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【要旨】 

 便秘に伴う症状は排便回数減少、排便困難、残便感など様々である一方、排出すべき便がない場合は「便秘」で

はない。しかし、便秘の診断・治療評価は主観的である。本検討では、2019年5月から当院便秘外来を受診した患

者のうち、便秘治療介入前に腹部レントゲン検査、CT検査、腹部超音波検査を施行した24症例について腹部超音

波検査を用いた客観的な便秘の画像評価ができないか検討した。腹部超音波検査で便の局在部位の評価は可能で、

他の画像検査と比較し、便性状も評価できる可能性が示唆された。腹部超音波検査で便秘を客観的に評価可能であ

った。非侵襲的で、今後の便秘診断・治療の一助となる検査として有用であると考える。 
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【はじめに】 

 2017 年 10月に慢性便秘症診療ガイドライン 20171）

が発行され、ガイドラインに基づいて便秘診療を行う

ことが可能となった。医学的に便秘とは、「本来体外に

排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態」

と定義される。便秘に伴う症状は排便回数減少、排便

困難、残便感など様々である。一方、排出すべき便が

ない場合は「便秘」ではない。本検討では、便秘を訴

える患者に対する腹部超音波検査を用いた便秘の画像

評価について検討した。 

 

【方法】 

 2019年5月から当院便秘外来を受診した患者のうち、

便秘治療介入前に腹部レントゲン検査、CT検査、腹部

超音波検査を施行した24症例について検討した。腹部

レントゲン検査は臥位で、CT 検査は単純 CT 検査で、

腹部超音波検査は腸管観察を中心に背臥位で 3.5MHz

のプローブを用いて評価した(表1)。①患者背景、②画

像評価における便秘の有無、③腹部レントゲン検査、

CT検査、腹部超音波所見における便局在部位評価の比

較を検討した。便の局在部位についてはCT検査におけ

る局在を Gold standardとした(図 1)。腹部超音波所

見における便の有無は、「腸管内腔に固形物や液体物を

認めず、後壁エコーを認める」場合を便なし。それ以

外を便ありとした。また、便性状はブリストル便形状

スケールを用いた(図2)2）。ブリストルスケールを用い

て便を硬便、普通便、水様便の3つに分類し(図3)、腹

部超音波検査所見もそれぞれに対応するよう以下のよ

うに定義した。 

・ 硬便:acoustic shadowを伴い、strong echoを伴

うもの 

・ 普通便：acoustic shadowを伴い、超音波の透過性

がある程度あるもの 

・ 水様便:超音波の透過性はあるが、acoustic 

shadowを認めないもの 

 

【結果】 

 結果①平均年齢71±17歳、性別男性4:女性20、13症

例(54.2%)で腹部手術の既往があり、19症例(79.2%)で

過去に市販薬を含む便秘内服薬使用の既往があった。

11症例(45.8%)がブリストル便形状スケールで1-2（硬

便）であり、10症例(41.7%)が3-5（普通便）、3症例

(12.5%)が6-7（水様便）であった(表2)。②すべての症

例で画像評価において大腸内に便が存在した。③便の

局在部位はCT検査、腹部超音波検査において22例

(91.7%)で一致していた。一致しなかった2例(8.3%)は

1例が排尿後のため直腸病変の描出ができず、局在が不

一致であった。もう1例は腹部手術歴不明で、横行結腸

のみしか同定できず評価不十分であった(表3)。腹部超

音波検査では、CT検査の便性状と照合した結果、便性

状も評価できる可能性が示唆された(図4)。 

 

【考察】 

 腹部超音波検査を用いた便秘の画像評価について検

討した。本検討では、当院便秘外来に受診した患者は

すでに約80%で過去に市販薬を含む便秘内服薬使用の

既往があり、11症例(45.8%)がブリストル便形状スケー

ルで1-2（硬便）であることがわかった。腹部超音波検



道南医学会ジャーナル第 3 号 

道南医ジ 3:32 

査で便の局在が評価できることがわかり、便性状の評

価もできることが示唆された。 

 2017年10月に慢性便秘症診療ガイドライン20171）が

発行され、ガイドラインに基づいて便秘診療を行うこ

とが可能となった。医学的に便秘とは、「本来体外に排

出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態」

と定義され、簡便な定義である印象を受ける一方で、

便秘に伴う症状は排便回数減少、排便困難、残便感な

ど様々であり、その診断・治療評価において主観的で

あることは否めない。そのため、高齢者や認知症のあ

る患者など意思を十分に訴えられない患者では、治療

の効果が不十分な場合や、反対に過剰な下剤投与によ

るQOL低下をきたしている可能性もある。便秘は高齢者

に多く、特に介護を要する高齢者の場合には介助者に

も大きな負担となっている3）。 

 現在、便秘診断の診断は触診や問診、レントゲン・C

T検査などの画像評価などで行われている。しかし、患

者の訴えのみの問診では個人によってその訴えが、多

様化する点、被爆を伴う画像評価である点が問題であ

る4）。 

 腹部超音波検査は非侵襲的検査であり、簡便に繰り

返してできる検査である。便秘の治療効果判定には複

数回にわたる評価が必要であることからも、非侵襲的

検査である腹部超音波検査は適していると考える。今

回我々は、便秘外来を受診する患者に対する便秘の診

断とその治療効果判定に腹部超音波検査を用いること

を試みた。その結果、便の局在はCT検査と比較して問

題なく評価できることが分かった。今すでに機能性便

秘の評価や治療の経過観察に腹部超音波検査が有用で

あるという2例報告がある5）。今後は当院便秘外来患者

の治療の経過観察にも応用したいと考えている。 

 便性状は、ブリストル便形状スケールで4がもっとも

患者のQOLがいいことが知られている6）。既報にも便性

状が腹部超音波検査で評価できるという報告がある7）。

本検討でも、CT検査と比較し、便性状と照合した結果

、便性状も評価できる可能性が示唆された。 

 便秘は大きく分類して、大腸通過正常型、大腸通過

遅延型、便排出障害がある。既報で、大腸通過時間を

腹部超音波検査で評価した報告もある8）。今後の検討に

加え、便秘診断の一助となることを期待したい。 

 

【結語】 

 腹部超音波検査で便秘を客観的に評価可能であった

。非侵襲的で、今後の便秘診断・治療の一助となる検

査として有用であると考える。 
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表1 

検査腫 方法 

腹部レントゲン検査 臥位 

CT検査 単純CT検査（冠状断） 

腹部超音波検査 背臥位で3.5MHzのプローブ 

 

表2 

 

SD: standard deviation 

 

表3 

 

A,上行結腸; T, 横行結腸; D, 下行結腸; S, Ｓ状結腸; R, 直腸 
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図1 便の局在部位 

 

 

図2 ブリストル便形状スケール 

 

 
図3 腹部超音波検査における便性状 
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図4 腹部超音波検査とCT検査の便性状の比較 

 


