
　山内　新井先生、カプセル内視鏡も
すでによく知られるようになってはい
るのですが、現時点での普及度はいか
がでしょうか。
　新井　小腸のカプセル内視鏡につい
ては、小腸の検索の標準的なものとな
っているので、地域の基幹病院にはほ
ぼ整備されているのではないかと思い
ます。大腸に関してはまだまだ発展途
上のところもあり、行える施設はかな
り限られているかと思います。
　山内　現時点で保険はどうなのでし
ょうか。
　新井　小腸カプセル内視鏡に関して
は、現在、小腸疾患を疑う場合は、す
べて保険適用となっていますので、小
腸の病気が疑われる場合は全部オーケ
ーです。ただ、大腸に関しては、挿入
困難例とか、あるいはおなかに癒着が

あるとか普通の大腸カメラが難しい人
に限る、という縛りがあるのが現状で
す。
　山内　縛りからいきますと、原則的
には大腸内視鏡（CF）を先行したほ
うがよいということでしょうか。
　新井　今の大腸の標準検査はまだ大
腸内視鏡、通常の大腸カメラになると
思います。
　山内　そうしますと、よくあります
が、潜血が出ている。上部も下部消化
管も異常なかったときに、小腸に関し
て見てほしいと。それができる病院に
検査を依頼するという流れは、ほぼで
きていると考えてよいのでしょうか。
　新井　そうですね。実際、胃カメラ、
大腸カメラを行っても出血源が同定で
きない。だけれども明らかに出血して
いたり貧血が進行している患者さんは、

カプセル内視鏡

千葉大学医学部附属病院消化器内科講師
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（聞き手　山内俊一）

　カプセル内視鏡の現時点での適応と有用性、および近い将来の進展状況につ
き、ご教示ください。

＜東京都勤務医＞
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　山内　大腸検査のほうは利便性とい
ったメリットが一番大きいかなと思わ
れます。癒着例などでもこれはメリッ
トがあるのですね。
　新井　そうですね。通常の内視鏡が
入らないとか、痛くてたいへんだった
というような例ですね。あとは、そも
そも大腸カメラが恥ずかしいという患
者さんには、本来一番いい適応かと思
います。
　山内　診断学的な精度などについて
は、大腸に関しては、現在の大腸内視
鏡と遜色がなくなってきつつあるとい
ってよいでしょうか。
　新井　画像の解析度というか、きれ
いさからいうと、通常の内視鏡と本当
に遜色ないレベルまで向上してきてい
るのが実際かと思います。ただ、大腸
のカプセル内視鏡に関しては、例えば
便が残っていた場合、それを吸引でき
るわけではありませんので、もうちょ
っと改善していかなければいけないか
と思います。
　山内　現時点でのカプセル内視鏡の
弱点といいますと、小腸はこれしかな
いですから仕方がないのですが、大腸
に関しては、今お話があったように、
少し洗浄や前処置がたいへんと考えて
よいでしょうか。
　新井　完全にきれいになっていない
と、通常の内視鏡であれば残渣を吸引
することはできますけれども、カプセ
ル内視鏡は当然それができませんから、

きれいな腸管を維持していなければい
けない。そうなると、使用する腸管洗
浄剤の量も、どうしても多くなってし
まうところが一番の問題です。
　山内　洗浄剤は通常よりどのくらい
量が多いのでしょうか。
　新井　我々の施設ではおよそ２倍ぐ
らいの腸管洗浄剤を使うことになりま
す。
　山内　ちなみに、カプセル内視鏡は
のんでから出るまでどのぐらいの時間
なのでしょう。
　新井　小腸に関しては、だいたい
３～４時間で通過します。大腸に関し
ては、速いスピードで大腸まで到達さ
せます。そこからは個人差があり、数
時間で出る人もいれば、途中でバッテ
リー切れという方もいます。
　山内　そのあたりはまだ改良の余地
が多少あるかもしれないということで
すね。
　新井　はい。
　山内　あと、読影に非常に時間がか
かる印象がありますが、これはどうな
のでしょう。
　新井　発売当初の読影は確かに数時
間かかることもありましたけれども、
これも技術の進歩で、適切な画像撮影
のタイミングを機械のほうで工夫する
ようになっており、現状は１時間を超
える読影はほとんどないです。30～40
分でどんな症例でもほぼ読影可能とな
っています。

小腸を調べるというのが今の標準的な
診断ステップだと思います。
　山内　特にカプセル内視鏡の独壇場
は小腸だろうと思われますが、これで
わかってきた小腸の疾患の状況を簡単
にお話しいただけますか。
　新井　小腸の疾患というのは、以前
は少ないと考えられていました。あっ
ても、さほどの病気はないだろうとい
われていたのですけれども、このよう
な検査法が開発されると、思ったよ 
り多いというのが実感です。特に今、
NSAIDsや抗血栓薬などの薬剤を使用
されている患者さんが増えてきていて、
これらに伴う小腸潰瘍とか小腸びらん、
そこからの出血というのがかなり多い
という現状です。
　山内　出血源としては多いと考えて
よいのですね。
　新井　想像していたよりは多いです
ね。
　山内　主には薬剤性と考えてよいの
でしょうか。
　新井　主たる原因としてはやはり薬
剤性のものが多いです。
　山内　我々があまり小腸を重視して
こなかった背景には、がんのような大
きな病気が少ないとか、非常に痛がっ
て困るという症例があまりなかったと
いう理由によるものだと思われますが、
実際、小腸で出血するようなものは比
較的予後はよいのでしょうか。
　新井　小腸の腫瘍というのは頻度は

確かに少ないのですけれども、このよ
うな検査によってけっこう見つかるよ
うになってきています。中にはがんも
あります。通常の悪性疾患としての病
態を取るので、見落としてはいけない
疾患も最近はよく指摘されるようにな
ってきています。
　山内　小腸がんもそこそこあると考
えていいのですか。
　新井　胃がんとか大腸がんに比べれ
ばはるかに少ないですけれども、我々
が考えていたよりは見つかるというと
ころです。
　山内　小腸の出血は、比較的よく治
るものなのでしょうか。
　新井　薬剤性のものであれば、薬剤
を中止するのが一番の治療になるので、
薬剤の中止のみで終息してしまう場合
もあります。ただ、逆に抗血栓薬をの
んでいるような場合は、ひどい出血に
よるショック状態で担ぎ込まれるよう
な患者さんも、ある一定の割合でいま
す。
　山内　確かに抗血栓薬との絡みは、
消化器の先生方と心臓関係の先生方で
随分立場が変わってくると思いますが、
まだこれからの問題ということでしょ
うか。
　新井　いわゆる循環器系のガイドラ
インでは抗血栓薬による積極的な治療
が勧められているので、我々としては
それにどう対応していくかが、今一番
大きな課題の一つになっています。
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　山内　大腸検査のほうは利便性とい
ったメリットが一番大きいかなと思わ
れます。癒着例などでもこれはメリッ
トがあるのですね。
　新井　そうですね。通常の内視鏡が
入らないとか、痛くてたいへんだった
というような例ですね。あとは、そも
そも大腸カメラが恥ずかしいという患
者さんには、本来一番いい適応かと思
います。
　山内　診断学的な精度などについて
は、大腸に関しては、現在の大腸内視
鏡と遜色がなくなってきつつあるとい
ってよいでしょうか。
　新井　画像の解析度というか、きれ
いさからいうと、通常の内視鏡と本当
に遜色ないレベルまで向上してきてい
るのが実際かと思います。ただ、大腸
のカプセル内視鏡に関しては、例えば
便が残っていた場合、それを吸引でき
るわけではありませんので、もうちょ
っと改善していかなければいけないか
と思います。
　山内　現時点でのカプセル内視鏡の
弱点といいますと、小腸はこれしかな
いですから仕方がないのですが、大腸
に関しては、今お話があったように、
少し洗浄や前処置がたいへんと考えて
よいでしょうか。
　新井　完全にきれいになっていない
と、通常の内視鏡であれば残渣を吸引
することはできますけれども、カプセ
ル内視鏡は当然それができませんから、

きれいな腸管を維持していなければい
けない。そうなると、使用する腸管洗
浄剤の量も、どうしても多くなってし
まうところが一番の問題です。
　山内　洗浄剤は通常よりどのくらい
量が多いのでしょうか。
　新井　我々の施設ではおよそ２倍ぐ
らいの腸管洗浄剤を使うことになりま
す。
　山内　ちなみに、カプセル内視鏡は
のんでから出るまでどのぐらいの時間
なのでしょう。
　新井　小腸に関しては、だいたい
３～４時間で通過します。大腸に関し
ては、速いスピードで大腸まで到達さ
せます。そこからは個人差があり、数
時間で出る人もいれば、途中でバッテ
リー切れという方もいます。
　山内　そのあたりはまだ改良の余地
が多少あるかもしれないということで
すね。
　新井　はい。
　山内　あと、読影に非常に時間がか
かる印象がありますが、これはどうな
のでしょう。
　新井　発売当初の読影は確かに数時
間かかることもありましたけれども、
これも技術の進歩で、適切な画像撮影
のタイミングを機械のほうで工夫する
ようになっており、現状は１時間を超
える読影はほとんどないです。30～40
分でどんな症例でもほぼ読影可能とな
っています。

小腸を調べるというのが今の標準的な
診断ステップだと思います。
　山内　特にカプセル内視鏡の独壇場
は小腸だろうと思われますが、これで
わかってきた小腸の疾患の状況を簡単
にお話しいただけますか。
　新井　小腸の疾患というのは、以前
は少ないと考えられていました。あっ
ても、さほどの病気はないだろうとい
われていたのですけれども、このよう
な検査法が開発されると、思ったよ 
り多いというのが実感です。特に今、
NSAIDsや抗血栓薬などの薬剤を使用
されている患者さんが増えてきていて、
これらに伴う小腸潰瘍とか小腸びらん、
そこからの出血というのがかなり多い
という現状です。
　山内　出血源としては多いと考えて
よいのですね。
　新井　想像していたよりは多いです
ね。
　山内　主には薬剤性と考えてよいの
でしょうか。
　新井　主たる原因としてはやはり薬
剤性のものが多いです。
　山内　我々があまり小腸を重視して
こなかった背景には、がんのような大
きな病気が少ないとか、非常に痛がっ
て困るという症例があまりなかったと
いう理由によるものだと思われますが、
実際、小腸で出血するようなものは比
較的予後はよいのでしょうか。
　新井　小腸の腫瘍というのは頻度は

確かに少ないのですけれども、このよ
うな検査によってけっこう見つかるよ
うになってきています。中にはがんも
あります。通常の悪性疾患としての病
態を取るので、見落としてはいけない
疾患も最近はよく指摘されるようにな
ってきています。
　山内　小腸がんもそこそこあると考
えていいのですか。
　新井　胃がんとか大腸がんに比べれ
ばはるかに少ないですけれども、我々
が考えていたよりは見つかるというと
ころです。
　山内　小腸の出血は、比較的よく治
るものなのでしょうか。
　新井　薬剤性のものであれば、薬剤
を中止するのが一番の治療になるので、
薬剤の中止のみで終息してしまう場合
もあります。ただ、逆に抗血栓薬をの
んでいるような場合は、ひどい出血に
よるショック状態で担ぎ込まれるよう
な患者さんも、ある一定の割合でいま
す。
　山内　確かに抗血栓薬との絡みは、
消化器の先生方と心臓関係の先生方で
随分立場が変わってくると思いますが、
まだこれからの問題ということでしょ
うか。
　新井　いわゆる循環器系のガイドラ
インでは抗血栓薬による積極的な治療
が勧められているので、我々としては
それにどう対応していくかが、今一番
大きな課題の一つになっています。
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　山内　イメージ的には、カプセルで
すから、腸の中で上下左右、あっち向
いたり、こっち向いたりといった感じ
がしますが、複雑な画像の再生はコン
ピューターでやっているのでしょうか。
　新井　データを取り込み、コンピュ
ーターで処理します。細かいことを言
うと、同じ写真が写っている、要する
にあまりカプセルが動いていないとき
はその画面をカットします。同じ画面
は省略し、まさに移り変わる写真だけ
をピックアップして、それを読影する
ので、非常に読影しやすくなりました。
　山内　構造的にはカメラの位置は何
カ所もあるのですか。
　新井　小腸は１カ所、大腸は２カ所
あります。先ほどいわれたような、く
るくる回るようなことはあまりなくて、
意外に先進していく、一方向に動いて
いきます。
　山内　意外に画像の再構築はやりや
すいとみてよいのですね。
　新井　大丈夫だと思います。
　山内　最後に、近々の展望というか、
５年、10年以内にさらにバージョンア
ップするとすれば、どういったあたり
でしょうか。
　新井　一つは、大腸カプセル内視鏡
に関しては、先ほど言った前処置の問

題などがもう少しクリアされれば、実
施担当者が医師である必要はなくなる。
検査技師さんが読影して、医師が確認
するという、今までの検診のようなか
たちを取れる可能性がある。そうなる
と、今まで面倒くさいとか、病院まで
行きたくないと考えているような方に
も、大腸がん検診がより広がっていく
可能性がある。これがここ数年で我々
が目指していきたいところと考えてい
ます。
　山内　のんでいただきさえすれば、
実際の解析は、例えば大学病院といっ
た基幹病院で行うことも当然できるの
ですね。
　新井　そうですね。画像ファイルな
ので、どこで読影しようが、全く問題
ないです。
　山内　ちなみに、もっと小型化する
とか、そういった話はないのでしょう
か。
　新井　私が聞いているかぎりでは、
今の大きさも、大きそうに見えますけ
れども、意外にのめます。私自身も試
してみましたけれども、意外にあっさ
りのめるので、大きさよりも、今は機
能面を向上する方向に開発は動いてい
るのではないかと思います。
　山内　ありがとうございました。

　池田　有村先生、まず血管炎とはど
のようなもので、どんな分類があるの
でしょうか。
　有村　血管炎とは、心臓から出てき
て体中に分布する血管そのものを、炎
症の場とする疾患のことをいいます。
ですから、一つの疾患ではなくて、い
ろいろな疾患が集まってできた、たく
さんの疾患の集まりで、それを全身性
の血管炎と呼びます。
　池田　昔からいろいろな分類が試み
られているのですけれども、最新の分
類はどうなっているのでしょうか。
　有村　血管炎の分類は以前から研究
者の数ほどあるといわれてきたのです
けれども、最近、世界で一番多く用い
られているのが2012年につくられたチ
ャペルヒル分類改訂版です。これは基
本的には数ある血管炎、一次性の血管
炎を、冒される血管の太さによって分

類するというもので、心臓から出た大
きな血管である大動脈と頭部・四肢へ
の主要分岐を大型血管、大動脈から分
岐して臓器に向かう血管を中型血管、
臓器の中に分布する血管を小型血管と
いうように、大きく大型、中型、小型
血管と分類しています。
　池田　それぞれの血管を冒す血管炎
にはどのような疾患があるのでしょう
か。
　有村　大型血管炎では、主に大動脈
を冒す高安動脈炎。そのほか、側頭動
脈を冒す側頭動脈炎、現在では、2012
年のチャペルヒル分類改訂版によって
いろいろ血管炎の分類が変わりまして、
側頭動脈炎ではなく、巨細胞性動脈炎
と呼ばれていますが、この２つが大型
血管炎の代表です。
　池田　随分名前が変わっていますね。
我々が若いころとはだいぶ違う様相で

血管炎

杏林大学第一内科学教室腎臓・リウマチ・膠原病内科教授
有　村　義　宏

（聞き手　池田志斈）

　血管炎の診断と治療についてご教示ください。
＜東京都勤務医＞
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