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この度、第24回日本大腸検査学会九州支部会の会長を拝命致しました。伝統ある学会の

会長として大変に光栄に存ずるとともに、身の引き締まる思いを致しております。本学会

は平成28年８月６日（土）に、大分市のホルトホール大分にて開催されます。近年、大分

駅周辺は再開発が進んでおり、昔を知る私どもにとっては、本会場を含めすばらしく近代

化している場所となっています。

理事長講演として横浜北部病院の工藤進英先生にご講演いただきます。また、シンポジ

ウムではカプセル内視鏡、大腸ステント、大腸 ESDなど新しい大腸手技をめぐる進歩や

前処置の問題点について討論いただきます。ランチョンセミナー、教育講演も大変有意義

なご講演をお願い申し上げています。

当学会は、医師とメディカルスタッフが、大腸検査をテーマにひざを突き合わせて討論

する場と感じています。大変暑い時期ではありますが、大分の地で多くの方々に参加いた

だき、大腸検査についての見聞を広め、さらには大分のグルメを楽しんでいただければ幸

いです。皆様のご参加を心からお待ち申し上げます。

第24回日本大腸検査学会九州支部会

会長　村上　和成
大分大学医学部　消化器内科学講座

ごあいさつ
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	参加者の方へ

１.	 参加受付の場所と時間は下記のとおりです。

受付場所 受付時間

ホルトホール大分　３階「大会議室」前ロビー ８月６日（土）９：20～

２.	 参加費は下記のとおりです。受付で参加費をお支払いただき、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

学　　　生 無　　料

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。
４.	 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。

	司会・座長の先生へ

１.	 ご担当セッションの開始20分前までに会場前方の次座長席にご着席ください。
２.	 発表時間は、演台上に表示されます。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

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。
３.	 シンポジウムでの総合討論はございません。

	発表者の方へ

１.	 発表は、PC発表のみとなります。「PC発表の詳細」をご参照ください。
２.	 発表時間は下記のとおりです。発表時間は、演台上に表示されます。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。

セッション名 発　表 質　疑

一 般 演 題 ５分 ２分

シンポジウム ７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、10分前までに会場前方の次演者席
にご着席ください。

４.	 シンポジウムでの総合討論はございません。

参加者へのご案内とお願い
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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、ホルトホール大分　３階「大会議室」前ロビーに設置しております。
３.	 発表データは、Power	Point	2007以降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。
	 【推奨フォント：MSゴシック、MSPゴシック、MS明朝、MSP明朝】
４.	 発表データは、USBフラッシュメモリーまたはCD-R にてご持参ください。
５.	 学会でご用意するPCのOSはWindows	7のみとなります。Macintoshをご使用の場合は、必ず

ご自身のPC本体と変換コネクター（Mini	D-sub15pin）をお持ち込みください。
６.	 動画の使用は可能ですが、必ずご自身のPC本体をお持ち込みの上、バックアップとしてUSBも

しくはCD-R にて発表データをご持参ください。
７.	 ファイル名は、「演題番号 -発表者名 .pptx」で保存してください。
８.	 必ず、事前にウイルスチェックを行ってください。
９.	 発表は、演台上にセットされておりますモニター、マウス、送りスイッチをご使用いただき、発

表者自身で操作してください。
10.	 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。

	幹事・評議員の先生へ

１.	 幹事会
	 日　時：８月５日（金）18：00～18：30
	 会　場：ホルトホール大分　３階　「301会議室」

２.	 評議員会
	 日　時：８月６日（土）11：50～12：20
	 会　場：ホルトホール大分　３階　「303会議室」

	事務局

	 大分大学医学部　消化器内科学講座
	 〒879-5593	大分県由布市挾間町医大ケ丘1-1　TEL：097-586-6193
	 会　　長：村上　和成（大分大学医学部　消化器内科学講座　教授）
	 事務担当：水上　一弘（大分大学医学部　消化器内科学講座）

	日本大腸検査学会九州支部ホームページ

	 社会医療法人社団高野会	大腸肛門病センター高野病院
	 ホームページ：http://jscekyushu.wix.com/2016
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交通のご案内

●ホルトホール大分
〒870-0839　大分市金池南1-5-1　	TEL：097-576-7555
※ JR「大分駅」南口より徒歩２分

ホルトホール大分
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会場案内図

●ホルトホール大分　３階

301 会議室

8/5 幹事会

8/6 学会本部

大会議室

8/6講演会場

304 会議室

8/6 講師控室

8/6参加受付、PC受付

大会議室前ロビー

303 会議室

8/6 評議員会
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09：20～
受付開始　（ホルトホール大分　３階「大会議室」前ロビー）

09：40～09：50 開会式　（９：40開会挨拶、９：45支部長挨拶）
09：50～10：20 一般演題　医師の部 Ⅰ

座長：松元　　淳（医療法人　聖心会　かごしま高岡病院）
　　　沖本　忠義（大分大学医学部　消化器内科学講座）

10：20～10：50 一般演題　医師の部 Ⅱ
座長：牧角　寛郎（社会医療法人　聖医会　サザン・リージョン病院）
　　　阿部　寿徳（医療法人　八宏会　有田胃腸病院）

11：00～11：50
理事長講演
大腸腫瘍の内視鏡診断の現状と今後の展望ー超拡大人工知能診断を含むー
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：牧山　和也（社会医療法人　春回会　井上病院　消化器内科　顧問）
共催：武田薬品工業㈱

11：50～12：20

評議員会　（ホルトホール大分　３階「303会議室」）

12：20～13：10 ランチョンセミナー
難治性潰瘍性大腸炎内科治療	Up	Date		
～兵庫医大におけるアダリムマブの治療成績を中心に～
演者：中村　志郎（兵庫医科大学　炎症性腸疾患学講座　内科部門　教授）
司会：神保　勝一（神保消化器内科医院　院長）
共催：アッヴィ合同会社／ＥＡファーマ㈱

13：20～14：10
教育講演
バイオマーカーとPRO（patient	reported	outcome）を用いた消化管診療
演者：竹島　史直（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　消化器内科学　准教授）
司会：村上　和成（大分大学医学部　消化器内科学講座　教授）
共催：第一三共㈱

14：10～15：00

シンポジウム
大腸検査の現状と問題点
座長：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）
　　　岩切　龍一（佐賀大学医学部　光学医療診療部）

15：10～15：45
一般演題　メディカルスタッフの部 Ⅲ

座長：鮫島由規則（医療法人　潤愛会　鮫島病院　内科）
　　　永田かほり（大分大学医学部附属病院　内視鏡診療部）

15：45～16：15 一般演題　メディカルスタッフの部 Ⅳ
座長：小川　　竜（大分大学医学部　消化器内科）
　　　松平美貴子（社会医療法人社団　高野会　大腸肛門病センター高野病院）

16：15～16：25 閉会式　（閉会挨拶）

日程表　８月６日（土）
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理事長講演
共催：武田薬品工業㈱

大腸腫瘍の内視鏡診断の現状と今後の展望	
ー超拡大人工知能診断を含むー

演者：昭和大学横浜市北部病院　消化器センター長　	工藤　進英

司会：社会医療法人　春回会　井上病院　消化器内科　顧問　	牧山　和也

教育講演
共催：第一三共㈱

バイオマーカーとPRO（patient	reported	outcome）を用いた消化管診療

演者：長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科　消化器内科学　准教授　	竹島　史直

司会：大分大学医学部　消化器内科学講座　教授　	村上　和成

ランチョンセミナー
共催：アッヴィ合同会社／ EAファーマ㈱

難治性潰瘍性大腸炎内科治療	Up	Date	
～兵庫医大におけるアダリムマブの治療成績を中心に～

演者：兵庫医科大学　炎症性腸疾患学講座　内科部門　教授　	中村　志郎

司会：神保消化器内科医院　院長　	神保　勝一
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プログラム

開会挨拶  09：40

会長　　大分大学医学部　消化器内科学講座　　	村上　和成

支部長挨拶  09：45

九州支部会支部長　　社会医療法人　春回会　井上病院　消化器内科　　	牧山　和也

一般演題　医師の部 Ⅰ  09：50　～　10：20

座長：松元　　淳（医療法人　聖心会　かごしま高岡病院）
	 沖本　忠義（大分大学医学部　消化器内科学講座）

１．下部消化管内視鏡検査中に鼠径ヘルニア門からの S状結腸脱出により内視鏡挿入困難となった一例
大分県厚生連鶴見病院消化器内科　	勝田　真琴（大　分）

２．上行結腸0-Ⅱa 病変 ESDにおけるけん引クリップ TM（S-O	clipTM）の使用経験
独立行政法人　地域医療機能推進機構　南海医療センター　	有木　晋平（大　分）

３．後期高齢者の大腸上皮性腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術の治療成績
大分医療センター消化器内科　	新関　　修（大　分）

４．結腸全摘術後の残存直腸に多発腺腫を認めた家族性大腸腺腫の１例
長崎大学病院医療教育開発センター　	浦川　立貴（長　崎）

一般演題　医師の部 Ⅱ  10：20　～　10：50

座長：牧角　寛郎（社会医療法人　聖医会　サザン・リージョン病院）
	 阿部　寿徳（医療法人　八宏会　有田胃腸病院）

１．当科で経験したクローン病痔ろう癌の１例
大分赤十字病院　消化器科　	井上翔太郎（大　分）

２．腹腔内遊離ガスを認めた腸管嚢腫様気腫症合併クローン病の１例
国家公務員共済組合連合会　新別府病院　	後藤　康彦（大　分）

３．潰瘍性大腸炎の経過中に発症したカンピロバクター腸炎の診断に大腸内視鏡検査が有用であった１例
宮崎大学医学部内科学講座消化器血液学分野　	山本章二朗（宮　崎）

４．潰瘍性大腸炎に対する便潜血検査の有効性の検討
大分大学医学部附属病院消化器内科　	児玉　紘祐（大　分）

理事長講演  11：00　～　11：50

司会：牧山　和也（社会医療法人　春回会　井上病院　消化器内科　顧問）

大腸腫瘍の内視鏡診断の現状と今後の展望ー超拡大人工知能診断を含むー
昭和大学横浜市北部病院　消化器センター長　	工藤　進英（神奈川）

ランチョンセミナー  12：20　～　13：10

司会：神保　勝一（神保消化器内科医院　院長）

難治性潰瘍性大腸炎内科治療	Up	Date	～兵庫医大におけるアダリムマブの治療成績を中心に～
兵庫医科大学　炎症性腸疾患学講座　内科部門　教授　	中村　志郎（兵　庫）

教育講演  13：20　～　14：10

司会：村上　和成（大分大学医学部　消化器内科学講座　教授）

バイオマーカーとPRO（patient	reported	outcome）を用いた消化管診療
長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科　消化器内科学　准教授　	竹島　史直（長　崎）



－9－

第24回日本大腸検査学会九州支部会

シンポジウム　大腸検査の現状と問題点  14：10　～　15：00

座長：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）
	 岩切　龍一（佐賀大学医学部　光学医療診療部）

１．パターン化された挿入法による全大腸内視鏡検査（TCS）の有用性
大分市医師会立アルメイダ病院　消化器内科　	小野　英樹（大　分）

２．経鼻内視鏡を使用した新しい大腸カプセル内視鏡の前処置法（CCE-TNE 法）
虹が丘病院・消化器内科　	増田　淳一（長　崎）

３．直腸カルチノイド（NET）に対する内視鏡治療戦略　	
－はさみ型鉗子を用いた内視鏡的粘膜下層剥離術の有用性－

大腸肛門病センター高野病院　	野崎　良一（熊　本）

４．当院における経肛門的イレウス管挿入術の検討
琉球大学医学部付属病院　第一内科　	東江　大樹（沖　縄）

５．当院での悪性大腸狭窄に対する大腸ステント留置術の検討
大分大学医学部　消化器内科　	福田　健介（大　分）

一般演題　メディカルスタッフの部 Ⅲ  15：10　～　15：45

座長：鮫島由規則（医療法人　潤愛会　鮫島病院　内科）
	 永田かほり（大分大学医学部附属病院　内視鏡診療部）

１．多施設共同調査からみるアスコルビン酸含有ポリエチレングリコール電解質製剤を用いた前処置法の有用性
大腸肛門病センター高野病院　	松平美貴子（熊　本）

２．大腸カプセル内視鏡検査の現状と課題
医療法人新生会高田中央病院　消化器疾患内視鏡センター　	犬丸　吉人（大　分）

３．大腸内視鏡治療時の適切な機器の使用を目指して	
－高周波装置使用における有用な対極板の貼付部位に関する検討－

佐賀大学医学部附属病院　	福田　智子（佐　賀）

４．バイポーラスネアによる粘膜通電固定法 EMR時の介助とコツ
大腸肛門病センター高野病院　内視鏡技師　	西坂　好昭（熊　本）

５．cold	polypectomy における当院での実際と検体回収方法の検討
大分三愛メディカルセンター　	間藤　未佳（大　分）

一般演題　メディカルスタッフの部 Ⅳ  15：45　～　16：15

座長：小川　　竜（大分大学医学部　消化器内科）
	 松平美貴子（社会医療法人社団　高野会　大腸肛門病センター高野病院）

１．大腸憩室出血に対するバリウム充填法の経験
春回会　井上病院　	古賀　辰徳（長　崎）

２．内視鏡挿入困難例に対して大腸CTが有用であった症例
潤愛会　鮫島病院	放射線技師　	横山真里南（鹿児島）

３．無症候性アメーバ性腸炎を経験して
医療法人	八宏会	有田胃腸病院	内視鏡技師　	中村志津子（大　分）

４．女性医師による大腸内視鏡検査の現状　第２報
潤愛会　鮫島病院　看護師（内技）　	永手ちとせ（鹿児島）

閉会挨拶  16：15

次回会長　　社会医療法人社団　高野会　大腸肛門病センター高野病院　	野崎　良一（熊　本）
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①下部消化管内視鏡検査中に鼠径ヘルニア門からのS状結腸脱出により内視
鏡挿入困難となった一例

○勝田　真琴1）、永井　敬之1）、小河　和也1）、草津　工喜1）、都甲　和美1）、安部　高志1）、
中嶋　　宏1）、大河原　均1）、村上　和成2）

1）大分県厚生連鶴見病院消化器内科	
2）大分大学医学部附属病院消化器内科

症例は79歳男性。2012年に下部消化管内視鏡検査のため近医を受診するも、内視鏡挿入困難のた
め当院へ紹介となった。当院においても内視鏡挿入困難であったため、透視下で検査を行った。以降
は毎年内視鏡検査を受けていたが、特に問題なく内視鏡挿入可能であった。2015年の定期的な下部
消化管内視鏡検査の際、S状結腸まで挿入したところで腸管内腔が絞られるように狭窄をきたし、内
視鏡操作の感触が異常に硬くなった。透視下で検査を再開したところ、SDJが坐骨より下方に位置し、
鼠径ヘルニア門から脱出していることが判明した。患者に確認したところ、以前から鼠径ヘルニアの
脱出と用手還納を繰り返していたとのことであった。内視鏡を愛護的に抜去し、ヘルニアを用手還納
した後、再度内視鏡検査を開始した。ヘルニア還納後はS状結腸を問題なく通過でき、全大腸の観察
が可能となった。内視鏡検査中にS状結腸が脱出する鼠径ヘルニアは比較的稀であるが、内視鏡挿入
のみならず抜去すら困難となり緊急手術となる症例も報告されている。内視鏡挿入が困難な場合は、
検査前の病歴確認や、透視下での腸管と骨盤との位置確認などが重要となる。

一般演題　医師の部Ⅰ
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②上行結腸0-Ⅱa 病変 ESDにおけるけん引クリップ TM（S-O	clipTM）の
使用経験

○有木　晋平1）、衞藤　孝之1）、綿田　雅秀1）、蒲池　綾子2）

1）独立行政法人　地域医療機能推進機構　南海医療センター	
2）大分市医師会立　アルメイダ病院

症例は65歳男性。前立腺癌で放射線治療後、内分泌療法にて当院泌尿器科通院中である。平成27
年12月に下血を認め泌尿器科より当科へ紹介となった。平成28年３月11日全大腸内視鏡検査実施し、
放射線性直腸炎が下血の原因と診断された。その際に偶然上行結腸に30mm大の0-Ⅱa病変を指摘さ
れたため、クリスタルバイオレット染色施行した。大半はⅡ型pit であったが一部にⅢL型 pit を疑い、
また右側結腸に生じているためSessile	serrated	adenoma/polypを疑った。本人へインフォームド・
コンセントを行い、平成28年４月25日 ESD実施した。周囲切開から剥離までDualKnifeJTMを使用
した。周囲切開後にバネ付きのクリップであるけん引クリップ TM（S-O	clipTM）を使用した。一方
を病変肛門側に、他方を病変よりやや口側の対側の壁にクリッピングした。それにより適度なカウン
タートラクションが得られ粘膜下層の視認性が向上し、深部大腸であったが良好な視野を確保しなが
らスムーズに剥離が行えた。穿孔などの合併症なく安全に ESD完遂でき、手技後のクリップ除去も
容易であった。切除径は30mm×25mm、病理結果は Sessile	serrated	adenoma/polyp の polyp
（hyperplasia）で、明らかな悪性所見はなく垂直断端・水平断端ともに陰性であった。大腸ESDにお
いて、けん引クリップTMを使用することで剥離処置の際のアプローチが容易となり、処置の安全性・
確実性の向上に寄与すると考えられた。
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③後期高齢者の大腸上皮性腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術の治療成績

○新関　　修1）、得丸　智子1）、大塚雄一郎1）、山下　　勉1）、福地　聡士1）、室　　豊吉1）、村上　和成2）

1）大分医療センター消化器内科	
2）大分大学医学部消化器内科

【背景と目的】
先進医療として high	volume	center を中心に導入された大腸腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離

術（以下 ESD）は、保険収載により急速に普及し高齢者に実施する機会も増加している。今回、当院
での後期高齢者に対する大腸 ESD	の治療成績について検討を行ったので報告する。	

【対象と方法】
2009年７月から2016年６月までに大腸上皮性腫瘍に対して ESDをおこなった後期高齢者43症

例、44病変を対象とした。評価項目として治療成績、偶発症、その他について検討した。
【結果】
平均年齢79.9歳（75-89歳）、男女比は男性28/女性15、局在部位は盲腸６例、上行結腸８例、横

行結腸５例、下行結腸２例、S状結腸９例、直腸14例。
肉眼形は隆起型15例、平坦型29例（LST-NG16例、LST-G13例）、遺残再発症例２例を含む。
平均腫瘍径25.6mm（5-70mm）。平均術時間81分（10-200分）。
一括切除40病変、分割切除４病変。20病変にスネアを併用した。44例中22例（遺残再発例２例を
含む）に線維化を認め、特に LST-NGでは16例中10例と高率に線維化を認めた。
病理組織診断は腺腫19例、M癌19例、SM１癌３例、SM２癌３例。SM２の３例はいずれも深部
断端陰性、十分な説明を行ったが経過観察を希望され、追加手術は行われていない。
偶発症は穿孔１例、穿通１例、後出血１例、せん妄２例で緊急手術や輸血を要した症例は認めない。
平均観察期間36ヶ月（1-84ヶ月）において遺残再発、および転移再発を認めない。	

【結語】
大腸 ESDは高齢者においても有用な治療方法であるが、患者それぞれの背景を考慮して治療方針

を検討することが重要である。
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④結腸全摘術後の残存直腸に多発腺腫を認めた家族性大腸腺腫の１例

○浦川　立貴1）、北山　　素2）、橋口　慶一2）、松島加代子2）、赤澤　祐子2）、山口　直之2）、
大仁田　賢2）、竹島　史直2）、中尾　一彦1）

1）長崎大学病院医療教育開発センター	
2）長崎大学病院消化器内科

【症例】
75歳、男性。200X-15年、家族性大腸腺腫症（FAP=familial	adenomatous	polyposis）に対し結
腸全摘術を施行された。下部消化管内視鏡検査で定期フォローされていたが、残存直腸に多発ポリー
プを認めており増大傾向であった。200X年、直腸の5-10mm大のポリープ４か所に対してEMRを
行い、いずれも Tubular	adenoma,	low	grade であった。また、吻合部上にも８mm大のポリープを
認めたが局注による粘膜挙上が困難であった。生検で Tubular	adenoma,	low	grade であった。今後
APCを行う予定である。

【考察】
FAPに対しては現在、大腸全摘・回腸嚢肛門吻合術が標準術式とされているが、高齢でAttenuated	

FAP（AFAP）の場合は結腸全摘術が適応とされることもある。しかし、残存直腸には12.5－27.6％
の頻度で癌が発生することが知られており、慎重な経過観察が必要である。今回、結腸全摘術後の残
存直腸に多発腺腫を認めた一例を経験したので、文献的考察を加え報告する。
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①当科で経験したクローン病痔ろう癌の１例

○井上翔太郎1）、石田　哲也1）、上尾　哲也1）、本村　充輝1）、成田　竜一1）、和田　蔵人1）、
本田　秀穂1）、根布屋　悟1）、村上　和成2）

1）大分赤十字病院　消化器科	
2）大分大学消化器内科学講座

症例は46才、男性、1988年　18歳の時に痔ろうで発症し　20歳にクローン病と診断された。メ
サラジン内服で治療していた。23歳時　小腸、回腸に狭窄あり小腸切除　回盲部切除術を施行　その
さい縫合不全により再手術。28歳時にエレンタール夜間鼻注（900	kcal/ 日）開始。29歳時に小腸
穿孔で３回目の手術。それまでに入院５回したがいずれもTPNで加療していた。2008年（38歳）よ
り当科で加療。2009/３月にインフリキシマブを導入、以後維持療法を継続していた　臨床的には寛
解状態を維持しクローン病再燃は認めず転院後入院はしなかった。内視鏡検査では肛門狭窄と吻合部
に潰瘍を認めていた。2016年初頭より肛門痛が出現　また下着に粘液の付着を認めた。同年６月　
他院で肛門周囲膿瘍に対してシートンドレナージを施行、痔ろう開口部に肉芽を認め切除した結果　
病理 :	adenocarcinoma を認めた。当院外科において手術する予定である。

一般演題　医師の部Ⅱ
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②腹腔内遊離ガスを認めた腸管嚢腫様気腫症合併クローン病の１例

○後藤　康彦、岩尾　俊昭、仲谷　朋久、野口　地塩、豊田　　亮、香川　浩一

国家公務員共済組合連合会　新別府病院

症例は63才女性。心窩部痛にて他院にて上部内視鏡検査を施行。胃・十二指腸に多発するびらんを
認め PPI を処方されたが、10日後より水様性下痢と発熱が出現したため精査目的にて当院紹介とな
る。内視鏡検査にて十二指腸から回腸にかけて多発するびらんを認め、小腸粘膜よりの生検検査にて
非乾酪性類上皮細胞肉芽腫を認めたため小腸型クローン病と診断した。PSLの投与にて症状は改善し
たが、治療開始42日目に腹部膨満が出現した。CT検査にて腹腔内遊離ガスと大腸壁内に著名なガス
貯留を認め、PCI と診断した。高圧酸素療法を計６回施行し、ガスは消失した。PCI は様々な原因に
より発症する疾患であるが、クローン病に合併した報告は少なく、文献的考察を加え報告する。
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③潰瘍性大腸炎の経過中に発症したカンピロバクター腸炎の診断に大腸内視
鏡検査が有用であった１例

○山本章二朗、坂元　一樹、中津留佳菜子、平田　智也、野田　貴穂、鈴木　　翔、夏田朱一郎、
橋本　神奈、前村　幸輔、山路　卓巳、三池　　忠、安倍　弘生、田原　良博、下田　和哉

宮崎大学医学部内科学講座消化器血液学分野

症例は50歳代、女性。2006年発症の潰瘍性大腸炎（UC）で以前は再燃寛解を繰り返していたが、
2012年10月以降は寛解を維持しており、現在は pH依存性メサラジン、アザチオプリンで加療中で
あった。2016年３月中旬より軟便、38℃の発熱、その後血便を認め、再診。排便回数８回 /日の血
性水様便で、発熱はなかったが、夜間排便と腹痛を認めた。最近の海外渡航歴はなく、周囲には同様
の症状はおらず、食事歴については、詳細に覚えていなかった。WBC：5400、Hb：12.7、CRP：
9.99であり、CRP値よりUCの再燃より感染性腸炎を疑い、同日前処置なしで大腸内視鏡検査を施
行したところ、全大腸に、発赤斑や粘液付着、一部の結腸に小びらんが散在しており、回盲弁上に大
きな浅い潰瘍が認めた。内視鏡像より、UCの再燃よりもカンピロバクター腸炎を考え、アジスロマ
イシンを開始し、症状は速やかに改善した。なお、同日施行した内視鏡時の便培養ではCampylobacter	
jejuni が検出された。UC加療中に腹部症状が悪化した場合、UCの再燃か感染性腸炎症などの他疾患
か診断に悩む場合がある。UCが再燃した際、全例で大腸内視鏡検査を行う必要はないが、本症例で
はカンピロバクター腸炎の診断に大腸内視鏡検査が有用であった。以上について文献的考察を含めて
報告する。
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④潰瘍性大腸炎に対する便潜血検査の有効性の検討

○児玉　紘祐、園田　　光、安部　雄治、廣島　康子、首藤　充孝、福田　健介、岡本　和久、
小川　　竜、松成　　修、水上　一弘、沖本　忠義、村上　和成

大分大学医学部附属病院消化器内科

【はじめに】
潰瘍性大腸炎（UC）患者の活動性の評価は大腸内視鏡検査所見がゴールドスタンダードであるが、
侵襲の面から頻回に行う事は困難である。便潜血検査は簡便であり、UC患者に対するフォローに有
用である事が報告されている。今回当院でのUC患者に対する便潜血検査と大腸内視鏡所見と比較し、
どの様な患者に有用であるか検討した。

【対象と方法】
2014年４月から2016年６月までに肉眼的血便が無く、便潜血検査が行われたUC患者12名14検
査。便潜血検査施行日に最も近い日に行われた大腸内視鏡検査所見を比較し、便潜血検査はCRPと
比較し、寛解期と活動期の区別における有用性を検討した。内視鏡検査所見はMayo	endoscopic	
score	０を寛解、1-3を活動期と定義した。

【結果】
CRPの感度は83.3％（5/6）、特異度は55.6％（4/9）	、陽性反応的中率は50.0％（5/10）であっ
たのに対し、便潜血検査の感度は66.7％（4/6）、特異度は100％（9/9）、陽性反応的中率は100％
（4/4）であった。CRP陽性、便潜血陰性、Mayo	endoscopic	sore	０の患者のCRP上昇の原因は動
脈瘤、関節リウマチの増悪、５-ASA不耐性がそれぞれ１例、不明が３例であった。

【考察】
CRPが陽性であっても便潜血が陰性である症例は全ての症例で内視鏡的寛解が得られており、多部
位の炎症が原因と思われた。よって、CRP上昇例に便潜血検査を加える事によって、内視鏡検査を省
略できる可能性が示唆された。

【結語】
UC患者において、便潜血検査はCRPに対して特異度、陽性反応的中率が高い。
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難治性潰瘍性大腸炎内科治療Up	Date	～兵庫医大におけるアダリムマブの治
療成績を中心に～

○中村　志郎

兵庫医科大学　炎症性腸疾患学講座　内科部門　教授

潰瘍性大腸炎（以下、UC）は年々増加の一途を辿り、数年内には20万人を超えると予想されてい
ます。内科治療は年々進歩を遂げ、特に2000年以降は、難治例に対する新規治療法や薬剤が相次い
で登場し、治療成績も大きく改善されつつあります。「厚生労働省難病研究班の治療指針」が定める内
科治療の基本は、重症度に応じて治療内容を強化する step	up となっています。一般的な非難治例に
対しては、5－ ASA製剤、ステロイドを中心に治療が実施されます。ステロイドは短期的には高い有
用性が確認されていますが、長期的に約40％で依存傾向を示し、副作用などが問題となります。ステ
ロイド治療で効果不十分な難治例について、依存例ではチオプリン製剤の併用を優先し、抵抗例では
血球成分除去療法、タクロリムス、生物学的製剤から治療法が選択されますが、その使い分けについ
ては全く明らかになっていません。
今回の発表では、UCにおける既存治療の課題も含め、当院での使用成績から生物学的製剤の位置
付けについて考えてみたいと思います。

ランチョンセミナー
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①パターン化された挿入法による全大腸内視鏡検査（TCS）の有用性

○小野　英樹1）、小坂聡太郎1）、岡嶋　智也1）、梶本　展明1）、井上　邦光1）、村上　和成2）

1）大分市医師会立アルメイダ病院　消化器内科	
2）大分大学医学部付属病院

近年、日本人の大腸がんの罹患率は急速に増加し続けており、2020年には男女合わせた日本人の
がん罹患者数および罹患率は、胃がんや肺がんを抜いて１位になると予測されている。必然的に全大
腸内視鏡検査（TCS）の需要も伸びてくる。内視鏡検査に携わる医師は、質の高い TCS検査を提供す
ることで、大腸がんを早期に見つけて大腸がん死亡の減少に貢献する責務がある。しかし、いまだに
学会でTCSの挿入法だけで議論の的になっている現状がある。それは挿入法を教える側も教え方に悩
んでおり、教わる側もしっかりとした理解をせずに何となく挿入している場合が多いからだと考えて
いる。質の高いTCSを実施するためには、なんといっても直腸から盲腸までの挿入をパターン化する
ことであり、そうすれば挿入にも余裕が生まれ結果として挿入時間が早くなり、患者に安全・快適・
正確な検査を施行できる。その後の観察や治療もより正確なものとなる。ひいては大腸がん死亡の減
少に貢献できるのである。当院ではTCSの挿入手技を若手の医師に指導する際、従来のマンツーマン
法に加えて、ビデオカンファレンス法・コロンモデル・ライブなどを適用している。いずれの方法で
教える際にも、重要なのは「腸管内でスコープヘッドがどこに位置しているかを把握する」事と「腸
管のチェックポイントで上級者が仕掛けている技を、言葉で説明する」事、および「挿入法を左結腸
曲までとそれ以降に分けて理解する」事である。当院消化器内科医師が全員所属している、TCS挿入
法研究会でのやり方に基づき近年は若手医師に指導している。挿入法上達の目安の一つである盲腸到
達時間の推移についても合わせて報告する。

シンポジウム
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②経鼻内視鏡を使用した新しい大腸カプセル内視鏡の前処置法（CCE-TNE法）

○増田　淳一1）、堤　　卓也1）、竹島　史直2）、中尾　一彦2）

1）虹が丘病院・消化器内科	
2）長崎大・消化器内科

【背景】
当院では2014年６月から大腸カプセル内視鏡（CCE）を開始したが、大腸内視鏡と比較すると「前

処置薬の量が多い」「時間がかかる」などの問題点も浮き彫りとなってきた。これらの問題点を解決
し、患者さんの「胃内観察も同時にしてほしい」というニーズに応えるべく、経鼻内視鏡を使用した
新しい前処置法（CCE-	transnasal	endoscopy 法 : 以下 CCE-TNE 法）を検討しました。

【対象方法】
対象は2014年６月から2016年３月までCCE施行した51人で「経口のみで前処置薬摂取した32

人」と「経鼻内視鏡使用した（CCE-TNE 法）19人」です。①カプセルの時間内排出率（電池が切れ
るまでに排出）②大腸洗浄レベル③カプセル排出時間④経口摂取の前処置薬量の４項目で検討しました。

【基本検査レジメン】
（＊）部分を経鼻内視鏡で注入するか経口摂取するか違いあり

【当日】
６時	 モビプレップ1L＋水500ml、モサプリドクエン酸4T＋大建中湯2P内服
８時	 大腸カプセル内視鏡内服
（＊）ブースターとしてモビプレップ　1L＋ +ガストログラフィン100ml　　
14時	 マグコロール1P＋水600ml
16時	 マグコロール1P＋水600ml			&	グリセリン浣腸120ml

【結果】
①カプセルの時間内排出率は CCE-TNE 群で94.7％でした。②大腸洗浄度は、経口摂取群も

CCE-TNE 群も90％前後で良好でした。③カプセル排出平均排出時間は経口摂取群５時間29分、
CCE-TNE 群４時間34分でした。④経口摂取した水分摂取量は統計学的有意差をもって、CCE-TNE
群が少なく平均水分摂取量は2226ml でした。

【結語】
CCE-TNE 法は、検査時間平均４時間34分、腸管洗浄度も良好で、平均水分摂取量は2226ｍｌで

ありカプセル内視鏡の前処置として有用な可能性が示唆されました。
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③直腸カルチノイド（NET）に対する内視鏡治療戦略	 	
―	はさみ型鉗子を用いた内視鏡的粘膜下層剥離術の有用性	―

○野崎　良一、星子　新理、後藤　英世、山田　一隆

大腸肛門病センター高野病院

【緒言】
直腸カルチノイド（NET）の治療の原則は腫瘍の完全切除であり、転移の有無が治療方針に大きく
関係する。当院で治療した直腸NET278例のリンパ節転移危険因子の検討から、腫瘍径15mm以上
が根治手術であり、15mm未満が局所切除の適応であることを報告してきた。これまでに213例の内
視鏡的切除施行してきたが、手技別の切除断端不明ないし陽性の割合は、スネアポリペクトミー59.6％
（28/47）、通常（１チャンネルスコープ）による内視鏡的粘膜切除術（EMR）10.0％（12/119）、２
チャンネルスコープによるEMR8.5％（4/47）、合計20.7％（44/313％）であった。特に径６mm以
上でその傾向が高かった。そこで一括切除率の向上を目指して径６mm以上の直腸NETに対して内視
鏡的粘膜下層剥離術（ESD）を導入した。

【ESD の手技】
使用した ESDデバイスは、はさみ鉗子（ClutchCutter：CC、富士フィルム社製）単独である。周
囲切開、粘膜下層剥離、止血はすべてをCC１本で施行した。先端系ナイフ、止血鉗子は用いなかった。

【対象】
2011年４月～15年12月までに ESDを施行した径６mm以上の直腸NET14例を対象とした。男
性８例、女性６例、平均年齢51.9±12.8（28-71）歳。

【結果】
局在部位はRb12例（85.7％）、Ra２例（14.3％）であった。腫瘍径は長径9.1±2.3（6-14）mm、
短径8.1±2.3（4-13）mm であった。切除標本径は長径２±4.9（16-30）mm、短径20.2±5.9
（12-30）mmと大きかった。ESD完遂時間は24.6±14.5（14-70）分と短時間であった。病理結果は
WHO分類NET	G1	12例（85.7％）、G2	２例（14.3％）であった。全例一括切除でき、断端は側方・
垂直ともに陰性であった。偶発症として後出血を１例（7.1％）認めたが、クリップ止血術で軽快した。
３例（21.4％）静脈浸潤陽性で追加腸切除術を施行し、２例（14.3％）にリンパ節転移を認めた。治
療後の遺残・再発は認められていない。

【結論】
腫瘍径６mm以上の比較的大きめの直腸NETの内視鏡治療として、はさみ型鉗子を用いた ESDは
一括切除率が高く、治療時間も短く、有用な方法として広く推奨される。
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④当院における経肛門的イレウス管挿入術の検討

○東江　大樹、外間　　昭、平田　哲生、金城　　徹、伊良波　淳、大平　哲也、大石有衣子、
藤田　次郎

琉球大学医学部付属病院　第一内科

【はじめに】
経肛門的イレウス管挿入術は、閉塞性大腸癌ではイレウスの解除に非常に有効な治療である。術前

の腸管洗浄ができる点、吻合腸管の口径差を改善し一期的手術を可能にする点など多くの利点がある。
しかし、経肛門的イレウス管による消化管穿孔の症例報告も一定数認められ、完全な安全性は確立さ
れていない。当院でも２例、消化管穿孔の症例を経験した。それら症例を踏まえ当院では2014年よ
り合併症対策として、バルーン拡張時に先端が突出しないように設計されているフロントトップバルー
ン型のイレウス管を採用し、使用症例では有効な成績を収めている。若干の文献的考察を加え、当院
における経肛門的イレウス管挿入術の現状について報告する。

【対象】
2013年から2016年に当院で経肛門的イレウス管挿入術を行った20例。

【方法】
対象者の原因疾患、病変部位、使用されたイレウス管の型、合併症についてまとめた。

【結果】
全20例中、大腸癌が12例（直腸癌７例、S状結腸癌４例、横行結腸癌１例）、婦人科癌が４例、泌

尿器科癌が２例、胃癌のダグラス窩転移が１例だった。使用されたイレウス管は従来型が６例、フロ
ントトップバルーン型が14例だった。有害事象として消化管穿孔を２例で認めた。穿孔例で使用され
ていたイレウス管はどちらも従来型だった。

【考察】
経肛門的イレウス管による消化管穿孔の症例報告を調べたところ、穿孔部位はS状結腸が多く、原

因としてチューブ先端の圧迫が多かった。当院で経験した消化管穿孔症例は、２例とも穿孔部位は S
状結腸で、１例はチューブ先端が原因だった。
当院では2014年以降、上述のフロントトップバルーン型のイレウス管を採用しており、使用症例
では消化管穿孔は認められておらず、穿孔の予防として有効だと考えている。しかしフロントトップ
バルーン型イレウス管は採用施設が少なく使用症例が少ない。有用性評価のため、今後の普及と使用
症例の充実が望まれる。
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⑤当院での悪性大腸狭窄に対する大腸ステント留置術の検討

○福田　健介、安部　雄治、児玉　絋祐、廣島　康子、首藤　充孝、岡本　和久、小川　　竜、
松成　　修、水上　一弘、沖本　忠義、兒玉　雅明、村上　和成

大分大学医学部　消化器内科

【目的】
本邦では2012年１月に悪性大腸狭窄に対する大腸ステント（Self-Expandable	Metallic	Stent：

SEMS）が保険収載された。当院においても悪性大腸狭窄に対して主に術前腸管減圧（bridge	to	
surgery：BTS）と緩和治療（palliative	therapy：PT）を目的とした SEMS留置を行っている。当院
における SEMS留置の有用性と安全性を検討することを目的とした。

【方法】
2012年１月～2016年５月までの期間に、悪性大腸狭窄に対して SEMSを留置した13症例（15
病変）について、狭窄原因、留置目的、有効性、合併症などについて検討した。減圧効果については
Colorectal	Obstruction	Scoring	System（CROSS）を用いて評価した。

【結果】
平均年齢は67.3歳、男性９例、女性４例。原因は大腸癌11例、胃癌の腹膜播種２例。SEMSの留
置場所は上行２例、横行３例、下行１例、S状５例、直腸４例であった。使用したSEMSはWallFlex	
８例、Niti-S	６例であった。留置目的はBTS５例、PT８例であった。手技成功率は93％で、留置前
CROSSは平均1.6であったのに対し、留置後CROSSは平均3.6であった。SEMS留置後、平均3.3
日で食事摂取を開始している。BTS症例における手術までの期間は平均36.2日であった。合併症は
２例に大腸穿孔を認めた。１例目はSEMS留置した翌日に発症し保存的加療にて軽快した。２例目は
SEMS留置後23日目に発症し緊急手術が行われた。

【結論】
悪性大腸狭窄に対するSEMSの留置は、経肛門的イレウス管やストーマ造設に比べ侵襲も低く、有
用な治療と考える。しかしながら穿孔などの重篤な合併症をきたすこともあり、留置に際しては病変
の場所や長さなどを十分に評価する必要があると考える。
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①多施設共同調査からみるアスコルビン酸含有ポリエチレングリコール電解
質製剤を用いた前処置法の有用性

○松平美貴子1）、西坂　好昭1）、野崎　良一1）、山田　一隆1）、志垣　文浩2）、櫻井　宏一2）、
石坂　繁和3）、尾田　　恭3）、河田　倫子4）、三原　修一4）

1）大腸肛門病センター高野病院　　　　　	
2）服部胃腸科	
3）尾田胃腸内科・内科　　　　　　　　　	
4）みはらライフケアクリニック

【はじめに】
2013年にニフレックに代わる腸管洗浄剤としてアスコルビン酸含有ポリエチレングリコール電解

質製剤のモビプレップが販売になった。モビプレップ（モビ）は、ニフレック同等の腸管洗浄効果を
保ち、服用量減量が可能になった。
今回、熊本市の主な内視鏡施設である４施設による共同調査を実施し、モビの有用性について検討
した。

【対象・方法】
平成27年９月～10月に４施設で施行された全大腸内視鏡検査（TCS）のうち、無作為に選択した

症例を対象に調査した。調査票は、性別・年齢・基礎疾患・腹部手術歴、普段の排便状態、服用直前
の排便状態など問診で得られた情報、前処置完了時間・モビ服用量・排便回数などの項目はスタッフ
が記入し、腸管内洗浄度は施行医が評価した。

【結果・考察】
４施設の合計症例は2000例（男性1008例、女性992例）、平均年齢60.9±13.5歳。平均前処置

時間（モビ服用開始から前処置完了と判断するまでの時間）126.2±54.8分、平均排便回数6.0±
2.1回、平均モビ服用量1242±333.3mL だった。
腹部手術歴有り群・基礎疾患有り群・糖尿病治療群は、有意に前処置時間が長く、モビ服用量が多
く、洗浄度評価が劣った。普段便秘気味または便秘であると回答した群は、前処置時間・排便回数・
モビ服用量が有意に劣った。モビ服用前に水様～軟便になった群と、当日排便があった群は、有意に
前処置時間が短く、排便回数が少なく、モビ服用量が少なかった。服用場所別にみると、病棟服用群
は外来・在宅服用よりも有意に前処置時間が長かった。
医師が評価した洗浄度評価は、優良・良が1777例（88.9％）、やや不良194例（9.7％）、不良29
例（1.4％）だった。

【まとめ】
今回の多施設共同調査において、モビプレップは短い前処置時間・少ない排便回数、少ない服用量、

高い洗浄度評価が得られ、優れた結果が得られた。したがって、モビプレップは大腸内視鏡検査前処
置薬として大変有用であるといえる。

一般演題　メディカルスタッフの部Ⅲ
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②大腸カプセル内視鏡検査の現状と課題

○犬丸　吉人1）、藤岡　利生1）、水上　一弘2）

1）医療法人新生会高田中央病院　消化器疾患内視鏡センター	
2）大分大学医学部附属病院　消化器内科

【背景】
2014年１月に保険診療が可能となった大腸カプセル内視鏡（以下CCE）を当院でも同年12月に導
入し、2016年６月まで30件の検査を施行した。当院では地域柄高齢者が多く検査中の体調トラブル
を考慮し、検査中は内視鏡センター内のCCE室で過ごして頂き患者状態確認やブースター対応、CCE
状態確認をスタッフが定期的に行っている。今回CCEを使用した実績と検査時間の課題を検討した
ので報告する。

【対象・方法】
対象は2014年12月から2016年６月にCCE検査を実施した30例。男性９名：女性21名で平均年
齢66歳。方法はCCE検査時間を胃通過時間・小腸通過時間・大腸通過時間の３項目に分類し検査完
了時間と比較検討する。

【結果１】
2016年１月までの26件では完遂率は96％であった。平均胃通過時間は１時間40分、平均小腸通
過時間は１時間12分、平均大腸通過時間は３時間４分であった。平均検査完了時間は、５時間41分
であった。

【考察１】
CCEでは、大腸通過時間が検査時間に大きく関わる事は推測されるが、胃通過時間も検査時間に起
因するのではないかと考え、小腸到達後に服用していたモサプリドクエン酸塩をCCE嚥下時に服用
する様変更する。

【結果２】
2016年２月からの４件では完遂率は100％であった。平均胃通過時間は56分、平均小腸通過時間
は１時間９分、平均大腸通過時間は２時間57分であった。平均検査完了時間は、５時間３分であった。

【考察２】
CCE嚥下時にモサプリドクエン酸塩を服用したことにより平均胃通過時間が44分短縮した。また、
平均小腸通過時間は変更前と同等の時間であった事から、CCE嚥下時にモサプリドクエン酸塩を服用
する事は有用と考える。

【結語】
今回モサプリドクエン酸塩服用のタイミング変更により患者の時間的苦痛を軽減することが出来た。
当院でのCCEは現在までは97％の完遂率であるが、ブースターでの服薬量も多量である為、レジメ
ンの内容を検討し身体的苦痛を軽減できるようしていきたい。
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③大腸内視鏡治療時の適切な機器の使用を目指して	 	
―	高周波装置使用における有用な対極板の貼付部位に関する検討	―

○福田　智子、白武　弥紗、岡田　直子、大野　明博、坂田　資尚、鶴岡ななえ、下田　　良、
岩切　龍一

佐賀大学医学部附属病院

【目的】
内視鏡的大腸粘膜下層剥離術（ESD）施行時、身体の電気抵抗は高周波ナイフの切れ易さに影響す

る。短時間で安全に ESDを遂行するためには、高周波電流の効果的な通電が必要であり、生体電気
抵抗値を低値に保つことが必須である。対極板（エルベ社）の仕様書によれば、貼付部位として①平
坦で血行豊富な筋肉組織が皮下に存在する部位②処置の際、患者の下にならない部位③可能な限り術
野に近い部位が推奨されている。本研究の目的は、対極板貼付部位の皮膚の状態や患者背景による電
気抵抗値の違いを調査し、最適な貼付部位・方法について明らかにすることである。

【方法】
対象は当院で大腸 ESD及び大腸粘膜切除術を受けた患者16例。治療時の体位に応じて、腹部もし

くは背部の術野近傍の平坦な皮膚に生理食塩水で清拭後に対極板を貼付し、用手圧迫により密着させ
た。その後、高周波装置（エルベ社、VIO	300D）で抵抗値を測定した。皮膚の水分量・油分量に関
しては、スキンチェッカー（ufurl）を用いて測定し＋5から－5の10段階で評価した。性別、年齢、
BMI 値、対極板の貼付部位、皮膚の水分値・油分値が電気抵抗値に及ぼす影響について検討した。

【結果】
今回測定された生体電気抵抗値は44Ωから68Ωであり、平均は55.7Ωであった。55Ωを基準と

して電気抵抗値が高い群（H群）と低い群（L群）を比較すると、性別と年齢に有意な差は認めなかっ
た。BMI は H群が22.3、L群が25.7と有意にH群で低かった。皮膚の水分値はH群が－3、L群が
-1.38とH群で有意に低く、皮膚の油分値はH群が－2でL群が -0.25とH群で低い傾向を示したが
有意な差は認めなかった。

【結語】
BMI、皮膚の状態が電気抵抗値に影響を及ぼしていた。内視鏡治療時に高周波装置の効果的な通電

を行うには、湿潤した皮膚に貼付し、体型も考慮する必要があると考えられた。
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④バイポーラスネアによる粘膜通電固定法EMR時の介助とコツ

○西坂　好昭1）、松平美貴子1）、野崎　良一2）

1）大腸肛門病センター高野病院　内視鏡技師	
2）大腸肛門病センター高野病院　医師

【はじめに】
内視鏡治療手技の向上により大腸腫瘍に対する内視鏡的粘膜切除術（EMR）は広く行われている。
しかし安全なEMRを施行するためには、局注やスネアリングの介助は慎重に行わなければならない。
当院では平坦な腫瘍性病変に対して、一括切除の工夫として粘膜通電固定法による EMRを行ってい
る。今回、粘膜通電固定法 EMR時の介助の実際とコツについて紹介する。

【粘膜通電固定法 EMR とは】
通電しながら病変口側の粘膜下にスネア先端を刺入し、先端を固定したままスネアリングし切除す
る EMRのことである。
①	粘膜下注入剤を局注し病変を十分に膨隆させる。
②	わずかに突出させたスネアの先端を膨隆した病変口側の正常粘膜にあてる。
③	FORCED凝固で通電しながらスネア先端を粘膜下に刺入させる。
④	刺入した状態のままスネアを展開し、スネアリング後切除する。

【粘膜通電固定法 EMR 時の介助とコツ】
粘膜下注入剤はグリセオールを使用し、局注針はシュアリフター（ボストン社製）、スネアはバイ
ポーラスネアB-Wave（ゼオン社製）、高周波装置は VIO300D（ERBE社製）を使用している。
局注時は、口側～左右～肛門側へ注入する。口側が高く、肛門側が低くなるように局注するとスネ
アリングが容易になる。特に、スネア先端を通電固定する部位は多めに局注することが重要である。
通電固定時は、スネアの先端は1～2mm突出させる。病変口側の正常粘膜に軽く押し当て、支点部
を決める。通電と同時にさらに軽く押すとスネア先端が粘膜下に刺入する。
スネアリング時は、粘膜下に刺入したスネア先端がずれないように、そこを支点としてスネアを展
開し病変全体を絞扼する。スネアが滑らないように、吸引しながら絞扼するとよい。切除する際は異
常な手応えや腹痛の出現などに注意し、偶発症防止に努めなければならない。切除断端のクリッピン
グ時は、吸引しながら粘膜を寄せて縫縮する。粘膜が滑りやすい場合は90度のEZクリップの使用を
推奨する。

【結果】
粘膜通電固定法EMRを行った結果、20mm以上の大きな腫瘍性病変やスネアリング困難病変に対
しても一括切除が可能になり、良好な成績が得られるようになった。また、この手技による穿孔や出
血などの偶発症はみられていない。

【まとめ】
バイポーラスネアによる粘膜通電固定法 EMRは安全性、治療成績ともに優れ、有用な手技と思わ
れる。今後も最良の介助ができるように手技のスキルアップを図っていきたい。
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⑤ cold	polypectomy における当院での実際と検体回収方法の検討

○間藤　未佳、田内美由紀、坂田　信子、山﨑　賢一、田﨑　美香、工藤　千佳、伊藤　優希、
亀井沙也加、大波多歳男、佐上　亮太、杉　さおり、錦織　英史

大分三愛メディカルセンター

【はじめに】
高周波装置を使用せずにポリープを切除する cold	polypectomy は、手技が簡便である事から治療
時間を短縮でき、患者の負担軽減につながる。当院でも、H27年６月よりコールドスネアを導入し
10mm以下のポリープに対し cold	polypectomy治療を行っている。しかし検体組織が小さく、回収
できない事があり検体回収方法等に創意工夫が必要と考えられた。今回、検体の回収方法についての
検討を行ったので、当院での治療の実際とあわせて報告する。

【方法】
平成28年１月～平成28年６月までに当院で coldpolypectomy を実施した67件の術中・術後出血

の状態、３社のサクショントラップを使用しての検体回収率、EMRとのコスト比較を調査した。
【結果】
平成28年１月～平成28年６月までの半年間、67症例に対し cold	polypectomy を行い穿孔０件、

術後出血０件だった。出血のリスクがある場合には予防的にクリップを使用した。また、３社のサク
ショントラップを症例によって使い分ける事で回収率の向上につながった。コストに関してはデバイ
スの安価等により EMRよりもコストパフォーマンスが良かった。

【考察】
cold	polypectomyを導入した結果、コスト削減ができ低侵襲で安全性の高い治療法であると分かっ
たが、今後も検体回収方法を工夫していく必要があると考える。cold	polypectomy は被験者側と医
療者側の両者にとっての利点、価値も大きく、今後さらに普及する治療である。
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①大腸憩室出血に対するバリウム充填法の経験

○古賀　辰徳、安部　龍一、永松　雅朗、柿ヶ尾佳奈、千代田啓志、東　俊太朗、柳　　謙二、
牧山　和也、井上健一郎

春回会　井上病院

【はじめに】
大腸憩室出血は消化管出血を来す疾患の一つで、従来高齢者に多いとされていたが近年ライフスタ
イルの変化に伴い若年層での罹患率が増加し、また循環器・脳血管疾患に対し抗凝固薬を内服してい
る高リスク群の患者も増加している。今回当院において大腸内視鏡で止血困難な大腸憩室出血にバリ
ウム充填法が有効であった症例を経験したので報告する。

【倫理的配慮】
当院倫理要項に基づき作成。

【症例】
対　象：50代男性
既往歴：便秘症
現病歴：		定期検診は受けているが上部内視鏡検査（EGD）/ 下部内視鏡検査（CS）歴なし、排便後

出血既往、心窩部痛なし。サプリメントを含めた内服なし。普段から便秘傾向強く、市販
の下剤を内服していた。翌日、茶色下痢便排出後に腹部違和感を自覚し、新鮮血下血が３
回あった。近医受診し院内で新鮮血下血後、ショック状態となり当院へ救急搬送となった。
上部消化管出血及び痔出血否定の為、緊急 EGD及び前処置なしショートCS実施。

	 	 	 	 	翌日前処置下でCS実施し、憩室出血疑うが出血源断定不可能であった。入院経過で、出
血と自然止血を繰り返し、都度CS実施するも出血源断定に至らず、バリウム充填による
止血法を試みた。

【結果】
入院２～３日間下血再燃なし、食事開始後も下血なく経過。　バリウム充填法より７日間下血再燃
なく、貧血改善された為退院となる。

【考察】
大腸憩室出血は出血源が同定された場合、治療の第一選択として内視鏡的クリッピング止血が用い
られることが多いが出血源不明で出血を繰り返す時はバリウム充填法は送気による圧迫もないため患
者の苦痛度が高くなく、ターゲットを絞らない止血法として有用であると考える。

【結語】
バリウム充填法は、出血源の同定が困難な大腸憩室出血に対し有用な止血処置と考えられた。

一般演題　メディカルスタッフの部Ⅳ
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②内視鏡挿入困難例に対して大腸ＣＴが有用であった症例

○横山真里南1）、前原　修一2）、山村みち子3）、柳　久美子3）、兒玉　律子3）、永手ちとせ3）、
山元　　修3）、今村　芳郎4）、税所　篤郎4）、前畠　良智4）、平川あさみ4）、鮫島由規則4）

1）潤愛会　鮫島病院	放射線技師	
2）潤愛会　鮫島病院	放射線技師（内技）	
3）潤愛会　鮫島病院	看護師（内技）	
4）潤愛会　鮫島病院	医師

当院では、年間4000件以上の大腸内視鏡検査（CS）を行っており、中には、内視鏡挿入困難例も
経験する。要因としては進行がんやクローン病による狭窄、憩室や癒着による腸の変形、過腸症、ヘ
ルニア、結腸嵌入が挙げられる。以前はCSで痛みを伴ってもそのまま続けることもあったが、最近
は無理してCSを続けず大腸CTに切り替え、腸の走行や挿入困難部より口側の情報を得ることがで
きている。このように現在、大腸CTがCSの補完的な役割を担っている。その中で大腸CTが有用で
あった症例を経験したので報告する。
対象：H23／4／1よりH28／3／31までの５年間のCS施行者

＜内視鏡挿入困難例＞

症例１：狭窄（進行がん）
	 	 	 	 52歳　男性

症例２：S状結腸過長症（腸管過長、複雑な走行、腸管の固定不良）
	 	 	 	 26歳　女性

症例３：Chilaiditi 症候群（結腸嵌入）
	 	 	 	 65歳　男性
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③無症候性アメーバ性腸炎を経験して

○中村志津子1）、田代　　緑1）、猪又　浩美1）、池永由美子1）、若林　幸子1）、工藤　由美2）、
小松ひとみ2）、相馬　　渉3）、有田　桂子3）、阿部　寿徳3）、有田　　毅3）

1）医療法人	八宏会	有田胃腸病院	内視鏡技師	
2）医療法人	八宏会	有田胃腸病院	看護師	
3）医療法人	八宏会	有田胃腸病院	医師

近年、疾病予防意識が高まる傾向のもと大腸内視鏡検査を受ける理由は多種多様となってきている。
当院の検査動機、主訴では、排便時出血、腹痛、下痢、便秘、便潜血陽性がほとんどであるが、自覚
症状なしのスクリーニング目的も増えてきている。また検査件数の増加に伴い内視鏡器材や処置具の
汚染による二次感染が起こらぬように、内視鏡洗浄、消毒、環境整備マニュアルを遵守しなければな
らない。我々は、元より感染防止を厳重に行っていることに加えて患者来院時に検査理由を含めた問
診を行っている。特に下痢、血便、渡航歴などあれば感染性腸炎の可能性を考え前処置から患者を隔
離するなどの配慮をしている。近年、本邦でのアメーバ赤痢の報告が増加しており、当院にても過去
５年間にアメーバ性腸炎を10例経験している。このうち３例は、下血を伴う下痢持続、US、CTにて
肝膿瘍指摘、海外渡航歴ありなど感染性腸炎を事前に疑えたが、７例はほとんど自覚症状がない患者
であった。感染性腸炎を事前に疑えなかった患者については、有所見時に直ちに検査室の消毒、閉鎖
を行い感染対策マニュアルに従った。幸い、接触した可能性のある患者に二次感染はみられなかった。
このことから、簡単な問診では聞き出せない情報や、渡航歴、性交渉も含めた詳細な聴き取りをプラ
イバシーに配慮しながら更に強化していくことを検討している。また、想定できない有所見者に遭遇
し得る場合も念頭に置いておく必要があると思われた。
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④女性医師による大腸内視鏡検査の現状　第２報

○永手ちとせ1）、山村みち子1）、柳　久美子1）、兒玉　律子1）、前原　修一2）、横山真里南2）、
山元　　修1）、今村　芳郎3）、税所　篤郎3）、前畠　良智3）、平川あさみ3）、鮫島由規則3）

1）潤愛会　鮫島病院　看護師（内技）	
2）潤愛会　鮫島病院　放射線技師	
3）潤愛会　鮫島病院　医師

【はじめに】
平成18年に「当院での女性内視鏡検査の現状」を発表し、10年が経過した。
現在は、毎月第２土曜日のみ、女性医師による大腸内視鏡検査を行っている。
以前より、女性患者で大腸検査を希望される方が多く、肛門科受診後からの検査希望も多い。また、

予約制をとっているが、２か月待ちの状態になるほどで、患者のニーズは高まっている。この状況に
対し、女性スタッフも増え、女性外来のニーズに対応出来ている、と考える。今回、女性外来の変化
と現状を紹介する。

【期間】
平成23年10月31日～平成28年５月14日
○平日のＣＦ男女比　　　男性52％　　女性48％
○第２土曜　男女比　　　51（14％）：308（86％）

○	継続していること～肛門科の女性外来と連携している
○	変化したこと～女性の内視鏡技師、放射線技師が増えて、圧迫法を取得し介助できるようになっ
た、などの環境が整ってきている。

【まとめ】
女性医師による大腸検査希望患者は多く、年々増加傾向にある。羞恥心などから敬遠しがちな検査
を、少しでも身近なものに感じていただき、より患者のニーズに対応したい。
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食欲不振、胃炎、消化不良に
胃腸の弱いもので、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、
貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症

効能又は効果

薬剤名等：カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤

使用上の注意（抜粋）

胃腸の弱いもので、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすい
ものの次の諸症：胃炎、胃アトニー、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐

１.重要な基本的注意 （１）本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認めら
れない場合には、継続投与を避けること。 （２）本剤にはカンゾウが含まれているので、血清カリウム値や血圧値等に十分留意し、異常が認められた場合には投
与を中止すること。 （3）他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。
２.相互作用　併用注意（併用に注意すること）

通常、成人１日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口
投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

用法及び用量
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上腹部症状
多彩な作用により
上腹部症状を改善します。
多彩な作用により

NU043e01-K■使用上の注意等の改訂には十分ご留意下さい。
（2015年7月制作）

http://www.tsumura.co.jp/
●資料請求・お問い合せは弊社MR、またはお客様相談窓口まで。 Tel.0120ー329ー970
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胃適応性弛緩に対する作用（モルモット、ヒト）4）5）6）
消化管知覚過敏亢進抑制作用（ラット、ヒト）7）8）
胃排出能改善作用（ヒト）9）
胃粘膜血流低下抑制作用（モルモット、ラット）10）11）
グレリン分泌促進作用（食欲改善）（ラット、ヒト）12）13）
ストレス性消化管機能障害改善作用（ラット、ヒト）8）14）
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胃適応性弛緩に対する作用（モルモット、ヒト）4）5）6）
消化管知覚過敏亢進抑制作用（ラット、ヒト）7）8）
胃排出能改善作用（ヒト）9）
胃粘膜血流低下抑制作用（モルモット、ラット）10）11）
グレリン分泌促進作用（食欲改善）（ラット、ヒト）12）13）
ストレス性消化管機能障害改善作用（ラット、ヒト）8）14）

［文献］

３.副作用　本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。　（１）重大な副作用　
１）偽アルドステロン症：低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム･体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあ
るので、観察（血清カリウム値の測定等）を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこ
と。２）ミオパチー：低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の
異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。　３）肝機能障害、黄疸：AST（GOT）、ALT（GPT）、
Al-P、γ-GTP等の著しい上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中
止し、適切な処置を行うこと。
＊その他の使用上の注意等は製品添付文書をご覧下さい。

胃切除後のうっ滞症状（上腹部膨満感、不快感、痛み、逆流、空腹感の
喪失）を改善します。19）

機能性ディスペプシア患者において上腹部症状や食欲不振の改善が
認められています。15）16）17）18）

「機能性消化管疾患診療ガイドライン2014」に
機能性ディスペプシア（FD）の治療として漢方薬が掲載されました。
【エビデンスレベルA:質の高いエビデンス、推奨の強さ2:実施することを提案する】
日本消化器病学会編.機能性消化管疾患診療ガイドライン2014ー機能性ディスペプシア（FD）.南江堂,2014,p.79.

主な副作用は、偽アルドステロン症、ミオパチー、肝機能障害、黄疸などです。
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