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視鏡検査・治療件数は2005年の5,825件から2008年に

はじめに

は7,273件へと年々増加し，小腸内視鏡検査の導入，早

内視鏡機器の改良と技術の進歩により，
内視鏡診断，

期消化管癌や胆膵癌に対する内視鏡治療の対象も広が

内視鏡治療の幅は著しく広がり，消化器病診療のうえ

ってきた．新病棟開設に伴い，旧産科病棟を全面改修

で中心的な役割を果たしている（図１）
．

し，2009年５月より現在の光学医療診療部に拡充移転

今回，当院の内視鏡診療部門である光学医療診療部

した．延べ588㎡で移転前の1.8倍に拡大し，検査室は

の現況を紹介するとともに最近の内視鏡診療のトピッ

全室セパレートしており計８台の内視鏡装置を配置し

クスである，画像強調内視鏡観察（image enhanced

た．また，別のフロアに専用のＸ線透視室（66㎡）も

endoscopy：IEE）
，
内視鏡的粘膜下層剥離法
（endoscopic
submucosal dissection：ESD），および小腸内視鏡検査

画像強調内視鏡
食道静脈瘤硬化療法
食道癌のESD

（ダブルバルン内視鏡検査；カプセル内視鏡検査）に
ついて概説する．
当院光学医療診療部の紹介

胆管癌のステント留置
総胆管結石除去
閉塞性黄疸の減黄

１. 沿革・特徴
2003年10月に中央検査部から独立して光学医療診療

小腸内視鏡検査
小腸出血の止血術

画像強調内視鏡
大腸ポリペクトミー
大腸腫瘍のESD
大腸出血の止血

部（部長は消化器内科教授が併任）が設置された．内
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画像強調内視鏡
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胃潰瘍出血の止血術

ESD：内視鏡的粘膜下層剥離術
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胃癌，大腸癌等消化器癌の精密検査施設としてサービスの向上を図り，内視鏡検査件数を増やし，ひいては食道癌，胃癌，
大腸腫瘍の内視鏡的切除術，胆膵癌のステント留置術などの内視鏡的治療において最先端の最高レベルの医療を供給するこ
とは中四国地方の中核病院である当院の責務です．一方で消化器内視鏡検査および治療は，保険診療点数，経費率の面から
も病院経営上，優れた医療手技であり，その診療機能の充実は岡山大学病院の経営，経済的基盤の向上に寄与するものと考
えます．関係各科とも連携をとりながら岡山大学病院の診療に貢献するとともに消化器内視鏡診療における新たな知見，エ
ビデンスを内外に発信していきたい．
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1)
設置された（図２）
．2010年１〜12月，2011年１〜12

コントラスト法（FICE, i-scan）

月の検査件数はそれぞれ8,189件，8,918件と年々増加

デジタル法

輪郭強調法（構造強調）

している．
当院内視鏡診療の特徴として食道・胃・大腸腫瘍に

蛍光法（AFI）

対する内視鏡切除，食道静脈治療，潰瘍性大腸炎，ク
ローン病，小腸内視鏡，そして胆・膵悪性腫瘍のステ

光デジタル法

ント留置等，特殊疾患の検査やハイリスク症例や困難

狭帯域光法（NBI）

例も含めた治療内視鏡など紹介症例に対する診療が主

赤外光法（IRI）

体となっている．
2010年12月に専任部長が配置された．専属医師は教

色素法

授（部長）
，講師，助教２名，医員５名であるが，その

図３

業務は消化器内科を中心に消化器外科，総合内科，呼

画像強調内視鏡観察

吸器内科・外科の協調体制で行っている．看護師は師

視鏡との併用により，表面微細構造や微小血管につい

長（併任）
，専属の副師長，常勤看護師10名，クラーク

て多くの情報が得られ，腫瘍の質的診断や深達度診断

３名，洗浄補助員３名が従事している．

に有用である．
１. 食道

画像強調内視鏡観察（Image Enhanced Endoscopy：

扁平上皮癌の拾い上げ診断に対する NBI の有用性

IEE）

についてはわれわれの報告3)の他，多施設共同ランダ

従来の色素散布法に加えて図３のように分類され

ム化無作為試験4)によって示されており，NBI の検出

る．その中で narrow band imaging：NBI はオリンパ

率，診断精度が白色光と比較して有意に高いことが報

ス社製スコープによる IEE である．通常観察では様々

告されている．食道の通常観察で発赤調の領域（図５

な波長からなる白色光で観察しているが，NBI では血

ａ）がワンタッチのボタン操作で NBI 画像に切り替わ

中のヘモグロビン（Hb）の吸収領域のピーク415nm と

り茶褐色の領域（brownish area）として認識される

540nm の波長を利用している ．粘膜表層の血管は茶

（図５ｂ）．その部分を拡大観察すると上皮乳頭内毛細

褐色に，やや深いところの血管はマジェンダ色に認識

血管ループ（intra-epithelial papillary capillary loop：

される（図４）
．その特性を生かして粘膜表層の微小血

IPCL）が観察される（図５ｃ）．ルゴール散布では病

管や表面構造などの検出に優れている．さらに拡大内

変部以外の部分も不染域として認められる（図５ｄ）．

2)

IPCL の形態から粘膜筋板浸潤癌と診断し，ESD を施
行した（図５ｅ）．
２. 胃
胃では病変の範囲診断に使われることが多い5)．通
常観察で胃体中部前壁に粘膜の凹凸不整が認められる
が，病変の範囲は不明瞭である（図６ａ）．NBI 拡大
観察すると粘膜表面の規則正しい villi 様構造が不整
となり疎な領域が観察される（図６ｂ）．NBI 拡大観
察から範囲診断し，ESD を施行すると径３×２㎜，高
分化型粘膜浸潤癌で，脈管侵襲なし，断端陰性であっ
た（図６ｃ，ｄ）．
３. 大腸
大腸ポリープの診断において NBI では網目状血管
の有無で非腫瘍（過形成ポリープ）か腫瘍（腺腫，癌）
の鑑別が可能であり，すなわち，過形成性ポリープで
図２

は表層部の微小血管は非常に細く疎で，NBI 拡大観察

岡山大学病院光学医療診療部
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粘膜表層の血管と背景粘膜の
“コントラスト”を強調する技術

NBI

通常光

ａｂ
図７
図４

大腸ポリープの NBI 観察

NBI (narrow band imaging)

brownish area

①

病変を確認

② マークを入れる ③ 局注して粘膜
を浮かす

ａｂｃ
ｄｅ

m3
(粘膜筋板
浸潤)
図５

④

周辺を切開・剥離

図８

⑤

切除終了

⑥

切除病変

早期胃癌に対する粘膜下層剝離法（ESD）

食道表在癌症例

ａ ｂ
ｃ ｄ

11×７㎝

図６

微小胃癌症例

図９
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早期胃癌に対する粘膜下層剝離法（ESD）

で微小血管を認識することは困難である（図７ａ）
．一

もクリップ法で穿孔部を縫縮することにより，外科手

方，腺腫は正常粘膜や過形成性ポリープより血管径が

術に至る例は非常に少なく，大部分のケースでは絶食，

太くなり，密度も増すので微小血管が比較的均一な網

抗生剤投与による保存的加療が可能である．

目状の血管模様として認識される（図７ｂ）
，網目状血

３. トレーニング

管の形態から腺腫か癌か，さらに癌の深達度の診断が

安全に ESD を遂行できるようになるためには，術中

可能である ．

必至である出血に対する内視鏡的止血術に習熟してい

6)

ることは最低条件であり，そして介助者として治療に

内視鏡的粘膜下層剥離法（Endoscopic Submucosal

参加すると同時に動物モデル等でのリハーサルが必要

Dissection：ESD）

であり，我々も原則としてブタ胃モデルを用いたトレ

高周波ナイフ（電気メス）を用いて，図８のように

ーニングを経験したうえで（図10），実際の患者の治療

病変周囲の粘膜を切開し，さらに粘膜下層を剥離して

の術者として治療にあたる．その際，胃の中で病変部

切除する方法のことである．従来の粘膜切除術（EMR）

位によって ESD 施行の難易度が異なっており，前庭部

に比べ大きな病変の一括切除が可能となった（図９）．

から体部，噴門部と難易度が上がることを報告した

早期胃癌のほか食道表在癌，大腸腫瘍，さらには咽頭

が9)，それに従ってステップアップしていくようにし

癌に対しても施行されており，食道，胃，大腸に対し

ている．

ては保険収載が可能となっている．

小腸内視鏡検査（ダブルバルン内視鏡検査；カプセル

早期胃癌に対する ESD に対して以下に詳記する．

内視鏡検査）

１. 適応
早期胃癌の内視鏡的切除の適応の原則は①リンパ節

食道から十二指腸，大腸から終末回腸は内視鏡観察

転移の可能性がほとんどない病変（外科手術の必要の

が可能であったが，小腸は長らく暗黒の臓器といわれ

ない病変）
，
②技術的に腫瘍が一括切除できる大きさと

ていた．近年，ダブルバルン内視鏡検査（図11），カプ

部位にあることである．以上の原則の具体的適応条件

セル内視鏡検査（図12）の登場により全小腸の観察も

は絶対適応病変として２㎝以下の肉眼的粘膜癌と診断

可能となってきた．

される病変で組織型が分化型．肉眼型は問わないが陥
凹型では潰瘍がない UL(−)に限る，となっている．
ESD によって大きな病変も一括切除が可能となり，以
下の３つの条件にあてはまる場合はリンパ節転移を伴
う可能性が極めて低いため，適応拡大病変となってい
る．すなわち，①２㎝以上で，UL(−)，分化型，粘膜
内癌．②３㎝以下で，UL(＋)，分化型，粘膜内癌．③
２㎝以下で，UL(−)，未分化型，粘膜内癌がである7)．
２. 合併症
EMR 時代に比べ切除病変が大きく，治療時間も長
くなっており，出血や穿孔の合併症リスクは EMR よ
8)
りも高くなっているが（表１）
，出血に対しては凝固

法，クリップ法による内視鏡止血，また穿孔に対して
表１

消化器内視鏡関連の偶発症
検査件数

図10

ブタ胃モデルによる ESD トレーニング

2003〜2007の全国調査（腫瘍治療に関連した合併症）

偶発症数（％)

食道（％)

胃（％)

大腸（％)

ポリペクトミー

323,142

876 (0.271)

0

13 (0.111)

851 (0.274)

EMR

260,875

1,473 (0.565)

40 (1.272)

249 (0.821)

1,160 (0.512)

ESD

46,598

1,459 (3.131)

96 (4.426)

1,171 (2.961)

179 (3.774)

日本消化器内視鏡学会雑誌 52，2010
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認めた（図14）．最終病理はびまん性大細胞型リンパ腫
であった．
３. カプセル内視鏡検査
全世界で100万件以上の検査件数に達しており，認可
の早かった欧米から相次いでその有用性が報告されて
いる．本邦では2007年10月より上部下部消化管内視鏡
検査を施行しても原因不明の消化管出血（obscure
gastrointestinal bleeding：OGIB）に対して保険適応と

EN-450T5( 処置用スコープ )

なった．２秒に１枚ずつ撮影され電池が保たれる約８

スコープ有効長 200 ㎝，外径 9.4 ㎜，鉗子口径 2.8 ㎜
オーバーチューブ長 140 ㎝，外径 13.2 ㎜，内径 11 ㎜

時間で約50,000枚の写真が撮影される．狭窄を有する

富士フィルムメディカルパンフレットより

図11

患者には腸管内で滞留をおこす可能性があり，禁忌で

ダブルバルン小腸内視鏡システム

ある．生検や治療は実施できないが，患者の負担が少
ないことが最大の利点であり，保険適応疾患だけでな
く，あらゆる小腸疾患の診断に有用である（図15）．偶
発症としてはカプセルが消化管狭窄部の口側に停滞し

オリンパスパンフレットより

図12

経肛門的小腸内視鏡検査

カプセル内視鏡検査（VCE）

１. ダブルバルン内視鏡検査
スコープを被うオーバーチューブとスコープ先端の
バルンを膨らませたり萎ませたりしながら，約７ⅿあ
る小腸を２ⅿ以下まで繰り寄せて縮めながら挿入して
いくものである10)．経口的に挿入する方法と経肛門的
に挿入する方法がある．経口的挿入で全小腸の観察が
可能な場合もあるが，多くの場合，全小腸の観察には
経口的小腸内視鏡検査

両方のアプローチが必要である．内視鏡下に生検，造
影，ポリペクトミー，止血術などが可能である．

図13

ダブルバルン小腸内視鏡検査

２. 症例提示
64歳女性，主訴，腹痛．CT，PET 検査にて小腸腫
瘍が疑われダブルバルン小腸内視鏡検査を施行（図
13）
．径肛門的アプローチにて空腸まで挿入し，点墨を
施行．翌日，経口的アプローチにて空腸の腫瘍による
狭窄部まで挿入．生検ののちガストログラフィンにて
造影し，２ヶの腫瘍を指摘．外科手術を施行した．ガ
ストログラフィンで造影された部位に一致して腫瘍を

図14
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内視鏡下ガストログラフィン小腸造影と切除標本
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