 

【方法と対象】当院呼吸器内科で 2017 年 3 月～2019 年 12 月に肺癌 43 症例および悪性胸膜中皮腫 1 症例に対し免疫チェ

ックポイント阻害薬を投与し，免疫関連有害事象につき検討する． 

【結果】免疫チェックポイント阻害薬を使用した 44 症例のうち非小細胞肺癌は 42 症例(95.5%)，小細胞肺癌は 1 症例

(2.3%)，悪性胸膜中皮腫は 1症例(2.3%)であった．そのうち 21症例(47.7%)に免疫関連有害事象を認め，grade3以上の有

害事象は 6 症例(13.6%)に認められた．免疫関連有害事象として肺障害 6 件(13.6%)，甲状腺機能障害 4 件(9.1%)，皮膚障

害 3件(6.8%)，大腸炎 2件(4.5%)，その他 7件(15.9%)が認められた．有害事象により 1例(2.3%)が死亡し，20例(45.5%) 

は治療または免疫チェックポイント阻害薬の休薬にて軽快した．  

【考察と結語】当院呼吸器内科にて免疫チェックポイント阻害薬を導入した 44 症例のうち 21 症例に免疫関連有害事象を

認め，6症例が grade3以上であった．免疫チェックポイント阻害薬は肺癌治療において重要な薬剤であるが，免疫関連有

害事象に十分な対策が必要と考える． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５８．急速な両側副腎腫大を来した悪性リンパ腫の 1例 
山梨大学医学部 附属病院臨床教育センター１)，沼津市立病院 研修科２)，同消化器内科３) 

(研)前泊大心１)，(研)赤荻佳緒里２)，(研)大澤大和２)，久保田教生３)，板倉 淳１) 
 

【はじめに】悪性リンパ腫(ML)とはリンパ組織の悪性腫瘍の総称である．近年も概念の変化が著しく，患者は世界的に増

加傾向にある疾患である．今回，急速な両側副腎腫大を来した MLの 1例について報告する． 

【症例】81歳男性．X年 4月より右側腹部痛・食思不振・便通異常が出現し増悪，9/8に精査目的で沼津市立病院消化器内

科初診となった．血液検査で貧血・腎機能障害・炎症反応上昇・ALP上昇を認めた．エコー・内視鏡では明らかな異常は認

めなかった．10/30に再診，造影 CTで腹部大動脈瘤・両側副腎腫大を認めた．感染性大動脈瘤を疑い抗生剤開始するも腹

痛増悪のため 11/5 に入院，抗生剤継続も効果を認めず，血液培養・PCT 陰性と感染は否定的のため 11/20 に抗生剤中止．

同日の CTでは両側副腎の急速な腫大を認めた．sIL-2R・ALP１高値であり，副腎腫大について ML を含む悪性腫瘍が疑われ

たが，本人は生検を希望されず確定診断には至らなかった．その後は積極的治療を希望されず緩和ケアへと移行，12/22に

死亡退院となった．病理解剖が行われ，腹部大動脈周囲および両側副腎の ML（DLBCL）との診断であった． 

【考察】本症例では ML原発巣については確定できなかったが，副腎原発の可能性について考察した．副腎原発 ML(PAL)は

非常に稀であり，非ホジキンリンパ腫全体の 0.2%以下，報告例は 200例以下である．疫学的特徴として，両側副腎に病変

が出現することが多く，組織型は DLBCL が最多である．臨床的特徴として，半数以上が副腎不全をきたし予後不良である

が，早期の診断により予後改善を得たとの症例報告も存在する．本症例については，頻度的には大動脈周囲リンパ節原発

の可能性が高いが，両側副腎の DLBCL であり，PALの可能性は否定できないと考える． 

【結語】急速な両側副腎腫大を来した MLの 1例を経験した．PALは非常に稀ではあるが予後不良な疾患であり早期診断す

ることで予後が改善する可能性があるため，両側副腎腫瘍を認めた際には鑑別に挙げることが望ましい． 

本症例に利益相反はありません． 

 

 

５９．多彩な自己免疫異常と骨髄線維症を併発した血管免疫芽球性 T細胞リンパ腫 
山梨大学医学部 臨床教育センター１)，同血液・腫瘍内科２) 

     (研)松浦未乃莉１)，輿石めぐみ２)，鈴木 潤２)，鈴木 愛２)，川島一郎２) 

中嶌 圭２)，桐戸敬太２) 
 

【はじめに】血管免疫芽球性 T 細胞リンパ腫(AITL)は，末梢性 T 細胞性リンパ腫のサブタイプの１つであり，高ガンマグ

ロブリン血症や自己抗体の出現などの自己免疫異常をしばしば伴うことが知られている．また，少数例ではあるが骨髄線

維化を伴う症例が報告されており，骨髄に浸潤した腫瘍細胞からの TGF-β等の産生が要因と考えられている．一方，自己

免疫が関与する骨髄線維症については，自己免疫性骨髄線維症(AIMF)という概念が提唱されている．今回我々は，発症時

に各種自己抗体が陽性であり，骨髄生検で高度の線維化を伴った AITL症例を経験した． 

【症例】68 歳，男性．AITL と診断され，発症時にクームス試験，抗核抗体，抗 ds-DNA 抗体，抗リン脂質抗体および寒冷

凝集素が陽性であり，骨髄生検において高度の骨髄線維化(MF-３)を伴った．CHASE療法 2コース後に，骨髄線維化は速や

かに消失した． 

【考察】AITLにおける骨髄線維化は，一般的に AITL細胞から放出された TGF-β，bFGFといったサイトカインによると考

えられている．本症例でも，初発時に骨髄への腫瘍細胞浸潤を認めており，線維化の進展に関与していた可能性は否定で

きない． 

一方で自己免疫異常を背景に骨髄線維化が進行する AIMFという概念が提唱されている． 

本症例は，治療前に多彩な自己抗体が陽性であり，骨髄生検では過形成骨髄で MF-3 相当の線維化がみられた．しかし，

CHASE 療法 2 コース後の骨髄生検では線維化が改善し，自己抗体も陰性化した．骨髄線維化を引き起こす種々のサイトカ

インの測定は行っていないが，発症時に自己抗体が陽性となった骨髄線維化であり，化学療法により自己抗体の陰性化と

骨髄線維化の改善が同時に認められたことから本症例における骨髄線維化には AIMF のような機序が関与していた可能性

があると考えられた． 

【結語】多彩な自己免疫異常と臨床経過より，本症例の骨髄線維化には AIMF のような機序が関与していた可能性もある． 

利益相反なし 

 

 

６０．Ruxolitinibと化学療法併用により加療を行った POST-ET/MF-AML 
      山梨大学医学部 臨床教育センター１)，同血液・腫瘍内科２)，同人体病理部３) 

       (研)江口実佑１), 輿石めぐみ２)，鈴木 潤２)，熊谷拓磨２)，川島一郎２) 

山本健夫２), 中嶌 圭２)，桐戸敬太２)，井上朋大３)，中澤匡男３) 

近藤哲夫３) 
 

【はじめに】骨髄増殖性疾患(MPN)は造血幹細胞レベルでの腫瘍化によって発症する疾患群であり，その中に真性多血症

(PV),本態性血小板血症(ET),原発性骨髄線維症(PMF)などが含まれる．MPN は一部白血病へ急性転化(Blast-phase MPN)す

る可能性がある．急性転化した場合は一般的に予後が悪く，現在のところ同種造血幹細胞移植以外に確立された治療法は

ない．今回，ET から巨大脾腫・発熱などの全身症状を伴う AML への急性転化を認めたが，Ruxolitinib の導入により著明

な改善を認め，同種造血幹細胞移植まで施行した症例を経験したため報告する． 

【症例】症例は 44 歳男性．X-20 年に ET と診断されたが，自己都合で診察を中断していた．X 年発熱が持続したため近医

を受診し，白赤芽球症と貧血および LDH 上昇を認めた．骨髄生検を施行したところ MF-3 の線維化があり，POST-ET/MF と



診断．AMLへの移行も認めたため，寛解導入療法を開始した．また，骨盤部に及ぶ巨大脾腫を認め発熱なども含めて MFの

全身症候と判断し，Ruxolitinib も併用した．Ruxolitinib 開始後，脾腫および全身症候は速やかに改善し，寛解導入療法

37日目の骨髄検査でも寛解となった．減量 CAG療法を 1クール施行後に，同種造血幹細胞移植を行い現在は寛解を維持し

ている． 

【考察】Ruxolinitib は JAK1/2 選択的阻害薬であり，主に MF や PV において脾腫や QOL，全身症候の改善目的に使用され

る．Blast-phase MPN は寛解導入療法を受けても同種造血幹細胞移植まで施行できたのは 12％程度という報告がある．

Blast-phase MPN に対して寛解導入療法と Ruxolitinib を同時並行で行った 6 症例についてフランスのグループが報告し

ており，そのうち半数の症例で同種造血幹細胞移植まで施行することができた． 

【結語】化学療法と Ruxolitinib の併用は，全身症候や脾腫が著明な Blast-phase MPN に対する有効な治療法である可能

性があると示唆された． 

利益相反なし 

 

 

６１．当院における中枢神経悪性リンパ腫の治療について 
山梨大学医学部 附属病院臨床教育センター１)，同血液・腫瘍内科２) 

(研)中楯礼人１),輿石めぐみ２) ，鈴木 潤２) ，熊谷拓磨２) ，川島一郎２) 

山本健夫２), 中嶌 圭２)，桐戸敬太２) 

 

【はじめに】中枢神経病変を伴う悪性リンパ腫は, 血液脳関門への移行性の問題から, 標準的な悪性リンパ腫治療（R-

CHOP）では治療効果が乏しく,予後が悪いことが知られている. そのためメトトレキサート(MTX)に放射線全脳照射を合わ

せた治療が行われるが,遅発性神経毒性等，治療に伴う有害事象が問題となる. 近年 R-MPV＋減量放射線照射＋HD-AraC

（以下 R-MPV療法）のレジメンによる,比較的良好な成績が報告されている．今回，当院で R-MPV 療法にて治療した 5例

を報告する. 

【症例】年齢は 52歳から 76歳で，DLBCLの中枢神経再発が 3例, 中枢神経原発の DLBCL(PCNSL)が 2例である.R-MPV療

法 5サイクル終了した症例については CR1例，PR2例であった． 2例は現在治療継続中である.  CR症例は, その後減量

放射線,HD-AraC療法まで行い CRが維持されている. PR症例はその後放射線照射を減量せずに行った. 

【考察】中枢神経リンパ腫は中枢神経原発悪性リンパ腫（PCNSL）とそれ以外（再発, 体幹同時発症, 免疫不全関連な

ど）に大別される.中枢神経悪性リンパ腫治療のエビデンスは PCNSL に限られ, 大量 MTXに VCRや, PCZ等を加えた化学

療法や,全脳照射を組み合わせて治療することが多い. ただし, 各レジメン間での治療効果の比較はなく,最適な治療は確

立されていない.最近，Morrisらにより R-MPV療法が発表され，高い奏効率が得られることが報告されている．当院でも

2018 年より，PCNSLと DLBCLの中枢神経再発に対してこのレジメンに基づいた治療を行っている.現在までに５症例の治

療を行なっているが，治療を完遂した３例中２例が CRとなった．また, 70代後半の患者にも MTX を減量せずに投与する

ことができ, 有害事象もコントロール可能なものばかりであった.長期成績については今後検討が必要だと考える. 

【結語】当院の，中枢神経浸潤を伴う悪性リンパ腫への R-MPV療法の症例をまとめた.悪性リンパ腫の中枢神経再発例に

も R-MPV療法を行っており,一部治療効果を認めている.症例を蓄積し，治療成績や長期予後について検討することが今後

の課題である． 

筆頭発表者は本発表演題に関連して開示すべき利益相反はありません． 

 

 

６２．APL細胞の細胞表面マーカー解析の特徴と限界 
山梨大学医学部 附属病院臨床教育センター１)，同血液・腫瘍内科２) 

(研)細川恵理子１)，輿石めぐみ２)，鈴木 潤２)，熊谷拓磨２)，鈴木 愛２)  

川島一郎２)，山本健夫２)，中嶌 圭２)，桐戸敬太２) 

 

【はじめに】急性前骨髄球性白血病（APL）は ATRA と亜ヒ酸の登場で治療成績が飛躍的に向上したが，高度の DIC をきた

す緊急疾患であり早期死亡率低下のために迅速かつ正確な診断が必須である．診断は PML-RARα融合遺伝子の検出による

が，迅速な診断には形態や細胞表面マーカーが有用である．通常，APL 細胞は特徴的な形態や細胞表面マーカー（CD13，

CD33 陽性，CD34，HLA-DR陰性）を示す．今回，発症時に凝固異常を認めず非典型的な細胞形態や細胞表面マーカーにより

早期診断に苦慮した APLを経験した． 

【症例】69歳男性．汎血球減少のため当院血液内科に紹介された．初診時に凝固異常を認めず，骨髄検査で MPO陽性細胞

が 79％を占め，CD13,33,34 が陽性であったことから AML,NOSと診断し化学療法を開始した．その後，RT-PCRで PML-RARα

mRNA が検出され，APLと判断し ATRA を開始した．染色体分析では t(15;17)は認めなかった． 

【考察】本症例は Cryptic 転座により発症した APL と考えられた．Cryptic 型は APL の約 10％を占め，早期死亡例が多い

とされる．形態学的には microgranular の比率が高く，microgranular type は CD34陽性と報告される．当院の 13例の APL

症例のうち 4 例が CD34 陽性，2 例が HLA-DR 陽性を示した．Cryptic 型 APL も ATRA への反応性は良好だが，特徴的な APL

細胞の形態や細胞表面マーカーを持たず診断困難となる可能性がある． 

【結語】細胞表面マーカー解析は APL の診断において迅速かつ有用だが限界がある．Cryptic 型 APL も治療反応性は良好

で臨床的には通常の APL と有意な差は無いとされる．早期診断困難となりうる Cryptic 型 APL の存在を考慮することで，

早期診断，治療開始につながる可能性がある． 

筆頭発表者は本発表演題に関連して開示すべき利益相反はありません． 

 

 



６３．破壊性関節炎を伴った膵性皮下結節性脂肪壊死症の 1例 
山梨大学医学部 附属病院研修センター１)，同内科学講座第三教室２) 

同リウマチ膠原病センター３)，同整形外科学講座４) 

(研)古谷 智１)，小林 惠２)３)，花井俊一朗２)３)，高山義裕３)４)，小山賢一３)４) 

中込大樹２)３) 
 

【はじめに】急性膵炎は一般に腹痛を主訴とする疾患だが，今回腹痛に乏しく皮疹を主訴とする急性膵炎（膵性皮下結節

脂肪壊死症）を経験したので報告する． 

【症例】60歳男性．入院 2日前から下腿皮疹と多関節の腫脹・疼痛が出現し蜂窩織炎の疑いで当院へ緊急入院した．38度

台の発熱と，四肢に母指頭大の浸潤を触れる有痛性紅斑が散在していた．手，肘，膝，足関節の疼痛および腫脹のため歩

行困難であった．腹部所見はないが，血液検査では炎症反応と膵酵素の上昇を認め，造影 CTで膵石によって途絶した主膵

管と膵周囲の脂肪織濃度上昇を認めたことから急性膵炎と診断した．右下腿皮疹の皮膚病理では，皮下脂肪組織に小葉性

の脂肪織炎と石灰化を伴った融解・壊死巣を認め，免疫染色では Trypsin が陽性であった．脂肪細胞は核が消失し，厚い

隔壁を持つ ghost-like cell の形態を示した．以上より膵性皮下結節性脂肪壊死症と診断した．また，関節エコーでは，

腫脹関節において関節滑膜炎，腱炎，付着部炎，骨びらん，腱や滑膜への石灰沈着が認められた．白色調の皮下結節の観

察では痛風結節に似た高輝度の顆粒を含む低エコー域を認め，周囲の血流増加がみられた．膵炎改善後も関節炎が遷延し

ADL 低下をきたしていたため，プレドニゾロン 20mg/日とコルヒチンの投与を行った．4週間程で関節炎は寛解し，自立歩

行可能となった． 

【考察】膵性皮下結節性脂肪壊死症は，急性膵炎による稀な皮膚症状で，関節炎を伴うことがある．膵炎治療が基本だが，

遷延する関節炎には追加治療を要する．ステロイド無効例の報告もあるが，病理や関節エコー所見は痛風と類似しており，

ステロイド加療は自験例では有効であった． 

【結語】腹痛の乏しい急性膵炎に合併した関節破壊を伴う膵性皮下結節脂肪壊死症を経験した．関節炎に対しステロイド

単独でも一定の効果があり，コルヒチンの追加でさらに炎症の改善を認めた． 

COI：開示すべき COIはありません 

 

 

６４．横紋筋融解および腸管壊死にて発症した結筋性多発動脈炎の１例 
山梨大学医学部 附属病院臨床教育センター１)，同第三内科２) 

      (研)伊藤遼介１)，小林義照２)，小林 惠２)，花井俊一郎２)，中込大樹２) 

 
【はじめに】結節性多発動脈炎は中小動脈の壊死性血管炎で様々な症状を呈するが，横紋筋融解をすのは非常に稀である．

診断，治療に苦慮した結節性多発動脈炎の一例を報告する． 

【症例】63歳女性．当院受診 1か月前より手のこわばり，左右手関節，左第 1MCP関節，右第 4MCP 関節に腫脹および圧痛

が出現した．近医にて CRP 2.8mg /dl と上昇あり，関節リウマチと診断され，プレドニゾロン 10㎎/日で加療開始となっ

た．関節症状は改善するも 38度台の発熱，CRP 10.3mg/dl と悪化を認め当院へ紹介となった．関節エコーでは関節滑膜炎

を認めなかった．造影 CT でも特記すべき所見を認めなかった．PET-CT では頸部リンパ節，脾臓，骨髄への FDG の集積を

認め，悪性リンパ腫が鑑別にあがった．入院時 CK 43U/Lであったが精査開始 4週後に 25700まで急激に上昇し，血清 Kも

7.2 まで上昇した．緊急透析後，一度心停止するも蘇生した．筋生検を行い，ステロイドパルスを施行した．その後，筋生

検より中動脈にフィブリノイド壊死を認め結節性多発動脈炎と診断した．その後，プレドニゾロン 60 ㎎/日にて後療法を

継続するも，10日後に腸管穿孔をきたし緊急手術となった．小腸および大腸に広範囲に壊死を認め，全摘出を行った． 

【考察】横紋筋融解症の主な原因としてはアルコールや薬物乱用，薬剤性，外傷，痙攣などが挙げられる．膠原病疾患で

は筋炎以外の報告は非常に稀である．本症例においては，結節性多発動脈炎を背景に筋組織で広範な血流障害が起き，持

続する高体温も相まって横紋筋融解症を発症したと考える． 

【結語】血管炎の初発症状で筋痛は多いが，横紋筋融解症は稀である．横紋筋融解症は結節性多発動脈炎の重要病態とし

て認識する必要がある． 

利益相反：無 

 

 

６５．急激に発症し早期に診断し得た結節性多発動脈炎の 1例 
山梨大学医学部 付属病院臨床教育センター１)，同内科学講座第三教室２) 

(研)前島 優１), 花井俊一朗２),小林義照２)，安島千咲２)，小林 惠２) 

中込大樹２) 
 

【はじめに】結節性多発動脈炎（PN）は中型血管を主体に血管壁に炎症を生じる疾患である．全身症状と，虚血，梗塞に

よる臓器障害のため多彩な症状を呈する．発症早期は抗リン脂質抗体症候群（APS）と症状が類似することがあり，両者の

鑑別に難渋することがある．今回，両者の鑑別を要し早期に PNの診断に至った症例を経験したので報告する． 

【症例】26 歳女性．入院半年前に発熱，腹痛を主訴に当院を受診し，造影 CT 検査にて脾腫，脾梗塞，微小肺塞栓を認め

た．APS が疑われたが，抗リン脂質抗体は陰性であり，症状は自然軽快を認めたため当院循環器内科でフォローされてい

た．入院 5 日前より発熱，心窩部痛，両下肢痛の出現があり当院を緊急受診した．炎症反応高値，ループスアンチコアグ

ラント（LAC）の陽転化，造影 CT検査では門脈末梢の血栓閉塞を疑う所見を認めた．APS以外に鑑別として PNを考え，両

者の鑑別のため血管造影で精査の方針とした．しかし腹痛，CRPは増悪傾向であり，早期治療介入が必要と考えステロイド



パルス療法を先行した．治療開始後，発熱，疼痛は速やかに改善を認めた．血管造影では肝動脈狭小化，肝動脈の多発動

脈瘤，肝の造影欠損域，脾梗塞を認め PNと診断した．PSL内服で治療を継続し，経過良好で退院となった． 

【考察】抗リン脂質抗体は PNの一部でも高確率で陽性になるという報告があり，抗体で両者を鑑別することは難しい．PN

の診断には血管壁の炎症所見である微小動脈瘤，壊死性血管炎を画像的，組織学的に証明することが重要である．今回の

症例では早期に血管造影を施行し多発する微小動脈瘤を認め，PNの診断に至ることができた．PNと APS の鑑別に難渋する

例では，早期の血管造影や組織診断を可能な限り行うことが望ましいといえる． 

【結語】PNと APSの鑑別を要し早期に PNの診断に至り得た 1例を経験したので報告する． 

利益相反なし 

 

 

６６．若年女性に発症した大量血胸の 1例 
山梨県立中央病院 臨床研修センター１)，同高度救命救急センター２) 

(研)細田修平１)，萩原一樹２)，吉田侑真２)，森紗耶香２)，河西浩人２) 

原田 薫２)，松本 隆２)，川島佑太２)，釘宮愛子２)，笹本将継２) 

柳沢政彦２)，松本 学２)，宮崎善史２)，井上潤一２)，岩瀬史明２) 

 
【はじめに】神経線維腫症Ⅰ型（Neurofibromatosis type Ⅰ：NFⅠ）は血管脆弱性により大量出血をきたしうる報告が散

見される．今回，我々は NFⅠを背景とすると考えられる若年女性が大量血胸を発症し救急搬送された症例を経験したため

報告する． 

【症例】20代，女性．夕食後心窩部痛を訴え，嘔吐し近医を受診した．収縮期血圧 70mmHg台で，超音波検査で右胸腔内に

大量の液体貯留を認め，大量血胸による出血性ショックを疑い当院へ転院となった．既往歴はなく，家族歴は母親が NF１

と診断されていた．来院時は，血圧 66/41mmHg, 心拍数 108 回/分，呼吸数 30 回/分，意識レベル GCS6(E1V1M４)，体温

36.6℃，SpO2 99%(酸素 10L投与下)で四肢末梢に冷汗が著明でショック状態だった．聴診上右呼吸音が減弱しており， café 

au lait斑と考えられる茶褐色の色素沈着を体幹部に認めた．来院後胸腔ドレーンを挿入すると 2L以上の新鮮血が排液さ

れた．大量輸血等による循環動態の安定化を図りつつ原因検索を進めると，造影 CTで肋間動脈の破綻による大量血胸であ

ると判断し経カテーテル的動脈塞栓術の方針とした．TAEでは，右肋間動脈より造影剤の血管外漏出を認め，コイルと NBCA

で 2本の肋間動脈を塞栓した．これにより一旦は止血を得て，胸腔内血腫除去術による閉塞性ショックの解除も行ったが，

数時間後には腹腔内や後腹膜など多部位から出血し，止血困難と判断し第 2病日に永眠された． 

【考察】NF１では約 0.4〜6.4%で血管病変を合併し，その血管脆弱性が報告されている．大量血胸も 70 例以上報告され，

開胸手術や TAE による止血術が行われている．止血に難渋した症例の報告もあり，NF１患者の大量出血ではではその血管

脆弱性を念頭に置き，IVRや開胸手術など状況に応じて治療選択をする必要があると考えられる． 

【結語】NF1を背景とした大量血胸の 1例を経験した．非常に示唆に富む症例と考えられ，報告した． 

利益相反なし 

 

 

６７．両心房内血栓の病態とその治療 
山梨大学医学部 附属病院臨床教育センター１)，同第二内科２)，同第二外科３) 

(研)八巻春那１)，植松 学２)，渡邉陽介２)，川端健一２), 小野芹奈２) 

小林亜樹２)，堀越健生２)，吉崎 徹２)，出山順太郎２)，小林 剛２) 

藤岡大佑２)，中村貴光２)，斎藤幸生２)，中村和人２)，尾畑純栄２) 

久木山清貴２)，白岩 聡３)，加賀重亜喜３)，中島博之３) 
 

【はじめに】心内血栓は急変リスクが高く，治療方針について迅速かつ的確な判断が要される．今回，両心房内に生じた

巨大血栓に対して，外科的手術により救命できた一例を経験したので報告する． 

【症例】63歳，男性．主訴は呼吸困難と全身倦怠感．高血圧のため内服加療中だった．入院 3か月前に突然意識を失いそ

うになり，一時的に脈拍数は 140 回/分に上昇し，収縮期血圧は普段より 20mmHg 低下し 120mmHg であった．以降倦怠感が

持続し，入院 1 か月前からは起座呼吸が出現した．入院 1 週間前から頻回の下痢症状が出現した．諸症状が改善せずかか

りつけ医を受診し，同院の心エコーで壁運動が著明に低下し，レントゲンで肺うっ血を認めたことから心不全が疑われ，

当院へ紹介受診となった．心電図では心房細動を認め，当院で再検した心エコーで心房内腫瘤が疑われた．造影 CTを施行

し，左心房内に長径 63mm，右心房内に長径 34mm の血栓を認めた．また下痢症状の原因と思われる上行結腸の虚血所見も

認めた．治療に関しては，入院第 5 病日に準緊急での心内血栓除去術を施行した．また抗凝固療法として周術期はヘパリ

ン投与を行い，術後 7日目よりリバーロキサバン 15㎎/日内服へ変更した．以降は血栓再発をみとめず，術後 21日目に退

院となった． 

【考察】両心房内血栓の形成要因として，一般的には心房細動，心筋症，低心拍出，脱水などの報告がある．本例では CHA2DS2-

VASc スコア 6点と高値であり，低心拍出であったことが血栓形成の要因と考えられた．さらに下痢による血液濃縮が血栓

形成を助長させた．また治療方針としては，血栓サイズが巨大で，器質化成分を含むと考えられたため溶解は困難と判断

し，外科的手術を施行するに至った． 

【結語】両心房内巨大血栓に対して，嵌頓や多発塞栓症をきたす前に外科的手術にて救命できた．治療方針については血

栓の性状や耐術能などの患者状態を考慮し，ハートチームで迅速かつ的確に判断する必要がある． 

演題発表に関連し，開示すべき COI 関係にある企業などはありません． 

 

 



６８．難治性喘息と神経症状を前駆症状とした，好酸球性心筋炎が疑われた 1例 
山梨大学医学部 附属病院臨床教育センター１)，同第二内科２) 

(研)阿部萌子１)，小林亜樹２)，吉崎 徹２)，中村貴光２)，小野芹奈２)  

堀越健生２)，渡邉陽介２)，植松 学２)，出山順太郎２)，小林 剛２) 

藤岡大佑２)，斎藤幸生２)，川端健一２)，中村和人２)，尾畑純栄２) 

久木山清貴２) 
 

【はじめに】好酸球性心筋炎は，特発性が最も多いが，他にアレルギー疾患や薬剤過敏症，寄生虫感染等様々な疾患を背

景に発症する．今回我々は，難治性喘息と神経症状を前駆症状とし，好酸球性心筋炎が疑われた 1例を経験したため報告

する． 

【症例】54歳女性．入院 7か月前より呼吸困難が出現，入院 2か月前に気管支喘息と診断され，加療開始されたが治療

抵抗性であった．入院 4日前より四肢末梢のしびれ，足底の異常知覚を自覚し，翌日には構音障害を合併した．入院当

日，神経症状改善せず，呼吸困難が増悪したため前医を受診し，著明な好酸球増加，心エコー図で左室のびまん性壁運動

低下，全周性心嚢液貯留を認めたため，精査加療目的に当院転院となった．臨床経過，血液検査，超音波検査より好酸球

性心筋炎疑いとしてステロイド投与，および心不全治療を開始した．治療に伴い好酸球は減少し，左室壁運動は改善，心

嚢液も減少した．神経症状精査のため第 8病日に頭部 MRIを施行したところ，左放線冠から被殻に新鮮ラクナ梗塞を認め

た．神経症状に関しては保存的加療の方針となり，リハビリテーション主体の治療を進め，第 28病日自宅退院となっ

た． 

【考察】好酸球性心筋炎は，診断基準における必須 5項目を認める場合に強く疑われ，確定診断は心筋生検による．本症

例は必須項目をすべて満たし，参考項目であるアレルギー疾患の合併を認めたため，上記疾患の可能性が強く示唆され

た．さらに，脳梗塞のみでは説明しえない，神経炎合併を疑わせる神経症状も伴うことから，好酸球性多発血管炎性肉芽

腫症（EGPA）の合併も考慮された． 

【結語】難治性喘息を背景に，神経症状，呼吸困難増悪を呈し，好酸球性心筋炎および EGPAの合併が疑われた 1例を経

験した．アレルギー疾患を有する症例で心機能低下を来した場合，上記疾患を疑い，心筋炎症状の更なる増悪や EGPA合

併による多臓器障害の重篤化を防ぐため速やかな診断，治療介入を行うことが重要である． 

利益相反なし 

 

 

６９．消化管通過障害や肝機能障害に難渋しながらも，経腸栄養で良好な発育を得た

Apple peel型小腸閉鎖症の 1例 
山梨大学医学部 付属病院臨床教育センター１) ，同小児科２)，同小児外科３) 

(研)中山知美１)，矢ヶ崎英晃２)，鎌田康弘２)，深尾俊宣２)，成澤宏宗２)  

村上 寧２)，中根貴弥２)，犬飼岳史２)，蓮田憲夫３) 

 

【はじめに】先天性小腸閉鎖は約 5,000-10,000出生に 1人の頻度でみられる．中でも Apple peel 型小腸閉鎖は約

50,000 出生に 1人の頻度で，胎生期に上腸間膜動脈が閉塞することにより，その支配領域の腸管が欠如し発症する．今

回，術後の消化管通過障害と肝機能障害に難渋しながらも，経腸栄養により徐々に体重増加を得られた Apple peel 型小

腸閉鎖症の 1例を報告する． 

【症例】在胎 34週 6日，出生体重 2346g，男児．母体合併症はなく妊娠経過は良好であった． 

前期破水で母体搬送され，同日経腟分娩で出生．胎盤早期剥離を認め，Apgar Score 8/9，身体所見は異常なし．早産

児，低出生体重児であり NICU入室となった． 

日齢 0の腹部レントゲンで腸管ガスの分布異常を認め，日齢 1にもガスの移動なく同日の消化管造影で小腸閉鎖の診断と

なった．日齢 2に小腸端々吻合術を施行し，病型は Grosfeld Ⅲb：Apple peel 型と診断された． 

術後早期からミルクの経口摂取を開始したが，消化管通過障害が遷延した．また経静脈栄養を併用したところ肝機能障害

を認め，栄養強化に難渋した． 

そこで EDチューブを Apple peel 腸管まですすめ経腸栄養を行ったり，間欠的に高カロリー輸液を投与する cyclic-TPN

を併用することで徐々に体重増加が得られ，日齢 98に退院となった． 

【考察】Apple peel 型小腸閉鎖症の重篤な合併症に，敗血症や胆汁うっ滞に起因する肝機能障害がある．近年，魚油由

来ω3系脂肪製剤が胆汁うっ滞を軽減することや，cyclic-TPNが持続的な高カロリー輸液投与に比べ肝機能障害をきたす

頻度が低いことが報告されている．これらの使用により，今後さらに予後が改善されることが期待される． 

【結語】Apple peel 型小腸閉鎖症の死因の多くは敗血症や胆汁うっ滞に起因する．本症例ではこれらの管理が奏効した

ため，徐々に体重増加が得られ良好な転機をたどったと考えられる． 

Apple peel 型小腸閉鎖症の予後改善のために，可能な限りの経腸栄養と，経静脈栄養を行う際には間欠的な投与とし魚

油由来ω3系脂肪製剤を併用することが望まれる． 

本演題に関連して開示すべき COI 関係にある企業等はありません． 

 

 

 

 

 

 

 



７０．新規 NOTCH1遺伝子変異による Adams-Oliver 症候群の双胎例 
山梨大学医学部 付属病院臨床教育センター１)，同病院小児科２) 

(研)荻原千恵１)，河野洋介２)，吉沢雅史２)，須長祐人２)，喜瀬広亮２) 

戸田孝子２)，矢ケ崎英晃２)，中根貴弥２)，犬飼岳史２) 

 

【はじめに】Adams-Oliver症候群は先天性皮膚形成不全，四肢の横断型欠損，先天性心疾患を特徴とする常染色体優性遺

伝性の疾患である．今回，四肢の欠損は伴わないものの先天性頭皮欠損および先天性心疾患を有し，遺伝子検査により確

定診断に至った Adams-Oliver症候群の双胎例を経験したので報告する． 

【症例】7 か月女児．一卵性双胎の第 1 子．生下時より前頭部の頭皮形成不全，心房中隔欠損および心室中隔欠損を認め

た．生後 7か月時に自宅にて心肺停止となり救急搬送され，低体温療法を施行された．低体温療法からの復温時に ST変化

を伴う心室頻拍を頻回に認め，硝酸薬の持続投与が奏功した．冠動脈造影での冠動脈走行は正常であった．心室中隔欠損

は自然閉鎖していたが，心房中隔欠損よる肺動脈の拡張および軽度の肺高血圧を呈しており，入院 11日目に心房中隔欠損

閉鎖術を施行した．現在，一硝酸イソソルビド内服にて外来で経過を観察しているが不整脈は認めていない．本児に関し

て臨床症状から Adams-Oliver症候群を疑い，一卵性双胎第 2子にも先天性心疾患（両大血管右室起始症）および先天性頭

皮形成不全があり同様の疾患が疑われたため，保護者の同意を得て第 1子について遺伝子解析を行い，NOTCH1遺伝子変異

c.1011_1013delTGA (p.D338del , Exon6)を同定した． 

【考察】本遺伝子変異は Adams-Oliver 症候群の既報になく，新規と考えられた．PROVEAN score は”Deleterious”，Mutation 

tasting を用いた解析でも”disease causing”であった．Adams-Oliver 症候群の複数知られている原因遺伝子のうち，

NOTCH1 遺伝子は約 36％の症例で四肢の欠損を伴わないことも文献的に報告されている．Adams-Oliver 症候群に虚血性心

疾患やそれに起因する致死性不整脈を有する報告は非常に稀であり，本症例は Adams-Oliver 症候群の表現型の知見を広

げ，疾患のフォローアップに重要な示唆を与える症例であるといえる． 

【結語】NOTCH１遺伝子変異を有し，先天性頭皮形成不全および心房中隔欠損・心室中隔欠損を認めた一卵性双胎児を経験

した．Adams-Oliver症候群の新規遺伝子変異と考えられ，臨床経過を報告する． 

利益相反なし 

 

 

７１．地域住民の流産に関する認識調査 
甲府共立病院 産婦人科 (研)葛西友香，林 怜，関根愛子，松上まどか，鶴田統子   

鶴田幸雄，深澤喜直 

 

【はじめに】流産は一度の妊娠において約 15%，妊娠経験者の 38%が流産を経験するとされており，これらの流産の原因は

胎児染色体異常によるものが 80％以上を占める．2015 年の米国の調査では一般人の 55%が流産の頻度を 5%以下と回答し，

原因になりうるものとして 76％がストレスの多い出来事とエビデンスに乏しい回答を挙げた．流産は女性の抑鬱・不安障

害罹患率や離婚率を高めると報告され，不確かな知識が要因になる可能性が指摘されている．今回，当院周辺の地域住民

の流産に関する認識を調査することを目的とした． 

【対象と方法】2019年11月21日に当院で開催された地域住民健康講座に参加した，もしくは12月2日から12月14日に甲府

共立病院総合健診センターで健診・人間ドックを利用した20代以上の男女416名に15項目のアンケートを実施した．解析

はχ2検定を用いた． 

【結果】232名から有効回答を得た．流産頻度を正答したのは 36％だった．5％以下と回答したのは 34％で，自身もしく

は配偶者の流産歴なし，または男性で優位に多かった．生涯流産経験率を正答したのは 10％で，85％が 20％以下と回答

した．原因になりうるもの（複数回答）として 87％が仕事や人間関係上のストレス，48％が染色体異常を挙げた．1番多

い原因として 44％が仕事や人間関係上のストレス，16％が染色体異常と回答し，自身もしくは配偶者の流産・妊娠歴な

し，または男性で正答率が有意に低かった．今回の調査では年齢，学歴による関連は乏しかった． 

【考察】多くの地域住民が一度の妊娠における流産率や女性の生涯流産経験率を低く考え，原因を誤認していることが明

らかになった． 

【結語】流産への誤認は，流産経験者の自責感や孤独感を強める可能性がある．正しい情報を一般の方々に啓蒙するこ

と，また流産後にも適切な情報提供を行うことが有用ではないかと考える． 

今回の発表演題に関連し，発表者らが開示すべき COI関係にある企業等はありません． 

 

 

７２．遺伝性乳癌卵巣癌症候群（HBOC）と考えられた局所進行乳癌の 1例 
山梨大学医学部 臨床教育センター１)，同第一外科２) 

(研)石川あおは１)，大森征人２)，中山裕子２)，木村亜矢子２)，井上慎吾２) 

市川大輔２) 
 

【はじめに】遺伝性乳癌卵巣癌症候群は若年で発症することが多く，またサブタイプはトリプルネガティブが多い．診断

には家族歴の聴取が重要であり，今回 HBOCが疑われ診断に至った 1例を経験したので報告する． 

【症例】67 歳女性．母方の祖父母と叔母 2 人に乳癌の家族歴あり．以前より右乳房腫瘤を自覚していたが放置していた．

その後腫瘤は増大し皮膚に露出，食思不振などもあり腫瘤自覚から約 1 年後に当院当科受診．右前胸部に自壊を伴う小児

頭大の腫瘤を認め，血液検査で低栄養や貧血などもあり緊急入院となった．CTで右乳房全体を置換し胸壁浸潤を伴う巨大

腫瘤を認め，肝転移，腋下・肺門部リンパ節転移なども認めた．針生検の結果はトリプルネガティブの浸潤性乳管癌であ



った．モーズ軟膏による局所コントロールを図りつつ S-1 療法を開始し病巣は著明に縮小．治療開始約 2 か月後に外来通

院での治療に移行した．その後行われた遺伝子検査の結果，BRCA2 の変異が疑われた． 

【考察】HBOC は BRCA の生殖細胞系列の変異の異変に起因する乳癌および卵巣癌をはじめとする癌の易罹患性症候群であ

る．遺伝形式は常染色体優性遺伝であり，若年で発症することが多く，またサブタイプはトリプルネガティブが多い．今

回の症例は若年ではないものの多数の乳癌家族歴があることと，トリプルネガティブであることなどから HBOCの可能性が

高いと考え，遺伝子検査施行に至った． 

【結語】遺伝性乳癌卵巣癌症候群と考えられた局所進行乳癌の 1例を経験した． 

 

 

７３．乳房内液体シリコン注入後遺症を来した高齢患者の 1例 
山梨大学医学部 附属病院臨床教育センター１)，同形成外科２) 

(研)長坂優香１)，塩川一郎２)，大河内裕美２)，水村奈央２)，嶋﨑仁孝２) 

栗田大地２)，百澤 明２) 
【はじめに】整容目的の異物や吸引脂肪による注入治療（Filler injection）は古くから様々な国で行われてきたが，特

にシリコンやパラフィンをはじめとした非吸収性 filler注入による合併症は後を絶たない．今回我々は両側乳房へのシリ

コン注入増大術後 50年以上経過した後遺症症例を経験したため報告する． 

【症例】81歳，女性．1962年に乳腺炎後乳房萎縮に対し両側乳房の豊胸術を受けた．2019年 6月に左乳房の皮膚発赤，腫

脹が出現し近医を受診，精査加療目的に当院紹介となった．既往歴は Alzheimer 型認知症のほか特記事項なし．左乳房皮

膚に一部発赤あるも熱感，疼痛はなく，両側乳房に多数の硬い腫瘤を触知した．血液検査上は CRP 0.10mg/dL, WBC 4060/µL

と炎症所見はみられなかった．MRI 検査では両側乳房内に T1 強調像で Low, T2 強調像で High に写る不整型腫瘤を認め，

注入シリコン系物質による埋入異物が疑われた．針生検でも異物肉芽腫（シリコノーマ）が疑われ，全身麻酔下に両側乳

房異物摘出術を施行した．摘出検体の組織病理学検査でも異物肉芽腫と診断された．術後は全身状態に著変なく，一部創

縁壊死がみられたが，保存的加療で治癒した． 

【考察】液状・ゲル状シリコンの注入は本邦において 1955 年頃から 1980 年頃まで豊胸術に使用されてきたが，施術後の

合併症が問題となり現在は禁止されている．シリコン注入による合併症は遅発性に発症することも多く，その原因は炎症，

異物反応，乳房内の肉芽腫形成がほとんどである．シリコンを完全に除去することが治療の目標とされ，摘出後皮弁を用

いた乳房再建が行われることもある．しかし患者の高齢化に伴い，外科治療の可否については全身状態を含めた慎重な判

断が必要である． 

【結語】自験例の様な高齢者の注入後合併症例においては，注入歴の把握，画像診断・生検など踏まえた診断，及び全身

状態を含めた治療選択が重要である．演題発表に関連し，開示すべき利益相反状態は存在しない． 

 

 

７４．小腸ダブルバルーン内視鏡検査にて診断しえた多発空腸異所性膵の１例   
山梨大学医学部 附属病院臨床教育センター１)，同第一内科２) 

(研)中島京子１),久野 徹２), 吉田貴史２), 竹中優美２), 今川直人２)  

島村成樹２), 石田泰章２),岩本史光２),小林祥司２),山口達也２) 

佐藤 公２),榎本信幸２) 

 

【はじめに】近年，小腸カプセル内視鏡や小腸ダブルバルーン内視鏡検査(DBE)にて小腸粘膜下腫瘍(SMT)が発見されるよ

うになってきたが，術前診断は困難なことが多く，その報告はまれである．また，少数であるが異所性膵からの発癌報告

もあり，文献的考察を含めて報告する． 

【症例】20歳代女性．特記すべき既往歴なし．X－1年に出産歴あり(通常分娩)．X年 4月腹痛下痢嘔吐を主訴に前医受診．

CTで小腸炎の所見に加え，空腸に 2か所腫瘤状壁肥厚を認め，前医診断は小腸悪性リンパ腫疑いであった．症状は自然軽

快した．小腸精査のため，X年 5月当科紹介となる． 

当院で施行した CTでは近位空腸に 20mm大，遠位空腸に 10mm大の，造影早期層で良好な造影効果を呈し，造影後期相で周

囲実質と同程度の造影効果を呈する腫瘤を認めた．前医 CTで認めた小腸炎は改善していた．MRIでは病変を同定できなか

った．カプセル小腸内視鏡検査では，近位空腸，遠位空腸に SMT 様隆起を認めた．以上より，異所性膵を第一に考えた．

組織学的診断をつけるため，DBEを施行し，近位空腸に表面にわずかな陥凹を伴いなだらかな立ち上がりを認める 20mm大

の SMT様隆起を認めた．同部位から生検を行った． 

病理所見では，粘膜下層に膵腺房細胞を認め，異所性膵の診断となった．遠位空腸病変は小腸 DBE で認識できず組織学的

診断はえられていないが，CTで近位空腸病変と同様の造影効果であり，同じく異所性膵と考えた． 

【考察】文献から，腫瘍マーカー(CEA,CA19-9)や，CTでの造影効果，病変の大きさが異所性膵の良悪性鑑別に有用である

可能性があることが分かった．本症例でも腫瘍マーカー陰性，CTで正常膵組織と同様の造影効果であり，大きさも小さい

ことから悪性を考える所見なく，生検の結果も踏まえて異所性膵の診断とした． 

【結語】今回，腹痛精査の CT で偶発的に見つかった小腸腫瘍に対し， DBE にて異所性膵と診断しえ現時点での外科手術

を回避できた空腸異所性膵を経験した． 

利益相反はありません． 

 

 

 

 

 



７５．男性に発生した膵 solid pseudopapillary neoplasm の 1例 
山梨大学医学部 臨床教育センター１)，同第一外科２) 

(研)三枝悠人１)，細村直弘２)，高橋和徳２)，山本淳史２)，中田祐紀２) 

清水浩紀２)，古屋信二２)，赤池英憲２)，河口賀彦２)，雨宮秀武２) 

川井田博充２)，須藤 誠２)，河野 寛２)，井上慎吾２)，市川大輔２) 

 
【はじめに】solid pseudopapillary neoplasm(SPN)は若年女性に好発する膵腫瘍であり，男性に発生することは比較的稀

である．男性に発生した SPNの症例を経験したため報告する． 

【症例】23歳，男性．上腹部痛を主訴に近医を受診した．画像検査で膵腫瘍を指摘され，当院紹介となった．既往歴は小

児喘息，ADHD．当院受診時に腹痛は認めず，身体診察でも腹部に異常所見なく，血液検査で膵酵素の上昇を認めなかった．

腹部エコー検査では膵尾部に 30mm 大の低エコーの腫瘤を認め，血流や膵管の拡張は認めなかった．造影 CT 検査で腫瘤は

内部に嚢胞成分と石灰化を認め，漸増性に造影された．転移や浸潤の所見を認めなかった．MRIでは脂肪抑制 T1強調像で

腫瘤内部に高信号認めており血性貯留を疑った．以上から SPN を疑い，腹腔鏡下脾温存尾側膵切除術を施行した．手術時

間 4 時間 49 分，出血量は 11ml．病理組織検査では円形核を有する異型細胞が増殖し，血性成分の混在が目立ち，偽乳頭

構造を認めた．免疫染色では CD10 と β-カテニンが陽性であり，SPNと診断された．術後経過は順調で第 13病日に退院と

した． 

【考察】SPN は若年女性に好発する膵腫瘍である．男性例は比較的稀であるが，その特徴は女性例とやや異なる傾向にあ

る． 

【結語】SPNは若年女性に好発する膵腫瘍である．男性に発生した比較的まれな症例を経験した． 

利益相反 無 

 

 

７６．上腹部手術歴を有する症例に対するロボット支援下胃切除術の経験 
山梨大学医学部 附属病院総合臨床教育センター 

                (研)肥田 樹 
 

【はじめに】上腹部手術歴を有する症例に対する腹腔鏡下胃切除術では，前回手術の癒着により手術操作，特に臓器周囲

の癒着剥離に難渋することがある．今回我々は，上腹部の手術歴を有する症例に対し，ロボット支援下胃切除術を施行し

た２例を経験したので報告する． 

【症例１】60歳代男性．40歳代で胆嚢炎に対し開腹胆嚢摘出術の既往がある．胃癌 M,Less,cT1b(SM)N0M0,cStageI の診断

でロボット支援下幽門側胃切除術，D1+リンパ節郭清，Roux-Y 再建術を施行した．腹壁の癒着は通常の腹腔鏡操作で剥離

し，以後手術支援ロボットを用いて手術を施行した．胃前庭部から十二指腸球部にかけて，肝臓と高度な癒着を認めたが

安全に剥離し得た．手術時間は 7 時間 36 分，出血量は 6ml だった．術後腹腔内出血(Clavien-Dindo 分類 Grade１)を認め

たが，経過良好で術後 13日で退院となった． 

【症例２】70歳代男性．早期胃癌に対し内視鏡下粘膜下層剥離術(ESD)を施行．ESDの翌日に，胆汁逆流による胃穿孔，急

性汎発性腹膜炎の診断で腹腔鏡下穿孔部閉鎖術，腹腔内洗浄ドレナージ術を施行した．ESD後の病理検査で eCura-C2と診

断され，前回手術より約 1.5 か月で胃癌 M,Gre-Post,pT1b(SM２)N0M0,cStageI の診断でロボット支援下幽門側胃切除術，

D1+リンパ節郭清，Roux-Y再建術を施行した．前回縫合閉鎖部と膵上縁に強固な癒着を認めたが安全に剥離し得た．手術時

間は 6時間 34分，出血量は 7mlだった．術後，腹部の合併症は認めず経過良好で術後 9日で退院となった． 

【考察】手術支援ロボットを用いた腹腔鏡手術では，高性能３Dカメラによる良好な視野と自由度の高い鉗子操作により，

繊細な手術操作が可能となる． 

【結語】開腹手術後や腹膜炎手術後は高度な癒着が予想され，腹腔鏡手術に難渋するケースが多い.今回，そのような症例

においてロボット支援下手術が有用であった 2例を経験した． 

利益相反は無し 

 

 

７７．閉塞性大腸癌に対する術前大腸ステント留置の有用性の検討 
山梨県立中央病院 外科 (研)坂井義博，安留道也，渡邊英樹，名田屋辰規，松岡宏一 

大森隼人，鷹野敦史，井上正行，古屋一茂，羽田真朗    

宮坂芳明，飯室勇二，中込 博 

 

【はじめに】閉塞性大腸癌に対する緊急手術を回避するため，術前の閉塞解除処置（Bridge to surgery:BTS）としてのス

テント治療が多く行われている．しかしながら，ステント留置が長期予後に与える影響については十分なエビデンスがな

いのが現状である．本研究では，閉塞性大腸癌に対する術前ステント留置の有用性を検討した． 

【対象・方法】対象は 2009 年から 2018 年までの 10 年間に行われた大腸癌手術症例 1339 例の内，術前に大腸癌イレウス

と診断された 126例（全症例の 9.4%），さらにその内，術前に経鼻あるいは経肛門イレウス管による減圧を施行した 30例，

大腸ステント留置による減圧を施行した 43例の周術期，および中期成績を後ろ向きに比較検討した． 

【結果・考察】患者背景および腫瘍マーカーに関しては両群ともに有意差を認めなかった．原発巣の部位に関しては，ス

テント留置群は下行結腸・S状結腸が多く，イレウス管挿入群は上行結腸が多い傾向にあった．ステント留置群では 26例

(60.5％)が術前に口側観察が可能であった．手術に関しては，イレウス管群では回盲部切除術が多く，ステント留置群は

下降結腸・S 状結腸切除術が多い傾向にあった．また，手術時間・出血量・リンパ節郭清数は両群に有意差は認めなかっ



た．術後は合併症・再発に関して両群間に有意差は認めなかった．さらに，術後 3年生存率はイレウス管挿入群で 51.8%，

ステント留置群で 64.3%であり有意差は認めなかった（p=0.42３)． 

【結語】閉塞性大腸癌に対する術前大腸ステント留置は，イレウス管挿入と比較して短期的予後に差はなく，術前に口側

腸管の他病変の有無を評価すること可能となる．しかし，長期成績の評価のためには更なるフォローアップが必要である． 

 

 

７８．大腸ステント挿入後盲腸穿孔を認めた下行結腸癌の１例 
山梨大学医学部 附属病院臨床教育センター１)，同第一外科２)   

(研)林 孝朗１)，滝口光一２)，古屋信二２)，高橋和徳２)，清水浩紀２) 

          須藤 誠２)，塚原 勇２)，齊藤 亮２)，山本淳史２)，丸山 傑２) 

           芦沢直樹２)，大森征人２)，中山裕子２)，中田祐紀２)，木村亜矢子２)   

赤池英憲２)，細村直弘２)，河口賀彦２)，雨宮秀武２)，川井田博充２) 

         河野 寛２)，市川大輔２) 
 

【はじめに】近年大腸癌イレウスに対しては，SEMSを挿入して減圧を図った後に１期的手術を行う Bridge to surgery が

行われるようになり，短期成績は良好と報告されている． 

一方で SEMS 挿入による合併症の一つに大腸穿孔の報告があり今回の症例は SEMS からやや距離の離れた上行結腸に穿孔を

認めた． 

【症例】70 代男性．腹痛を認め，前医を受診した．腹部超音波検査で横行結腸の閉塞と肝臓の腫瘤を認め，横行結腸癌，

肝転移，大腸イレウスの診断で当院紹介となった．当院での CT検査で下行結腸腫瘍とその口側腸管の拡張を認めた．上行

結腸の最大拡張径は 10. 2cmであった．下行結腸癌による大腸イレウスの診断で SEMS挿入術を施行した．翌朝 

排便直後に強い腹痛が出現し，CT検査で Free air を認めた．消化管穿孔の診断で緊急 

手術を施行した．開腹所見は便汁様腹水を中等量認めた．SEMSを留置した下行結腸腫瘍近傍に穿孔を認めず，穿孔部位は

回盲弁近傍の上行結腸であった．終末回腸から下行結腸までを切除し，回腸で単孔式人工肛門を造設した．術後は全身状

態が落ちついた 26病日にリハビリ目的に転院となった．なお，術後の精査で肝腫瘤は HCCの診断となり，今後手術予定で

ある． 

【考察】本症例では SEMS 挿入時の送気でさらに圧力が加わったことも一因と考えられる．SEMS 挿入前後の腸管拡張を考

慮し，SEMS挿入か人工肛門造設かを総合的に判断し選択しなければならない． 

【結語】大腸ステント挿入後盲腸穿孔を認めた下行結腸癌の１例を経験した．SEMSによる BTSを施行する際，適応を考慮

し人工肛門造設術の選択の必要がある． 

利益相反 無 

 

 

７９．発症 6日後に大量腸管切除を行い救命し得た上腸間膜動脈塞栓症の 1例 
山梨県立中央病院 臨床研修センター１) 同高度救命救急センター２) 

(研)丹澤雄一郎１)，河西浩人２)，吉田侑真２)，森 沙耶香２)，原田 薫２) 

松本 隆２)，川島佑太２)，釘宮愛子２)，萩原一樹２)，笹本将継２) 

柳沢政彦２)，松本 学２)，宮崎善史２)，井上潤一２)，岩瀬史明２) 
 

【はじめに】上腸間膜動脈塞栓症（Superior mesenteric artery 塞栓症;以下 SMA塞栓症）に対して大量腸管切除を行い

救命し得た 1例を報告する． 

【症例】61歳男性．既往歴に心房細動と交通外傷による開腹手術歴がある．突然の腹痛のため前医を受診し経過観察目的

に入院となった．前医入院 3 日目に血便を認め，画像検査で SMA 塞栓症が疑われ，当院に転送となった．当院来院時のバ

イタルサインは血圧 140/98mmHg，心拍数 86回/分，呼吸数 21回/分，SpO₂ 92%（室内気）だった．前医の造影 CTでは上腸

間膜動脈の空腸枝から回腸枝の閉塞を認め，同部位の腸管壁の菲薄化を認めた．緊急で血管造影検査を施行し，ウロキナ

ーゼ動注療法，抗凝固療法を開始した．腹部所見では圧痛はあるものの腹膜刺激徴候に乏しく開腹手術はせず，保存的治

療の方針とした．腹部所見の増悪なく経過していたが，当院入院 3日目に施行した単純 CTでは腹水の増悪と腸管気腫像が

明らかとなり，腸管壊死を疑い開腹手術を決断した．手術所見は，過去の腹部手術の影響で腹腔内は広範囲に比較的強固

に癒着していた．悪臭のある汚染腹水が多量に貯留し，Treitz 靭帯から 50cm 以降の小腸は一塊となり上行結腸の一部ま

で全層性に壊死していた．壊死部分を切除し一期的に腸管吻合し手術を終了した．術後は下痢や手術創感染を合併したも

のの，術後第 17病日に自宅退院した． 

【考察】近年，SMA塞栓症に対する血管内治療の報告も増加しているが，腸管壊死をきたした症例では開腹手術を要する．

今回，血管造影検査で腸管への血流途絶を認めたものの腹部症状が乏しく手術の決断に至らなかった．過去の開腹手術に

よる広範囲の癒着の影響で炎症が限局化されていた可能性があった．救命は達成したものの手術は早期にすべきだったと

考えられる． 

【結語】腸管壊死をきたした SMA 塞栓症の死亡率は高く，手術時期を逸してはならない． 

 

 

 

 

 

 



８０．当院へ救急搬送された自殺企図患者の統計学的解析 
山梨県立中央病院 臨床研修センター１)，山梨県立北病院２)，山梨県立中央病院 精神科３) 

同高度救命救急センター４)，同患者支援センター５) 

      (研)児玉啓輔１)，長谷部真歩２)，渡辺 剛３), 大内秀高３)，井上潤一４) 

岩瀬史明４), 佐々木由里香５) 
 

【背景・目的】本邦の自殺者数は 1998 年に 3万人を超え, その後横ばいとなり, 2009年からは減少傾向となっている. 当

院は山梨県で唯一の 3次救急を担い, 自殺企図患者にとって, 最後の砦となっており, 昨年 11 月からは精神身体合併病

床が稼働し, その役割が増している. 自殺企図で当院へ救急搬送された患者を統計学的に解析し, 今後の自殺を予防する

方策に本研究で得られた知見を活かすことを目的とした. 

【方法】平成 28 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日に自殺企図にて救急搬送後, 当院に入院加療となった 252 人の「年

齢」, 「性別」, 「自殺企図の誘因数」, 「自殺企図歴」, 「精神科受診歴」, 「精神科診断病名」, 「在院日数」, 「自

殺企図手段」の 8項目を調査した. 35歳未満の「若年群」と 35歳以上の「非若年群」の 2群および「過量服薬群」, 「非

過量服薬群」の 2群をそれぞれ比較し統計学的解析を行った.  

【結果・考察】252人中男性は 111 人で平均年齢は 49.2歳, 女性は 141人で平均年齢は 41.2歳だった.  

若年群は 87人, 非若年群は 165 人だった. 全体の 59.5%で精神科受診歴があり, 自殺企図歴のある患者は 38.1%だった. 

過量服薬による自殺企図は若年群で有意に多く, 切刺創や服毒による自殺企図は非若年群で有意に多かった. 若年群では

男女問題が非若年群より有意に多く, 健康問題は有意に少なかった.過量服薬群は非過量服薬群と比較し女性, 若年, 精

神科受診歴, 自殺企図歴が有意に多かった. 男女問題が多く, 健康問題は少ないことが分かった. 類似の先行研究と比較

し, 精神科受診率が低く, 山梨県では健康問題を抱えている非若年者への医療的, 社会的な支援が県全体で不足している

可能性が示唆された. 

【利益相反】利益相反はありません 

 

 

８１．拒食症にアルコール依存症を合併した 1 例 
山梨大学医学部 附属病院臨床教育センター 

           (研)渡邉慎太郎 

 

【はじめに】神経性やせ症の女性のアルコール依存症合併率は約 20%程度といわれ，一般女性のアルコール依存症の有病

率（約 0.5%）と比較して高率となっている．また，武田らの調査によるとアルコール依存症を合併する摂食障害患者では

死亡率が 25%程度に対し，合併しない患者では 3％程度と死亡率に大きな違いがある．摂食障害の発症年齢は思春期が中心

であり，成人後の飲酒コントロール不良が生命予後を増悪させるリスク因子である可能性がある．今回，我々は神経性や

せ症の経過中にアルコール依存症を合併した症例を経験したので報告する． 

【症例】症例は 23 歳女性．12 歳時に好意を持っていたクラスメートから自分より体重が重いことを指摘され，体重を気

にするようになり 14歳時から拒食行動が出現した．その後，過食嘔吐，下剤の使用歴があり，X-9年に医療機関を初受診

した．その後，X-1 年 6 月までに複数の病院で 6 回の入院歴があるが，それ以降は通院を自己中断した．また，20 歳より

飲酒を開始．飲酒開始後しばらくは缶酎ハイを１本の飲む程度であった． 

X-1年 9月に当院初診し，翌月に当院第１回目の入院．この頃から飲酒量が増大し，毎日 180mlのウィスキーと缶酎ハイ 1

本を飲んでいた．その後，X 年 9 月までに４回入院し，行動制限療法などを行い体重を一時的に増加させるが退院後短期

間で入院前の体重に戻り，衰弱して再入院することを繰り返していた． 

【考察】大量飲酒開始前後で退院後から次回入院するまでの平均期間は開始前が 448日，開始後は 88日と短縮された．大

量飲酒開始後，採血では Kの 2mmol/L 台への低下や γ-GTP,AST,ALT の上昇がみられ，ADLも外出時車いすの利用を余儀な

くされる等の低下がみられた． 

【結語】今回，我々は神経性やせ症の経過中にアルコール依存症を合併した症例を経験した．飲酒開始後は入院の頻度が

増加し，肝障害，電解質異常，ADL の低下がみられている．摂食障害患者では成人後の飲酒コントロールも考慮した治療が

重要だと考えられる． 

利益相反 無 

 

 

８２．診断の再検討により ECT後の維持療法が奏功した 1例 
山梨大学医学部 附属病院臨床教育センター１)，同精神神経医学講座２) 

(研)内沼虹衣菜１)，平田卓志２) 
 

【はじめに】統合失調感情障害を統合失調症や精神病性の特徴を伴う気分障害と鑑別することはしばしば困難である．今

回，入院中に診断を精神病性の特徴を伴ううつ病から統合失調感情障害に変更し，電気けいれん療法（ECT）後の維持療法

が奏功した症例を経験したため報告する． 

【症例】67歳女性．X-16年に不眠，不安に次いで被害妄想や罪業妄想が出現し不穏状態で当院初診した．精神病性の特徴

を伴ううつ病と診断され，入院し薬物療法を行い，妄想やうつ症状は改善傾向となり退院した．X-13 年には寛解したが，

その後も再発を繰り返し，その都度対応し経過を見ていた．しかし X 年 1 月より抑うつ症状が増悪し，3 月に看護師が訪

問した際に被害妄想により内服ができておらず，家族に促されて同日外来受診し任意入院となった．性的いたずらをされ

る被害妄想が精神症状の首座で抑うつ症状は比較的軽度であったため，診断を統合失調感情障害に変更した．精神症状の

早期改善を期待して ECT を開始した．計 9 回治療を行い 2 回目頃より抑うつ症状改善認め，ECT 終了時には自発的に妄想



を語ることもなくなった．維持療法としては，主剤を抗うつ薬から抗精神病薬であるオランザピンに変更することで，被

害妄想の再燃や抑うつ症状なく経過し，自宅退院となった． 

【考察】本症例では初発時に精神病性の特徴を伴ううつ病と診断され，長年抗うつ薬を主剤として治療されていた．性的

いたずらをされているという妄想内容であったため，医療者へも報告しにくい背景があり外来時には表出されなかった可

能性がある．長期に渡り診療している症例でも必要に応じて診断の再検討が重要である． 

【結語】診断変更により主剤を抗うつ薬から抗精神病薬へ変更したことで，精神症状の再燃を認めなかった症例を経験し

た．経過中に新たな事実が確認された際には診断変更を視野に入れて診療することが肝要である． 

利益相反はありません 

 

 

８３．妊娠中に抗精神病薬の持効性注射剤(LAI)導入を行った 1例 
山梨大学医学部 附属病院臨床教育センター  

            (研)西澤 窯 

 

【はじめに】一般的に統合失調症に対しては長期の薬物治療が必須であり，治療期間中の服薬アドヒアランスの低下が課

題となる．2～4週間に 1度注射することで毎日の内服が不要となる持効性注射剤 LAIは有力な選択肢である．今回，内服

自己中断で増悪した妊娠中の統合失調症患者に対し，パリペリドン LAIの導入を行った症例を報告する． 

【症例】31 歳女性．山梨県で同胞 3 人中第 3 子として出生．平成 28 年頃より急に笑い出すなどの行動が出現し始めた．

その後「周りから死ねと言われる」と訴えるようになり，平成 31年 4月他院で統合失調症の診断を受けた．同時期に結婚

し，12月に妊娠が発覚，1月から当院外来通院を開始するが，服薬アドヒアランスは不良であった．3月末には支離滅裂な

言動を認めるなど興奮状態となり，当院緊急受診して医療保護入院となった．入院後も幻聴や不穏が持続していたが，オ

ランザピンの内服量調整を行い，10mg/day 内服で徐々に精神症状は改善を認めた．退院後の内服自己中断の可能性を考慮

し，LAIへ移行する方針となった．内服を段階的に終了し，パリペリドン LAI 150mg筋注を開始した．症状の増悪や副作用

がないことを確認し，以降は外来で 4週間に一度の LAIで治療可能と判断し退院となった． 

【考察】女性の統合失調症発症のピーク年齢は 25～35 歳であり，妊娠中の統合失調症治療戦略は重要なトピックスであ

る．しかし安全性に関する知見は限られており，アメリカ食品医薬局 FDA は殆どの抗精神病薬を胎児危険度Ｃ（危険性を

否定することが出来ない）に位置付けている．リスクを有意に増大させるという報告はないため，臨床的には再燃のリス

クを考慮し，使用を継続することが多い．LAIもリスペリドン製剤では妊娠時のリスクは増加しないとの報告があり，家族

や医療者支援による服薬アドヒアランスの維持が難しい症例では使用が検討される． 

【結語】LAIは妊娠中，アドヒアランス不良な統合失調症治療における有力な選択肢と成り得る． 

また，本発表に関して，開示すべき利益相反関係事項は存在しない． 

 

 

８４．悪性症候群においてベンゾジアゼピンが与える影響 
甲府共立病院 内科   (研)矢嶋 文，瀧瀬康洋，新村浩透 
 

【はじめに】 悪性症候群(Neuroleptic malignant syndrome; NMS)は悪性カタトニア(Malignant catatonia; MC とよく

似た症状を呈する．治療としてベンゾジアゼピンは MC著効するのに対し，NMSでは無効な例が多い．また，ベンゾジアゼ

ピンは MC発症の誘因となるが，NMSに与える影響は明らかにされておらず，今回検討を行った． 

【対象と方法】 2006年から 2018 年の間に当院に NMSの診断で入院した 44症例(男性 27人，女性 14人，年齢 67±16 歳)

を対象とし，ベンゾジアゼピン使用歴のある群(以下，BZ使用群)とベンゾジアゼピン使用歴のない群(以下，BZ非使用群)

に分け，2群間で比較した．カタトニア症状の有無，合併症(呼吸不全，急性腎不全，誤嚥性肺炎，肺水腫)の有無はロジス

ティック回帰分析を行い，発熱期間や CPKピーク値，CPK改善までの期間などの臨床所見の比較は重回帰分析で行った． 

【結果】 BZ使用群では，NMS発症時に全例でベンゾジアゼピンの中断が認められた．カタトニア症状は BZ使用群で有意

に多かった(OR=16.9，P=0.0１)．合併症の有無では，有意差は認められなかった．発熱期間では，BZ使用群で長期化する

傾向が見られた(P=0.09)．CPK ピーク値も BZ 使用群で高値になる傾向が見られた(P=0.２)．CPK 改善までの期間は有意差

が認められなかった． 

【考察】 今回の検討で，ベンゾジアゼピン使用歴のある NMS ではカタトニア症状や発熱期間の延長，CPK の上昇といっ

た特徴が見られ，通常の NMSとは異なる臨床経過を呈することがわかった． 

【結語】 ベンゾジアゼピンは NMS に MC の要素をもたらす可能性があるため，ベンゾジアゼピン使用歴のある NMS では

MCに有効であるベンゾジアゼピンの使用を考慮する． 

今回の発表演題に関連し，発表者らが開示すべき COI関係にある企業等はありません． 

 

 

８５．特発性脳表ヘモジデリン沈着症の 1例 
A case of superficial siderosis of the central nervous system 

    山梨大学医学部 附属病院臨床教育センター１)，同脳神経外科２) 

          (研)村瀬遼太１)，八木 貴２)，仙北谷伸朗２)，奧原徹也２)，吉岡秀幸２) 

金丸和也２)，木内博之２) 
 

【はじめに】脳表ヘモジデリン沈着症(SS)は，くも膜下腔への慢性的出血により，ヘモジデリンが脳や脊髄表面に沈着し，

神経症状を呈する疾患である．長年出血源が不明なものが多かったが，近年硬膜欠損が存在し硬膜外静脈叢からの出血が



原因となる場合があることが明らかにされた．今回脊髄硬膜欠損による髄液漏出部を同定し，硬膜閉鎖術を施行したまれ

な一例を経験したので文献的考察を加え報告する． 

【症例】79 歳男性．難聴と歩行障害にて発症した．初発から 3 年後に頭部 MRI にて SS と診断され当科紹介となった．脊

髄 MRIでは第 5-8胸椎レベル腹側に硬膜外液体貯留を認めた．     CT myelography (CTM)では明らかな髄液漏出部

位を特定できなかった．保存的加療を継続したが症状が進行したため，再度 CTM を施行したところ，造影剤注入 3 時間後

の CTで第 8胸椎レベル腹側を中心に造影剤漏出が確認された．脊髄硬膜欠損に起因する SSと診断し硬膜閉鎖術を行った．

第 5-8胸椎の椎弓切除行い硬膜を切開し観察すると，第 8胸椎レベル腹側に 2×5mm 硬膜欠損が存在しくも膜下腔と交通し

ていたため，同部を縫合閉鎖した．術後 MRI及び CTMで，硬膜外液体貯留および造影剤漏出が消失したことを確認した． 

【考察】これまでに MRI 等で硬膜欠損が疑われた SS に対し 17 例の硬膜閉鎖術が報告されているが，診断及び治療まで数

年以上を要し，病状が悪化している例が多い．早期診断がつかない要因として，病態に関する認知度が低いこと，硬膜欠

損部の正確な同定が難しいことが推察される．MRIの FIESTA画像が硬膜欠損同定に有用との報告もあるが，本症例では同

定困難であった．今回造影剤注入 3時間後の CTMで診断できたが，診断法の確立には症例の積み重ねが必要と考えられた． 

【結語】脊髄硬膜欠損部を同定し硬膜閉鎖術を行った SSの一例を報告した．本病態の更なる解明と確実な診断法の確立が

望まれる． 

筆頭発表者は本発表演題に関連して開示すべき利益相反はありません． 

 

 

８６．特発性頚部内頚動脈血管攣縮に対し CAS を施行した一例 
山梨大学医学部脳神経外科 

(研)金子未佳，金丸和也，吉岡秀幸，若井卓馬，仙北谷伸朗 

舘岡 達，齊藤 龍，木内博之 
 

【はじめに】特発性頚部内頚動脈血管攣縮は，頚部内頚動脈に繰り返し生じる血管攣縮で，症例報告が散見されるものの，

発生機序や誘因は明らかではなく，治療法も確立されていない.今回，頚部運動による血管攣縮の誘発が確認され，CASを

施行し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】40 歳の女性，28 歳時に一過性の失語症および右片麻痺を生じた.以後発作を繰り返し他院にて頚部内頚動脈の血

管攣縮と診断された.血管攣縮は左側の頻度が高いものの両側の頚部内頚動脈に生じ，内科治療を開始されたが完全には抑

制されず，年数回の発作を繰り返した.39 歳時に左側の高度な血管攣縮により脳梗塞を合併した.CAS の適応について当科

を紹介受診した.脳血管撮影時，頚部の回旋運動にて右頚部内頚動脈に血管攣縮が誘発され，数分単位で攣縮の程度が変化

する所見を認めた.茎状突起などの骨性構造による内頚動脈の圧排は認めなかった.CASの適応と判断し，右，左の順で CAS

を施行した.その後短期ではあるが血管攣縮を生じずに経過している. 

【考察・結語】内科治療が奏功せず，重症脳梗塞を合併した特発性頚部内頚動脈血管攣縮の一例を報告した.頚部回旋で血

管攣縮が誘発され，発生機序との関連が示唆された.内科治療抵抗例では，適切なタイミングで CAS を施行すべきであり，

その長期効果の解明には，さらなる症例の蓄積が必要である. 

利益相反はありません. 

 

 

８７．当院の黄斑浮腫に対するステロイドテノン嚢下注射と抗 VEGF（Vascular 

Endothelial Growth Factor）硝子体注射の治療効果の比較と検討 
甲府共立病院 眼科   (研)菊地利奈，濱田悠太，加茂純子 

 

【はじめに】抗 VEGF 硝子体注射は,2009 年に加齢黄斑変性 AMD と網膜静脈閉塞症 RVO,2014 年に糖尿病黄斑浮腫 DME の治

療として承認された．抗 VEGFのアフリベルセプト硝子体注射 IVAは高価である．IVAとステロイドテノン嚢下注射 STTIの

治療効果を網膜中心厚 CRT：Central Retinal Thickness と視力スコア VAS：Visual Acuity Score につき検討した． 

【対象と方法】2017 年 11 月から 19 年 8 月に受診した当院の黄斑浮腫患者 58 名（DME57％,RVO26％,AMD7％,その他 10％）

を対象とし,それぞれの治療の長短と合併症,値段を説明し,患者に治療を選択させた．1,3 ヶ月後の CRT,VAS の変化率の t

検定と,両者の変化率を,年齢,性別,薬剤,浮腫期間で多変量解析を行い，患者の保険種類も調べた． 

【結果】IVA は 15 人(平均年齢 75 歳),STTI は 43 人(同 69 歳)であった．保険負担 1 割以下は IVA で 80％,STTI で 49％で

あった．治療前を１とすると，CRTの変化率は IVAで 1か月(3ヶ月)0.76±0.24（0.77±0.2２),STTI で 0.91±0.23,(0.84

±0.2５)であった．VASの変化率は IVAで 1.03±0.09（1.01±0.09５),STTIで 0.99±0.07（1.00±0.1４)であった．多変

量解析結果では,CRT の 1 か月後の変化率は治療薬剤で p＝0.06 と IVA の効果の方が高い傾向にあった．VAS の変化率はど

の因子も有意差が認められなかった． 

【考察】IVA における VAS の変化率が CRT の変化率よりも効果が出にくいことから，ガイドライン通り視力が安定するま

で注射をする必要があると考えられる． 

【結語】壮年層の 3割負担患者でも失明予防のため IVAが受けられるよう,財政的補助が必要である． 

今回の発表演題に関連し，発表者らが開示すべき COI関係にある企業等はありません 

 

 

 

 

 

 



８８．視神経管開放術で視力回復した眼窩先端部症候群 
山梨大学医学部 附属病院臨床教育センター１)，同眼科学講座２)  

(研)鶴田 萌１)，小暮千桜２)，福田佳子２)，長谷部優花２)，菊島 渉２) 
 

【はじめに】鼻性視神経症とは，副鼻腔病変を原因とする視神経症で，副鼻腔炎症の視神経への波及や副鼻腔嚢胞による

視神経圧迫によって生じる．今回，副鼻腔感染症による鼻性視神経症に対し，視神経管開放術を施行し視力回復した症例

を経験したので報告する．  

【症例】71歳男性，2019年 6月 13日急激な右眼視力低下，視野障害を自覚し 6月 15日近医眼科を受診．右眼矯正視力

1.0，対光反応正常で経過観察となったが，6月 17日再診時右眼矯正視力 0.1へ低下，瞳孔不同も認め，同日頭部 MRIを

撮影，右視神経炎が疑われ 6月 19日当院当科紹介．初診時の矯正視力は右眼 0.1，対光反応は右眼で遅鈍，RAPD陽性，

ハンフリー静的視野検査では，右眼において視野全体の感度低下を認めた．右眼視神経炎を疑い 6月 21日頭部造影 MRI

検査施行，右眼窩先端部の軟部組織の増生と右視神経の圧排，近傍蝶形骨洞の炎症所見を認めた．同日頭部 CT施行，蝶

形骨洞と視神経管への瘻孔形成を認め，蝶形骨洞炎が右前床突起を介して右視神経管に及んでいる可能性が考えらえた．

真菌性眼窩先端部症候群を疑い同日緊急で耳鼻科・脳外科合同で右蝶形骨洞開放ドレナージ術，視神経管開放術を施行．

蝶形骨洞内の膿瘍を除去し培養・病理検査へ提出，視神経管周囲の膿瘍も摘出し，視神経への主な圧迫要因と思われる前

床突起内の膿瘍も除去して終了．病理検査で真菌は検出されず，培養検査で Klebsiella oxytoca，Enterococcus 

speciesが検出．術後 3週間の抗生剤全身投与を行った．術後は速やかに視力，視野障害の改善を認め 7月 8日には右眼

矯正視力 1.0まで改善し視野障害もほぼ消失した．  

【考察】本症例は時期を逸せず視神経管開放術を施行したことで，良好な視力予後に至ったと考えられる． 

【結語】副鼻腔感染症に伴う鼻性視神経症・眼窩先端部症候群に対して視神経管開放術を施行することで視力改善が得ら

れた症例を経験した．早期診断，積極的な外科的介入が良好な予後に繋がる可能性があると考えられる． 

演題発表内容に関連し，発表者らが開示すべき COI関係にある企業等はありません． 

 

 

８９．成人発症の左下咽頭梨状窩瘻からの感染による化膿性甲状腺炎の 1例 
市立甲府病院 耳鼻咽喉科     

(研)土肥祐介，黄 淳一，桑本寛子，山本卓典，松浦真理 
 

【はじめに】下咽頭梨状窩瘻は第 3，4，5 咽頭嚢由来の先天性瘻孔で，幼少期の反復する急性化膿性甲状腺炎

の原因となる．今回，比較的稀な成人発症の症例を経験したので報告する． 

【症例】39 歳女性，既往歴は特記すべきことなし．当科初診の 2週間前から発熱と左頚部痛があり，近医耳鼻

科を受診し抗菌剤が処方された．その後も症状の寛解と増悪を繰り返し，触診上で甲状腺左葉腫大と圧痛を認

めたため，亜急性甲状腺炎の疑いで当科紹介受診となった．血液検査では炎症所見は目立たず，甲状腺機能は

異常を認めなかった．超音波検査では甲状腺左葉に 15×14×17mm の境界不明瞭な低エコー領域を認め，内部

エコーは不均一で描出され，甲状腺上極周囲にも炎症波及しており，急性化膿性甲状腺炎が疑われた．左下咽

頭梨状窩瘻を疑い，内視鏡検査を施行したが瘻孔は確認出来なかった．頚部造影 CT でも瘻孔は確認出来ず，

甲状腺左葉周囲に約 39×22mm の膿瘍形成を認めた．症状や炎症所見が軽度であり外来で抗菌剤を処方し経過

をみていたが，症状が増悪したため入院となった．CLDM1.2g/日の経静脈投与で症状軽快し退院となったが，

その後も症状の寛解と増悪を繰り返した．炎症鎮静後に咽頭食道造影を施行し，左側梨状陥凹から下方へ走行

する瘻管を認め，左下咽頭梨状窩瘻からの感染による急性化膿性甲状腺炎の診断となり，根治目的で左梨状窩

瘻摘出術を施行した．術中は瘻孔開口部を確認してピオクタニンを注入し，染色された瘻管を同定してから摘

出した．術後経過は良好であり，咽頭食道造影で瘻管消失を確認し，術後 11日目に退院となった． 

【考察】下咽頭梨状窩瘻は確定診断に至らず長期経過をたどる症例も少なくない．反復する急性化膿性甲状腺

炎を認めたら下咽頭梨状窩瘻も鑑別に入れる必要がある． 

【結語】比較的稀な成人発症の症例を経験したので報告する． 
利益相反開示： 

演題発表に関連し，開示すべき利益相反関係にある企業等はありません 

 

 

９０．アラトツツガムシによるツツガムシ病の 1例 
山梨大学医学部 附属病院臨床教育センター１)，同皮膚科２) 

        (研)浅川まりか１)，保延亜希子２)，大沼毅紘２)，佐野信也２)，三井 広２) 

猪爪隆史２)，島田眞路２), 川村龍吉２) 

 

【はじめに】ツツガムシ病は Orientia tsutsugamushi を保有するツツガムシ幼虫が媒介する，リケッチア感染症である．

発熱・刺し口・バラ疹様皮疹の 3主徴からツツガムシ病の診断に至った症例を報告する． 

【症例】68 歳，男性．X-7 日より右下腿後面の中心に痂皮を伴う紅斑を自覚．X-5 日より 40 度台の発熱を認め，X-2 日よ

り紅斑が全身に出現したため近医を受診．臨床経過からツツガムシ病を疑われ X 日に紹介となった．受診時には体幹優位

に強い浸潤の触れる母指頭大の紅斑が散在し，手掌・足底に紅斑は認めなかった．右下腿後面に 30×15 ㎜の中心部に痂皮

を伴う紅斑を認めた．また，頚部，鼠径部のリンパ節を触知した． 



血液検査では異型リンパ球出現，血小板数低下，肝胆道系酵素と CRP の上昇を認めた．各種ウイルス抗体価は既感染パタ

ーンで各種培養検査は陰性であった．造影 CT検査では軽度の脾腫とリンパ節腫脹があったが熱源は認めなかった．以上よ

りツツガムシ病と考えミノサイクリン塩酸塩の投与を開始し症状は軽快．ペア血清で 3 つの抗体価が陽性となりツツガム

シ病の診断となった． 

【考察】ツツガムシ病は DIC を発症し重篤な状態に至る場合もあるため早期に治療開始することが重要である．本症例で

は発熱，体幹優位の皮疹を主訴とし，刺し口，脾腫やリンパ節腫脹を認めた．臨床的にツツガムシ病が疑わしく確定診断

に至る前に治療を開始し症状は軽快した．急性期の血液と痂皮から PCR法にて DNA型は Japanese Karp-1型と同定されア

ラトツツガムシにより媒介されたと推測した． 

【結語】山梨県では全国と比較してツツガムシ病の報告数は少なく見逃している可能性も考えられる．発熱，バラ疹様皮

疹を診た場合は刺し口を見つけるためにも全身の診察をし，早期に治療を開始する事が大切である． 

利益相反の有無：無し 

 

 

９１．脊髄ヘルニアの 1例 
山梨大学医学部 附属病院臨床教育センター 

          (研)橋本考明 

 

【はじめに】脊髄ヘルニアは特徴的な画像所見を呈し，画像検査で確定診断可能な疾患の一つである．今回，典型的画像

所見を呈した脊髄ヘルニアの一例を経験したため，報告する． 

【症例】（患者）80歳，女性(現病歴)2017年 5月頃から特に誘引なく右下肢脱力出現した．2018 年 4月から下肢脱力が進

み，這って移動するようになった．2018 年 5 月 1 日に脊椎 MRI を撮影したところ L3 破裂骨折と腰部脊柱管狭窄症を認め

た．近医で 1 ヶ月間入院加療の後，リハビリテーション病院に転院となった．リハビリテーションを継続するも下肢脱力

の症状が遷延したため，精査目的に当院整形外科に紹介となった．（画像所見）前医 MRIを確認したところ，腰部所見以外

に，Th6-7 レベルで胸髄が腹側にくの字型に急峻に屈曲する所見を認めた．クモ膜嚢胞による圧排としては胸髄の屈曲が

急峻であることから，脊髄ヘルニアまたは癒着性クモ膜炎が鑑別に挙げられた．胸腰椎脊髄造影後 CTでは，硬膜の腹側に

胸髄が脱出する所見を認めたため，脊髄ヘルニアと診断した．（臨床経過）手術適応であったが，患者に手術希望なく，紹

介元病院にてリハビリテーションを継続する方針となった． 

【考察】脊髄ヘルニアは胸髄に脊髄症を来す比較的稀な疾患とされるが，特徴的な画像所見を呈し，画像検査で診断可能

な疾患の一つである．胸髄での前方への急峻な脊髄偏位をみた際には，本症を疑うべきである．鑑別疾患には硬膜内くも

膜嚢胞や癒着性くも膜炎，arachnoid web，類上皮腫が挙げられる．確定診断には FIESTA法横断像あるいは胸腰椎脊髄造

影後 CTが有用である． 

【結語】脊髄症の患者で，胸髄での前方への急峻な脊髄偏位をみたら，脊髄ヘルニアを疑うべきである．脊髄ヘルニアを

疑った際には FIESTA法横断像あるいは胸腰椎脊髄造影後 CTを行うことで，確定診断が可能である． 

利益相反：無 

 

 

９２．成人脊柱変形術後にイレウス・腸重積を発症した１例 
山梨大学医学部 整形外科     

(研)(視)亀山啓吾，大場哲郎，辰野力人，小田洸太郎，田中伸樹 

波呂浩孝 
 

【はじめに】成人脊柱変形術後に腹部症状を訴える症例を散見する．今回，成人脊柱変形手術後にイレウス・腸重積のた

めに二度の開腹手術を要した症例を経験したので報告する． 

【症例】症例は 59歳女性，前傾姿勢による腰痛，歩行および立位保持困難を主訴とし当院へ紹介受診．既往には子宮筋腫

による子宮全摘手術．脊柱後弯症の診断で L1/2/3/4/5 の LLIF と Th10-腸骨固定を併用した脊柱矯正固定術を施行．術直

後は問題なく経過していたが，術後 25日頃から食欲低下・嘔気が出現，CT撮影するも消化管に器質的異常はなく，その後

症状は軽快したため自宅へ退院した．しかし術後 59 日より再び腹痛，下痢が出現し，近医で CT 撮影をしたところ，小腸

拡大を認めイレウスの診断で救急搬送されイレウス解除術を施行された．しかし術翌日も下痢，嘔吐が持続し，小腸重積

症で術後 7日に再度解除術を施行された．現在術後経過良好である． 

【考察】脊椎手術において前方アプローチの手術はイレウスの高リスクであり，LLIF術後のイレウス発生の危険因子は後

方 3 椎間以上の固定と L1-2 レベルでの LLIF と報告されている．さらに，脊柱変形矯正術では，アライメントの急激な変

化により腸管および栄養血管が閉塞した可能性もある．本症例の脊椎術後の CTを見返すと，上腸間膜動脈と腹部大動脈の

分岐角が通常よりも鋭角となっており，術後の食欲低下，嘔気の原因に上腸間膜動脈症候群が鑑別診断として考えられた．

さらに，イレウス術後の腸重積は腸重積全体の５％と稀ではあるが本症例では２度の開腹手術を余儀なくされた．稀では

あるが重篤な合併症の一つとして留意が必要である． 

【結語】成人脊柱変形術後の腹部症状には注意を要する． 

利益相反なし 

   

 

 

 

 



９３．楔状テーパーウェッジ型ショートステム使用において生じた Gruen 分類 Zone2 の

Occult fracture 
山梨大学医学部 附属病院臨床教育センター 

           (研)森 優喜 
 

【はじめに】セメントレスステムは大腿骨骨皮質と直接接触させるため，ブローチングにより骨皮質にストレスをかける．

セメントレスステムにおいては，特にウェッジ型ステムのステム周囲骨折(PFF)発生率が高い．楔状テーパーウェッジ型シ

ョートステムを用い，Gruen分類 zone2に生じた occult fracture を経験したので報告する． 

【症例】症例は亜脱臼性変形性股関節症に対し Taperloc microplasty（Biomet社製）を用い初回人工股関節全置換術を施

行された 56 歳女性である．術後は疼痛に応じて荷重を許可し，当院後療法通り術後 3 週間で T 杖歩行にて自宅退院した．

術後 4 週に右大腿部痛が生じ緊急受診した．血液検査では感染は否定された．X 線では明らかな骨傷は認めず，ステム沈

下を 2mm 認めた．大腿骨骨密度検査は骨量減少症を示した．術後 2 か月 X 線画像ではステム沈下の進行は認めず，zone２

に仮骨形成を認めた．ステム周囲骨折として経過観察を行い，最終的には骨折部再構成とステム骨性固定が得られた． 

【考察】渉猟しえた範囲ではブローチングの際に生じたと思われる Gruen 分類 zone2 に生じた PFF の報告はなかった．

zone2 に相当する大腿骨骨皮質は薄く，本患者は中年女性であり骨密度は低く，同部位の骨強度が脆弱であったと推測さ

れた．使用した楔状テーパーウェッジ型ショートステムは内外側で骨皮質と接触する近位固定型セメントレスステムであ

り，ブローチングにより zone2 に相当する部分にストレスがかかりやすい形状であった．入院中に疼痛は順調に軽減し，

退院後に大腿部痛が出現していることから，自宅での活動性向上により stem 沈下とともに術中に生じていた occult 

fracture が顕在化したと考えられた． 

【結語】セメントレス楔状テーパー型ショートステムは，大腿骨外側骨皮質へのストレスが強く，不顕性骨折を生じえる． 

 

 

９４．人工股関節全置換術術後にアルカプトン尿症と診断された１例 
山梨大学医学部 附属病院臨床教育センター１)，同整形外科２) 

(研)深澤洸樹１)，谷口直史２)，朝比奈亮太２)，波呂浩孝２) 
 

【はじめに】アルカプトン尿症は 100万人に 0.1～10人といわれ本邦では極めてまれな代謝疾患である. 今回, 人工股関

節全置換術時にアルカプトン尿症と診断し, 複数の下肢人工関節置換術を要した一例を経験したので報告する.  

【症例】64歳男性. 画像所見では左大腿骨頭骨硬化のある末期変形性股関節症, 膝関節は外反型変形性膝関節症, 脊椎は

椎間板腔消失を伴う強直を認めた. 左股関節に対し THAを施行した. 骨頭は滑膜や大腿骨頭軟骨の黒変を認め, 病理でも

軟骨全層に色素沈着がありアルカプトン尿症に伴う ochronotic arthropathyと診断された. また, 尿を放置したところ

黒変が生じた. 術後経過は 65歳時他院で右 TKA, 72歳時に右股関節痛が出現し右 THAを施行し, 右大腿骨頭は左大腿骨

頭と同じ滑膜・軟骨の色素沈着を認めた. 左 THA施行後 8年の最終観察時は人工関節の固定性は良好である. 

【考察】アルカプトン尿症は黒色尿・色素沈着・関節症を主な三徴とし,  関節症状は脊椎から生じることが多いため, 強

直性脊椎炎が鑑別に上がる. 30～40 歳代で股関節や膝関節などの大関節障害が生じ, 本疾患の 13.8％は 3 関節以上の人

工関節手術を受けるとの報告もある. 本症例では膝・肩・肘関節に関節症を伴い, 脊椎の可動性も失われ ADL・移動能力

の低下が見込まれるため, 今後手術治療の介入が必要となると考えられる.  本症例に対する人工関節の先行報告ではイ

ンプラントの弛みは報告されておらず, 本症例でもインプラントの固定性は良好であった. アルカプトン尿症そのものの

治療法は確立されておらず, 合併する関節症に対して人工関節置換術は有効な治療法と言える.  

【結語】アルカプトン尿症は HGA が軟骨や結合織に蓄積し, 軟骨変性により易損性となり関節症が生じる. 人工関節の弛

みが生じやすいとの報告はなく, 術後は良好な成績が期待される. しかし複数の大関節が関節症を呈するため, 四肢の疼

痛や関節可動域制限に対処しつつ長期の経過観察が必要であると思われた. 

利益相反なし 

 

 

９５．ダウン症に環軸椎不安定性を合併した 2 歳 4 ヶ月児に頭蓋頚椎固定術を施行した

１例                                                                  
山梨大学医学部 附属病院臨床教育センター１) ，同整形外科２)  

(研)遠藤とも香１)，大場哲郎２)，波呂浩孝２) 

 

【はじめに】2歳 4ヶ月で頭蓋頚椎固定術を要した稀な１例を経験したので報告する 

【症例】症例は 2 歳 4 ヶ月の男児で既往にダウン症を持ち，当院受診の 1 年前に環軸椎亜脱臼を指摘され定期的に外来へ

通院していた．当院入院の 2 ヶ月前よりつかまり立ちをしなくなり，左上肢の動きが悪くなった．当院入院の 1 ヶ月間に

四肢の運動障害と座位保持困難を主訴に小児科を受診，同日入院となり当科へコンサルトとなる．入院時，左上肢は手指

をわずかに動かすのみで左足関節の運動も弱く，左横隔膜の運動低下を認めた．砂嚢で頚椎の安静を保つことで四肢の運

動は若干改善傾向で酸素投与により呼吸状態は保たれていた．画像上環軸椎間関節の脱臼と同部位で脊髄の著明な圧排と

T2高信号領域を認めた．入院翌日，緊急でハローベスト装着後腹臥位とし，後頭骨から第 2胸椎までの後方固定術を施行

した． 

【考察】上位頚椎の不安定性はダウン症で比較的多く見られるが，神経障害を有するのは 2%程度で稀である．さらに小児

期に手術を要する症例は非常に稀であり，我々の渉猟し得た限り２歳 4 ヶ月は最年少である．本来手術は少しでも骨の成

長を待つことが好ましいが，本症例は呼吸障害を伴う重度神経障害を呈しており，さらに外固定などの保存治療も困難で

あったため手術治療が必要であった．術式は諸家より報告があるが，我々は椎弓根スクリューを用いて第２胸椎から後頭



骨まで強固な固定が得られたため，術後にハローベスト固定は不要と判断した．現在まで術後経過は良好であるが，本疾

患に対する手術は骨癒合の不良や創部感染など術後合併症が多いことが報告されており，今後も慎重に経過を観察する必

要がある． 

【結語】ダウン症の頚椎不安定性のために急速に重度神経障害を呈し，緊急手術を要した症例を経験した．幼少期から手

術を要する用例は非常に稀であるが，ダウン症を診察する上で留意すべきである． 

利益相反なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和元年度山梨県医師会学術奨励賞 
 

 

本会では、医学医術の研鑽を奨励するため、昭和６２年度から山梨総合医学会において発

表し「山梨医学」に掲載された研究論文の中で最も優秀な論文を学術奨励賞として表彰して

おります。 

 今回は第４６回山梨総合医学会の中止のため、「山梨医学第４６巻・４７巻」の学術奨励賞

はウェブサイトへ掲載し表彰式に代えさせていただきます。 

 

山梨医学第４６巻 

 

学術奨励賞 

 

小 林 正 洋（若葉クリニック） 

「認知症を疑い頭部 MRI 撮影を行った症例の VBM 解析 

 -BAAD解析と VSRAD解析の比較」 
山梨医学第４６巻６０頁 

                     

コ・メディカル学術奨励賞 

 

藤 巻 一 美（甲府共立病院循環器内科） 

「当院における呼吸サポートチーム（Respiratory Care Support Team :RST）の 

活動について～臨床工学技士の関わり～」  
山梨医学第４６巻２３頁 

 

山梨医学第４７巻 

 

学術奨励賞 

 

笠 井   慎（山梨大医学部小児科） 

「山梨赤十字病院における小児科領域耐性菌の動向 (2001年～2018年の変遷)」 
山梨医学第４７巻２６頁 

 

松 田 政 徳（富士吉田市立病院外科） 

 「山梨県と富士北麓地域の肝炎ウイルス検診受診者の感染状況の地域的特徴と経時的変化

および肝細胞癌症例の特徴」 
                              山梨医学第４７巻５４頁 

  

コ・メディカル学術奨励賞 

 

池 川 博 昭（山梨大学医学部附属病院放射線部） 

    「施設間における心筋虚血評価の精度管理に向けた検討」 
                              山梨医学第４７巻７０頁 

 
 


