
胃がん大腸がんの発見と治療に
おける内視鏡検査の重要性 



胃がん 



1. 胃がんの原因は何か？ 

2. 胃がんになりやすい胃の状態は？ 

3. 胃がんを予防するにはどうしたらいいか？ 

4. 胃がんの発見法 

5. 早期がんと進行がんの違い 

6. 胃がんのタイプ 

7. 胃がんの好発部位 

8. もし胃がんが発見されたら… 

9. 早期胃がんの治療 



胃はどこにあるの？ 





胃がんはどのような形をしているの？ 



早期胃がん 



進行胃がん 



何故、胃がんで亡くなる人が多いの？ 

転移 



2014年 罹患数の多い癌 

毎年 の方が を発症しています 

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 

男性 胃 肺 前立腺 大腸 肝臓 

女性 乳房 大腸 胃 肺 子宮 



１位 ２位 ３位 ４位 ５位 

男性 肺 胃 大腸 肝臓 膵臓 

女性 大腸 肺 胃 膵臓 乳房 

2014年 死亡数の多い癌 

毎年 の方が で亡くなっています 



ピロリ菌 !! 

1 胃がんの原因は何か？ 



顕微鏡で観察したピロリ菌 



ピロリ菌は、どこから胃に感染するのか？     

汲み取り式トイレ 井戸 

水から !! 



ピロリ菌と胃がんの発生に関係はあるか？ 

ピロリ菌(+)の患者  

1500人の患者を対象に8年間,1年に1回の 
胃カメラを施行した結果 … 

胃がんの発生者無し ピロリ菌(ー)の患者   

３％の患者に胃がん発症 

ピロリ菌は胃がん発生に関係あると考えられる 



60代以降好発 

多量の塩分摂取 
  ⇒ 数十年経過 

幼少期にピロリ菌感染 

胃がんが発生するまで 

正常な胃粘膜 

慢性炎症発症持続 

慢性胃炎 

胃がん 



２ 胃がんになりやすい胃の状態は？ 

慢性胃炎 !! 



正常の胃 



慢性胃炎 



早期胃がん 



進行胃がん 



 
 1. ピロリ菌除菌 

 
 2. 塩分の摂り過ぎ注意 
    

3 胃がんを予防するにはどうしたら良いか？ 



何歳でピロリ菌を除菌したら,どの程度 を防げる？ 

年齢(歳） 

除菌率 



４ 胃がんの発見法 

 
1) ABC健診 

 
2)胃カメラ 
  



1) ABC検診 

  効率よく発見するには ！  



2) 胃カメラ 



①経鼻 ②経口 

2) 胃カメラ 



5 早期がんと進行がんの違い 





6 胃がんのタイプ 

胃がんには２つのタイプがある 

  

 1) 隆起型 

  

 2) 陥凹型 

 

 

 



1) 胃がん（隆起型） 

早期がん 進行がん 



2) 胃がん（陥凹型） 

早期がん 進行がん 



7 胃がんの好発部位 

  １３．６％ 

３７．１％ 

４６．４％ 

 



 
1)早期がん    内視鏡手術 

 
 

2)進行がん    外科手術 

  

8 もし胃がんが発見されたら … 



<EMR(内視鏡的粘膜切除術)の手技> 



<ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)の手技> 



9 早期胃がんの治療 











大腸がん 



1. 大腸がんの原因は何か？ 

2. 大腸がん検診(便潜血法）の意義？ 

3. 大腸がんの発見法 

4. 早期がんと進行がんの違い 

5. 大腸がんのタイプ 

6. 大腸がんの好発部位 

7. もし大腸がんが発見されたら… 

8. 早期大腸がんの治療 



大腸はどこにあるの？ 





何故、大腸がんで亡くなる人が多いのか？ 



2014年 罹患数の多い癌 

毎年 の方が を発症しています 

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 

男性 胃 肺 前立腺 大腸 肝臓 

女性 乳房 大腸 胃 肺 子宮 



 

 

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 

男性 肺 胃 大腸 肝臓 膵臓 

女性 大腸 肺 胃 膵臓 乳房 

2014年 死亡数の多い癌 

毎年 の方が で亡くなっています 



１大腸がんの原因は何か？ 

西洋式食事（動物性脂肪+低線維食） 

胆汁(含 胆汁酸(発がん物質)) 
       ＋ 
便が腸内に留まる時間が長くなる 

発がんのリスク高くなる 



2 大腸がん検診 

便潜血法の意義は？ 

・2cm以上の癌は80%の確率で便に血液混入 
 
・2回の検査で２回とも便潜血反応陰性ならば、 
 90％以上の確率で2㎝以上の癌はない！ 

便潜血(-)(-)でも、進行がんがないとは言えない 
まして、早期癌には何も言えない 



３ 大腸がんの発見法   大腸カメラ 



大腸カメラの前処置 

①検査前日 就寝前  
 下剤(ラキソベロン10ml)服薬 
 
②検査当日 朝   
 2時間かけて洗朝腸液(ニフレック 2L)服用 
 



4 早期がんと進行がんの違い 



大腸がんはどのような形をしているか？ 



大腸がんにも２つのタイプがある 

5 大腸がんのタイプ 

  

 1) 隆起型 

  

 2) 陥凹型 

 

 

 



1) 大腸がん(隆起型) 

             早期がん  進行がん   

                



早期がん 

2) 大腸がん(陥凹型) 

進行がん 



6 大腸がんの好発部位 

直腸～S状結腸で70％を占める 



7 もし大腸がんが発見されたら… 

 
1)早期がん    内視鏡手術 

 
 

2)進行がん    外科手術 

  



① ② 

③ 

内視鏡でポリープの形状・性状や 
正常粘膜との境界がどこまで 

及んでいるのかなどを観察します。 

内視鏡の先端よりポリープ切除の 
ための電気メスをだします。 
※ループ状の電気メスは普段は 
白い筒の中におさまっています。 

ループ状の電気メスを開き 
ポリープにかぶせます。 

④ ⑤ ⑥ 

ループ状の電気メスをポリープの 
付け根（正常粘膜との境界）まで 

かぶせていきます。 

電気メスを徐々に縮めて、 
取り残しのないよう辺縁の 
境界部分に電気メスの刃を 
あわせていきます。 

取り残しのないことを確認しながら 
さらに縮めて、ポリープの全辺縁を 

絞厄していきます。 

⑦ ⑧ ⑨ 

必要以上に深く絞厄でしまうと 
穿孔などの危険性もあるため、 
ループ状の電気メスの弛め・ 

絞めを繰り返し、深い層（筋層） 
の巻き込みを防ぎます。 

 

火傷を最小限に抑えるため 
電気メスをしっかり絞厄し、 

ポリープをスネアで軽く持ち上げて 
通電を行い切除となります。 

痛みは感じません。 

ポリープ切除完了です。 
この後、取り残しはないか、 
出血はないか、切除の深さは 
どの程度かなどを観察し 

問題がなければ終了となります。 

 大腸ポリープ切除術 



<EMR(内視鏡的粘膜切除術)の手技> 



<ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)の手技> 



8 早期大腸がんの治療 

大腸ポリープ切除術 実例 











1) 早期大腸がんのEMR  実例 















2) 早期大腸腫瘍(カルチノイド)のESD 実例 













＜胃がん＞ 
 
 早期発見の為、年１回は胃カメラを受けましょう。 

                 （日本医師会） 

＜大腸がん＞ 
 
 早期発見の為、無症状でも３年に１回は大腸カメラ 

 を受けましょう。    (日本医師会、米国消化器病学） 



さわだ内科・消化器内科 
    院長 澤田  正則 

当院 
ビルの２階です 
(エレベーター有) 
１階は薬局です 


