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総合司会 稲葉 澄子 

 それでは、続きまして、「胃・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～」と

題し、ご講演をいただきたいと思います。 

 講師は、鈴木拓人 千葉県がんセンター 内視

鏡科部長、座長は、角地祐幸 船橋市立医療セン

ター 救命救急センター長でございます。 

 それでは、本日の講師である鈴木先生をご紹介

いたします。 

 鈴木先生は、平成 11 年に横浜市立大学医学部

をご卒業され、千葉大学医学部附属病院第 1 内科

へ入局されました後、千葉市立海浜病院、軽井沢

病院等にご勤務されました。その後、平成 16 年に

千葉大学大学院医学研究院にて腫瘍内科学を研

究され、同大学院で博士号を取得されていらっしゃ

います。 

 このご経験をもとに、千葉労災病院にもご勤務さ

れ、平成 24 年より千葉県がんセンターにご勤務さ

れており、現在、同センターの内視鏡科部長に就

任されていらっしゃいます。消化管がんの内視鏡診

断・治療の第一線でご活躍されていらっしゃいます。  

 本日は、当シンポジウムのテーマ提案者でありま

す、船橋市立医療センター 救命救急センター長

の角地先生にも、座長としてご講演を盛り上げてい

ただきたいと思います。 

 それでは、鈴木先生、角地先生、どうぞよろしく

お願いいたします。（拍手） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

座長 角地 祐幸 

（船橋市立医療センター 救命救急センター長） 

 

 稲葉先生、ご紹介ありがとうございました。 

 先月、我々船橋市立医療センターに運ばれてき

た救急患者さんの中で、やはり吐血、下血で救急

搬送された方が結構いらっしゃいます。この方がも

っと早く病院に来ていただいていれば、救急車で

搬送されるのではなく、もっと早く治療が始められた

のではないかなと思うこともしばしばございます。 

 本日は、鈴木拓人先生に「胃・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～」

と題しご講演いただきますが、がんというのは、早期

に見つかれば本当に身体に負担が少なく、長いこ

と入院することが少なくなります。さらに、がんの治

療によって体力を失ったり、合併症を起こすこともあ

りますが、早期であれば防ぐことができますので、本

当に救急車を呼ぶ回数は今後減ってくるのではな

いか、船橋市民の方が、より多く、より早く健康診断

などを受けていただくことで、救急搬送を減らして、

健康な方が増えるのではないかと思います。 

 鈴木先生は、正に内視鏡治療の最先端を行っ

ていらっしゃる先生ですので、今回のシンポジウム

のタイトルにもありますように、消化器疾患の「今」を

皆さんに知っていただいて、是非健康を勝ち取っ

ていただければと思います。 

 それでは、鈴木拓人先生、ご講演のほどよろしく

お願いいたします。（拍手） 

 

講演 「胃・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～」 
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講演 「胃・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～」 
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講師 鈴木 拓人 

（千葉県がんセンター 内視鏡科部長） 

 

 過分なご紹介をいただきまして、ありがとうござい

ました。千葉県がんセンター 内視鏡科の鈴木と申

します。 

 

 私は、内視鏡科という、聞きなじみがあまりないか

もしれませんが、消化器内科の中の、特に内視鏡

を専門に扱っている分野を担当しております。日頃、

早期の胃がん、大腸がんの患者さんを診るケース

が多いのですが、内視鏡は非常に重要な役割を果

たしております。本日は、その詳細について、一般

的な予防、検査、治療のお話も含めてお話しさせ

ていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日の流れでございますが、はじめに消化管が

んの一般的なお話を簡単にいたします。その後に

胃がん、大腸がんについて細かくお話ししてまいり

ます。それぞれの原因、予防、検査、治療といった

流れで進めていきたいと思います。 

 

 はじめに、先ほど小林先生からもお話がございま

した、消化管とは何かといった点でございますが、

簡単に言いますと、食べ物を食べると口から食道、

胃、十二指腸、小腸、大腸、肛門を通ってまいりま
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す。最終的には便として出てまいるわけでございま

すが、消化管は、このように食べ物が通過する一本

道となっております。当然、この間に食べ物を消化

して栄養を吸収してくるという役割を担っております。 

 

 一般的なお話になりますが、通常このように正常

な細胞がきれいに並んでいます。何らかのきっかけ

で、細胞内にある遺伝子が傷つくことによって、異

常細胞が発生いたします。それが異常な増殖をす

ることによってがん化が成立いたします。異常な細

胞は、自律性で無限に増殖をしてまいりますので、

がん細胞が増えてきて、最終的にはこのように血流

に乗って全身に広がってくる。そして、全身に広が

りますと、いわゆる転移といった状況になって、最終

的に命に関わってくるといったものでございます。 

 では、この一番最初の遺伝子が傷つくのは何が

原因で起こるか。いろいろな要因が、長い年月にわ

たって関与してまいりますので、これといった一つ

に特定することができません。また、残念ながらがん

を完全に防ぐことはできません。現状このようになっ

ておりますので、誰にでもがんになる可能性がござ

います。 

 

 先ほどのお話も出ましたが、国立がん研究センタ

ーのデータによりますと、男性では生涯 62％の方

ががんになると言われています。また、女性におい

ては、一生涯中 47％の方ががんを経験すると言わ

れています。そこからすると、大まかに 2 人に 1 人

は何らかのがんにかかるということです。がんは非

常に身近な病気であることを知っていただきたいと

思っています。 

 

 がんになる年齢ですが、好発年齢がございまし

て、大体 50 歳を契機に急増してまいります。これは

男性、女性どちらにおいてもそのような傾向がござ

います。 
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 どこのがんが多いか。これも先ほど出ましたが、

現在は非常に大腸がんが多くなっています。胃が

んもそれに次いで非常に多いです。罹患数と死亡

数を見ておりますが、いずれも大腸がん、胃がんは、

がんの中のトップ 3 に入ると言えます。一昔前は胃

がんが一番多かったのですが、最近は食事の欧米

化によって大腸がんが非常に増えております。です

ので、今日はがんの中でも大きなウエートを占める

この二つのがんに絞って話を進めてまいります。 

 

 まずは胃がんのお話です。 

 

 胃についてです。胃袋は、お腹で言うとみぞおち

に存在いたします。袋状の構造になっていて、入口

と出口がこのようにキュッと締まっています。役割と

しましては、食べ物の消化、吸収、また、胃の中に

は胃酸という強い酸がございますので、殺菌効果が

ございます。 

 

 こういった中にできてくる胃がんでございますが、

胃袋の壁は、このような断層構造で数層に分かれ

ています。一番表面が粘膜、その下が粘膜下層、

その下が固有筋層、漿膜といった層構造になって

います。 

 通常、がんはこの粘膜から発生してきて、徐々に

進行するに従って深く入ってまいります。一応、定

義上は粘膜下層までのものを早期胃がん、それ以

降、筋層まで行ったものは進行がんという呼び名が

ございます。ですので、早期の胃がんの状況は、ほ

とんど症状がございません。症状がないのが普通

だと思っていただければと思います。 

 一方、がんというのは、進行してがんが深く入ると、

上部に潰瘍等を形成してきます。ですので、胃が

重たい、食欲不振、場合によっては出血の症状や、

先ほどの発表にあったようなタール便などが出てま

いります。 
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 実際、胃がんを公表した芸能人の方々も多くい

らっしゃいます。皆様、顔を見たことがある方も多い

かと思います。ただ、胃がんも発見された段階及び

がんの種類によって様々な経過を辿ります。がんが

発見されてすぐ亡くなってしまわれるような方々もい

らっしゃいます。 

 後ほどまたお話しいたしますが、こういった方々

は、特殊なスキルス胃がんという、非常に悪性度の

高い、進行の早い、若い方にもできるタイプの胃が

んでございました。また、一方で、現在も活躍されて

いる方々を見ますと、やはり早い段階でがんが見つ

かって、手術もしくはそれに類した治療によって完

治された方々でございます。 

 

 がんの原因は、いろいろございます。先ほど最初

にお話ししましたが、一つに絞り込めません。ただ、

いくつかの危険因子は分かっております。一般的

には、飲酒、喫煙、また、胃においてはヘリコバクタ

ー・ピロリ菌、あとは塩分摂取も胃がんのリスクとして

言われております。 

 

 また、野菜や果物が胃がんを減らすかどうかとい

った非常に興味深い研究が行われております。こ

ちらは、緑の野菜、黄色の野菜、果物と分けて研究

が行われた結果ですけれども、一番左のグラフ、ほ

とんど食べない人に比べて、やはり食べる人の方が

胃がんの発生率が少ないといったデータが実際に

出ています。 

 ただ、この研究の興味深いところは、多く食べて

もあまり胃がんが減らないということで、本研究上は

持続的に少量でも摂ることが大事であるといったこ

とが分かってくるかと思います。 
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発見されてすぐ亡くなってしまわれるような方々もい

らっしゃいます。 

 後ほどまたお話しいたしますが、こういった方々

は、特殊なスキルス胃がんという、非常に悪性度の

高い、進行の早い、若い方にもできるタイプの胃が

んでございました。また、一方で、現在も活躍されて

いる方々を見ますと、やはり早い段階でがんが見つ

かって、手術もしくはそれに類した治療によって完

治された方々でございます。 

 

 がんの原因は、いろいろございます。先ほど最初

にお話ししましたが、一つに絞り込めません。ただ、

いくつかの危険因子は分かっております。一般的

には、飲酒、喫煙、また、胃においてはヘリコバクタ

ー・ピロリ菌、あとは塩分摂取も胃がんのリスクとして

言われております。 

 

 また、野菜や果物が胃がんを減らすかどうかとい

った非常に興味深い研究が行われております。こ

ちらは、緑の野菜、黄色の野菜、果物と分けて研究

が行われた結果ですけれども、一番左のグラフ、ほ

とんど食べない人に比べて、やはり食べる人の方が

胃がんの発生率が少ないといったデータが実際に

出ています。 

 ただ、この研究の興味深いところは、多く食べて

もあまり胃がんが減らないということで、本研究上は

持続的に少量でも摂ることが大事であるといったこ

とが分かってくるかと思います。 
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 また、緑茶が胃がんを減らすのではないかといっ

た、世間を一時期賑わせたようなネタもございます。

ただ、これも詳細な研究によって結果が出されてい

るのですけれども、効果としては限定的でございま

して、男性、女性で分けて検討していますが、男性

においては、残念ながら緑茶効果はありませんでし

た。ただ、女性において、1 日 5 杯以上飲む方で少

しだけ胃がんが少ない傾向が出ておりますので、

緑茶が本当に胃がんを減らすかどうかといったら、

若干疑問は残りますが、ごく一部の方で胃がんの

抑制効果があるのかもしれないといったところが、こ

ういった研究の結果から分かってまいりました。 

 

 また、ヘリコバクター・ピロリ菌は胃の中に潜む菌

と言われておりまして、ご存じの方も多いかとは思

います。これは、2005 年にノーベル賞を受賞されて

いる、マーシャル先生、ウオレン先生らによって、当

時、ストレスとか辛いものが胃潰瘍の原因とされて

おりましたが、彼らによって、それはピロリ菌が原因

であることが発見されました。マーシャル先生は、実

際に自分でピロリ菌を飲んで胃潰瘍をつくって証明

したといった武勇伝も有名でございます。 

 

 では、そのピロリ菌は胃がんの原因になるのでは

ないかといったところが最近の関心事項でございま

す。実際に、これもデータで出ておりまして、胃がん

になった方の 99％がピロリ菌陽性でございました。

ピロリ菌陽性者においては、胃がんのリスクがピロリ

菌のない方よりも 5 倍高いといったデータも出てお

ります。 

 ただし、ピロリ菌がいるからといって必ずなるわけ

ではございません。実際、胃がんにならなかったグ

ループのピロリ菌感染率を調べましても、9 割近くあ

ったといった結果も出ておりますように、やはりピロリ

菌がいるから必ずがんになる訳ではなくて、ほかに

も様々な要因が関与しているのではないかといった

ことが言えるかと思います。 

 

 ただ、ピロリ菌は、胃がんにおいては非常に重要

な指標でございますので、調べたことのない方は 1

度調べる必要がございます。内視鏡を使用しない

方法としましては、血液検査とか、息を吐く呼気試

験のほか、尿や便で診断する方法もございます。ま
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た、内視鏡下に組織を採取して調べる方法もござ

います。 

 

 

 続いて、胃がん検診の一般的な検査についての

お話になりますが、これは日本医師会のホームペ

ージから引用させていただきました。通常、まずは

内視鏡またはＸ線検査が一般的、標準となってい

ます。 

 

 まずはＸ線検査です。これも先ほど何度かお話

が出ていますが、いわゆるレントゲンのバリウム検査

というものです。やり方は、受けた方々は分かるかと

思うのですが、バリウムと発泡剤、胃を膨らませるお

薬を同時に飲みます。その後に、硬い台の上でご

ろごろ回転して写真を撮影してまいります。 

 

 メリットとしましては、内視鏡よりはまだ苦痛が少

ないといった声が多くございますが、ただ、実際受

けてみますと、やはり胃がぱんぱんになった状況で

硬い台の上を回転するというのは、なかなか苦痛が

ございます。 

 

 また、検査精度の問題がございまして、これも後

ほど出てきますが、やはり内視鏡ほどの細かいがん

の診断は少し難しい点がございます。ですので、最

近は内視鏡検査が主流となりつつございます。 
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 内視鏡検査は、口から入れる方法がスタンダー

ドでございましたが、最近は鼻から入れる方法もあ

ります。胃の内視鏡は、後ほど述べます大腸と比べ

まして、事前の準備に手間がかからないといったメ

リットがございます。要は、当日の朝の食事を抜い

てきていただければ検査ができます。 

 実際どのようなカメラを使うか、画像を少しだけお

見せいたします。 

 これは左手でレバーを持って、右手に内視鏡の

先端を保持します。どういう構造になっているかとい

うと、親指でこのように下にするとカメラがグイッと上

がります。いわゆるアップアングル、これはダウンで

下向き、左、右と。このような二つのレバーを使って

組み合わせることで、360 度先端が動くようになって

います。こういったものを駆使して胃の中を観察し

ております。 

 

 そういったところで、内視鏡検査のまとめです。

利点としましては、検査精度が非常に高い。直接

胃の中を見て診断しますので、バリウムよりも確実

性はございます。また、生検といって一部組織をつ

まんで検査ができますので、確定的な診断にもなり

ます。 

 ただ、問題点としまして、受けたことがある方は皆

さん思っていると思うのですが、非常に苦しいです。

嘔吐反射といって、当然異物が喉に入りますと、

「おえっ」といった反射が起きます。そういった苦痛

が一番の問題点でございました。 

 

 そこで、最近、経鼻内視鏡が広まりつつございま

す。何が違うかといいますと、こちらはちょっとシェー

マで表しましたが、結局、最終的には喉から食道に

入っていくところ以降は同じですが、要は喉に到達

するまでのルートが異なります。口から入ると、べろ

を伝って奥に入っていくのですが、鼻からですと、

べろの奥を触らずに入っていく。 

 実は、このべろの奥は舌根といいまして、ここに

物が触れると自然と嘔吐の反射が起きます。経鼻
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内視鏡ですと舌根に触れることなく奥に入れますの

で、いわゆる「げえっ」といった内視鏡の挿入時の

反射が極めて少ないと言われております。 

 実際の内視鏡の動画をお示しいたします。実際、

カメラは 5 ミリぐらいで、小指より細いです。鼻から入

れます。右からの場合、左からの場合とございます

が、一応患者さんに聞いて、通りが良い方から入れ

させていただいています。この患者さんですが、当

院の若手の内視鏡科の医者でして、胃の調子が悪

いといったところで、ちょうど先日検査した際に、本

人にも了承を得て、今回の講演会で出させてもらう

ことといたしました。 

 鼻を通っていく時、鼻の軟骨があるのですが、こ

こで若干の抵抗感を感じます。中にはここで痛みを

感じる方もいらっしゃいます。ただし、この後喉に入

っていきますと、通常はこの辺り、喉の観察をしてい

ますと、個人差はありますが、当然「おえっ」といっ

た反射が出てきます。ただ、この細い内視鏡、しか

も鼻から入れたルートにおいては、少し暗くて見え

づらいのですけれども、見ていただけると、彼は微

動だにしていないです。全く「おえっ」といった反射

を起こさずに喉の奥を見ていくことができます。 

 最近、このように、咽頭部を内視鏡で見るような

習慣もできておりまして、まずは喉をよく見た後に食

道に入ってまいります。また、内視鏡の第 1 の関門

としましては、喉、食道に入る瞬間が一番狭いので、

この瞬間が一番苦しいのですが、見ていただけれ

ば分かりますように、彼は全く苦痛も感じずに挿入

することができました。 

 ただ、ここも個人差がかなりあるので、経鼻を使っ

ても非常に苦しい方も中にはいらっしゃいますが、

大部分の方はこうやって比較的スムーズに入って

いけることが多くございます。 

 その後、食道を見て、当然胃の中を見るのです

が、検査を途中で中略して胃の中を見ています。

検査の後半部分です。最後、胃の中を、空気を膨

らませてぱんぱんにしているので、ここで少し苦痛

はあるのですが、やはり彼を見ていただければ分か

るように、あまり苦痛の表情はございません。 

 実は経鼻内視鏡の際は、おしゃべりができます。

実際私と話しながら検査をしていって、途中彼は冗

談なんかも言いながら、2 人で笑ったりもしていまし

た。このように、非常に気楽に受けていただけるとい

った点でも、検査の苦痛というのは、通常の経口内

視鏡、口から入れる内視鏡よりは軽いと言われてい

ます。大体 6～7 分ぐらいで通常の検査は終了いた

します。 

 最終的にこのように抜いてきます。抜く時は全然

辛くないのですが、喉を通って、最後鼻を通って抜

けてくるといったところで、彼は昔、口からも受けた

ようですが、やはり鼻の方が大分楽だったと言って

いました。最後は笑顔も見えています。 

 ただ、経鼻内視鏡は 5 ミリぐらいの細さです。通

常は、大体 1 センチ弱でして、倍近く違うのですが、

従来、画像が悪いといったことが言われていました。

ただ、最近、細い内視鏡も技術の進歩によって画

像が非常にクリアになっています。 

 これは胃の中を見た画像になります。違う方を対

象として見ていますが、ぱっと見、ほとんど内視鏡

の画像上の差異はないのではないかと思います。 

 ですので、従来、経鼻内視鏡は楽だけれども、も

しかしたらがんが見逃されてしまうのではないかとい

った心配もございましたが、最新の内視鏡でござい

ましたら、そういった心配はまずないと思っておりま

す。このような形で、細いカメラであるにも関わらず

非常にクリアに観察ができます。 

 実際の早期がんの見え方を 1 例お示しいたしま

す。これは、非常に分かりづらいタイプの胃がんで

ございました。同一の胃がんを違うカメラで見ていま

す。こちらで見ても分かりづらいかと思うのですけれ

ども、これは非常に分かりづらいタイプの胃がんに

も関わらず、細い内視鏡でも十分に視認ができまし

た。そのように、診断能といった点でも不安がなくな

ったと認識していただければと思います。 

 私がおります千葉市でも、先ほどの船橋と同じよ

うに胃がん検診が平成 29 年から始まりました。私も

胃がん検診の委員として務めさせていただいており

ますが、当初、見込みとしては 5,000 人弱ぐらいか

なと見込んでいたのですが、思いのほか多く受けて

いただいて、初年度は 7,500 人の方に受けていた
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 私がおります千葉市でも、先ほどの船橋と同じよ

うに胃がん検診が平成 29 年から始まりました。私も

胃がん検診の委員として務めさせていただいており

ますが、当初、見込みとしては 5,000 人弱ぐらいか

なと見込んでいたのですが、思いのほか多く受けて

いただいて、初年度は 7,500 人の方に受けていた



 

 －47－ 

だきました。発見された胃がんですが、これまた船

橋と同じぐらいのデータで少しびっくりしましたけれ

ども、40 例の胃がんが見つかっていまして、発見率

は 0.5％となっています。 

 一昨年、内視鏡検診導入前の、バリウムで行っ

ていた時期の胃がん発見率を見ますと、0.15％で

したので、単純に比較すると、胃がんの発見が 3.5

倍に増えているということになります。胃がん自体が

1 年で増えるとは思えませんので、やはり内視鏡の

診断能の高さ、バリウムよりも細かいがんを発見で

きる可能性が、こういった数値からも分かると思いま

す。 

 

 我々は、胃がんをどのように扱うかといった全国

標準の「胃がん取扱い規約」という冊子を持ってい

ます。全国的にどの医者もこういったものを診断の

参考にしているわけでございますが、こちらによりま

すと、病期、いわゆるステージといったものが規定さ

れています。 

 

 ステージは、大まかに言うと一応ⅠからⅣ期まで

に分かれます。これは何で分かれるかというと、がん

の深さです。先ほど言った深達度という深さと、リン

パ節転移の程度からステージが決まります。 

 

 実際、このようなものはかなり進行した胃がんに

なります。一方、早期の胃がんは、ぱっと見なかな

か分かりづらいと思うのですが、ここの、ほんの少し

赤いところになります。このように、全く見え方は異

なっています。 

 

 また、がんの種類でございますが、胃がんの大部

分は腺がんと言われているものでございます。その

腺がんの中でも、分化型がんという通常よくあるタイ

プのがんもあれば、未分化型といって、非常に悪性

度の高いタイプのがんも存在いたします。こちらの

進化したものが、いわゆるスキルス胃がんというタイ

プの、非常に厄介な性質のものとなります。 
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 実際、がんがどう見えるか、内視鏡画像をいくつ

か表示いたします。こちらは早期の胃がんですが、

胃がんというのもいろいろで、このように出っ張った

ものもあれば、平べったくて白いものもあります。 

 

 または、このように赤いもの、中にはこういったく

ぼんだタイプのものとか、全く平べったいタイプなど

があります。こういったものは、非常に発見しづらい

胃がんと言われておりまして、我々も日頃からかなり

注意して見るようにしております。 

 

 また、スキルス胃がん、先ほど何度もお話しいた

しましたが、非常に厄介な胃がんでございます。こ

ちらは見てお分かりかとは思うのですが、ぱっと見、

胃の表面に何も潰瘍とか異常所見が出ておりませ

ん。ただ、専門医が見ますとこういった胃のひだが

全部肥厚していて、胃の膨らみが悪いなというとこ

ろで診断がつくのですが、このたちの悪い点は、胃

の表面に出にくく、胃の下をはって存在するので、

かなり進行してもなかなか発見しづらいといった問

題がございます。 

 そういった知識を踏まえて、胃がんを発見できま

すかと、内視鏡医の気持ちになって見ていただきた

いと思うのですが、こちらには早期胃がんが隠れて

います。分かりますでしょうか。ここにあります。これ

は陥凹した、くぼんだタイプの早期胃がん、これは

かなり分かりやすい方なので我々も迷うことはない

のですが、実際難しいケースもございます。 

 こちらの中にも早期胃がんが隠れています。これ

は正直、内視鏡の専門医に見せてもなかなか発見

することが難しいレベルの、かなり発見しづらいがん

となります。 

 そこで、最近いろいろ技術の進歩もありまして、

ボタン一つで内視鏡の色調を変えて、分かりづらい

胃がんを見やすくするような研究も行われておりま

す。これは先ほどと同じケースで見ています。先ほ

どは全く分からなかったのですが、これで見ると、こ

うやって胃がんが赤く非常にクリアに見えてまいりま

すので、こういった早期胃がんを発見しやすくする

テクノロジーも、現在いろいろ進化しています。 

 

 治療につきまして、「胃がん治療ガイドライン」が

全国的に存在しております。こういったものを見ま
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すと、どのように治療すべきかが規定されておりま

す。要は、病院によってその治療法が異なってしま

ってはどうしようもないですので、全国標準の治療

法がこういったものに記載されています。したがって、

どこの病院で受けても、それほど治療のぶれがない

というのは、こういったところで規定されているからで

ございます。 

 

 

 ごく初期の段階で見つかりますと、内視鏡治療で

可能です。ただ、早期のものから進行したものはや

はり外科手術が必要になります。より転移をしたり、

進行したものは、化学療法、抗がん剤等の適用と

なってまいります。 

 

 内視鏡治療が適用されるのはどういったケース

か、これも非常に細かく規定されています。細かい

ことはもちろん覚える必要はないのですが、本当に

センチとかミリ単位で規定されています。これは何

かというと、このがんであればその胃がんは転移し

ないといったことが従来のデータから分かっている

ものでございます。 

 内視鏡治療では、胃がんの場所、胃がんのその

部分だけを取りますので、基本的には転移をしない

ものが対象となってきます。ですので、事前に精密

に診断する必要がございます。 

 

 普通の胃がんというのは、このように普通に見て

もなかなか分かりづらいがんが結構多くあるのです

が、最近の技術では、画像強調拡大内視鏡といい

まして、特殊な光を当てて、顕微鏡のように 100 倍

近く倍率を上げて細かく見ることで、がんのミリ単位

の診断が可能となっています。 

 普通に見ると上の画像のように見えるのですが、

画像強調の拡大をしますと、下の画像のようにがん

の明瞭な境界まで追えますので、がんの細かい診
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断はこういった特殊な手技によって可能となってい

ます。 

 実際どう見えるか。これは短い動画でございます

が、ここに胃がんがあります。往々にして早期がんと

いうのは境界が分かりづらいのですが、この画像強

調拡大内視鏡を用いますと、ミリ単位でがんの範囲

診断が可能になります。ここががんの場所になりま

す。我々はこういったツールを用いて、治療前に内

視鏡の治療の適応があるかどうかを判断していま

す。 

 

 通常の外科手術ですと胃の 3 分の 2 を切除、も

しくは場所によっては胃の全摘が必要になってまい

りますが、内視鏡治療ですと胃袋そのものを温存で

きますので、非常に大きなメリットがございます。 

 

 実際、これは内視鏡で胃がんを取った後の様子

です。結構大きいがんだったのですが、2 か月後に

はこのように潰瘍が完全に戻って、元通りの胃袋に

なっています。もちろん機能的にも全く治療前と変

化なく、何でも食べられます。 

 

 治療の方法としましては、従来ＥＭＲといって、ス

ネアのワイヤーをかけて電気で焼いて切る方法が

一般的でございましたが、通常、このワイヤーです

と 2 センチまでのがんしか切除できませんでした。  

 

 最近は技術と器械の進歩によってＥＳＤ（内視鏡

的粘膜下層剥離術）が一般的に行われるようにな

っています。 

 

 この良い点は、このようなメスを用いて、こちらが

決めた任意の場所をこのように切開して剥がすこと

が可能です。ですので、先ほどのＥＭＲでの 2 セン
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 －51－ 

チという縛りがなくなりました。 

 

 これは胃がんのケースですけれども、実際どうい

った治療か、なかなか見る機会がないかと思います

ので、少し動画をお見せしたいと思います。こちら

に胃がんがございます。これは大きく見えますけれ

ども、先端は 1.5 ミリのナイフです。内視鏡画像で拡

大して見ています。 

 

 まず、がんの周囲をこのように薄く切ってまいりま

す。胃がんの下に液体を入れて少し厚みを持たせ

て切っていますが、それでも胃の壁はミリ単位で非

常に薄いです。思い切り切ってしまうと胃袋に穴が

開いてしまうので、実はかなり繊細にやっています。 

 当然胃の中はこのように出血いたしますが、出血

した場合、そのまますぐその場で止める器具がござ

います。これは出血しているのですが、このままジュ

ーッと電気で焼きますと、だんだん血が止まってき

ます。もうその場で止まります。内視鏡で見る以上

に出血はそれほど多くはないので、大体こういった

処置具で止血が可能となっています。こうやって血

が出ますが、すぐその場で止めますので、ほとんど

血液のロスはございません。 

 周りを切った後、今度は下を剥がしていきます。

これが非常に厄介な操作でございまして、ミリ単位

の操作です。イメージとしては、よくお米に顔を描く

職人の方がいますが、あれと近いような感覚で我々

はやっています。かなり繊細にやっておりまして、最

終的にがんの部分を切除します。当然、この下に

は壁に胃の筋肉が残っていますので、時間が経ち

ますと再生して元に戻ってきます。 

 

 これは取り出した後の傷口と取り出した検体にな

ります。 

 この方法によりますと、10 センチ近い巨大な胃が

んでございますが、これも内視鏡治療が可能でござ

います。切った直後はこのように大きい傷になって

いますが、これもやはり時間が経ちますと、先ほど

お見せしたようにきれいに治ってきます。 

 

 ただ、やはりＥＳＤというのも内視鏡治療ではござ

いますが、手術の一種でございますので、リスクも

ゼロではございません。メジャーなものとしては、こ

の 2 点です。出血、これは治療中の出血ではなくて、
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後に起きる後出血と言われているやつです。 

 また、穿孔といって、胃の壁、数ミリ単位のもので

ございますが、我々がどんなに慎重に行っても、あ

る一定の頻度でこれが起きると言われておりまして、

全国的な平均では、大体数％程度でこういったも

のが起きると言われています。ただし、最近は非常

にそういったところのケアも十分にできるようになっ

ていまして、こういったことが起きても内視鏡で対応

できるケースが大部分でございます。 

 

 また、内視鏡で取って全部終わりではなくて、取

った後に病理検査を行う必要がございます。病理

で取った後に、さらに詳細に顕微鏡で診断していく

のですが、これも非常に細かい基準がございます。

この基準を満たした場合のみ内視鏡で治療が完了

となります。 

 

 要は、逆にこの基準を満たさないケースというの

は、その部分の胃がんを取ったけれども、将来的に

転移が出てくる可能性がございますので、その場

合は追加の外科手術を考慮する必要がございます。 

 ですので、一応これは流れをお示ししましたが、

取っただけではなくて、取ったものを病理に提出し

ます。大体 1～2 週間で結果が出てきますが、先ほ

どお話しした基準を満たせばもう治療は終わりにな

ります。追加治療は必要ございません。満たさなか

った場合は、その胃がんは先ほどの内視鏡で取っ

たのですが、胃の外側のリンパに飛び火する、転移

する可能性がございますので、やはり追加で外科

手術が必要になってきます。ですので、まず取るの

が大事ですが、取った後にそれをよく診断して評価

するといった、2 段階をもって治療で治ったかどうか

が判明いたします。 

 

 

 ここから折り返し地点です。大腸がんについてで

す。 
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 若干胃がんと重複する点もございますので、胃

がんの時ほど細かくはお話ししませんが、一般的な

お話としては、大腸はこのようにお腹の中でとぐろを

巻いて存在いたします。長さは身長ぐらいあります。

太さは 5 センチぐらいです。 

 聞いたことがある方もいるかもしれませんが、こう

やってパーツに分かれています。盲腸、上行結腸、

横行結腸、下行結腸、S 状結腸、直腸と、細かいパ

ーツに分かれます。 

 

 

 大腸がんは日本人に急増しています。食生活が

欧米化してきたことが原因ではないかと言われてい

ます。胃がんと同様に、早期では全く症状がござい

ません。進行した場合のみ腹痛や血便、便が細く

なるといった症状がございます。 

 大腸がんを公表した芸能人の方々についても、

皆さん知っている方も多いかと思いますが、見つか

った段階やその種類によって多少その後の経過と

いうのは変わってまいります。 

 

 原因としましては、これもやはり飲酒、喫煙が悪

いと言われていますが、大腸特有のものとしまして

は、肥満と運動不足、これが非常に重要です。 

 

 肥満の指数としまして、皆さん健康診断でＢＭＩと

いうのをよく聞くかと思うのですが、このＢＭＩが高い

方、要は肥満度の高い方ほど大腸がんになりやす

いのです。これは男性、女性両方に共通していま

す。 
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 ですので、やはり、大腸がんを予防する上では、

運動が非常に重要です。年齢ごとの適切な運動量

について、厚生労働省はこのように書かれておりま

すが、基本的には、やはり日頃から身体を動かす

習慣を身につけることが非常に大事でございます。 

 

 「コーヒーが大腸がんを減らす？」とありますが、

これも非常に興味深い、コーヒー好きの方は多いの

で、これは惹かれる内容であったかと思います。こ

れも残念ながら結果が一部限定的でございまして、

緑茶の時もそうですけれども、なぜか男性には効果

がございませんでした。男性の方、残念でございま

す。 

 女性の方において、結腸がんが少し減るような結

果が出ていました。コーヒーを 1 日 3 杯以上飲む方

で大腸がんが少ないといった結果が出ております。

ですので、これをもってコーヒーが大腸がんを減ら

すとは断定できない結果でございます。ただ、一部

の方にはもしかしたら効くのかもしれません。 

 

 大腸がんの検診の流れでございますが、これは

まず便の潜血反応検査が一般的でございます。 

 

 便潜血は非常に簡便です。このように便にこすり

つけて検体を出すだけなので、何の負担もないで

す。2 日間分の便を採取し提出することが多く、機

序としましては、例えば大腸にがんやポリープがあ

った場合に、便が腸内を移動した際にこすれて血

がつくというものです。もちろん目に見えないような

血液でも反応しますので、そういった意味でこれは

非常に有用な検査法と言われています。負担が少

ない割には効果があるといったところで、非常に評

価の高い検査法でございます。 
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 便潜血が原因で見つかる病気は、もちろん、が

んとかポリープ、炎症や痔で引っかかることもござい

ます。注意事項としては、2 回やって 1 回だけ陽性

だったから良いのではないかと、よく患者さんから

質問されるのですけれども、1 回でも陽性だったら

必ず受ける必要がございます。先ほどの機序からも

分かっていただけますように、1 回でも陽性であると

いうことは 1 回でも血がついたということになります。

例えば、病気があってもたまたま血がつかなかった

ら陰性として出てしまいますので、1 回でも出たらこ

れは精密検査をする必要がございます。 

 

 便潜血のまとめとしましては、非常に簡便である

点が一番良い点です。ただ、やはり問題点としまし

ては、後ほど述べますが、内視鏡ほどの精度はご

ざいません。便潜血が陽性だったにも関わらず、何

も病気がない方もいらっしゃいますし、逆に、陰性

なのに実は大腸がん、ポリープがあったという方も

中にはいらっしゃいますので、確実性を求めるので

あれば、やはり内視鏡となります。 

 

  

 通常、便潜血で引っかかりますと、次のステップ

としては、内視鏡以外にも注腸Ｘ線検査というもの

がございます。 

 

 最近はあまり行われなくなってきたので耳にする

機会も少ないとは思うのですが、要は胃のバリウム

と同じ要領で、お尻からこのようにバリウムと空気を

入れてまいります。 

 

 内視鏡よりはまだ楽だなという意見もあるとは思う

のですが、実際、病気の確定的な診断にはなりま

せんし、この検査でポリープが疑われた場合は結
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局内視鏡が必要になるので、二度手間となってしま

う点から、やはり現在では内視鏡が一般的となって

います。 

 

 

 大腸内視鏡検査を受けたことのある方々は、嫌

な思いをした方も多くいらっしゃるかと思うのですが、

準備が非常に複雑で厄介です。 

 

 まず前日にこのような食事制限がございます。食

事制限が面倒くさい方は、検査食が薬局に売って

いますので、こういったものでやっていただくと、非

常に簡単に済みます。 

 前日夜に下剤を飲む必要がございます。当院で

は一応 2 種類飲んでもらっているのですが、これは

病院によって若干異なります。1 種類で良い病院も

ございます。一番の難関が、検査当日の朝に飲む

2 リットルの下剤。これはこういったパックに水を入れ

て、こうやって溶かして飲むのですけれども、これが

なかなか厳しいです。私も検査を時々受けますが、

非常にこれが厄介で、毎回憂鬱でございます。味と

しては、まずいポカリスエットと思っていただければ

分かるかと思うのですが、やはり量があるので、後

半はなかなかきつくなります。 

 

 ただ、そうはいっても内視鏡は重要でございまし

て、検査の精度は非常に高いです。生検といって

組織の診断もできますので、確定診断が可能です。

問題点は、先ほどの上部の内視鏡と同じように、人

によってこの検査で痛みを感じたり、お腹が張ると

か、また、先ほど言った下剤の内服も一つの難関で

ございます。 

 

 ただ、実際こういった大腸のポリープをお持ちの

方は非常に多くいらっしゃいます。このような丸っこ
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いものから、こういった茎が生えたキノコみたいなも

の、平べったいものまで様々ございます。 

 

 先ほどシンポジウムで質問もございましたが、ポリ

ープの一部はやはりがん化いたします。大部分こう

いったポリープは良性の腺腫といったタイプのもの

です。年単位をかけてその一部がこういったがん化

をしてきます。全部がなるわけではございません。

ただ、この段階でどのポリープががん化するかとい

うのは分からないので、基本的には腺腫は現在治

療の対象であるという考えとなっています。稀にポリ

ープを介さず急にがんとして出てくるようなタイプも

ございます。ただ、これは非常に頻度が少ないです。

大部分がポリープです。 

 

 実際これは医学雑誌の中で一番メジャーな「The 

New England Journal of Medicine」に載った論文で

ございますが、大腸ポリープを切除すると将来的に

大腸がんが 53％減るという非常に衝撃的なデータ

が出ました。ですので、先ほどのような小さいポリー

プも、取っておけば大部分大腸がんを抑制できると

いったことが医学的にも証明されています。 

 

 また、ポリープもこのように大きくなってくると、も

はやポリープとも言えず、我々は大腸腫瘍という言

い方をいたします。大腸腫瘍の中でも一般的に良

性のものから悪性まで様々ございます。事前にこう

いったものは診断をしないとどういった治療が良い

かというのは決められません。 

 

 こうやって普通に見ただけだとなかなかそこまで

は分かりませんので、最近はこの拡大内視鏡という

特殊な内視鏡を用いたピットパターン分類といった、

腫瘍の表面に色素を混ぜて、表面を拡大して見る

ことによって、その腫瘍がどういったものかを類推す

る手段を用います。 
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 また、最近は技術の進化によって、これまた画像

強調拡大内視鏡といって、色を染めることなくボタ

ン一つ、ワンタッチでできる手技、器械も開発され、

現在、一般的に用いられております。これで見ます

と、こういったポリープ、腫瘍があった場合に、画像

強調拡大観察がボタン一つでできますので、腫瘍

がどういった種類のものかというのが細かく分かって

まいります。 

 少し画像をお見せします。ここに直腸といって、

お尻を入ってすぐのところに大きい腫瘍がございま

す。普通に見てもこれが良性か悪性かというのはな

かなか分からないのですが、画像強調、ボタン一つ

で切り替えて、病変部を 100 倍近くに拡大します。

このような非常に細かい画像が得られます。 

 こういった大腸腫瘍も、例えば生検で一部つまん

でも、そこは良性でも、ほかにがんが隠れている可

能性がございますので、こうやって隈なく細かく見る

必要がございます。大腸においては、生検という細

胞の診断が不確実な点がございますので、むしろ

最近はこういった画像の検査が非常に重要なウエ

ートを占めています。 

 

 

 大腸がんにおいてもこのような「大腸がん取扱い

規約」で細かい規定がなされております。 
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 がんのステージは胃がんと同様に、転移の程度

と深さで決まります。 

 

 また、治療の方法についても「大腸がん治療ガイ

ドライン」で治療の方法の標準が全国的に定められ

ています。 

 

 基本的には、ごく初期のものだけは内視鏡で治

療できます。早期のものから進行したものは外科手

術が一般的でございまして、より進行したものは化

学療法、これは胃がんと同様の考え方でございま

す。 

 

 内視鏡治療の適応について、大腸も同じように

細かく規定がなされています。 

 

 治療の方法としましては、先ほどの胃がんと少し

似ているところもあるのですが、大腸の場合はポリ

ープ状のものが多いので、スネアを用いた方法で

治療ができるケースが多いです。ポリペクトミーやＥ

ＭＲといった言い方をします。この時に使うのが、ス

ネアといってこのような金属のワイヤーです。いろい

ろなサイズがあるので、これを使い分けます。ポリー

プにこのように輪っかをかけて切るだけなので、手

技としては非常に簡単です。 

 通常ＥＭＲといって、一昔前は、ポリープがあっ

た場合に、液体を入れて浮かせてワイヤーをかけ

て電気で焼いて切る。切った後は血が出ることがあ

るので、予防としてクリップをかけるという複雑な手

技でございましたが、最近は、コールドポリペクトミ

ーといって、非常に簡便な手技が広まりつつありま

す。これは、ポリープがあった場合に、スネア、ワイ

ヤーを引っかけて、焼かずにそのままプチッと切る。

ちょっと血豆ができるのですけれども、すぐに血が
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止まります。クリップも必要ございませんし、これで

すと外来で入院せずに治療ができますので、非常

に安全で簡便な手技が広まりつつあります。 

 この良い点はどういったことかというと、ポリープ

がいっぱいある方、前は何回かに分けて行ってい

たのですが、もう一網打尽にできます。このようにポ

リープを引っかけて切るだけです。腸の粘膜は神

経がないので、痛くありません。切る痛みは全くござ

いません。これですぐ取れるようになっています。数

秒で取れてしまいます。横にありますこれもそのまま

取ってしまいます。最近、この手技が非常に広まり

つつあるので、入院していただく必要もなくて、ポリ

ープが 1 センチ以下のもの限定ですけれども、こう

いった簡便で安全な手技ができています。患者さ

んもそうですし、我々も非常に楽になっています。 

 

 ただし、中にはこういった大きい病変もあります。

こういったものは今のような方法では切除できませ

ん。 

 これは直腸の肛門の近くにできた大きい直腸が

んです。通常、これは昔ですと外科手術になって、

人工肛門となっていたような病変でございますが、

最近ではＥＳＤといった内視鏡による治療ができま

す。 

 

 先ほど動画で胃の場合をお示ししたような方法

で、電気メスを使って周りを切って剥がします。当

然、切ったところは傷ができるのですけれども、大

体 2 か月もすれば元に戻ってきます。 

 

 これは取り出したがんの部分になります。人工肛

門にならずに治ったということになります。 

 

 この方法ですと、これも非常に大きい 10 センチ

以上ある直腸がんだったのですが、内視鏡で切除

して、もう数か月後にはこのように完全に元に戻っ

ていました。全く機能的に問題はございませんので、
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通常どおり便も普通にできますし、何を食べても問

題なく、治療前の元通りになるといった、非常にメリ

ットのある治療でございます。 

 

 ただし、ＥＳＤのリスクは、胃の場合と同じように、

後から血が出るリスク、また、壁に穴があく穿孔のリ

スクがございます。大腸の場合、特に胃袋と違って

壁がより薄い、本当に 1～2 ミリのものでございます

ので、治療自体難易度がかなり高いというところで、

行える病院がかなり限定されています。 

 

 胃と同じように、取った後それで終わりではなくて、

取った後に細かい基準にきちんと合致するか判断

して、その取ったがんが転移しないものであるかどう

かを確認する必要がございます。 

 

 ですので、胃の場合と同じで、取ったものを病理

に出して、1～2 週間で結果を見て、先ほどの基準

を満たしていればオーケーです。治療完了、もう治

療を追加する必要はありません。ただ、残念ながら

先ほどの基準を満たさなかった場合は、そのがん

が転移する可能性が将来的にございますので、追

加で外科手術を行う必要があります。この辺りの詳

細な評価も内視鏡で取ることによって出てまいりま

す。 

 

 最後に、今後の展開としまして、現在、新しい検

査法が開発されつつあります。 
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 やはり大腸内視鏡は苦しいといったことから、そ

の苦しさを改善するために、ＣＴのような、大腸の画

像をつくり出す方法ですとか、カプセル内視鏡とい

って、このような 2 センチ大のカプセルを飲み込め

ば大腸を撮影してくるような方法、現在これは実用

化されて使用可能なところもあるのですが、残念な

がらやはり先ほどお示しした大腸内視鏡ほどの精

度はまだございませんし、実際の確定診断や治療

といったものはこれらではできませんので、現在の

標準はやはり大腸の内視鏡でございます。 

 

 最近、ＡＩ（人工知能）の領域がいろいろな分野

で開発されていますが、医療の分野においてもこの

ＡＩに関して研究が進んでいます。特に内視鏡に関

しても、最近こういった研究結果が出てきておりまし

て、その第 1 号となる器械が現在発売されています。

大腸内視鏡のエンドブレインという、市販で使用可

能となっているＡＩの内視鏡装置でございます。 

 ポリープをこのＡＩにかけますと、取る必要がある

腫瘍性のものなのか、取る必要のない非腫瘍性の

ものなのかをパーセンテージとともに表示されます。

そういったＡＩ第 1 号というのが、今年使用可能とな

っております。実際私もこれを少し使わせてもらった

のですが、やはりまだまだでございます。将棋など

の世界でもそうですが、最初はまだまだだなといっ

たところですが、気づくと抜かれている可能性はあ

るといったところで、今後に期待できるのではない

かなと考えます。 

 最後に、当院を少しだけ紹介させていただきま

す。船橋の方はあまりこちらに来る機会はないかと

思うのですが、ＪＲ千葉駅から南に下ってバスで 25

分、少し不便なところにございます。ただ、バスは結

構多く出ていますので、千葉駅からバスを待ってい

ただければ、5 分、10 分で来ます。 

 来年 3 月に千葉県がんセンター新病棟が完成い

たします。現在 341 床ですが 450 床になり、内視鏡

室も今 4 室ですが 6 室に増床になります。非常にき

れいな病院となりますので、もし機会がありましたら。

あまりこういうのはお勧めできることではないかもし

れませんが。 

 また、我々、消化器内科は十数人医者がいます。

その中で、今日ご紹介したような内視鏡専門の医

者が約 4 名いまして、普段この 4 名で内視鏡の診

療に当たっています。もし何かでお困りの際はお声

かけいただければと思います。 

 

 最後になります。今日一番言いたいことをまとめ

ました。症状がなくても定期的な検診を受けること

が大切です。胃がん、大腸がんの早期は全く症状

がございません。それが普通ですので、やはり検診、

特に内視鏡を受ける必要がございます。また、内視

鏡は大腸の早期がんを発見する上で非常に有効
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な手段ですので、受ける機会がありましたら積極的

に受けていただければよろしいかと思います。 

 どうも本日は長時間にわたりありがとうございまし

た。（拍手） 

 

座長 角地 祐幸 

 鈴木拓人先生、ありがとうございました。 

 本当に身体への負担が少なく、根治まででき

る内視鏡治療の最先端をご紹介していただきま

した。 

 今日は非常に多くの方にいらしていただいて

います。先生に今日会場に来ていただいた皆さ

んに一つだけメッセージをお願いしたいのです

けれども、先ほども先生がおっしゃっていたよ

うに、特に内視鏡で取れるようながんを発見す

るために、皆さんにこういうことを本当にして

ほしい、それから、どれぐらいの頻度で検査や

通院、受診などをした方が良いかというのを、

是非皆さんにお伝えしていただければと思うの

ですが。 

 

講師 鈴木 拓人 

 ありがとうございます。今日は一応予防法な

どのお話もしましたけれども、完全な予防法と

いうのは現在ございませんので、もしがんがで

きた場合に早く見つけるというのが非常に重要

でございます。早く見つければ内視鏡治療がで

きますので、そのためには、やはり日頃から症

状がなくても検診を受けることが非常に重要だ

と思います。 

 間隔につきましては、一般的な検診は大体 1

年に 1 回といったところかとは思います。特に

千葉市、船橋市等で胃の内視鏡検診は 2 年に 1

回とされております。これは全国標準で、多分

検診学会もそのように言っておりますので、2

年に 1 回は妥当だとは思うのですが、少し出し

ましたように、特殊な、急にできるタイプのが

んというのもゼロではございませんので、もし

ご心配な方は 2 年に 1 回プラス人間ドッグでそ

の間の 1 年を埋めていただければより良いので

はないかなと思います。 

 

座長 角地 祐幸 

 それでは、先生、どうもありがとうございま

した。是非皆さん、今日学んだことをお帰りに

なって周りの方にお伝えいただければと思いま

す。 

 それでは、稲葉先生にマイクをお返しいたし

ます。 

 

総合司会 稲葉 澄子 

 鈴木先生、角地先生、ありがとうございまし

た。皆様、もう一度盛大な拍手をお願いいたし

ます。（拍手） 

 以上で講演は終了となります。シンポジスト

の皆様による発表と鈴木先生のご講演をお聞き

いただいて、消化器疾患について、特に消化器

がんについてご理解をいただけたのではないか

と思います。 
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