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鎮静・麻酔下通常経口
内視鏡と経鼻内視鏡を
ランダムに比較検討
新しい胃がん検診方法として、H,pylori 抗体とペフ

し、検査に対する患者

シノゲン法を組み合わせたABC検診が注目されてい

の満足度および同じ検

る。最大の特徴は血液検査であることから、簡単に誰

査法にて再度内視鏡を

でも、何処の施設でも行なうことが可能なことである。

快く受けるかにおいて

レントゲンも内視鏡も必要としない画期的な方法であ

両検査法に有意な差は

る。詳細は、井上先生が書かれたGastro-Health Now

認められないと報告し

12号を参照されたい。このABC検診は、胃がんの危険

ている。さらに鎮静・

の高い人（胃癌になりやすい人）を絞り込むことがで

麻酔しない通常経口内

きる方法である。この方法により、効率よくレントゲ

視鏡と比較した検討に

ン検査や内視鏡検査により胃がんを発見することが可

おいても経鼻内視鏡は

能となる。しかしせっかく胃がんになりやすい人を絞

患者さんの高い受容性が得られると報告されている。

東京医科大学病院内視鏡センター

河

合

隆

り込んでも、これまでの通常の経口内視鏡検査は苦痛
かあることから検査を受けたがらない人が多いことが

患者の受容性および心肺機能に及ぼす影響

問題となっていた。そこで近年注目されているのが、
経鼻内視鏡である。今回この経鼻内視鏡について解説
する。

経鼻内視鏡の有用性に関して患者の満足度および心
肺機能に及ぼす影響を中心に検討した結果、問診にお
ける満足度、挿入時の違和感、検査中の息苦しさ、嘔

経鼻内視鏡検査

吐感はいずれも経口内視鏡検査に比べ、有意に少なく
（図１）、さらに心肺機能に関しても、心筋酸素消費量

細経上部消化管内視鏡を用いた経鼻内視鏡検査が急

とよく相関する心拍数×収縮期血圧×10 -2は、内視鏡

速に普及している。すなわち直径５−６mmの細径内

検査中経口内視鏡では、食道挿入時有意に上昇するも、

視鏡を経鼻的に挿入する方法である。Garcia RT らは

経鼻内視鏡では、検査中ほとんど変化を認めずより安

図１ 経鼻内視鏡検査に関するアンケート結果

（Kawai T et al, Hepatogastroenterology 2007）

経鼻内視鏡と経口内視鏡の

表 早期胃がん発見率の比較

図２

経鼻内視鏡と経口内視鏡の
心・肺機能に及ぼす影響

（Kawai T et al, Hepatogastroenterology 2007）

内視鏡的粘膜下剥離術を施行し、
完全切除した。
(O-Ⅱ型：病理学的診断，
tub1, 9 x 3 mm, M, UL(-), ly0,v0)

図３ 症例：71才 女性 胃がん

全性の高い検査であるとされている(図２)。

インジゴカルミン色素内視鏡にて、同部位に退色調の
不整形な隆起性病変が認識された（図3左下）。生検に

胃がん発見率

て分化型胃がんであり内視鏡的粘膜下剥離術を施行し
た（図3右下）
。

経鼻内視鏡には、内視鏡解像度が劣る、さらにレン

経鼻内視鏡においても、スコープの特性を十分理解

ズクリーナーなどの機能が悪いため、経口内視鏡に比

するとともに時間をかけて、近接観察、さらに画像強

べ、胃腫瘍性病変の発見率があきらかに劣るとも報告

調観察することにより、早期胃がんを十分に発見する

されている。しかし当院において2005年1月から2008

ことが可能である。ABC検診と経鼻内視鏡検査の組み

年12月の間に細径経鼻内視鏡検査を受けた1,915人に

合わせは、新しい胃がん検診のムーブメントを起こし

おいて、早期胃がんの発見率は、0.99% (19人)と同時

てくれるであろう。

に行なった経口内視鏡の早期胃がん発見率 0.92%
(171／18,604) とほぼ同様であった（表）。ただし経鼻
内視鏡で発見された早期胃がん19例のうち、5例は通
常の白色光観察のみでは、診断困難であり、画像強調
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今号では急速に広まっている経鼻内視鏡検査を、第一人者で
ある東京医科大学病院内視鏡センター教授 河合 隆先生にご
解説いただきました。内視鏡検査が全国どこでも楽に受けられ
る体制を作ることが、胃がんリスク検診普及の必須条件です。
昨年は胃がんリスク検診とピロリ菌除菌による胃がん対策が、
学会、マスメディア、そして国や地方議会でもとりあげられ、
新しい胃がん対策の時代の訪れの胎動を実感しております。学会、現場の医師、そし
て市民の意識の高まりが、さらに必要です。そのような折、中央公論新社から、日本ヘ
リコバクター学会理事長・北海道大学大学院医学研究科消化器内科教授 浅香正博先
生著「胃の病気とピロリ菌−胃がんを防ぐために」が出版されました。2011年が胃が
ん対策新時代の幕開けになるための嚆矢たる一冊です。ご一読をお勧めいたします。
卯年です。当NPOも胃がん対策の改革に向けて、大きなジャンプを目指しており
ます。本年もよろしくお願いいたします。
（三木）

「胃の病気とピロリ
菌−胃がんを防ぐ
ために」
定価（税込）777円

■ 本年度（平成22年4月〜平成23年3月）も皆様のご支援をお願い申し上げます。（会費1口3,000円、1口以上）

■ 転居・所属変更・会員種別変更希望・退会希望等は、お早めに電話・FAX・メールにてお知らせ下さい。
■ 機関紙Gastro-Health Nowのバックナンバーは、インターネット上でご覧頂くことができます。
（http://www.gastro-health-now.org）

大谷内科クリニック、加藤高敏、ソラマメノカイ、平野直樹
多くの方々からご寄付をいただきまして誠にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。
今後とも宜しくお願いいたします。

