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参加者へのご案内とお願い

　参加者の方へ
１．	参加受付の場所と時間は下記の通りです。

受付場所 受付時間

沖縄県市町村自治会館
2階		エントランスロビー 8月23日(土)　8:45 ～

２．	参加費は下記の通りです。受付で参加費をお支払いいただき、参加証をお受け取りくだ	
さい。

一　　般 3,000円

内視鏡技師・看護師 1,000円

３．	参加証は所属、氏名を記入し、ネームカードホルダーに入れて会場内では必ず着用してく
ださい。再発行はいたしかねますので、紛失には十分ご注意ください。

４．	プログラム・抄録集は、学会当日必ずご持参ください。

５．	本支部会ではクールビズを推奨いたします。ノーネクタイでお越しください。

　発表者の方へ
１．	コンピューターでの発表のみとなります。「PC発表の詳細」をご参照ください。

２．	発表時間は下記の通りです。発表時間は演台上の計時ランプに表示されます。発表終了1
分前に黄色ランプ、終了時間になりましたら赤色ランプが点灯します。時間厳守でお願い
します。

セッション名 発　表 質　疑

一般演題 7分 2分

シンポジウム 10分 3分

３．	発表時間の30分前までにPC受付で試写・動作確認を行い、15分前までに会場前方の次演者
席にご着席下さい。
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　PC発表の詳細
１．	発表時間の30分前までに、PC受付で試写・動作確認を行ってください。

２．	PC受付は、沖縄県市町村自治会館2階ホワイエに設置いたしております。

３．	発表データは、PowerPoint2003~2013のバージョンで作成してください。また、文字化
けやレイアウトのずれを防ぐため、下記のフォントを推奨いたします。
フォント：標準フォント（MSゴシック、MSPゴシック、MS明朝、MSP明朝）

４．	発表データはCD-RもしくはUSBフラッシュメモリーにてご持参ください。

５．	学会でご用意するPCのOSはWindows7のみとなります。Macintoshをご使用の場合は、
必ずご自身のPC本体をお持込みください。

６．	動画の使用は可能ですが、必ずご自身のPC本体をお持込みのうえ、バックアップとして
CD-RもしくはUSBフラッシュメモリーにて発表データをご持参ください。

７．PC本体をお持込みの場合、プロジェクターとの接続はMiniD-sub15Pinとなりますので、
専用の変換コネクタが必要な方は必ずご持参ください。

８．	ファイル名は、「演題番号＿発表者名.ppt」で保存してください。

９．	必ず事前に、ウイルスチェックを行ってください。

１０．	発表は、演台上にセットされておりますモニター、キーボード、マウスをご使用し、発
表者ご自身でPCを操作してください。

１１．	発表データは、学会終了後、事務局にて責任を持って消去いたします。

　司会・座長の先生へ
１．	ご担当のセッションの開始20分前までに会場前方の次座長席にご着席下さい。

２．	発表中は、ランプによる計時をいたします。発表終了1分前に黄色ランプ、終了時間に
赤色ランプが点灯いたします。時間厳守にご協力をお願いいたします。
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　幹事・評議員の先生へ
１．	幹事会

日時：8月22日(金)
17:30 ～ 18:30

会場：ANAクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー		２階		金鶏

２．	評議員会
日時：8月23日(土)

11:25 ～ 11:55
会場：沖縄県市町村自治会館		2階		201会議室

　その他
１．	企業展示

日時：8月23日(土)
9:00 ～ 16:50

場所：沖縄県市町村自治会館		2階　ホワイエ

２．	ドリンクコーナー
日時：8月23日(土)

9:00 ～ 16:50
場所：沖縄県市町村自治会館		2階　ホワイエ

　事務局
琉球大学医学部附属病院　光学医療診療部
〒903-0215　沖縄県中頭郡西原町字上原207番地
TEL：098-895-1144　FAX：098-895-1414

会　　長：金城　福則	(社会医療法人仁愛会　浦添総合病院　消化器病センター　顧問)
事務担当：金城　徹/赤地　千加子	(琉球大学医学部附属病院第一内科)

日本大腸検査学会九州支部ホームページ
http://www.sameshima.jp/jsceq/jsceq.htm
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会場アクセス

ANAクラウンプラザホテル
沖縄ハーバービュー

■沖縄県市町村自治会館
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会場のご案内

総合案内

参加受付

企業展示

評議員会

会場
学会本部



第22回日本大腸検査学会九州支部会

― 6 ―

日　程　表　８月23日（土）

開会式

閉会式

一般演題２ ： メディカルスタッフの部Ⅱ
座長 ： 親川　富憲／糸洲　　亮

一般演題１ ： メディカルスタッフの部Ⅰ
座長 ： 諸喜田　林／金城　真由美

評議員会

教育講演１
「大腸カプセル内視鏡の役割と展望」

講師 ： 斎藤　豊
司会 ： 金城　福則

ランチョンセミナー
「大腸疾患診療におけるCTコロノグラフィーの位置づけ」

講師 ： 野崎　良一
司会 ： 神保　勝一

共催 : エーディア株式会社 ／エーザイ株式会社

教育講演２
「大腸炎症性疾患の鑑別診断」

講師 ： 岩男　泰
司会 ： 牧山　和也

シンポジウム
「大腸内視鏡検査前処置に関する現状と問題点」

司会 ： 鮫島　由規則／岩切　龍一

 一般演題３ ： 医師の部Ⅰ
 座長 ： 山本　章二朗／豊見山　良作

 一般演題４ ： 医師の部Ⅱ
 座長 ： 土亀　直俊／仲本　学

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

10:00

11:00

9:30～9:57

9:15～9:30

9:57～10:24

10:30～11:20

12:00～12:50

12:55～13:45

13:50～15:25

15:25～16:01

16:01～16:37

16:37～16:45

11:25～11:55

２階  ホール ２階  201会議室

9:00
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プ ロ グ ラ ム
開会挨拶 ９：15

会長：金城　福則（浦添総合病院　消化器病センター）

支部長挨拶 ９：20
九州支部会支部長：牧山　和也（井上病院　消化器内科）

一般演題１：メディカルスタッフの部Ⅰ 9：30 ～ 9：57
	 座長：	諸喜田　林（北部地区医師会病院）
	 	 金城真由美（琉球大学医学部附属病院　光学医療診療部）

１．当院における全大腸内視鏡検査時の腹部用手圧迫法の実際
有田胃腸病院　中村志津子

２．当院における鎮静下内視鏡検査の現状
井上病院　内視鏡室　石本美栄子

３．自作式内視鏡用送水装置（CJ-Ⅲ）改良後の有用性について（第２報）
大腸肛門病センター　高野病院　西坂　好昭

一般演題２：メディカルスタッフの部Ⅱ 9：57 ～ 10：24
	 座長：	親川　富憲（おやかわクリニック）
	 	 糸洲　　亮（浦添総合病院　診療放射線部）

４．大腸内視鏡治療の適切な機器の使用をめざして	―高周波手術装置の設定表を作成して―
佐賀大学医学部附属病院　光学医療診療部　大野　明博

５．当院に於けるCTcolonographyの現状と課題
ハートライフ病院　放射線科　宮城　直哉

６．大腸CT検査における看護師（Ns）の介入
鮫島病院　山村みち子

教育講演１ 10：30 ～ 11：20
司会：金城　福則（浦添総合病院　消化器病センター）

大腸カプセル内視鏡の役割と展望
国立がん研究センター　中央病院　内視鏡科・内視鏡センター　斎藤　　豊

ランチョンセミナー 12：00 ～ 12：50
司会：神保　勝一（神保消化器内科医院）

大腸疾患診療におけるCTコロノグラフィーの位置づけ
大腸肛門病センター　高野病院　野崎　良一

共催：エーディア株式会社	/	エーザイ株式会社

教育講演２ 12：55 ～ 13：45
司会：牧山　和也（井上病院　消化器内科）

大腸炎症性疾患の鑑別診断
慶應義塾大学病院　予防医療センター　岩男　　泰
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シンポジウム：大腸内視鏡検査前処置に関する現状と問題点 13：50 ～ 15：25
	 司会：	鮫島由規則（鮫島病院）
	 	 岩切　龍一（佐賀大学医学部　光学医療診療部）

１．当院の下剤内服への取り組み	―ペットボトルを使用して―
花牟禮病院　味園恵美子

２．大腸内視鏡検査における前処置の検討
熊本県総合保健センター　田中　美枝

３．大腸前処置説明の時間短縮を試みて　説明用ＤＶＤの作成と活用
ハートライフ病院　内視鏡センター　国仲トモ子

４．大腸内視鏡検査前処置薬の指導方法について	
	 ～病棟看護師への服用指導とパンフレット改善を試みて～

那覇市立病院　内視鏡センター　真栄里聡子
５．大腸内視鏡検査前処置における腸管内洗浄剤２剤の検討

浦添総合病院　内視鏡室　名嘉眞　功
６．大腸内視鏡検査前処置の見直し　ニフレックVSピコスルファートナトリウム+ニフレック

中頭病院　宮城　宏枝
７．当院における新規経口腸管洗浄剤モビプレップ®の使用に関する医師・患者アンケート

琉球大学大学院医学研究科　感染症・呼吸器・消化器内科学　田中　照久

一般演題３：医師の部Ⅰ 15：25 ～ 16：01
	 座長：	山本章二朗（宮崎大学医学部内科学講座　消化器血液学分野）
	 	 豊見山良作（那覇市立病院　内科）

１．放射線治療30年後に膀胱直腸瘻を形成し大腸内視鏡検査にて確認された一例
北部地区医師会病院　消化器内科　名嘉眞健太

２．Brachyspira	pilosicoli 感染性腸炎による敗血症の1例
佐賀大学医学部　消化器内科　山口　太輔

３．繰り返す血便を契機に診断し得たdiverticular	colitisの１例
ハートライフ病院　消化器内科　上原　博香

４．当院で経験したアメーバ性大腸炎の検討
琉球大学医学部附属病院　光学医療診療部　溜田　茂仁

一般演題４：医師の部Ⅱ 16：01 ～ 16：37
	 座長：	土亀　直俊（熊本県総合保健センター）
	 	 仲本　　学（ハートライフ病院　内視鏡センター）

５．潰瘍性大腸炎患者腸液中のサイトメガロウイルスDNA	PCR診断
	 組織病理診断および血中CMV	antigenemiaとの比較

浦添総合病院　消化器内科　伊良波　淳
６．大腸憩室出血に対するHSE併用下クリップ止血術の経験

浦添総合病院　消化器内科　富里　孔太
７．悪性腫瘍による大腸狭窄症例に対するステント治療の経験

沖縄赤十字病院　消化器内科　クリステンセン	めぐみ
８．神経因性骨盤臓器症候群(NIS)の検査と治療成績

大腸肛門病センター　高野病院　高野　正博

次回会長による閉会挨拶 16：37 ～ 16：45
山本章二朗（宮崎大学医学部内科学講座　消化器血液学分野）
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一 般 演 題　メディカルスタッフの部

①当院における全大腸内視鏡検査時の腹部用手圧迫法の実際

内視鏡技師　○中村志津子、若林　幸子、池永由美子
　　　　　　　猪又　浩美、竹尾　芳子、田代　　緑
医　　　師　　相馬　　渉、有田　桂子、阿部　寿徳、有田　　毅
有田胃腸病院

　近年、大腸腫瘍や炎症性腸疾患は増加傾向にあり大腸内視鏡検査の需要が高まっている。
患者に安全で苦痛のない医療を提供なおかつ予約件数に対応しタイムロスなく安全性、苦痛
度、検査時間などに違いが出ないようスタッフ内の統一を図ることも必須であると考える。
当院での全大腸内視鏡検査では、圧迫法を工夫することで検査中の体位変換を殆ど行わずに
施行できている。このため患者のバイタルサインや苦痛表情の有無などの観察に集中でき、
腹部用手圧迫法に関しては、圧迫部位はシンプルですべて統一されており、検査施行医や介
助者が異なっても、盲腸到達時間に殆ど差を生じていない。このことから検査介助者の経験
年数に関わらずとも圧迫部位の統一を重視すれば検査施行医との連携を図れ、検査中の体位
変換をすることもなく効率的かつ安全に検査を終えることが出来ている。よって、今回我々
は当院における全大腸内視鏡検査時の腹部用手圧迫法を紹介する。
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②当院における鎮静下内視鏡検査の現状

○石本美栄子１）、鳥越　千鶴１）、宮本　友紀１）、町田久美子１）、鳴瀬　孝子１）、畑田登志子１）

　能田　美穂１）、古賀　辰徳２）、赤司　太郎３）、松本　章子３）、千代田哲志３）、町田　治久３）

　柳　　謙二３）、井上健一郎３）、牧山　和也３）

井上病院　内視鏡室
１）井上病院　看護部　２）同　臨床工学科　３）同　消化器内科

【はじめに】
　近年、不安や苦痛の少ない検査を希望する声が増え、内視鏡診療における鎮静の需要が増
加した。同時に、鎮静薬使用に伴う偶発症も増え、慎重な管理が求められる。当院では、内
視鏡検査経過記録用紙や業務フローを作成し、検査後患者の状態安定まで専任看護師の監視
下で連続パルスオキシメトリーによる酸素飽和度、脈拍をモニタリングし、リカバリー管理
を行うようにした。今回、当院に於ける偶発症発生率と鎮静下内視鏡検査における取組みに
関して報告する。

【対象と方法】
　2014年3月～ 5月末に当院で鎮静を行った884名（上部内視鏡662名、下部内視鏡222名）を
対象に調査した。平均年齢は上部53.7歳、下部61.5歳であった。薬剤は原則ミタゾラム2.5mg
を使用、下部内視鏡ではペチジン塩酸塩0.5mgを併用し、被検者の体格・年齢に応じて投与
量を増減する。検査終了後より覚醒までSpO2モニターを装着し、専任看護師がリカバリー室

（定員12名）で観察する。今回、観察記録用紙を基に、１．冷汗、２．徐脈、３．血圧低下、４．
顔色不良、５．腹痛、６．SpO2 90％以下の低下のいずれかを認めた場合、偶発症としてカ
ウントした。又、偶発症症例に関して、入院加療を要したものを重症とし、外来にて対応可
能であったものを軽症とした。

【結果】
　上部内視鏡検査の偶発症発生は26件（11.5％）、下部内視鏡では6件（2.8％）であった。
症状別に見ると、上部内視鏡ではSPO2低下が96.3％、腹痛が3.7％、下部内視鏡では腹痛
28.6％、SpO2低下42.9％、血圧低下28.6％であった。重症は上部、下部内視鏡ともに見られ
なかった。また、偶発症の発生有無を平均年齢で比較すると、上部では偶発症有りが59.4歳、
無しが53.4 歳であり、下部では偶発症有りが65歳、無しが61.4歳であった。

【結語】
　鎮静薬は不安や苦痛を緩和し検査の受容性を高めるが、通常内視鏡検査に比して偶発症が7
倍上昇すると報告される。今回の調査においても、鎮静薬を使用した多くの症例でSPO2の低
下が見られた。鎮静薬は中枢神経に作用して呼吸抑制をもたらすことがあり、当院で使用頻
度の高いミタゾラムの半減期は平均2.5時間であることから、不十分な覚醒に伴う転倒リスク
も高い、高齢の被検者増加に伴い重症化が予想される。安全な内視鏡診療・看護を行うにあたっ
ての工夫や注意点を、当院での経験と若干の文献的考察を踏まえ報告する。
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③自作式内視鏡用送水装置（CJ-Ⅲ）改良後の有用性について（第２報）

内視鏡技師　○西坂　好昭、松平美貴子
医　　　師　　中村　　寧、佐藤　太一、野崎　良一
大腸肛門病センター　高野病院

【はじめに】 
　平成24年11月に自作式内視鏡用送水装置（手動加圧ポンプ式）：CJを作成した。現在は内
視鏡検査・治療の全症例に使用している。既存のA社の送水装置と比較した結果、利便性、価
格、注水機能、臨床応用の全てにおいて優れていた。詳細は昨年8月の日本大腸検査学会九州
支部会において報告した。その後さらに改良を加え、使用している。
　今回、CJ改良後（CJ-Ⅲ）の運用状況および成果について報告する。運用の実際については
動画で紹介する。

【CJの運用状況】 
・タンク内に水を３ℓ程入れ、ガスコンを混入し手動加圧する。
・内視鏡の鉗子口にアダプターを装着し、CJの耐圧チューブと接続する。
・フットスイッチを医師が踏みやすい位置に置き、医師は自由に送水できる。
・アダプター接続用の耐圧チューブは、毎回内視鏡と共に洗浄機で洗浄・消毒する。
・タンク本体は、週に1回0.1％次亜塩素酸Naで消毒する。

【CJの改良点】 
　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を耐圧チューブに交換した。
付属の手動式噴霧スイッチをフットスイッチに交換した。エアー漏れの対策として数ヶ所の
パッキンを強化した。さらに、各接続部の配管も見直した。

【結果・考察】 
　A社の送水装置が水量500mL/分、水圧3気圧に対し、CJ改良前は水量1000mL/分、水圧3.5
気圧だった。CJ-Ⅲは水量1250mL/分、水圧4気圧に性能が向上した。これは、耐圧チューブ・
フットスイッチ・パッキン・配管を改良したことによる効果といえる。

【CJのメリット】
・メーカーを問わず全ての内視鏡に対応できる。
・最新の内視鏡にも対応できる。
・鉗子口にデバイスを挿入した状態でも送水可能である。
・副送水口と鉗子口との同時送水が可能である。
・タンク内を脱気水にするとEUS時の送水に対応できる。
・観察不良例でも瞬時に洗浄できる。
・タンク内を蒸留水にすると腸管内細菌検査（培養検査）ができる。
・内視鏡挿入時間・観察時間・治療時間の短縮につながる。

【結語】 
　今回CJを改良し、性能向上が図れた。当院では全症例に使用しており、必要不可欠な装置
となっている。したがって、CJ-Ⅲは内視鏡用送水装置として大変有用である。
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④大腸内視鏡治療の適切な機器の使用をめざして
　―高周波手術装置の設定表を作成して―

内視鏡技師　○大野　明博、福田　智子、白武　弥紗
看　護　師　　野田　美保
医　　　師　　山内　康平
佐賀大学医学部附属病院　光学医療診療部

【はじめに】
　近年、当院における大腸内視鏡の治療件数は増加しており、手技やデバイス、高周波手術
装置の進歩に伴い、大腸内視鏡治療も、ポリペクトミーに始まり内視鏡的粘膜切除術（EMR）、
内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）と多岐にわたるようになった。
　今回我々は、治療上重要な課題である術中の機器トラブル回避のため、デバイスや高周波
手術装置の点検と各種設定を再確認した。また、新たに院内用の高周波手術装置や他の高周
波電源装置の設定表を作成したので報告する。

【方法】
　切開・凝固などの各種設定は、従来のメーカーによる推奨設定を基にし、当院での症例経
験を生かして独自に設定した。主に使用しているVIO300D（エルベ社）に、デバイスの種類・
臓器・処置・モードの各設定を入力し、治療の途中でもモード変換を迅速に行えるようにした。
　入力機能のない他の高周波電源装置は、各設定を表にして機器に設置した。
　治療前に、患者に対極板（分割型）が均一に貼付されているかを確認し、VIO300Dにて抵
抗値を測定し、対局板の抵抗値が120Ω以下であることを確認した。

【結果・考察】
　見やすく、使いやすい設定表を作成することで、治療中のデバイスの変更にも迅速に対応
できた。他の術者・介助者への交代時にも設定を間違える危険性が減少し、安全性も確保で
きた。
　対局板の接触抵抗値は、皮膚の状態や患者の体質によって異なるため、皮膚が乾燥して、
カサカサしている場合は、貼付面を濡れタオルなどで湿潤させてから対局板を張る対応が必
要だと考えられた。
　内視鏡治療を行う上で、対極板の貼付位置を確認することは、高周波電流の効果的な通電
を行うことに重要であり、また熱傷事故の防止になることが分かった。
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⑤当院に於けるCTcolonographyの現状と課題

○宮城　直哉、石原　　悟、大城　盛寛、米須　　勇、与古田　拡、大城　雅史
　松田　優二、出津　利恵、喜屋武結子、島尻　豊久、仲座　義富
ハートライフ病院　放射線科

【目的】
　近年、医療情報番組などで取り上げられCTcolonography（以下CTC）が世間一般にも広く
浸透し患者さんなどからの問い合わせも増え始めている。当院でも2013年５月にCT入れ替え
に伴いCTC専用炭酸ガス注入器を導入し検査を施行している。今回2013年６月より施行され
たCTC検査の目的と画像評価、CTC検査の利点、欠点、課題について検討したので報告する。

【方法】
　2013年６月より2014年６月までの69例を目的、前処置の評価（良好・中・不良）、利点、欠点、
課題について検証する。

【結果】
　目的別では約半分（34）例がCF後の症例で、その内CF挿入困難（19）例、CFで病変確認後

（34）例、術前検査造影（23）例であった。
　前処置評価では良（26）例。中（18）例。不（24）例であった。
　利点としてCFに比べ苦痛がほとんどなく、CF困難症例でも挿入困難部の口側部を観察する
ことができ、AirwayではBE類似像にて任意の角度で病変部の側面像が得られる。病変部と周
囲組織の情報が得られる。
　欠点として現在、CFに準じた下剤を使用しているため、残水が多く、病変部が埋もれる事
がある。平坦型病変がわからない。表面の色の変化がわからない。

【考察】　
　検査の質は前処置に左右されるため、如何に残渣や残水を減らせるかが課題であり、今後
当院ではCTC専用に開発された検査食と高張液下剤による前処置にて検討したい。
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⑥大腸CT検査における看護師（Ns）の介入

看　護　師（内技）○ 山村みち子、柳　久美子、永手ちとせ、児玉　律子
放射線技師（内技 ） 前原　修一
内視鏡技師 山元　　修
医　　　師 今村　芳郎、税所　篤郎、平川あさみ、鮫島由規則
鮫島病院

【はじめに】
　以前、炎症性疾患患者の更新用検査は内視鏡検査と注腸検査を行っていた。昨年より注腸
を大腸CTへ変更して放射線技師（男性）が単独で行っていた。今回日頃より病院受診時患者
対応しているNsの介入で患者の苦痛の軽減に繋がるか検討したので報告する

【対象】
　平成26年4月、5月炎症性腸疾患で特定疾患更新のための定期検査を受けた。
　男性22名　女性28名　計50名で、いずれも前年度経験者とした。

【方法】
　全大腸内視鏡検査後の大腸CT検査施行患者に対し、①プロトCO2Lカテーテル挿入、②加圧、
③撮影終了後のガス抜きを行い羞恥心や、不安感、腹満感。また④撮影時の加圧による苦痛
についてアンケート調査を行った。

【結果】
①Nsによるカテーテル挿入や抜去時の羞恥心が少ない。男性59%/女性75%
②Ns施行に対する不安感は少ない。男性64％ /女性79％
③ガス抜き後腹部膨満感消失96％
④1)加圧により張って痛かった32％、2)ガスが出そうで我慢した12％、どうもなかった56％

【考察】
　当院では特定疾患更新検査を年１回は定期的に行っている。Nsの介入が大腸内視鏡検査の
みならず放射線技師と共に大腸CTの介助を行う事で被験者にとって羞恥心や苦痛の軽減と
なった。
　CO2を使用していても、撮影終了直後のガス抜きは腹満感軽減に有効であった。

【結語】
　炎症性腸疾患患者は長期の検査治療が必要とされる、不安や苦痛の軽減を図るため検査前
処置法から検査方法、終了後のケアまでこれからもスタッフの関わり方について工夫が必要
と思われた。
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シ ン ポ ジ ウ ム 大腸内視鏡検査前処置に関する現状と問題点

①当院の下剤内服への取り組み－ペットボトルを使用して－

看　護　師　○味園恵美子、田畑　留美、橋口　和明
内視鏡技師　　有村　彰洋
医　　　師　　花牟禮康生、本田　昭彦、鉾之原　英
花牟禮病院

【はじめに】
　全大腸内視鏡検査（以下TCS）は、正確な診断と治療の為に、検査前日及び当日に腸管洗
浄を行うが、被検者にとっては負担と苦痛を有することもある。当院では、医師の指示の下、
腸管洗浄の飲用方法説明を内視鏡技師が行うが、説明通りの飲用がうまくいかず、検査時の
残便等の原因になり得ることも考えられる。当院では今回、モビプレップペットボトル法（以
下MP法）を利用し、被検者へ説明の簡易化且つ正確な下剤説明ができ、受容性も良く、洗浄
度も良好な成績を得たので報告する。

【期間】
　平成26年１月～平成26年５月の５ケ月間

【対象】
　当院でＴＣＳ目的の被検者でMP法を選択され、アンケート回答及び発表同意を得た被検者
370名。
　アンケート内容は、MP法の説明方法、飲用時間、味等を含むMP法の受容性と、洗浄度の
評価は検査医と内視鏡技師の目視により施行した。

【方法】
　飲用方法については、モビプレップ〇Ｒを２ℓで溶解し１ℓを空ペットボトルに入れ、次に、
残りの半分の500mlを空ペットボトルに入れ、消泡剤を20ml追加する。尚、モビプレップ〇Ｒ は
高張液の為、十分な水分摂取が必要である。
　飲用順番及び時間は、ボトル①１ℓ MPを１時間以内の飲用、その後、ボトル②市販の
500mlの水又はお茶を１時間以内の飲用、ボトル③消泡剤入り500mlMPを30分以内の飲用と
した。ボトル③を飲用後は脱水予防等の為に水分摂取を強く促す。また、検査前日の検査食
及び下剤は使用しない。
　アンケート内容についてはMP法説明時理解度を（わからない・普通・わかった）の３段階
に評価し、飲用時間は（短い・普通・ちょうど良い）、味については（飲みにくい・普通・飲
みやすい）、受容性は（他の下剤がいい・どれも同じ・今回の下剤を希望）の３段階に評価した。
腸管洗浄度については５段階評価（検査不可能・検査に支障をきたす・残差が存在するが検
査に支障はない・残差が殆どない・残差が全くない）とした。

【結果・考察】
　モビプレップ〇Ｒ をMP法に改良し、飲用順番の番号を添付し説明することにより、説明者が
被検者に対する下剤説明が簡易化且つ正確になり被検者の下剤説明理解の受容性が高くなっ
た。
　以前の下剤飲用より、MP飲用途中で市販の水又はお茶を飲用することにより、下剤だけを
飲み続けるという、被検者の苦痛緩和を少しでも改善できた。
　腸管洗浄も大腸憩室等が原因による残便は多少あったものの、検査医もMP法の受容性が高
かった。
　今後も安全安楽な前処置ができるよう工夫していきたい。
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②大腸内視鏡検査における前処置の検討

○田中　美枝（看護師）、東　真奈美（内視鏡技師）、本田　紘子（看）、松竹　育子
　江下美砂代、硴塚美由紀、一瀬　芳美、直理　正子、湊本　晴代、野村　真紀
　宮村三千代、堀江まどか、村上　晴彦（医師）、村上　有佳、土亀　直俊
熊本県総合保健センター

　当センターにおける平成25年度年間内視鏡検査数は上部4118件、下部546件であり下部内
視鏡検査の内訳はドック受診者302件、精密検査244件であった。
　以前の前処置は検査前日の下剤と検査当日の腸管洗浄液のみで行い、1日の検査数はおおむ
ね４件としていたが、１週間に１～２人例で不十分な前処置となり、洗浄液の追加投与を行
い検査施行となっていた。このため検査時間の延長による幾つかの不具合が生じていた。
　そのため、ここ数年は検査前日に検査食を受診者に送付したうえで検査を行ってきた。し
かし検査食の費用は当センター負担となり、受診者には検査当日の腸管洗浄液の加え検査前
日にも食事制限が必要となり二重の負担となっている。
　今回本方式の妥当性について検討したので報告する。
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③大腸前処置説明の時間短縮を試みて　説明用ＤＶＤの作成と活用

○国仲トモ子、渡久山すえの、古波倉美登利、喜屋武香織、宮里　奈央、大城　　敦
　野原さやか、小嶺　幸江、山口明日香
ハートライフ病院　内視鏡センター　看護師

【はじめに】
　当院では、専門性を生かした指導を個別的に行うことで、患者が安心して検査を受けられ、
且つ、安全で正確な診断を得られるよう、大腸検査の前処置説明（以下説明と略す）を主に
内視鏡センターで行っている。説明の流れは、下記の方法による。
　①情報収集②問診③パンフレットに沿った説明④必要時、薬剤の変更と追加⑤電子カルテ
入力多いときには説明患者が10人以上、一人平均20 ～ 30分要する為、スタッフの負担になっ
ていた。
　特にスタッフが手薄になる昼食時間帯は、患者が集中する事が多く、待たせているという
ストレスがあった。そこで、ＤＶＤを利用する事で、口頭説明の時間短縮になるのではない
かと考え、ＤＶＤを作成し使用を試みたので、報告する。

【方法】
１．ＤＶＤ作成前に現状把握の為、上記①～⑤の時間を計り実態調査を行った。
２．実態調査を参考にＤＶＤの所要時間を設定した。ＤＶＤ内容 ①大腸検査とは　 ②食事

の注意事項　③前日の下剤服用　④当日の下剤溶解と服用方法　⑤排便状態の確認方法　
⑥注意すべき症状　⑦排便状況の確認

３．ＤＶＤを利用した説明の実施と評価
【結果・考察】

　ＤＶＤは視覚を用いた説明なので、改めて詳しく口頭でする必要が無く確認程度で済んだ。
それにより、ＤＶＤ作成前は平均約20分かかっていた口頭説明が作成後は平均10分に短縮さ
れ、スタッフのストレス軽減にも役立った。更にスタッフが情報収集している間にＤＶＤを
見てもらう事で、待ち時間の有効活用になった。ＤＶＤを視聴している間に、スタッフは情
報収集以外の業務も行うことが出来、業務の改善にも役立った。
　家族付き添いの無い高齢者や検査日が数ヶ月先の患者で希望者には、ＤＶＤの貸し出しも
行い、安心して検査を受けられるよう患者のニーズにも応えている。

【結語】
　ＤＶＤ作成は時間の短縮とスタッフの精神的ストレス、及び患者の待ち時間の活用に役立っ
たと考えられる。ＤＶＤについての評価・改善、患者の反応については次回の展望とし、今
後もより分りやすい大腸検査の説明に努め,安心、安全で正確な検査が受けられるよう心がけ
ていきたい。
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④大腸内視鏡検査前処置薬の指導方法について
　～病棟看護師への服用指導とパンフレット改善を試みて～

看　護　師　○真栄里聡子、屋良ひろみ
内視鏡技師　　大内和歌子
医　　　師　　島尻　博人、豊見山良作
那覇市立病院　内視鏡センター

【はじめに】
　当院では、年間約1400件の大腸内視鏡検査を行っている。７割外来通院患者、３割が入院
患者に検査が行われている。前処置薬としてポリエチレングリコール電解質液等張液（ニフ
レック）を使用していたが、ポリエチレングリコール電解質液高張液（モビプレップ）の有
効性が検討され、一斉に切り替える事になった。切り替えに伴い、入院患者の便処置不良ケー
スが懸念されることに着眼し、病棟看護師の指導に取り組んだ事を報告する。

【方法】
　①食事内容、指導パンフレット、服用方法の確認の仕方等、現状把握　②内視鏡医師、ス
タッフにて食事内容　指導方法検討　③医師　薬剤師　栄養師　看護師　指導パンフレット
の作成　④病院内スタッフへ勉強会開催　⑤モビプレップへ切り替え実施　⑥切り替え後3 ヶ
月評価　⑥再検討した情報を病棟看護師へ提供　⑦指導効果アンケートを作成し評価した。

【結果】
　食事内容変更、指導パンフレットの活用の結果、前処置不良ケースの低減が見られた。指
導パンフレットを内視鏡センターにて作成配布し、全５回の勉強会を開催することにより普
段問い合わせのなかった質問や、「大腸内視鏡検査おいて前処置の重要性を理解した。」との
声もきかれた。病棟看護師と知識を共有し、共通認識を持ちながら患者指導にあたることに
より、スムーズな内視鏡検査が施行できた。

【まとめ】
　今回、内視鏡検査専門の看護師として、知識を分かりやすく提供し、患者指導に役立てる
事が出来た。また、内視鏡スタッフをはじめ、他部門と協働し指導パンフレットを作成する
ことにより、いろいろな視点から意見が得られ、より良い成果を上げる事が出来た。協働し
ていく大切さも痛感した。今後も患者の訴えをはじめ、他職種の意見を取り入れながら、内
視鏡検査がスムーズに行えるよう取り組んで行きたい。
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⑤大腸内視鏡検査前処置における腸管内洗浄剤２剤の検討

看護師　○ 名嘉眞　功１）、渡慶次智子１）、宮城　律子１）、大城　香海１）、當山　正春１）

 外間　貴子１）、比嘉　涼子１）、崎枝　美香１）、古謝　　香１）、前田　法子１）

 及川　未緒１）、新垣　沙織１）、平田　美和１）

医　師 寺本　　彰２）、富里　孔太２）、近藤　章之２）、伊良波　淳２）、中村　公子２）

 松川しのぶ２）、薮谷　　亨２）、仲村　将泉２）、小橋川嘉泉２）、仲吉　朝邦２）

 内間　康文２）、金城　福則２）

１）浦添総合病院　内視鏡室
２）浦添総合病院　消化器内科

【はじめに】
　当院では大腸内視鏡検査（以下TCS）の前処置としてムーベン（以下M群）を用いているが、
件数の増加に伴い前処置不良や待機時間の延長が問題となってきている。そこで服用量がムー
ベンの半量で済み、腸内洗浄時間の短縮も期待されるモビプレップの導入に伴い、洗浄時間、
患者の忍容性、前処置不良の軽減や看護業務への影響について検討を行った。

【期間・対象・方法】
　平成26年６月から７月までに外来でTCSを受けた患者のうち、アンケート調査に同意の得
られたモビプレップ群20例とムーベン群80例を対象とした。
　検証項目として①洗浄完了までの服用量・服用時間　②患者の受容（味・量・受け入れや
すさ）をアンケートの聞き取り形式で調査を行った。③看護業務への影響は、追加処置として、
グリセリン浣腸の使用、ムーベン液、モビプレップ下剤残液の追加、高圧浣腸の使用に関し
て検討した。

【結果・考察】
①洗浄完了までの服用量・服用時間は、モビプレップ群 平均1000ml+水分800ml ,ムーベン

群 平均2200ml 。モビプレップ群 平均2.2時間　ムーベン群 平均3.1時間であった 。
②患者の受容性は、10段階評価で行った。味：ムーベンは平均6.0点、モビプレップは平均5.8

点と、まあ飲みやすい7点よりやや落ちる程度であった。量：ムーベンは5.4点、モビプレッ
プは5.4点であり、かろうじて飲みきった４点ともう少し飲めた７点のほぼ中間であった。
受け入れ安さ：ムーベン5.7点、モビプレップは6.6点であり、この前処置薬でも良い７点
よりやや劣る程度であった。

③看護業務の軽減として追加処置の有無に関しては、グリセリン浣腸、ムーベン液の追加、
高圧浣腸の使用は無く、モビプレップ下剤残液の追加を認めるのみであった。

【結語】
　モビプレップは洗浄完了時間は短縮され、患者の受け入れもやや良好な傾向であった。今
後は、患者負担や看護業務の軽減に向けて、さらなる検討が必要と考えられた。
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⑥大腸内視鏡検査前処置の見直し
　ニフレックVSピコスルファートナトリウム+ニフレック

内視鏡技師　○宮城　宏枝、玉城真由美
看　護　師　　島田　進也
医　　　師　　座覇　　修
中頭病院

【はじめに・目的】
　大腸内視鏡検査の腸管洗浄剤としてニフレックが広く使用されている。通常２ℓの服用で
十分な洗浄効果が得られるが、効果不十分な場合は追加投与が必要となり、被験者の受容性
の低下に繋がることがある。そこで、検査前夜に経口下剤ピコスルファートナトリウム（以
下ピコスルファート）を服用させある程度排便を促し、検査直前のニフレック服用量の減量、
前処置に要する時間、洗浄効果に改善が得られるかどうか検討を行った。

【期間・対象・方法】
期間：平成24年６月～平成26年７月
対象・方法：前回ニフレックだけで前処置を行った症例で、ニフレックを２ℓ以上の服用（ニ

フレック単独群）した症例のうち、今回検査前夜にピコスルファートを併用した18症例（ピ
コスルファート併用群、男性：13症例、女性：５症例、平均年齢：男性62.8歳、女性：66.8歳、
便秘症例：６例）。
方法：それぞれの前処置法での追加服用の有無・程度、前処置に要する時間、洗浄効果、副

作用等について比較検討。
【結果】

　ニフレックの服用量については、ニフレック単独よりも減量できたのは12例（66.7％）、同
量が５例（27.8％）、増量が必要であったのは便秘の症例１例（5.5％）のみであった。
　前処置に要する時間については、ニフレック単独よりも短縮できたのが11例（61.1％、）、
ほぼ同等であったのが３例（16.7％）、時間が延長したのが４例（22.2％）であった。
　洗浄効果については、ニフレック単独より洗浄効果が改善されたのは10例（55.6％）、同等
であったのが６例（33.3％）、やや悪化となったのは２例（11.1％）であった。
　便秘症例の６例のうち２例（33.3％）は前回より約２時間以上時間を要し、追加服用を要
したのは１例（0.5ℓ）あり、２例とも洗浄効果も前回よりやや不良であった。
　自覚的副作用については、ピコスルファート併用群において就寝時間に排便があり十分に
睡眠がとれない症例が１例あった。

【考察】
　ピコスルファート併用群では、多くの症例で検討事項について改善を認めた。一方改善の
認められなかった2例のうち１例は重度の便秘症であり、他の１例は前立腺癌に対する放射線
療法後の直腸炎を認めていた。ピコスルファート併用群では、夜間排便による睡眠障害につ
いて詳細に検討する必要があった。

【結語】　
　前回ニフレックの追加服用が必要であった症例でも、検査前夜に下剤を併用することによっ
て当日の前処置が効率良く効果的に行うことができ、有用な前処置法の一つと考えられた。
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⑦当院における新規経口腸管洗浄剤モビプレップ®の使用に関する 
医師・患者アンケート

〇 田中　照久１）、東新川実和１）、新垣　伸吾１）、柴田　大介１）、岸本　一人１）、平田　哲生１）

 藤田　次郎１）、島袋　耕平２）、大石有衣子２）、海田　正俊２）、下地　耕平２）、田村　次朗２）

 金城　　徹２）、金城　　渚２）、外間　　昭２）、武嶋恵理子３）、伊良波　淳４）、金城　福則４）

１）琉球大学大学院医学研究科　感染症・呼吸器・消化器内科学 
２）琉球大学医学部附属病院　光学医療診療部
３）浦添総合病院　健診センター 
４）浦添総合病院　消化器内科

【はじめに】
　下部消化管内視鏡検査における前処置の役割は非常に大きく、内視鏡挿入や観察、処置に
大きく影響する。現在、数種類の経口腸管洗浄剤があり、飲みやすさや副作用を考慮して患
者ごとの薬剤選択が必要である。当院では外来患者の場合、検査予約時に外来ナースにより
前処置薬服用方法の説明を受け、自宅にて前処置薬の服用、便性状の確認を行っている。入
院患者の場合は各病棟ナースにより前処置薬服用の管理と便性状の確認を行っている。
 【目的】
　当院ではかつて経口腸管洗浄剤としてニフレック〇Ｒ を主に使用していたが、平成25年10月
より新規登場したモビプレップ〇Ｒ へ変更となった。これに伴い導入初期段階でのモビプレップ
〇Ｒ の服用方法、副作用、前処置の有効性などを患者側・医師側の意見を集計し、現状を評価する。

【対象】
　平成25年11月1日から同年12月31日の期間内にモビプレップ〇Ｒ を使用した下部消化管内視鏡
検査を受け、口頭でのアンケートに回答できた入院患者または外来患者100例から除外患者を
除いた95例と下部消化管内視鏡検査に携わった医師13名 。

【方法】
　患者と担当内視鏡医に以下のアンケートを行った。患者に対しては①性別、②年齢、③検
査施行歴、④モビプレップ〇Ｒ 服用量、⑤飲水量、⑥検査前の便の性状、⑦飲み方が問題なくで
きたか、⑧味の飲みやすさ、⑨服用中の有害事象、⑩再度モビプレップ〇Ｒ を使用したいか、ま
た担当内視鏡医に対しては、①内視鏡施行時の前処置の評価、②腸管内の泡の多さを段階評
価にて解答してもらった。

【結果】
　対象患者95名中、男性54名、女性41名であり平均年齢は58.3歳(14 ～ 86歳)であった。外来
患者75名(79%)、入院患者20名(21%)であり、初回検査が28名(29%)であった。モビプレップ〇Ｒ

の平均服用量は1658 ml、平均飲水量は839 mlであり臨床治験段階での調査とほぼ同等の結果
であった。モビプレップ〇Ｒ の服用方法に関して76名(80%)が問題なくできたと回答しているが、
飲水量がモビプレップ〇Ｒ 服用量の1/3以下が7名(7.4%)おり、中には飲水量が0mlの患者もいた。
今回アンケートを行った結果、明らかになった問題点とそれに対する我々の解決策を含め、
考察を加えて報告する。
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一 般 演 題 医師の部

①放射線治療30年後に膀胱直腸瘻を形成し大腸内視鏡検査にて確認された
一例

○名嘉眞健太、仲松元二郎、大平　哲也、仲村　光輝、真喜屋実之、幸地　　周
　諸喜田　林
北部地区医師会病院　消化器内科

【緒言】
　膀胱直腸瘻は比較的稀な疾患であり、原因には炎症性疾患、悪性腫瘍、先天性、放射線加
療後などが挙げられる。

【症例】
　87歳女性。30年前、子宮癌に対して放射線治療を施行歴あり、誤嚥性肺炎、尿路感染症を
繰り返している患者。今回、意識レベル低下を主訴に当院救急外来を受診。胸部X線で浸潤影
を認め肺炎の診断で入院となった。肺炎の治療後に経管栄養を開始したところ、発熱を伴う
水様性下痢を認め、偽膜性腸炎を疑い下部消化管内視鏡検査を施行した。直腸を観察したと
ころ大小二つの管腔を認めたため、大きな管腔は通常の直腸とは異なる粘膜所見であり盲端
となっていた。もう一方の管腔はやや小さめで、それはS状結腸であることが確認できた。造
影CT撮影を施行したところ、膀胱～子宮～直腸にわたる瘻孔を認めた。確認のため尿道カテー
テルを膀胱に留置し下部消化管内視鏡検査を施行した。瘻孔部に内視鏡を挿入したところ、
膀胱に留置しているバルーンが確認できた事より膀胱直腸瘻と診断した。その後、人工肛門
造設術を行い経過良好である。今回、放射線治療30年後に膀胱直腸瘻を形成し、内視鏡検査
で確認された症例を経験したので若干の文献的考察を加え報告する。



第22回日本大腸検査学会九州支部会

― 23 ―

②Brachyspira pilosicoli 感染性腸炎による敗血症の1例

○山口　太輔１）、寺本　智美１）、二尾　健太１）、田中雄一郎１）、山内　康平２）、中山　敦史１）

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

１）佐賀大学医学部　消化器内科
２）佐賀大学医学部　光学医療診療部
３）佐賀大学医学部　放射線科

【はじめに】
　Brachyspira pilosicoli (B.pilosicoli )はヒトや動物の腸管スピロヘータ症の原因菌で人畜共通
感染症として注目されている。本邦での感染頻度は１％以下とされ、血液培養からB.pilosicoli
を分離できた症例はきわめて稀であり、今回若干の文献的考察を加え報告する。

【症例】
　61歳女性。関節リウマチにて当院通院しPSL7.5mg/day内服中であった。2013年10月に発
熱、下腹部痛が出現し、症状が増悪したため当科を受診した。38.3℃の発熱、下血と下腹部
に圧痛あり、腹部CT検査にて、上行結腸から横行結腸に浮腫状の壁肥厚と周囲の脂肪組織
混濁を認めた。緊急入院後、感染性腸炎を疑い、便培養、血液培養提出後に絶食補液、抗菌
薬(LVFX500mg/day)投与を開始した。翌日下部消化管内視鏡検査にて、上行結腸から横行結
腸右側にかけて亜全周性に浅い潰瘍を認め、潰瘍底はやや暗赤調で、著明な浮腫を伴ってい
た。便培養では螺旋状のグラム陰性桿菌を多数認め、起炎菌としてCampylobacter を疑い、
AZM 2g/dayの投与を追加し加療を継続した。入院３日目には発熱、腹部症状改善し、食事
を再開した。症状再燃無く入院６日目に退院となった。入院時の血液培養ボトルから培養10
日後にグラム陰性螺旋桿菌が観察されたため、16SrRNA遺伝子の塩基配列を解析したところ
B.pilosicoli が同定された。退院10日後の腹部CT検査では腸管の壁肥厚は改善し、周囲の脂肪
組織混濁も消失していた。その後外来での経過は良好である。

【考察】
　今回 B.pilosicoli の敗血症に至る感染経路は腸管からのbacterial translocationと考えられ
た。血液培養から B.pilosicoli が分離、同定される報告は非常にまれであるが、検出率が低い
要因として B.pilosicoli が血液培養で検出されるには5.6 ～ 14.9日を要することが報告されて
おり、一般的な血液培養期間では B.pilosicoli が発育する前に培養を終えてしまっていること
がある。本症例のような臨床背景がある際には速やかに検査技師と情報を共有し、症例に応
じた血液培養期間の延長も必要であると考えられた。
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③繰り返す血便を契機に診断し得たdiverticular colitisの1例

〇上原　博香、折田　　均、圓若　修一、城間　丈二、仲本　　学、宮城　　純
　佐久川　廣
ハートライフ病院　消化器内科

【症例】50歳代　男性 
【主訴】血便 
【現病歴】

　以前より時々血便があり、検診で便潜血陽性となり、2013年12月11日当院内科外来を受診
される。12月18日TCFにてS状結腸に限局したびらん発赤を認め、虚血性大腸炎の診断で整腸
剤を処方され、終診となる。CF検査の3日前より血便があり、検査終了後も血便が持続するた
め、2014年１月７日に再診となる。

【経過】
　 臨床経過より潰瘍性大腸炎（UC）を疑い、同日SCFを行った。SCFは典型的なUCの所見で
はなかったが、診断的治療も兼ねて5-ASA製剤の内服を開始した。その後症状は軽快し、２
月４日のSCFで粘膜所見の改善を確認したが、内視鏡所見よりUCは否定的で、S状結腸憩室周
辺に病変が散見されることから、Diverticular colitis（DC）と考えた。5-ASA製剤をいったん
中止し、整腸剤のみで経過観察とした。２月18日以降外来を自己中断していたが、４月中旬
より再び血便が出現し、５月９日に再々診される。 同日SCFを行ったが、１月７日と同様の
所見であった。治療は前回の経過も踏まえてUCに準じた治療とし、5-ASA製剤と整腸剤を処
方した。５月27日の外来では症状の改善を認めた。現在も外来通院中である。

【考察】
　 DCは近年欧米で提唱されている疾患概念であるが、本邦では本疾患に対する認識が未だ不
十分で、報告例が少ないのが現状である。主としてS状結腸の憩室周囲粘膜に限局した慢性炎
症疾患で、組織所見は非特異的慢性炎症細胞浸潤からUCやクローン病と類似した所見を呈す
る場合まで様々である。発生機序は不明。直腸粘膜が内視鏡的、組織学的に正常であることが、
UCとの鑑別には重要である。DCの一部にUCへ移行する症例がみられ、両者の病態には関連
が示唆されている。治療としては、低残渣食や抗生剤内服、5-ASA製剤服用、切除術などがある。
 【結語】
　血便を繰り返す疾患においては、DCも鑑別疾患の一つとして念頭に置きながら診療に当た
るべきである。
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④当院で経験したアメーバ性大腸炎の検討

○溜田　茂仁１）、藤田　　茜１）、川満　美和１）、大石有衣子１）、海田　正俊１）、下地　耕平１）

　田村　次朗１）、高木　　亮１）、金城　　徹１）、金城　　渚１）、外間　　昭１）、田中　照久２）

　新垣　伸吾２）、東新川実和２）、柴田　大介２）、前城　達次２）、岸本　一人２）、平田　哲生２）

　藤田　次郎２）、伊良波　淳３）、金城　福則３）

１）琉球大学医学部附属病院　光学医療診療部
２）琉球大学医学部附属病院　第一内科
３）浦添総合病院　消化器内科

【背景】
　近年、本邦においても赤痢アメーバは性行為感染症、輸入感染症として増加傾向にある。
今回、我々は当院で経験した14例のアメーバ性大腸炎の臨床経過、内視鏡所見などを検討し
たので報告する。

【対象】
　2001年１月～ 2014年７月までにアメーバ性大腸炎と診断された14例、男/女＝11/3、年齢
中央値 36歳（18 ～ 75歳）

【結果】
＜症状＞下痢８例、血便８例、体重減少４例、発熱４4例、腹痛３例、無症状２例（重複あり＊）
＜感染経路＞性行為５例、海外渡航時 ３例、不明６例 
＜HIV感染＞有/無/不明＝4/5/5 、HIV陽性４例と陰性１例に同性愛歴あり（すべて男性）
＜内視鏡所見＞びらん９例、潰瘍４例（＊）
＜病変部位＞盲腸７例、上行結腸３例、横行結腸１例、下行結腸１例、S状結腸５例、直腸８
例（＊）
＜診断方法＞便塗沫８例、病理６例、アメーバ抗体陽性２例（＊）
＜肝膿瘍＞有/無/不明＝1/6/7
＜治療法＞メトロニダゾール750 ～ 2250mg/日を１～３週間内服。１例のみメトロニダゾー
ルでは効かずパロモマイシン1500mg/日を使用

【考察】
　HIV感染者が比較的多く、HIV感染者の腹部症状の鑑別疾患として赤痢アメーバの検索は必
須と思われた。また、日常臨床で潰瘍性大腸炎として治療されていた症例もあり、炎症性腸
疾患と鑑別を要するが、時に見逃されることもある。赤痢アメーバの確定診断として、便塗
沫や病理診断は有用であり、疑わしい場合は、検査側に強く赤痢アメーバの鑑別を提示する
ことが重要である。



第22回日本大腸検査学会九州支部会

― 26 ―

⑤潰瘍性大腸炎患者腸液中のサイトメガロウイルスDNA PCR診断
　組織病理診断および血中CMV antigenemiaとの比較

〇伊良波　淳１）、金城　　徹２）、岸本　一人２）、外間　　昭２）、金城　福則１）

１）浦添総合病院　消化器内科
２）琉球大学医学部附属病院　光学医療診療部

【はじめに】
　潰瘍性大腸炎(以下UC)は原因不明の炎症性腸疾患であり、再燃と寛解を繰り返す疾患であ
る。UC手術検体の26%にサイトメガロウイルス（以下CMV）が認められたという報告もあり
UCの再燃および難治化にCMVが関与しているとされている。しかしながら組織病理診断は感
度が高くないため、組織病理中の免疫染色や血中CMV antigenemiaも補助診断として用いら
れているが、いまだ完全な診断法は確立されていない。今回我々が行った診断法（以下腸液
PCR法）は腸液を検体に用いているため内視鏡検査中に容易に採取できるため侵襲性が高く
なく検査としても簡便である。また内視鏡所見とリアルタイムに比較できることがメリット
として考えられる。また、組織病理診断や血中CMV antigenemiaと比べ多くの症例でCMVが
検出されたため両検査法との比較を中心に報告する。

【方法】
　対象は2012年６月から2013年12月の間に大腸内視鏡検査を施行し、腸液を採取した潰瘍性
大腸炎患者57症例（男性30例、女性27例）である。腸液PCR法の結果を組織病理診断および
内視鏡前後1週間以内の血中CMV antigenemiaと比較した。また内視鏡における潰瘍所見の有
無の場合においても比較を行った。

【結果】
　腸液PCR法の陽性率は38.6%(22/57例)であり、組織病理診断の陽性率9.7%(3/31例)および、
血中CMV antigenemiaの陽性率19%(4/19例)より高かった。いずれの検査も内視鏡所見で潰
瘍を有する症例では潰瘍を有さない症例を上回り、いずれの場合でも腸液PCR法の陽性率が
最も高かった。組織病理診断を真とした場合において、腸液 PCR法は感度が100%、特異度
が71.4%であり、組織病理診断に対する血中antigenemiaの感度は25.0%、特異度が88.9%と
感度で大きく上回った。組織病理診断で陰性かつ腸液PCR法で陽性であった症例は８例あり、
３例で難治化を認め、うち１例が手術となった。

【結論】
　腸液 PCR法は組織病理診断で拾いあげられなかったCMVを検出した。それらのいくつかの
症例で難治となったことから腸液PCR法は組織病理診断を補い、隠れたCMV症例を拾いあげ
ることで診断の一助となることが考えられる。
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⑥大腸憩室出血に対するHSE併用下クリップ止血術の経験

〇富里　孔太、普久原朝史、近藤　章之、寺本　　彰、伊良波　淳、中村　公子、松川しのぶ、
　薮谷　　亨、仲村　将泉、小橋川嘉泉、仲吉　朝邦、内間　庸文、金城　福則
浦添総合病院　消化器内科

　大腸憩室症は従来欧米で多く報告されてきたが、本邦でも増加の傾向にある。高齢化、抗
血栓薬の使用頻度の増加とともに大腸憩室出血症例増えている。当院での大腸憩室出血に対
する治療のストラテジーは、活動性の出血が予想される症例では、積極的に造影CT検査を行
い、造影剤の腸管への漏出を認めるような出血に対しては、緊急に大腸内視鏡を行うことと
している。実際、憩室出血に対しては、クリップによる憩室の縫縮、露出血管の把持を行う
ことを目標としているが、動脈性の活動性出血では、出血、血塊のため、クリップ止血が困
難であることも多い。当院では、昨年より、出血、血塊により憩室口全体が視認できない活
動性の出血に関して、HSE（5%~7.5%）を憩室近傍に粘膜下層内に注入し、一次止血を得た
あとに、クリップでの止血を行う方法を選択している。 
　HSE併用下でのクリップ止血術に関しては、一次止血を得ることで良好な視野をとること
ができ、憩室口の確認も容易になる。より確実なクリップ止血も可能となり、従来試行して
いた出血の中でのクリップ止血より有効である感触を得ている。症例は少ないが、当院での
経験と、若干の文献的考察を踏まえ報告する。
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⑦悪性腫瘍による大腸狭窄症例に対するステント治療の経験

○クリステンセンめぐみ、當間　　智、小橋川ちはる、大城　　勝
沖縄赤十字病院　消化器内科

　悪性大腸閉塞は大腸癌患者の８% ～ 25%の患者にみられ、緊急手術による大腸減圧は高
い罹患率と死亡率に関連すると報告されている。2012年より本邦で大腸ステントが保険収載
され、悪性結腸直腸閉塞の治療に大腸用ステントが使用可能になった。悪性大腸狭窄に対す
るself-expanding metallic Stent(SEMS)留置は、イレウス管にかわる術前腸管減圧(Bridge to 
surgery;BTS)と、根治切除不能例に対する緩和治療としての腸管減圧術として期待されている
がその有用性や安全性については未だ明らかでない点も多い。今回我々は、悪性腫瘍による
大腸狭窄症例に対してSEMS留置を行った15例を経験したので若干の文献的考察を加えて報告
する。

【方法】
　2012年１月から2013年12月までに大腸ステント挿入した15症例を対象とした。男女比は男
性９例、女性６例、平均年齢は65歳(36-94歳)

【成績】
　腫瘍部位は、直腸５例、S状結腸５例、横行結腸３例、上行結腸１例、下行結腸１例であり
留置成功率は100%と良好であった。挿入目的は緩和目的3例、緊急手術回避(BTS)目的12例で
平均留置期間は16.2日(9-32日)であった。合併症は１例のみ手術時に発覚した穿孔した症例が
あったが、それ以外は特に大きな合併症はみられなかった。ステント留置後全例で経口摂取
可能となった。

【結論】
　悪性結腸直腸狭窄に対するステント留置術は、手術成功率が高く、偶発症も少なく、緩和
治療目的と術前一時的留置目的のいずれにも有用である。しかし、穿孔やmigration等の偶発
症も報告されており、安全に留置するよう細心の注意を払う必要があり、留置後も定期的な
画像検査などで厳重な経過観察を行う必要がある。
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⑧神経因性骨盤臓器症候群(NIS)の検査と治療成績

〇高野　正博
大腸肛門病センター　高野病院

【目的】
　会陰部に慢性疼痛を訴える症例があり、肛門指診にて診ると仙骨・陰部神経に沿って圧痛
ある硬結が存在する。さらに直腸肛門痛に加えて、括約不全、排便障害、腹部症状、腰椎症
状を訴える。これらの合併率は高く、５症候のsyndromeを形成していることが分かった。こ
れらの病態には仙骨神経と骨盤内臓神経の両者の障害が関与しており、神経因性骨盤臓器症
候群(Neurogenic Intrapelvic Syndrome; NIS)と名付けた。今回、NISにおける症状、身体所見
に加えて、NISの病態に伴う機能障害の特徴を諸種の生理検査と画像検査によって調査し、治
療成績を検討した。

【対象と方法】
　対象は、当院で2011 ～ 2013年にNISと診断され、２回以上肛門内圧検査を行った93例(男
性36例(38.7%)、女性57例(61.3%))で、平均年齢は64.6±14.5歳。NISに関わる肛門、直腸、結腸、
骨盤内神経、腰椎に関して、残便造影検査、経口大腸造影検査、直腸肛門機能検査などを必
要に応じて選択して行った。また、病態に応じて、肛門痛には主としてブロック療法、括約
不全にはバイオフィードバック(BF)療法、腸管の運動不全には薬物療法、神経障害には理学療
法と運動療法、また症候群に附随する精神疾患には心理療法を組み合わせて治療した。直腸
と肛門の機能改善のためのBF療法は、直腸肛門の感覚や運動の障害に対して、理学療法を加
味して肛門の収縮のみならず排出・感覚訓練などを病態に応じて組み合わせて行った。

【結果】
　残便造影検査を行った76例の検査所見では、Outlet obstructionは治療前56例(73.7%)、治
療後30例(39.5%)、括約不全は治療前32例(42.1%)、治療後17例(22.4%)であった。経口大腸造
影検査の74例では、Outlet obstructionが治療前62例(83.8%)で、治療後33例(44.6%)であっ
た。治療成績をNISの症候別にみると、直腸肛門痛57例中46例(80.7%)、括約不全59例中45例
(76.3%)、排便障害89例中75例(84.3%)、腹部症状55例中47例(85.5%)、腰椎症状65例中34例
(52.3%)で症状が改善した。圧痛ある硬結は、消失８例(8.6%)、軽減65例(69.9%)、不変15例
(16.1%)、悪化５例(5.4%)と約８割の症例で改善した。

【結語】
　NISの病態の評価として、画像検査を中心とした諸種の検査の組み合わせが有効であった。
また、３症候以上を有する症例でもそれぞれの病態に対する治療法を組み合わせ、総合的な
チーム医療での加療を行うことによって高い治療効果が得られた。
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協　賛　企　業
共　　　催 エーザイ株式会社
 エーディア株式会社

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　中央医療器
 株式会社　トップ
 富士フイルムメディカル株式会社
 堀井薬品工業株式会社

抄録集広告 旭化成メディカル株式会社
 アストラゼネカ株式会社
 株式会社沖縄メディコ
 株式会社JIMRO
 第一三共株式会社
 株式会社中央医療器
 PSP株式会社
 富士フイルムメディカル株式会社
 レキオファーマ株式会社

（五十音順）
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