
 
 

第１８回 日本大腸検査学会九州支部会 
 

プログラム・抄録集 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  会期：平成２２年 ８月 ７日（土） 

会場：アクロス福岡 国際会議場 

福岡市中央区天神１丁目１－１ 

ＴＥＬ：０９２－７２５－９１１３ 

大会長：壁村哲平（済生会福岡総合病院） 



学会参加者へのご案内とお願い 
 
１. 参加費について 

□ 参加受付けは４階受付にて、８：４５より行います。 
□ 参加費として、医師３,０００円、看護師・技師など１,０００円を受付でお支払い

頂き、ネームカードをお受取ください。尚、学生の方は無料とします。学生証をご

提示ください。 
□ ネームカードは参加証となります。記名台にて所属・氏名を記入し、会場内では必

ず着用して下さい。再発行は致しかねますので、紛失には十分ご注意ください。 
□ クールビズ推進のため、演者を含め軽装でご参加ください。 
 
抄録集をお持ちではない方は、抄録集販売受付にて１冊５００円でお求め下さい。 
   

２. 発表者の皆様へ 
（１） 発表時間 

主題演題は発表６分、質疑応答２分です。スライドの枚数は発表時間内に収ま

るように作成してください。 
発表終了後に、ディスカッションを行います。 
 
一般演題は発表５分、質疑応答２分です、スライドの枚数は発表時間内に収ま

るように作成してください。 
 

（２） スライドはＷｉｎｄｏｗｓを用いたコンピュータープレゼンテーションに限ら

せて頂きます。 
当日、会場に用意するパソコン（以下ＰＣ）のＯＳはＷｉｎｄｏｗｓＸＰ、プ

レゼンテーションソフトはＭｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｐｏｗｅｒｐｏｉｎｔ２００

３です。データ作成にあたっては上記ＯＳソフトに合致するデータ形式として

ください。 
Ｐｏｗｅｒｐｏｉｎｔ２００７で作成されたファイルは、そのままでは当日会

場で上映できません。必ず旧バージョン（Ｐｏｗｅｒｐｏｉｎｔ９７－２００

３形式）に保存形式を変更してください。また、旧バージョン形式で保存した

際には、正しく表示されているかも再確認してください。 
 
Ｍａｃｉｎｔｏｓｈ及び３５mm スライドはご利用になれません。 



投影は１面のみです。 
 

（３） 発表データはＵＳＢ接続対応フラッシュメモリまたはＣＤ－Ｒにてご持参くだ

さい。特にＵＳＢフラッシュメモリでご持参の場合は、予備のデータを必ずバ

ックアップしてお持ちください。 
 
（４） 発表開始の１時間前までに必ずスライド受付にて試写をお済ませください。お

持ち頂いたデータはスライド受付にて予め動作確認を行った後、コピーさせて

頂きます。お預かりいたしましたデータは発表終了後に学会事務局が責任を持

って消去致します。ＵＳＢフラッシュメモリはスライド受付でファイルを末端

にコピー後、すぐに返却致しますが、取り違い防止の為、ＵＳＢフラッシュメ

モリ本体には氏名等の記入や、目印となるキーホルダー、ストラップ等の装着

をお勧めします。 
 

（５） 発表は、演者ご自身で、演台上に設置されているＰＣを操作してください。 
 

（６） 演者は、前演者の発表が終了する前までに、次演者席にお着き下さい。 
 

（７） データ作成時の注意点 
・ 使用されるフォントはＷｉｎｄｏｗｓに標準搭載されているものを推奨しま

す。 
「日本語」ＭＳＰゴシック、ＭＳＰ明朝、ＭＳゴシック、ＭＳ明朝 
「英 語」Time New Roman、Arial、Arial black、Arial Narrow、Century、 
     Courier New、Georgia 
・ 画面をぎりぎりまでに使用すると再現環境の違いにより文字や画像のはみ出

しの原因になりことがあります。 
・ アニメーション・動画は使用可能ですが、Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｍｅｄｉａ Ｐｌ

ａｙｅｒで再生できるように作成してください。Ｐｏｗｅｒｐｏｉｎｔデータ

とともに動画ファイルも必ずご持参ください。作成されたＰＣとは別のＰＣで

事前に動作確認をされることをお勧め致します。 
・ Ｐｏｗｅｒｐｏｉｎｔファイルは、以下のように半角英数字で名前をつけて下

さい。 
例）主題で番号① 福岡太郎先生の場合：主題 ① fukuokataro.ppt 
  一般で番号③ 博多二郎先生の場合：一般 ③ hakatajiro.ppt 
    演題番号については、抄録集でご確認ください。 
 



３. 司会・座長の先生方へのお願い 
（１） 司会の・座長の先生は、担当セクションの開始３０分前までに会場内の司会・

座長受付をお済ませください。 
（２） 受付を済まされましたら、担当セクションの開始３０分前には会場内の次座長

席にご着席ください。 
 

４. 関連会議のお知らせ 
「幹事会」 
日時：平成２２年 ８月 ６日（金）１９：００～ 
会場：稚加榮 
「評議員会」 
日時：平成２２年 ８月 ７日（土）１１：５０～ 
会場：アクロス福岡 国際会議場 
 

５. その他 
１）機器展示：アクロス福岡 国際会議場 出入口付近 
２）書籍販売：アクロス福岡 国際会議場 出入口付近 

 
６. 連絡先 

第１８回日本大腸検査学会 九州支部会 大会長 壁村哲平 
事務局：〒810-0034 福岡市中央区笹丘１丁目２８番２５号 

医療法人財団 博愛会 博愛会病院 
ＴＥＬ：092-741-2626 
ＦＡＸ：092-741-2627 

    （江崎芳弘、根本雅之、濱本健介） 



 



 

 



 

＜会場案内図＞ 
 

 



日 程 表 
 
 

８：４５～ 受付  

９：３０～ 開会の辞  

９：４０～ 主題演題 座長：原田 直彦 

講師：矢坂 正弘 
１１：００～ 教育講演Ⅰ 

司会：林  隆一 

１２：００～ 評議員会  

講師：壁村 哲平 
１２：２０～ ランチョンセミナー 

司会：塩飽 徳行 

１３：３０～ 一般演題 座長：日高 久光 

講師：神保 勝一 
１４：００～ 教育講演Ⅱ 

司会：壁村 哲平 

講師：工藤 進英 
１５：１０～ 教育講演Ⅲ 

司会：澁江 正 

１６：１０～ 閉会の辞 
 

 



プログラム 

1． 開会挨拶  （9:30～）               

大会長 壁村 哲平（済生会福岡総合病院） 

 

2. 主題演題  （9:40～10:50）            

座長 原田 直彦（国立病院機構 九州医療センター） 

① Screening Colonoscopy における炭酸ガス（CO2）送気の有用性の検討 

国立病院機構 九州医療センター 消化器センター  原口 和大（福岡） 

② 当科における大腸内視鏡検査施行時の二酸化炭素（CO2）送気使用の現状と有用性に

関する検討 

北九州市立医療センター 消化器科  伊原 栄吉（福岡） 

③ 内視鏡用炭酸ガス送気装置の大腸内視鏡検査使用報告 

 鮫島病院  前原 修一（鹿児島） 

④ 当院の大腸内視鏡検査における炭酸ガス送気装置の導入と有所見時の検査後    

CT colonography の経験について 

済生会福岡総合病院 内科  吉村 大輔（福岡） 

 ⑤ 炭酸ガス送気時代における大腸内視鏡治療の安全管理 

 原三信病院 消化器内科  茶園 智人（福岡） 

⑥ 炭酸ガス送気を用いた大腸内視鏡検査のコストに関する検討 

飯塚病院 内視鏡センター  川畑 浩子（福岡） 

 

 

3. 教育講演 Ⅰ    （11:00～12:00）                         

  「抗血栓薬 勝手に止めると悔い残す！」 

講師 矢坂 正弘（国立病院機構 九州医療センター 脳血管内科） 

司会 林 隆一 （博愛会病院） 

 

4. 評議員会      （12:00～12:15）                           

 

5. ランチョンセミナー （12:20～13:20）                                

  「過敏性腸症候群はどんな病気？」 

講師 壁村 哲平（済生会福岡総合病院） 

司会 塩飽 徳行（クリスタルビルクリニック） 

 



プログラム 

6. 一般演題      （13:30～14:00）                        

座長  日高 久光（日高大腸肛門クリニック） 

① CT colonography による大腸がんスクリーニング 

済生会熊本病院 健診センター  満崎 克彦（熊本） 

② CT colonography（CTC）における送気ガス注入器の違いによる腸管拡張程度及び  

受容性の検討 

済生会熊本病院 健診センター  坂本 崇（熊本） 

③ 当院における下部消化管内視鏡検査及び治療時の抗凝固薬・抗血小板薬の管理に 

ついて 

福岡逓信病院 内科  高橋 誠（福岡） 

④ 同一被験者における 2 種類の経口腸管洗浄剤を用いた大腸内視鏡前処置法の比較 

検討 

サザン・リージョン病院 薬剤部  野添 大樹（鹿児島） 

 

7. 教育講演 Ⅱ    （14:00～15:00）                              

「大腸内視鏡検査におけるヒヤリハットから訴訟まで」 

講師 神保 勝一（神保消化器内科医院） 

司会 壁村 哲平（済生会福岡総合病院） 

 

8. 教育講演 Ⅲ    （15:10～16:10）                    

「大腸内視鏡治療の最前線」 

講師 工藤 進英（昭和大学横浜市北部病院 消化器センター） 

司会 澁江 正 （鹿児島県消化器集検研究会） 

 

9. 閉会挨拶     （16:10）                                   

大会長 壁村 哲平（済生会福岡総合病院） 



教育講演Ⅰ 

抗血栓薬、勝手に止めると悔い残す！ 

 

国立病院機構 九州医療センター 脳血管内科 

矢坂 正弘 

 

 抜歯や生検をはじめとする医学的観血処置時に、抗血栓薬を中止するか否かの判断やそ

のタイミングはしばしば問題となる。休薬すれば血栓・塞栓性疾患のリスクは高くなる。

一方、抗血栓薬継続下で処置を行えば、止血操作が困難になるかもしれない。 

最近の文献調査や前向き登録研究によれば、ワルファリンを一時中止した際の血栓・塞

栓症の発症率は約≈１％で、発症例の多くは重症であることが明らかにされている（Arch 

Inern Med 1998;158:1610, Neurology 2003;61:964, Arch Inern Med 2008;168:68）。 

ワルファリン療法中に脳梗塞を発症した 23 例中、ワルファリン中止中に発症した 8 例

（23%）を解析した結果、入院時の INR は低く、全例が心原性脳塞栓症を呈し、神経脱落症

状は重く、退院時転帰不良例（mRS≧3）が 7 割を占めていた(Thromb Res 2006;118:290)。

ワルファリンの中止理由は半数で抜歯であった。 

ワルファリンの中止から再開までの日数は中央値 4.5 日、中止から脳梗塞発症までの日

数は中央値 7.5 日であったことから、抜歯後ワルファリン療法を再開し、2-3 日経過した時

点で脳梗塞を発症し易いものと思われる。 

一方、脳梗塞患者が再発予防を目的に内服しているアスピリンを中止すると脳梗塞再発

のオッズ比が 3.4 倍高くなるという(Arch Neurol 2005;62:1217)。 

抜歯や白内障手術は、体表の処置であることやこれまでの研究成果を踏まえ抗血栓療法

継続下での処置が日本循環器学会のガイドライン等で支持されている（Circ J 72 (Suppl 

IV): 1581-1638, 2008 ）。しかし、内視鏡下での生検やポリープ切除術時には、体表の処

置と比較して後出血に気付きにくいことやその処置が容易とは限らないことから、日本消

化器内視鏡学会の指針やガイドラインでは休薬を原則としている（日本消化器内視鏡学会

誌 2005;47:2691）。ただし、ヘパリンの周術期における代替療法の有無に関して、原疾患

を血栓性疾患の危険度から高危険疾患（僧帽弁を機械弁で置換した症例など）と低危険疾

患（合併症を伴わない心房細動など）に、また内視鏡手技を出血性合併症発現率の観点か

ら高危険手技（ポリペクトミーや内視鏡的粘膜下層剥離術など）と低危険手技（生検など）

に分けて個々の症例で対応する方針を提唱している（日本消化器内視鏡ガイドライン第 3



教育講演Ⅰ 

版 医学書院、東京、2006）。 

本邦のガイドラインは出血性合併症を回避することに軸足を載せているが、米国のガイ

ドラインは周術期の血栓性疾患を回避する観点から休薬の対象範囲狭めている。 

本講演では休薬のリスク、抗血栓療法中の患者における観血的内視鏡手技に関する各ガ

イドラインや各施設での実践方法を紹介するとともに休薬に関するインフォームドコンセ

ントの必要性を考慮したい。 



教育講演Ⅱ 

大腸内視鏡検査におけるヒヤリハットから訴訟まで 

 

神保消化器内科医院 

  神保 勝一 

 

 人間は誰でも、ことの軽重は別にして間違いを犯すと云われています。その間違いには

目に見えるものと見えないものがあります。計画そのものが間違いであったり、計画は正

しかったのに実行途中で微妙にずれてしまったような間違いもあります。このように人間

の行動や思考には常に間違いがついて回ることを承知しておかなければなりません。私達

のように医療に携わる者にもこの様な間違いが見られます。 

 この度、貴重なお時間を頂戴致しましたので、私達が犯した間違いが軽微であった、い

わゆる「ヒヤリ」としたり「ハッ」とした事例をご報告致します。 

 

この様な「ヒヤリ」「ハット」の具体的体験は平成 14 年 10 月から報告することが義務付

けられました。そして、その報告を厚労省に集めて年間報告集にまとめられ報告されてい

ます。その具体的な内容は厚労省のホームページからインターネットで検索することが出

来ます。平成 21 年の「ヒヤリ、ハット」集を検索致しましたが、この原稿を書いている段

階では報告集が出来ていませんでした。平成 20年度の報告集を引用致します。 

「ヒヤリハット」が誰に、何時、どんなことが起こったか、何故起こったのか、原因は

何か、そして起こさないための対策はと探ってみたいと思います。 

 

また、不幸にして、この様な間違いが原因で思いがけない悪しき結果を招き、訴訟にま

で発展した事例をご報告致します。どうして訴訟にまで至ってしまったのかを理解して二

度と前者の轍を踏まないように喚起したいと思います。 

これらの事例の詳細は、「ヒヤリハット」の範疇を超えてしまいましたので、訴訟の原因、

争点、医療側の弁論、裁判所の判断などを、裁判所記録から引用致しました。殊に今回は

大腸内視鏡検査に関係ある事例を選びました。 

 

日本消化器内視鏡学会では 5 年に一度、消化器内視鏡関連の偶発症に関する全国調査報

告を行っており、2003 年より 2007 年の 5 年間の調査をまとめた報告が出ました。実は、こ

の報告は昨年の秋に出る予定でしたが、諸般の事情で 2010 年 1月にずれ込みました。日本

消化器内視鏡学会の会員には Vol.52  No.1 として既にお手元に届いております。もし、ご



教育講演Ⅱ 

覧になっておりませんでしたら同 1 月号 95-103 ページに詳細が出ていますので是非保管し

て頂きたいと思います。 

 

 「ヒヤリハット」は人間が携わっている限り無くならないと云われています。しかし、

この様な事例を少しでも減らす努力は必要であります。 

医療の世界では医師・看護師を中心としたチーム医療が「ヒヤリハット」を減らす一つ

の方法であります。皆様方のご協力や協調、そして隠さないことが解決の早道になるかと

思っています。 

今日、明日の診療からお役に立つことをご報告致します。 

 



教育講演Ⅲ 

大腸内視鏡治療の最前線       

                            

昭和大学横浜市北部病院 消化器センター 

工藤 進英 

 本邦において大腸癌は増加の一途をたどっている。その背景として高齢者数の増加や食

生活の欧米化、運動量の低下などが挙げられている。ポリープ癌のみならず、de novo 発生

の陥凹型早期癌や LST などの診断精度が向上し、診断学のパラダイム変換がなされている。

同時に内視鏡治療の EMR・ESD 等の正しい選択の重要性が高まっている。大腸癌は早期発見、

治療により予後は良好である。 

現在では、大腸上皮腺管の pit の大きさ、形態、配列から診断する方法が確立され、内

視鏡によるより客観的な質的診断と深達度診断を行うことが可能となった。pit pattern に

よる診断は従来の病理組織診断と高い相関性があることが立証されており、実際の臨床の

現場において非常に有用である。pit pattern は、Ⅰ、Ⅱ、ⅢS、ⅢL、Ⅳ、Ⅴ型の 6 型に

分類され、Ⅴ型 pit pattern は、2004 年 4 月に行われた箱根合意の結果、不整腺管構造を

有するⅤI型と明らかな無構造領域を有するⅤN型に亜分類されることとなった。さらにⅤ

I 型は、2005 年の厚生省工藤班会議にて軽度不整と高度不整が定義された。 

また近年、複数の画像強調拡大内視鏡が登場している。特に大腸病変の微細血管構造を

観察できる Narrow Band Imaging (NBI)は、瞬時に通常内視鏡画像からの切り替えが可能で、

得られる血管所見も病理組織所見と強い関連性がある。NBI 拡大観察は染色を必要とせず、

病変の腫瘍・非腫瘍の診断において効率化が得られ、病変の深達度・治療方針へ寄与し、

Pit pattern 診断と組み合わせることで、より効率よく正確な診断が可能になると考えてい

る。また endocytoscope を用いた超拡大内視鏡観察では、粘膜表層の細胞や核形態を観察

することができ、in vivo で病理組織像に極めて類似した所見が得られている。当院では、

①腺腔、②上皮細胞、③腺腔および腺腔縁の形態、④核の形態、⑤核の偽重層の有無、⑥

核/細胞質比(N/C 比)の高低を検索し、これらの項目をもとに超拡大内視鏡(EC)分類を作成

し、症例の検討を続けている。病理診断に代り得る endocytoscope は大腸癌の診断と治療

に大きな転換をもたらすものと考える。 

大腸癌の治療体系は大きく分けて、内視鏡的粘膜切除術に代表される内視鏡的治療と腹

腔鏡手術の外科的切除からなり、二つの治療の選択はリンパ節転移の有無によりなされ、

リンパ節転移がないと思われる病変には先ず内視鏡治療が選択されている。従来の Total 

biopsy としての治療先行の医療は終焉した。 

色素内視鏡、拡大 pit pattern 診断、NBI 拡大観察や超拡大内視鏡観察などによる大腸腫

瘍の正確な診断に基づいた適切な治療が重要である。 



ランチョンセミナー 

過敏性腸症候群はどんな病気？ 

済生会福岡総合病院 内科 

壁村 哲平 

 

 過敏性腸症候群（IBS）は「慢性的に出没する、腹痛を伴う便通異常で、排便により症状

が改善し、症状となりうる器質的病変あるいは内分泌異常がない」と定義されている。有

病率は国民の１０〜１５％で年１〜２％受診患者数が増加し、一般外来患者の約３０％を

占めている。IBS の QOL は慢性透析患者やうつ病患者と同等程度に阻害され、医療側の認識

との隔たりが大きい。現在でも疾病の認知度はあるものの、患者に対する医療提供は器質

的疾患の除外検査を中心であり、積極的に診断・治療が行われてはいない。多くの患者は

検査を受けることで一時的に症状の緩解が得られることもあるが、後日症状の再燃増悪や

ドクターショッピングをくり返し、さらに QOL 低下を来すことになる。IBS は痛みを中心と

する多くの科にまたがる疾患を併発しやすく、逆も同様であるが、そのため、併存する症

状に対するさまざまな処方を受けること多く、幾度も器質性疾患の診断目的で大腸内視鏡

検査等を受けることもことになる。 

 「IBS の基本的治療は、患者自身の病気に対する正確な知識と理解の上に成り立ち、その

病態に応じた適切な対応」であり、その病態の理解が大切である。 

 

① IBS の診断を付けること：器質的疾患の除外診断時と平行し IBS の診断が始まり、積

極的に診断名を付けることが必要である。そこがスタートである。 

 

② IBS における腹痛の発生機序を理解すること：消化管特に S 状結腸・直腸の過敏性亢

進がベースにあり、便の存在が病的疼痛（痛み閾値の低下、過剰な痛み）を来してい

る。消化管の疼痛は消化管平滑筋の過剰収縮により発生し、抗コリン薬で鎮痛が期待

できるが、IBS では通常の消化管の蠕動運動でも症状は発生する。そのため、下部消

化管への血流が相対的に増加する時期やストレス・不安時期に下部消化管の蠕動が亢

進すると共に症状は生じ、排便、排ガスと共に症状が消失・軽減する。 

 

③ IBS における排便の発生機序を理解すること： IBS では下部消化管蠕動の亢進状態が

ベースにあり、IBS 治療の基本は下痢型である。腸の内容物の状態と運搬能の関係で

下痢型、便秘型、交代型、分類不能型に分類できる。患者の訴える便秘は残便感や宿

便感であり実際に宿便状態ではないことが多い。便秘（弛緩性）と便秘型の IBS は似
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て非なるものである。 

 

④ 病態を説明し、安心と保障を与えること：IBS 患者は自分の病気に対しストーリーを

作り上げている（誤った確信を持つ）ため、腹痛や便通異常の病態を説明し、誤った

確信を解きほぐし、身体的侵襲は低いことを保障する。 

 

⑤ 治療・薬効目標を設定し診療に当たること：治療目標は症状の消失ではなく QOL が保

たれている状態を目標にする。そのため、疼痛スケールの利用が有用である。症状は

慢性疼痛であり、負の記憶であるため、症状を消失させることではなく、薄れさせて

いくこと。 

 

⑥ 食育ではなく便育を中心とした生活習慣病対策：食生活を見直すことの指標に便の観

察し、便を育てること。下記の５項目を目標とする。【１日１便、１日１５０ｇ（卵

３個、NHK のマーク）、黄金色の棒状・バナナ状の便、水洗トイレで便が浮く、力まず

に排便できる。】 

 

⑦ 基本的な薬剤の使用方法など。 

 IBS は以前にはイリコロの名前で、“神経質だ”とか“気の性ですよ”など治療の対象と

してあまり扱われず、さらに、内視鏡検査では過剰なほどの痛みを訴える患者として見

られていたが、診断概念がかなり明確となり、新たな薬剤も発売され、多くの IBS 患者

に光が当たることを期待し、さらに皆様の日常診療の一助となれば幸いである。 
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Screening Colonoscopy における炭酸ガス(CO2)送気の有用

性の検討 

国立病院機構 九州医療センター 消化器センター 

○原口 和大・柿ヶ尾 佳奈・澤村 紀子・岡本 梨沙 

水谷 孝弘・福嶋 伸良・松浦 隆志・原田 直彦 

 

【目的】 

近年、大腸癌患者の増加により大腸内視鏡検査件数は増加の一途を辿っている。しかし

検査に伴う苦痛のため、受検を敬遠されることもあり、要精検者の２次検診受診率は約 60%

と決して高いとは言えない現状である。炭酸ガスは腸管からの吸収が速やかで肺からの排

出も極めて速く、安全域も広いことが明らかになり、近年本邦でも大腸 ESD における炭酸

ガス送気の有用性が報告されている。今回われわれは、被検者と術者にアンケート調査を

行い、Screening colonoscopy における炭酸ガス(CO2)送気の有用性について検討を行った。 

 

【対象と方法】 

当院にて Screening colonoscopy を行った症例を対象に、無作為に空気送気例と炭酸ガ

ス送気例の二群に分け、腹部膨満感に関するアンケート調査を行い、VAS スコアにより被検

者の苦痛度の評価を行った。また盲腸到達時間、抜去時観察時間を測定し、術者について

も挿入や観察のしやすさについてのアンケート調査を行った。炭酸ガス送気については、

CO2 の圧・流量が一定に設定可能なオリンパス社製内視鏡用炭酸ガス送気装置(OLYMPUS UCR)

を用い、専用送水タンク(MAJ-902)及び専用送ガスボタン(MAJ-521)を使用した。検査に使

用する内視鏡は主に OLYMPUS CF-H260A を用いた。 

 

【結果】 

現在調査検討中のため、結果の詳細については学会にて報告する。 
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当科における大腸内視鏡検査施行時の二酸化炭素(CO2)送

気使用の現状と有用性に関する検討 

北九州市立医療センター 消化器科 

○伊原 栄吉・隅田 頼信・本田 邦臣・井原 裕二・畑 佳孝 

富田 洋介・宮田 誠一・清水 美津子・清水 佳代 

船越 洋子・原口 尚子・吉田 敬子・三澤 正 

 

【緒言】  

大腸内視鏡検査は、腸管過伸展や腹部膨満感が苦痛の主要因となっている。近年、大腸

内視鏡検査において、腹部膨満感軽減及び苦痛軽減目的とした二酸化炭素(CO2)送気の有用

性が多く報告されてきている。 

 

【目的】 

当科における CO2送気を使用した大腸内視鏡検査の現状とその有効性について検討する。 

 

【対象と方法】 

2010 年 5 月から、当科において空気送気または CO2 送気にて大腸内視鏡検査を施行され

た患者に、検査後腹部膨満感や検査の苦痛などに関するアンケートを施行した。 

 

【結果】 

当院内視鏡専門医が施行した CO2 送気：31 例、通常送気：31例の合計 62 例を解析した。

鎮静又は鎮痛剤を使用した例は除外した。癒着のなかった例での挿入時間は、CO2 送気：10

分、通常送気：18 分であり、CO2 送気群で挿入時間が短かった。次に、観察のみを行った

例での平均観察時間は、CO2 送気：11 分、通常送気：9分であり、両群に有為差はなかった。

検査直後の腹部膨満感については、CO2 送気群で、「張っていない」：65.9 %、「少し張って

いる」：31.8 %、「張っている」：2.3 %であった。通常送気群では、「張っていない」：13.9 %、

「少し張っている」：72.2 %、「張っている」：13.8 %であり、CO2 送気群で明らかに検査後

の腹部膨満感は軽度であった。VAS score は、CO2 送気：38±3.6 mm, n=24、通常送気：43±3.7 

mm, n=29 であり、両群に有為差は認めなかった (p=0.45)。しかし処置を要した例におい

ては、VAS score は、CO2 送気：32±3.9 mm, n=10、通常送気：49±8.4 mm, n=6 であり、

CO2 送気群で有為に低かった (P <0.05)。一方、癒着を認めた例では、VAS score は、CO2
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送気：39±3.8 mm, n=10、通常送気：31±5.8 mm, n=8 であり、両群で統計学的に有為差

は認めなかった。 

【結語】 

大腸内視鏡検査における CO2 送気は、被検者の検査後の腹部膨満感を軽減した。特に処

置を要し、検査時間が長い例においては、苦痛軽減にも有用であった。逆に、癒着のある

症例に対しては、効果は期待できなかった。 
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内視鏡用炭酸ガス送気装置の大腸内視鏡検査使用報告 
        医療法人潤愛会 鮫島病院 

○前原 修一・山元 修・山村 みち子・永手 ちとせ 

柳 久美子・平川 あさみ・鮫島 由規則 

 

  当院では２年前より内視鏡用炭酸ガス送気装置（以下 UCR）を用いた大腸内視鏡検査 

（以下 CF）を行っている。通常の CF に比べて UCR を用いた検査後の被検者の声を聞くと腹

満感がないという意見が多く聞かれた。そこで今回、UCR を用いた時の被検者を対象にアン

ケートを実施した。検査直後から腹満感がないと答えた方が多数おられ、直後でも効果が

みられた。しかし一部の方は腹満感を訴えており、その内訳をみると EMR 施行、憩室、潰

瘍性大腸炎、術後などのケースであった。これらの症例のいくつかを対象に検査直後より

経過を追って症状、レントゲン撮影で UCR の効果を検討したので報告する。 

 

【方法】 

１．UCR を用いた CF の被検者へのアンケート調査 

２．病変がある被検者や処置などに UCR を用いた際の効果判定 

 

【結果】 

・UCR 使用の検査直後に腹満感を訴えられたのは 30.7％であった。 

・レントゲン画像の比較では病変がある被検者の検査後腸管内ガスの吸収に効果がみ

られた。 

     

【考察】 

UCR を用いた CF は検査直後から効果がみられた。その後の経過状況で、CO２の生体吸収が

早く有効性が確認された。被検者に狭窄があったり、腸の動きが悪かったりする場合でも

生体吸収が良い為、検査後の腸管内ガスの減少に有効だと思われる。また時間のかかる検

査、処置などは送気量が必然的に増える為、検査直後から、帰宅後の苦痛減少に有効であ

ると考えられる。 

 

【結語】 

 内視鏡用炭酸ガス送気装置の使用により通常の CF 後の腹満軽減、及び病変がある例での

検査、処置、治療に特に効果がみられた。 
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当院の大腸内視鏡検査における炭酸ガス送気装置の導入と

有所見時の検査後 CT colonography の経験について 

済生会福岡総合病院 内科 

○吉村 大輔・淀江 賢太郎・山田 真梨子 

高橋 俊介・土田 治・落合 利彰・壁村 哲平 

九州大学 病態制御内科 

中村 和彦 

 

【背景】 

かつて注腸バリウム透視が主役であった大腸疾患のスクリーニングや精査は，大腸内視

鏡挿入法の成熟，硬度可変式内視鏡や細径内視鏡などハードウェアの革新，さらには拡大

内視鏡による腫瘍性病変の質的診断の発展など多岐にわたる進歩により，現在では内視鏡

検査がその中心的役割を担っている。 

 

【目的】 

当院では 2009 年 7月に内視鏡用炭酸ガス送気装置（UCR，オリンパスメディカルシステ

ムズ）を一部に導入した。大腸検査におけるその効果に関して，(1)内視鏡医の使用感覚

と負担の変化について，および(2)2008 年 11 月以降，内視鏡有所見時に試行している検査

後 CT colonography の経験について，有用性と限界を検討した。 

 

【方法】 

(1)大腸内視鏡検査を担当する当院の内視鏡医全員に，炭酸ガス送気装置導入前後にお

ける内視鏡の使用感覚と患者の耐用性の印象について聴取した。 

(2)内視鏡で手術を要する大腸病変などが認められた際に，患者の同意が得られた症例

に関しては特定の担当者（吉村）が引き続き腹部造影 CT を兼ねて空気送気による CT 

colonography を施行した。内視鏡検査での炭酸ガス使用症例と非使用症例における

colonography の差異を検討した。 

 

【結果】 

(1)内視鏡医の経験年数にかかわらず，炭酸ガスは送気による患者の負担が少ない点が

最も好まれた。一方で内視鏡に取り付ける炭酸ガス送気専用のボタンに違和感を覚える



医師は，経験年数の長い医師により多くみられた。全員の内視鏡医が今後すべての大腸

内視鏡手技に炭酸ガス送気が望ましいとの認識がみられ，当院ではオリンパス社の大腸

内視鏡装置にはすべて UCR を追加併設するに至った。 

 

(2)CT colonography を施行した 8 例のうち上皮性腫瘍が 6 例，粘膜下腫瘍が 2 例で，全

例で質的診断が可能であった。しかし炭酸ガス非使用の 4 例では全員に苦痛の訴えがあ

り，耐用性に問題がみられた。炭酸ガス使用の 4例では全員が内視鏡検査より CT 

colonography の苦痛が大きいと指摘した．また後日注腸透視を施行した一部症例では，

透視より CT colonography の方が病変認識に優れる結果となった。 

 

【結語】 

炭酸ガス送気は大腸検査における必須の手技と考えられた。今後は内視鏡検査のみなら

ず CT colonography でも炭酸ガス送気装置の薬事承認が期待される。 
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炭酸ガス送気時代における大腸内視鏡治療の安全管理 

原三信病院 消化器内科 

○茶園 智人・千々岩 芳春・永瀬 章二・松坂 浩史 

中村 典資・山田 隆史・瀧澤 延喜・仁保 宏二郎・深浦 啓太 

 

 大腸内視鏡検査の普及、前処置や画像、器具の進歩により、大腸ポリープ、側方発育型

腺腫（LST）や大腸表在癌の発見率が向上した。またそれにともない、治療内視鏡件数も増

加の一途である。 

  また近年、胃で始まった内視鏡的粘膜下層剥離術が大腸でも応用されるようになり、従

来の EMRや EPMR では困難であった、外科手術を要するような大きな表面型腫瘍においても、

内視鏡治療が可能となった。しかし、手技の難易度が高く、安全性の問題より先進医療と

してしか保険診療が認められていないのが現状である 。 

 高い一括切除率や低い局所再発率などの長所が注目される一方、従来型と比較すると穿

孔の発生率が高く問題となっている。穿孔を未然に予防する対策とともに、穿孔が生じた

際にも重症化しないような対策が求められる。 

 当院では、前処置の徹底、抗生物質の予防的投与、CO2 送気などの対策を講じている。炭

酸ガス（CO2）は空気と比較して吸収が速やかで、通常大腸内視鏡における有用性・安全性

はすでに報告されており、全身麻酔下での腹腔鏡下手術においても汎用されている。 

 当院での大腸 ESD 時合併症発生時において、炭酸ガス送気の有用性を感じた症例をふま

え報告する。 



主題演題 

炭酸ガス送気を用いた大腸内視鏡検査のコストに関する 

検討 
1)飯塚病院 内視鏡センター 2)同消化器内科 

○川畑 浩子 1)・坂田 好子 1)・松村 耕子 1)・菅 友美 1)・田中 孝子 1) 

水上 美保 1)・藤原 真由美 1)・荒木 裕子 1)・田村 慎一 1) 

板場 壮一 2)・久保川 賢 2)・本村 廉明 2)・赤星 和也 2) 

 

【背景および目的】 

当院では平成 22 年度より大腸内視鏡検査（TCS）・処置については基本的に全例 CO2 送気

下で施行している。今回 CO2 導入にあたりコスト面の現状を調査し今後の課題について検

討した。 

 

【方法】 

平成 22 年 5 月 21 日から 6 月 25 日までの間に施行した TCS 328 件のうち、調査を行った

158 件を対象とし、以下の 3 群に分け CO2 の使用時間・量を調査しコストを算出した。I群：

開始時から終了時まで CO2 を使用した TCS（検査）105 例。II 群：開始時から終了時まで

CO2 を使用した TCS（治療）34 例。III 群：盲腸到達時から CO2 を使用した TCS（検査）19

例。使用機器はフジフィルム社製 CO2 装置１台（40 万円／台）、簡易流量計４台（4.5 万円

／台）、を用いた。 CO2 流量は 2L／分とし、CO2 ボンベは 2.2ｋｇ、（容器 1.5 万円、充填

料 1.5 万円）を用いた。 

 

【結果】 

CO2 ボンベ１本あたり約 500 分の使用が可能であるが、充填に約 2 週間を要するため一定

数の在庫を確保する必要があった。当院では導入にあたり 15 本の容器を購入した。調査期

間中の使用ボンベ数は使用中のものを含めるとのべ 25本であり、CO2 の購入コストは 37.5

万円であった。CO2 装置使用時のコストは平均 24.8 円／分であり、簡易流量計では平均 28.8

円／分であった。全症例の平均 CO2 使用時間は 35.8 分であり、1 症例あたりの平均コスト

は 1065 円であった。群別では、I群：33.9 分／1014 円、II 群：52.3 分／1569 円、III 群： 

16.9 分／507 円であった。 

 

 



主題演題 

【考察】 

CO2 送気導入時には簡易流量計の方が CO2 送気装置と比較して安価である。しかし、簡易

流量計に比べ CO2 装置では CO2 流量が安定しているため検査時間も短くコスト低下に有効

であり、長期的にみれば CO2 送気装置を購入使用する方がコスト削減につながるものと思

われた。また、維持費用に関しては、CO2 ボンベ在庫管理を含め CO2 使用によるコストに対

する意識づけは重要であり、より効果的に使用するための手順の見直し、徹底が必要不可

欠である。  



一般演題 

CT colonography による大腸がんスクリーニング 

済生会熊本病院 健診センター 

○満崎 克彦・坂本 崇・松田 勝彦・菅 守隆 

 

【目的】 

CT colonography（以下 CTC）は大腸癌の術前検査や内視鏡中断例における有用性の報告

は多いが、大腸がんスクリーニングに用いた報告はまだ少ない。今回 64 例 MDCT を用いた

大腸がんスクリーニングを導入し、その精度評価を行ったので報告する。 

 

【方法】 

対象は 2009 年 2 月から 2010 年 4 月までに、同日に全大腸内視鏡検査と CTC を施行した

313 例（男性 216 例、女性 97 例）、400 病変（2mm：94 個 3mm：123 個 4mm：70 個 5mm：

51 個 6mm 以上：62 個）である。背臥位、腹臥位の 2 方向を撮影し、スライス厚 0.5mm、

画像再構成間隔 0.5mm とし、画像解析はアミン製 ZIO Workstation で行った。読影は virtual 

gross pathology で検出した病変を、仮想内視鏡と MPR 像で確認し診断する方法で行った。

内視鏡検査の結果を gold standard として、大きさおよび肉眼型別の検出能を算出した。 

 

【結果】 

大きさ別の感度は 2mm：33.0％、3mm：52.8％、4mm：78.6％、5mm：70.6％、6mm 以上：

93.5％であった。6mm 以上の病変の陽性反応的中度は 78.4％であった。隆起型の感度は、

Ⅰs（無茎性）58.0％、Ⅰsp（亜有茎性）93.3％、Ⅰp（有茎性）83.3%で平均 62.2％であっ

た。表面型の感度はⅡa（LST を含む）46.2％で感度が低下した。大腸癌 4 例はすべて CTC

にて検出可能であった。 

 

【結語】 

5mm 以下の小病変や表面平坦型病変における CTC の検出能は劣るものの、治療対象となる

6mm 以上の病変の拾い上げは良好であり、大腸がんスクリーニングモダリティーの 1つとな

り得ることが示唆された。 

 



一般演題 

CT Colonography(CTC)における送気ガス注入器の違いによ

る腸管拡張程度及び受容性の検討 

済生会熊本病院 健診センター 

○坂本 崇・松田 勝彦・野田 由比子・奥村 真紀・満崎 克彦 

国立がんセンター がん予防 検診研究センター 検診開発研究部 鈴木 雅裕 

アミン株式会社 七戸 金吾 

 

【目的】 

CTC を行う上で、精度の高い良好な画像を得るためには、大腸全体が十分に拡張した状態

で検査を行う必要がある。CTC 画像は空気と腸管壁のコントラストにより画像化する手法で

あり、腸管の拡張が十分でないと偽陰性所見により病変を見逃す可能性があるため、検査

時には注意を要する。従来は手動の空気注入器(RA 注入器)で行ったが、2009 年 4 月より研

究用として医療用炭酸ガス自動注入器(CO2 注入器が導入されたため、送気ガス注入器の違

いによる腸管拡張度の違いについて検討を行った。 

 

【方法】 

対象は、検診目的で CTC を行った 80 例(RA 注入器 40 例、CO2 注入器 40 例)。腸管拡張程

度について Air 像を用いて技師・医師計 5 名による視覚評価を行った。評価の際には大腸

を 5 領域（上行結腸・横行結腸・下行結腸・S 状結腸・直腸）に区分し、各区域の拡張度合

いを 5 段階(Score1:全体またはほぼ全体が閉塞～,Score5:十分な拡張)で評価した。また、

平均検査時間に関する検討も行った。 

 

【成績】 

拡張度合いに関しては、RA 注入器では平均 4.12、CO2 注入器では 4.16 となり、注入器間

の有意差はみられなかったが、拡張不良の頻度(Score1～3)を比較すると拡張不良が多い領

域(30%以上)は、RA 注入器では腹臥位における下行結腸、S 状結腸、背臥位の下行結腸、S

状結腸、直腸の計 5 領域に対して、CO2 注入器では腹臥位における下行結腸 1 領域のみであ

り、CO2 注入器の方が拡張不良の頻度が少ない結果となった。 

CT 入室から退室までの検査時間に関しては、術者の技量に左右されない自動化されたガス

注入が可能な CO2 注入器の方が短時間で検査可能であった。 

 

【結論】 

CO2 注入器を使用することで、大腸の安定した拡張が得られることが示唆された。 



一般演題 

当院における下部消化管内視鏡検査及び治療時の抗凝固

薬・抗血小板薬の管理について 

福岡逓信病院 内科１） 

○高橋 誠１)、安田大助１) 

 

 

近年、血栓性の脳・心血管病変の治療・予防を目的として抗凝固剤，抗血小板剤を内服

している方が増加している。 

抗血栓療法下で内視鏡治療を行うことは消化管出血を惹起する危険性が高くなる。 

一方、その危険を避ける目的で抗凝固・抗血小板療法を中断して内視鏡検査・治療を行

う事は，血栓塞栓症を誘発する危険性が高くなると報告されており、管理には難渋するこ

とがある。 

今回、当院における下部消化管内視鏡検査・治療時の抗凝固薬・抗血小板薬の管理につい

て、抗血栓療法中の内視鏡治療後に頻回の出血を認めた１症例を含め報告する。 

 



一般演題 

同一被験者における 2 種類の経口腸管洗浄剤を用いた大腸

内視鏡前処置法の比較検討 

社会医療法人 聖医会 サザン・リージョン病院 薬剤部 1 内視鏡室 2 外科 3 

○野添 大樹 1・安永 亘 1・福崎 篤 1・尾上 正好 2 

     島田 麻里緒 3・今給 黎亮 3・石沢 隆 3・牧角 寛郎 3 

 

【目的】 

大腸内視鏡検査の前処置はポリエチレングリコールによる方法（以下，PEG 法）が現在広

く普及している。この PEG 法は有用性と安全性が高く評価されている。しかし，被験者に

とっては特有な味が飲みづらく，負担となり必要量を服用できない患者が存在することが

報告されている。一方，クエン酸マグネシウム等張液を用いる方法（以下，MGP 法）は， PEG

法に比べ味の点で患者の受容性がより高いとされていることが利点である。そこで今回，

PEG法を経験した患者に対してMGP法による前処置を行って得られた腸管洗浄効果及び患者

の受容性について比較検討することにより，MGP 法が PEG 法と比較して患者の受容性を向上

させ，また，前処置法として十分な有用性と安全性が得られるかどうかを臨床的に比較検

討したので報告する。 

 

【方法】 

大腸内視鏡検査を受けた患者で過去に PEG 法と MGP 法のいずれも施行された 20歳以上の

患者 47例を対象とした。腸管内洗浄効果は，内視鏡での観察により領域別に評価を行った。

患者受容性については調査用紙を用いて「腸管洗浄液の味」，「腸管洗浄液の服用量」，「自

覚症状（副作用）」について行った。自覚症状については，「腹満感」，「吐き気」，「腹痛」

の該当項目をすべて選択する方式で調査した。 

 

【結果】 

部位別の洗浄効果においては，PEG 法のほうが良好の割合が高かったが，全体として有意

差は認められなかった。しかしながら，PEG 法および MGP 法いずれも施行した 47 例のうち，

MGP 群の 9例で前処置法終了後に洗浄液の追加投与が必要であった。腸管洗浄液の「味」お

よび「服用量」については，MGP 法が有意に飲みやすい結果が得られた。さらに，自覚され

た副作用については各群とも一過性であり，重篤な症状はみられなかった。 

 



一般演題 

 

【考察】 

PEG 法に比べ MGP 法は，患者の受容性に優れているが，前処置法終了後に洗浄液の追加投

与の割合が高かったため，食物残渣等の影響を小さくする必要がある。そのために前日の

食事制限をすることが必要になると考えられる。食事制限いついては，栄養士による食物

残渣等が少なくなる献立についての食事指導を組み合わせることで，検査食を用いずに適

切な食事制限を行うことができると考える。また，洗浄液の服用時間が洗浄効果に大きく

影響した可能性も考えられるため，適切な用法及び用量，さらに服用中や服用後の有害反

応に対する注意を十分指導するために薬剤師による服薬指導の介入が必要であると考えら

れる。よって，大量の洗浄液を服用する前処置法においては，洗浄液に対する患者の受容

性に加え，確実な洗浄効果を得るために多職種による専門的な指導を行っていくことも重

要であると考える。 
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《協賛支援》 
福岡市医師会 

 
《協賛支援》 

アステラス製薬株式会社           味の素製薬株式会社 
エーザイ株式会社              株式会社 エーゼット 
杏林製薬株式会社              協和発酵キリン株式会社 
沢井製薬株式会社                          ジェイドルフ製薬株式会社 
大鵬薬品工業株式会社  
                             

《広告掲載》 
アステラス製薬株式会社           大塚製薬株式会社 
株式会社 ヤクルト本社           シオノギ製薬株式会社 
武田薬品工業株式会社 
旭化成クラレメディカル           あすか製薬株式会社 
アストラゼネカ製薬株式会社         アボットジャパン株式会社 
エーザイ株式会社              小野薬品工業株式会社 
株式会社 ＭＶＣ              株式会社 カイゲン 
株式会社 ツムラ              杏林製薬株式会社 
サイトサポート・インスティテュート株式会社 第一三共株式会社 
大正富山医薬品株式会社           田辺三菱製薬株式会社 
中外製薬株式会社              日本新薬株式会社 
万有製薬株式会社              ファイザー製薬株式会社 
ブリストル・マイヤーズ株式会社       堀井薬品工業株式会社 
ミヤリサン製薬株式会社           山下医科器械株式会社 
 

《ランチョンセミナー》 
日医工株式会社 

 
《企業展示》 

オリンパスメディカルシステムズ株式会社   株式会社 エーゼット 
ゼリア新薬工業株式会社           フジフィルムメディカル株式会社 
堀井薬品工業株式会社 
 
上記企業並びに医療関係者の皆様のご厚情に深く感謝申し上げます。 
 

第１８回日本大腸検査学会 九州支部会 
大会長 壁村哲平 
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