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新館８階から見える風景



はじめに 【1】消化管疾患に対する内視鏡治療
　内視鏡の歴史は1868年に登場した硬性鏡から始

まります。これは硬い真っ直ぐな筒状の物を使用し

ていたため、食道を突き破り穴が開いてしまうと

いった偶発症の危険が高いものでした。その結果、

普及には至りませんでした。

　その後改良が重ねられますが、大きな転機が訪れ

たのは、1950年に登場する日本で作られた胃カメ

ラです。これまでの内視鏡は手元から中を覗き込む

様な構造でしたが、胃カメラは内視鏡の先端にカメ

ラが付いています。そして体の中から写真を撮るこ

とにより、はっきりと鮮明に体の中を観察すること

が可能となりました。これは、現在の内視鏡の原点

とも言えます。しかし、この胃カメラにも問題があ

り、写真を撮って現像して初めて観察ができます。

そのため、リアルタイムに体の中を診ることができ

ないのです。当然、内視鏡で治療もできませんでし

た。

　1957年ファイバースコープが登場することで、

リアルタイムに体の中を診ることができるようにな

り、また治療も行えるようになりました。ここに、

内視鏡治療の幕が切って落とされたのです。

　現在、主に使われている内視鏡は、1983年に登

場したビデオスコープです。これはモニターに画像

を映し出すことができ、みんなで画像を同時に診る

ことで、画像を共有することができるようになりま

した。その後内視鏡は更に改良が進み、より正確な

診断や能率的な治療が可能となりました。

  今回は、いくつかの内視鏡治療の実際を提示させ

て頂きます。

「内視鏡治療について」

鶴見病院　消化器内科　科長　安　部　高　志

　消化管疾患に対する内視鏡治療には様々なものが

あります。

消化管腫瘍性病変に対する内視鏡的切除術

　これは胃がんや大腸がんなどの病変を内視鏡を用

いて切除する方法です。内視鏡的切除が可能なのは、

早期のがんに限られます。ある程度、進行すると内

視鏡では完全に取り除くことができず、外科的治療

が必要になります。

　早期胃がんを例にすると、内視鏡的切除が可能か

どうかのチェックポイントは４つあります。

１．深達度

　　　がんがどれだけ深く浸潤しているか

２．がんの大きさ

３．組織型

　　　がんの悪性度

４．がんの表面に潰瘍があるかどうか

　実際に用いられている手法には主に２つあります。

～内視鏡的粘膜切除術（EMR）～
　標準的な内視鏡的切除術です。

～内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）～
　新しい内視鏡的治療法です。これまで切除が

困難であった大きな病変も一括で切除すること

が可能になりました。

内視鏡的止血術

　出血性胃潰瘍などの様に、消化管から出血を来し

ている病変に対して止血を行う方法です。以下の方

法があります。

　①クリップ止血法、②純エタノール局注法、③ヒ

ストアクリル局注法、④高張食塩水エピネフリン局

注法、⑤アルゴンプラズマ凝固法、等。

　これらを単独または組み合わせることで止血を行

います。今回は主に用いられている①、②について

ご紹介します。

～クリップ止血法～

　最も標準的な止血法

です。出血を来してい

る血管をクリップで把

持することで止血しま

す。

～純エタノール局注法～

　純エタノールという薬剤を出血している血管周囲

に打ち込むことで血管を変性させ、止血させる方法

です。

食道・胃静脈瘤に対する内視鏡的治療

　食道・胃静脈瘤とは、肝硬変などの肝疾患が原因

で門脈圧が亢進し、食道や胃の内側の静脈が太く蛇

行した状態のものです。大きくなると破裂し、大出

血を起こすことがあります。そのため、大きいもの

に対しては破裂しないように事前に治療が必要です。

実際の治療方法を紹介します。

～内視鏡的静脈瘤結紮術（EVL）～

　内視鏡で静脈瘤を吸引し、吸引した静脈瘤に輪ゴ

ムをかける方法です。縛った部分が潰瘍化し、固く

痕痕化することで静脈瘤を治療します。

消化管狭窄に対する内視鏡的治療

　何らかの原因で消化管に狭窄を来たすと食べ物が

通過できなくなります。これに対して内視鏡を用い

て治療する方法があります。

～内視鏡的バルーン拡張術～

　バルーンを用いて狭窄部を拡張する方法です。主

に良性の狭窄に用いられます（術後狭窄など）。①　生理食塩水を注入します

②　スネアをかけ通電します

③　病変を切除します
　　回収して組織診断を
　　行います

～内視鏡的ステント挿入術～

　狭窄部に金属ステント

を留置し、狭窄部を拡張

させる方法です。主に悪

性の狭窄に用いられます

（食道がんなど）。

嚥下障害に対する内視鏡的治療

～経皮内視鏡的胃瘻造設術（ＰＥＧ）～

　消化管機能は維持されているにもかかわらず、口

から食事を摂取できない方などに適応となります。

（例）脳梗塞などで口から食事を摂れない方

　腹壁から胃の中にチューブを留置し、直接胃の中

に栄養物を注入します。

　肝臓で作られた胆汁は、胆嚢で一時濃縮された後、

胆管を通して十二指腸へ流れています。また、膵臓

で作られた膵液は、膵管を通して十二指腸へ流れて

います。これらの臓器に対しても内視鏡的治療が可

能となってきました。

～内視鏡的逆行性胆管膵管造影術～

　十二指腸乳頭開口部から、カテーテルを用いて、

胆管や膵管をＸ線透視下に直接造影する検査法です。

～内視鏡的乳頭括約筋切開術～

　胆管や膵管の出口にあたる、十二指腸乳頭部開口

部（乳頭括約筋）を、電気メスを用いて切開する方

法です。

～内視鏡的乳頭バルーン拡張術～

　胆管や膵管の出口にあたる、十二指腸乳頭部開口

部（乳頭括約筋）を、バルーンカテーテル用いて広

げる方法です。主に切開術ができない場合（抗血小

板剤や抗凝固剤などを内服されている方など）に用

いられます。

～内視鏡的胆道ステント留置術～

　胆石や腫瘍などによって胆汁の流れが悪くなった

際、チューブステントや金属ステントを狭窄部に留

置し、胆汁の流れを良くする治療法です。

　

　内視鏡器具や手技の改良や開発により、従来はで

きなかった様々な内視鏡検査・治療が可能となりま

した。我々は日常の診療の中で、個々の患者さんの

病態にあった適切な検査・治療を選択し行うよう心

掛けています。しかし、疾患や患者さんの状態に

よっては、必ずしもこれらの内視鏡的治療が行える

とは限りません。詳しくは、かかりつけの主治医の

先生にご相談下さい。



　内視鏡の歴史は1868年に登場した硬性鏡から始

まります。これは硬い真っ直ぐな筒状の物を使用し

ていたため、食道を突き破り穴が開いてしまうと

いった偶発症の危険が高いものでした。その結果、

普及には至りませんでした。

　その後改良が重ねられますが、大きな転機が訪れ

たのは、1950年に登場する日本で作られた胃カメ

ラです。これまでの内視鏡は手元から中を覗き込む

様な構造でしたが、胃カメラは内視鏡の先端にカメ

ラが付いています。そして体の中から写真を撮るこ

とにより、はっきりと鮮明に体の中を観察すること

が可能となりました。これは、現在の内視鏡の原点

とも言えます。しかし、この胃カメラにも問題があ

り、写真を撮って現像して初めて観察ができます。

そのため、リアルタイムに体の中を診ることができ

ないのです。当然、内視鏡で治療もできませんでし

た。

　1957年ファイバースコープが登場することで、

リアルタイムに体の中を診ることができるようにな

り、また治療も行えるようになりました。ここに、

内視鏡治療の幕が切って落とされたのです。

　現在、主に使われている内視鏡は、1983年に登

場したビデオスコープです。これはモニターに画像

を映し出すことができ、みんなで画像を同時に診る

ことで、画像を共有することができるようになりま

した。その後内視鏡は更に改良が進み、より正確な

診断や能率的な治療が可能となりました。

  今回は、いくつかの内視鏡治療の実際を提示させ

て頂きます。

　消化管疾患に対する内視鏡治療には様々なものが

あります。

消化管腫瘍性病変に対する内視鏡的切除術

　これは胃がんや大腸がんなどの病変を内視鏡を用

いて切除する方法です。内視鏡的切除が可能なのは、

早期のがんに限られます。ある程度、進行すると内

視鏡では完全に取り除くことができず、外科的治療

が必要になります。

　早期胃がんを例にすると、内視鏡的切除が可能か

どうかのチェックポイントは４つあります。

１．深達度

　　　がんがどれだけ深く浸潤しているか

２．がんの大きさ

３．組織型

　　　がんの悪性度

４．がんの表面に潰瘍があるかどうか

　実際に用いられている手法には主に２つあります。

～内視鏡的粘膜切除術（EMR）～
　標準的な内視鏡的切除術です。

～内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）～
　新しい内視鏡的治療法です。これまで切除が

困難であった大きな病変も一括で切除すること

が可能になりました。

内視鏡的止血術

　出血性胃潰瘍などの様に、消化管から出血を来し

ている病変に対して止血を行う方法です。以下の方

法があります。

　①クリップ止血法、②純エタノール局注法、③ヒ

ストアクリル局注法、④高張食塩水エピネフリン局

注法、⑤アルゴンプラズマ凝固法、等。

　これらを単独または組み合わせることで止血を行

います。今回は主に用いられている①、②について

ご紹介します。

～クリップ止血法～

　最も標準的な止血法

です。出血を来してい

る血管をクリップで把

持することで止血しま

す。

～純エタノール局注法～

　純エタノールという薬剤を出血している血管周囲

に打ち込むことで血管を変性させ、止血させる方法

です。

食道・胃静脈瘤に対する内視鏡的治療

　食道・胃静脈瘤とは、肝硬変などの肝疾患が原因

で門脈圧が亢進し、食道や胃の内側の静脈が太く蛇

行した状態のものです。大きくなると破裂し、大出

血を起こすことがあります。そのため、大きいもの

に対しては破裂しないように事前に治療が必要です。

実際の治療方法を紹介します。

～内視鏡的静脈瘤結紮術（EVL）～

　内視鏡で静脈瘤を吸引し、吸引した静脈瘤に輪ゴ

ムをかける方法です。縛った部分が潰瘍化し、固く

痕痕化することで静脈瘤を治療します。

消化管狭窄に対する内視鏡的治療

　何らかの原因で消化管に狭窄を来たすと食べ物が

通過できなくなります。これに対して内視鏡を用い

て治療する方法があります。

～内視鏡的バルーン拡張術～

　バルーンを用いて狭窄部を拡張する方法です。主

に良性の狭窄に用いられます（術後狭窄など）。

①　マーキング

②　粘膜下層局注

③　全周性粘膜切開

④　粘膜剥離

⑤　終了

早期がん

～内視鏡的ステント挿入術～

　狭窄部に金属ステント

を留置し、狭窄部を拡張

させる方法です。主に悪

性の狭窄に用いられます

（食道がんなど）。

嚥下障害に対する内視鏡的治療

～経皮内視鏡的胃瘻造設術（ＰＥＧ）～

　消化管機能は維持されているにもかかわらず、口

から食事を摂取できない方などに適応となります。

（例）脳梗塞などで口から食事を摂れない方

　腹壁から胃の中にチューブを留置し、直接胃の中

に栄養物を注入します。

　肝臓で作られた胆汁は、胆嚢で一時濃縮された後、

胆管を通して十二指腸へ流れています。また、膵臓

で作られた膵液は、膵管を通して十二指腸へ流れて

います。これらの臓器に対しても内視鏡的治療が可

能となってきました。

～内視鏡的逆行性胆管膵管造影術～

　十二指腸乳頭開口部から、カテーテルを用いて、

胆管や膵管をＸ線透視下に直接造影する検査法です。

～内視鏡的乳頭括約筋切開術～

　胆管や膵管の出口にあたる、十二指腸乳頭部開口

部（乳頭括約筋）を、電気メスを用いて切開する方

法です。

～内視鏡的乳頭バルーン拡張術～

　胆管や膵管の出口にあたる、十二指腸乳頭部開口

部（乳頭括約筋）を、バルーンカテーテル用いて広バルーン

げる方法です。主に切開術ができない場合（抗血小

板剤や抗凝固剤などを内服されている方など）に用

いられます。

～内視鏡的胆道ステント留置術～

　胆石や腫瘍などによって胆汁の流れが悪くなった

際、チューブステントや金属ステントを狭窄部に留

置し、胆汁の流れを良くする治療法です。

　

　内視鏡器具や手技の改良や開発により、従来はで

きなかった様々な内視鏡検査・治療が可能となりま

した。我々は日常の診療の中で、個々の患者さんの

病態にあった適切な検査・治療を選択し行うよう心

掛けています。しかし、疾患や患者さんの状態に

よっては、必ずしもこれらの内視鏡的治療が行える

とは限りません。詳しくは、かかりつけの主治医の

先生にご相談下さい。



【2】胆膵管疾患に対する内視鏡的治療

おわりに

　内視鏡の歴史は1868年に登場した硬性鏡から始

まります。これは硬い真っ直ぐな筒状の物を使用し

ていたため、食道を突き破り穴が開いてしまうと

いった偶発症の危険が高いものでした。その結果、

普及には至りませんでした。

　その後改良が重ねられますが、大きな転機が訪れ

たのは、1950年に登場する日本で作られた胃カメ

ラです。これまでの内視鏡は手元から中を覗き込む

様な構造でしたが、胃カメラは内視鏡の先端にカメ

ラが付いています。そして体の中から写真を撮るこ

とにより、はっきりと鮮明に体の中を観察すること

が可能となりました。これは、現在の内視鏡の原点

とも言えます。しかし、この胃カメラにも問題があ

り、写真を撮って現像して初めて観察ができます。

そのため、リアルタイムに体の中を診ることができ

ないのです。当然、内視鏡で治療もできませんでし

た。

　1957年ファイバースコープが登場することで、

リアルタイムに体の中を診ることができるようにな

り、また治療も行えるようになりました。ここに、

内視鏡治療の幕が切って落とされたのです。

　現在、主に使われている内視鏡は、1983年に登

場したビデオスコープです。これはモニターに画像

を映し出すことができ、みんなで画像を同時に診る

ことで、画像を共有することができるようになりま

した。その後内視鏡は更に改良が進み、より正確な

診断や能率的な治療が可能となりました。

  今回は、いくつかの内視鏡治療の実際を提示させ

て頂きます。

　消化管疾患に対する内視鏡治療には様々なものが

あります。

消化管腫瘍性病変に対する内視鏡的切除術

　これは胃がんや大腸がんなどの病変を内視鏡を用

いて切除する方法です。内視鏡的切除が可能なのは、

早期のがんに限られます。ある程度、進行すると内

視鏡では完全に取り除くことができず、外科的治療

が必要になります。

　早期胃がんを例にすると、内視鏡的切除が可能か

どうかのチェックポイントは４つあります。

１．深達度

　　　がんがどれだけ深く浸潤しているか

２．がんの大きさ

３．組織型

　　　がんの悪性度

４．がんの表面に潰瘍があるかどうか

　実際に用いられている手法には主に２つあります。

～内視鏡的粘膜切除術（EMR）～
　標準的な内視鏡的切除術です。

～内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）～
　新しい内視鏡的治療法です。これまで切除が

困難であった大きな病変も一括で切除すること

が可能になりました。

内視鏡的止血術

　出血性胃潰瘍などの様に、消化管から出血を来し

ている病変に対して止血を行う方法です。以下の方

法があります。

　①クリップ止血法、②純エタノール局注法、③ヒ

ストアクリル局注法、④高張食塩水エピネフリン局

注法、⑤アルゴンプラズマ凝固法、等。

　これらを単独または組み合わせることで止血を行

います。今回は主に用いられている①、②について

ご紹介します。

～クリップ止血法～

　最も標準的な止血法

です。出血を来してい

る血管をクリップで把

持することで止血しま

す。

～純エタノール局注法～

　純エタノールという薬剤を出血している血管周囲

に打ち込むことで血管を変性させ、止血させる方法

です。

食道・胃静脈瘤に対する内視鏡的治療

　食道・胃静脈瘤とは、肝硬変などの肝疾患が原因

で門脈圧が亢進し、食道や胃の内側の静脈が太く蛇

行した状態のものです。大きくなると破裂し、大出

血を起こすことがあります。そのため、大きいもの

に対しては破裂しないように事前に治療が必要です。

実際の治療方法を紹介します。

～内視鏡的静脈瘤結紮術（EVL）～

　内視鏡で静脈瘤を吸引し、吸引した静脈瘤に輪ゴ

ムをかける方法です。縛った部分が潰瘍化し、固く

痕痕化することで静脈瘤を治療します。

消化管狭窄に対する内視鏡的治療

　何らかの原因で消化管に狭窄を来たすと食べ物が

通過できなくなります。これに対して内視鏡を用い

て治療する方法があります。

～内視鏡的バルーン拡張術～

　バルーンを用いて狭窄部を拡張する方法です。主

に良性の狭窄に用いられます（術後狭窄など）。

～内視鏡的ステント挿入術～

　狭窄部に金属ステント

を留置し、狭窄部を拡張

させる方法です。主に悪

性の狭窄に用いられます

（食道がんなど）。

嚥下障害に対する内視鏡的治療

～経皮内視鏡的胃瘻造設術（ＰＥＧ）～

　消化管機能は維持されているにもかかわらず、口

から食事を摂取できない方などに適応となります。

（例）脳梗塞などで口から食事を摂れない方

　腹壁から胃の中にチューブを留置し、直接胃の中

に栄養物を注入します。

　肝臓で作られた胆汁は、胆嚢で一時濃縮された後、

胆管を通して十二指腸へ流れています。また、膵臓

で作られた膵液は、膵管を通して十二指腸へ流れて

います。これらの臓器に対しても内視鏡的治療が可

能となってきました。

～内視鏡的逆行性胆管膵管造影術～

　十二指腸乳頭開口部から、カテーテルを用いて、

胆管や膵管をＸ線透視下に直接造影する検査法です。

～内視鏡的乳頭括約筋切開術～

　胆管や膵管の出口にあたる、十二指腸乳頭部開口

部（乳頭括約筋）を、電気メスを用いて切開する方

法です。

～内視鏡的乳頭バルーン拡張術～

　胆管や膵管の出口にあたる、十二指腸乳頭部開口

部（乳頭括約筋）を、バルーンカテーテル用いて広

ステント

胆管ステント

金属ステント

げる方法です。主に切開術ができない場合（抗血小

板剤や抗凝固剤などを内服されている方など）に用

いられます。

～内視鏡的胆道ステント留置術～

　胆石や腫瘍などによって胆汁の流れが悪くなった

際、チューブステントや金属ステントを狭窄部に留

置し、胆汁の流れを良くする治療法です。

　

　内視鏡器具や手技の改良や開発により、従来はで

きなかった様々な内視鏡検査・治療が可能となりま

した。我々は日常の診療の中で、個々の患者さんの

病態にあった適切な検査・治療を選択し行うよう心

掛けています。しかし、疾患や患者さんの状態に

よっては、必ずしもこれらの内視鏡的治療が行える

とは限りません。詳しくは、かかりつけの主治医の

先生にご相談下さい。



～「鶴見病院 新館・本館」落成式～
　９月２日、鶴見病院南館５階にて、「鶴見病院新館・本館」落成式が行われました。式には大分大学、各医

療機関、別府市医師会の先生方が出席し、矢野理事長、藤富院長が挨拶をしました。

　今後は医療の質、ケアの質をあげて患者さんに満足して頂ける病院を目指し、努力していきます。

～西日本地区JA厚生連体育大会開催～
　９月９日、鹿児島県において西日本地区JA厚生連体育大会が開催され、大分県からは野球部が参加しまし

た。初戦に地元の鹿児島県と対戦し、敗れはしましたが、暑い中、激戦を繰り広げました。

矢野理事長 藤富院長

西日本地区JA厚生連体育大会開催



～本館１階 総合内科・呼吸器内科及び　　
　　　救急外来 リニューアルのお知らせ～

　鶴見病院本館１階内科外来部分の工事が終了し、８月６日より総合内科・呼吸器内科及び救急外来が稼働し

始めました。

　尚、救急外来完成に伴い、時間外出入口も変更致

しました。地域のみなさまにはご迷惑をお掛けしま

すが、ご協力をお願いします。

救急外来総合内科・呼吸器内科

【案内図】

時間外出入口
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８月健診者数総合計　3,717 人
（うち農協　841 人）

　９月に入りましたが、残暑が続き、暑い日が続いてい

ます。みなさん！　体調には気を付けて、日々を過ごし

ましょう。

　病院の本館・新館工事が完了しました。今後は医療の

質、ケアの質をあげて患者さんに満足して頂ける病院を

目指します。（H,W）

～第21回 病院祭
　開催のお知らせ～

　テーマ
　「 笑顔をカタチに
　　　    ～思いが通じる医療に～ 」

　10月14日に第21回病院祭を開催

します。

 出店やバザー、ステージでの催し

物、健康や医療をテーマにした各種

パネル展示があります。ふるってご

参加ください。

日　時：10月14日（日）

　　　　　9:30～15:30

場　所：鶴見病院１階ホール

　　　　　及び 第１駐車場



10月の教室のご案内

10月の健康大学のお知らせ

糖尿病教室のお知らせ

講義内容 「狭心症と心筋梗塞」
　　～その予防から治療まで～

講　師：直　野　　　茂　循環器内科科長
日　時：10月 27日（土）10：00～ 11：00
　　　　　　　　　　　　　　　（※受付は、９時30 分からです。）

場　所：鶴見病院南館５階　研修ホール

日　時：10月２日（火）13：00～15：30
場　所：鶴見病院南館５階　会議室
参加費：無　料　※予約は不要です。

腎臓病教室のお知らせ
日　時：10月18日（木）13：00～15：00
場　所：鶴見病院南館５階　会議室
参加費：無　料

　心疾患は、がんに次いで日本人の死亡原因の第２位を占めています。なかでも狭心症や心筋梗
塞といった虚血性心疾患は、食生活や生活様式の西洋化に伴って増加してきており、総患者数は
全国で約86万人にのぼり、年間約７万５千人が亡くなっているといわれています。狭心症や心
筋梗塞は、心臓に酸素と栄養を供給する冠動脈という血管に動脈硬化が生じた結果、心臓の筋肉
が酸欠状態に陥って生じる病気です。
　加齢や生活習慣などのリスクを踏まえて、動脈硬化を進行させないように予防することが重要
ですし、心筋梗塞の初期症状など、病気に対する正しい知識を身につけて、万一発症した際には
迅速に適切な診察や治療を受けることが大切です。狭心症、心筋梗塞を予防するための知識や、
最新の診断・治療法の実際について、専門医がわかりやすくお話しします。また、質問にもお答
えします。
※健康大学の講義（毎月第４土曜日）は、学生に限らず、どなたでも聴講できます。

※健康大学、各教室のお問い合わせは、事務局の中西まで（TEL：０９７７－２３－７１１１）
　（夜間、休日のお問い合わせは対応いたしかねます。）




