
１．参加費について

　　　◎参加受付は７Ｆ会場前（総合受付）にて９：１５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いただき、ネー

　　　　ムカードをお受け取りください。

　　　　尚、学生の方は無料と致します。学生証をご提示下さい。

　　　◎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下さい。

　　　プログラム、抄録集をお持ちでない方は、総合受付の販売コーナーで１冊 500 円にてお求め下さい。

２．発表者の皆様へ

　（１）発表時間

　　　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作成して下さい。

　（２）スライドは Windows を用いたコンピュータ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 Windows XP、プレゼンテーションソフトは 

　　　Microsoft PowerPoint 2003 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

　　　式として下さい。

　　　Macintosh 及び 35 ㎜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にてご持参下さい。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下さい。

　（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下さい。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。

　（５）発表は演者ご自身で、演台上に設置されているＰＣを操作して下さい。

　（６）時間厳守のためランプによる警告をいたします。終了時間 1 分前に緑ランプ、終了時間になりま

　　　したら赤ランプが点灯いたします。時間厳守でお願いします。

　（７）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。

学会参加者へのご案内とお願い
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　（８）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致します。

　　　　【日本語】ＭＳＰゴシック、ＭＳＰ明朝、ＭＳゴシック、ＭＳ明朝

　　　　【英　語】Times New Roman、 Arial 、Arial Black、 Arial Narrow 、Century 、Century

　　　　　　　　　Gothic、Courier New 、Georgia

　　　○画面をぎりぎりまで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等の原因になること

　　　　があります。

　　　○アニメーション・動画は使用可能ですが、Windows Media Player で再生できるように作成し

　　　　て下さい。PowerPoint データとともに動画ファイルも必ずご持参下さい。

　　　　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）演題番号①　大分太郎先生の場合：① _oitataro.ppt

　　　　　　　※演題番号については、後日送付致します抄録集でご確認下さい。

３．司会・座長の先生方へのお願い

　（１）司会・座長の先生は、担当セッションの開始 30 分前までに各会場前の司会・座長受付にて受付を

　　　お済ませください。

　（２）受付を済まされましたら、担当セッションの開始 30 分前には会場内の次座長席にご着席ください。

　（３）時間厳守のためランプによる警告をいたします。終了時間 1 分前に緑ランプ、終了時間になりま

　　　したら赤ランプが点灯いたします。時間厳守で進行をお願い致します。

４．関連会議のお知らせ

　

　　　［幹事会］

　　　　　日時：平成 21 年 8 月 28 日 ( 金 )　19：00 〜 20：00

　　　　　会場：大分全日空ホテルオアシスタワー

　　　［評議員会］

　　　　　日時：平成 21 年 8 月 29 日 ( 土 )　11：40 〜 12：00

　　　　　会場：大分県医師会館　第１会場（７階　大会議室）

５．その他

　　　１．機器展示：大分県医師会館　７階　第１会場横

　　　２．書籍販売：大分県医師会館　７階　第１会場前

　　　３．ドリンクコーナー：施設設置の自動販売機をご利用ください

　　　４．クローク：大分県医師会館　７階　第１会場横

６．連絡先

　　　　　第 17 回日本大腸検査学会九州支部会　会長　有田　毅

　　　　　　　　　〒 870-0924　大分県大分市牧 1-2-6

　　　　　　　　　医療法人八宏会　有田胃腸病院（事務担当：阿部　寿徳）

　　　　　　　　　TEL: 097-556-1772　FAX: 097-556-1778
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会場アクセス

交通手段

車 ・大分ＩＣより 約 10 分・ＪＲ大分駅より 約 10 分

バス ・大分駅より

　大分交通バス：《新川経由別府方面行き》

　大分駅前バス停→王子町バス停 約 15 分

・別府駅より

　大分交通バス：《大分駅行き》

　別府駅前バス停→王子町バス停 約 25 分

徒歩 ・ＪＲ西大分駅より 約 15 分
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会場のご案内
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日程表

  9：15 〜 受付

  9：30 〜 開会の辞

  9：40 〜 一般演題Ⅰ　　　　　　　座長：花牟禮康生

10：10 〜 一般演題Ⅱ　　　　　　　座長：芳野　　元

10：40 〜 教育講演Ⅰ
講師：鶴田　　修

司会：金城　福則

11：40 〜 評議員会

12：00 〜
ランチョンセミナー

（６Ｆ研修室）

講師：佐竹　儀治

司会：鮫島由規則

13：00 〜 教育講演Ⅱ
講師：北川　晋ニ

司会：下田悠一郎

14：00 〜 一般演題Ⅲ　　　　　　　座長：石川　　晃

14：30 〜 特別講演
講師：神保　勝一

司会：渋江　　正

15：30 〜 教育講演Ⅲ
講師：篠崎　　豊

司会：野崎　良一

16：00 〜 閉会の辞
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プログラム

１．開会挨拶（9：30）　会長　有田　毅（医療法人　八宏会　有田胃腸病院）

２．一般演題Ⅰ（9：40）座長：花牟禮康生（花牟禮病院）

　①当院における内視鏡検査前のリスクマネージメント

大分健生病院　佐藤　雅子（大分）

　②大腸内視鏡前処置法の一例

鮫島病院　山村みち子（鹿児島）

　③大腸内視鏡検査前処置におけるリン酸ナトリウム製剤使用の検討

宇佐胃腸病院　田中　晴美（大分）

　④全大腸内視鏡検査後の症状および苦痛度に関する調査報告

大腸肛門病センター　高野病院　松平美貴子（熊本）

３．一般演題Ⅱ（10：10）　座長：芳野　元（芳野病院）

　⑤当院における大腸超音波検査の検討

中津胃腸病院　谷村　勝宏（大分）

　⑥デジタルX線 TVシステムにおける I.I 輝度（Ｇｘ値）の簡易測定法について

大分大学医学部付属病院　　羽田野憲伍（大分）

　⑦注腸検査にて高濃度造影剤が有用であったと思われる症例

ふるかわメディカルクリニック　黒田　慎一（大分）

　⑧注腸レントゲンを見直そう〜表面型早期大腸癌の見逃し対策〜

大分健生病院　今里　　真（大分）

４．教育講演Ⅰ（10：40）

　　　　「大腸良悪性疾患の内視鏡的診断」

　　　　　　　講師　久留米大学医学部消化器病センター　　鶴田　　修

　　　　　　　司会　琉球大学医学部光学診療医療部　　　　金城　福則

５．評議員会（11：40）
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６．ランチョンセミナー（12：00）

　　　　「スムーズな大腸内視鏡検査を行うために」

　　　　　　　講師　田坂記念クリニック　　佐竹　儀治

　　　　　　　司会　鮫島病院　　　　　　　鮫島由規則

７．教育講演Ⅱ（13：00）

　　　　「大腸検査における注腸X線検査の役割」

　　　　　　　講師　（財）福岡県すこやか健康事業団・診療統括部　　　北川　晋二

　　　　　　　司会　医療法人ひらまつ病院　　　　　　　　　　　　　下田悠一郎

８．一般演題Ⅲ（14：00）　座長：石川　晃（石川胃腸科医院）

　⑨当院における感染性腸炎の現状について

大分赤十字病院　古賀　紳也（大分）

　⑩大分県における便潜血検査の精度管理と当院における便潜血検査の現状について

大分赤十字病院　山下　広光（大分）

　⑪内視鏡検査・処置のアフターサービス−下部ポリペクトミーの再検査を呼びかけて−

大分健生病院　森田　貴弓（大分）

　⑫内視鏡用炭酸ガス送気装置の導入と報告

花牟禮病院　橋口　和明（鹿児島）

９．特別講演（14：30）

　　　　「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　神保消化器内科医院　　　　　神保　勝一

　　　　　　　司会　鹿児島県消化器集検研究会　　渋江　　正

１０．教育講演Ⅲ（15：30）

　　　　「錠剤型経口腸管洗浄剤の有用性　

　　　　　　−本剤の開発経緯及び特徴並びに臨床使用上の問題点とその対応−」

　　　　　　　講師　ゼリア新薬工業株式会社　　　　篠崎　　豊

　　　　　　　司会　大腸肛門病センター高野病院　　野崎　良一

１１．閉会の挨拶（16：00）　会長　有田　毅（医療法人　八宏会　有田胃腸病院）
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特別講演

特別講演

大腸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

院長　神保　勝一

　内視鏡検査の偶発症については、日本消化器内視鏡学会が 1983 年から 5 年毎に全国評議

員を対象としてアンケート調査を実施し、詳細を報告してきた。直近の報告は、1998 年から

2002 年の第 4 回報告である。本年秋には、2003 年から 2007 年の第 5 回報告が発表される

ことになっている。第 5 回の報告が今回の学会に間に合わなかった点は残念であるが、既に報

告済みの大腸内視鏡検査の偶発症について主な偶発症を述べて、今後起こりうる可能性につい

て述べたい。また、大腸内視鏡検査に伴うヒヤリハットの具体例を挙げて報告し、その対策も

合わせて述べる。このヒヤリハットと言われる事例には、内視鏡検査全般にも共通する点が多

いがことに、大腸内視鏡検査に伴うことは検査前の注意、検査中の注意をはじめとして検査後、

或いは治療後の注意・管理が重要なことが改めて理解されなければならない。また、内視鏡機

器の管理、消毒に関する事例も記述、報告されている。

　ヒヤリハットは実例によれば重大な事故を未然に防ぐことが出来た良い例である。このよう

な良い例を見逃したり、反省を怠ると積もり積もって重大な事故に繋がるのである。

　従って、ヒヤリハットの段階で事故を防ぐためには、大腸内視鏡検査・治療に携わる医師、

看護師、技師、薬剤師、事務員などが共通の認識を持つことが大切である。例えばインシデン

トレポートの活用や定期的検討会などが重大な意味を持ってくる。同じような失敗や勘違いを

繰り返さない相互の注意喚起が大切である。インシデントレポートを振り返って見ると新人の

参加が多い 4-5 月、人事異動時期の 9-10 月にヒヤリハットが多発している。

　人間は誰しも思い違いをしたり勘違いなどの間違いを犯すものである点を忘れずにこの期間

は集中して研修を行うことも必要である。

　それにも関わらず、この間隙を衝くかのように全く予期しなかった方面から事故の起こるこ

とがある。予期せぬ重大な事故は時として訴訟という不幸な場面に至ることがある。

　大腸内視鏡検査の治療において有名になった訴訟事例があるので、その事例を引用し、先生

方にご注意を喚起したいと思っている。法令は時として医療者の虚を衝くことがあるので是非

参考にして欲しいと思っている。
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教育講演

教育講演Ⅰ

大腸内視鏡検査による良悪性疾患の診断

久留米大学医学部消化器病センター内視鏡診療部門

鶴田　　修

　今回、通常内視鏡・拡大内視鏡による大腸上皮性病変の質診断（腫瘍・非腫瘍の鑑別、腺腫・

癌の鑑別）および量診断（深達度診断）について基本的事項から最近の動向についてまでを解

説する。

I. 腫瘍・非腫瘍の鑑別

 1. 通常内視鏡による鑑別

　　　　　小さい、扁平、透明感のあるポリープほど非腫瘍（過形成結節、過形成ポリープ） 

　　　　が多い。また、通常内視鏡でもある程度 pit（腺管の開口部）の観察は可能であり、 

　　　　pitpattern による腫瘍・非腫瘍の鑑別ができる。

 2. 拡大内視鏡による鑑別

　　　　1）pit pattern 分類

　　　　　　pit pattern は工藤らの分類が一般的に用いられている。これによると、I 型は円形 

　　　　　pit で正常腺管に認められ、II 型は星芒状・乳頭状 pit で過形成が多く、IIIS 型は正常

　　　　　pit より小型の管状・類円形 pit で腺腫が多く、IIIL 型は正常 pit より大型の管状・類

　　　　　円形 pit で腺腫が多く、IV 型は溝紋型、樹枝状、脳回転状 pit で癌も存在するが腺腫

　　　　　のことが多く、V 型は不整・無構造 pit でほとんどが癌に認められる、とされている。

　　　　2）pit pattern による腫瘍・非腫瘍の鑑別診断能（表 1）

　　　　　　インジゴカルミン撒布も含めた通常内視鏡による腫瘍診断能は全体正診率 86.9％、

　　　　　腫瘍の診断能は感度 92.3％、特異度 71.6％で、インジゴカルミン撒布のみによる拡大

　　　　　内視鏡の診断能は、全体正診率 90.3 〜 97.0％、腫瘍の診断能は感度 94.9 〜 99.6％、

　　　　　特異度 35.4 〜 79.7％であり、通常内視鏡より拡大内視鏡による拡大観察を行った方

　　　　　がややその診断能は高いようだが、いずれも pit pattern による診断では腫瘍を否定

　　　　　する（非腫瘍の）診断の方が難しいという結果である。
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II. 腺腫・癌の鑑別

 1. 通常内視鏡による鑑別

 　　一般的には隆起型で 1cm 越す病変、表面陥凹（IIC）型病変は担癌率が高いとされ 

　　　　ているが、多田らは病変の大きさ、形態、凹凸の有無、分葉の有無、潰瘍形成の有無、発赤・ 

　　　　びらんの有無、色調の混濁の有無、発生部位、発生個数が腺腫・癌の鑑別に有用であ 

　　　　るとしている。また、津田らは色調、形態の対称性、隆起表面模様、隆起表面構造、 

　　　　隆起表面凹凸、陥凹面凹凸、陥凹面構造、陥凹面周囲への流れ出し、陥凹の境界線、 

　　　　陥凹の深さ、陥凹と周囲の段差の 11 項目を各々 2 〜 3 段階に分類、点数付けを行 

　　　　い、IS と II 様病変においては、その合計点で軽度・中等度異型腺腫と高度異型腺腫・ 

　　　　m 癌・sm1 癌の鑑別が 88.9％で可能であり、高度異型腺腫・m 癌・sm1 癌の診断能 

　　　　としては、感度 77.1％、特異度 94.2％、陽性適中率 86.0％であったと報告している。

 2. 拡大内視鏡による鑑別（表 2）

　　　　　多施設における各 pit pattern の担癌率（早期癌／腺腫 + 早期癌）と II, IIIS, IIIL, 

　　　　 IV 型 pit を腺腫、V 型 pit を癌とした場合の癌診断能を表 3 に示す。

　　　　　 担 癌 率 は II 型 0 〜 20.7 ％、IIIS 型 0 〜 41.7 ％、IIIL 型 0.2 〜 32.7 ％、IV 型 

　　　　16.5 〜 53.3％、V 型 72.2 〜 92.8％であり、癌診断能は感度 6.0 〜 68.8％、特異度 

　　　　95.3 〜 99.8％、陽性適中率 72.2 〜 92.8％、全体正診率 72.8 〜 96.8％となっている。 

　　　　寺井らの報告で感度が著しく低く特異度が高いのは、対象中に腺腫が早期癌より圧 

　　　　倒的に多く、早期癌は V 型よりも V 型以外に多かったためと考えられる。

III. 癌の深達度診断

 1. 早期大腸癌の浸潤度分類

　　　　　本邦においてsm癌の浸潤度分類は、一般的に相対分類と絶対分類が用いられている。 

　　　　相対分類は粘膜下層を垂直方向に 3 等分し、表層より各々 sm1, sm2, sm3 とし、癌が

　　　　どの層まで浸潤しているかを表記する方法で、絶対値分類は粘膜下層上縁から浸潤最

　　　　深部までの垂直距離の実測値を表記する方法である。固有筋層が存在しない内視鏡的

　　　　切除標本では相対分類は難しい。

 2. 早期大腸癌の浸潤度と転移

　　　　　大腸の m 癌は転移しないとされている。

　　　　sm 癌相対分類の浸潤度とリンパ節転移の関係は、小平らのアンケート調査によると 

　　　　sm1 で 3.2％、sm2 では 11.0％、sm3 で 12.0％であったと報告している。

　　　　　sm 癌絶対分類の浸潤距離とリンパ節転移の関係は、大腸癌研究会 sm 癌取扱いプロ 

　　　　ジェクト研究班の報告によると有茎型では 3000 μ m 未満でリンパ管侵襲陰性を満た 
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　　　　す病変に転移は認めず、非有茎型においては 1000 μ m 未満の病変に転移は認めなかっ 

　　　　たとなっている。

 3. 早期大腸癌の深達度診断

　　　　　早期大腸癌に対して内視鏡治療の適応か外科的切除の適応かを判定する目的で深達 

　　　　度診断は行われる。すなわち、相対分類では sm1 まで、絶対分類では有茎型を除き 

　　　　1000 μ m 未満が内視鏡治療の適応病変という考えに基づいた診断である。

　　　　1）通常内視鏡による深達度診断

　　　　　　sm2 以深への浸潤所見には、sm2 以深癌で高率に認められるが m, m1 癌にもよく 

　　　　　出現する（偽陽性の多い）所見と、sm2 以深癌に認められ m, m1 癌にはほとんど出 

　　　　　現しない（偽陽性の少ない）所見がある。

　　　　　a. 偽陽性の多い浸潤所見

　びらん、腫瘍の崩れ、易出血性、分葉の欠如、緊満感、面状不整形陥凹、白斑

など 15) である。

　　　　　b. 偽陽性の少ない浸潤所見

　著明な陥凹、緊満感を伴う二段隆起または陥凹内隆起、NPG の隆起型 16)、内

視鏡的伸展不良所見などがある。

　我々の施設における sm 癌 165 病変についての検討では、著明な陥凹、緊満感

を伴う二段隆起または陥凹内隆起、NPG の隆起型、内視鏡的伸展不良所の出現

頻度は各々 sm1 で 3.6％、10.7％、3.6％、0％、sm2, sm3 で 25.9％、38.9％、

13.8％、46.5％であり、4 所見共 sm1 と sm2, sm3 の間の出現率に有意差を認め

ている。4 所見のいずれか 1 所見以上の存在する病変を SM2, SM3、1 所見も存

在しない病変を M, SM1 と診断すると、sm2, sm3 の診断能は感度 86.2％、特異

度 85.7％、陽性的中率 92.2％ということになる（表 3）。

　　　　2）拡大内視鏡による深達度診断

　　　　　a. V 型 pit pattern 亜分類による深達度診断

　工藤らの分類の V 型は癌であることが多いが、m 癌も sm 癌も含まれるため深達 

度診断にはあまり有用でなかった。そこで V 型を VI(irregular：不規則・不揃いの 

pit) と VN(non-structure：pit の数が減少し無構造または無構造に近い pit 

pattern) に 2 分する V 型 pit pattern 亜分類（工藤・鶴田新分類）による検討が

行われるようになった。

　この分類による各施設の診断成績を sm massive 癌率（sm2, 3 ／腺腫 + 早期癌） 

でみると、VI では 5.2 〜 40.9％、VN では 58.7~100% という結果であり、か

なり良い成績からあまり良くない成績まで報告されている。これは V 型 pit 
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pattern 亜分類の定義は同じでも実際の判定において各施設に差があるためと思

われる。

　　　　　b. VI 型 pit pattern 細分類による深達度診断

　V 型 pit pattern 亜分類による我々の施設の sm massive 癌率は VN では

100％であるが VI では 40.9％であったため、VI 型をさらに輪郭明瞭な VI と

輪郭不明瞭な VI の 2 群に細分類し（図 1）、検討を行った。その結果、診断不

能病変を除くと sm2,sm3 の診断能は感度 90.3％、特異度 75.6％、陽性適中率

71.8％となり、かなり良い成績が得られた（表 4）。従って我々は、現在 VI 型 pit 

pattern 細分類を用いた診断を行っている。

おわりに

　通常内視鏡と拡大内視鏡による大腸病変の質および量（深達度）診断についての現況を述べた。

完全ではないがこの 2 種の検査・診断法に習熟すれば、かなりの確率で診断が可能になると考

えられる。
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教育講演

教育講演Ⅱ

大腸検査における注腸X線検査の役割

福岡県すこやか健康事業団　統括診療部

北川　晋二

　近年、TCS の普及により、注腸 X 線検査（以降：本検査）は減少している。本講演では、ま

ず、本検査の実態について数施設の現状を述べ、現在置かれている状況を把握する。次に本検

査の特徴を明らかにするために、以下の項目について、実際の症例を呈示しながら、改めてそ

の役割について触れたい。

　項目は、前処置、バリウム濃度、高齢者対策、機器による工夫（ビデオ供覧予定）、部位（右側・

左側）による工夫、表面型病変の示現、同日法での比較、癌発見率（内視鏡との比較）などである。

　また、本検査の以下の利点についても症例を呈示する。すなわち、Ra, Rb の位置、横行結腸

の位置（右側・左側）、多発病変、閉塞性大腸炎（狭窄の口側のチェック）、憩室の有無、自然史（遡

及的検討）、側面像の抽出などである。

　大腸がん検診の精密検査法でも、本検査法は特別の施設に限定されている現状である。ほと

んどの施設で、TCS が優先され、本検査は術前の精密検査として位置付けされていると思われ

る。本検査法は、症例によっては有用不可欠な検査であることを強調したい。
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教育講演

教育講演Ⅲ

錠剤型経口腸管洗浄剤の有用性
−本剤の開発経緯及び特徴並びに臨床使用上の問題点とその対応−

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼリア新薬工業株式会社

医薬マーケテイング部

篠崎　　豊

抄録：

　大腸内視鏡検査の前処置としてポリエチレングリコール含有電解質溶液や、クエン酸マグネ

シウム溶液が汎用されている。しかし、その独特な味・におい・量のために、検査に必要な量

を服用できない患者さんがいる等の問題点がある。この患者の受容性向上を目的に、米国で使

用されていた錠剤型経口洗浄剤（ビジコール）を導入し、日本人に適した用法・用量を検討し

た後、2007 年 6 月にビジクリア錠が販売された。

　本講演では、ビジクリア錠の販売までの経緯及び特徴を紹介するとともに、本剤販売後に報

告された臨床現場での使用上の有用性および問題点、その問題点の対応方法に関して、発売後

の研究会、学会等での報告をもとに紹介したい。
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一般演題

一般演題Ⅰ

①当院における内視鏡検査前の　　　　　
　　　　　　　　　リスクマネージメント

大分健生病院　内視鏡室　佐藤　雅子

【目的】

　内視鏡の検査 ･ 処置を安全に受けていただくためには、検査前に確かな情報を得ることが重

要である。当院での内視鏡検査前のリスクマネージメントについて検討する。

【方法】

　内視鏡検査前に起こったアクシデントは、グリセリン浣腸後の意識消失（迷走神経発作）、心

疾患、緑内障、前立腺肥大症の被検者への抗コリン製剤（スコポラミン）の投与（頻脈、尿閉、

眼圧上昇）等があった。これらに対して、書類、オリエンテーション、システムの充実を図り

対応した。

【結果】

　問診表やチェック表、薬剤連絡表を作成し、情報収集が正確に行えた。オリエンテーション

や問診は、パンフレットと口答でのインタビューを加え有効であった。また、ダブルチェック

を口答と伝達カードで行う等、システムの改善に努め効果があった。

【まとめ】

　内視鏡検査前に十分な情報収集とオリエンテーションを行なうことにより、検査前後のトラ

ブルを減少させることができる。
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一般演題

一般演題Ⅰ

②大腸内視鏡前処置法の一例

潤愛会鮫島病院（鹿児島市）○山村みち子・前原　修一・山元　　修・中西めぐみ

　　　　　　　　　　　　永手ちとせ・久米　千冬・平川あさみ・鮫島由規則

　昨年の本会にて経鼻内視鏡によるニフレック注入法が頑固な便秘症の前処置対策として有効

であると報告した。患者からも好評でその後も症例を重ねたので成績を集計し報告する。

　平成 20 年度大腸検査 3740 例施行。同日、上部下部内視鏡検査施行者 707 例うち PEG 法

462 例であった。希望者の 50 例が上部内視鏡施行時ニフレック約 1000 ｍｌ注入を行った。

結果 60 分以内に一回目の反応便を 76％が認め、3 時間以内には約 70％の症例が検査可能な排

便状態となった。気分不良の訴えはなく便秘症や健診希望者に対する効果的な前処置法と考え

る。
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一般演題

一般演題Ⅰ

③大腸内視鏡検査前処置における　　　　　
　　　　リン酸ナトリウム製剤使用の検討

宇佐胃腸病院 内視鏡技師　○田中　晴美・中島　茂子　　　　　　

　 看　護　師　　河野真由美・塚崎照千代・西村巳智代

  医　　　師　　佐藤　哲郎・中野　眼一　　　　　　

　当院で実施している大腸内視鏡検査前処置（前日の低残渣食とマグコロール P®）は、食事制

限と多量の水分摂取を強いられ被験者の負担は大きい。当日の内服のみで検査が可能なリン酸

ナトリウム製剤（ビジクリア錠 ®）を試験導入し従来のマグコロール法と比較し、被験者の受

容性と術者の腸管洗浄度の評価について検討した。対象は 20 名（A 群マグコロール法 10 名と

B 群ビジクリア法 10 名）で、検査経験がなく既往歴に重い便秘や重篤な腎心疾患のない患者

を無作為に選別し、アンケート調査を行った。内容は飲みやすさ・飲水量など計 6 項目である。

洗浄の評価は、残渣量・盲腸到達時間などの 4 項目で行った。アンケート調査結果は、被験者

の受容性に差がなかった。洗浄度については、B 群は残渣や気泡が多くみられ、吸引に時間を

費やす結果となった。そこで B 群について、さらに数名の被験者で前日の低残渣食と当日の消

泡剤内服などを追加し検討も加えたので報告する。

宇佐胃腸病院

〒８７２−００３２

大分県宇佐市大字江須賀４０９２−１

TEL ０９７８−３８−１６１８

FAX ０９７８−３８−５８０５
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一般演題

一般演題Ⅰ

④全大腸内視鏡検査後の症状および　　　　
　　　　　　　　苦痛度に関する調査報告

　大腸肛門病センター　高野病院 　　　　　　　　　

○松平美貴子・東　 仁美・松永　香織・野崎　良一

【目的】

　全大腸内視鏡検査（TCS）終了後、帰宅後の症状や腹部状態についての報告はほとんどみら

れない。今回、TCS を受けた患者に対してアンケートおよび電話による聞き取り調査を行い、

新しい知見を得たので報告する。

【方法】

　当院で 1 ヶ月間に TCS を受けた外来精査症例のうち、調査に同意が得られた 125 例（男性

61 例、女性 64 例）を対象にした。調査は、検査中の患者状態（痛みの程度、腸管の状態など）

を記述し、検査後の症状は、4 〜 5 日後に患者に電話をかけ質問した。

【結果】

　腹部不快、腹満感、下痢、疲労感など何らかの症状がみられた有症状者が検査当日に 55 例

（44.0％）、検査翌日に 34 例（27.2%）みられた。性別では女性の方が、年齢は若いほど有意に

症状がみられた。気分不良を訴えた症例は、検査当日 16 例（12.8％）、検査翌日 10 例（8.0％）

で、腸管の屈曲・過長、ねじれの症例が有意に多く、盲腸までの平均到達時間が有意に長かった。

18 例（14.4％）が苦痛だったと回答し、Sedation の効き具合、屈曲・癒着、盲腸までの平均

到達時間の長さに有意差がみられた。

【結論】

　今回の調査で得られた結果は今後の患者指導に活かせていきたい。また、医師と連携をとり、

安楽に検査を受けられ、検査後も安心して過ごせるような内視鏡検査を提供していかなければ

ならない。
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一般演題

一般演題Ⅱ

⑤当院における大腸超音波検査の検討

中津胃腸病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

画像診断部内視鏡超音波科　○谷村　勝宏・山崎　貴史

高橋　綾香・井上　あみ

画像診断部放射線科　　古谷　浩治・百留恭一郎

外科　　深野　昌宏・安部　寿哉

【はじめに】

　近年、手軽で非侵襲的に行える消化管の超音波検査（以下、US）が話題となっている。当院

では 10 年以上前より消化管 US に注目し積極的に取り組んできた。そこで今回は最近の半年間

で施行された大腸 US について検討したので報告する。

【対象および方法】

　2008 年 10 月から 2009 年 3 月までの半年間で当科に依頼された腹部 US は 2579 件で、そ

のうち大腸を観察したのは 2469 件（95.7%）であった。内訳は、男性 1255 件（50.8%）、女

性 1214 件（49.2%）、年齢は 3 〜 99 歳（平均 59.7）であった。検査は経験年数 10 年以上の

技師３名（臨床検査技師２名、診療放射線技師１名）が担当した。今回、画像的に不鮮明なも

のや所見としてとらえるべきか判断に迷うもの等は結果から除外した。

【結果】

　今回大腸 US にて指摘した所見の内訳は、大腸憩室症 66 件、大腸憩室炎 27 件、急性虫垂炎

33 件、大腸炎等のびまん性壁肥厚 148 件（右側結腸中心：113 件、左側結腸中心：35 件）、

大腸癌等の限局性壁肥厚 21 件、その他 31 件 （合計 326 件）であった。

【結語】

　スクリーニング検査に適した腹部 US を消化管にも広げることにより、さまざまな大腸疾患

を拾い上げることができた。また疾患によっては診断の中心的役割を担うものもあり、その有

用性は明らかであった。ただし US ですべての大腸疾患の拾い上げが可能なわけではなく、そ

の特性をよく理解した上で用いる事によりファーストチョイスの検査として大変有用な検査と

考えられた。
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一般演題

一般演題Ⅱ

⑥デジタルⅩ線TVシステムにおける　　　　　
　　　Ⅰ.Ⅰ. 輝度（Gx値）の簡易測定法について

大分大学医学部附属病院　医療技術部放射線部門

○羽田野憲伍・村上　康則・小石　幸生

　高橋　秀行・福良　真実・三和　秋雄

　放射線は、その用法を誤ると種々の放射線障害を惹起することもあり、それらを用いての診断・

治療では、その特性に対応した十分な注意義務が求められる。

　ところで、大腸 X 線検査（以下、注腸造影）に使用されるⅩ線 TV システムのキー・コンポー

ネントの一つにイメージ・インテンシファイヤー（以下、I.I.）がある。I.I. は経時的にその性能、

特に輝度（変換係数：Gx 値）が低下することが知られているが、この Gx 値を適切に測定・管

理することは、被曝線量低減や X 線画質低下防止の観点から極めて重要である。しかしながら、

Gx 値の定時的な測定・管理を実施している施設は多くなく、その主因として専用測定器の不足

や複雑な測定方法等が指摘されている。

　今回われわれは、この Gx 値を簡易的に、しかも精度良く管理することが可能な方法につい

て検討したので報告する。
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一般演題

一般演題Ⅱ

⑦注腸検査にて高濃度造影剤が　　　　　　
　　　　　　有用であったと思われる症例

医療法人聖信会ふるかわメディカルクリニック

黒田　慎一

【はじめに】

　当院では、病変の抽出能を向上させるために前処置法はブラウン変法の等張液法を行ない、

造影剤は高濃度を使用している。今回、同一受検者に対して異なる造影剤を使用する機会があり、

高濃度造影剤が有用であったと思われる症例を経験したので報告する。

【症例】

　７６歳男性、検診で要精査（便鮮血陽性）、自覚症状特になし、

【まとめ】

　近年、注腸検査を取り巻く環境は厳しく、注腸検査の精度の向上が必須である。そのために

は経験の有無に関係なく良好な条件を得ることができる前処置法、ﾊﾞﾘｳﾑの改善が重要である。

また、検査目的、前処置の状態、受検者の状態でﾊﾞﾘｳﾑを使い分けることも必要と思われる。最

後にｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞでは腫瘍の拾い上げが重要と思われる。そのためにはｆｉｎｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ

　ｐａｔｔｅｒｎを犠牲にするほど付着性を高めた高濃度造影剤を使用することである。

− 22 − − 23 −



一般演題

一般演題Ⅱ

⑧注腸レントゲンを見直そう　　　　　　　
　　　　　　　　　〜表面型早期大腸癌の見逃し対策〜

大分健生病院消化器科・放射線科　　　　　　　

演　　者　今里　　真　　　　　　　　　　　　

共同演者　杉谷　誠爾・平山　純一・佐藤　秀樹

富田　　勉・草原　大地・原田　生光

【目的】

　従来注腸レントゲン検査による拾い上げが困難とされていた表面型病変（早期癌、腺腫）も、

近年注腸レントゲン所見の特徴が明らかとなってきた。我々の実践状況を検証し、問題点を提

唱する。

【方法】

　注腸レントゲン先行にて拾い上げられた表面型病変の特徴や、描出に対する工夫をチェック

し、内視鏡検査と比較した。また内視鏡にて指摘出来ない場合は再度注腸レントゲン検査を行い、

再現性を調査した。

【結果】

　表面型病変の見逃しを少なくするための撮影や読影上の注意点は以下である。１）網目模様

の良好な描出、２）半月ヒダや Huston 弁上の病変に注意、３）腹臥位撮影の追加、４）回盲

弁の病変に注意、５）前処置不良への対処。

【結語】

　上記を念頭に入れ隠れた病変を探す気持ちで撮影や読影に心がけるべきである。また内視鏡

で病変が見つからなかった場合にも見逃しである可能性を考慮し、再度バリウムで再現性がな

いか確認する姿勢も必要である。
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一般演題

一般演題Ⅲ

⑨当院における感染性腸炎の現状について

大分赤十字病院 ○古賀　紳也 (MT)・首藤　章弘 (MT)

　　　　　　　　　酒井　克之 (MT) ・米増　博俊 (MD)

【はじめに】

　感染性腸炎は細菌性、ウイルス性、および原虫によるものに分けられる。今回、当院におけ

る細菌性腸炎の現状について検討したので、報告する。

【対象】

　2004 年 1 月から 2009 年 6 月までに腸炎の起炎菌精査目的で、便培養検査を行った 3043

件を対象とした。

【結果】

　検出された原因菌は主に Campylobacter、Salmonella、Vibrio で、それぞれの平均陽性率

は 5.75%、0.90%、0.06％であった。年次変化では Salmonella、Vibrio に大きな変動はみら

れず、 Campylobacter は増加傾向がみられた。陽性率の高い Campylobacter に注目すると、

診療科別では小児科、消化器科の順に高値を示し、季節別では春〜秋にかけて高値、冬に低値

傾向がみられた。

【まとめ】

　今回検討した期間において、Campylobacter は年々増加傾向がみられた。また、季節別では

冬に低値傾向がみられた。
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一般演題

一般演題Ⅲ

⑩大分県における便潜血検査の精度管理と　　
　　当院における便潜血検査の現状について

大分赤十字病院 ○ 山下　広光（MT）・米増　博俊（MD）

臼杵市医師会立市民健康管理ｾﾝﾀｰ  　　佐藤　元恭（MT）

【はじめに】

　大分県医師会・大分県臨床検査技師会精度管理による精度管理調査が行われて平成 21 年度で

第 22 回となる。この間便潜血検査の精度管理を、平成 16 年、17 年の 2 年間にわたり実施した。

【方法】

　ヒト Hb 添加擬似便を用いて各施設で使用している採便容器にサンプリング後、用手法によ

る定性検査、機器による定量検査を行ってもらい定性検査、定量検査に分けて解析を行った。

尚平成 16 年度は 3 濃度、17 年度は 2 濃度の擬似便を使用した。

【結果】

　定性については、それぞれ正解率 93.7％、95.7％、定量についてはそれぞれ 1 施設誤りがあっ

た。

【まとめ】

　現状、便潜血検査を都道府県単位の精度管理においてはあまり実施されておらず、大分県で

は過去 2 年間実施しおおむね良好な成績が得られた。自動化が進む中精度管理が重要となるが

都道府県単位での便潜血検査の精度管理は困難な面が多く今後の課題である。また当院におけ

る便潜血検査の現状も合わせて報告する。
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