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ごあいさつ

この度、第 27 回大腸検査学会九州支部会を記念すべき令和元年、８月 31 日（土）に

鹿児島県医師会館で開催する運びとなりました。この会は、初代支部長を中馬康男先生、

二代目支部長を渋江正先生がお勤めになるなど、当地とは大変深いご縁があります。

この伝統ある九州支部会の会長を拝命したことを光栄と思い、関係の皆様に心から感

謝申し上げます。

本会のユニークさは、医師とメデイカルスタッフが同じ場で学べるというところです

が、今回はメインテーマとして、『超高齢化社会の大腸検査にどのように取り組むのか』

を取り上げました。九州は、沖縄・福岡を除くと高齢化率が高く、大分、長崎、宮崎、

鹿児島では約３０％を占め、上位２０に入ります。高齢化率の高いところでは、すでに

2025 年問題に直面しております。この中で、増加する高齢者の大腸検査に、皆様がどの

ような取り組みをされているのかを教えていただきたいと思い、このテーマを選びまし

た。

理事長講演として工藤進英先生（昭和大学横浜市北部病院）から ｢大腸癌の de novo 

発生と遺伝子」をお話しいただきます。

特別講演としては、中釜斉先生（国立がんセンター理事長）より「がんゲノム医療元年：

大腸がんにおける個別化医療」を講演していただきます。お二人から素晴らしいお話が

拝聴できるものと期待しております。

ランチョンセミナーとしては、下田良先生（佐賀大学医学部附属病院）に「日常診療

における下部消化管用スコープ【EC-L600ZP7】の有用性」を講演いただきます。

特別企画として、鹿児島県の内視鏡技師会が実施した各医療機関へのアンケート調査

をもとに、高齢者への対応等について議論をしていただきます。

その他、CTC のハンズオンセミナー、一般演題を企画いたしました。

8 月末、猛暑が予想される鹿児島での開催です。恒例のクールビズでお願いいたします。

リラックスした雰囲気で活発な議論を深めていただきたいと存じます。

本会が、ご参加いただいた皆様にとって実りの多い一日なることを祈念してご挨拶と

させていただきます。

第 27 回日本大腸検査学会九州支部会

会長　花牟禮 康生

（医療法人康陽会　花牟禮病院　院長）
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１. 参加費について
１）参加受付は 4F 総合受付にて、9：00 より行います。
２）参加費を受付でお支払い頂き、ネームカードをお受け取りください。
　　学生の方は学生証をご提示ください。

医　師 3,000 円
看護師・技師 1,000 円
学　生 無　料

３）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
してしてください。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。

４）クールビズ推進のため、演者を含めノーネクタイでご参加ください。

２．一般演者の皆さまへ
１）発表時間
　　一般演題は発表５分、質疑応答３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。
　　終了時間１分前に黄色ランプ、終了時間に赤ランプでお知らせいたします。
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 Windows PC、プレゼンテーションソ
フトは Microsoft PowerPoint 2013 です。データ作成にあたっては上記ソフトに合致する
データ形式としてください。

　　ファイル名は半角英数で演題番号、氏名を下記例に従って表記してください。
　　例）演題番号１　鹿児島太郎　⇒　1_ 鹿児島太郎 .pptx
　　Macintosh をご使用の場合は、ご自身の PC 本体おと変換コネクター（D-sub15 ピン）をご

持参ください。
　　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。
３）動画の使用は可能ですが、必ずご自身の PC 本体をお持込の上、バックアップとして USB

もしくは CD-R に保存したデータもご持参ください。
４）発表開始の１時間前までに必ず 4F PC 受付にて試写をお済ませください。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 を操作してください。
６）演者は、前演者の発表が開始する前までに、次演者席にお着きください。
　　支部会年会報では演者の方の顔写真と抄録を掲載いたします。会場内で撮影しますので、

ご了承ください。

学会参加者へのご案内とお願い
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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 20 分前までに会場内の次座長席にご着席くだ

さい。
２）スムーズな会の進行にご協力ください。

４．関連会議のご案内
＜幹事会＞
日時：令和元年　8 月 30 日（金）　18：00 ～ 18：30
会場：城山ホテル鹿児島　2F　桜島の間

＜拡大プログラム委員会＞
日時：令和元年　8 月 30 日（金）　18：30 ～
会場：城山ホテル鹿児島　10F　ヴォルカン

＜評議員会＞
日時：令和元年　8 月 31 日（土）　12：00 ～
会場：鹿児島県医師会館　3F　中ホール 2

事務局

医療法人康陽会　花牟禮病院
〒896-0014
鹿児島県いちき串木野市元町 190 番地
Tel：0996-32-3281
Fax：0996-32-1946

日本大腸検査学会九州支部ホームページ

　https://jscekyushu.wixsite.com/2016

運営サポート事務局

特定非営利活動法人 CSS 九州
〒891-0116
鹿児島県鹿児島市上福元町 6380-9
Tel：099-298-1511
Fax：099-298-1512
Mail：27daicho@css-kyushu.jp
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令和元年 8月31日土

中ホール1 中ホール2 ロビー大ホール
3F 3F 4F4F

14:00-15:00特別企画

11:10-12:00理事長講演

10:00-開 会 式

15:00-閉 会 式

「高齢者の下部消化管内視鏡検査の現状と課題」－消化器内視鏡技師の視点から－
鹿児島県消化器内視鏡技師会からの報告

「－実際のワークステーションを用いたわかりやすい大腸解析－」

司会：木下 伸任（服部胃腸科）
演者：松島 貴博（医療法人あさひ会　金子病院）
　　　丸山 伸一（医療法人浩然会　指宿浩然会病院）
　　　福冨 由美子（鹿児島市医師会病院）
　　　梅北 裕司（公益社団法人昭和会　今給黎総合病院）

「大腸癌の de novo 発生と遺伝子」
司会：野崎 良一（大腸肛門病センター 高野病院 副院長）
演者：工藤 進英（昭和大学横浜市北部病院 消化器センター長）

12:20-13:10ランチョンセミナー
「日常診療における下部消化管用スコープ【EC-L600ZP7】の有用性」
司会：神保 勝一（神保消化器内科医院 院長）
演者：下田 良（佐賀大学医学部附属病院 光学医療診療部 副部長・助教）
共催：富士フイルムメディカル株式会社

13:10-14:00
特別講演

13:10-15:00

CT Colonography
ハンズオンセミナー

12:00-
評議員会

10:00-14:00

企

　業

　展

　示

10:10-11:00

一般演題

「がんゲノム医療元年：大腸がんにおける個別化医療」
司会：花牟禮 康生（医療法人康陽会 花牟禮病院 院長）
演者：中釜 斉（国立がん研究センター 理事長）

演者：本田 徹郎（長崎みなとメディカルセンター 消化器内科）
　　　有馬 浩美（大腸肛門病センター高野病院 放射線科）
　　　安田 貴明（長崎県上五島病院 放射線科）
共催：株式会社ＡＺＥ

司会：盛 真一郎（鹿児島大学病院 消化器外科 助教）

日　程　表
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「日常診療における下部消化管用スコープ【EC-L600ZP7】の有用性」
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ハンズオンセミナー
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「がんゲノム医療元年：大腸がんにおける個別化医療」
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演者：本田 徹郎（長崎みなとメディカルセンター 消化器内科）
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アクセス

鹿児島中央駅

鹿児島中央駅前

高見橋

鹿児島県医師会館

アミュプラザ

イオン

第一生命ビル明治生命ビル

ナ  

ポ  

リ  

通  

り

タクシー（約40分）

※空港連絡バス（約40分）
 1,250円［２番乗り場］ 徒歩（約 5 分）

新幹線

鹿
児
島
空
港

鹿
児
島
中
央
駅

鹿
児
島
県
医
師
会
館

※鹿児島中央駅直行バスは 10〜 20分間隔で運行しています。
　直行でない空港バスもありますのでご注意ください。

鹿児島中央
ターミナルビル

鹿児島中央駅 東口

観覧車

アミュプラザ

中央郵便局

鹿児島中央ターミナルビル
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会場案内図
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プログラム

1．開会挨拶 10：00 〜

会長：花牟禮 康生

2．一般演題 10：10 〜

司会：盛 真一郎　（鹿児島大学病院 消化器外科 助教）

① 超高齢者の大腸内視鏡検査における患者背景と前処置の安全性の検討
山村 みち子（医療法人潤愛会　鮫島病院　内視鏡検査技師）

② Edwardsiella Tarda による感染性腸炎発症を契機に潰瘍性大腸炎が顕在化した一例
東 俊太朗（社会医療法人　春回会井上病院　消化器内科）

③ 当院の大腸がん症例検討から考察した高齢化社会の大腸検査への取組み法
南曲 康太（サザン・リージョン病院　外科）

④ 当院における高齢者の下部消化管内視鏡検査の現状と今後の課題
轟木 喜久子（医療法人康陽会　花牟禮病院　看護師）

3．理事長講演 11：10 〜

「大腸癌の de novo 発生と遺伝子」
司会：野崎 良一（大腸肛門病センター　高野病院　副院長）
演者：工藤 進英（昭和大学横浜市北部病院　消化器センター長）

4．評議員会（３階 中ホール２） 12：00 〜

5．ランチョンセミナー 12：20 〜

「日常診療における下部消化管用スコープ【EC-L600ZP7】の有用性」
司会；神保 勝一（神保消化器内科医院　院長）
演者：下田 良　　（佐賀大学医学部附属病院　光学医療診療部　副部長・助教）

【共催：富士フイルムメディカル株式会社】
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6．特別講演 13：10 〜

「がんゲノム医療元年：大腸がんにおける個別化医療」
司会：花牟禮 康生（医療法人康陽会　花牟禮病院　院長）
演者；中釜 斉　　　（国立がん研究センター　理事長）

7．CT Colonography ハンズオンセミナー（３階 中ホール１） 13：10 〜 15：00

−実際のワークステーションを用いたわかりやすい大腸解析−
演者：本田 徹郎（長崎みなとメディカルセンター　医長）
　　　有馬 浩美（大腸肛門病センター高野病院　放射線科　科長）
　　　安田 貴明（長崎県上五島病院　放射線科　主任）

【共催：株式会社 AZE】

8．特別企画 14：00 〜

「高齢者の下部消化管内視鏡検査の現状と課題」
−消化器内視鏡技師の視点から−
鹿児島県消化器内視鏡技師会からの報告

司会：木下 伸任（服部胃腸科）

① 高齢者における大腸検査前処置について
松島 貴博（医療法人あさひ会　金子病院　内視鏡技師）

② 高齢者における大腸内視鏡検査時の鎮静について
丸山 伸一（医療法人浩然会　指宿浩然会病院　内視鏡技師）

③ 高齢者の大腸内視鏡検査における抗血栓薬の取り扱いについて
福冨 由美子（鹿児島市医師会病院　内視鏡技師）

④ 高齢者の大腸内視鏡検査における医療安全について
梅北 裕司（公益社団法人昭和会　今給黎総合病院　内視鏡技師）

9．閉会挨拶 15：00 〜

会長：花牟禮 康生



抄　　録
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理事長講演

演者：工藤 進英（昭和大学横浜市北部病院 消化器センター長）

司会：野崎 良一（大腸肛門病センター 高野病院 副院長）
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大腸癌の de novo 発生と遺伝子

昭和大学横浜市北部病院 消化器センター長

◯工藤 進英
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ランチョンセミナー

演者：下田 良（佐賀大学医学部附属病院 光学医療診療部 副部長・助教）

司会：神保 勝一（神保消化器内科医院 院長）

共催：富士フイルムメディカル株式会社
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日常診療における下部消化管用スコープ【EC-L600ZP7】の有用
性

佐賀大学医学部附属病院 光学医療診療部 副部長・助教

◯下田 良

近年日常臨床における Image-enhanced endoscopy：IEE の普及および下部消化管内視
鏡検査数の増加に伴い、下部消化管内視鏡スコープにおいては、その操作性・画質など
要求される条件が高くなっている。EC-L600ZP7 は CMOS センサー搭載のレーザー光源
対応下部消化管スコープであり、その高い汎用性が評価されている。BLI（Blue LASER 
Imaging）による鮮明な画像は、拡大観察による腫瘍診断において有用であり、LCI と共
に大腸腫瘍の拾い上げ診断において有用性が示されている。また curve tracking 機構と柔
軟な軟性部により、その挿入性は従来機と比べ各段に向上しており、術後腸管癒着症例、
S 状結腸憩室多発例、過敏性腸症候群等の疼痛軽減に力を発揮する。またスコープ先端の
弯曲半径も小さめに設計されており、結腸内反転も容易である。接線方向からのアプロー
チが困難な ESD 症例においても有用であり、スコープ軟性部のたわみや屈曲に関係なく
先端部のアングル操作性も良好である。観察能、挿入性、治療における操作性のバランス
がよく、”All in one scope”としてESD／EMRの術前精密検査と実際の治療を同一のスコー
プで行うことが可能である。従来のスコープとは軟性部の硬度や弾発力が異なるため取り
扱いには多少の慣れが必要であるが、実臨床の場において１本備えておくと、検査・治療
のバリエーションが広がる。今回はスクリーニング検査時や EMR/ESD の動画を用いて本
スコープの操作性における優位性を供覧し、当院で行った臨床研究の結果や今後の進展等
について紹介させていただきたい。
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特別講演

演者：中釜 斉（国立がん研究センター 理事長）

司会：花牟禮 康生（医療法人康陽会 花牟禮病院 院長）
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がんゲノム医療元年：大腸がんにおける個別化医療

国立がん研究センター 理事長

◯中釜 斉
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「高齢者の下部消化管内視鏡検査の現状と課題」
−消化器内視鏡技師の視点から−
鹿児島県消化器内視鏡技師会からの報告

2018 年の鹿児島県の高齢化率は 31.3％であり、超高齢社会である。2017 年の国立が
ん研究センターのがん部位別死亡例によると女性 2 位、男性 3 位が大腸癌である。大
腸癌早期発見には下部消化管内視鏡検査（以下 CS）が不可欠であり超高齢社会を迎え、
高齢者へ対する CS の需要は今後も増加する。

これまで高齢者の CS については様々な議論・検討されているが明確な指針はない。
今回、鹿児島県の消化器内視鏡技師へ高齢者の CS の現状についてアンケートを行っ

た。その結果を踏まえ、消化器内視鏡技師の視点から高齢者の CS のあり方について考
える。

特別企画

演者：松島 貴博（医療法人あさひ会　金子病院　内視鏡技師）

　　　丸山 伸一（医療法人浩然会　指宿浩然会病院　内視鏡技師）

　　　福冨 由美子（鹿児島市医師会病院　内視鏡技師）

　　　梅北 裕司（公益社団法人昭和会　今給黎総合病院　内視鏡技師）

司会：木下 伸任（服部胃腸科）
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高齢者の下部消化管内視鏡検査の現状と課題
- 内視鏡技師へのアンケート調査を通して -

鹿児島県消化器内視鏡技師会

◯梅北 裕司、松島 貴博、丸山 伸一、福冨 由美子

2018 年の鹿児島県の年齢別推計人口調査（2018 年 10 月 1 日現在）1）によると 65 歳以上
の老年人口 50 万 242 人（総人口に占める割合：31.3％）75 歳以上は 26 万 6430 人（総人口
に占める割合：16.7％）であり、超高齢社会の定義（総人口の 25％）をすでに大きく上回っ
ている。

2017 年の国立がん研究センターのがん部位別死亡例のデータ2）によると男性：1 位肺がん、
2 位胃がん、3 位大腸癌の順である。女性においては 1 位大腸癌、2 位肺癌、3 位膵臓癌の
順であり、男女とも大腸癌が上位を占めており早期発見が重要である。

大腸癌早期発見のためには下部消化管内視鏡検査（以下 CS）が不可欠であり、CS の需
要は高まっている。超高齢社会をすでに迎え 2025 年問題を目前にしている現在、高齢者
に対して CS を行う機会はさらに増加すると思われる。

これまでの高齢者に対する CS についての先行研究において林は、我が国には高齢者の
下部消化管内視鏡検査をどのように行うべきか記した指針はなく各施設、各医療者にその
判断が求められているのが現状である。高齢者は基礎疾患を複数患っていることが多く、
身体的予備能が低下していることが多いため，非高齢者と比較すると下部消化管内視鏡検
査も相対的にハイリスクとなる。3）と述べており前処置方法、前投薬の内容、内視鏡治療の
適応病変、さらには大腸内視鏡検査を行うこと自体においても慎重な判断が望まれること
が指摘されている。また、藤井によれば今後の長寿社会に向けて超高齢者への大腸内視鏡
検査の需要性が高まると考えられ、有意義かつ安全な大腸内視鏡検査を施すために超高齢
者に対する大腸内視鏡検査は大腸内視鏡検査の適応を含め整理する段階にあると考えられ
る。4）ことが指摘されている。

このように高齢者の CS は今後、需要の増加が見込まれるが、明確な指針はなく整理さ
れることが望まれている状態である。

鹿児島県においても超高齢社会を迎えている。鹿児島県消化器技師会は県内の内視鏡技
師の技術向上、知識の交換、内視鏡技師の育成に寄与することを目的として活動している
が知識の交換としての高齢者の CS についての現状や、問題点等は明らかになっていない。

以上のことから本研究は高齢者に対する CS の現状と課題について明らかにすることを
目的とする。
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高齢者における大腸検査前処置について

医療法人あさひ会　金子病院　内視鏡技師

◯松島 貴博

高齢者の CS 前処置に関する取り決めや腸管洗浄剤飲用と環境について 3 施設で高齢者
の CS の前日処置薬剤の取り決めや２名以上の状態での下剤飲用と統一した問診票に沿い
便秘等に対応する前処置の処方や判断をしていた。腸管洗浄剤の飲用環境は、院内外来で
の飲用は 3 施設（クリニック含む）11 施設が患者状況に応じて入院か外来か選択していた。
1 施設は患者状況に応じて自宅か入院かの選択であった。

使用している腸管洗浄剤についてはモビプレップ® の使用が 14 施設と最も多かった。　　　
服用開始量については 1.0L が 9 施設で最も多く、次いで 1.5L が 2 施設、その他の服用方
法 2 施設として 0.8L から開始、モビプレップ ® の２杯 1 杯法があがった。 

服用時間は約 2 時間が最も多く 8 施設となった。約 1 時間が 3 施設、1.5 時間が 2 施設、
患者ペースに服用時間は合わせるが 2 施設、2 ～ 3 時間が 1 施設となった。

また、高齢者の CS 時に家族の付き添いを依頼している施設は 3 施設、状況によっては
依頼している施設が 13 施設となった。

年齢や基礎疾患、排便状態、ADL、服薬内容を確認し画一した取り決めは設けず、医療
者が個々の高齢者に合わせ対応している状況があった。

嚥下障害等で腸管洗浄剤が飲用できない患者への対応は浣腸での対応が 5 施設と最も多
い結果となった。経鼻胃管注入が 2 施設、上部内視鏡での注入も 1 施設あった。内服困難
であれば CS を行わない施設が 2 施設あった。施設の役割により服用ができない患者が検
査対象としていない施設もあった。 腸管洗浄剤が飲用できない患者への対応

最も多い処置は浣腸施行となった。少数ではあるが上部での注入、経鼻胃管での注入を
行う施設もあった。経鼻内視鏡や胃管でどうにか注入をして、検査を実施する施設と、健
診対象などで嚥下機能の低下患者の検査がないと答えた施設があったことから、急性期病
院や健診が多い施設では対応が違い、各施設の役割も影響していると考える。樫田は、腸
管洗浄液服用中には誤嚥性肺炎、マロリーワイス症候群をきたし得る。検査開始後、胃内
に残った腸管洗浄液を嘔吐し鎮痛、鎮静の影響もあって誤嚥性肺炎をきたした症例も経験
している。1）経鼻胃管、上部内視鏡で腸管洗浄液の注入行っている施設もあるが、注入を行
うような症例は意思疎通が困難な場合もあり、症状を伝えられないため十分に腹部症状に
注意する必要がある。

1）樫田博史：大腸内視鏡検査の偶発症予防と対応　消化器内視鏡　29（11）P2028-2033　2017.
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高齢者における大腸内視鏡検査時の鎮静について

医療法人浩然会　指宿浩然会病院　内視鏡技師

◯丸山 伸一

高齢者の CS の鎮静と安静については、希望があれば鎮静剤を使用するが 14 施設となっ
た。希望に関わらず必ず使用する施設が 1 施設、希望に関わらず使用は医師の判断である
施設が 1 施設の結果となった。鎮静剤の使用に関して同意書がある施設が 8 施設、ない施
設が 4 施設、未回答 4 施設との結果となった。

消化器内視鏡関連の偶発症に関する第 6 回全国調査報告 2008 年～ 2012 年の偶発症発生
数 219 件のうち死亡例が 4 例認められ、前処置に関連する偶発症の中で最も多い事項であ
る。鎮静剤の使用に関する同意書を取得している施設が 8 施設、取得していない施設が 4
施設見られた。日山によると平成 24 年に東京地裁にて同意なく麻酔注射と生検を行った
として提訴した事例を紹介している。この中で、同意書は裁判において重要な証拠となる
ため取得した方がよいと思われる。もし取得しないのであれば説明内容およびそのことに
対して患者から同意があったことを毎回カルテに記載しておく必要がある。1）と述べてい
る。このことから、取得していない施設は毎回、記録に記載するか、鎮静剤使用に関する
同意書の取得を検討する必要性がある。使用薬剤については、ミダゾラムが最も多く、次
いでジアゼパムの使用が多かった。これは日本消化器内視鏡学会による第 6 回全国調査に
よる鎮静剤の使用状況と同じである。併用としてオピオイド鎮痛薬（麻薬：ぺチジン）や
オピオイド鎮痛薬（非麻薬：ペンタゾシン）等の使用が多かったが、いずれの薬剤も高齢
者は副作用が出現しやすいため少量から開始するなど適応をみて、慎重投与が望まれてい
る。高齢者への鎮静において引地らは、本人から鎮静の要望が強い場合には使用を妨げる
特別な理由がない限り躊躇する理由はない。しかし、非高齢者以上に検査中および検査後
の慎重な監視が必要であり生体防御反射が抑制されることによる誤嚥や覚醒遅延、転倒な
どへの注意が必要である2）と述べている。検査後の安静時間と離床のタイミングについて、
6 施設は明確な取り決めはなかったが日本消化器内視鏡技師会看護委員会が策定した内視
鏡看護記録実践ガイド3）によると、鎮静剤使用の場合：覚醒状態（意識レベル・運動機能・
呼吸状態・循環動態・酸素飽和 濃度）拮抗剤使用（時間・薬剤名・使用量・効果）を記
録し、覚醒スコア（Ramsay Scale)、リッチモンド興奮・鎮静スケール (RASS：Richmond 
Agitation-Sedation Scale)、麻酔回復スコア等での覚醒評価を推奨しているため、高齢者に
おいて慎重な監視と覚醒遅延、転倒に注意する必要性が示されているため、これらのスケー
ルを用いた評価が必要であると考える。

1）日山亨　田中信治　吉原正治：消化器内視鏡と医療訴訟　消化器内視鏡　
2）引地拓人　小原勝敏　高木忠之他：消化器内視鏡診療時の鎮静の偶発症とその対策　消

化器内視鏡　内視鏡データリファレンスブック 2017　
3）日本消化器内視鏡技師会看護委員会　（2013）内視鏡看護記録実践ガイド 2
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高齢者の大腸内視鏡検査における抗血栓薬の取り扱いについて

鹿児島市医師会病院　内視鏡技師

◯福冨 由美子

高齢者の抗血栓薬服用時の対応については、必要時中止とする施設が 8 施設、全例中止
しない施設が 5 施設、全例中止する施設が 2 施設であった。中止の判断については、抗血
栓薬の処方医が 4 施設、検査を決めた主治医等の医師が 1 施設であった。処方医と検査を
決めた医師の両方である施設が 2 施設となった。

高齢者の抗血栓薬の取り扱いについては、未回答が多い項目ではあったがほとんどの施
設では全例中止するあるいは、必要時中止としていた。休薬の判断も処方医が多くを占め
た。抗血栓薬服用患者に対する消化器内視鏡診療ガイドラインでは、内視鏡医と抗血栓薬
の処方医とで個々の患者における最良の方法を選択することが重要である．内視鏡医の判
断だけで抗血栓薬の休薬を行うことは避けなければならない1）と述べている。また永尾ら
は、継続すべき薬剤と休止する薬剤を明確に指示することは極めて重要である。自己中断
で休薬する例も多々あり、被検者にしっかり説明、指示すべきである。2）と述べている。血
栓塞栓症は一度発症すると、重篤かつ生命予後に関わる病態が多いため医師は、患者本人
に検査や治療の必要性や利益、出血や血栓塞栓症などの不利益を十分に説明した上で明ら
かな同意のもと CS を実施することが望まれる。そのためにも、検査に関わる消化器内視
鏡技師や医療従事者は、抗血栓薬服用患者に対する消化器内視鏡診療ガイドラインを理解
して医師と見解や方針を統一させ、高齢者においては自己休薬の危険性の説明と検査前ま
でに既往歴や基礎疾患、薬手帳などの内服歴などの確実な問診や情報収集が重要になると
考える。

1）加藤元嗣　上堂文也　掃本誠治他：抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡診療ガイド
ライン　直接経口抗凝固薬（DOAC）を含めた抗凝固薬に関する追補 2017　日本消化
器内視鏡学会雑誌 gastroenterological endoscopy　59（7）2017.

2）永尾重昭　伊藤傑　西村慎他：超高齢者やハイリスク患者の内視鏡診療における対策　　
消化器内視鏡　29（11）P1967-1974　2017.
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高齢者の大腸内視鏡検査における医療安全について

公益社団法人昭和会　今給黎総合病院　内視鏡技師

◯梅北 裕司

高齢者の CS における医療安全に関する経験では、個人における経験を質問した。最も
多かった経験が前処置不良による検査中止、前処置によるバイタルの変化や、イレウスの
発症、鎮静後の転倒や転落であった。

前処置不良による検査中止、前処置によるバイタルの変化やイレウスの発症、鎮静後の
転倒や転落を経験している内視鏡技師が多かった。永尾らは、内視鏡検査にとって超高齢
はリスク因子であり前処置、鎮静などはさらにリスクを高めるため事前準備と対策が必要
である。1）と述べている。高齢者の想定外の事態を防ぐために心疾患、脳血管疾患、重度の
呼吸器疾患、高度の肥満、高度の貧血、ショック状態の患者などの内視鏡検査のハイリス
ク患者を検査前の問診などによる全身状態の把握と全身状態の把握等の対策が必要と考え
る。

1）永尾重昭　伊藤傑　西村慎他：超高齢者やハイリスク患者の内視鏡診療における対策　　
消化器内視鏡　29（11）P1967-1974　2017.

【結論】
1. 各施設において明確な高齢者の定義や画一した取り決めはなかったが、施設の役割や

状況で関わる医療者が高齢者へ個別に介入し、様々な判断をして高齢者の CS を実施して
いる現状が明らかとなった。

2. 鎮静剤の同意書、使用後の覚醒の評価については施設間で差があった。すでに示され
ているガイドラインがあれば、それらを理解し、施設や医師と見解と方針を統一させ標準
化することが課題である。
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ハンズオンセミナー

演者：本田 徹郎（長崎みなとメディカルセンター 消化器内科）

　　　有馬 浩美（大腸肛門病センター高野病院 放射線科）

　　　安田 貴明（長崎県上五島病院 放射線科）

共催：株式会社ＡＺＥ
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一般演題

司会：盛 真一郎　（鹿児島大学病院 消化器外科 助教）
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超高齢者の大腸内視鏡検査における患者背景と前処置の安全性の検
討

1) 医療法人潤愛会　鮫島病院 内視鏡検査技師、　2) 同 診療部

◯山村 みち子 1）、久米 千冬 1）、児玉 律子 1）、永手 ちとせ 1）、藤島 恵理 1）、
　柳 久美子 1）、長井 伯浩 1）、新地 直仁 1）、明日 育子 1）、上野 真里南 1）、
　前原 修一 1）、西俣 伸亮 2）、平川 あさみ 2）、鮫島 由規則 2）

【はじめに】人口の高齢化に伴い大腸内視鏡検査及び治療を施行される高齢者の割合が増
加している。今回、当院で経験した 90 歳以上の超高齢者における大腸内視鏡検査の現状
と前処置の安全性について検討を行った。

【対象と方法】2018 年 1 月から同年 12 月までの 1 年間に当院で超高齢者（90 歳以上）に
施行された大腸内視鏡検査 39 回（35 例）を対象とした。

【結果】男女比が 11：24 で平均年齢が 91.8 歳（90-100 歳）。検査動機は下血精査 21 例、定
期検査目的 7 例、下痢便秘精査 4 例、便潜血陽性反応 3 例でうち 7 例（20%）が緊急内視
鏡検査であった。基礎疾患は高血圧症 19 例、糖尿病 7 例、脂質異常症 6 例の順で多かった。
前処置として、入院での腸管洗腸剤 15 回、外来での腸管洗腸剤 11 回、浣腸のみ 6 回、前
処置なし 7 回で腸管洗腸剤症例の平均洗腸時間は 4 時間（2 時間 30 分 -8 時間）。盲腸到達
率は 25 回（62.5%）で 35 回（89.7%）最終診断が可能だった。最終診断は憩室 16 例、ポリー
プ 5 例、進行癌 4 例の順に多かった。また、検査中だけではなく前処置においても重篤な
副作用や大きな問題はなかった。

【結論】超高齢者は洗腸時間やその前処置過程で患者や家族が入院での前処置を希望され
る傾向にあったが患者の状態や患者及び家族の検査への受け入れさえ問題なければ前処置
は安全に施行することが可能で、検査目的を完遂することができると考えられた。
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Edwardsiella Tarda による感染性腸炎発症を契機に潰瘍性大腸炎
が顕在化した一例

社会医療法人　春回会井上病院　消化器内科

◯東 俊太朗、桑原 愛、中鋪 卓、今村 祥子、大仁田 賢、井上 健一郎、
　牧山 和也

Edwardsiella tarda（以降 E. tarda）は大部分、水辺に存在しヘビやカメなどの爬虫類、
両生類の腸内常在菌であるが、ヒトの常在菌ではない。ヒトへの感染はごく稀に報告され
ており報告例の中では悪性腫瘍、自己免疫疾患、糖尿病などの基礎疾患を持つ者に目立ち、
症状としては比較的軽症の胃腸炎症状を来すものが多い。しかし敗血症例では死亡率は約
40-55% と非常に高く、炎症性腸疾患増悪の原因になった例も報告されている。今回、海外
旅行後に E. tarda による感染性腸炎を発症したのを契機に潰瘍性大腸炎が顕在化した若年
者の症例を経験したので若干の文献的考察を加えて発表する。
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当院の大腸がん症例検討から考察した高齢化社会の大腸検査への取
組み法

サザン・リージョン病院　外科

◯南曲 康太、奥村 浩、尾本 至、今給黎 亮、島田 麻里緒、石澤 隆、
　牧角 寛郎

はじめに：当院の所在する南薩地域は、高齢化が著しく、20 年後は約半数が 65 歳以上
の高齢者なると予想されている。今回、当院における大腸がん治療の現状を解析し、高齢
化地域における今大腸検査への取組みについての方策を考察した。

対象・方法：2014 年 1 月～ 2018 年 10 月の期間に当院において大腸がんの診断で入院加
療した 89 症例を対象とした。患者背景、診断、治療における臨床因子を解析し、対象症
例の詳細、発見動機と予後を評価し検討した。

結果：平均年齢 75.0 歳（42-94）（男 72.8 歳、女 76.7 歳）、男 : 女 39:50 例、年齢分布は男
性 70 歳代、女性は 80 歳代が最も多かった。80 歳以上の症例は予後不良での傾向であり、
90 歳代の 8 例中手術治療が行われたのは 3 例のみであった。発見動機は血便、腹痛・便秘、
イレウス、検診異常、便鮮血陽性、貧血、穿孔の順に多かった。血便、検診精査、腹痛・
便秘症例は穿孔、イレウス、貧血症例に比較して予後良好であった。特に便鮮血陽性で大
腸癌を指摘された 11 例中 3 例が StageI であった。

考察：当院で加療した南薩地域の大腸癌症例の解析を行った結果、 70 歳代までの男女お
よび 80 歳代女性に対、特に、血便、便秘・腹痛症状を有する症例には積極的な大腸精査
を施行することが重要と思われた。また、便鮮血検査の推奨を継続することが必要と考え
られた。
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当院における高齢者の下部消化管内視鏡検査の現状と今後の課題

医療法人康陽会　花牟禮病院

看　護　師　　○轟木 喜久子・橋口 和明
内視鏡技師　　　有村 彰洋
医　　　師　　　花牟禮 康生・本田 昭彦

【はじめに】
当院は、鹿児島県の南西に位置するいちき串木野市という、人口 3 万人弱の小さな市で

あるが、高齢者の大腸内視鏡検査（以下 CS）受診率は、平成 25 年の CS 検査数は約 500 件 
だったが、平成 30 年度は約 700 件と年々増加している。また、その中でも、高齢者の CS
受診率は 3 割を占めており、こちらの割合も今後も高齢化社会の流れと共に増加が予想さ
れる。今回、当院では、今後の高齢者に対する CS の前処置方法や検査中の鎮静及び検査前・
後の対応を現状と比較し、今後、高齢者の方が安心して検査を受けられるよう今後の課題
を立案し検討したので報告する。

【方法】
現状の高齢者に対する、検査予約、前処置方法、検査中の鎮静、検査前後の対応を医師、

内視鏡スタッフ、外来看護師、健診看護師と再確認し、今後、改善が必要な項目を拾い上
げその項目に対する改善策を検討する。

【結果】
前処置方法 （現　状） 高齢者に対する前処置法がマニュアル化している。

 （改善案）受検者の状況を把握し、前処置を個人にあった前処置法を考える。
検査予約 （現　状） 外来予約は外来看護師、健診予約は健診看護師が対応している。

 （改善案） 前回履歴等を再確認し、医師、内視鏡技師にも確認する。
検査時鎮静 （現　状） 鎮静希望の受検者には、帰宅方法の確認ができない状況で鎮静を 

  使用することがある。
 （改善案） 鎮静下にて検査を希望する場合は、帰宅方法の確認が取れない場 
  合は、無鎮静下にて CS を実施する。

【考察】
現状の高齢者に対する CS の対応を再確認した結果、改善を要する項目が多々あり、可

能な限り、改善していく必要があると改めて確認できた。今後は、高齢者の CS 受診率は
高くなることは確実視されている中で、我々、医療従事者がより安全、安楽に高齢者が安
心して検査を受けていただけるような環境づくりを構築していかなければならないと実感
した。

また、高齢による検査困難例に関しては、CTC 等の低侵襲性の検査も考慮する必要性が
あると考える。




