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１．学会参加受付は６Ｆ会場前にて９：００より行います。 
２．参加費として医師３,０００円、看護師・技師など１,０００円をお支払い頂き、

ネームカードをお受け取り下さい。必要な方は、「日本医師会生涯教育講座参加認

定証」をお受け取り下さい。 
  尚、学生の方は無料と致します。（学生証をご提示下さい） 
３．参加証には所属、氏名をご記入のうえ、会場内では必ずご着用下さい。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．会場内では参加者アンケートを行います。ご記入のうえ総合受付アンケート回収

箱にお入れ下さい。 
５．クールビズ推進のため演者を含め軽装でご参加下さい。 
 
 

●一般演題演者の方へ 

１．一般演題は発表６分、質疑応答４分です。時間厳守でお願いします。終了時間 1
分前に緑ランプ、終了時間に赤ランプでお知らせ致します。 

２．発表は 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。 
 ・当日使用しますパソコン（以下、ＰＣ）のＯＳは WindowsＸＰ、プレゼンテーシ

ョンソフトは PowerPoint2003 です。データ作成にあたっては上記ＯＳソフトに合

致したデータ形式でお願いします。 
  PowerPoint2007 及び Macintosh はご利用になれませんのでご注意下さい。 

・特殊なフォントを使用されますと、代替フォントに置き換えられ、レイアウトが

崩れることがありますのでご注意下さい。 
 ・ファイル名は半角英数文字で、演題番号、氏名を下記の例に従って表記して下さ

い。 
   例）演題番号１ 高野太郎 ⇒ 1⊔takano 
 
３．プレゼンテーションファイルは、学会進行を円滑に行うために事前にメール添付

またはＣＤ－Ｒ（ＲＷは不可）で事務局へ８月２０日までにご送付下さい。当日

は試写用ＰＣを準備致します。８：４５～９：１５の間にご確認下さい。 
（※当日の変更は出来ませんのでご注意下さい。） 
お預かりしたデータは事務局で責任をもって消去致します。また、ご送付頂いた

ＣＤ－Ｒは当日お返し致します。 

学会参加の皆様へ 
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  ＜発表スライド送付先＞  
   第１６回日本大腸検査学会九州支部会事務局 
   〒862-0924 熊本市帯山４丁目２番８８号 
   特定医療法人社団 高野会 高野病院内 
   事務局 松尾雄三 宛 
   E-mail:retakano@magma.jp 
   TEL:096-384-1011  FAX:096-384-1061 
    
４．前発表者の口演開始前までに、次演者席にお着き下さい。 
 
５．支部年会報では演者の方の顔写真と抄録を掲載致します。会場内で撮影しますの

で、ご了承下さい。 

●司会・座長の先生方へ 

１．司会・座長の先生は、担当セッションの開始２０分前までには、次座長席にお着

き下さい。 
２．スムーズな会の進行にご協力をお願いします。 
  終了時間 1 分前に緑ランプ、終了時間に赤ランプでお知らせ致します。 
 
 

●関連会議のご案内 

 ＜幹 事 会＞  平成２０年８月２３日（土）１９：００～ 
         熊本アークホテル２Ｆ花水木 
 

＜評議員会＞  平成２０年８月２４日（日）１３：１５～１３：４５ 
         国際交流会館３Ｆ国際会議室 
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日  程  表 
 
 

９：００  受付 

９：３０  開会 

９：４０  一般演題Ⅰ      座長：花牟禮 康生 

１０：２０  一般演題Ⅱ      座長：宿輪 三郎 

１１：００  
特別講演       講師：神保 勝一 
           司会：澁江 正 

１２：１０  

ランチョンセミナー  講師：野崎 良一 
           司会：鮫島 由規則 

共催：帝人ファーマ株式会社 

１３：１５  評議員会（３Ｆ国際会議室） 

１３：５０  一般演題Ⅲ      座長：日高 久光 

１４：２０  
教育講演Ⅰ      講師：鶴田 修 
           司会：芳野 元 

１５：２０  
教育講演Ⅱ      講師：渡邊 絵 
           司会：井上健一郎 

１６：２０  閉会 
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交通アクセス 
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会場案内図 
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プログラム 
 
 
 １．開会挨拶 会長 野崎良一（特定医療法人社団 高野会 高野病院）９：３０  
 
 
 ２．一般演題Ⅰ 座長：花牟禮 康生（花牟禮病院）         ９：４０ 
  （１）頑固な便秘症患者の検査前処置の工夫 

鮫島病院  中西 めぐみ（鹿児島） 
  （２）当センターにおける全大腸内視鏡検査前処置の工夫 

済生会熊本病院健診センター  橋本 宏子 （熊 本） 
  （３）二酸化炭素を用いた大腸内視鏡検査－当院での経験－ 

日高大腸肛門クリニック  中村 恭子 （福 岡） 
  （４）大腸癌検診におけるＳ状結腸内視鏡の意義 

大腸肛門病センターくるめ病院  高楊 祐一 （福 岡） 
 
 

３．一般演題Ⅱ 座長：宿輪 三郎（宮崎病院）          １０：２０ 
  （５）当院における高齢者大腸内視鏡検査の検討 

サザン・リージョン病院  尾上 正好 （鹿児島） 
  （６）巨大ポリープを内視鏡的切除後、回収に難渋した一例 

有田胃腸病院 中村 志津子 （大 分） 
  （７）日本における Advanced neoplasia の中でのＬＳＴ(leterally spreading tumor)

   と Flat and Depressed tumor の頻度 
服部胃腸科  加来 英典  （熊 本） 

  （８）当院における直腸カルチノイドの内視鏡治療成績 
熊本赤十字病院  北田 英貴  （熊 本） 

 
 

４．特別講演                          １１：００  
 

「大腸検査におけるリスクマネージメント－偶発症の現状とその対策－」 
  講師 神保消化器内科医院    院 長 神保 勝一 

司会 日本大腸検査学会九州支部 支部長 澁江 正 
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５．ランチョンセミナー                     １２：１０  

 
「より良い大腸検査をめざして－検査前のチェックからＣＴコロノグラフィーまで－」 

  講師 特定医療法人社団 高野会 高野病院 副院長 野崎 良一 
司会 医療法人  潤愛会  鮫島病院   院 長 鮫島 由規則 
共催 帝人ファーマ株式会社 

   
 

６．評議員会（３Ｆ国際会議室）                 １３：１５  
 
 

 ７．一般演題Ⅲ 座長：日高 久光（日高大腸肛門クリニック）   １３：５０ 
  （９）治療に難渋した大腸憩室出血の一症例 

大腸肛門病センター高野病院  坂田 玄太郎 （熊 本） 
  （10）検診で発見されたアメーバ腸炎の２例 

熊本県総合保健センター  村田 友佳  （熊 本） 
  （11）非特異性大腸炎に合併した腸管スピロヘータ症の１例 

秦医院  秦  一敏  （大 分） 
 
 

８．教育講演Ⅰ                         １４：２０  
 

「早期大腸癌の内視鏡的診断・治療のコツと落とし穴」 
  講師 久留米大学医学部消化器病センター内視鏡診療部門 教授 鶴田 修 

司会 医 療 法 人  寿 芳 会  芳 野 病 院        院長 芳野 元  
 
 

９．教育講演Ⅱ                         １５：２０  
 

「カプセル内視鏡の基礎と今後の展望」 
  講師 ギブン・イメージング株式会社  ディレクター 渡邊 絵 

司会 特別医療法人 春回会 井上病院 院 長  井上 健一郎 
 
 
１０．閉会 会長 野崎良一（特定医療法人社団 高野会 高野病院） １６：２０  
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抄  録 
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特別講演  

 
 
 講師：神保 勝一（神保消化器内科医院 院長） 

 司会：澁江 正 （日本大腸検査学会九州支部 支部長） 
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「大腸検査におけるリスクマネージメント―偶発症の現状とその対策―」 

  

                             神保消化器内科医院 

                                 神保 勝一 

 

 

 

内視鏡検査は上部及び下部ともに著しく普及した。そして、消化管疾患の早期診断や

治療に用いられて患者のＱＯＬに貢献している。その明るい成果の陰に非常に少ない

とは言うものの偶発症も発生している。日本消化器内視鏡学会は 1983 年以来、会員を

対象として 5 年毎に検査件数と偶発症の発生をアンケート調査し、公表している。ま

た、学会のみならず雑誌や著書に内視鏡検査による偶発症が取り上げられている。今

回、日本大腸検査学会九州支部会において、大腸内視鏡検査による偶発症の現状と内

容を知って二度と同じ失敗を繰り返さないための対策を検討することは大変に意義深

いと考える。また、偶発症は大腸内視鏡検査に熟練した医師に多く見られたことから、

何時でも誰でも起こると考えて対処することが望まれる。人間は誰しも失敗を犯すも

のであるということを認識して、医師同士、医師と看護師、技師のチームで診療に当

たるように心掛けることも大切である。今回、大腸内視鏡検査の何処でどの様な偶発

症が発生したのか報告し、これを防ぐ対策を述べる。 
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教育講演Ⅰ  

 
 講師：鶴田 修（久留米大学消化器病センター 教授） 

 司会：芳野 元（医療法人 寿芳会 芳野病院 院長） 

 

 

教育講演Ⅱ  

 
 講師：渡邊 絵 （ギブン・イメージング株式会社 ディレクター） 

 司会：井上健一郎（特別医療法人 春回会 井上病院 院長） 
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「早期大腸癌の内視鏡的診断・治療のコツと落とし穴」 

 
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 
 

 
はじめに 

今回は通常内視鏡・拡大内視鏡による大腸病変の質診断（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したい。 
 
I. 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。 
 2. 拡大内視鏡による鑑別 
 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解説する。 
  
II. 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
μm 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 
 偽陽性の少ない浸潤所見として、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見などがある。 
 2．拡大内視鏡による深達度診断 
 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、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。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。 
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「カプセル内視鏡の基礎と今後の展望」 

 
ギブン・イメージング株式会社 マーケティング部  

渡邊 絵 
 
 
 
PillCam カプセル内視鏡は、1981 年イスラエル国防省の技術者が休暇で訪れたボスト

ンで偶然知り合った消化器内科医との会話の中で発案されました。その後ギブン･イメ

ージング社が設立され、本格的な開発が始まり、2000 年にその研究成果が Nature 誌に

発表されました。2001 年には米国で PillCam SB（小腸用）カプセルが認可され、欧州

で CE マークを取得しました。本邦では 2007 年 4 月に PillCam SB カプセルが薬事承

認され、同年 10 月には保険適用となりました。 
ギブン画像診断システムは、PillCam SB カプセル（飲み込み式の小腸撮像用カプセル、

単回使用）、データレコーダ（携帯型画像データ記憶装置）、RAPID ワークステーショ

ン（専用画像解析ソフトウエアがインストールされた専用パーソナルコンピュータ）

で構成されています。 
カプセルの中には小型イメージセンサーが内蔵されており、患者様の消化管内を蠕動

運動により移動しながら腸内の画像を撮像し、そのデータはカプセル内のアンテナか

ら送信され、患者様の身体に装着されたセンサアレイを通じてデータレコーダ内のハ

ードディスクに記録されます。このデータレコーダには専用ベルトに収納され、患者

様の腰に装着されるので患者様は検査中も通常の日常活動を行うことができます。カ

プセル嚥下後約 8 時間で撮像が終了し、患者様はレコーダベルト等の装着物を返却し

ます。カプセルは患者様の消化管内を移動し、自然に排出されます。医療従事者は回

収したデータレコーダから画像データを RAPID ワークステーションにダウンロード

し、医師は画像解析ソフトウエア（RAPID）を利用して小腸内の直接画像診断を行い

ます。 
PillCamカプセル内視鏡は現在まで全世界 65カ国以上で 75 万個以上販売されており、

海外では小腸用の他、同じ機器で使用できる食道用や大腸用カプセルが実用化されて

います。 
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一 般 演 題 
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一般演題Ⅰ(9:40～10:20) 

 
１．頑固な便秘症患者の検査前処置の工夫 
 
○中西めぐみ、山村みち子、山元 修、前原修一、徳永加奈子、児島里美、 

竹之内香織、坂之上千津子、平川あさみ、鮫島由規則 
潤愛会 鮫島病院（鹿児島市） 

 
大腸検査前処置は種々の方法が試されているが依然として頑固な便秘症患者の腸

洗浄には苦慮している。当院で被検者の年齢体力 ADL などに応じて個別に様々な追

加処置の工夫を行っているので紹介する。従来の検査前処置①ＰＥＧ法②ブラウン変

法に加え追加の処置としてさらにニフレック 1～2 リットル・マグ P100g・ラキソベロ

ン液・GE60ml の追加、冷水摂取・腹部マッサージ・運動など。また上部・下部内視

鏡検査を同日に行う被検者では、上部内視鏡時に十二指腸内へ鉗子孔より１～2 リッ

トルのニフレックを注入する事で従来より早い時間に検査を開始することができ良好

な洗浄効果が得られているのでこれを紹介する。 
 
 
２．当センターにおける全大腸内視鏡検査前処置の工夫 
 

済生会熊本病院健診センター 内視鏡室 内視鏡技師 ○橋本宏子 荒木利代 
                   看護師    高村佳子  
あ                  保健師    栗原明子 
                   医師     満崎克彦 
 

 当健診センターでは、日帰りドック・宿泊ドックのオプション検査として全大腸内

視鏡検査（以下 TCF と略す）を行っている。そのためドックに組み込まれている他検

査終了後に TCF 前処置を開始するため、開始時間が遅くなるのが現状であり、前処置

が完了する時間も遅くなってしまうため受診者に精神的・身体的負担をかけてしまう

傾向にあった。 
そこでドック当日センター内での前処置がスムーズに進み、受診者への負担を最小

限度にして安全な検査が施行できるよう、受診前に準備ができるような下剤の服用方

法の検討・食事指導の見直しを行った。 
変更前は下剤 2 錠を郵送し検査前日のみの内服だったが、変更後は下剤を６錠郵送、

検査 3 日前より 2 錠ずつ内服するようにした。また食事内容に関する指導が充分では

なかったため、下剤内服方法とともに低残渣食の指導も含めた TCF 用パンフレットを

作成したので報告する。 
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３．二酸化炭素を用いた大腸内視鏡検査－当院での経験－ 
 
○中村恭子 丸山江里子 川原果奈 堤 亜衣子 瀬下 巌 佐々木俊治 日高久光 
 日高大腸肛門クリニック 
 

大腸内視鏡検査に空気でなく二酸化炭素を用いると腸管からの吸収が早く腹部の

膨満が避けられ、肺からの排泄もきわめて早く安全域も広いことがわかり推奨されて

いる。今回当クリニックでも検査に二酸化炭素（以下 CO2 群）を用いて空気使用（以

下 AIR 群）の場合と、検査後の腹満感やレントゲン上のガス像などについて比較検討

したので報告する。結果：CO2 群 1５例、AIR 群 1２例の各群の平均検査時間は２５．

５分、２５．６分。検査後の腹満感についてのアンケートの結果 CO2 群：「なし」1
５例、AIR 群：「なし」7 例「軽度あり」5 例であった。また CO2 群では検査後の排ガ

スは全例「無い」であった。腹部レントゲン所見でも AIR 群にくらべ CO2 群のほう

がガス像はあきらかに少なかった。AIR 群でも検査後に問題となるような訴えはなか

ったもの二酸化炭素を用いることで検査に伴う患者の苦痛がより軽減されると考えら

れた。 
 
 
４．大腸癌検診における S 状結腸内視鏡の意義 

 
○高楊 祐一１）、小篠 洋之２）、岩谷 泰江２）、中川 元典２）、藤 勇二２）、 

永江 隆明２）、野明 俊裕２）、荒木 靖三２）、高野 正博２）  

大腸肛門病センター 高野会 くるめ病院 健診課１）  

大腸肛門病センター 高野会 くるめ病院 外科２）  

 
 
【はじめに】大腸癌検診において便潜血検査は最も基本となる検査である。当院では

1987 年 4 月から 2007 年 3 月までに 390,383 名に施行され、陽性者は 24,507 名であっ

た。その内、精密検査が施行されたのは 18,209 名で、残りの 6,298 名が施行されてい

ない。その理由の一つとして内視鏡検査への不安が挙げられる。当院では便潜血検査

に加え S 状結腸内視鏡を大腸癌検診として行ってきた。そこで、S 状結腸内視鏡の有

用性を検討した。 
【結果】便潜血反応陽性で精密検査が施行された 18,209 名のうち大腸癌であったのは

584 名(3.2%)であった。一方、便潜血反応陰性で S 状結腸内視鏡を受けた 69,188 名の

うち大腸癌と診断されたのは 152 名(0.2%)であった。そのうち早期癌は 132 名(86%)
であった。 
【結語】S 状結腸内視鏡は簡便に行え、大腸癌検診のひとつとして有用な検査である

と思われる。 
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一般演題Ⅱ(10:20～11:00) 

 
５．当院における高齢者大腸内視鏡検査の検討 

 

内視鏡技師 ○尾上正好 浜村春吾 宮路 修 
医 師    牧角寛郎 舩迫 和 今給黎 亮 石沢 隆 
特別医療法人聖医会 サザン・リージョン病院 

 
（目的と方法）超高齢化社会となり、当院での大腸内視鏡検査も高齢者が増加してい

る。今回我々は平成１９年１月から６月までの６ヶ月間、高齢者（７５歳以上）４７

例と若年者（７４歳以下）１２１例を対象に基礎疾患・併用薬剤・検査中の合併症と

愁訴、そしてポリペクトミー後の偶発症について検討した。 
（結果）基礎疾患有りは高齢者４７例中３４例（７２％）で心臓疾患が１８例と最も

多く若年者１２１例中４２例（３５％）で心臓疾患と高血圧が共に１７例であった。

併用薬剤は高齢者４７例中１５例（３２％）若年者１２１例中１７例（１４％）薬剤

は両者共にアスピリンが最も多かった。検査中の合併症は高齢者、若年者共に血圧低

下が１例で、愁訴は若年者に５例、嘔気であった。ポリペクトミー後の偶発症は出血

が１例高齢者にあった。 
（結語）基礎疾患の多い高齢者は検査中の愁訴は少ないが合併症を起しやすいので、

厳重な観察が必要と思われる。 
 

 
６．巨大ポリープを内視鏡的切除後、回収に難渋した一例 

 
内視鏡技師 ○中村 志津子・若林 幸子・松本 美由紀 
医師     首藤 充孝・阿部 寿徳・有田 毅 
有田胃腸病院 内視鏡部 

 
2007 年 4 月から 2008 年 3 月の１年間、当院でのＣＦ件数は３４２９件、そのうちポ

リペクトミーは１１４６件であったが、その大部分が 30 ㎜以下であり難なく回収可能

であった。今回、便潜血陽性者の二次検診ＣＦを行い、直腸に約 50 ㎜大の有茎性ポリ

ープを認めたためポリペクトミーしたところ、あらゆる器具や鉗子等を用いるも経肛

門的に回収することができず、最終的には肛門括約筋にキシロカイン麻酔を行いかろ

うじて摘出することができた。我々にとって初めての経験であり、大きなポリープの

回収に際しては、各種処置器具の活用又、不備な点も含め教訓となった症例であった。 
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７．日本における Advanced neoplasia の中での LST（laterally spreading tumor）

と Flat and Depressed tumor の頻度 
 
○加来英典 1) 2) 尾田恭 1) 後藤英世 1) 田中朋史 1) 蓮田究 1) 安永真 1)  

伊藤清治 1) 服部正裕 1) 佐々木裕 2) 
医療社団法人魁正会  服部胃腸科 1)  

   熊本大学医学薬学研究部  消化器内科学 2) 
 

LST（特に LST-NG）と Flat and Depressed tumor は CT-colonoscopy だけではなく、

colonoscopy でも発見しにくい。そのため欧米では大腸癌のほとんどは Polypoid type
の腫瘍から進展すると考えられてきた。しかし、LST はその大きさの定義から大腸癌

スクリーニングのターゲットである Advanced neoplasia に含まれ、また Flat and 
Depressed tumor は悪性度が高く、近年欧米でも注目されてきている。今回、当院で初

めて TCS（total colonoscopy）を受けた一般人口に近い 8270 人（男性 3764 人、女性 4566
人）を対象にし、その対象者に発見された Advanced neoplasia の中での LST ならびに

Flat and Depressed tumor の頻度を調査したので報告する。 
 
 
８．当院における直腸カルチノイドの内視鏡治療成績 

 
○北田英貴 熊本赤十字病院 消化器科  

 
（目的）当院における直腸カルチノイドの内視鏡治療成績を検討する。 
（方法）平成 13 年 1 月から平成 20 年 3 月までに当院で内視鏡的治療を行った直腸カ

ルチノイド 20 例を①全体、②サイズ別、③深達度別、④内視鏡治療手技別に断端陰性

率を検討した。追加外科手術を施行した 8 例の⑤遺残の有無⑥リンパ節転移の有無を

検討した。 
（結果）①内視鏡治療全体の断端陰性率 55%(11/20) ②サイズ別断端陰性率 1-4.9mm 
66.7%(9/12) 5-9.9mm 28.6%(2/7) 10-15mm 0%(0/1)  ③深達度別断端陰性率 ｍ

100%(1/1)  ｓｍ52.6%(10/19) ④内視鏡手技別断端陰性率 通常 EMR 法 0％（0/4） 吸
引法 85.7%(6/7) ESD 法 55.6%(5/9) ⑤追加手術施行８例（局所切除７例、リンパ節

郭清を伴う外科切除１例）に遺残なし。⑥4mm のカルチノイドの追加手術施行例にリ

ンパ節転移が認められた。（結論）１）５ｍｍ以上のカルチノイドは内視鏡治療を施行

しても断端陽性率が高く追加手術を必要とした例が多かった。２）内視鏡手技別断端

陰性率は吸引法が高かった。３）４ｍｍでもリンパ節転移例があったことより内視鏡

治療を施行するときには十分な IC が必要である。 
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一般演題Ⅲ(13:50～14:20) 

 
９．治療に難渋した大腸憩室出血の一症例 
 
○坂田玄太郎、野﨑良一、福永光子、大湾朝尚、山田一隆 

大腸肛門病センター 高野病院 
 

内視鏡的止血術が反復可能であったが、短期間で再出血するため、緊急手術に至っ

た大腸憩室出血症例を提示する。【経過】75 歳男性。下血のため入院。TCS（1 回目)：
出血源特定できず。以後断続的に下血あり輸血、Hb8～9g/dl 台を維持。第 7 病日

Hb7.4g/dl に低下、TCS2 回目：肝弯曲部の憩室に新鮮な凝血塊付着、洗浄にて憩室内

より新鮮血流出。クリップで憩室を縫縮止血。第 10 病日再出血、Hb7.9g/dl に低下、

TCS3 回目：前回クリップ部位より出血、周囲にクリップを追加して止血。第 12 病日

にも再出血、TCS4 回目：クリップ部位より出血。処置困難で、クリップと HSE 局注

を併用して止血。第 15 病日にも再出血、輸血を繰り返す状態のため、第 17 病日に大

腸亜全摘術を施行。【考察】大腸憩室出血は、出血部位を特定できれば、クリップ止血

術が第一選択であるが、繰り返し処置が可能でも、再出血を反復する場合、内視鏡治

療には限界があり手術を要すると考えられた。 
 
 
10．検診で発見されたアメーバ腸炎の２例 

 

○村田友佳 1、村上晴彦 1、粟津雄一郎 1、土亀直俊 1、本田由美 2、猪山賢一 2 
1 熊本県総合保健センター 、2 熊本大学病理部 

 

症例１）４１歳男性。 

平成１７年１月の検診で便潜血陽性となり、大腸内視鏡検査(以下 TCS)を施行した。

バウヒン弁周囲の憩室に白色粘液付着と発赤・易出血を認めたが、病理組織は非特異

的炎症の所見であった。 

その後、１０月の検診で再度便潜血陽性となり、２回目の TCS を施行し、盲腸に不

整形潰瘍の多発と、直腸に孤立性潰瘍を認めた。病理組織は、やはり非特異的炎症所

見で確定診断には至らず、３ヵ月後に経過観察とした。 

３ヵ月後の TCS では盲腸の病変に変化はないものの、直腸の潰瘍は消失していた。

アメーバ腸炎を鑑別に挙げ生検したところ、粘膜の壊死巣にアメーバ原虫を認め、ア

メーバ腸炎と診断した。 

その後、さらにもう１例のアメーバ腸炎（症例２：43 歳男性）を経験した。 

 アメーバ腸炎は比較的稀な感染症であるが、最近では内視鏡検査の普及に伴い無症

状の報告例も増加しており、若干の文献的考察を加えて報告する。 
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11．非特異性大腸炎に合併した腸管スピロヘータ症の 1 例 

 
○秦 一敏  秦医院 

蒲池 綾子 大分市医師会立アルメイダ病院病理部 
 

症例は 49 歳男性。平成 19 年 7 月 3 日より時々腹痛あり、同年 7 月 10 日早朝より

症状増悪、下痢，嘔気等の症状も認めるようになり、同日当院を受診して来た。受診

時、血液生化学検査にて軽度の炎症所見を認め、感染性腸炎を疑って抗菌剤，整腸剤

の投与を行った。7 月 12 日全大腸内視鏡検査を施行、盲腸から横行結腸にかけて発赤，

浮腫，びらん，潰瘍等の多彩な所見を認め 4 ヶ所生検、病理報告で Intestinal 
Spirochaetosis（IS）の診断が得られた。本症例は内視鏡所見，病理所見，臨床経過か

ら非特異性大腸炎に合併した IS と考えられた。IS は正常粘膜と思われる生検標本の

中から病理医により偶発的に発見されることが時々あるが、本邦での人の症例の報告

は極めて稀であり、貴重な症例と思われたので若干の文献的考察を加えて報告する。 
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第１６回日本大腸検査学会九州支部会協賛一覧 
（５０音順） 

＜協賛支援＞ 

アボットジャパン株式会社        株式会社エーゼット 
 株式会社ＪＩＭＲＯ           ＧＥ横河メディカルシステム株式会社 
 大鵬薬品工業株式会社          堀井薬品工業株式会社 
 マルホ株式会社             持田製薬株式会社 

くろかみ心身クリニック         しばた内科胃腸科 
谷﨑ＭＡクリニック           とやまクリニック 
秦医院 

 

＜広告掲載＞          

 旭化成クラレメディカル株式会社     味の素ファルマ株式会社 
 アステラス製薬株式会社         アボットジャパン株式会社 
 エーザイ株式会社            大塚製薬株式会社 
 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 株式会社ＪＩＭＲＯ 
 キッセイ薬品工業株式会社        ゼリア新薬工業株式会社 
 大正富山医薬品株式会社         第一三共株式会社 
 大日本住友製薬株式会社         武田薬品工業株式会社 
 田辺三菱製薬株式会社          中外製薬株式会社 
 株式会社ツムラ             日清キョーリン製薬株式会社 
 日本製薬株式会社            堀井薬品工業株式会社 
 マルホ株式会社             株式会社八尾日進堂 
 山下医科器械株式会社          ユーシービージャパン株式会社 
 

＜企業展示＞ 

 株式会社エーゼット         オリンパスメディカルシステムズ株式会社 
株式会社ＪＩＭＲＯ         ギブン・イメージング株式会社 
ゼオンメディカル株式会社      堀井薬品工業株式会社 

 
 
上記企業ならびに医療関係者の皆様のご厚情に深く感謝申し上げます。 
 

第 16 回日本大腸検査学会九州支部会 
会長 野崎 良一 
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《事務局》 
 特定医療法人社団 高野会 高野病院 
 事務局 松尾雄三 
 〒862-0924 熊本市帯山 4 丁目 2 番 88 号 

TEL:096-384-1011  FAX:096-384-1061  
E-mail:retakano@magma.jp 
 


