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シリーズ｢人体における内視鏡の世界｣

2.消化管の内視鏡

岸　川　　　浩　　久　松　玉里　-一一*　　西　田　次　郎

東貢歯科大学市川総合病院内科

教育ノート

は　じ　め　に

消化管内視鏡の歴史は,内視鏡の歴史そのもの

といっても過言ではない｡この領域の進歩はきわ

めて急速で　　　年に　　　　　　が硬性冒産を

試作し,剣呑師の胃内に挿入,観察したことから

はじまり,胃カメラ,ファイバースコープ,そし

て電子内視鏡へと進歩を遂げた1)｡

消化管は口腔から肛門まで約　　　　に及ぶ長

い管腔であり,そこには炎症,演痕,腫症など

様々な病変が起こり得る｡内視鏡検査は,粘膜面

の小さな変化も捉えることが可能で,かつ,生検

により病理組織検査もできることより,消化管の

検査には極めて有用である｡現在では,消化管包

域における内視鏡検査は,単に病変の診断するに

とどまらず,ポリペクトミー,消化管出血に対す

る止血,食道静脈癌の硬化療法,冒癌の粘膜切除

など,治療にも応用され,幅広い分野で使われて

いる｡そこで今回は,比較的新しい,あるいは特

殊な内視鏡検査を治廃も含め,消化管について述

べる｡

1.上部消化管内祝鋳検査

1)前処置

前夜10時以降の飲食を禁止する｡検査当日,

前処置として,冒内有泡性粘液除去剤である

ガスコン乳剤⑪を5ml内服させ,キシロカイ

ンビスカス⑪5mlを喉の奥に3-5分くら

い含んでから飲み込むことを2回繰り返す｡

検査直前に,前投薬としてブスコパン⑪1Aと

サイレ-ス⑪　　　を,禁忌がない限り静達

する｡また,必要に応じてキシロカインスプ

レー⑪による咽喉頭粘廉麻酔を追加する｡

2)挿入法および観察

被験者は左側臥位とし,あらかじめマウス

ピースを噛ませた状態でスコープを挿入する｡

口蓋垂と舌根の間にスコープを進め,喉頭蓋を

避けて咽衰貢の左後壁に沿うようにすると梨状嵩

に到着する｡さらにゆっくりとスコープを進

め,左梨状嵩を通過すると空貢部食違,胸部食

違,下部食違が現れ,切歯列より約　　　の部

位に金遺冒粘膜接合部があり,これを越えると

冒に到着するo　胃内の観察には-定の順序が決

められてはいないが,我々は前庭部,十二指

腹,胃角部,胃休部小雪側,寛隆部,冒休部大

雪側という順序で観察している｡

3)内視鏡診断

(1)正常内視蹟像

iE常食遺粘膜は血管透見が認められ,切歯

列より約　　　の部位に,食道胃粘膜接合部

が認められる｡幽門前庭郡の正常像を図1に
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示す｡

(2)生検

血管性病変に対する生検は,大出血のおそ

れがあるので,禁忌であるが,それ以外に

も,出血傾向がある患者,抗凝固薬,抗血小

板薬を内服している患者では最小限とする｡

悪性を否定できない発赤,びらんだけでな

く,良性冒漬痕と考えられる症例でも,経過

中-度は生検すべきである｡しかし,生検は

万能ではなく,わずかであるが偽陰性や偽陽

性が存在し,あくまで内視鏡的肉眼診断との

総合判断であることはいうまでもない1)｡

(3)色素内視鏡検査法

内祝鐘検査時に色素剤を併用する検査法の

総称であり,コントラスト法としてインジゴ

カルミン,染色子去としてルゴール液などが用

いられる｡コントラスト法とは色素液のたま

り現象を応用して形態観察を行うものであ

り,通常観察では見えにくいものを観察する

目的で使用される｡また,染色法は直接染色

による生体組織の観察を目的とするもので,

食遺粘膜の癌部や炎症郭では,ルゴール夜に

よる染色で不染帯として観察される｡これ

は,ルゴール散布で上皮内のグリコーゲンを

染めることにより,その含有量を視覚的に捉

えることができる方法であり,症,再生上

皮,異形成性上皮などグリコ-ゲン室が滅少

した状態では,不染帯として観察されるので

ある｡

4 )内視鏡所見を中心とした上部消化管疾患各論

(1)食道癌

食違に発生する上皮性の悪性腫症であり,

組織型は后平上皮癌である｡ -イリスクグ

ループは喫煙者,大酒家であるが,歯科口腔外

科領域では特に頭頚部悪性腫痘(下咽頭癌な

ど)患者に好発することが知られている2)｡

-イリスクグループにおいてはルゴール散布

を行い,不染青の生検により診断することも

広く行われている｡内視鏡的には粘膜下層ま

でを表在型(0型)とし,進行癌は

一　2　-

分薮に準じ　　　　型に分賛される1)｡治廃

は表在症の場合,最近は内視鏡的粘膜切除術

が選択されることが多くなってきた｡

(2)逆流性金遺炎

胃液または腸夜の,食違への慢性的な逆流

により生じる｡食遺胃粘膜接合部から口側へ

連続的に広がる食道粘廉の肥厚やびらん,演

慶などが所見であるO健常部とは異なる色調

変化　　　　　　　　　の範囲と程度で,重

症度を記載する　　　　　　　分類3)が,内

祝鐘的な分類として広く用いられているO

(3)胃癌

胃に発生する上皮性の悪性腫慶で,組織型

は腺癌であるO　内視鏡的には早期癌はI型

(隆起型　　　表層型　　　陥凹型)に分幾

され,進行癌は　　　　　　分幾に準じ1型

(腫癌型), 2型(演症限局型,図　　　　型

(漬痘浸潤型), 4〕型(びまん浸潤型)に分類さ

れる1)｡治療は,開腹下で胃切除+リンパ節

郭活が標準的な治療であるが,粘膜内に限局

するものでは内視鏡的な粘膜切除術(後述)

が,また,早期胃癌だけでなく,一部の進行

癌においても腹腔鏡を用いた手術も行われる

ようになった｡

(4)胃･十二指暢漬痘

胃･十二指腸漬慶とは冒および十二指月掛こ

発生する,粘月莫筋板より深い粘膜欠損をい

う｡胃演症は胃角およびその日側に好発し,

加献とともに,より口側の高位演症が多くな

る｡十二指腹漬症は球部に発4することが多

い(図3)o　胃･十二指月易漬症ともに

との関与が示唆されている

が,胃溝痕では十二指腺漬虞と比較して,

その関与は乏しいと考えられているO漬虞の

経過より病親分類がなされ,活動期,治癒過

程親,廠痕親にわけて記載する崎田/三輪分

類3)が広く使われている0

5)内視鐘治療

(1)異物摘出

誤飲異物の厳重館B位は食道が最も多く,金
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遺入日部の強度が義も高い｡小児では硬

成人では魚骨(図4),義歯　　　包装など

が多い｡エックス線検査で位置,大きさを

チェックした後,内視鏡的に摘出する｡把持

紺子で摘出するが,鋭利な食遺異物に関して

は,透明フードを内視鏡の先紬こ用いて,食

道の損傷を防ぐことも行われている｡

(2)内視鏡的止血術

出血性胃･十二指治彦に対して,内視鏡的

止血術が第--選択の治療手技となっているo

止血術に使用される薬剤としてエタノール,

高張エビネフリンなどがあり,ヒートプロー

ブ,クリッピング(図5)などの止血法も広く

用いられている｡各手技にはそれぞれ一長一

短があるが,いずれの手技を用いても止血率

は98%前後である2)｡

(3)食道静脈癌硬化療法･内視鏡的食遺静脈癌

結柔術

金遺静脈癌は肝硬変の合併症として知ら

れ,その破綻による大量出血はしばしば致命

的である｡出血している静脈癌だけでなく,

結節状の形態　　　で発赤所見があるもの

は,予防的な,内視鏡による硬化療

法あるいは結紫術の適応となる｡硬化療法に

は,食遺静脈魔内に硬化剤を注入し,静脈癌

を廃絶させる　　　　　法,血管外に注入し

周囲の繊維化を図って再発を防ぐ

法があり,また,結柔術は静脈癌にリングを

かけて壊死させるものである｡

(4)内視鏡的粘膜切除術

sal resection. EMR)

胃では長径が2cm以下の,溝痘性病変を

有さない粘膜内にとどまると考えられる高分

化型腺癌などが適応となる｡腫痘直下の粘膜

下層に生理食塩液を注入して隆起を形成し,

隆起部位を把持相子でつかみ,スネアを用い

て高周波切除を行うものである4)｡病変は可

能な限り一括切除することが基本であり,組

織学的に断端を正確に評価するために,板の

上で伸展してピンで止め　　　ホルマリンで
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固定する｡

2.下部消化管内視童検査

1)前処置

以前は低残唐金,塩楽下剤,接触性下剤を組

み合わせた　　　　法が使用されていたが,近

年,ポリエチレングリコールを主成分とした特

殊電解質液(ニフレック⑪)を用いた経口腹管洗

浄法が多用されるようになってきている｡この

方法では検査前日まで普通食を摂取可能で,当

日朝に特殊電解質液を　　　　飲用する｡当院

でも原則としてこの方法を行っている｡前投薬

の使用については,各施設により考え方や方法

が異なっている｡当院では,より苦痛なく検査

を受けてもらうため,鎮静剤と銭座剤を検査直

前に投与している｡

検査を申し込む際の往意:まず,患者の全身

状態の点から,大腺鏡検査が可能であるかを判

断しなければならない｡全身状態が著しく不良

であったり,痴呆を含め意識状態が悪い患者

や,理解が不十分な患者の検査は十分な観察が

行えないばかりでなく,施行中の副交感神経反

射による血圧低下や機械的損傷などのリスクを

伴うので,慎重に判断する必要がある｡また,

生検病理検査などの観血的手技を施行する可

能性があり,原則として抗血小板剤(バファリ

ン⑪,パナルジン⑪など)や抗凝固剤(ワーファ

リン⑪,ヘパリン)は1週間前から中止し,施

行医に必ずその旨を連絡する｡これは,すべて

の消化管検査の際に共通する庄意点であるが,

下部消化管内視鏡検査等皮襲のより大きな検査

では特に留意する必要がある｡

全結腹鐘)と

状結膳鏡)

下部消化管内視鏡は,観察範囲の必要に応じ

て,全大腸を観察する　　　　　　　　　　とS

状結腸までを観察する　　　　　　　　を使い

分ける｡日本人の大腹症はS状結腺と直膳で約

70%を占めるとされており, S状結腹までの観

察でも大腹症スクリーニングの意味は大きいo

-　3　-



岸川，他：消化管の内視鏡  

癌性潰瘍   

図2 進行胃癌  
胃休部大背後壁に2型の進行胃癌を認める。  

関1 健常人胃粘膜の内視鏡像（前庭部）  

I 
旨脹潰嬢  魚骨   

図4 食道異物（魚骨，中部食道）  

ヒ十二指腸角  

凶3 十二指腸潰瘍  
十二指腸球部に活動期（A2 Stage）の潰瘍を  

認める。  

露出血管  

毛副1此首途見  

図6 健常人大腸粘膜の内視鏡像   図5 出血性胃潰瘍止血処置後  
胃角部の潰瘍底にある露出血管がクリッ  

ングされ止血している。  
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浮腫状粘膜  
図7 虚血性大腸炎  

粘膜の発赤と縦走する潰瘍がみられる。  

縦走潰瘍  

縦走する深堀れ潰瘍  
図8i資癌性大腸炎  

びまん性の粘膜浮腫と血管透見像の消失を  
認め，縦走する潰瘍を認める。  

図9 クローン病  
終末回腸のインジゴカルミンによる色素内  

視鏡検査法。縦走潰瘍がみられる。  
れる。   
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3)内視鐘診断の実際

常内祝鏡像(図6)と生検:近年では,拡

大内視鏡の開発により,粘膜のビットパター

ン(より詳細な粘膜上皮の状態)の観察も可能

である｡さらに,相子生検を行うことで病理

診断も可能で,特に腫痘病変の良悪性の鑑別

には必須である｡

(2)色素内祝鐘検査法:大胎内視鐘でも診断の

ため,病変部に色素を散布することがある｡

代表的なものとしてインジゴカルミンやエバ

ンスブルーなどの非吸収性色素を用いたコン

トラスト法と,吸収性色素であるメチレンブ

ルーを用いた染色法がある｡どちらも病変部

の性状,境界をより鮮明にする目的で使われ

る　｡

4 )内視鐘所見を中心とした下部消化管疾患各論

(1)感染性腺炎

サルモネラ膳炎:高熱を伴う下痢,血便が

特徴で, S状結腹より口側に浮腫,発赤,び

らん,溝症などを認める｡

キャンピロバククー揚炎:腹痛,下痢,下

血,発熱で発症する｡鶏肉が原因となること

が多い｡内視鏡ではびまん性の炎症所見を認

めるが,病変部に正常粘膜が介在する｡

腸炎　　　　　日間の潜伏期のあ

と,血性下痢と腹痛で発症する｡内視鏡所見

ではS状結膳から上行結湯まで広範囲に,発

赤,浮腫,出血などが認められる｡一般に,

口側に強い所見がみられる傾向がある｡

腹結核:結核菌感染による腹の炎症性疾患

で,肺結核に伴う二次性腺結核と,産接,脂

に感染する一次性月鼻結核があり,近年,後者

の増加がいわれている｡回盲部と回腹が好発

部位で,帯状漬症が特徴的所見である｡

(2)薬剤による大腸炎

出血性大鹿炎:抗生物質(ペニシリン系,

セフェム系)内服1-7日で,突然,腹痛と

下血で発症する｡抗生物　の中止で軽快す

る｡病変範囲としては,下行結腸より口側の

大鹿が多い｡

偽膜性大脇炎:広域抗生物質や抗生物質多

剤併用患者で,悪性腫慶や免疫不全,術後患

者などの,蓋礎疾患を持つ高麻者に多い｡糞

便より　　　　　　　　　　　が検出され,

内視鏡的には黄白色の半球状隆起(偽膜)を伴

う特徴的所見を皇する｡

(3)虚血性大鹿炎(図7) :腹腔内圧の上昇や動

脈硬化が背景に存在することが多く,突発的

に発症する腹痛,下痢,血便が特徴である｡

下行結腸からS状結腹に好発し,粘膜下の腫

脹と縦走する発赤が特徴である｡

(4)炎症性腸疾患:代表的なものとして漬痘性

大膳炎,クローン病,ベ-チェット病があ

る｡いずれも原画が不明で,慢性の経過をた

どり,若年層にも認められるため,生産年`齢

層が浸される病気として問題となっている｡

炎症性腺疾患の診断,治療効果の判定には,

内祝鐘検査は最も重要な検査の一つである｡

漬痘性太腹炎(図8 ) :大腹のみがびまん性

に慶される疾患で,病変が蕃腹から連続する

ことが特徴である｡内視鏡所見として,血管

透見像の消失,多発性びらん･漬症,偽ポリ

ポーシスなどがみられる｡生検組織で陰雷膿

症　　　　　　　　を認めれば確診となる｡

臨床症状としては,粘血便と下痢が特徴的で

ある｡

クローン病(図9) :クローン病は全消化管

に病変が見られる慢性の炎症性疾患で,特に

小腹と大鹿に好発する｡内視鏡所見の特徴

は,非連続性の全層性の炎症で,縦走溝慶が

特徴である｡初期病変としてアフタ様びらん

も認められる｡生検組織で肉芽腫が証明され

ればより確定的となる｡

ベーチェット病(図　　皮膚病変,陰部漬

症,眼病変を三徴とする疾患で,背景に血管

炎が存在すると考えられている｡特殊型とし

て腺管ベーチェットがあり,病変は回盲部に

好発する紅牽を伴う深掘れの演症が特徴で,

しばしば出血,穿孔を繰り返す｡

(5)腫症性疾患

6
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腺塵(ポリープ) :大腰良性腫慶の義も代表

的疾患である｡すべての腺腫がポリペクト

ミーや粘膜切除術の適応となるわけではな

い｡大きさが1cmを超えるもの(腺腫内癌

の可能性有り),生検病理で細胞異型度の高

いもの,出血を繰り返し蜜血の原因となるも

のなどが切除の適応となる｡

癌腫(図　　粘膜下層までにとどまるもの

を早期癌,筋層以藻に及ぶものを進行癌とし

て扱う｡進行癌における内視鏡の鼻も重要な

要素は病理学的確定診断を付けることであ

り,病変部からの生検が必要である｡早期癌

のうち形状,大きさ,癌の深達度によって

は,以下に述べる内視鏡的治療が可能となる｡

5)内視鏡治療

(1)ポリペクトミーと粘膜切除術:茎を有する

山田4型ポリープは,スネアポリペクトミー

のよい適応である｡内視鏡下にスネアを茎部

に掛けて,絞振し,高周波により切離する｡

茎部が太い場合は出血のリスクがあり,十分

な達意とともに,場合によっては切離面にク

リッピングを行う｡茎が明らかでない平坦隆

起型などは,前述の胃と同様に粘膜下に塗理

食塩液を住人し,病変部粘膜を持ち上げるこ

とで,安全かつ容易に,スネアにより切離で

きるようになる(図12)｡

(2)止血術:上部消化管ほどは緊急止血術が必

要となることは多くはないが,クリップ法や

ヒートプローブ法により止血が必要となる症

例もある｡

(3)軸捻転の解除: S状結腸軸捻転症は機械的

イレウスの代表的疾患で,高麻者で優性便秘

のある患者に多い｡軸稔は腸間膜を軸として

生じ　　度回転のものが多い｡この状態が

数日続くと,臓管は壊死に陥る｡軸捻転の解

除には競腹や肛門ブジー法などとともに,大

胎内視鐘挿入による解除も,治療と診断を兼

ねて非常に有効性が高い｡

(4)その他:症に対するレーザー治廃,出

血に対するヒートプローブ法など,下部消化
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管内視鏡の応用範囲は広がっている6)｡

3.逆行性塵･胆管造影法

逆行性膵･胆管造影法　　　　　　　　　　-

)　　　　　　は,

内祝鑑を用いて十二指膳乳頭にカテーテルを挿入

し,膵管や胆管を造影する検査である｡広く膳,

胆道系(図13)疾患の診断に適応があり,膵,胆管

症,総胆管結石,慢性膵炎の診断などに有用であ

る｡ただし,急性樺炎,慢性膵炎の急性増悪親,

胆道感染症などにより,膵あるいは胆管の炎症が

強い問は　　　　により症状を増悪させる可能

性があり,炎症の消退後に検査を行う｡

1 )内祝鉱の選択および前処置:側視式の十二指

腺スコープを用いることにより,ファークー乳

頭部を正面視でき,乳頭開口部へのカテ-テル

の挿入が可能になる｡前処置は通常の上部内視

鏡検査の際と同様でよい｡

2)挿入法および造影:冒内での送気は控え,十

二指腸下行脚に早く到達することが望ましい｡

胃粘膜の観察などは考えず,胆管および膵管の

造影に集中すべきであるO造影剤の淫人の際,

患者が捧痛を訴えるような場合は,勝管または

図13　庫･胆管系の解剖

-…　7　--
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呈する。主膵管の径は膵軌 体，尾部で．それ  

ぞれ，4．3，2mmがl‘仁常上限で，総胆管は  

10mmが正常［服である。  

4）膵・胆管の異常像：通常造影されるべき部位  

が造影されない場合，閉寒があると考える。狭  

窄，拡張，陰影欠損，透亮像，壁不整，圧排な   

ども異常所見である。   

（1）胆石症：結石が透亮像を呈する。（図15）   

（2）椚管痛：胆管壁の不整や，硬化を伴う挟  

窄あるいは閉塞像がみられる。（岡16）  

胆管内圧三がかなり上界しているロJ能性が高いの   

で．無理な注入ほ行わず，造影は中」l二する。  

3）膵・附帯の正常造影像（阿14）：正常膵管は．   

頭部より尾部へ締まりながら，自然のカープを  

描いて走り，尾部で樹枝状あるいは馬尾状に終   

わる。キ膵管からは膵管分枝と呼ばれる細い枝   

が樹枝状に派生している。胆管は，乳頭部から   

総胆管，総肝管，左右肝管，肝内胆管と分岐す   

る。総胆管より胆嚢管が分岐し，胆嚢に終わ   

る。1E常な胆管および膵管の嗜は，平滑な像を  

て＝【 ニ．川」  

法理竹■；′に5灯／H象り三川）かみられる  

図14．逆1＝げ∵車nハ∴ノこ（トニくし二IJJのl】二常像  

欠頭：塗り町、ンこてrj 巨脾管  

園17 ノし佃′トrと化卜回 り＼  

りLノ」町外肛け・に孝発する狭やと拡張がみ  

られる1   

れ  川′む隼∴  
LL裏煩甘ハか透′ユ■占像〔大【：いを1rLている：，  
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(3)原発性硬化性胆管炎:肝内,肝外胆管

の多発する狭窄と拡張

を示す(図

を応用した内視鏡的治療法

(1)内視鏡的乳頭括約筋切開術

は,十二指脆スコ-

プにより乳頭部に高周波電気メスを挿入し,

内視鏡トに乳頭を切開する術式である｡主に

総胆管結石の除去を目的に行われる

後の総胆管結石の除去法としては,バスケッ

トカテーテル法,バルーンカテーテル法,機

械的砕石法などがある｡

(2)内視鏡的逆行性胆管ドレナージ:閉塞仕

責痘の症例に対して手術前の滅責,手術不

能例に対する永続的ドレナージを目的に行

われる｡

には,胆管内に挿入した

チューブを,上部消化管を介して経鼻的に維

持する外疲法と,チューブを胆管と十二指暢

の問に留　する内症法とがある　｡

お　わ　U　に

現在使用されている内視鏡は,細くかつ柔軟性

もあり,以前と比較してはるかに苦痛の少ない検

査になってきた｡しかし,榎襲的な検査であるこ

とには今なお変わりなく,検査あるいは治療の施
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行に当っては,その適応の有無について慎重に判

断する必要がある｡すなわち,内視鏡による診断

あるいは治療の有効性を理解するとともに,その

限界を正しく認識することが重要である｡内視鏡

は消化管疾患の診断,治療におけるひとつの手段

にすぎないことを忘れてはならない｡
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