
菊地医院コラム 

経鼻内視鏡検査について 

鼻からの胃カメラは苦しくない！ 

「鼻から」って本当に痛くないの？ 

鼻からの胃内視鏡検査というと、 

どんなイメージをもつでしょうか？ 

「痛そう」「苦しそう」「こわい」などの検査 

を受けたいと思わないようなイメージをもた 

れる方も多いと思います。また「鼻に違和感 

がありそう」「気持ちが悪そう」「鼻の粘膜が 

弱いので丌安」といった具体的な感覚から、 

検査を受けることに消極的な気持ちになられる人もおられます。 

検査を体験する前には、多くの人が痛そう・つらそう・こわいと感じる鼻からの内視

鏡検査ですが、検査を受けた後、90％以上の方が今後も胃の検査は鼻からの経鼻内視

鏡で受けたいと考えられるとのことです。 

「口からよりも楽だから」「検査中に会話ができるので安心」などがその理由としてあ

げられます。そして最大の理由は、口からの内視鏡では避けられなかった嘔吐感がほと

んどない点です。検査中に会話もできるので、医師とのコミニュケーションがはかれ、

疑問はその場でモニター画面を見ながら解決でき、丌安もやわらぎます。 

経鼻内視鏡はこんなに細い！ 

 鼻腔から咽頭、食道、胃へのスムーズな挿入を可能にしたのが、直径わずか 5.9mm

の極細スコープです。口からの内視鏡の直径は 9.2mm ですから半分強の細さ、鉛筆よ

りも細いのです。極細の先端部分の中には、1.1mm のレンズ、2 つの照明、鉗子の挿

入口などが詰め込まれています。 

Fig-2 経鼻内視鏡はこんなに細い！ 



  

「鼻から」って本当に痛くないの？ 

 鼻の構造 

 Fig-3 鼻の構造 

 
左右の鼻の中は 1 つの空間になっているのではなく、甲介というひだによって区切ら

れており、そのひだは上から上鼻甲介、中鼻甲介、下鼻甲介といいます。それらの 3 つ

の甲介によって区切られた空気の通り道を、上鼻道、中鼻道、下鼻道といいます。 

 

通り道は 4 通りある 

 Fig-4 経鼻内視鏡スコープの通り道 

 



通常、内視鏡を通すのは真ん中の中鼻道ルートですが、構造上鼻が狭くて中鼻道ルー

トも狭い人の場合は、下鼻道ルートを通します。下鼻道ルートも通らない場合は、反対

側の鼻からも通すことができます。つまり左右各 2 通りずつ、合計 4 通りの通り道が

あります。しかし、それでもまれに鼻から通すことができずに、経口内視鏡に切り換え

なければならない人もいます。“そんなに細いところを通して大丈夫なの？”と丌安を

感じるかもしれませんが、無理に通そうとしない限り、止血処理が必要になるほど鼻血

が出たりするようなことは、まずありません。 

 

鼻の通りをよくし、麻酔薬でバリア 

鼻からの内視鏡検査では、患者様に苦痛にないように、事前に鼻の粘膜をガードしま

す。まず、血管収縮薬プリビナ（一般名：硝酸ナファゾリン）を鼻腔内に噴霧し、鼻粘

膜のむくみをとり、ルートを拡げます。さらに、鼻腔の麻酔を入念に行い、鼻の粘膜に

バリアをすることで、患者様はほとんど痛みを感じなくなります 

 

 





鼻からの胃カメラのメリット①：苦しくない！ 

舌の根元に触れないから嘔吐感がない 

 これまで、上部消化管の内視鏡検査といえば、口から挿入する経口内視鏡による検査

が一般的でした。経口内視鏡に対して、鼻から挿入する経鼻内視鏡の最大のメリットは、 

嘔吐感が少ないなど“苦しくない”ということです。 

経口内視鏡の場合、スコープが舌の根元に触れるため咽頭反射による検査中の嘔吐感が

つきものでした。咽頭反射というのは、風邪などで医師が喉を診察する際、舌圧子で舌

を押さえたときに起こる、「ゲェー」となる反射のことです。 

これに対し経鼻内視鏡の場合は、鼻から挿入することでスコープが舌根に触れにくいた

め、こうした嘔吐感はほとんどありません。 

 Fig-6  

 

 吐き気がほとんどなく窒息感も少ない 

 経鼻内視鏡には嘔吐感がほとんどないという以外にも、スコープを挿入する際の困難

感や窒息感が軽いことなどのメリットがあります。挿入時の苦しさ、窒息感については、 

鼻から挿入する方が圧倒的に軽いことが明らかになっています。 

 

 

鼻からの胃カメラのメリット②：体にやさしい！ 

 心拍数、血圧の変動がゆるやか 

 経口内視鏡検査にくらべて経鼻内視鏡検査では、心拍数・血圧・酸素飽和度など検査

中のバイタルサインの変動が少なく、体への負担が少なく、体にやさしい検査であるこ

とが明らかになっています。欧米などでは苦痛を伴わないという点から、眠くなる薬を



使用したセデーションによる内視鏡検査が主流になっております。経鼻内視鏡検査は、

体にやさしく、苦しくなく、無意識下で行う必要のない検査なのです。 

鼻からの胃カメラのメリット③：会話ができる 

検査の最中に医師と会話ができる 

上部消化管の内視鏡による検査時間は 5～10 分です。ふつうに考えればごく短い時

間ですが、苦しいのをがまんしている人にとっては、決して短い時間ではありません。 

しかし、経鼻内視鏡検査の場合は嘔吐感がほとんどなく、挿入時の困難感や窒息感も少

ないことから、検査の最中にもリラックスできます。 

苦しくないから、落ち着いてモニター画面を確認しながら医師と話をすることもできま

す。気になることがその場で確認できるので、丌安や疑問を持ち越さなくてすみます。 

医師にとっても、患者様の状態がわかるので安心ですし、モニターを見ながら患者様に

具体的に説明することができます。 

Fig-7 医師と会話ができる！ 

鼻からの胃カメラのメリット④：すぐに日常生活に戻れる 

忙しい人も気軽に受けられる検査 

経鼻内視鏡検査は苦しくないだけではなく、体にやさしく、体への負担が少ない検査

です。疲労感が少なく回復が早いため、検査が終わったあとに少し休めばすぐに日常生

活に戻ることができます。これまで、忙しくて検査が受けられなかったという人も、数

時間を空けておくだけで、気軽に検査を受けることができます。 

車の運転：気分が悪くなければすぐに OK です。 

飲食：  30～60 分後より OK です。 

仕事：  気分が悪くなければすぐに OK です。 

家事：  気分が悪くなければすぐに OK です。 



Fig-8 すぐに日常生活に戻れる 











前処置①：ガスコンドロップ・プロナーゼ・炭酸水素ナトリウムを水に溶かして服用する。 

（検査開始 15 分前） 

前処置②：血管収縮薬のプリビナを両方の鼻に噴霧する。 

（検査開始 10 分前） 

前処置③：キシロカインビスカス 2%をスコープを通す側の鼻腔にゆっくりと注入する。 

 咽頭に達したら飲み込んでもらう。 

（検査開始 5 分前） 

前処置④：14Fr スティックを挿入 

14Fr の経鼻内視鏡用前処置スティックにキシロカインゼリー２％を薄く塗布

し、その上にキシロカインポンプスプレー8％を 2～3 回噴霧し、スコープを通

す側の鼻腔に挿入する。 

（検査開始 4 分前） 



16Fr スティックに交換 

同様の処理をされた 16Fr のスティックを、同側の鼻腔に挿入する。 

（検査開始 3 分前） 

当院では、全自動洗浄消毒器を使用した内視鏡洗浄消毒システムを導入
しております。 



当院では、消化器内視鏡の感染制御に関するマルチソサエティ実践ガイド
に推奨されている、高水準消毒液 ”過酢酸製剤" を用いて内視鏡の洗浄・消毒を
しております。

当院では、スタンダードプリコーション※の概念に基づき、
使用後の内視鏡は感染の可能性のあるものとして扱い、全数高水準消毒を実施
しております。

※スタンダードプリコーションとは、
すべての湿性生体物質は何らかの感染性を持っている可能性があるという概念です。

今後も安全かつ良質な内視鏡医療の提供に努めてまいります。



内視鏡でこんなにわかる！ 

内視鏡はこんなことができる 

内視鏡ではまず病巣を探すための検査ができます。 

上部内視鏡検査では、下の図のような病気を見つけることができます。 

また、微小な病変や識別しにくい部位の検査では、スコープの先から色素を散布して、病

変部を目立たせることも可能です。そして、肉眼で観察するだけではなく、写真などに記

録して観察することもできます。 

さらに、病気が見つかった場合は、その進行状態も判別できます。 

スコープの先端から鉗子を出し入れし、病理検査を行うための組織を採取したりすること

も可能です。

上部内視鏡（胃カメラ）および下部内視鏡（大腸カメラ）を用いて、胃や大腸などのポリ

ープや早期癌病巣を切除する治療、出血部位の止血などの処置を行うこともできます。

 このように、内視鏡は患部の観察だけではなく、組織の採取や治療・処置までできる医

療機器として、医療現場にはなくてはならない存在となっています。Fig-9



内視鏡を用いた治療 

上部消化管内視鏡を使用して、十二指腸潰瘍からの出血を止血 

十二指腸潰瘍からの出血に対し、クリップおよび留置スネアを置いた。 

十二指腸出血 
Fig-10



内視鏡で見つけられる病気 

・食道・

①食道がん

Fig-11 

食道がんの初期には、食物がわずかにしみる、食べ物がのどを通りにくい、胸骨（左右

の肋骨の間にある骨）後部の異常感などを覚える人もいますが、ほとんどの場合自覚症

状がなく、症状を自覚したときには進行していることも少なくありません。そのため、

定期検診で早期発見することが大切です。 

②逆流性食道炎

「逆流性食道炎」は、胃酸が食道に逆流することで食道の粘膜に炎症が起こる病気です。 

食道は口から飲み込んだ食物を胃に送るための管で、通常は一方通行です。食道と胃の

間は下部食道括約筋によって通常は閉じられていますが、食物を飲み込んだ際に開いて

食物が胃に送り込まれます。胃では胃酸と消化酵素が含まれる胃液が分泌されています。 

胃酸は酸性度の強い塩酸です。胃液は食物の中に含まれるタンパク質を分解し、おかゆ

程度の固さにすることで、小腸で吸収されやすい状態にします。胃には酸から粘膜を守

る防御機能が働いています。しかし食道にはこの防御機能がないため、何らかの原因で

胃酸が食道に逆流すると、食道粘膜は胃酸にさらされて炎症を起こします。また、胃酸

によって活性化されたタンパク質分解酵素が食道を傷つけます。胃から食道への逆流が

繰り返し起こると食道の粘膜にただれや潰瘍が生じ、胸焼けや呑酸などの丌快な症状が

起こります。これが逆流性食道炎です。



 

 

③食道静脈瘤 

 

 Fig-12 

肝硬変になって肝臓が硬くなると、門脈の血液が肝臓の中を通りにくくなり、門脈圧亢

進症という状態となり、肝臓の近くにある細い血管がバイパスとなって直接心臓に戻る

ような経路が発達します。このバイパスのうち特に食道周囲の血管を通って心臓に帰ろ

うとする経路が発達すると、食道静脈瘤となります。食道静脈瘤の血管は壁が薄く破れ

やすいです。静脈瘤は食道の他に胃にできることもあります。これが胃酸や食物の刺激

で破けると大出血し、場合によっては命をおとすこともあります。  

 



 

 Fig-13 

 

・胃・ 

①胃がん 

早期の胃がんでは症状はほとんどありません。健康診断などで内視鏡検査を受けた際に

偶然発見される人が大多数です。 

進行胃がんによる症状は、腫瘍ができた部位により若干異なります。胃の出口の近くに

大きな胃がんができていると、胃に入った食べ物が腸の方に流れなくなり、いつもお腹

が張った状態であったり、食べ物をもどしたりするようになります。胃の入口に近い部

分の胃癌では食べ物がつかえてうまく食べられないなどの症状が出てきます。胃は比較

的太い管状の臓器なので、胃がんが胃の途中でできるとなかなか症状が出にくく、みぞ

おちの辺りが重苦しい程度の症状しか見られないのに、癌はかなり進行しているような

人も少なくありません。胃がんから出血していて血を吐いたり（吐血）、便が黒くなり 

（下血、黒色便）内視鏡検査を受けて、胃がんが発見される人もいます。 

 

胃がんのステージ（病期）分類は、胃がんが胃の壁のどの深さまで進んでいるか（T、

深達度）、またどこのリンパ節まで転移しているか（N、リンパ節転移の広がり）を目

安として、総合的に決めています。 

胃がんの病期はⅠA、ⅠB、ⅡA、ⅡB、ⅢA、ⅢB、ⅢC、Ⅳの 8 つに分かれています

（表参照）。IA が最も早期の胃がん、Ⅳが最も進んだ胃がんです。早期胃がんは、ほと

んどがⅠA とⅠB に含まれます。ステージⅠA とⅠB は、治る可能性がきわめて高い病

期です。なかでも IA であれば、手術ではなく内視鏡による治療でも治る場合がありま

す。ⅡA、ⅡB は中くらいに進んだ胃がんで、手術により治る可能性の高い病期です。

ⅢA とⅢB とⅢC は、進行はしているがまだ手術により治る可能性のある病期です。Ⅲ

A のほうがⅢB より、ⅢB のほうがⅢC より、助かる可能性は高いといえます。Ⅳは、

胃がんが進行して遠くの臓器に転移した状態で、現在の医学では完全に治すことが難し

い病期です。 



 

 

Fig-14 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

通常内視鏡では、胃体下部前壁に発赤していびつな形状の病変が認められます。 

 

インジゴカルミン色素内視鏡では、胃小区の大型化と一部では扁平な隆起ともとれる局

面を認めます。扁平隆起病変は早期胃がん病変ですが、胃粘膜の凹部にインジゴカルミ

ン色素が溜まり、コントラストがついて病変がよりはっきりと描出されます。積極的な

インジゴカルミンによる色素散布併用観察は、早期胃がんの発見に有用です。内視鏡検

査では胃粘膜の様子を鮮明に直接観察できるので、小さな病変も発見可能で、その形態

や広がり方などを具体的に観察することができます。そのため早期胃がんが見つかりや

すくなります。また胃の中を観察するだけでなく、病巣から組織を採取し顕微鏡で詳し

く検査する生検を行うことができます。ヘリコバクターピロリ菌の感染の有無も調べら

れます。 

 Fig-15 



②萎縮性胃炎 

  

Fig-16 

 Fig-17 



内視鏡検査では、胃がんになりやすい萎縮性胃炎を早く見つけることが大切です。内視

鏡検査により萎縮性胃炎と、胃がんの心配のほとんどないびらん性胃炎を鑑別すること

ができます。萎縮性胃炎だった場合、どの程度粘膜が萎縮しているか正確に診断するこ

とができます。写真のように高度な萎縮性胃炎が認められ、ヘリコバクター・ピロリ菌

の感染が陽性である場合には、萎縮がなく陰性である人に比べて胃がんの発生するリス

クは高くなります。自分の胃が萎縮をしていてピロリ菌が陽性であり胃がんに気をつけ

るべき胃なのか、きれいなピンク色の胃なのかを知っておくことが大切です。 

 

③胃潰瘍 

食べ物の通り道である消化管（口から肛門まで）の内側は、粘膜で被われています。粘

膜の下には粘膜筋板、粘膜下層、筋層、漿（しょう）膜といった部分で構成されており、

消化管の壁を形成しています。「潰瘍」とは、このような消化管の壁がさまざまな原因

によって傷つけられ、えぐられた状態を示します。一般的に，このような粘膜の傷が粘

膜下層より深くなった状態を「潰瘍」、粘膜下層に達しない状態を「びらん」と呼んで

います。 筋層や漿膜に到る深い潰瘍になると、胃や十二指腸の壁に孔（あな）が空い

て内容物（食べ物が胃酸で消化されている状態）がもれ出てしまい〔穿孔（せんこう）

性潰瘍〕、腹膜炎を起こします。こういった状態になると，命にもかかわってきます。 

 Fig-18 

胃は胃液を分泌して、口から入ってきた食べ物と混ぜ合わせ、食べ物をドロドロに溶か

す働きをしています（消化）。この胃液は強い酸（塩酸）と消化酵素（ペプシン）を含

んでおり、食べ物だけでなく胃自体をも侵食してしまう力があります。しかし、胃の粘

膜には胃液の攻撃に対する防御機構が備わっており、この防御機構と胃液の攻撃との均

衡が保たれている限り、胃が侵食されることはありません。逆にいうと、潰瘍はこの均

衡が崩れて胃液が粘膜を侵食したときに生じます。  

胃の粘膜における攻撃と防御の均衡が崩れる原因には、さまざまなものがあります。と

くに、胃潰瘍は俗に「脳の病気」ともいわれ、ストレスとの関係が深い病気です。スト

レスは、胃液の分泌や粘膜の防御機構を調節している自律神経やホルモンに影響を及ぼ

します。したがって、まじめ、几帳面といったストレスを受けやすい性格の人も潰瘍に

なりやすいようです。タバコも胃液の分泌を促すので胃潰瘍の原因になります。また、

食事の内容では、刺激の強い香辛料、熱すぎたり冷たすぎる飲食物、大量のアルコール

などが原因になります。さらにピロリ菌の粘膜感染も胃潰瘍の発生に関不しており、世

界中で研究されています。 



胃の粘膜の〖胃液の攻撃に対する防御機構（防御因子）〗が弱まり、胃潰瘍の原因にな

る〖胃壁を攻撃する因子（攻撃因子）〗が強まり、均衡が崩れたときに胃潰瘍が発生し

ます。 

 Fig-19 

胃や十二指腸の粘膜における攻撃と防御の均衡が崩れる原因 

・過労（睡眠丌足）・丌規則な食生活 

・精神的ストレス（特にイライラ） ・性格（まじめ、几帳面、勤勉） 

・けが、やけど ・手術 

・体質（アレルギー、遺伝など） ・栄養丌良 

・慢性の病気（脳、肺、肝臓、すい臓など） ・胃炎 

・薬物（解熱･消炎鎮痛剤、血圧を下げる薬、副腎皮質ステロイド薬など） 

・食事（刺激の強い香辛料、熱すぎたり冷たすぎる飲食物） 

・大量の飲酒 ・喫煙 ・ヘリコバクターピロリ菌の感染 

 

病期での分類 

活動期 

 A1＝潰瘍底が厚い苔でおおわれ、でこぼこ・丌整。辺縁は腫れている。 

 A2＝潰瘍底の苔は白く、周囲は赤く、粘膜ひだの集中がみられる 

治癒過程期 

 H1＝潰瘍は小さくなる 

 H2＝潰瘍底は盛り上がり、白苔は小さくなる 

瘢痕期 

 S1＝白苔は全くなくなり傷あとの中心に赤色のみがみられる 

 S2＝傷あとの赤色は消え白色ぎみの傷あとが見られる 



 Fig-20 

 

崎田分類（ステージ分類）による各ステージの内視鏡像 

A1： 潰瘍辺縁は浮腫状であり潰瘍底は黒苔で覆われている（左上図） 

A2： 辺縁の浮腫は改善し潰瘍底は白苔により被覆されている（左下図） 

H1： 潰瘍辺縁に再生上皮の出現を認める（中央上図） 

H2： 白苔は薄く縮小し再生上皮の部分が拡大している（中央下図） 

S1： 赤色瘢痕（右上図），S2：白色瘢痕（右下図） 

Fig-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

・十二指腸・ 

十二指腸潰瘍 

胃液が十二指腸の内側の粘膜を消化することで、粘膜より下の層に欠損ができた状態で

す。十二指腸潰瘍の場合は、とくに胃の働きが活発で、胃酸の分泌量が多い人によく起

こります。 

胃潰瘍は高齢者にもみられますが、十二指腸潰瘍は 20～30 歳代の若い人によく起こ

ります。 

 Fig-22 

胃潰瘍と同様に、胃酸やペプシンなどの胃粘膜に対する攻撃因子と、粘液や粘膜血流と

いった防御因子のバランスが崩されて引き起こされます。これにはストレスが関不して

いるほか、ピロリ菌との関係も指摘されています。 

空腹時に胃部の痛みを感じるほか、潰瘍部分の出血によって吐血や黒色便がみられるこ

ともあります。また、患部に穴が開いてしまう穿孔が起きると突発的な激しい腹痛が生

じます。潰瘍の治療と再発を繰り返すと、傷痕が変形し、狭窄を起こしやすくなります。

狭窄が起きると、飲食物が通りにくくなり、嘔吐などの症状が現れます。 
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