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学会参加者の皆様へのご案内とお知らせ

１）受付
１．参加受付は８時45分より３階のサファイアホ－ル飛鳥前ホ－ルにて行います。

２．受付にて氏名、職種等記入し学会参加費をお支払い下さい（現金のみ）

医師３, ０００円、コメディカル１, ０００円、学生無料（学生証をご提示下さい）

３．参加費納入後に参加証兼領収書をお渡し致します。参加証に所属、氏名を記入しネ－ムタグを

お渡しいたしますので会場内では必ず首にかけて下さい。

参加証の再発行は致しかねますので、紛失には十分ご注意下さい。

４．医師の皆様へ ｢日本医師会・鹿児島県医師会生涯教育講座参加証｣ は受付で記名して頂きまし

たら、当事務局にて申請を致します。（特別に参加証は準備致しません）

５．当日は参加者アンケ－トを実施致します。ご記入のうえ受付のアンケ－ト回収箱にお入れ下さ

い。次大会のご参考に致します。

６．本支部会はク－ルビズを励行致しますので、演者、司会、座長、参加者もノ－ネクタイでのご

参加をお願い致します。

７．先着順に城山温泉 ｢さつま乃湯｣ の入湯券を進呈致します。

（ランチョン開始前の11時45分頃に支部会受付にて配布致します。）

２）発表会場
１．全ての発表は３階サファイアホ－ル飛鳥で行います。

３）一般演題・教育講演・シンポジウムの演者の皆様へ
◎発表時間

１．一般演題（コメディカル・医師）

発表時間は７分、質疑応答３分です。スライド枚数は上限はありませんが、発表時間内に収ま

るように作成をして下さい。

２．教育講演（Ⅰ・Ⅱ）

発表時間、質疑応答を含む６０分です。スライド枚数の上限はありませんが、発表時間内に収

まるように作成をして下さい。　

３．シンポジウム

発表時間は動画報告を含む10分です。全シンポジストが発表終了後に再度、全員登壇をして

頂き40分間討論していただきます。

スライド枚数の上限と動画を流す時間の制限はありませんが、発表時間内に収まるように作成

をして下さい。

◎発表形式

１．発表はWindows を用いたコンピュ－タ－のみのプレゼンテ－ションに限らさせて頂きます。

また、プレゼンテ－ションソフトはMicrosoft　Powerpoint2003です。当日、会場に用意

するパソコンのOSはWindowsXPとなりますのでデ－タ作成にあったては上記OSソフト
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に合致するデ－タ形式として下さい。

２．Powerpoint2007又は2010で作成された場合はご面倒ですが、Powerpoint97-2003に

保存形式を変更して下さい。

※Powerpointの左上のタグより名前を付けて保存を開きドキュメントのコピ－保存で

Powerpoint97-2003プレゼンテ－ションを選択する順で保存をして下さい。また、

保存した際には、正しく表示されるかもご確認して下さい。

３．上記以外のOS（Macintosh）等や35mmスライドはご利用になれません。

４．シンポジウムの動画報告も Powerpoint2003を使用して頂きます。その際に動画記録は

Windows Media Playerde で再生できるように作成し動画ファイルもご一緒に提出して下

さい。動画ファイルが同パソコン上にないと動画再生がされない原因に繋がりますので、十分

ご注意下さい。

５．デ－タ作成時の注意点として、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

また、画面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の原因になる

ことがありますのでご注意下さい。

◎発表デ－タの提出

１．学会進行を円滑に行う為に、大変申し訳ございませんが７月31日必着にて下記宛てにメ－ル

添付にて提出をお願い致します。事前にご確認させて頂きます。

その後のデ－タ差し替えやご変更は当日、試写用パソコンを１台受付に準備を致しますので、

午前中の演者の方は９時20分までに午後からの演者の方は12時までに、試写係に申し出て下

さい。確認の上ご対応をさせて頂きます。

お預かり致しましたデ－タは支部会終了後に事務局で責任をもって消去致します。

（E-mail：sr-houjin@po11.synapse.ne.jp）

◎その他

１．演者は発表開始の１時間前までに必ず演者受付にて来場確認をお願い致します。また、30分

前には次演者席にご着席下さい。

２．パソコン操作は演者ご自身で操作をお願いします。

３．一般演題とシンポジウムの演者に発表時間の経過のお知らせを致します。

※発表制限時間となりましたらベルを ｢チン｣ と一回鳴らします。その後30秒経過しま

すと ｢チンチン｣ と２回鳴らします。以後30秒ごとにベルの回数が増えて行きます。

発表時間の厳守にご協力をお願い致します。

４）司会・座長の先生方へのお願い
１．担当セッションの開始１時間前までに司会、座長受付にて来場確認をお願い致します。また、
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担当セッションの30分前には次座長席にご着席下さい。

５）幹事・評議員の皆様へお知らせ
◎幹事会について

１．日時：平成24年８月３日（金）18時30分～

２．会場：城山観光ホテル「クイ－ンル－ム（４階）」

◎評議員会について

１．日時：平成24年８月４日（土）11時30分～

２．会場：城山観光ホテル「クイ－ンル－ム（４階）」

６）器機展示、物産販売について
１．受付開始時間の８時45分より会終了の16時まで、サファイアホ－ル飛鳥前のホ－ルにて器機

展示と鹿児島県枕崎市の物産の販売を致します。

７）連絡先
１．第20回日本大腸検査学会九州支部会　会長　牧角寛郎

学会事務局：社会医療法人　聖医会　サザン・リ－ジョン病院（櫛下町・浜村）

〒898-0011　鹿児島県枕崎市緑町220番地

TEL：0993－72－1351　FAX：0993－72－2128

E-mail：sr-houjin@po11.synapse.ne.jp

事務局：社会医療法人　聖医会　サザン・リージョン病院
〒898-0011　鹿児島県枕崎市緑町220番地
電話：0993-72-1351　FAX：0993-72-2128
E-mail：sr-houjin@poll.synapse.ne.jp
担当：法人事務室（櫛下町・浜村）

日本大腸検査学会九州支部のホームページ
http://www.sameshima.jp/jsceq.htm
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交通のご案内

7月4日現在、6月の大雨によりこちらのルートは通7月4日現在、6月の大雨によりこちらのルートは通行
止めになっております。8月4日の段階においても通行止めになっております。8月4日の段階においても通行
できないおそれもございます。ご了承ください。できないおそれもございます。ご了承ください。

7月4日現在、6月の大雨によりこちらのルートは通行
止めになっております。8月4日の段階においても通行
できないおそれもございます。ご了承ください。
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会場案内図
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日　程　表　　　　　　　　8月4日（土）

会場

3F　サファイアホール飛鳥

開会式

一般演題（コメディカルの部）
座長：花牟禮　康生

発表者：住吉　洋子／塗木　良幸

　　　　橋口　和明／出野　一美

　　　　河田　綸子／江島真依子

教育講演Ⅰ
講師：森　　正樹

司会：夏越　祥次

休憩時間
※11：45～城山温泉「さつま乃湯」入湯券配布

ランチョンセミナー
講師：石川　直人

司会：岩切　龍一

シンポジウム
（大腸内視鏡検査の用手圧迫法について（動画報告））

座長：野崎　良一

座長：眞野　弘美

発表者：松平美貴子／永手ちとせ

　　　　大波多歳男／尾上　正好

教育講演Ⅱ
講師：吉中　平次

司会：神保　勝一

一般演題（医師の部）
座長：鮫島　由規則

発表者：二尾　健太／村田　篤彦

　　　　前崎　孝之／野田　朋宏

馬場　研二　　

閉会式

評議員会

控　室
4F クイーンルーム

9:15

9:30

10:30

11:30

12:00 12:00

11:30

14:30

9:30

13:00

14:20

15:20
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プ ロ グ ラ ム

開会挨拶 9：15

大会長　牧角　寛郎（社会医療法人聖医会　サザン・リ－ジョン病院）

支部長挨拶
九州支部会支部長挨拶　牧山　和也（社会医療法人春回会　井上病院）

一般演題（コメディカルの部） 9：30～10：30 P9～ P15

座長：花牟禮　康生（康陽会　花牟禮病院）
「クリニックにおける大腸検査の前処置、前投薬について」

１．当院における大腸内視鏡検査の前処置
小吉胃腸科クリニック　住吉　洋子（鹿児島）

２．当クリニックにおける大腸内視鏡検査の取り組み
　　　　～検査予約から検査開始までの流れを中心に～

大海クリニック内視鏡検診センタ－　塗木　良幸（鹿児島）

３．大腸内視鏡前処置におけるビジクリア配合錠の減量を試みて
康陽会　花牟禮病院内視鏡室　橋口　和明（鹿児島）

４．自宅で安全に大腸内視鏡検査の前処置を行えるか？
慈愛会　今村病院　出野　一美（鹿児島）

５．大腸内視鏡検査の前処置・前投薬
みはらライフケアクリニック　河田　綸子（熊本）

６．ビルクリニックにおける大腸内視鏡検査の前処置と前投薬について
クリスタルビルクリニック　江島真依子（福岡）

７．難渋の末に除去できた便塊の一例
有田胃腸病院　中村志津子（鹿児島）

教育講演Ⅰ 10：30～11：30 P16

「最近の癌研究から分かったはっとすること」
講師：森　　正樹（大阪大学大学院消化器外科）
司会：夏越　祥次（鹿児島大学大学院消化器・乳腺甲状腺外科）

ランチョンセミナー 12：00～13：00 P17

「潰瘍性大腸炎に対するクリニックの診療実態」
　　－ここまでなら開業医でも診れる－

講師：石川　直人（石川クリニック）
司会：岩切　龍一（佐賀大学医学部光学医療診療部）
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シンポジウム（大腸内視鏡検査の用手圧迫法について（動画報告）） 13：00～14：20 P18～ P21

座長：野崎　良一（高野会 高野病院）
座長：眞野　弘美（九州消化器内視鏡技師会役員）

１．当院における大腸内視鏡検査の腹部用手圧迫法について
高野会　大腸肛門病センタ－高野病院　松平美貴子（熊本）

２．当院での大腸内視鏡検査時の用手圧迫法
潤愛会　鮫島病院　永手ちとせ（鹿児島）

３．大腸内視鏡検査における用手圧迫法について
　　　～内視鏡技師の役割～

新別府病院　外来・内視鏡室　大波多歳男（大分）

４．当院における用手圧迫法について
　　　～透視画像による手技の供覧～

聖医会　サザン・リ－ジョン病院　尾上　正好（鹿児島）

教育講演Ⅱ 14：20～15：20 P22

「事例に学ぶリスクマネジメント」
講師：吉中　平次（鹿児島大学病院）
司会：神保　勝一（神保消化器内科医院）

一般演題（医師の部） 15：20～16：00 P23～ P27

座長：鮫島　由規則（潤愛会　鮫島病院）
「大腸疾患・検査に関すること」

１．放射線性腸炎に対してアルゴンプラズマ凝固療法が著効した１例
佐賀大学医学部付属病院消化器内科　二尾　健太（佐賀）

２．当院における高齢者の全大腸内視鏡検査の有用性と安全性の検討
　　　－高齢者群と非高齢者群の比較－

芳寿会　芳野病院　消化器内科　村田　篤彦（福岡）

３．内視鏡挿入困難な閉塞性大腸癌に対する大腸３DCTの有用性
大腸肛門病センタ－高野病院　放射線科　前崎　孝之（熊本）

４．Diverticular　colitis の１例　－３D CTとバリウム造影像の比較－
慈愛会　今村病院消化器内科　野田　朋宏（鹿児島）

５．当院における大腸癌の術前診断と病理診断の対比
鹿児島大学消化器・乳腺甲状腺外科　馬場　研二（鹿児島）

次回大会長挨拶
岩切　龍一（佐賀大学医学部光学医療診療部）

閉会挨拶
大会長　牧角　寛郎（社会医療法人聖医会　サザン・リ－ジョン病院）



－9－

１．当院における大腸内視鏡検査の前処置

小吉胃腸科クリニック
内視鏡技師　○住吉　洋子、前田はつ代
看　護　師　　濱崎百合子、尾曲　和子、鶴窪きぬ子、浜崎　宏美、梅木　奈美、山下　恵
　　　　　　　椎葉　美穂
医　　　師　　永井　志郎、小吉　洋文

【はじめに】大腸癌や炎症性腸疾患の増加に伴い、大腸検査を希望される方が年々増加傾向にあり、
当院でも昨年は約3000件の大腸内視鏡検査を実施した。検査食は使用せず、被験者に食事の注意事
項を説明し、ピコスルファートナトリウム製剤を検査前夜に30滴、当日クエン酸マグネシウム製剤
を1800ml 服用している。開院以来、さまざまな前処置法を試してきたが、数年前からクエン酸マ
グネシウム製剤を用いる様になり、腸管洗浄液に対する被験者の不満が減少したと思われたので、
被験者が前処置に対してどのような感想を抱いているのかアンケート調査を実施した。
【方法】平成24年３月末から４月16日の約２週間にかけて大腸内視鏡検査の被験者100名を対象とし
たアンケート調査を行った。調査項目は、クエン酸マグネシウム製剤や腸管洗浄液の、味・量の評
価、腸管洗浄効果、前処置にかかる時間、前処置による合併症の発現率等を検討した。
【結果】対象となった被験者は100名（男性53名、女性47名）。年齢は20歳～80歳（平均65歳）。腸管
洗浄液に伴う合併症（吐き気、腹痛、冷汗、その他）の発現率はピコスルファートナトリウム製剤
で４％、クエン酸マグネシウム製剤で１％。クエン酸マグネシウム製剤の味の評価は　飲みやすい
が95％、飲みにくいが５％。1800mlの量については多いが25％、適当であるが75％、少ないが０％。
前処置に要した時間（クエン酸マグネシウム製剤服用開始から前処置完了までの時間）は２時間以
内が72％、２～３時間が18％、３時間以上が２％。日常の排便状態は、毎日出るが79％、２日に１
回が16％、３日に１回が５％、４日以上出ないが０％。腸管洗浄効果の判定は（1）良好（残量が全
く見られない）６％、（2）ほぼ良好（残渣が少量で観察を妨げない）78％、（3）やや不良（残渣が中
等度にあり観察を妨げる）15％、（4）不良（残渣が多量にあり観察が困難である）１％。検査可能
になるまでの排便回数は、３回が２％、４回が18％、５回が21％、６回が15％、７回が13％で平均
６～７回であった。クエン酸マグネシウム製剤服用開始後、排便状況が検査可能にならなかった被
験者に対してはソルビトール20ml を併用した。その結果15分程度で検査可能となった。大腸内視
鏡検査の精度向上のためには、良好な洗浄効果と前処置に対する被験者の受容性の改善が必須であ
る。今後も外来における当院での大腸内視鏡検査がスムーズに行えるように工夫していきたいと思
う。

一般演題（コメディカルの部）
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２．当クリニックにおける大腸内視鏡検査の取り組み
～検査予約から検査開始までの流れを中心に～

医療法人大海クリニック内視鏡検診センター
内視鏡技師　　　　○塗木　良幸、繁田　清人
内視鏡技師・看護師　上村　真紀、丸目　円加、平松　京子、青崎　律子、平木場由美
消化器内科医師　　　下迫田浩幸、潟山　浩昭、大西　浩之

【背景】当クリニックは、平成13年に開院してから約11年が経過した。大腸内視鏡検査は増加の一
途をたどり、昨年は1,602件を数えた。今回当クリニックの検査予約から検査開始までの経過と検
査前処置法について患者にアンケート調査を実施。結果を織り交ぜながら報告する。
【検査予約について】外来診療または、電話等によって検査予定が決まると、当クリニック独自で
作成したDVDによる説明を参照してもらい、検査の方法や流れの理解を得る。その後、検査に臨
む意思確認しDVDによる説明についての補足を行う。自宅で飲用する前日服用薬と検査当日服用
薬一式を持ち帰っていただく。
【前日投薬】検査前日は、検査食を朝・昼・夕と摂取し21：00にセンノシド2T（プルゼニド）を服用
し、その後通常通り就寝。
【検査当日】朝６：30より、ピコスルファートナトリウム水和物液10ml（ヨーピス内服液0.75％）と
クエン酸マグネシウム1,800ml（マグコロール P）を約90分かけて服用。排便効果が落ち着いた後、
10：00頃に来院。排便状況を把握し、バイタルチェックを行い医師の指示にて、前処置薬飲用専用
個室にてポリエチレングリコール液１L（スクリット）を目安に服用し、排便状況の経過観察を行う。
【検査前準備】検査着更衣後、点滴し血管確保。最終問診を行い内視鏡室にてモニタリング開始。
抗コリン剤またはグルカゴン静注後、ミダゾラムを静注し検査開始。
【おわりに】当クリニックにおける、前日投薬から検査開始までの流れを報告した。これからも、
患者にとって負担が少なく良好な前処置方法を考え、大腸がんの早期発見と早期治療に取り組み、
地域医療に貢献していきたい。
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３．大腸内視鏡前処置におけるビジクリア配合錠の減量を試みて

花牟禮病院
内視鏡室　内視鏡技師　○橋口　和明、有村　彰洋
　　　　　　　　医師　　花牟禮康生、本田　昭彦、鉾之原　英

【はじめに】全大腸内視鏡検査は、正確な診断と治療のため検査当日に腸管洗浄をおこうなうが、
それはかなりの負担と苦痛を有すると推測される。そこで当院では今回、リン酸ナトリウム製剤
（以下ビジクリア®配合錠）の減量への取り組みを行ったので報告する。
【対象・方法】期間は平成23年12月１日から平成24年２月末日まで、対象は全大腸内視鏡検査にお
いてビジクリア配合錠を選択された、男性36名・女性38名計74名である。方法は検査前日夜ラキソ
ベロン液10ml、検査当日ビジクリア配合錠５錠 +水分200ml を20分間隔で飲用、総計２時間40分
でビジクリア配合錠40錠＋水分量1600ml とした。評価については洗浄度を１・残渣多量２・やや
多い３・少し（検査に支障のない程度）４・ほとんど無い５・無いの５段階評価で検査施行医と内視
鏡技師の両者により判断し、３から５を良好群とした。
【結果】洗浄度については、１・１名、２・２名、３・39名、４・30名、５・２名で良好群は71名（95％）
であった。また過去当院にて全大腸内視鏡検査を受けている方31名の洗浄度を調べたところ、ビジ
クリア群の洗浄度１・０名、２・０名、３・21名、４・８名、５・２名で良好群31名（100％）、腸
管洗浄液群の洗浄度１・０名、２・４名、３・17名、４・10名、５・０名で良好群27名（87％）とビ
ジクリア配合錠使用例の方が成績がよい結果となった。またこの31名の方々に、次回検査時の下剤
は以前の腸管洗浄液とビジクリア配合錠とどちらを選択いたしますかと、アンケートを行ったとこ
ろビジクリア配合錠を選択する10名、どちらでもよい12名、以前の腸管洗浄液を選択する９名と大
きな差はなかった。しかしこの減量法の試験中２月中旬、65歳以上の高血圧症と診断されている方
には、本剤を使用できないとなり、当院では基本的に年齢に関係なく高血圧症の方には使用しない
とした。平成23年12月から平成24年２月までの当院全大腸内視鏡検査でのビジクリア配合錠使用率
43％であったが、平成24年３月から５月までの期間はビジクリア配合錠使用率19％までに落ち込む
結果となった。
【まとめ】ビジクリア配合錠を40錠に減量しても良好な洗浄度を得られた。
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４．自宅で安全に大腸内視鏡検査の前処置を行えるか？

公益財団法人　今村病院
内視鏡技師　○出野　一美、中川　美和、宮里佳代子、梅田　弥生
看護師　　　　竹内　陽子、富田　桃子、井手之上涼子、小松　知美
検査技師　　　あべ松裕乃、谷口　朝香
医事課　　　　有馬　彩裕
医師　　　　　水流　弘文、宮田生弥子、小野　陽平、徳元　攻、大井　秀久

　当院の大腸内視鏡検査（以下ＣＦ）件数は、昨年度1258件と年々増加している。その中で、外来
患者853件、入院患者386件、健診者19件と外来患者が大多数を占めている。
　当院のＣＦの前処置は、前日にエニマクリン食、眠前にモサプリドクエン酸製剤、センノシド錠
内服し、当日モサプリドクエン酸製剤内服後、経口腸管洗浄剤（電解質配合剤）を２リットル飲用
している。電解質配合剤を飲用困難な場合は、リン酸ナトリウム配合錠50錠に変更し前処置行う被
検者もいる。
　当院では、以前内視鏡室に専用トイレがなかったこと、１日中院内にいるという拘束感を少しで
も減らせるよう、当日の前処置を自宅で行う方法も取り入れている。そこで、自宅で安全・確実に
前処置を行い検査できているのか検討する為、今回、昨年度のＣＦ前処置を自宅で飲用した被検者
を対象に検査可能な観便状況だったのか調査した。
対象者　　　自宅飲用者　183人（外来ＣＦ患者の23％）
　　　　　　ビジクリア錠内服　１人
対象の属性　男性91人　女性92人　　ＣＦ経験　有117人　無67人
結果　183人全被験者安全に服用でき、CFは183人100％十分に観察できた。
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５．大腸内視鏡検査の前処置・前投薬

みはらライフケアクリニック（熊本）
○河田　綸子、藤岡美智子、三原　修一

　当院は、平成23年11月15日に開設し、本年５月31日までに158例の全大腸内視鏡検査（TCS）を
行ってきた。当院では、安全で楽な検査、精度の高い検査を心がけており、全例に血管確保を行
い、モニターによる全身状態の監視を行っている。また、炭酸ガスを用いているため、検査後の腹
満、腹痛などの苦痛は全くない。スコープは、NBI および拡大観察が可能なオリンパス社製 PCF-
Q260AZI を用いている。
　前処置は、検査前日に検査食（昼食、夕食）を摂取し、眠前に下剤（ラキソデート１A）を十分
量の水で内服。当日は、洗腸剤（マグコロール P）1800ml を１時間かけて飲用、不十分なときは
600ml 程度を追加している。３月15日から５月31日までのTCS 受診者77名のうち、74例（96.1％）
に十分な洗腸効果が得られた。
　前投薬は、鎮痙剤としてブチルスコポラミン（ブスコパン）10mg。鎮静剤は、当初ジアゼパム（セ
ルシン）5～7.5mg を使用していたが、３月以降は塩酸ペチジン（オピスタン35mg）1/2A～1Aと
セルシン3～5mg を併用し、年齢や体重等の条件によって適正量を決定している。後者に変更後、
受診者の苦痛および検者のストレスが軽減し、回盲部到達時間もほとんどの症例で３～５分程度と
なった。これまで、巨大結腸・過長結腸症の１例を除いて全例回盲部まで到達している。セルシン
の使用量が減ったため、覚醒時間も早く、良好な覚醒が得られる。上部消化管内視鏡検査と同時施
行例も多いが、これまで偶発症も全く経験していない。オピスタンは、鎮痙、鎮静、鎮痛作用に優
れ、適正量使用することで、楽で安全なTCSが可能になると思われる。
　また、炭酸ガスの使用は、受診者の苦痛の軽減のみでなく、送気状態での観察が可能となったこ
とから、見逃しの防止にも役立っている。
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６．ビルクリニックにおける大腸内視鏡検査の前処置と前投薬について

クリスタルビルクリニック
内視鏡技師　○江島真依子、長　信夫、下村留美子、小田　知己、大草　祐子
看　護　師　　松本美恵子、近間　恭子、福留　直美、安本　知佳、鶴　みか、大塚　望
医　　　師　　塩飽　徳行

　当院は福岡市のビジネス街にあり、スクリーニングやＥＭＲなど年間約2500例の大腸検査をおこ
なっている。検査の対象となる患者の年齢層は20才代から70才代と幅が広く、現役世代の患者が多
いため、検査に割く時間には制限がある。この様な背景の中で、病院に比べ内視鏡検査は限られた
スペース・設備の中で行われているが、安全かつ患者さんに負担の少ない検査をめざして今日まで
行ってきたので、その前処置について報告する。
＜既往歴や現症状の把握＞
　問診においては、既往や症状を確認し、前投薬の選択やスコープの選択を行っている。ほぼ全例
の検査をセデーション下で行っているため、問診時、当日にポリープ切除まで希望するか否かを確
認をしている。その際、ポリープ切除後の安静の必要性を説明している。ポリープ切除後の注意事
項については、個人像を把握し、その人に応じた、より具体的な説明が必要である。このためには、
個人の置かれている環境を理解し、それに合わせた説明・対策が必要であるので、問診票を作成に
あたっては、スタッフのだれが対応しても良いように作製した。
＜腸管洗浄＞
　ニフプラス１袋を水に溶解して２ℓにし、バルギンを10cc 加えスターラーで撹拌している。過
去の学会で発表したが、腸管洗浄液の浸透圧は大変重要であり、その浸透圧が変わらないようにフ
レーバー等添加物は使用せず、また、途中の水分摂取や飴玉なども禁止している。２時間飲用を基
本としているが、早く飲める人は１時間程度で飲み終わることもある。
　我々は前処置が原因と考えられる虚血性腸炎を過去に経験しているため、飲用時に定期的に看護
師が患者に気分不良・腹痛が無いか観察、声掛けしている。
＜腸管洗浄が上手くゆかない患者への対応＞
　飲用開始から約２時間経過しても、前処置困難な患者に対して腸管内の残渣や腸管洗浄液の貯留
像を見るため腹部エコー検査を併用している。検査可能な排便状態になるまで、ただ待つのではな
く、早い段階で腸管内状況を把握し、腹部エコー検査の情報をもとに個人に合わせた追加処置（腸
管洗浄液の追加・浣腸等）を行っている。
　以上、我々の行っている前処置について報告する予定である。
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７．難渋の末に除去できた便塊の一例

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

　症例は74歳男性。便秘・残便感、「以前から下腹部に異物が触れる」を主訴に来院。10年前から
自己洗腸を行っていた。全大腸内視鏡検査を施行したところ、Ｓ状結腸下部から直腸にかけて固形
便が紙粘土のように腸壁にはりついていた。スライディングチューブを用いても便は腸壁からはが
れず、ウオータージェットで便に噴射したが破砕できなかった。その後４回にわたりスネアーの使
用や複数の鉗子類を駆使した除去を試みるも、糞便の一部が壊れるのみでいずれも成功しなかっ
た。頻回の PEG内服、また PEG・ガストログラフィン注腸でも便の排出はできなかった。６回目
は透視下にて内視鏡を施行。胃静脈瘤用バルーンを用いて糞便を Rb～ Ra まで引き寄せた後に有
柄肛門鏡を駆使して、何とか少量ずつ糞便を除去することに成功した。今回我々は、難渋の末に除
去できた便塊の一例を経験したので報告する。
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最近の癌研究から分かったはっとすること

大阪大学消化器外科
森　正樹

　癌研究の成果発表論文を毎朝楽しみながら読んでいる。外科医である私は治療に重点を置いた論
文を最優先で読むが、発癌・浸潤・転移などの基礎的論文も将来的な新規癌治療法発見への礎とな
るかもしれず、同じく楽しみながら読んでいる。
　本講演では最近の論文の中から、１）意外と思われる成果を発表した論文をいくつか紹介する。
２）次に、われわれの研究を含めて癌幹細胞に関する研究成果を紹介する。

１）最近の論文から特にはっとした思いをしたものを紹介する。
・癌細胞の起源は？　
・癌の間質細胞の起源は？　
・癌の転移のメカニズムは？

２）癌幹細胞の研究と展開。
　癌治療を困難にしているのは癌幹細胞の存在という考えが広まっている。近年の癌幹細胞研究に
より共通した分子基盤に注目が集まってきた。それは2012年米国癌学会（AACR）でも重要テーマ
として扱われた Cancer Metabolism である。現在まで知られている消化器癌幹細胞マーカーの多
くは代謝特性に関わる機能に関わる。消化器癌幹細胞では、CD13および CD44が嫌気性代謝経路
を介して酸化ストレスを中和する役割を担っており、このことが抗癌剤・放射線治療への抵抗性の
分子基盤となっている。不思議なことにがん細胞は、ATPを最も効率的に得られるミトコンドリ
アでの酸化的リン酸化を行わず、好気条件下でも、解糖系を利用してＡＴＰを得ている。この現象
は、提唱者の名前から「ワールブルグ効果」と呼ばれる。これは、好気条件下でグルコースを「醗
酵」するようなもので、なぜこんな非効率な代謝を積極的に利用するのか、大変不思議であり、現
在この詳細なメカニズムの解明が進められている。この癌幹細胞の抗酸化機構に介入する創薬は抗
癌剤・放射線治療への感受性を増感することに貢献し、現行の手術療法に加えて治療成績を格段に
向上できる可能性を秘めている。

　以上、できる限り分かりやすく講演させていただきたい。少しでもお役に立てれば幸いである。

教育講演Ⅰ
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潰瘍性大腸炎に対するクリニックの診療実績
　　―ここまでなら開業医でも診れる―

石川クリニック
院長　石川　直人

共催　杏林製薬株式会社

ランチョンセミナー
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１．当院における大腸内視鏡検査の腹部用手圧迫法について

大腸肛門病センター　高野病院
内視鏡技師　○松平美貴子、西坂　好昭
医師　　　　　野崎　良一、山田　一隆

【目的】
　大腸内視鏡検査挿入時の腹部用手圧迫法は、内視鏡技師にとって今や欠かせない介助法の一つで
ある。しかし、全ての症例のスコープの挿入形状や位置を認識するのは難しく、的確な圧迫ができ
るようになるには経験が必要である。
　今回、当院で行っている腹部用手圧迫法の実際を示すとともに、当院で作成したオリジナルの
「腹部用手圧迫法マニュアル」の紹介、およびオリンパス社製の内視鏡挿入形状観測装置（UPD）
の有用性について報告する。また、女性でもできる圧迫法の工夫についても紹介する。
【用手圧迫のポイント】
　当院では、Ｓ状結腸および肝弯曲部の用手圧迫はほとんどルーチンに行っている。その他は、ス
コープの挿入形状や位置をイメージしながら、症例に応じて臨機応変に対応している。
①ルーチンのＳ状結腸の用手圧迫
　臍下部に手を置き左鼠径部に向けて押さえる。さらに、残りの手で左鼠径部や左側腹部を押
さえスコープを挟み込むようにすると効果的である。
②ルーチンの肝弯曲部の圧迫
　横行結腸最下垂部を超え、スコープを引き横行結腸を直線化すると肝弯曲部が近づいてく
る。このとき、右季肋部へ向けて持ち上げる。
③脾弯曲部が鋭角になり横行結腸へ入りづらい場合
　脾弯曲部に手を入れ角度を鈍角にする。または脾弯曲部外側（側腹部）を内側へ押さえこむ。
④肝弯曲部が高い場合
　右季肋部（右肋骨下）へ手を滑り込ませ、心窩部方向へ押し上げる。
⑤横行結腸がたわみ盲腸へ入りづらい場合
　左側横行結腸を持ち上げ、同時に深呼吸を促す。

【腹部圧迫法マニュアルの紹介】
　当院で作成したオリジナルの「腹部用手圧迫法マニュアル」を遵守している。これは、スコープ
の挿入形状のイラストと実際に圧迫している写真を並べ、圧迫のコツについて解説しているもので
ある。様々なパターンごとの押さえる部位、押さえ方、力の向きが分かりやすいように表示されて
いる。
【UPDについて】
　専用スコープまたはプローブに埋め込まれた電磁コイルから発生するパルス化された低強度磁界
をアンテナ部が受信し、スコープ挿入部の正確な位置と向きを計算し、モニターに３次元画像とし
て表示するシステムである。スコープの形状と位置がリアルタイムに観察できるため、用手圧迫の
部位を即座に判断できる。透視の必要がなく被爆の心配もない。
【まとめ】
　当院で行っている用手圧迫法が有用であることを、UPD導入により実証できたと考える。今後、
全国へ向けて宣揚し、腹部用手圧迫法の標準化へつながることを期待する。

シンポジウム
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２．当院での大腸内視鏡検査時の用手圧迫法

潤愛会　鮫島病院（鹿児島市）
○永手ちとせ（内技）、柳　久美子、山村みち子、前原　修一、山元　修、児玉　律子
税所　篤郎、今村　芳郎、鮫島由規則

（はじめに）
　大腸内視鏡（以下CF）時の用手圧迫の目的は、腸管のたわみや過伸展を防ぎ、挿入を容易にす
ることによって、患者の痛みを軽減させる介助方法である。患者の性年齢、体格、腸管走行の状態、
癒着の有無のほかCF機種、検査医師の挿入方法によっても、圧迫の仕方は様々であるが、今回は、
当院で行っている標準的な圧迫法を紹介する。

（方法）
１．左側臥位でCF挿入後、すぐに仰臥位とする。
２．直腸から右ひねりを加えながらCFがＳ状結腸に達したら、Ｓ状結腸が過伸展しないように臍
より少し頭側を背側方向へ垂直に圧迫する。

３．Ｓ状結腸から下行結腸へCFが直線的に入った例では、圧迫を止める。
４．下行結腸またはＳ状結腸－下行結腸移行部の捻れに対しては、Ｓ状結腸が伸展しCF が逆に抜
けてしまわないよう、検者のひねりの動きと合わせるよう、右手は臍右をやや強めに、左手は
そけい部あたりを頭側に向けて軽めに圧迫する。

５．Ｓ状結腸が直線化され、脾曲部に届いたら、横行結腸に挿入する際に、Ｓ状結腸が再伸展しな
いよう、下腹部中央を右手の甲で背側へ、左手は左恥骨部周辺を、添えるだけでも良いくらい
軽く圧迫を加える。脾曲部が stick 状に過伸展する時には右側臥位とし肋弓下を痛くないよう
手を添える。

６．横行結腸中部まで到達したらCFに右ひねりを加え、引きながら吸引を用いて肝曲部まで引き
寄せる。

７．肝曲部では、吸引を静かに用いて上行結腸にからませるように挿入。

（考察・結語）
　患者にやさしい大腸検査を行うためには、まずは、検査説明や前処置の選択から始まり、適切な
前投薬の選択をおこなう。実際に検査が始まると、CFのたわみや過伸展を防ぐために、検査医師は、
送気吸引、直線化をくり返しながら挿入を行う。技師は、その介助の一環として、時には用手圧迫
を加え、医師の指示による体位変換などを組み合わせながら検査がスムースに進行できるように協
同作業を行う。その際は、画像を凝視しながら医師との連携に集中して圧迫の力の強弱や、その方
向、部位の確認を常に意識する。同時に患者の表情や痛みの具合、酸素飽和度にも気を配り必要に
応じて医師に鎮痛剤の追加投与などの指示を仰ぐ。緊張と苦痛で顔のゆがんだ患者に対して、やさ
しい声かけが有効となることもある。様々な工夫と組合せ、患者を安心させる対応などによって総
合的に患者にやさしい大腸検査を行うことができると考える。
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３．大腸内視鏡検査における用手圧迫法について　～内視鏡技師の役割～

国家公務員共済組合連合会　新別府病院　外来・内視鏡室
○大波多　歳男

　当院大腸内視鏡検査は、医師８名、内視鏡技師７名、看護師２名、事務１名で構成され年間2,900
件の大腸内視鏡検査を行っている。また、内視鏡技師は受持ち制を導入し検査治療前、検査治療中、
検査治療後に関わり内視鏡検査・治療洗浄までの工程を行っている。
　大腸内視鏡検査において、腹壁用手圧迫法および体位変換は、検査中の視野確保や患者の苦痛を
軽減し検査を短時間で終わらせるためには欠かせず、介助者である内視鏡技師の役割はとても重要
である。
　安全で安楽な大腸内視鏡検査を行うには、介助者は圧迫のタイミングとポイントを各自理解しス
タッフ全員が同じレベルの腹壁の圧迫が出来るようにトレーニングが必要である。
　無意味な腹部への圧迫を続けて患者さんへの負担を強いてはならないし腹部圧迫法が有効かどう
か見極める能力が必要である。
　今回、ビデオでの腸管内の挿入時の実際を見ながら、圧迫が必要とされ求められる部位及び効果
的な手技とコツなど供覧する。また、同時に大腸内視鏡検査を受けるための内視鏡補助具の紹介、
大腸検査前処置薬飲用困難に対し（クエン酸モサプリド（ガスモチン）大建中湯を使用し吐きけ、
腹痛の軽減を図る薬剤の紹介、体位の変換により挿入や検査が容易になる場合の体位交換のタイミ
ングを紹介する。
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４．当院における用手圧迫法について　～透視画像による手技の供覧～

社会医療法人聖医会　サザン・リージョン病院
内視鏡技師　○尾上　正好、浜村　春吾、宮路　　修
医師　　　　　林　　直樹、今給黎　亮、島田麻里緒、牧角　寛郎、石沢　　隆

（はじめに）
　大腸内視鏡検査における用手圧迫法（以下圧迫）は、回盲部への挿入到達と患者苦痛の緩和にお
いて必要な手技であると思われる。しかし、むやみに圧迫するのでは無く、内視鏡と透視のモニ
ター観察、スコープが指に触れる感覚の確認、さらに、検査医師と呼吸を合わせるなど、ピンポイ
ントで行う事が患者にも介助者にも負担の軽減になると思われる。
　今回、当院で行っている基本的圧迫とこれらの手技を工夫した事例を透視画像によって供覧す
る。

（基本的圧迫）
・Ｒ . Ｓ部
　屈曲部が伸展しＳ状結腸に挿入できない場合、指先でスコープを確認しながら垂直に圧迫す
る。
・Ｓ状結腸
①Ｎループで挿入になった場合は、Ｒ . Ｓ部とＳ . Ｄ . Ｊ部を両手にて圧迫し、下行結腸へと挿
入された後、直線化しそのまま挿入できれば圧迫は行わず、伸展する場合スコープを挟むよう
に圧迫する。
②αループで挿入になった場合は、ループが患者の右方向へ伸展しないように、やや指を広げ包
み込むように圧迫し下行結腸まで挿入するが、できるだけ脾弯曲部近くまで挿入すると直線化
がやりやすい。直線化する時にスコープが抜けてくる場合は、横行結腸まで挿入後に行う。

・下行結腸
　脾弯曲部を通過するとき伸展する事があり、内側か外側あるいはスコープを挟むように圧迫す
る。
・横行結腸
　ほとんどの場合直腸側へたわんでいる。横行結腸が最低部を越えた後、検査医師のスコープ引
き上げと同時に押し上げ、そのまま圧迫を継続して肝弯曲部を通過し上行結腸へ挿入後、直線化
を行う。
・上行結腸
　そのまま挿入できれば圧迫は行わず、挿入できない場合は横行結腸が伸展している事が多く、
再度横行結腸を圧迫する。
　以上が当院の基本的圧迫であるが、大腸の形態は性別・年齢・体型により千差万別である。その
ため、圧迫は片手や両手で行うなど方法は色々あり、このような手技を事例として報告する。
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事例に学ぶリスクマネジメント

鹿児島大学病院
手術部長　吉中　平次

　病床数の約２倍が１年間のインシデント報告件数の目安とされる。775床の当院の報告の推移を
みると、2001年のオンライン報告制度開始以来、年々増加して2008年に1,401件とほぼ上記目安に
達した。しかし、その後減少に転じ、2010年には1,100件に減少した。内容を分析すると、影響の
大きな重要事例の件数は変わらず、未然に発見されたような軽微～中間事例の報告が減少してい
た。類似の軽微事例が報告されず、情報共有されなかったことが発生に繋がったと思える重要事例
をしばしば経験する。２本同時吸引可能な胸腔ドレーンバックの片方をオープンのまま使用して呼
吸状態が悪化した事例では、２週間前に同様のことに看護師が気付いて使用しない片方を事前にク
ランプしていたが、報告はされてなかった。新生児の移送中にクベースのバッテリーが切れてモニ
タリングができなくなった事例の前にも、本来50分使用可能なバッテリーが20分～30分で切れるこ
とがしばしばあったが、１回も報告されず、情報共有ができていなかった。これらの反省を踏まえ、
未然に発見した軽微な事象を報告し情報共有することで重大な事故を防ぐというインシデント報告
の目的の周知と、報告の簡略化を行った結果、2011年は軽微事例の増加を主に、全体の報告件数も
1,286件に回復できた。
　この10年余り、“to err is human”の立場で安全対策・教育・研修が進められ、管理体制や報告
制度が確立し、環境や機器が改善・開発され、きめ細かなマニュアルやチェックリストも作られた。
にも拘らず報告が伸びず、重要事例が減少しない理由として、ヒューマンエラーを防ぐことに主眼
を置いたこれまでの対策・教育では限界があり、一人一人がルールを遵守して安全に行動し、同時
にチームの一員としての役割を認識し、コミュニケーションを良くして、個人とチーム全体の双方
の資質を高めることが医療安全でも不可欠なこととして注目されてきた。理性やテクニカルスキル
に頼りきった医療安全対策・教育・研修から、感情にも訴え、ノンテクニカルスキルにより重点を
移したものに変えていく必要がある。

教育講演Ⅱ
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１．放射線性腸炎に対してアルゴンプラズマ凝固療法が著効した１例

佐賀大学医学部附属病院　消化器内科
○二尾　健太、藤瀬　剛弘、岩切　龍一、藤本　一眞

【症例】78歳男性。2009年４～６月にかけて前立腺癌（T1cN0M0，stage Ⅰ B）に対して合計68Gy
の放射線治療が施行された。2010年10月になり下血およびHb7.9g/dl の貧血を認めたため、上部・
下部内視鏡検査を施行した。上部消化管には異常を認めなかったが、大腸内視鏡検査にて直腸から
Ｓ状結腸に及ぶびまん性の毛細血管拡張を認め、放射線性直腸炎と診断した。その際、１か所から
oozing を認めたため、クリップにて止血を行った。その後もたびたび下血を認めたため、プレド
ネマ注腸やリンデロン坐剤にて治療を行った。しかし、下血の頻度や内視鏡所見の改善は認められ
なかった。2011年６月に患者の同意を得た後、毛細血管拡張病変に対し２回のアルゴンプラズマ凝
固療法を施行した。術後に特記すべき偶発症は認めず、治療後下血は消失し貧血も改善した。
【考察】放射線性直腸炎は骨盤内臓器への放射線照射後、照射部位に一致した腸管に生じる炎症性
変化で40～50Gy の放射線照射量を超えると発症頻度が急速に増加する。発症頻度は約２～10％と
報告されている。臨床的には本症例のように慢性の出血が問題となることが多い。従来、保存的治
療として腸管安静の他、メサラジンやステロイドの経肛門的治療などが施行されてきたが、本症例
のように難治性の症例も多い。近年、難治症例に対してアルゴンプラズマ凝固療法の高い有用性と
安全性が報告されている。本症例でも治療後に下血・貧血の改善を認めた。アルゴンプラズマ凝固
療法は出血性放射線性直腸炎の治療法として有用であると考えられた。本治療法では一時改善後に
再発する例も報告されており、本症例も今後の経過観察が必要であると考えられる。

一般演題（医師の部）
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２．当院における高齢者の全大腸内視鏡検査の有用性と安全性の検討
―高齢者群と非高齢者群の比較―

医療法人　芳寿会　芳野病院
消化器内科　○村田　篤彦、芳野　元

【目的】当院における高齢者の全大腸内視鏡検査の有用性と安全性について、非高齢者群と比較し
検討した。
【方法】2010年10月から2012年４月まで、当院にて全大腸内視鏡検査を施行した104例を対象とし、
75歳以上の高齢者群45例（平均年齢 79.6歳（75～89歳）、男性21例、女性24例）と、75歳未満の非高齢
者群59例（56.6歳（24～74歳）、男性45例、女性14例）に分類し、回盲部への到達率及び到達時間、総
検査時間、検査中の血圧、脈拍、酸素飽和度の変動および合併症について、当院のクリティカル・
パスに記載された記録に基づき、retrospective に比較・検討を行った。全症例において、検査前
の前処置薬としてニフレックの内服を行い、また検査直前に塩酸ペチジン（オピスタン）の静注投与
を行い、オリンパス製大腸内視鏡（Cf-260AI）を使用して検査を施行した。検査は日本消化器内視鏡
学会認定専門医により行われた。
【結果】高齢者群と非高齢者群の比較において、回盲部への到達率は91.1％ vs. 98.3％（p = 0.089）、
到達時間は8.4分 vs. 6.7分（p = 0.009）で、高齢者群で回盲部到達率は低く、到達時間は高齢者群で
有意に延長を認めた。総検査時間は22.1 vs. 20.7分で明らかな有意差は認めなかった（p = 0.076）。
検査開始から終了時の収縮期血圧の変動率は10.6％ vs. 11.2％（p = 0.807）、拡張期血圧の変動率は 
9.6％ vs. 13.1％（p = 0.335）、脈拍の変動率は3.1％ vs. 5.2％（p = 0.473）、酸素飽和度の変動率は0.5 
vs. 1.1％（p = 0.174）でいずれも有意差を認めなかった。また、検査後の気分不良や酸素飽和度及び
血圧低下などの合併症は6.7％ vs. 8.5％で非高齢者群にやや多く認められるものの、明らかな有意
差は認めなかった（p = 0.732）。
【結論】高齢者の全大腸内視鏡検査は非高齢者と比較し、回盲部への到達率及び到達時間に違いが
認められるものの、検査中のバイタルの変動や検査後の合併症の発生も同等で、安全に施行できる
と考えられた。
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３．内視鏡挿入困難な閉塞性大腸癌に対する大腸3DCTの有用性

大腸肛門病センター　高野病院　放射線科
○前﨑　孝之、松本　徹也、伊牟田真功１）、野﨑　良一２）、佐伯　泰愼３）、山田　一隆３）

１）熊本大学医学附属病院　画像診断　治療科
２）大腸肛門病センター　高野病院　内科
３）同　外科

［目的］閉塞性大腸癌における主病変および近位側腸管病変の評価は、術式の決定に大きな影響を
与える。今回、閉塞より近位側の大腸3DCT画像を評価し、大腸ポリープの描出能を調査した。閉
塞性大腸癌の腸管病変の検出として大腸3DCTが有用であるか検討したので報告する。

［対象］平成14年10月から23年３月に内視鏡（先端外径11.3mm）が通過しない大腸癌を認め、大腸
3DCTを施行した50例の中で、術後に内視鏡検査で残存腸管を確認できた23例。大腸癌イレウス症
例は除外した。

［方法］①画像評価として、近位側腸管の拡張度、残渣を調査した。②閉塞病変（癌部）と、近位
側5mm以上のポリープの描出能を評価した。術後TCSを至適基準とし、診断は単純、造影断層像、
３D画像を使用した。

［結果］①近位側を部位ごとに評価した結果、拡張、残液共に良好が56部位（61.5％）、拡張のみ良
好16部位（17.6％）、19部位（20.9％）で拡張不良であった。拡張不良を１部位でも含む症例を検査
不成功とすると、成功率65.2％であった。また、前処置のタイミングで分類すると、前日に前処置
を行った群で画像が良好であった。②閉塞性大腸癌は全例検出された。近位側に指摘したポリー
プの診断精度は、感度75.0％、陽性反応適中率75.0％。症例単位では感度72.7％、特異度75.0％、
PPV72.7％であった。発見された12病変のうち、１病変は腺癌であった。描出できなかった４病変
はいずれも10mm以下の腺腫であった。

［まとめ］腸管病変を高率に描出するには十分な拡張、残渣の少ない状態が求められる。前処置を
前日に施行することで改善が期待される。腸管病変の描出能は、癌以外の挿入困難例に比べ成績は
落ちるものの感度、PPVともに70％台であり問題となる見落としは認められていない。また、水
没していたが癌を１例発見でき、最低限拡張していれば単純と造影の断層像により描出の期待がで
きる。閉塞性大腸癌の腸管病変の検出として大腸3DCTは有用と考えられ、今後も外科手術対象と
なる病変の見落としがないように研鑽したい。
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４．Diverticular colitis の１例　－３D CTとバリウム造影像の比較－

慈愛会　今村病院消化器内科
1）今村病院消化器内科、2）今村病院外科、3）中馬クリニック
○野田　朋宏1）、大井　秀久1）、南　真人1）、生駒沙枝子1）、宮田生弥子1）、小野　陽平1）、
　水流　弘文1）、徳元　攻1） 、中馬　豊2）、中馬　好子3）

【症例】82歳男性。
【主訴】発熱、腹痛
【現病歴】2012年６月12日の昼食後、下腹部に鈍い痛みが出現した。腹痛出現後に軟便を認めた。
それ以後２、３時間おきに同様の腹痛が出現し、排便によって軽快していた。いずれも強い便意を
もよおすが、排便は少量、水様性であった。発熱、嘔気など他症状は認めず、それ以前の食事で生
もの摂取歴はなかった。６月13日は自宅で安静にしていたが、症状は改善しなかった。６月14日起
床時より、排ガスなく腹部膨満のため、14時に前医受診した。同院にてビタミン B1、セフトリア
キソンを処方された。帰宅後、夜間より38.0℃台の発熱がみられ、６月15の午前９時頃、前医を再
度受診し、その際の採血ではWBC13700/µl、CRP16.4mg/dl と炎症反応高値であり、精査目的に
当院紹介受診となった。
　入院後は絶食、輸液にて経過観察とした。入院時に提出した C7-HRP、β-D グルカン、QFT
はすべて陰性であった。６月15日の CTではＳ状結腸に全周性壁肥厚がみられ、周囲脂肪織の
density 上昇を伴い、糞石を含む憩室がみられた。６月19日の下部消化管内視鏡ではＳ状結腸に横
方向の線状潰瘍が多発し、粘膜は浮腫状であり、管腔の狭小化を認めた。
　3DCTでも同部位に管腔の狭小化、辺縁の蛇腹様所見、造影像では同部位に憩室の散在、粘膜面
の浮腫を捉えることができた。いずれにおいても直腸に病変はなかった。
　以上より憩室が関係している腸炎でありDiverticular colitis であると診断した。
【まとめ】
　今回、Deverticular colitis の１例を経験した。3DCTでは患者さんの負担は少なく、病変の全体
像をとらえるのには適しているが、粘膜面の微細な変化をみるにはバリウム造影のほうが優れてい
た。それぞれの検査の利点、欠点を把握し診断に役立てることが重要と考えられた｡
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５．当院における大腸癌の術前診断と病理診断の対比

鹿児島大学　消化器・乳腺甲状腺外科
○馬場　研二、盛　真一郎、柳田　茂寛、喜多　芳明、田辺　寛、戸田　洋子、内門　泰斗、
　夏越　祥次

【はじめに】術前診断は手術の方針を決定する上で重要である。今回、当院で切除を行った大腸癌
の術前診断と病理診断の対比を行った。
【対象と方法】対象は2011年７月から2012年６月の大腸癌切除症例36例、深達度診断、リンパ節転
移診断の正診率について検討した。
【結果】疾患の内訳は盲腸癌１例、上行結腸癌３例、横行結腸癌４例、下行結腸癌１例、Ｓ状結腸
癌８例、直腸癌19例で、Stage Ⅰが６例、Stage Ⅱが12例、Stage Ⅲが17例、Stage Ⅳが１例であっ
た。深達度診断には大腸内視鏡、エコー、CT、MRI を用い、リンパ節転移診断にはエコー、CT、
PET、MRI を用いそれぞれのモダリティーを組み合わせ、術前診断を行った。深達度診断の一致
率は64%、リンパ節転移有無診断の正診率は69%であった。術前ステージ診断と最終病理ステージ
診断の一致率は58%であった。
【まとめ】術前診断、術中診断、最終病理診断を確認できる外科の特性を生かし、臨床力としての
正診率の向上を目指していきたい。
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