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胃がん・大腸がんに対する内視鏡診療の現状

～予防から検査、治療まで〜

第31回市民とともに考える救急医療シンポジウム
「お腹が痛い、でも大丈夫」は命とり！
～消化器疾患の「いま」を知る～



＜本日の内容＞

➢はじめに

・消化管がんについて

➢胃がん

・原因と予防/検査/治療

➢大腸がん

・原因と予防/検査/治療

➢おわりに

・今後の展開



＜本日の内容＞

➢はじめに

・消化管がんについて

➢胃がん

・原因と予防/検査/治療

➢大腸がん

・原因と予防/検査/治療

➢おわりに

・今後の展開



消化管とは

口
↓
食道
↓
胃
↓
十二指腸
小腸
↓
大腸
↓
肛門

食物の通過する1本道

食物

便



がんとは

遺伝子が傷つく

いろいろな要因が長い年月にわたって関与

異常細胞の自律性増殖

浸潤や転移のより全身に広がる

正常組織の栄養を奪いとる

がんは、なりにくくすることはできるが、ならないようにはできない！



一生のうちに2人に1人は何らかのがんにかかる身近な病気

誰でもなる可能性がある！

男性

女性



50歳代くらいから増加し、高齢になるほど高い

何歳からなりやすいのか？

年齢階級別がん罹患率



どこのがんが多い？

【大腸がん】 罹患数 1位、死亡数 2位

【胃がん】 罹患数 2位、死亡数 3位



＜本日の内容＞

➢はじめに

・消化管がんについて

➢胃がん

・原因と予防/検査/治療

➢大腸がん

・原因と予防/検査/治療

➢おわりに

・今後の展開



【働き】食べ物の消化・吸収、殺菌

【構造】入口と出口が狭くなっている袋状の形状

壁は層構造（粘膜・粘膜筋板・粘膜下層・筋層・漿膜）

胃について

粘膜下層



胃がんについて

・がんは、まず胃壁の内側にある粘膜に発生する

・その後徐々に粘膜下層→筋層→漿膜へと外側に向かって広がる

・粘膜下層までのがんを早期がん、筋層より深いものを進行がんと呼ぶ

・初期には症状なし

進行すると胃が重たい、食欲不振、吐き気、嘔吐、タール便



罹患率と死亡数
＜罹患率＞

一生のうちにかかる割合 胃がんは日本人が

多くかかるがん

＜死亡数＞

診断法・検査法の向上に

より低下がみられた



一次予防・・・病気にならないようにすること
（例）生活習慣改善、健康教育、予防接種

二次予防・・・病気を早期発見、早期治療すること
（例）健康診断

三次予防・・・治療過程で社会復帰や再発防止を
すること

予防について



喫煙

果物・野菜不足

胃がん

原因

塩分摂取

ピロリ菌

飲酒

その他



野菜・果物摂取が胃がんを減らす？

➢野菜・果物は少量の摂取で胃がんの発生率を下げる

➢しかし食べる頻度をより増やしても低くなる傾向はみられなかった

引用論文
International Journal of Cancer 2002年102巻39-44ページ

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12353232?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12353232?dopt=Abstract


緑茶が胃がんを減らす？

➢女性においては、緑茶の摂取が胃がんリスクを低下させる可能性がある

➢男性については、緑茶と胃がんリスクの関連を示す十分な疫学的な確証

は得られず 引用論文
Gut. 2009年10月58巻1323-1332ページ

男性 女性

緑茶摂取頻度

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12353232?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19505880?dopt=Abstract


ヘリコバクター・ピロリ菌

バリー・マーシャル
Barry James Marshall

ロビン・ウオレン
John Robin Warren

2005年
ノーベル生理学・医学賞受賞

ストレスや辛い物、胃酸の分泌過剰が原因と考えられていた

胃潰瘍の原因がピロリ菌であることを発見



引用論文
Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention 2006年 15巻1341－1347ページ

➢ピロリ菌陽性者では胃がんリスクが5倍となる

➢胃がん症例の99％がピロリ菌陽性

＊しかしピロリ菌感染者の中で実際胃がんを発症するのは一部

実際、胃がんにならなかったグループのピロリ菌感染率も90％だった

⇒よって胃がんになる要因はピロリ菌のみではなく、他の要因も複数関与

ピロリ菌は胃がんの原因？

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16835334?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16835334?dopt=Abstract


ピロリ菌の診断方法

内視鏡を使用しない方法

内視鏡を使用する方法

・血液

・呼気

・尿

・便

・内視鏡で組織採取





胃X線検査

【検査方法】

➢造影剤のバリウムと、胃を膨らませる炭酸ガスを発生させる

発泡剤を飲む

➢その後、膨らんだ胃の粘膜にバリウムを付着させるために、

指示に従い身体を仰向けやうつ伏せ、左右に回転し、撮影をしていく

【注意事項】

➢食事や飲料の摂取制限がある

➢検査中ゲップを我慢する必要がある

いわゆるレントゲン検査



胃X線検査のまとめ

【利点】

・内視鏡検査よりは苦痛が少ない

【問題点】

・ゲップを我慢する苦痛

・硬い台の上での頻回の体位変換が大変

・放射線被ばくの問題

・検査精度の問題

・病気の確定診断にはならない



“3年以内の内視鏡検診により胃癌死を30％減少”







胃内視鏡検査

【検査方法】

➢検査直前に胃の泡を消す薬をのむ

➢胃の動きを抑える薬を注射することがある

➢のどの麻酔をかける

➢小型のカメラを搭載した細い管（直径5〜10mm）を口または鼻から挿入し、

食道・胃・十二指腸を観察する

【注意事項】

➢当日の食事や飲料の摂取制限がある

➢のどの麻酔薬や、胃の動きを抑える薬などに薬剤を使用するため薬剤

アレルギーや持病のある方は注意が必要



胃内視鏡検査のまとめ

【利点】

・検査精度が高い

・生検による確定診断が可能

・放射線被ばくがない

【問題点】

・嘔吐反射などの苦痛を伴う

・使用する薬剤などのアレルギーの可能性



経鼻内視鏡の実際

経鼻内視鏡と経口内視鏡の違い

経口 経鼻

苦痛度 大 小

嘔吐反射 多 少

鼻の痛み なし あり

鼻の前処置 なし あり

検査精度 高 同等〜低

検査時間 短 同等〜長



『胃がん取扱い規約』

日本胃癌学会・編



【病期(ステージ)】がんの進行度

胃がんのステージは、がんの深さと転移の程度で決まる



進行がん

早期がん



➢分化型癌：通常のがん

➢未分化型癌：悪性度の高いがん

例）スキルス胃がん

がんの種類

胃がんは大部分、腺がん



平坦隆起型

隆起型

分化型の早期がん



平坦陥凹型

平坦型

分化型の早期がん



スキルス胃がん

未分化型の進行がん



『胃がん治療ガイドライン』

日本胃癌学会・編



胃壁の構造

内視鏡治療／手術 手術／化学療法



【ステージ別の治療法】

胃がんのステージにより治療法が決定される

（患者さんの状態も加味する）

内視鏡治療 手術 化学療法

放射線治療

緩和手術

対症療法病理結果により
追加外科手術

病理結果により
化学療法



内視鏡治療の場合は、胃の全体を温存できる

切除した部分の粘膜は再生し、元どおりの胃となる

内視鏡治療のメリット

通常、外科手術は

・胃の2/3を切除

・胃の全摘（全部を切除）



ESD後2ヶ月でほぼ元通りになる

ESD直後 ESD2ヶ月後



内視鏡治療の適応

➢粘膜内癌、分化型、潰瘍を伴わないもの

＊潰瘍を伴う場合は3㎝以下のもの

➢粘膜内癌、未分化型、潰瘍を伴わないもの、2㎝以下

精細な診断が必要！



画像強調拡大内視鏡

特殊な光をあて、顕微鏡のように100倍近くまで拡大して病巣をみる

⇒がんを㎜単位で診断する



内視鏡的粘膜切除術
(EMR)

簡便ながら、切除できる大きさや形に制限がある



内視鏡的粘膜下層剥離術
(ESD)

難しいながら、切除できる大きさや形に制限がない



ESD用の電気メス

http://www.zeonmedical.co.jp/product/digestive/polypectomy_04/Images/fig02_l.jpg
http://www.medicos-hirata.co.jp/products/movie01.wmv


10cmを超える巨大な早期胃がん



ESD施行



切除し取り出した検体 病理検査による判定

切除径 12×7cm



ESD治療に伴うリスク

➢出血：主に治療後数日してからおこる

症状は黒色便、吐血

緊急で内視鏡で、止血治療を行う

➢穿孔：胃の壁に穴があくこと

主に治療中におこる

中には緊急で外科手術を行う必要がある



内視鏡治療後、治癒と判定できる基準

➢粘膜内癌、分化型、潰瘍を伴わないもの

＊潰瘍を伴う場合は3㎝以下のもの

➢粘膜内癌、未分化型、潰瘍を伴わないもの、2㎝以下

➢粘膜下層軽度浸潤癌、分化型、3㎝以下



先ほどの治癒判定基準を

切除した検体を病理検査に提出

満たした場合 満たさなかった場合

治療完了 追加の外科手術

1〜2週間で結果判明



➢治療後2週間はまだ出血のリスクがあるので、運動や

重労働は控え、飲食も注意が必要

➢治療後の潰瘍が治るのに2ヶ月を要するので、その間

は胃薬を内服する

➢治癒となった後も新たな胃がんの出現の可能性はある

ので、長期の内視鏡による経過観察は必要

＜治療後の注意事項＞



＜本日の内容＞

➢はじめに

・消化管がんについて

➢胃がん

・原因と予防/検査/治療

➢大腸がん

・原因と予防/検査/治療

➢おわりに

・今後の展開



【働き】水分の吸収を行い、便を作る

【長さ・太さ】全長1.5〜2m、直径5〜7cm

【構成】盲腸

結腸（上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸）

直腸

大腸について



大腸がんについて

日本人に急増中で、50～60歳代に多発

昨今の食生活の欧米化により急速に増えている

早期では、症状なし

進行すると、腹痛、血便、便秘、下痢、便が細くなるなどの症状



罹患率と死亡数

＜罹患率＞

＜死亡数＞

一生のうちにかかる割合

大腸がんは日本人で

急増している



喫煙 飲酒

肥満 運動不足

大腸がん

原因

その他



肥満によるリスク

＊BMI (Body mass index) 

=体重×体重／身長

➢BMIが大きい程、大腸がんリスクが上昇する
Annals of Oncology 2012年23号479-90ページ

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21597097


コーヒーが大腸がんを減らす？

➢女性において結腸がんリスクが低下する

引用論文

Int J Cancer 2018



推奨される身体活動量

➢18〜64歳

歩行またはそれと同等以上の強度の身体活動を毎日60分以上行うこと

それに加え、息がはずみ、汗をかく程度の運動を毎週60分程度行うこと

➢65歳以上

強度を問わず、身体活動を毎日40分行うこと

➢すべての世代で

現在の身体活動量を少しでも増やす、運動習慣をもつようにする

（厚生労働省より）





便潜血

【内容】便に潜む血液の有無を調べる

【方法】2日間分の便を採取し提出する

＊食事制限などの必要なし

【機序】がんやポリープがあると、便が腸内を移動する際に

便と組織が擦れて血液が付着する

目に見えないわずかな出血も検知することが可能

＊がん検診の中でも最も死亡率が下がる事が証明されている検査



便潜血の原因となる病気

・がん

・ポリープ

・炎症

・痔（痔核、痔瘻）

・何も病気がないこともあり

注意事項

＊1回でも陽性なら精密検査が必要です！



便潜血のまとめ

【利点】

・非常に簡単

・つらくない

・毎年受診することで、大腸がんの死亡率が

60%減るとされている

【問題点】

・検査精度の問題

感度30〜92.9%の報告あり

⇒十分な精度とは言えない

・病気の確定診断にはならない

＊内視鏡は95%以上の精度





注腸X線検査

・下剤を内服し、腸をきれいにする

・腸の動きを抑える注射をする

・お尻に管をいれ、造影剤を注入する

・空気を注入する

・台の上で、体位を変えながら、

X線撮影をする



注腸X線検査のまとめ

【利点】

・便潜血検査より精度は高い

・内視鏡検査よりは準備や検査の負担が少ない

【問題点】

・放射線被ばくの問題

・組織診断による確定診断はできない





大腸内視鏡検査

【検査方法】

➢検査前日に下剤を内服する

➢検査当日に多量の下剤を内服する（2Lを数時間かけて）

➢検査直前に腸の運動を抑える薬を注射する（場合により点滴で鎮痛剤なども）

➢カメラを搭載した細い管（直径10〜15mm）を肛門から挿入し、

大腸全体を観察する

【注意事項】

➢前日の食事制限がある（残さの少ない食事）

➢ごくまれに腸管穿孔などのリスクがある



大腸内視鏡準備

大腸内視鏡の前処置

【検査当日】

【前日夜】

【前日】

食事

下剤2L

2種類の下剤

検査食



大腸内視鏡検査のまとめ

【利点】

・検査精度が高い(感度90%以上)

・生検による確定診断が可能

・放射線被ばくがない

【問題点】

・人により腹満感や痛みを感じる

・多量の下剤内服をしなければならない

・使用する薬剤などのアレルギーの可能性

・リスク (偶発症0.06%, 死亡0.001%)



大腸ポリープ いろいろな形のものがある



大腸ポリープ

大部分は

良性の腺腫 がん

一部は

年単位かかる

稀に

がん から出現するタイプもある



大腸ポリープ切除と大腸癌死の予防

大腸癌死
53％減少

ポリープ切除



大腸腫瘍も様々

良性、悪性など病変の性状によって、内視鏡での治療法も

異なるため事前に推測する必要がある⇒拡大内視鏡が有用



拡大内視鏡を用いた大腸ピットパターン診断

色素で染色し、拡大内視鏡観察することで、

病変の組織の推定をし、治療方針の決定につなげる



画像強調による拡大内視鏡観察

色素で染色する手間なく、内視鏡のボタン一つで簡便

にできる方法



Japan

NBI

Expert

Team分類

JNET分類

無治療 内視鏡治療 外科手術

日本のTeamによっては開発され、
海外にむけて発信



『大腸がん取扱い規約』

大腸癌研究会・編



がんの深達度



転移巣

【病期(ステージ)】がんの進行度

大腸がんのステージは、がんの深さと転移の程度で決まる



『大腸がん治療ガイドライン』

大腸癌研究会・編



【ステージ別の治療法】



内視鏡治療の適応

ガイドラインで規定されている

内視鏡治療の適応は、転移を来さないとされる病変

・粘膜内がん

・粘膜下層軽度浸潤がん



内視鏡治療法

➢ポリペクトミー

・コールドポリペクトミー

・ホットポリペクトミー

➢内視鏡的粘膜切除術 (EMR)

➢内視鏡的粘膜下層剥離術 (ESD)

スネア

スネアという金属のワイヤー
を用いた比較的簡便な方法

高周波メスを用いた難易度
の高い方法



直腸から肛門に広がる巨大病変
＊外科手術となると人工肛門となる病変



ESDによる内視鏡治療



治療結果

人工肛門にならずに内視鏡治療で治癒



ESDで治療直後

10㎝大の早期大腸がん

ESD後の経過

ESD数か月後、治療部は瘢痕治癒



ESD治療に伴うリスク

➢出血：主に治療後数日してからおこる

症状は血便

➢穿孔：大腸の壁に穴があくこと

主に治療中におこる

中には緊急で外科手術を行う必要がある

＊胃よりも壁が薄いため胃の場合より頻度が高い



内視鏡治療後、病理診断をし、最終的に治癒と判定できる基準

➢粘膜内もしくは粘膜下層までのがん (分化型)

➢脈管侵襲陰性 (血管・リンパ管への進展なし)

➢簇出Grade1 (がんの深部での浸潤程度)



先ほどの治癒判定基準を

切除した検体を病理検査に提出

満たした場合 満たさなかった場合

治療完了 追加の外科手術

1〜2週間で結果判明



＜本日の内容＞

➢はじめに

・消化管がんについて

➢胃がん

・原因と予防/検査/治療

➢大腸がん

・原因と予防/検査/治療

➢おわりに

・今後の展開



新しい大腸検査法

➢CTコロノグラフィー

➢カプセル内視鏡



人口知能 AI (Artificial Intelligence)

➢早期胃がんの発見診断

➢ピロリ菌診断

➢大腸がんの質的診断

➢大腸ポリープの発見診断 など

今後の内視鏡検診断

内視鏡分野で現在研究が進んでいる領域



TAKE HOME MESSAGE

➢症状がなくても,定期的な検診を受けることが

大切です

➢内視鏡検査は胃と大腸の早期がんを発見する上で

非常に有効な手段です,積極的に活用しましょう


