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がんの初期症状はほとんどが

自覚症状がありません！

日本人の死亡の原因は男女ともに悪性新生物、つまりがん（癌）です。男性の場

合 3 人に 1 人、女性の場合 4 人に 1 人ががんで命を落としています。ではその

がんの死亡率を部位別に見ると男性は 1 位が肺、2 位は胃、3 位は大腸です。女

性は 1 位が大腸、2 位に肺、3 位が大腸です。男女とも順位は違えど胃、大腸、

肺です。

男性 女性

1 位 肺 1 位 大腸

2 位 胃 2 位 肺

3 位 大腸 3 位 胃

4 位 肝臓 4 位 乳房

肺がんの場合は圧倒的な原因は喫煙です。これは喫煙者（非喫煙者も）の多くが

認識していると思います。では胃がんと大腸がんの直接の原因がコレだ！とわか

る方はいるでしょうか？胃がん、大腸がんともに原因（リスク）の可能性はかな

り多岐にわたります。食生活や喫煙、生活習慣、ストレスなど。このような多岐

にわたる場合日頃からの気をつけるのはもちろんですが最悪の状態にならないた

めに予防検査が重要になります。



胃と大腸の異常を早期に見つけること

ができるのが内視鏡検査です！

胃、大腸ともに直接確認することができる内視鏡検査が一番有効とさ

れています。

胃の場合、ヘリコバクターピロリ菌の持続感染など胃がんの発生のリ

スクを高める、と言われています。大腸がんの場合、ほとんどはポリ

ープが悪性化したものです。つまり胃の場合は事前にピロリ菌を、大

腸がんの場合は事前にポリープを発見し、除去しておけばがんのリス

クは大幅に軽減されるのです。

【大腸がんの様子】 【胃がんの様子】

「私はまだ大丈夫！」と思っているあなた。多くのがんになった方が

「私は大丈夫」と「まさか私が」と思っていた方です。厄介なことに

胃、大腸ともに自覚症状が出るのはかなり症状が悪化してからです。

これを早期に発見、または事前に防ぐことで健康でより良い生活が遅

れるのです。そのために必要不可欠な内視鏡検査。ぜひ受診すること

をおススメします。



内視鏡検査でわかる病気

内視鏡により、胃がんや大腸がん以外にも多くの病気が発見できます。また、こ

れらの病気や症状が悪化してがんにつながることもあり、早期発見により大事に

至らずに済みます。

～上部内視鏡検査（胃カメラ）～

【逆流性食道炎】

胃酸が食道を逆流することにより、胸やけ・胸がつまった感じ等の症状を起こし

ます。炎症が強い場合は痛みを伴うこともあります。内服薬、食事療法で治療し

ます。

【食道がん】

胸やけ、胸の痛み、しみる感じ、熱いものや刺激物を飲み込んだときの不快感な

ど様々は症状が有ります。内視鏡で治療できる早期食道がんの発見も容易です。

【急性胃粘膜病変（AGML）】

ストレスやピロリ菌感染症など様々な要因で、胃や十二指腸に浅い潰瘍が広範囲

にできる疾患です。強い炎症により激しい腹痛を伴います。

【胃潰瘍】

一般的に胃痛を伴いますが、胃もたれ、吐き気、不快感など軽い症状のこともあ

ります。治療が遅れると穿孔や出血など重篤な状況になることがあります。

また、治療しても潰瘍を繰り返す難治性潰瘍の要因のひとつにピロリ菌※感染症

があります。

※ヘリコバクター・ピロリ菌：日本人の約半数はピロリ菌に感染していることは知られていま

す。潰瘍をはじめ、いろいろな病気に関係していることがわかってきています。当院ではピロ

リ菌除菌を行っています。1 週間の内服治療で潰瘍の再発率が非常に低くなります。



内視鏡でわかる病気

【アニサキス（寄生虫の一種）】【潰瘍】

症状としては若い人で空腹時の上腹部痛が特

徴です。十二指腸の壁は薄いため穿孔を起こしやすく、時に出血や狭窄など合

併します。潰瘍薬の内服で治療し、ピロリ菌の除菌により再発予防ができま

す。～下部内視鏡検査（大腸カメラ）～

【大腸ポリープ】

大腸に出来る腫瘍（ポリープ）です。大きくなると癌化することが多くなりま

す。小さいポリープ

では自覚症状がありませんが、大きくなると下血などを伴うことがあります 5

㎜以上のポリープは内視鏡的に切除することをお薦めします。

【大腸炎】

様々な要因で大腸に炎症を起こします、下痢、腹痛、下血等の症状がありま

す。軽度の炎症は内服・食事療法で治まりますが、重度の炎症は入院加療が必

要な場合もあります。

【潰瘍性大腸炎、クローン病など】

腹痛、下痢、粘血便などの症状があります。現在まだ原因不明の難治性腸疾患

で最近増加傾向にあります。

【痔核（ぢ）】

肛門に痛みや腫れ。痒みなどを起こします。出血や膿（うみ）がでる場合もあ

ります。座薬等で治療します。

● 1.事前受診

現在、服用している薬や既往歴のある場合には、必ずご相談ください。普段、便秘気味の

方には数日前から下剤を服用していただく場合もあります。

検査実施数日前のお食事に関して注意事項などがございますので、丁寧にご説明させて

いただきます。

● 2 .検査前日

前日は朝食から消化の良いものだけをとる必要があります。スーパーなどで売られている

レトルトのおかゆなどでも大丈夫です。

水分は水やお茶、スポーツドリンクなど透明なものをできるだけ多めにとります。夕食は、

夜 7 時までに、遅くとも夜 9 時までに済ませてください。就寝前、午後 10 時頃になったら

水薬を飲みます。

● 3.検査当日の朝

喉が渇いたり、空腹感があったりしたら水やお茶、スポ

ーツドリンクなど透明なものを飲んでください。

検査の 4～６時間前に、処置用の腸管洗浄液を飲み始めます。

これを 1～2 時間かけ、数回に分けて飲んでいきます。

● 4.検査

洗浄液の効果が落ち着いたら、検査 60 分前までに来院してください。検査に要する

時間は、腸の長さや形状によって個人差がありますが、短い方で 10 分、長い方で 30 分が

目安です。もし腸の粘膜に異常な発赤や盛り上りといったがんを疑う病変やポリープを

その場で採取します。検査は 20～30 分程度、鎮静剤を使用されている場合は、検査終了

後に鎮静剤の効果が切れるまでお休みいただきます。薬の効果が持続する可能性があります

ので車の運転はお控えください。

● 5.検査結果の説明

医師が検査に撮影した画像をみながら、検査結果の説明

を行います。がんの可能性や消化器に関する疾患など、

幅広い視点で検査結果をご説明致します。

病変組織を採取した場合には、病理結果がおよそ 14 日程

で明らかになりますので、後日再来院していただく必要が

あります。

大腸内視鏡検査（大腸カメラ）の流れ



胃内視鏡検査（胃カメラ）の流れ

● 1.検査前日

常用薬は基本的には服用していただいて問題ありませんが、種類によっては休薬が必要な

ものもあります。事前に常用薬について、必ずご相談ください。

夕食は夜 9 時までに済ませて下さい。極端に消化の悪いものを食べないようにお気をつけく

ださい。

また、夜 9 時以降は、水、お茶、スポーツドリンクなど透明な飲料以外の飲水は避けてく

ださい。

● 2 .検査当日の朝

服用されたいお薬がある場合は事前にご相談くだ

さい。当日は検査 1 時間前までであれば水、お茶、

スポーツドリンクなど透明な飲料以外も少量で

あれば、お飲みいただいてもかまいません。検査

予約時間の 30 分前までにクリニックに来院して

いただき、受付に診察券を提出しください。

ご希望のある場合、検査時に鎮静剤を使用しますが、

検査後は車、バイク、自動車の運転ができませんので

お気をつけください。

● 3.検査

検査時間は 10 分程度が一般的です。極稀に 20 分程お時間

がかかる場合もあります。検査中に、もしも異常な発赤や盛

り上りといったがんを疑う病変や潰瘍があれば、先端の鉗子口

から処置具を出しても組織を採取します。鎮静剤を使用され

ている場合は、検査終了後に鎮静剤の効果がきれるまでお休み

いただきます。

● 4.検査結果の説明

医師が検査時に撮影した画像を見ながら、検査結果

の説明を行います。がんの可能性や消化器に関する疾患

など幅広い視点で検査結果をご説明致します。

病変組織を採取した場合には、病理結果がおよそ 14 日程

で明らかになりますので、後日再来院していただく必要が

あります。



当院の特徴

内視鏡専門医による的確な検査

内視鏡検査の精度は医師の経験が技量が大き

く影響します。当院では、内視鏡専門医が丁

寧では的確な内視鏡検査を提供します

苦しくない検査

鎮静剤使用可能

「苦痛が少ない内視鏡検査」を前提としてお

り、希望者には鎮静剤を使用しております

ご遠慮「なくお申し出ください。

苦しくない鼻からの

内視鏡検査が実施可能

当院では喉の反射がほとんどない鼻か

らの内視鏡検査、経鼻内視鏡検査を実

施しています

検査までの時間短縮

内視鏡検査をスピーディに実施すること

はもちろん、検査前の待ち時間もできる

だけ少なくるよう心がけています

患者様の心情を配慮

休憩室を完備

検査後の休憩室をご用意していま

す。大腸疾患の早期発見・治療の

ために患者様の心情を配慮した当

院におまかせください。

ピロリ菌を除菌

胃がんの原因となるピロリ菌の有

無の検査をすることができます。

ピロリ菌が認められた場合は、除

菌治療まで行うことができ、胃が

んの発生リスクを抑えます。

医師からの検査後の

丁寧な検査報告

内視鏡専門による丁寧でわかりや

すい検査報告を行っております。

検査の説明に納得をしていただけ

るまで親身に対応いたします。

再診内視鏡システムＮＢＩ導入

ＮＢＩシステムとは粘膜の表面の微細な

血管を観察することができるシステムで

内視鏡検査の精度を飛躍的に向上させま

す
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群馬県安中市岩井 2465-1

ＴＥＬ：027-381-2201

い いわい中央クリニック



ピロリ菌は胃の粘膜に生息してしまう細菌です。このピロリ菌に感染すると慢性胃炎を引き起こし胃がんの原因

に繋がります。

簡単 1分！ピロリ菌感染症セルフチェックシート

■基本項目のチェックが０～4個 ピロリ菌感染率「低」

ピロリ菌感染の可能性は低いです。しかし、ピロリ菌は日常生活の中で他人から感染する可能性がありま

すので身体に異常がないか常に注意してください。

■基本項目のチェックが５個以上 ピロリ菌感染率「中」

ピロリ菌感染症をしている可能性があります。ピロリ菌感染症の確認は様々な検査で行われますが、当院では安価

で簡単に実施できる内視鏡検査を推奨しております。

■重要項のチェックが１個でもついたら ピロリ菌感染率「高」

ピロリ菌感染の可能性が極めて高いため、できるだけ早く内視鏡検査を実施し、ピロリ菌の有無を確認した

うえで早急なピロリ菌除菌をする必要があります。ピロリ菌感染症を放置しておくと慢性胃炎、そして胃がん

の発生に繋がります。

あなたのピロリ菌感染症危険度



大腸癌は早期の段階で発見できれば高い確率で治すことができます。しかし、大腸がんの初期段階におい

ては、自覚症状がほとんどないと言われています。痛みもなく、気づかないのが初期の段階です。したがって、

疑わしい症状が現れた場合は早く検査を受けることが大切です。

簡単 1 分！ 大腸癌セルフチェックシート

■基本項目のチェックが０~６個 大腸がん危険度「低」

大腸がんの可能性は低いです。大腸がんの早期発見ができるよう、定期的に検査を受けるようにしましょう

■基本項目のチェックが７個以上 大腸がん危険度「中」

大腸がんの可能性があります。大腸がんの確認は様々な検査で行えますが、当院では安価で簡単に実施できる

内視鏡検査を推奨しております。

■重要項のチェックが１個でもついたら 大腸がん危険度「高」

大腸がんの疑いが大きいです。早急に内視鏡検査の実施することをお勧めします。

あなたの大腸がん危険度



食道癌、胃癌、大腸癌は早期発見をすれば治ります。強い腹痛や嘔吐などの症

状が出てから検査をして癌が発見される場合には既に癌が進行した状態になって

おり完全に治癒することが出来なくなってしまっている事が多いです。胃がん検

診での胃内視鏡検査、大腸がん検診において便潜血検査に加え大腸内視鏡を取り

入れた大腸がん検診システムの構築により胃がん・大腸がんの死亡率は減少傾向

となってきています。しかし内視鏡検査は辛いものである事が多いことから検査

の必要性は分かってはいてもなかなか検査を受けようとは思えない、といった切

実な声をよく聞きます。当院では通常の経口内視鏡検査に加え、挿入時の苦痛軽

減のため鼻から内視鏡を挿入する経鼻内視鏡検査も可能です。当院が導入した経

鼻内視鏡はハイビジョン 画質に対応しており、経鼻内視鏡であっても詳細な病

変観察と高精度な診断が可能となっています。内視鏡検査を受けたけれどもとて

も苦しかった経験があり、受けたくないという方もいらっしゃるかもしれませ

ん。眠くなるような薬を使い楽な状態で検査が出来るようにする事も可能です。

お気軽にご相談ください。内視鏡検査時に撮影した画像は電子カルテと連動した

情報管理システムで管理し、定期的な検査の際に迅速に以前の検査画像と比較す

る事や、治療が必要な病変が見つかった際に紹介先の病院へ詳細な情報提供をす

る事が出来るようになっています。また内視鏡の洗浄機は日本消化器内視鏡学会

で推奨されている自動洗浄機を使用しますので安心して検査を受けていただく事

が可能です。

地域の皆様が健康的で元気な毎日を過ごせるようにサポートしていけるよう努め

ていきたいと思っています。 いわい中央クリニック 副院長 外處真道
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