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【要旨】 

 便秘は、排出障害型、大腸通過遅延型、大腸通過正常型に病態分類され、その分類には専門的検査を要すること

がある。一方で、直腸ガスは排出障害型を示唆し、大腸通過遅延型は右側結腸便通過遅延が原因であるなどの既報

がある。我々はこれまで CT画像と比較検討して腹部超音波検査を用いて便局在と性状を診断可能であることを報

告してきた。本研究では腹部超音波検査と腹部レントゲン検査を用いて便秘の病態分類を試みた。また非便秘者に

も同様の腹部超音波検査を施行し、便秘患者との腹部超音波検査所見を比較検討した。 
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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。また、便秘は専門的検

査による病態分類により、排出障害型、大腸通過遅延

型、大腸通過正常型に分けられる。CT検査での直腸ガ

スは排出障害型を示唆し、大腸通過遅延型は右側結腸

便通過遅延が原因であるなどの既報がある。それぞれ

の病態によって治療方針も異なる傾向にある 2）。その

ため、便秘患者を病態で分類することは重要である。

本研究では腹部超音波検査と腹部レントゲン検査を用

いて便秘の病態分類を試みた。また、非便秘者にも同

様の腹部超音波検査を施行し、便秘患者との腹部超音

波検査所見を比較検討した。 

 

【方法】 

 2019 年 5 月～2020 年 1 月に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、

腹部超音波検査を施行した 85症例について検討した。

腹部レントゲン検査は臥位で、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)。腹部超音波検査で便の有無を上行結腸、

横行結腸、下行結腸、Ｓ状結腸、直腸の 5か所で同定

した。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。腹部レントゲ

ン検査で直腸ガスの有無を判定し、直腸にガスありを

排出障害型、直腸にガスなし、腹部超音波検査で S状

結腸and/or直腸に便ありを大腸通過遅延型、S状結腸

+直腸に便なしを大腸通過正常型とした(表 2)。また、

便性状はブリストル便形状スケールに合わせ 3）、硬便

(1-2)：普通便(3-5)：水様便(6-7)として、腹部超音波

検査所見で硬便、普通便、水様便を以下のように分類

した。(図1) 

・ 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 

 非便秘者 10名にも同様の腹部超音波検査を施行し、

便秘患者との腹部超音波検査所見を比較検討した。 

 本研究の検討項目は以下である。 

①便秘患者の患者背景と腹部超音波検査における病態

分類（排出障害型、大腸通過遅延型、大腸通過正常型）、

さらに便秘者と非便秘者と以下の検討項目について比

較検討した。②非便秘者と比較した腹部超音波検査に

おける便の有無とその便局在部位の差異。③非便秘者

と比較した腹部超音波検査における便性状の差異。 

 

【結果】 

結果①便秘患者は85人(男27：女58)、平均年齢64

±19 歳。初診時腹部超音波検査+腹部レントゲン検査

で排出障害型 19 人(22.4%)、大腸通過遅延型 47 人

(55.2%)、大腸通過正常型 19人(22.4%)と分類した(表

3)。初診時Bristol便形状を硬便(1-2)：普通便(3-5)：
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水様便(6-7)とすると、排出障害型は硬便10人(52.6%)、

大腸通過遅延型は硬便 27人(57.5%)、大腸通過正常型

は普通便 13人(68.4%)であった．問診では、いずれの

型も残便感が優位で、13人(68.4%)、37人(78.7%)、16

人(84.2%)であった(表4)。 

②非便秘者は、当日朝排便があった場合は下行結腸

より肛門側に便がなく、朝の排便がなかった場合は S

状結腸まで便があるが、いずれの場合も直腸に便はな

かった。非便秘者と比較した便秘患者の腹部超音波検

査における便局在部位は下行結腸、Ｓ状結腸、直腸に

おいて有意差をもって便秘者で便が残存していた(表

5)。 

③腹部超音波所見における便性状の差異については、

便秘者で 50人(58.8%)が硬便であったが、非便秘者で

は硬便は1人もいなかった。 

 

【考察】 

 便秘患者の患者背景と腹部超音波検査における病態

分類（排出障害型、大腸通過遅延型、大腸通過正常型

）、さらに腹部超音波検査における便秘者と非便秘者と

の便局在部位、便性状の差異について検討した。本検

討では、腹部超音波検査、腹部レントゲン検査を用い

て便秘の病態分類を試み、排出障害型19人(22.4%)、大

腸通過遅延型47人(55.2%)、大腸通過正常型19人(22.4

%)と分類した。これは排出障害型31%、大腸通過遅延型

27%、大腸通過正常型23%とする既往の報告と近似して

おり2)、腹部超音波検査で便秘の病態分類は可能である

ことが示唆された。また、腹部超音波検査で非便秘者

との便局在部位を比較検討した結果、下行結腸、Ｓ状

結腸、直腸において、便の局在に有意差を認めた。 

 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4）。また便秘は、排出障害型

、大腸通過遅延型、大腸通過正常型に病態分類され、

その分類には専門的検査を要することがあり、治療方

針も異なる場合がある．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5）。 

 現在、便秘診断は触診や問診、レントゲン・CT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6）。 

 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、腹部超音波検査で便秘の病態分類を試みた

。その結果、腹部超音波検査に腹部レントゲンを併用

することで、病態分類可能であることがわかった。 

 腹部超音波検査で便秘者と非便秘者の便局在部位を

比較検討した報告は以前にない。今回の検討で、便秘

者と非便秘者は下行結腸、S状結腸、直腸において、便

の局在に有意差を認めた。また、便秘者に硬便が多い

のに対し、非便秘者では全例普通便である点も既報に

ない。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7）。 

 今後もさらなる検討を加え、腹部超音波検査が便秘

診断の一助となることを期待したい。 

 

【結語】 

 本研究では腹部超音波検査と腹部レントゲン検査を

用いて便秘の病態分類を試みた。また便秘者と非便秘

者の腹部超音波検査を施行し、便局在部位と便性状に

有意差を認めた。 

 

本論文内容に関連する著者の利益相反なし 
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表1 

検査種類 方法 

腹部レントゲン検査 臥位 

腹部超音波検査 背臥位で3.5MHzのプローブ 

 

表2 

便秘の病態分類 所見 

排出障害型 直腸にガスあり 

大腸通過遅延型 直腸にガスなし 

腹部超音波検査でS状結腸and/or直腸に便あり 

大腸通過正常型 直腸にガスなし 

腹部超音波検査でS状結腸+直腸に便なし 

 

表3 

 

 

表4 
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表5 

 

A,上行結腸; T, 横行結腸; D, 下行結腸; S, S状結腸; R, 直腸 

 

 
図1 腹部超音波検査における便性状 

 

 


