
一 般 演 題 コメディカルの部

①検査食導入による大腸内視鏡検査前処置の洗浄効果と検査に及ぼす影響の
検討

内視鏡技師 ○山田 和美1)、水鳥川江里香1)、本仮屋美智留1)

看 護 師 中村 映美1)、熊本 治子1)、鈴里 泰弘1)、井上 房代1)

医 師 遠藤 広貴1)

１）済生会唐津病院

【はじめに】

近年、大腸疾患の増加に伴い大腸内視鏡検査（以下CS）数も増加傾向にあり、当院でも年々増

加している。当院では検査２日前より食事制限をし、前日にピコスルファート10ml（ラキソベ

ロン®）、当日朝からクエン酸マグネシウム２包（マグコロールＰ®）を服用している。食事内容

制限の説明をしても実施困難であったり、検査可能な範囲ではあるが腸管内の残渣が多いことが

しばしばあった為、検査食を導入した。今回、検査食導入による大腸内視鏡検査前処置の洗浄効

果と検査に及ぼす影響を調査した。

【方法】

対象は平成24年１月〜平成25年６月に同意を得て当院でCSした患者233名（平均62.8歳）。前

処置を患者の希望で検査２日前よりパンフレットに従い各自で調理し、食事制限をしたA群129

名と、検査食（グリコ食コロミル®）を購入して摂取したB群104名。朝来院後よりマグコロール

Ｐ®を飲用してもらい、看護師が目視で便の性状を確認後（便性状の点数化 １点：固形残渣多い、

２点：残渣少量、３点：黄色〜透明水様混濁あり、４点：透明、カスなし）４点になれば内視鏡

室へ誘導する。また、自宅にて飲用の患者は13時に来院し最終の洗浄効果を排便シート（点数化

１〜４点）にて判定し、内視鏡室へ誘導してもらう。次に、各人の検査時の内視鏡画面上での腸

管内の前処置の状態を同様に点数化して記録画面にて洗浄効果の評価を行い、さらに大腸内視鏡

挿入開始から盲腸到達までの時間と、挿入開始から全大腸観察終了までの時間等を検討した。

【結果・考察】

検査直前の目視での便性状の評価：A群平均3.58点、B群3.54点で、差は認めなかった。内視鏡

の観察記録画面での腸管の洗浄評価：A群での平均3.13点、B群では3.39点であり、有意にB群の

洗浄効果が高かった（P<0.05）。施行医からは、残渣が柔らかく吸引しやすく、匂いが少ないと

の意見があった。前処置時間（マグコロールP®内服から検査開始までの時間）：A群５時間56分、

B群６時間８分で差は認めなかった。挿入開始から盲腸までの到達時間：A群14.7分、B群12.1分

とB群が有意に短かった（P<0.05）。全大腸観察にかかった時間：A群24.9分、B群22.1分とB群

が有意に短かった（P<0.05）。

【結語】

今回、A群とB群の検査中の腸管内洗浄評価では、B群（検査食群）の洗浄評価が高く、検査時

間の短縮を認めた。検査食の導入は大腸内視鏡検査において有用と思われた。
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②モビプレップ使用による大腸内視鏡検査前処置の新たなる可能性

看 護 師 ○上新 正人1)

内視鏡技師 有村 彰洋1)、橋口 和明1)

医 師 花牟禮康生1)、本田 昭彦1)、鉾之原 英1)

１）医療法人康陽会 花牟禮病院

【はじめに】正確な診断と治療のために、全大腸内視鏡検査に際しては、十分な腸管洗浄を行う

必要がある。但し、被験者にとって多量の下剤服用は負担と苦痛を有し、それが大腸内視鏡検査

の受診率にも影響している可能性は少なからずあると思われる。今回当院では、モビプレップ高

張液１L法を使用し、被験者の受容性と洗浄効果についてアンケートを行ない、以前より使用し

ているニフレック液２L法との比較検討を試みたので報告する。

【対象・方法】期間は平成25年６月１日から平成25年６月末日までの１か月間、対象は前回の大

腸内視鏡検査前処置においてニフレック液２L法使用による全大腸内視鏡検査を経験された被験

者である。

【結果】被験者の９割がモビプレップ高張液１L法を次回の検査時も希望するとの結果であった。

また、モビプレップ高張液１L飲用後の水分摂取量も被験者には負担が殆どないとの結果だった。

洗浄効果はニフレック液２L法との有意差は認められなかった。

【考察】被験者への受容性は問題なかった。また、腸管洗浄も他の下剤との有意差は認められな

かったが、今回は参考データが少ないため今後もアンケートを含むデータ収集を行っていきたい。
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③大腸前処置なしによる大腸内視鏡検査の意義と有用性の検討

内視鏡看護師・内視鏡技師 ○町田久美子1)、宮本 友紀1)、池嵜真紀美1)、鳴瀬 孝子1)、

山崎 優子1)、畑田登志子1)、石本美栄子1)

医 師 松本 耕輔1)、東 俊太朗1)、三嶋 亮介1)、柳 謙二1)、井上健一郎1)、

牧山 和也1)

１）社会医療法人春回会 井上病院

【目的と方法】

大腸内視鏡検査（以下、CS）は、通常、検査前に主に経口腸管洗浄剤による大腸前処置を行う。

しかし、日常的に「迅速対応診断を要する」「前処置による病態悪化が懸念される」などの前処置

施行が困難な症例に遭遇する。我々はこのような症例に対して頻繁に大腸前処置無しのCS検査

を行っている。今回、これまでに前処置無しCSを施行した症例の詳細（残存便の状態、挿入部位、

診断可能であった疾患など）を分析しその有用性を検討した。この結果を元にCS前処置に関す

る課題を導きだした。

【結果】

平成24年５月から平成25年12月までに前処置無しCSを施行した100例を対象に解析した。男

性55例、女性45例、平均年齢は60歳。主訴（重複あり）は下痢36例、下血・血便54例、粘液便６

例、腹痛８例と、下痢や血便の患者が多い。残存便無し（−）は25％、少量（１＋）38％、中等

量（２＋）22％、多量（３＋）15％であった。残存便が少量以下の内訳で主訴が下痢の患者33％、

下血・血便の患者は50％であった。残存便のために目的が達せられなかった症例は２％であった

が、診断・治療のための情報が得られた症例は98％と高率であった。挿入・観察部位は、直腸21

例、S状結腸21例、下行結腸15例、横行結腸15例、上行結腸５例、盲腸20例、回腸末端３例であっ

た。前処置無しCSで診断可能であった疾患は潰瘍性大腸炎37例、クローン病７例、虚血性大腸

炎９例、憩室出血10例、感染性腸炎１例、大腸癌10例であった。偶発症はなかった。

【結論】

前処置無しCSは、残存便で挿入・観察が困難であった症例は２％と少なく、98％と高率に診断

と治療のための情報を得ることができる部位まで挿入できた。とくに潰瘍性大腸炎の診断と再燃

病態把握、感染性腸炎の迅速診断、下血（内視鏡的治療後の出血を含めて）の迅速診断と迅速治

療に極めて有用であると考えられた。CS検査は症状によっては、大腸前処置は必要なく、前処

置無しCSであっても十分にその目的を達成することができると考えられた。これらの解析を通

して、CS前処置に関するアセスメント能力の向上とツールの検討が必要であることがわかった。
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④緊急大腸内視鏡検査におけるポリエチレングリコール電解質液（ニフレッ
ク）による直接腸管洗浄の有用性

内視鏡技師 ○福田 智子1)、大野 明博1)

看 護 師 白武 弥紗1)、山口 清香1)、野田 美保1)

医 師 山口 太輔

１）佐賀大学医学部附属病院 消化器内科

【目的】当院では年間約1500例の大腸内視鏡検査を行っており、全例において前処置薬としてポ

リエチレングリコール電解質液（以下ニフレック）を使用し、良好な腸管前処置を得られている。

しかしながら年間約60例において緊急大腸内視鏡検査が行われており、その多くは前処置が不十

分な状態で検査を行っている。前処置不良な状態の腸管洗浄において、ニフレックを直接腸管内

に散布し洗腸することが有効であると思われた症例を経験したため報告する。

【方法】当院にて緊急大腸内視鏡検査を施行し前処置不良であった症例に対して、ニフレックを

用いて直接洗腸した２症例と、微温湯を用いて直接洗腸した症例の洗浄腸管効果を実際の内視鏡

動画を用いて比較検討した。いずれの症例においても内視鏡はオリンパス製PCF−Q260AZI

を使用し、ウォータージェット装置（OFPシステム）にて洗腸を行った。

（症例１）82才男性、嘔吐あり受診。CT検査にて小腸腫瘍、腸閉塞疑いにて精査加療目的に紹介

となった。術前精査目的に下部消化管内視鏡検査を施行した。前処置として腸閉塞の疑いがあっ

たため、経口洗腸剤は使用せず、グリセリン浣腸液のみを行い、ニフレックを用いた直接洗腸に

て観察を行った。

（症例２）98才女性、朝食後に大量下血あり救急外来受診。搬送時血圧80/40mmHgと低下し、

Hb5，4g/dlと高度貧血を認めた。高齢で認知症あり、前処置として経口洗腸剤の内服が難しく、

グリゼリン浣腸液のみを行い、ニフレックを用いた直接洗腸にて観察を行った。

【結語】緊急大腸内視鏡検査を行う際には前処置不良の状態で検査を行うことが多く、前処置不

良の状態では観察が不十分であるだけでなく、処置時間も長くなり、患者へ苦痛を与えることも

懸念される。ニフレックを経口投与できない場合には直接洗腸することで良好な視野を得ること

が可能であると考えられたため、若干の文献的考察を含めて報告する。
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⑤自作式内視鏡用送水装置（手動加圧ポンプ式）の有用性について

内視鏡技師 ○西坂 好昭1)、松平美貴子1)

医 師 中村 寧1)、佐藤 太一1)、野崎 良一1)

１）大腸肛門病センター高野病院

【はじめに】内視鏡検査・治療時は、粘膜面に付着した残渣や粘液、血液等を洗浄する必要があ

る。通常の洗浄はシリンジを用い鉗子口から注水するか、内視鏡用自動送水装置を購入し使用す

る。シリンジ注水は介助者に負担がかかり、送水装置は高価である。そこで、安価で簡便な手動

加圧ポンプ式の送水装置を自作した。医師やスタッフから高い評価を得、現在は全例に使用して

いる。今回、自作式の手動加圧ポンプ式内視鏡用送水装置（名称：キャリージャブジャブ：KJ）

の有用性を報告する。

【KJの作製】園芸用蓄圧式噴霧器を加工して作製した。付属の軟性チューブは水圧で膨張し水

切れが悪いため、耐圧チューブに交換した。内視鏡の鉗子口にはオリンパス社製鉗子チャンネル

アダプターを装着し耐圧チューブと連結した。市販のフットスイッチを接続した。

【方法】自作のKJとA社の送水装置（A装置）を、①利便性、②価格、③注水機能、④臨床応用に

ついて比較し、KJの有用性を検討した。

【結果・考察】①利便性は、A装置は電源が必要だが、KJは手動加圧のため電源が不要で簡単に

持ち運びができる。②価格は、A装置が20万円以上、KJはわずか7000円程度である。部品は全て

簡単に交換でき、故障・修理も安価である。③水圧はA装置が３気圧、KJは3.5気圧、注水量はA

装置が500mL/分、KJは1000ｍL/分で、KJの方が注水機能は優れている。さらにKJはフットス

イッチを踏んで注水するまでと、フットスイッチをはずして水が止まるまでのタイムラグがほと

んどない。④KJは全ての内視鏡検査・治療に使用できる。前処置不良例や出血例、ESD時の洗

浄にも対応でき、脱気水を使用すれば超音波内視鏡時の注水も可能である。医師はフットスイッ

チを踏むことで好きな時に自由に注水できる。シリンジの準備が不要になり介助者の負担が無く

なった。以上の結果から、KJはA装置と比較し大変優れており、送水装置として有用である。

【結語】今回、手動加圧ポンプ式内視鏡用送水装置（名称：キャリージャブジャブ）を作製した。

自作式とはいえ利便性に優れ、低価格で、十分な注水機能を有し、全ての内視鏡検査・治療に応

用できるため、内視鏡用送水装置として大変有用である。
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⑥全大腸内視鏡検査時の二酸化炭素送気の使用経験〜コスト面の検討より〜

内視鏡技師 ○野田 麻由1)

医 師 中山 昌之1)、坂田 祐之1)、木須 達郎1)

１）佐賀市立富士大和温泉病院

【はじめに】近年、数多くの施設で内視鏡検査に二酸化炭素（以下CO2）ガスが使用され、現在

までの報告では安全性の問題はほとんどないとされている。当院では年間約350例の全大腸内視

鏡検査（以下TCS）を行っており、H22年９月よりCO2ガス導入とした。CO2ガス流量とコスト

の比較検討をしたので報告する。

【対象・方法】①CO2流量2.0L╱毎分でTCSを受けた患者148名（A群）、CO2流量1.0L╱毎分で

TCSを受けた患者162名（B群） ②使用機器は安価で簡便なYUTAKA社製CO2ガスレギュレー

ターを使用 ③CO2ガスボンベ（2.2㎏／8500円）使用 ④検査時、通常の送気・送水ボタン使用。

鎮痙剤使用あり、鎮静剤使用なし ⑤患者１人につきCO2ガスを使用した時間からコストを算

出

【結果】CO2流量2.0L╱毎分（A群）と1.0L╱毎分（B群）２群間の比較では、平均年齢・性別

について差は認められなかった。回盲部到達時間平均A群６分17秒、B群６分37秒（P=0.435）検

査終了時間平均A群22分39秒、B群22分40秒（P=0.988）CO2ガス使用時間平均A群25分29秒、B

群23分42秒（P=0.292）と有意差を認めなかった。CO2ガス１本当たりの使用可能時間と人数の

平均はA群583分で21.1人に対しB群は960分で40.5人となった。また、１人当たりのCO2ガスコ

ストはA群367円、B群213円と有意に差を認めた。

【考察】オリンパスUCRのガスチューブ流量を考慮し、CO2ガス流量を２Lから１Lへ変更した

ことでCO2ガス使用可能時間で有意に差を認め、コストの軽減とつながった。またCO2ガス流

量変更後も回盲部到達時間・検査終了時間に有意差はなくCO2ガス流量は１Lが妥当だと判断し

た。

コスト算出を行ったことで診療点数を加味しても十分にCO2ガスを使用でき、人間ドックに

おいても外来TCSと比較すると検査時間も短く、コストも低いため使用可能と判断した。当院で

はCO2ガスレギュレーターと通常の送気送水ボタンを使用しているが、オリンパス社製UCR（購

入費の問題）やCO2送ガスボタン（操作性・耐久性の問題）の使用、CO2ガス流量の調節や使用

時間の工夫によりコスト軽減につながるのではないかと考える。

【結語】全大腸内視鏡検査におけるCO2ガス使用はコスト面からも症例数が少ない施設でも導

入可能である。今後、診療点数が算定できるようになればより導入する施設も増え、患者がより

安楽に検査を受けることができ患者サービスにつながる。
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一 般 演 題 医師の部

①大腸憩室出血に対して内視鏡的結紮術にて止血し得た３例

○山本 甲二1)、田中雄一郎1)、a口 徹1)、冨永 直之1)、緒方 伸一1)、梶原 哲郎2)

１）佐賀県医療センター好生館 消化器内科

２）佐賀県医療センター好生館 放射線科

【症例１】59歳男性。2012年１月、新鮮血下血を主訴に当院救急外来を受診。貧血の進行なく待

機的に消化器内科受診を勧められていたが、再度下血のために消化器内科受診となった。下部消

化管内視鏡検査を施行したところ、S状結腸の憩室から湧出性出血を認め、同部位に対して内視

鏡的ゴムバンド結紮術（endoscopic band ligation；EBL）施行した。術後は下血なく経過し、

経口摂取再開後も症状再燃なく退院となった。

【症例２】79歳男性。これまで憩室出血にて頻回の入院歴あり。2013年５月、下血を主訴に当院

受診。同日に下部消化管内視鏡検査を施行し、横行結腸肝彎曲寄りの憩室から湧出性出血を認め、

同部位に対してEBL施行した。治療後再下血なく経過し、退院となった。

【症例３】69歳女性。2013年６月、下血を主訴に当院受診。同日に浣腸前処置のみで下部消化管

内視鏡検査施行するも出血源を特定できず絶食にて保存的加療とした。２病日目に再度下血あり、

下部消化管内視鏡検査施行したところ上行結腸の憩室に新鮮血餅の付着を認めEBL施行した。

その後下血なく経過し退院となった。

憩室出血に対しては現在クリップによる止血が主流であるがEBLが有用であるという報告が

ある。特に活動性出血においてはEBLにおいて有意に再出血率が低い。

当症例においてもEBL後再出血なく経過しており、EBLが有用であると考えられた。

今回大腸憩室出血に対してEBLにて止血し得た症例を経験したため若干の文献的な考察を加

え報告する。
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②頻回の内視鏡検査でS状結腸憩室からの出血を確認し内視鏡的止血術を
行った１例

医 師 ○坂田 泰志1)、松永 圭司1)

内視鏡技師 山本衣里子1)、永田 和子1)

看 護 師 土井 京子1)

看 護 助 手 松尾 由美1)

医 療 秘 書 中元寺美咲1)、平川 みき1)

１）祐愛会 織田病院

【症例】70歳男性。６年前、４年前に血便で入院。S状結腸、下行結腸、横行結腸、上行結腸に多

発性憩室があり、憩室からの出血を疑われたが、大腸内視鏡検査時に活動性出血がなく出血源は

確認できず、保存的治療で退院。１年６か月前に再び血便があり、緊急内視鏡検査で上行結腸の

憩室の１つからの活動性出血を確認し止血クリップで憩室を縫縮した。通常便となり退院。しか

し止血術の約１か月後に再度出血し、緊急内視鏡検査で同じ憩室からの出血を認め、クリップで

止血術を行った。出血間隔が短く、回数も多いため、待機的に当院外科で右半結腸切除術を施行

した。その後血便はなく経過していたが、朝突然血便があり救急外来を受診した。緊急内視鏡検

査で新鮮血を認めるが、活動性出血は認めず、絶食、輸液で保存的に治療を開始した。血便が続

き、入院７日間で５回の内視鏡検査を行った。５回目の内視鏡検査でS状結腸の憩室からの出血

を確認できクリップによる止血術を行った。その後も血便があり７回目の内視鏡検査を行った時

にクリップ部分からの出血を認めた。クリップでの止血が成功しないため、食道静脈瘤結紮術

（EVL）の器具を使用し止血を行った。その後通常便となり退院した。

【考察】大腸憩室からの出血は内視鏡検査施行時には、便、血液が多く、観察が難しい場合や活

動性出血がないことが少なくなく、出血源の憩室を同定することが難しいことが多い。今回の症

例は１年６か月前に右半結腸切除術を行ったために、出血源不明のまま外科的に憩室部分を切除

すると横行の一部、下行結腸からS状結腸を切除することとなり、水の吸収障害による下痢が続

くと思われた。そのため頻回に内視鏡検査を行い、出血源を確認、止血術を行った。内視鏡観察

には先端から洗浄水を噴出できる内視鏡は出血部位の発見に有用であった。

当院では今回の症例に限らず、血便時の内視鏡検査では吸水性のシーツを検査ベット上の患者

の下半身から足側に置いて血液がベットや室内に広がらないようにしている。出血時には通常観

察時より大腸を伸展させる必要があり、送気を少なくするため空気を移動させるための体位変換

は患者の苦痛を減らすためには重要です。看護師、看護助手が体位変換の介助を行っています。

また止血術の介助を行う内視鏡技師には迅速な対応が求められます。さらに当院では医師の負担

軽減のために内視鏡所見の入力は医療秘書が行っており、消化管出血時は内視鏡室のスタッフの

チーム医療で対応しています。

第21回日本大腸検査学会九州支部会

― 16 ―



③CT colonographyが診断に有用であった腸管嚢腫様気腫症の１例

○山口 俊介1)、寺本 智美1)、田中雄一郎1)、二尾 健太1)、a高 秀憲2)、山口 太輔1)、

坂田 資尚1)、下田 良2)、岩切 龍一2)、藤本 一眞1)、水口 昌伸3)

１）佐賀大学医学部附属病院 消化器内科

２）佐賀大学医学部附属病院 光学医療診療部

３）佐賀大学医学部附属病院 放射線科

症例は53歳女性。主訴はなく検診にて便潜血陽性を指摘され近医を受診し、下部消化管内視鏡

検査を施行され、上行結腸に粘膜下腫瘍様病変を指摘されたため、精査加療目的に当院紹介となっ

た。来院時現症では頭頸部、胸部、腹部、四肢に異常所見なし。当院にて施行した下部消化管内

視鏡検査では、上行結腸に多発する粘膜下腫瘍様病変を認め鉗子触診で軟であった。引き続き施

行した超音波内視鏡では、同病変に超音波は通過せず、acoustic shadowとして描出された。

CT colonographyを施行したところ、上行結腸壁に多発する嚢胞状気腫を認め腸管嚢腫様気腫

症（pneumatosiscystoidesintestinalis;PCI）と診断した。

CT colonographyは1994年に報告されて以来米国では急速に普及してきており、大腸癌スク

リーニングおよびサーベイランスのガイドラインに正式に記載されている。一方本邦では大腸癌

術前検査における利用が主であり、癌疾患以外の疾患への応用については十分に評価されていな

い。PCIは腸管壁の粘膜下層や漿膜下層に多数の含気性嚢胞が発生する稀な疾患で、特発性と続

発性に分けられる。続発性PCIの基礎疾患としては消化管疾患（イレウス、潰瘍性大腸炎）、膠原

病（強皮症、SLE）、薬剤の暴露（トリクロロエチレンなど）などが報告されており、その成因も、

機械説、細菌説、化学説、肺原説など多説が報告されている。診断においては腹部単純X線レン

トゲンにて腸管壁や腸管膜に沿ったブドウの房状のガス像が特徴的とされ、TCSでは多発する半

球状ないし多房性の軟らかい粘膜下腫瘍として観察されるが、近年CTcolonographyの普及に

より無症状で発見される例が散見されるようになってきた。低侵襲で施行できるCT

colonographyはPCIの診断や経過観察に大変有用であると考えられ若干の文献的考察を加えて

報告する。
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④出血性胃潰瘍の治療経過中に生じたサイトメガロウイルス腸炎の１例

○黒木 和哉1)、久田 祥雄1)、竹下 枝里1)、鶴岡ななえ1)、野田 隆博1)

１）唐津赤十字病院 内科

【はじめに】サイトメガロウイルス（以下CMV）の感染は、健常者においては殆どの場合不顕性

感染におわり、実際に症状を来すことは稀である。しかし、後天性免疫不全症候群や悪性腫瘍等

の免疫不全患者等では日和見感染症の原因として重要であり、また消化器領域においては潰瘍性

大腸炎に合併することがよく知られている。今回我々は、出血性胃潰瘍の治療経過中に生じ、出

血による全身状態の悪化が関与したことが疑われた、CMV腸炎の一例を経験したため若干の文

献的考察を加え、報告する。

【症例】50台前半の男性。糖尿病の診断にて当院内科にて定期フォロー中（HbA1c5.4％）で

あったが、20××年12月中旬 突然の意識消失および吐血を認め、当院へ緊急入院となった。来

院時 血圧は触知せず、意識レベルはJCSⅢ−300、下顎呼吸となっており、採血にてHb

4.9g/dlと著明な貧血の進行を認めた。輸血およびカテコラミン投与にて血圧安定した翌日、緊

急上部消化管内視鏡を行ったところ、胃角小弯に露出血管を伴った巨大な胃潰瘍を認めた。同部

に対して内視鏡的止血術をし、その後は再出血なく経過できていた。入院翌日より軽度の発熱、

軟〜下痢便を認めていたが、全身状態良好であったため第６病日から食事を再開としていた。し

かし21病日頃から排便回数６〜８/日と増加し、また夕方にかけて38-9度の発熱を認め、採血にて

CRP5-10mg/dl程度の炎症反応高値が持続した。第28病日に精査目的にShort CSを行った

ところ、下行結腸より縦走潰瘍を認め、直腸ではほぼ全周性となっていた。介在粘膜は正常であ

り、CMV腸炎やCrohn病、collagenous colitis等を所見より疑った。同部潰瘍より生検を行っ

たところ、CMV感染を確認したため第33病日よりganciclovirを14日間投与し、発熱・下痢の回

数・CRPは速やかに改善を認めた。第50病日に行ったCSにて以前認めた潰瘍は治癒傾向を認め、

第54病日に転院となり以後症状再燃なく経過できている。

【結語】今症例は、基礎疾患として比較的コントロール良好な糖尿病を認めていたが、その他に

は悪性疾患の併存や、免疫抑制剤等の内服はない患者であった。CMVは既感染パターンを呈し、

出血に伴う全身状態の悪化が契機となりCMVが再賦活化し症状を生じたことが疑われた。全身

状態が急激に悪化した後に発熱や下痢が持続する場合には、Clostridium difficile関連下痢症

（CDAD）だけでなくCMV腸炎を生じている可能性があり、検索が必要であると考えられた。
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⑤小腸カプセル内視鏡と大腸内視鏡の同日検査

○鮫島由規則1)、平川あさみ1)、税所 篤郎1)、今村 芳郎1)、前畠 良智1)、山村みち子1)、

前原 修一1)、柳 久美子1)、永手ちとせ1)、久米 千冬1)、三窪 礼1)、明日 育子1)、

山元 修1)

１）潤愛会 鮫島病院

【諸言】平成24年７月１日パテンシーカプセル（以下、パテンシー）の保険収載により小腸カプ

セル内視鏡（以下、カプセル）の適応拡大がなされクローン病など小腸病変および疑い病変の検

査が可能となった。従来は、胃および大腸内視鏡検査を施行した後に必要に応じてカプセルを

行っており患者は複数回の来院や前処置を余儀なくされていた。今回、同日に両検査や他の検査、

治療を行うことにより患者負担軽減に有用であったと考えたため報告する。

【対象】平成24年７月１日よりカプセル97例を施行した。うち、38例（39.2％）は大腸内視鏡検

査とカプセルを同日に行い、そのうち９例は抗TNFα療法、７例は胃内視鏡検査を行った。疾患

別では、クローン病47例、消化管出血32例、ポリポーシス３例、小腸腫瘍２例、その他13例であっ

た。

【方法】外来時にカプセルの検査期日を決めパテンシーを渡す。患者はカプセルの２日前にパテ

ンシーを服用する。その際には特に前処置や投薬、食事制限は行わない。検査前夜は午後10時よ

り絶食（飲水、アメ玉可）とする。検査当日は、早朝より在宅腸管洗浄剤を服用し早めの時間帯

に来院する。パテンシーの開通性を目視またはレントゲンおよびCT検査で確認を行う。腹部超

音波検査、CT（大腸CTなど）、胃内視鏡検査なども同日に検査を行うこともある。開通性を確認

した後に、カプセルを服用する。胃内視鏡を行う場合は、カプセル服用後にネットを用いて十二

指腸まで誘導する。その後、大腸内視鏡検査を行う。

【結果】従来は、カプセルを施行するために複数回の来院が必要であった。また、カプセルの前

処置として前夜からの絶食、下剤内服、服用４時間後の軽食としていたが、残渣のため十分な観

察が得られない例が多かった。今回は、来院１回で複数の検査が可能となり、合わせて良好な状

態で小腸の観察が可能となった。パテンシー、カプセルともに滞留の可能性はあり開通性の判断

には十分な留意を要することは言うまでもない。

【結語】従来の小腸検査法として、小腸内視鏡検査は侵襲があり、小腸造影検査、CTでは詳細な

粘膜観察が困難であった。パテンシーの登場によりカプセルは特にクローン病患者での診断、治

療効果判定に有用であった。当院では、特定疾患更新時期に年１回の定期検査を行っているが、

今後は、カプセルを含めた同日検査をより推進したいと考えている。
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⑥潰瘍性大腸炎に対する顆粒球除去療法における便中ラクトフェリン測定の
有用性

◯橋口 慶一1)、竹島 史直1)、松島加代子1)、南 ひとみ1)、赤澤 祐子1)、山口 直之1)、

大仁田 賢1)、磯本 一1)、中尾 一彦1)、大場 一生2)、森崎 智仁3)、山尾 拓史3)、

福田 康弘4)、町田 治久5)、鶴田正太郎5)、波多江淑子6)

１）長崎大学病院 消化器内科

２）健康保険諫早総合病院

３）佐世保市立総合病院

４）長崎市立市民病院

５）長崎原爆病院

６）嬉野医療センター

【背景】ラクトフェリンは白血球の特殊顆粒に存在し、白血球の活動により放出される。便中ラ

クトフェリン測定により、消化管における白血球活動の亢進を把握することができ、消化管疾患

の病状把握や経過観察に有用であると考えられている。

目的：今回我々は、潰瘍性大腸炎に対する顆粒球除去療法（GCAP）において、便中ラクトフェ

リン測定が効果予測や効果判定に有用となりうるか検討を行った。

【対象と方法】長崎大学病院消化器内科およびその関連施設でGCAP治療を実施した潰瘍性大腸

炎患者を対象とした。文書で同意を得た後、治療前、GCAP治療１週間後、２週間後、治療終了

後の便中ラクトフェリンを測定した。臨床症状および内視鏡検査からDAIスコアを算出し、有効

群（寛解：DAIが２以下に低下、有効：DAIが３点以上低下）と無効群（寛解・有効を満たさない

もの）に分類し、ラクトフェリン値の推移を比較検討した。また、ラクトフェリン値と内視鏡所

見・血液検査との相関についても検討した。

【結果】現在までに17症例が本研究にエントリーされた。治療前ラクトフェリンの平均値は、

GCAP有効群で2120.9ng/ml、無効群で681.9ng/mlであり、有効群で有意に高値であった。治

療前後の検討では、有効群において治療後に有意なラクトフェリン値低下が認められた。内視鏡

所見およびCRPはラクトフェリン値との相関を示さなかった。

【考察】便中ラクトフェリン値はGCAP導入時の効果予測因子になりうる可能性が考えられた。

また、有効群においてはGCAP導入後の効果判定にも有用である可能性が示唆された。
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⑦小児炎症性腸疾患に対する大腸内視鏡検査の現状

山本章二朗1)、夏田朱一郎1)、坂口 舞1)、鈴木 翔1)、上原なつみ1)、竹田 幸子1)、橋本

神奈1)、山路 卓巳1)、安倍 弘生1)、三池 忠1)、下田 和哉1)

１）宮崎大学医学部内科学講座 消化器血液学分野

【はじめに】以前は稀とされていた炎症性腸疾患（以下IBD）は、最近は著増している。このため、

小児や高齢の患者数も増えており、そのような患者に対し、大腸内視鏡検査（colonoscopy、以

下CS）を施行する機会も少なくない。今回われわれは、当科で施行した12歳以下の小児IBDに対

するCSの現状を報告する。

【対象】2008年１月から2013年６月まで当科で入院した12歳以下の小児IBDで、CSを施行したの

は５例であった。５例は、潰瘍性大腸炎が２例、クローン病が３例で、初回入院年齢：９〜12歳、

５例いずれも女児であった。クローン病の３例はいずれも大腸病変を有していた。

【結果】上記５例に対し、計19回のCSが施行されており、うち全大腸内視鏡検査は16回であった。

一人あたりのCS回数は１〜７回であり、５例中、４例で全大腸内視鏡検査がなされていた。全

大腸内視鏡検査では、少量の腸管洗浄液と浣腸の組み合わせで、腸管洗浄効果は比較的良好であっ

たが、従来の腸管洗浄液に対する受容性は低かった。全例でCS前に鎮静剤や麻酔剤が経静脈的

に投与されていたが、重篤な有害事象はなく、使用した薬剤の中でケタミン塩酸塩が安全で有効

性も高かった。

【結語】小児炎症性腸疾患に対する大腸内視鏡検査は比較的安全に施行することが可能であり、

診断や治療効果の判定に有効であったが、前処置の工夫が必要と考えられた。

第21回日本大腸検査学会九州支部会

― 21 ―



シ ン ポ ジ ウ ム

①当院における大腸腫瘍に対するESDの現況

◯大西 敦之1)、野崎 良一1)、大湾 朝尚1)、入江 朋子1)、佐藤 太一1)、野口 忠昭1)、

深見 賢作1)、中村 寧1)、村田 隆二1)、久野 三朗1)、田中 正文1)、福永 光子1)、

佐伯 泰愼1)、� 順行1)、緒方 俊二1)、山田 一隆1)、高野 正博1)

１）大腸肛門病センター 高野病院

【背景】

2012年４月に大腸の粘膜下層剥離術（endscopicsubmucosaldissection：ESD）は保険収

載され、現在多くの施設において施行されており、普及しつつある。ESDにより正確な病理組織

学的検索を可能にした反面、解剖学的特性や操作性の問題などのため、手技の習得の難易度が高

いという問題があり、偶発症の問題は今後の重要課題である。今回当院における大腸腫瘍に対す

るESD（治療成績、偶発症の頻度、治療困難症例など）について現況を報告する。

【対象】

2011年３月から2013年４月までに当院で大腸腫瘍（カルチノイドを除く）に対してESDを施行

した118例について検討を行った。

【方法】

当院ではscopeは主にPCF-Q260JIを使用し、透明先端アタッチメント長めに装着し使用し

ている。高周波装置はVIO300Dを使用している。局注液にはムコアップ®を原液で用い、全例

CO2送気で施行している。デバイスは主にはさみ型ナイフであるClutchCutter®を使用してい

る。

【結果】

平均年齢は67.1歳（42〜89歳）、男女比は男性73例（62％）女性45例（38％）だった。腫瘍の占

拠部位は盲腸が20例、上行結腸17例、肝彎曲10例、横行結腸19例、脾彎曲６例、下行結腸３例、

SDJ３例、S状結腸９例、直腸31例だった。平均腫瘍径は30.4mm（12〜80mm）で、平均標本径

は40.8mm（15〜90mm）だった。肉眼型ではLST-Gが46％（54／118）、LST-NGが44％（52／

118）、その他（Ⅰs，Ⅰsp，Ⅱa，Ⅱc，Ⅱa+Ⅱc）が10％（12／118）だった。平均治療時間は57.1

分（11〜180分）だった。病理組織では腺腫が64％（76／118）、早期大腸癌が31％（36／118）、そ

の他が４％（５／118）だった。一括切除率は96％（113／118）であり、完全一括切除率は92％（109

／118）だった。偶発症としては、穿通が0.8％（１／118）、遅発穿孔が0.8％（1／118）、後出血

が０例だった。早期大腸癌のうち追加手術を必要とした症例はsm深部浸潤が５例、脈管侵襲が

１例、途中中止例が２例だった。

【結語】

当院における大腸腫瘍ESDは既報告と比較し、治療時間および安全性は同等以上の結果であっ

た。一般病院でも大腸ESDは安全、確実に導入できると思われた。
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②大腸ESD術中穿孔に対するトラブルシューティング

◯松坂 浩史1)、岩田真悠子1)、中野佳余子1)、岩尾 梨沙1)、西嶋 健一1)、國木 康久1)、

向井 康二1)、兼城三由紀1)、中村 典資1)、野口 賢一1)、永瀬 章二1)、千々岩芳春1)

１）原三信病院 消化器科

当科では2004年７月より大腸病変に対しESDを導入し、2009年８月から先進医療の認可を受け、

2012年４月からは保険診療へと移行し、2013年２月までに計253病変に対し施行した。全期間の

術中穿孔率は4.0％（10／253）であるが、2007年４月以降は1.1％（２／182）と低く抑える事が

出来ている。当科における大腸ESDの治療成績を呈示し、治療ストラテジー、特に術中穿孔例に

関するトラブルシューティングに関し報告する。

ESDを施行した全253病変の病変部位はC：31、A：38、T：32、D：16、S：35、R：101で、肉

眼型はLST-G（H，M）：112（82，30）、LST-NG（F，PD）：70（35，35）、0-Isp：25、SMT：

29、その他：17、平均腫瘍径 26.9mm（最大径 108mm）、平均切除時間 71.6分、後出血

2.7％、術中穿孔 4.0％、遅発性穿孔 ０％であった．病理診断はAdenoma 86、M/SM

slight 120、SM deep 14、Carcinoid 28、Lipoma １例。一括切除率は92.1％、完全一括切

除率 89.0％であった。

術中穿孔を起こした10例のうち、８例は穿孔部をclipでrepairし保存的加療で対処可能であっ

たが、２例（0.8％ ２／253）においてESD当日に緊急外科手術を要した。

治療ストラテジーに関しては、CO2送気下に、ヒアルロン酸Na溶液を局注し、体位変換による

重力の有効利用、先端透明アタッチメントによる視野の確保、安定したデバイス操作を心がける。

高周波装置はVIO300D、Water-jet機能を搭載した FUJIFILM社製EG-450RD5、EC-

450RD5を用い、直腸病変以外では反転操作は多用せず、病変肛門側、重力がかからない部位か

ら粘膜切開を開始し、固有筋層を認識しながらの適切な剥離深度を得る事に専念する。全周性の

粘膜切開を急がず、粘膜下層が十分に展開し、重力の有効利用を確実なものとした後に進める。

導入当初のメインデバイスはFlex Knife、その後Dual、Flush Knifeと推移し、この４年間は

FlushKnife-BT（1.5mm）を使用している。線維化症例や、固有筋層と垂直に対峙する状況、ま

た内視鏡操作性が悪い場合にはHook Knifeを併用してきたが、２年前よりClutch Cutterを使

用し、粘膜下層を直視下に確実に把持し、安全を確認し通電を行うよう心がけている。

大腸ESDは難易度の高い手技ではあるが、治療ストラテジーはほぼ確立しており、習熟したデ

バイスを基本に、適宜新しいデバイスを導入しながら、局面に応じた最適な選択を心がける事で

より安全確実に施行出来ると考えられる。本発表では術中穿孔を起こした症例を呈示し、そのト

ラブルシューティングに関しても報告する。
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③大腸穿孔発生時の内視鏡的縫縮術

◯小川 竜1)、沖本 忠義1)、村上 和成1)

１）大分大学医学部附属病院 消化器内科

【緒言】

近年、大腸内視鏡的粘膜下層剥離術など、内視鏡治療が進歩している一方で、穿孔の発生率が

高く、問題となっている。治療・検査を安全に行うためには、穿孔発生時に適切に対応すること

が強く求められる。

われわれは、大腸ESD中に発生した穿孔に対し、内視鏡的クリップ縫縮術を行い、経過良好で

あった症例を経験している。クリップ縫縮術の具体的な方法とともに報告する。

【背景・方法】

われわれの施設では年間約1400例の下部消化管内視鏡検査（検査・治療法を含む）を行ってい

る。過去５年間において穿孔が発生した症例が３例あった。すべてESD時に生じた穿孔であっ

た。

穿孔を生じた症例に対しては、すべて内視鏡的クリップ縫縮術を行った。穿孔部のみを周囲の

筋層とともにクリッピングすると、固有筋層の筋繊維が容易にばらけてしまい、状況を悪化させ

ることがあります。われわれは、健常粘膜同士を引き寄せるように縫縮を行った。ESD後潰瘍

が大きい場合には、近位（肛門）側の健常粘膜に切開をおき、同切開部にクリップの一端をかけ

て、遠位側の健常粘膜にクリップのもう一端をかけるという処置を繰り返した。同処置により、

巾着縫合は必要なく、速やかに大きな潰瘍も縫縮可能であった。

【症例】

70歳男性、盲腸の50mm大のLST-G（Mix）に対してESDを行った。線維化が強く、剥離切開

中に穿孔をきたし、速やかにスネアリングを併用し病変を切除した。健常粘膜同士を引き寄せ、

ESD後潰瘍を縫縮するようにクリップ縫縮術を行った。

術直後のCTにてfree airを認めたが、腹痛は認めなかった。一時的な絶食、補液、抗生剤投与

のみの治療とした。血液検査にて一過性のWBC上昇（max 13500／μ l)、CRP上昇（max

3.89mg/dl）を認めたのみであり、術後３日目より食事開始、問題なく退院となった。

【結語】

大腸ESD中に３例の穿孔をきたしたが、いずれも内視鏡的クリップ縫縮術のみで経過良好で

あった。大腸穿孔発生時には内視鏡的クリップ縫縮術は第一選択と考える。
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④市中病院における大腸内視鏡検査挿入困難例への対応の現状

○遠藤 広貴1)、白井 慎平1)、中野 良1)、萬年孝太郎2)、千布 裕3)

１）済生会唐津病院 内科・消化器センター

２）萬年内科

３）済生会唐津病院 内科

大腸がんの増加や大腸疾患への意識の高まりに伴い大腸内視鏡検査の需要はますます高まって

いる。一方で地方都市では高齢化が進み、患者の高齢化が顕著であり（大腸検査患者の平均年齢

65.9歳）、便秘などで過長腸であったり、過収縮、過度の屈曲、体形の変化、多数の手術歴などか

ら挿入困難例が少なからず存在する（盲腸まで20分以上：14.6％）。また前処置の良悪や患者の検

査や疼痛への忍容性、術者の経験なども検査の遂行に大きく関与する。挿入困難時に当院で行っ

ている工夫・方法等を提示する。

状況に応じて以下のａ）〜ｉ）の方法を適宜組み合わせて行っている。ａ）体位変換：水、空

気の移動により腸管を開く。少ない空気量で視野を確保。脾・肝彎曲、SD接合部、S状などで行

う。スコープの先が体幹部の上方になるような向きにすることが多い。重力を利用してスコープ

を進めるときなど。肥満者では横行結腸圧迫のため、時に腹臥位が有効。ｂ）呼吸の利用：脾・

肝彎曲部で吸気させ横隔膜を下げて彎曲の角度を鈍角にする。S状などでは軽い圧迫の作用を期

待。ｃ）体外からの圧迫：S状や横行結腸では、介助者や患者自身による用手圧迫が有効。ｄ）硬

度可変機能の利用：S状や横行結腸のたわみ防止に用いる。０〜３まで目盛りがあるが２以上は

穿孔の危険を伴うために注意を要する。昔はS状のたわみ防止にスライディングチューブを用い

ていた。ｅ）アタッチメントキャップの使用：多数回手術や癒着など挿入困難が予想される場合

あらかじめ装着。レンズから数ミリ腸管までの距離を確保でき、視野確保、腸管の短縮等容易。

脱落防止のためテープ固定している。ｆ）細径スコープの使用：PCF（オリンパス）や上部用ス

コープなど。癒着や腸管が固い場合、過収縮の場合。疼痛も軽減。ｇ）CO2の使用：後の腹部膨

満感、鈍痛を軽減。検査の忍容性向上。コストはやや問題。ｈ）セデーション：ジアゼパムやミ

ダゾラムなど適宜使用。ｉ）水浸法や水、芍薬甘草湯液など：視野確保、腸管の弛緩収縮、形状

に変化を促すなど。以上ａ）〜ｉ）の方法でも挿入困難な場合は、検査目的に応じて、術者変更、

別日再検査や透視下CS、CTコロノグラフィ、造影CTなどを考慮する。

当院における大腸内視鏡検査での挿入困難例に対する工夫を概説した。安全や検査の精度を担

保しつつ、挿入率の向上や、患者の苦痛の軽減のため今後も努力したい。
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⑤軸保持短縮法の習得と挿入困難例への対応

◯宮原 貢一1)、川久保洋晴1)

１）伊万里有田共立病院

【目的】大腸癌の増加に伴い、大腸内視鏡検査の重要性はますます高まっている。しかし、安全

で苦痛の少ない挿入法の習得は容易ではない。今回、卒後４年目の医師が指導をうけることによ

り、挿入成績がどのように変化したかを比較し、軸保持短縮法習得に関しての検討を行った。ま

た、挿入困難症例に対する当院の対処法に関しても報告する。

【検討】術者は卒後４年目の消化器内科医師１名。指導前は、全例に先端フードを用いてPCF-

Q260AI（先端部外径：11.3mm）にて挿入を行った。上級医が３週間つきっきりで指導し、その

後は全例で先端フードは用いずにCF-H260AI（先端部外径：13.2mm）にて挿入を行った。指導

前後、それぞれ20症例にて検討を行った。また指導に際しては、①RSを左旋回で超え、S状結腸

の管腔を右に展開し過剰な空気の吸引により腸管をたたみこむ（軸保持短縮法）、②視野が赤玉に

ならないよう、腸管壁と適切な距離を保ちながら挿入する、という２点に関して強調した。

【結果】指導前は、盲腸への挿入率：85％（17／20）、盲腸への到達時間：平均23.4分（８-40分）、

疼痛の訴え：50％（10／20）。指導後は、盲腸への挿入率：95％（19／20）、盲腸への到達時間：

平均15分（７-24分）、疼痛の訴え：20％（４／20）であり、いずれの項目でも指導後の方が良好

な成績であった。また盲腸への到達時間は指導後の方が、時間的なばらつきが小さかった。

【結論】指導前はPush法であった挿入法が、指導後は軸保持短縮法での挿入となったことが、各

項目での成績改善の理由と考える。指導後に使用する内視鏡をCF-H260AIへ変更した理由は、

初学者において太径内視鏡の方が軸保持短縮法の習得が容易であると考えたためである。先端

フードに関しては、以前より挿入時の進行方向や抜去時のヒダ裏の確認が容易であると報告され

ている。しかし、指導者のいない状況で先端フードを使用し続けることによって、pull back操作

が疎かになり軸保持短縮法の習得を阻害する可能性があると考える。以上の理由にて、当院では

先端フードは付けずに、まず太径内視鏡での挿入を行っている。しかし癒着が強い症例では、挿

入時の疼痛を強く訴える場合があり、その際は細径内視鏡への変更や、鎮静剤などを使用するこ

とによって対応している。
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⑥全大腸内視鏡検査における無送気注水法の有効性

白石 良介1)、行元 崇浩1)、大石 敬之1)、磯田 広史1)、北山 素1)、森崎 智仁1)、

有尾 啓介1)、綱田 誠司1)

１）国立病院機構 嬉野医療センター 消化器内科

【背景と目的】全大腸内視鏡検査（Total colonoscopy、以下TCS）は一定の経験と技術を要し

被験者の苦痛を伴うことも少なくない。軸保持短縮法とループ形成解除法の２つの挿入法が広く

認識され、前者の方が比較的苦痛が少ないとされる。近年、挿入時の視野を確保するため、送気

ではなく注水することで苦痛が軽減されるとして評価を得ている。そこで我々は、従来法と無送

気注水法による挿入法を比較するため前向き比較試験を行った。また、TCS初学者の指導に無送

気注水法を導入し、その有効性についても検討した。

【方法】１）計220名を従来法と無送気注水法に割り付けた。内視鏡専門医によってTCSが施行

され、回盲部到達率、到達時間および軸保持短縮法の成功率の差異を検討した。２）TCS初学者

に無送気注水法を導入しそのラーニングカーブを検証した。

【結果】１）19例が腫瘍性狭窄や前処置不良のため除外された。回盲部への到達率は両群とも約

98％で有意差はなかった。回盲部到達時間は従来法と比較して無送気注水法で有意に短縮された

（420±39秒 vs.540±30秒、P=0.022）。軸保持短縮法の成功率も無送気注水法で有意に効率で

あった（64／93、68.8％ vs.55／104、52.9％）。また、従来法では女性において男性よりも時間を

要し（P=0.023）軸保持短縮法が達成できない傾向がみられたが、無送気注水法では性差を認め

なかった。２）計113名にTCSが施行され前期56例と後期57例の２群で比較した。回盲部への到

達率は後期で飛躍的に上昇し（50／56、89.3％ vs.37／57、64.9％、P=0.0019）、多くの症例が軸

保持短縮法で挿入できた。

【結論】無送気注水法は検査の時間短縮および苦痛緩和に有用であり、初学者においても比較的

習得し易いことから、TCSの普及ひいては大腸癌の早期発見に貢献できる可能性が示唆された。
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