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腹部超音波検査が契機となって
診断しえた早期大腸癌の1例

上天草市立上天草総合病院 検査科 房木明里

片山卓也 大石真衣 福田浩喜

外科 城野英利 福田誠 蓮尾友伸

事業管理者 樋口定信

上天草市立上天草総合病院　房木です。よろしく
お願いします。

∗ 熊本県上天草市龍ヶ岳町

∗ 開設 昭和３９年 昨年創立５０周年

∗ 診療科目 ２３科

∗ 病床数 １９５床

∗ 常勤医師数 １４名

∗ 熊本県指定

災害拠点病院・へき地医療拠点支援病院

上天草市立上天草総合病院

当院は診療科目23科、病床数195床、常勤医師数
14名の上天草地域の中核病院です。

熊本県の災害拠点病院・へき地医療拠点支援病院
の指定を受けています。

・２０１３年 超音波・内視鏡センター新設

・腹部・表在（乳腺・甲状腺等）超音波検査は、

多忙な医師に代わり臨床検査技師・診療放射線技師にて施行

・超音波検査装置 １台

・技師１～２名（検査件数による）にて曜日ごとに対応

・検査件数（腹部・表在）平均１００件 前後／月 ４～５件／日

∗ 判断に迷う症例や処置を必要とする症例は、担当医へ直接報告・相談

腹部超音波検査運用状況

腹部超音波検査の運用状況として、超音波・内視
鏡センター新設と共に、腹部・表在超音波検査は多
忙な医師に代わり、臨床検査技師・診療放射線技師
にて行っています。

検査件数は平均月100件前後です。

∗ 消化管領域における超音波検査の有用性

近年、超音波機器の改良や知見の蓄積に伴い、

消化管領域における腹部超音波検査の有用性が

多く報告されている

∗ 消化管観察の基本走査：系統的走査

消化管の描出能向上に期待

積極的に研修会へ参加！

近年、超音波機器の改良や知見の蓄積に伴い、消
化管領域における腹部超音波検査の有用性が多く報
告されています。

超音波検査にて消化管観察の基本走査である系統
的走査を行うことで、消化管の描出能向上が期待さ
れます。当院では積極的に研修会へ参加しています。
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新規超音波検査機導入

東芝社 aplio５００導入

＜特性＞

・ 多彩なアプリケーション

・ 造影超音波検査にも対応

・ 鮮明な画像

・ コンベックスプローブ

（ ３．５MHz ・ ６MHz）

・ リニアプローブ

（ ７．５MHｚ ・ １２MHｚ）

大腸癌研究会 大腸癌治療ガイドラインの解説より

新しい超音波装置を導入しました。

系統的走査

固定点

系統的走査
消化管観察の基本走査法

スクリーニング法

消化管は複雑な解剖、、、

しかし、つながっている為

固定点を目印に消化管壁と

ガス像を追跡・観察していく

大腸癌研究会 大腸癌治療ガイドラインの解説より

消化管を観察する際、系統的走査を行います。
消化管は複雑な解剖となっていますが、つながっ

ていますので、決まった固定点を目印に観察してい
きます。

大腸癌研究会 大腸癌治療ガイドラインの解説より

胃噴門部

空腸

上行結腸
下行結腸

実際の超音波画像はこのようにみえます。

∗ ７０代 女性

∗ 主 訴 ： なし

∗ 現病歴 ： 慢性腎不全 血液透析中

∗ 既往歴 ： 子宮筋腫（子宮全摘術；４０代）

＜腹部超音波検査 依頼目的＞

定期血液検査にて肝機能上昇

症例

症例は70代　女性。主訴なし。現病歴に慢性腎不
全にて血液透析中の方です。

定期血液検査にて肝機能上昇があり、原因検索に
て腹部超音波検査の依頼がありました

血液検査

（高値 赤、低値 青）

肝・胆道系
酵素上昇

血液データです。赤色が高値、青色が低値を示し
ており、肝、胆道系酵素の上昇を認めます

腹部超音波検査
∗ 画像

＜所見＞ 肝胆道系に異常所見なし

両側腎萎縮・のう胞・石灰化

• 画像

• 画像

肝臓 肝臓

総胆管 胆嚢 右腎 左腎

腹部超音波検査を行い、肝胆道系に異常所見は認
められませんでした。
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上行結腸腹側・前壁、回盲弁より頭側に長径３０mm大、

厚さ８mm大の低エコー化した限局性壁肥厚あり。内部血流あり

上行結腸

系統的走査にて

系統的走査を行ったところ、上行結腸腹側・前
壁、回盲弁より頭側に長径30ｍｍ大、厚さ８mm大
の低エコー化した限局性壁肥厚をみとめました。ド
プラー検査にて、肥厚した部分に血流をみとめまし
た。

病気が見えるvol.1消化器 第４版 MEDIC MEDIAより

腹部超音波検査にて

上行結腸癌疑い

走査方向を変え観察していくと...

潰瘍底

周堤

走査方向を変え観察していくと、潰瘍形成部と周
堤を描出できましたので上行結腸癌を疑いました。

大腸癌 肉眼的分類

０型：表在型

１型：隆起腫瘤型

２型：潰瘍限局型

３型：潰瘍浸潤型

４型：びまん浸潤型

５型：分類不能型

亜型分類

Ⅰ：隆起型

Ⅱ：表面型

早期癌

進行癌

大腸癌研究会 大腸癌取扱い規約（第８版）

形態より、大腸癌肉眼的分類の２型進行がん潰瘍
限局型を考えました。

大腸内視鏡検査

回盲弁レベルに３ｃｍ程の潰瘍
限局型の腫瘤を認め、僅かに
出血あり

＜診断＞

上行結腸癌疑い

⇒ 生検施行

病理検査へ提出

肉眼的分類
２型 潰瘍限局型

大腸癌研究会 大腸癌取扱い規約（第８版）

後日大腸内視鏡検査が行われました。回盲弁レベ
ルに３cm程の潰瘍限局型の腫瘤を認め、僅かに出
血あり。

上行結腸癌を疑い、この部位の生検を行いました。

Group５；腺癌 Adenocarcinoma（pap～tub１）
腫瘍成分を含む大腸粘膜であり乳頭状ないし管状の構造を示す
異型高円柱上皮の浸潤増殖を認める。

大腸内視鏡検査生検結果

生検組織診断分類（Group分類）

生検結果は、グループ５で腺癌の診断でした。

CT検査

リンパ節転移等、遠隔転移認められない

回盲部付近の病変は指摘困難であった大腸癌研究会 大腸癌治療ガイドラインの解説より

CT検査にて
リンパ節転移等の遠隔転移は認められませんでし

た。また回盲部付近の病変は指摘困難でした。
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摘出標本：腹腔鏡下回盲部切除術

回盲弁近傍の上行結腸に

２型病変（潰瘍限局型）が存在

明らかな肉眼的リンパ節腫大は認めず

回腸末端

上行結腸
回盲弁

上行結腸

手術にて摘出された標本です。回盲弁近傍の上行
結腸に２型病変（潰瘍限局型）が存在。あきらかな
肉眼的リンパ節腫大は認められませんでした。

摘出標本割面

＜臨床分類＞

上行結腸癌 ｃT３（SS) N0 H0 P0 ｃStageⅡ

肉眼的分類
2型 潰瘍限局型

①

➁

③

① ➁ ③

進行癌

白色：腫瘍部位

大腸癌研究会 大腸癌取扱い規約（第８版）

摘出標本の割面です。白色調の部分が２型癌です。
肉眼的には筋層を越え漿膜下層に達している様に

見えます。

病理組織検査

腫瘍は管腔形成のやや不明瞭な中分化型管状腺癌。
腫瘍は固有筋層に接している。軽度の静脈浸潤が見られる。
肛門側および口側断片に腫瘍はみられない。

<病理分類>

HE染色（×１００）

病理組織検査にて、腫瘍は管腔形成のやや不明瞭
な中分化型管状腺癌でした。固有筋層に接し、軽度
の静脈浸潤が見られ、肛門側および口側断片に腫瘍
はみられませんでした。

病理組織学的には固有筋層に接してはいますが、浸
潤を認めないStage I の早期大腸癌でした。

画像比較
CF

US

：超音波検査・大腸内視鏡検査
病理標本割面・ルーペ像

病理標本割面と同様の形態を
腹部超音波検査で捉える事が出来た！

各種画像比較です。
病理標本割面と同様の形態を腹部超音波検査でも

捉える事ができました。

∗ 腹部超音波検査では困難とされていた管腔臓器の癌を発見した

・ 新規超音装置導入にて画像解像度が向上

・ 系統的走査を学び、消化管描出能が向上

・ 病変が腹側に存在し、消化管ガスの影響がなかった

・ 病変が2型の潰瘍を形成しており、捉えやすかった

・ 検査時間にゆとりがあった

∗ 今後の課題：超音波検査による深達度の評価

考察

考察
腹部超音波検査では困難とされていた管腔臓器の

癌を発見しました
要因として、新規超音波検査装置導入にて画像解

像度が向上したこと、
系統的走査を学び、消化管描出が向上したこと
病変は腹側に存在し、消化管ガスの影響がなかっ

たこと
２型の潰瘍を形成しており捉えやすかったこと
検査の混み合う時間帯ではなかった為、少し時間

をかけ観察できたことなどの条件が重なったものと
考えられます

しかしながら、深達度診断は十分とは言えず、今
後の課題とされます
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∗ 今回、肝機能障害精査目的であった腹部超音波検査にて

早期大腸癌の発見・診断につながった症例を経験した

∗ 検査依頼目的以外へも目を向けることは大事！

∗ 超音波検査には死角が存在するが、侵襲性なく手軽に行える
検査であり、超音波検査の特性を生かしながら、可能な範囲早
期発見できるよう技術向上を図ることが大切である

まとめ

まとめです
今回、肝障害精査目的であった腹部超音波検査に

て早期大腸癌の発見・診断につながった症例を経験
しました。

検査依頼項目以外へも目を向けることは大事で
す。

超音波検査には死角が存在するが、侵襲性なく手
軽に行える検査であり、可能な範囲、早期発見でき
るよう技術向上を図ることが大切と思われます。

ご清聴ありがとうございました。

上天草総合病院検査室からの眺め
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ご清聴ありがとうございました。




