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 要　旨 

 大腸領域においても ESDの安全性と有効性が明らかになり，2012 年 4  月 には ESDが保険適用となっ
た．大腸腫瘍の内視鏡治療の適応病変として，早期大腸癌のみでなく前癌病変としての腺腫性病変も多
く存在し，大腸EMRと ESDの棲み分け，そのための術前診断，実際の内視鏡治療の有効性と安全性を
第一線の臨床現場で確保するための指針が重要である．そこで，日本消化器内視鏡学会では，大腸癌研
究会，日本大腸肛門病学会，日本消化器病学会の協力を得て，新たに科学的な手法で作成した基本的な
指針として「大腸ESD/EMRガイドライン」を作成した．本ガイドラインにおける手技の具体的な手順
や機器，デバイス，薬剤の種類や使用法など実臨床的な部分については，すでに日本消化器内視鏡学会
卒後教育委員会編「消化器内視鏡ハンドブック」が 2012 年 5  月 に刊行されているので，技術的内容に関
しては可能な限り重複を避けた．この分野においてはエビデンスレベルが低いものが多く，専門家のコ
ンセンサスに基づき推奨度を決定しなければならないものが多かったが，適応・術前診断・手技・根治
性の評価・偶発症・術後長期予後・病理診断などの広範囲な領域を簡潔にまとめ，現時点での最大公約
数的指針を作成した． 

 Key words　早期大腸癌／大腸腫瘍／ESD／EMR／ガイドライン 

  はじめに 
　Endoscopic submucosal dissection（ESD）の有
効性と安全性が認められ 2012 年 4  月 に保険適用
となり，大腸腫瘍に対する内視鏡治療手技の選択
肢が広がるとともに，大きさにかかわらず早期癌
の完全一括摘除が可能になった．しかし，大腸の
ESD は上部消化管の ESD と比較して手技的難易
度が高く，穿孔などの偶発症を未然に予防するこ
とが重要である．また，内視鏡治療の適応となる
上皮性大腸腫瘍には，早期癌以外にも前癌病変と
しての腺腫性病変も数多く存在し，術前の精密診
断による病変の質的診断とそれに応じた適切な治

療法の選択がキーポイントになる．
　日本消化器内視鏡学会のガイドライン委員会
は，この大腸 ESD の適切な臨床導入の指針として

「大腸 ESD/EMR ガイドライン」を作成すること
を決定した．これは，手技の具体的な手順や機器，
デバイス，薬剤の種類や使用法などを具体的に記
述しているハンドブック（日本消化器内視鏡学会
卒後教育委員会編「消化器内視鏡ハンドブック」：
2012 年 5  月 刊行）とは異なるものであり，術前診
断や周術期管理，Endoscopic mucosal resection

（EMR）との棲み分けも含めて科学的な手法に基

─ 1 ─



ガイドライン■大腸 ESD/EMR ガイドライン 1599Vol. 56 （4）, Apr. 2014

Gastroenterological Endoscopy

づいた基本的な指針となるものとした．
　今回のガイドライン作成にあたっては，「Minds
診療ガイドライン作成の手引き 2007」に従い，
Evidence based medicine（EBM）に基づいたガ
イドライン作成を行った（ Table  1   ）．執筆の形
式は CQ（Clinical question）形式とはせずに，シ
ョートステートメントを含めた総説形式とした．
なお，この領域におけるレベルの高いエビデンス
は少なく，専門家のコンセンサスを重視せざるを
得なかった．本ガイドラインが大腸内視鏡診療で
の有用な指針となることを期待する．
　本ガイドラインは，既に発刊されている「大腸
癌研究会編：大腸癌治療ガイドライン（医師用）
 第 3  版 」および「日本消化器病学会編：大腸ポリ
ープ診療ガイドライン」との整合性を充分考慮し，
大腸癌研究会，日本大腸肛門病学会，日本消化器
病学会の関係者とも十分な情報交換を行いながら
作成した．特に文献検索にあたっては，日本消化
器病学会の好意によってGradeシステムに基づい
て作成された「日本消化器病学会編：大腸ポリー
プ診療ガイドライン」作成委員会資料も参考にさ
せて頂いた．

 本ガイドラインの作成手順 
 1  ）委員
　日本消化器内視鏡学会より，ガイドライン作成

委員として消化管内視鏡 医 7  名 ，大腸外科 医 1  名 ，
消化管病理 医 1  名 と臨床腫瘍 医 1  名 の計 10 名が
作成を委嘱された．また評価委員として，消化管
内視鏡 医 5  名 ，大腸外科 医 2  名 ，消化管病理 医 1
 名 の 計 8  名 が評価を担当した（ Table  2   ）．

 2  ）エビデンスレベル，推奨度，ショートステー
トメント

　作成委員により，適応，手技，偶発症，治療成
績（再発・転移・予後），術後経過観察，病理 の 6
 つ の項目が設定された．それぞれの項目につい
て，例えば，「分割切除（分割 EMR）が許容でき
る病変とその適応と注意すべき点は？」というよ
うな Clinical question（CQ）を 24 個作成した．
CQ の過不足については評価委員会の評価を参考
に修正を加えた．そして，各 CQ に対して，
PubMed および医学中央雑誌にて 1985 年から
2012 年までの期間で，系統的に文献検索を行っ
た．不足あるいは検索漏れの文献に対してはハン
ドサーチも併用した．検索した文献を評価し必要
な文献を採用し，各 CQ に対するステートメント
と解説文を作成した．そして，作成委員は各担当
分野の各文献のエビデンスレベルおよびステート
メントに対する Minds 推奨の推奨グレードを用
いた推奨度を設定した（ Table  2   ）．
　作成されたステートメントと解説文を用いて総
説形式のガイドラインを作成し，ステートメント
案に対して，作成委員の合 計 9  名 により Delphi 法
による投票を行った．Delphi 法は，1 - 3：非合意，
4 - 6：不満，7 - 9：合意，とし て 7  以 上のものをス
テートメントとして採用した．完成したガイドラ
イン案は，評価委員会の評価を受けたうえで修正
を加えた後学会会員に公開され，パブリックコメ
ント求めたうえで，その結果に関する議論を経て
本ガイドラインが完成した．

 3  ）対象患者
　本ガイドラインの取り扱う対象患者は，大腸腫
瘍に対してEMRまたはESDによる治療を受ける
者である．
　また，利用者は，ESD/EMR を施行する臨床医
およびその指導医である．ガイドラインはあくま

エビデンスレベル
　Ⅰ：システマチックレビュー/メタアナリシス
　Ⅱ：１つ以上のランダム化比較試験による
　Ⅲ：非ランダム化比較試験による
　Ⅳa：分析疫学的研究：コホート研究
　Ⅳb：分析疫学的研究：症例対照研究，横断研究
　Ⅴ：記述研究（症例報告やケースシリーズ）
　Ⅵ： 患者データに基づかない，専門委員会や専門家個

人の意見

推奨度
　Ａ：強い科学的根拠があり，行うよう強く勧められる
　Ｂ：科学的根拠があり，行うよう勧められる
　Ｃ 1 ：科学的根拠はないが，行うよう勧められる
　Ｃ 2 ：科学的根拠がなく，行わないよう勧められる
　Ｄ： 無効性あるいは害を示す科学的根拠があり，行わ

ないよう勧められる

Table 1　エビデンスレベルと推奨度：Minds の推奨グレード．
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で標準的な指針であり，個々の患者の意志，年齢，
合併症，社会的状況などにより慎重に対応する必
要がある．

 Ⅰ　適応 
 1  ．基本的な考え方
　早期大腸癌と診断された時点で，内視鏡治療も
しくは外科治療を行うことが推奨される（エビデ
ンスレベルⅣb，推奨度B）．進行大腸癌に関して
は，進行度にもよるが，放置した場合に比較して
外科治療などにより治療介入した場合の方が予後
がよいことは明らかである．早期大腸癌を放置し
た場合の予後に関するデータは乏しいが，外科治
療を行った場合 の 5  年 生存率はstage 0で94.3％，
stage 1 で 90.6％，内視鏡治療を行った場合の根治
度は 92.7％と報告され て 1)  おり，ともに良好な結
果が得られてい る 2)  ．
　患者の全身状態が著しく悪い場合や，患者の協
力が得られない場合など，内視鏡治療による危険
性が有用性を上回る場合は，治療を断念すること

が推奨される（エビデンスレベルⅤ，推奨度C1）．
特に高齢者においては慎重に内視鏡治療の適応を
決定する．高齢者には全身状態不良例や併存疾患
を有する者が多く，内視鏡治療に伴う偶発症を来
す頻度が高 い 3)  ．一方で高齢者においても比較的
安全に内視鏡治療を施行することが可能であった
とする報告もあ る 4) ， 5)  ．超高齢者においては，平均
余命や併存疾患，肉体年齢を考慮し，病変を切除
することによって期待されるメリットが切除に伴
う偶発症のリスクを上回ると判断される場合にの
み，内視鏡治療をすべきである．
　内視鏡治療に際しては，患者の全身状態や内服
薬を確認し，充分なインフォームド・コンセント
の上で行う（エビデンスレベルⅥ，推奨度C1）．
　内視鏡治療に先立って，患者の併存疾患や内服
薬の有無に関して十分に把握する必要がある．特
に抗血栓薬（抗凝固薬・抗血小板薬）を服用して
いる場合は，服薬を継続したまま内視鏡治療を行
った場合に出血を来す危険性と，休薬した場合脳
血管イベントを生じる危険性の両方について理解

Table 2　大腸 ESD/EMRガイドライン作成委員会構成メンバー．

日本消化器内視鏡学会　ガイドライン委員会
担当理事　　　藤本　一眞（佐賀大学内科）
委員長　　　　藤本　一眞（佐賀大学内科）

ワーキング委員会
委員長　　　　田中　信治（広島大学内視鏡診療科）
作成委員長　　田中　信治（広島大学内視鏡診療科）
副委員長　　　樫田　博史（近畿大学消化器内科）
委員　　　　　斎藤　　豊（国立がん研究センター中央病院内視鏡科）
　　　　　　　矢作　直久（慶應義塾大学腫瘍センター）
　　　　　　　山野　泰穂（秋田赤十字病院消化器病センター）
　　　　　　　斎藤　彰一（東京慈恵会医科大学内視鏡科）
　　　　　　　久部　高司（福岡大学筑紫病院消化器内科）
　　　　　　　八尾　隆史（順天堂大学人体病理病態学）
　　　　　　　渡邊　昌彦（北里大学外科）
外部委員　　　吉田　雅博（化学療法研究所附属病院人工透析センター）

評価委員長　　工藤　進英（昭和大学横浜市北部病院消化器センター）
副委員長　　　鶴田　　修（久留米大学消化器病センター内視鏡診療部門）
委員　　　　　杉原　健一（東京医科歯科大学腫瘍外科）
　　　　　　　渡邉　聡明（東京大学大腸肛門外科）
　　　　　　　斉藤　裕輔（市立旭川病院消化器センター）
　　　　　　　五十嵐正広（がん研有明病院内視鏡診療部）
　　　　　　　豊永　高史（神戸大学光学医療診療部）
　　　　　　　味岡　洋一（新潟大学大学院分子 ･ 診断病理学）
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した上で，休薬するか否か，および休薬期間を決
定することが重要であ る 6)  ．血栓塞栓症の危険度
は，患者の併存疾患の状況や，人工弁やステント
の種類および留置期間により異なる．出血危険度
は内視鏡の検査や治療内容により異なるが，ESD
および EMR は，ともに出血高危険度の手技とみ
なされる．
　患者・家族に対して施行予定の内視鏡治療につ
いて，文書でインフォームド・コンセント（IC）
を得る．それには，①患者の病名・病態，②内視
鏡治療を推奨する理由，③実施しようとする内視
鏡治療の具体的内容，④内視鏡治療によって期待
される効果，⑤内視鏡治療で予想される危険性，
⑥内視鏡治療の代替となる他の方法と対比情報，
⑦内視鏡治療を受けなかった場合の予後，などに
ついて記載されている必要があ る 7)  ．患者との意
思疎通が困難な場合は，然るべき代理人に承諾を
得る．内視鏡治療を行う際の鎮静に関しても，そ
れによって期待される効果と偶発症の危険性に関
して，文書を使用しての IC が望ましい．

 2  ．適応病変
 1  ）癌を疑わない病変
　径 6  mm以上の腺腫は切除が薦められる．表面
陥凹型腫瘍は 径 5  mm 以下でも切除が薦められ
る．遠位大腸に存在する 径 5  mm 以下の典型的な
過形成性ポリープは，放置可能である（エビデン
スレベルⅣb，推奨度B）．径 5  mm 以下の隆起型
および表面隆起型腺腫は担癌率が低く，T1（SM）
癌は皆無に等しいが， 径 6  mm 以上では大きさに
従って，一定の担癌率および T1（SM）癌率を有
す る 8) ～ 13)  ．微小腺腫を放置した場合の発癌率や
予後に関するエビデンスは乏しい． 径 5  mm 以下
の大腸腺腫を数年間経過観察したが，ほとんど変
化がなかった，とする報告が散見され る 14) ～ 16)  ．従
って， 径 5  mm 以下の隆起型および表面隆起型腺
腫は必ずしも早急な治療を要しない．表面陥凹型
腫瘍は 径 5  mm 以下でも一定の担癌率を有し，T1

（SM）癌も存在す る 8) ， 9) ， 11) ， 12)  ．腺腫自体は良性で
あるが，それらの摘除により大腸癌の予防が期待
され る 17) ， 18)  ．大腸腫瘍の大部分は腺腫であ り 8)  ，
EMR ないし分割 EMR で治療可能であ る 19) ， 20)  ．

占拠部位や腫瘍径によっては，技術的に内視鏡治
療が困難なこともある．
　遺伝子病理学的検討によると，大腸癌の一部は
鋸歯状病変からいわゆる serrated pathway を経
て発癌すると想定されているが，鋸歯状病変の自
然史や発癌率に関しては，まだ明らかでない点が
多い．Sessile serrated adenoma/polyp（SSA/P）
を有する患者は大腸癌の高リスクと言われてい
 る 21) ～ 25)  が，SSA/P 自体がどれくらいの頻度や速
度で癌化するのか，まだデータに乏し い 26) ～ 30)  ．大
きいあるいは異型を有する SSA/P が癌化のポテ
ンシャルを有する一方で，遠位大腸に存在する 径
 5  mm 以下の典型的な過形成性ポリープは癌化す
る可能性が極めて低いとされ る 31)  ．

 2  ）癌を疑う病変
　早期大腸癌のうち，リンパ節転移の可能性が極
めて低く，病巣が内視鏡的一括摘除できる大きさ
と部位であり根治性が期待される病変は，原則的
に内視鏡治療を行う．明らかな cT1b（SM）癌
（SM浸潤距離 1,000μm以深）は，原則的に外科
手術を行う．早期大腸癌に対する内視鏡的摘除は
一括切除が基本であるが，SM浸潤の可能性を確
実に否定できる場合，分割切除も適切に施行され
るのであれば容認される（エビデンスレベルⅣb，
推奨度B）．
　ESD は，内視鏡治療の中で一括切除に最も優れ
た方法であ る 32) ～ 38)  ．分割 EMR は，病理学的深達
度診断や断端の判定が困難である．分割数は可及
的少なくとどめ，また癌の可能性のある部分の分
割は避ける方がよい．腫瘍径が大きいほど，また
分割数が多いほど，局所再発が多いことが知られ
てい る 39) ～ 41)  ．分割 EMR を施行する際には，治療
前の拡大内視鏡診断などを十分に行い，癌部は決
して分割しないようにすることが肝要である．癌
部を分断してしまうと，もし T1（SM）癌であっ
た場合に浸潤距離や脈管浸潤などの病理診断が困
難となり，必要な追加治療を選択できなくなる危
険性がある．
　側方発育型腫瘍（laterally spreading tumor：
LST）非顆粒型（nongranular type：LST - NG）の
うち偽陥凹型（pseudo - depressed type）は，大腸
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癌取扱い規約に従って記載するとⅡc＋Ⅱa，Ⅱa＋
Ⅱc と表現され る 42)  が，multifocal な浸潤傾向があ
り，どの部位で SM 浸潤しているかの予想が容易
ではなく，またしばしば線維化を伴っているので，
EMR に適さないことが多 い 43)  ．ただし，SM 高度
浸潤を来している確率も高いことを念頭におき，
外科手術適応か内視鏡治療の適応であるかを，慎
重に判断する必要がある．LSTのESD/EMRの棲
み分けの決定のためには，LSTの病型亜分類（ Fig-

ure  1   ）と拡大観察による pit pattern 診断の総合
評価が必須であ る 44)  ．ESD 適応病変の細目に関し
ては，大腸 ESD 標準化検討部会案が参考となる
 （ Table  3   ） 35) ， 36) ， 45) ～ 47)  ．

 Ⅱ　術前診断 
 1  ．質的診断
　大腸 ESD/EMR を行う前には病変の質的診断
が重要である．その理由として質的診断は切除す

a b

c d
Figure 1　LST の病型亜分類（インジゴカルミン散布像で判定する）．
a：顆粒均一型 homogeneous type；LST-G（Homo）．
b：結節混在型 nodular mixed type；LST-G（Mix)．
c：扁平隆起型 flat-elevated type；LST-NG（F）．
d：偽陥凹型 pseudo-depressed type；LST-NG（PD）．
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べき病変に対する良悪の鑑別，病変範囲の把握は
勿論であるが，大腸では病変全体が早期癌である
もの以外に腺腫・腺腫内癌も多いため病変全体の
悪性度のみならず病変内の悪性度の相違を正しく
評価することがESD/EMRの棲み分け，分割EMR
選択の是非，計画的分割ラインの設定などの治療
戦略にもつながるためであ る 48)  ．
　質的診断においては画像強調・拡大観察を用い
ることでより精度の高い質的診断が可能である
（エビデンスレベルⅣb　推奨グレードB）．質的
診断を行うためには，通常観察およびインジゴカ
ルミンなどの色素撒布による色素内視鏡観察で，
病変の色調，表面凹凸，陥凹の有無，ヒダ集中所
見などを確認することが必要である．さらに，色
素撒布（インジゴカルミン，クリスタルバイオレ
ットなど）を用いた拡大観察（pit pattern 診断），
および NBI（Narrow Band Imaging），BLI（Blue 
Laser Imaging）などの画像強調観察を用いた拡大
観察が可能となった現在では，病変の表面微細構造
や微細血管所見による診断も可能となってい
 る 49) ～ 51)  ．腫瘍と非腫瘍との鑑別において色素内視
鏡観察も含めた通常観察では 80％程度であるの
に対して，pit pattern 観察では 96～98％，NBI お
よび BLI を用いた拡大観察においても 95％の正
診が得られると報告されてい る 52) ～ 58)  ．また，腺腫
と癌との鑑別においては pit pattern 観察では 70
～90％の正診が得られ，NBI 拡大観察などでも同
様の結果が得られており，拡大内視鏡観察を用い

ることでより精度の高い質的診断が可能であ
 る 59) ～ 63)  ．ただし，これまで非腫瘍性病変とされて
きた病変の一部に腫瘍性増殖を示す病変の存在

（SSA/P：sessile serrated adenoma/polyp）が近
年指摘されており，これらの診断および取り扱い
に関しては研究が進行中であ る 64) ， 65)  ．
　なお，質的診断のための生検は必要最小限にと
どめるべきである（エビデンスレベルⅤ　推奨グ
レードC1）．表面型病変の場合，術前診断として
の生検は粘膜下層に線維化を来たし non - lifting 
sign 陽性を生じ，その後の内視鏡治療に支障をき
たす恐れがあるため，極最小限にとどめる必要が
あ る 65)  ．また，腺腫内癌の多い LST - G（laterally 
spreading tumor, granular type ） 42)  などの腫瘍径
の大きな病変では単純な生検では正確な質的診断
には至らない可能性もあり，むしろ拡大内視鏡観
察による診断の方が有効である．

 2  ．深達度診断
　早期大腸癌では，内視鏡治療を施行する前に
SM浸潤の程度を予測することが必要である（エ
ビデンスレベルⅣb　推奨グレードB）．癌の SM
浸潤度により脈管侵襲，リンパ節転移のリスクが
異なること，また，T1（SM）高度浸潤癌では内
視鏡治療で不完全摘除になる危険性があるため，
内視鏡治療を施行する前に SM 浸潤の程度を予測
することが必要である．また，内視鏡的摘除標本
の正確な病理評価を得る上でも SM 浸潤の箇所を

内視鏡的一括切除が必要な下記の病変
　　 1 ）スネア EMR による一括切除が困難な，
　　　　・LST-NG，特に pseudo-depressed type
　　　　・VI 型 pit pattern を呈する病変
　　　　・T1（SM）軽度浸潤癌
　　　　・大きな陥凹型腫瘍
　　　　・癌が疑われる大きな隆起性病変※1

　　 2 ）粘膜下層に線維化を伴う粘膜内腫瘍※2

　　３）潰瘍性大腸炎などの慢性炎症を背景とした sporadic な局在腫瘍
　　４）内視鏡的切除後の局所遺残早期癌

　　　　　注）　※ 1 ：全体が丈高の結節集簇病変（LST-G）も含む．
　　　　　　　 ※ 2 ：biopsy や病変の蠕動による prolapse に起因するもの．

（大腸ESD標準化検討部会・案：一部改変）

Table 3　大腸 ESDの適応病変．
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指摘することは重要であ る 48)  ．
　深達度診断には，通常または色素観察において，
深い陥凹，緊満感，粘膜下腫瘍様の辺縁所見，伸
展不良所見のいずれかが認められれば SM 高度浸
潤が示唆され，その正診率は70～80％であ る 66) ， 67)  ．
さらに色素拡大内視鏡観察によるpit pattern診断
ではV N 型 pit patternを認めることで約90％の正
診率が得られるが，隆起型病変と表面型病変では
前者での正診率がやや劣る傾向にあ る 68) ～ 70)  ．さ
らに，NBI，BLI では pit pattern 診断よりもやや
劣るがほぼ同様の診断が可能であ る 71) ～ 73)  ．また，
超音波内視鏡検査では描出条件や病変の形態によ
り描出能の影響を受けるがほぼ 80％の正診率が
得られ る 74) ～ 78)  ．これらの検査には各々長所短所
があり，また，病変の肉眼型や発育様式などによ
っても診断精度が異なるため，状況に応じて最適
な検査法を組み合わせて診断することが望まし
 い 79)  ．

 Ⅲ　手技 
 1  ．ESD/EMR の定義
　 EMR 80) ， 81)  は，経内視鏡的に生理食塩水あるい
はヒアルロン酸ナトリウム溶液などを腫瘍の粘膜
下層に局注し，スネアで病変を絞扼し高周波装置
を用いて通電・切除する方法である．ポリペクト
ミーでは通電せず切除するいわゆるcold polypec-
tomyという概念も存在するがEMRでは通電する
ことが原則である．EMR の際，分割切除となっ
た場合に分割 EMR とする．分割 EMR の中で，
粗大結節や癌部を組織学的に正確に診断するため
最初に大きく分断（分割）しないよう切除し，そ
の後も切除部位を計画的に分割切除する手法を計
画的分割 EMR とする．
　ESD は，経内視鏡的に生理食塩水あるいはヒア
ルロン酸ナトリウム溶液などを腫瘍の粘膜下層に
局注し，ESD 用電気メスと高周波装置を用いて病
変の周囲を切開し，粘膜下層を剝離することによ
り，大きさにかかわらず病変を含む範囲を一括で
切除できる方法であ る 35) ， 37) ， 82) ～ 84)  ．本邦では，
2012 年 4  月 に径 20～50mm の早期大腸悪性腫瘍
が ESD の保険適用となった．
　なお，スネアを併用せず最後まで剝離を完遂し

たものを狭義の ESD と定義す る 85) ， 86)  ．そして，
ESD 用ナイフあるいはスネア先端を用いて病変
周囲切開後，粘膜下層の剝離を全く行わずにスネ
アリングを施行する手技を「Precutting EMR 」 87)  ，
ESD 専用ナイフあるいはスネア先端を用いて病
変周囲切開後，粘膜下層の剝離操作を行い最終的
にスネアリングを施行する手技を「Hybrid ESD」
と当ガイドラインでは定義す る 85) ， 86) ， 88)  ．この

「Precutting EMR 」 87)  「Hybrid ESD」に関して他
の呼称も報告されているが，当ガイドラインにお
いてはこのように定義した．なお，保険請求に関
してどこまで請求できるかはここでは規定しない．

 2  ．ESD/EMR
　早期大腸癌に対する内視鏡治療は一括切除が望
ましいが，腺腫や腺腫内癌の一部は，分割 EMR
も適切に施行されるのであれば許容される．分割
EMRを施行する際には，治療前の拡大内視鏡観
察 などを十分に行い，癌部は決して分割しないよ
うにすることが肝要である（エビデンスレベルⅢ，
推奨度B）．
　その理由は，癌部を分断してしまうと，仮に T1

（SM）癌であった場合，浸潤距離や脈管侵襲の判
定などの病理診断が困難となり，必要な追加治療を選
択できなくなる危険性があるからであ る 19) ， 37) ， 43) ， 89) ， 90)  ．
分割 EMR の際は，切除後辺縁や潰瘍底を拡大内
視鏡観察することで遺残・再発率が低下するとい
う報告があ る 91)  ．また遺残再発の確認のため半年
後程度に経過観察の内視鏡検査を施行す る 40) ， 92) ～ 94)  ．
　腫瘍径の増大とともに T1（SM）癌の頻度も増
え，病理の再構築が困難となるような多分割切除
においては，組織評価の困難性に加え，局所遺残
再発の頻度も高くなることが知られてお り 40) ， 92) ， 93)  ，
半周を超えるような大きな病変に関しては，分割
EMR は避け，術者の習熟度，施設の治療環境，
患者の状態や病変に応じて ESD あるいは外科手
術で対応す る 82)  ．
　大腸 ESD は機器の開発，方法論の確立により熟
練者が施行すれば，安全・確実に施行できるよう
になってきた．しかしながら，ESD を施行する際
には，穿孔予防のため必要な各種デバイス（電気
メス，止血デバイス，先端アタッチメント，ヒア
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ルロン酸などの局注 材 82) ， 83)  ，CO 2 送気装置，クリ
ップ）などを準備した上で，入院設備や外科的処
置の体制を整えた環境で行うことが重要である．

 3  ．Non - lifting signを呈する病変に対する内視鏡
治療

　Non - lifting sign 陽性であっても粘膜内腫瘍
（腺腫や粘膜内癌）の可能性がある．したがって内
視鏡的に粘膜内腫瘍と判断できればESD/EMRの
適応外ではない（エビデンスレベルⅢ，推奨度B）．
　Non - lifting  sign  95) ～ 97)  を呈する粘膜内病変（腺
腫含む）や，遺残再発病変で，通常 EMR が困難
で一括切除が望ましい病変（特に早期癌を疑う病
変や非顆粒型 LST など）に関しては ESD で対応
可能であるが，穿孔などに注意し慎重に施行する
必要があ る 35) ， 43) ， 98) ～ 100)  ．
　Non - lifting sign は， Uno 95) ， 96)  らが最初に報告
し，現在でも深達度診断の一助として用いられて
いるが，その後 Kobayashi ら 97)  が多施設前向き試
験（  5  施 設，239 人，271 病変登録）にて通常内視
鏡観察の診断と non - lifting sign との診断の精度
を比較したところ，non - lifting sign の SM 高度浸
潤癌に対する診断能は感度61.5％，特異度98.4％，
PPV80.0％，NPV96.0％，正診率 94.8％であった．
一方通常内視鏡観察の診断能に関してはそれぞれ
84.6％，98.8％，88.0％，98.4％，97.4％であり，感
度において通常内視鏡観察の診断能は non - lifting 
sign を上回っていた．表在型大腸腫瘍は，蠕動運
動や，生検の結果生じた線維化によって粘膜内病
変であっても non - lifting  sign 95) ， 96)  を呈すること
がある．従って内視鏡治療前には，拡大内視鏡観
察などで腫瘍と非腫瘍との鑑別，癌であれば深達
度診断を行い，可能な限り生検は施行しないこと
が望ましい．
　大腸 ESD を施行する内視鏡医の基準は特に日
本消化器内視鏡学会として規定していないが，最
低でも日本消化器内視鏡学会専門医あるいはそれ
に相当する技能を有することが条件となる．また
食道・胃 ESD に習熟しているだけでは不十分で
ある．特に大腸という解剖学的特性を考慮し，大
腸内視鏡挿入における軸保持短縮法をマスター
し，スムーズかつ確実に盲腸まで短縮操作で到達

できる挿入手技，ならびにポリペクトミー，EMR，
分割 EMR，止血手技，クリップ縫縮などの基本
手技を十分マスターしていることが最低条件であ
る．胃 ESD に関しては，十分な経験（100 例以上）
があることが望ましいが，施設の特性で大腸検査
以外施行する機会がない場合は，動物の臓器など
を用いた ESD を十分トレーニングしたのちに開
始することが望まし い 101) ～ 103)  ．

 Ⅳ　偶発症 
　大腸の内視鏡治療における代表的な偶発症は，
穿孔と出血である．穿孔とは，全層性の組織欠損
により体腔と自由な交通がある状態であり，X 線
検査上での free air の存在は問わない．また全層
性の組織欠損部の周囲が被覆されており，体腔と
自由な交通がない場合には穿通と定義される．出
血の定義に関しては，ヘモグロビン が 2   g/dl 以上
低下した場合，輸血を要した場合など様々なもの
が提案されているが，明確な根拠をもとに定めら
れたものはない．また後出血に関しては，術後に
顕性の血便が見られ，輸血または何らかの止血処
置を要したものを後出血と定義している場合が多
い（後述）．これらの偶発症の頻度は，ポリペクト
ミー，EMR，ESD で，それぞれ術中穿孔率 0.05
％，0.58～0.8％，2～14％，後出血率 1.6％，1.1～
1.7％，0.7～2.2％と報告されてい る 38) ， 84) ， 104) ～ 106)  ．

 1  ．穿孔への対応
　大腸は胃に比べ壁が薄く，治療時の穿孔リスク
が高い．術前には，万が一の穿孔に備え，十分な
前処置を行う必要がある．術中においては，良好
なスコープの操作性を確保することが必須であ
り，腫瘍の存在部位，形態，線維化の有無などに
応じて使用するスコープを選択し，適切な処置具
や局注液，CO 2 送気装 置 86) ， 107)  を使用することが
重要である．治療中に穿孔をきたした場合は，部
位にかかわらず可能な限りまずクリッピングを試
みる（エビデンスレベルⅣb，推奨度B）．完全縫
縮が可能であれば，抗生剤投与と絶飲食により手
術を回避できる可能性が高 い 104) ， 108) ， 109)  ．穿孔後
の CT による腹腔内 free air の有無は，手術を決
定する指標にはならな い 109)  ため，外科医と連携を
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取りながら総合的に手術適応を判断する必要があ
る．当然ながら，不完全縫縮となった場合は汎発
性腹膜炎を呈する場合が多く，このタイミングで
速やかに手術を選択する必要がある．
　また，下部直腸の場合は解剖学的特徴から腹腔
内への穿孔にはならないが，骨盤腔への穿孔とな
るため，後腹膜・縦隔気腫や皮下気腫をきたすこ
とがあ る 110)  ．

 2  ．出血への対応
　内視鏡治療に伴う出血に関しては，クリッピン
グや凝固止血による対応が可能である．静脈から
の湧出性出血や小動脈からの出血は，ナイフ先端
で軽く接触凝固するか，止血鉗子での凝固を行
う．太い動脈からの出血には止血鉗子が必須であ
るが，過凝固による遅発性穿孔を避けるため，出
血点をピンポイントで把持し必要最低限の通電に
とどめる必要がある．通常，大腸においてクリッ
プを使用しなければならない様な術中の大出血を
きたすことは極めて稀である．しかし，下部直腸
においては切除面に拍動を伴う太い露出血管が見
られることがあるため，後出血を予防する目的で
クリッピングを行うこともある．輸血を必要とす
るような後出血を来すことは少ないが，明らかな
鮮紅色の血便が持続的に認められるようであれば，
緊急内視鏡を行い露出血管に対する処置を行う．
　内視鏡治療後の予防的クリッピングに関して
は，後出血率の低減に寄与しないとするランダム
化比較試験がある（クリップ施行群 0.98％ vs. ク
リップ非施行群 0.96％ ） 111)  が，この試験は腫瘍径
中央値が 7.8mm と比較的小さい病変を対象とし
ている．一方， 2  cm を超える病変に対しては，
予防的クリッピングが有効であったとする遡及的
解析（クリップ施行群 1.8％ vs. クリップ非施行群
9.7％） や 112)  ，クリッピングによる外来治療の可能
性を示唆する遡及的解析があ る 113)  ．しかし，現在
のところ ESD 後切除創の縫縮が後出血の予防に
寄与するというエビデンスはない．また，抗血栓
療法を行っていない症例に対するクリッピングは
費用対効果に乏しいとする解析もあ る 114)  ．以上
より，EMRにおいては，大型病変や抗血栓療法
施行中の症例などの後出血高危険群において，術

後のクリッピングはある程度有効であることが示
唆される（エビデンスレベルⅣb，推奨度B）．

 Ⅴ　内視鏡治療前後の周術期管理 
　内視鏡治療後の周術期管理は，遅発性穿孔・後
出血に留意し，必要に応じて入院で管理する（エ
ビデンスレベルⅣb，推奨度B）．ESD/EMR の周
術期管 理 115)  については，日本消化器内視鏡学会卒
後教育委員会編の消化器内視鏡ハンドブッ ク 116)  や，
各種ガイドラインを参照して行う．日本消化器内
視鏡学会では 2012 年 7  月 時点で，抗血栓薬服用者
に対する消化器内視鏡診療ガイドライ ン 6)  を発行
している．

 1  ．抗血栓薬について
　抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡診療ガイ
ドラインにおいて ESD/EMR は出血高危険度群
に分類される．抗血小板薬・抗凝固薬の休薬に関
してはTableを転載するが詳細は抗血栓薬服用者
に対する消化器内視鏡診療ガイドライ ン 6)  を参照
されたい（ Table 4， 5   ）．抗血栓薬休薬後の服薬
開始は内視鏡的に止血が確認できた時点からとあ
るが，深部結腸では内視鏡挿入に際し前処置が必
要になり，臨床的に血便がないことの確認で代用
可能であろう．再開時の服薬は，それまでに投与
していた抗血栓薬とする．再開後に出血すること
もあるので，出血に対する対応は継続する．

 2  ．前処置
　狭窄症状のないことを確認し，前日検査食（あ
るいはそれに準拠する食事）と前日就寝前に緩下
剤などを投与する．検査当日に腸管洗浄液を2 - 3ℓ
服用する．前処置が不良の場合は，適宜，腸管洗
浄液の追加も可能である．
　前投薬・鎮静薬；大腸の蠕動は治療の妨げとな
る場合があり，禁忌（緑内障，前立腺肥大，不整
脈）がないことを確認し，可能であれば鎮痙剤（ブ
スコパン）を静注ないし筋注する．鎮静薬・鎮痛
薬を使用するか否かは内視鏡医の判断・患者の希
望で決定する．大腸 ESD/EMR においては体位
変換を必要とすることもあり過度の鎮静は行わな
い．またCO 2 送気を使用することで患者腹部膨満
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感の軽減が期待でき鎮静薬も減らすことが可能で
あ る 107)  ．ESDや入院を要するEMRにおいては原
則，静脈ルートを確保し輸液を行う．

 3  ．用意する器具・薬剤
　術中鎮静を行う場合や長時間の治療が予想され
る場合には，酸素飽和度，心電図などをモニター
することが望ましい．

 4  ．術後管理
　EMR は径 20mm 以下のものであれば外来で施
行することも可能である．径 20mm 以上の EMR
や ESD では施設と患者側の条件が合えば，入院で
行うことが望ましい．大腸 ESD に関して入院期

間，食事開始時期など，推奨されるガイドライン
はないが，前泊を含め て 4  泊 5  日 ，治療翌々日か
らの食事開始のクリニカルパスで問題なかったと
する報告があ る 115)  ．食事は，遅発性穿孔・後出血
に留意し，腹痛，発熱などの炎症所見がないこと
を確認してから開始する．治療の状況によっては
食事開始，退院時期を早めることも可能である．

 5  ．Postpolypectomy electrocoagulation syn-
drome

　穿孔がなくとも筋層の断裂や熱変性が生じると
発熱，腹痛を生じることがある．電気凝固による
ポリープ摘除後に発生する穿孔を伴わない腹膜の
炎症であ る 117)  ．一般的に，大多数の患者で保存的

内視鏡検査
単独投与 観察 生検 出血

低危険度 出血高危険度

アスピリン ◎ ○ ○ ○/3-5 日休薬
チエノピリジン ◎ ○ ○ ASA，CLZ 置換/5-7 日休薬

チエノピリジン以外の抗血
小板薬 ◎ ○ ○ １日休薬

ワルファリン ◎ ○
治療域

○
治療域 ヘパリン置換

ダビガトラン ◎ ○ ○ ヘパリン置換

◎：休薬不要　○：休薬不要で可能　/：または　ASA：アスピリン　CLZ：シロスタゾール

投薬の変更は内視鏡に伴う一時的なものにとどめる．
Table 4　抗血小板薬・抗凝固薬の休薬：単独投与の場合．

生検・低危険度の内視鏡：症例に応じて慎重に対応する
出血高危険度の内視鏡：休薬が可能となるまでは延期が好ましい．投薬の変更は内視鏡に伴う一時的なものにとどめる．

アスピリン チエノピリジン チエノピリジン以外の抗血
小板薬

ワルファリン
ダビガトラン

2 剤併用

○/CLZ 置換 5-7 日休薬 － －
○/CLZ 置換 － １日休薬 －
○/CLZ 置換 － － ヘパリン置換

－ ASA 置換/CLZ 置換 １日休薬 －
－ ASA 置換/CLZ 置換 － ヘパリン置換
－ － CLZ 継続/１日休薬 ヘパリン置換

3 剤併用
○/CLZ 置換 5-7 日休薬 － ヘパリン置換
○/CLZ 置換 － １日休薬 ヘパリン置換

－ ASA 置換 /CLZ 置換 １日休薬 ヘパリン置換

○：休薬不要　/：または　ASA：アスピリン　CLZ：シロスタゾール

Table 5　抗血小板薬・抗凝固薬の休薬：多剤併用の場合．
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治療が可能であるが，遅発性穿孔に進展する可能
性を考慮して，絶食期間の延長など慎重な対応を
とることが重要である．

 6  ．遅発性穿孔
　術後遅れて発生する腸管穿孔である．ESD/
EMR の手技が穿孔なく完了し，スコープを抜去
した後に判明した腸管穿孔をいう．腹痛，腹部所
見，発熱，炎症反応などで診断される．大多数が
治療終了後 24 時間以内に生じるが，1/3 程度で 24
時間以降に穿孔が確認される．単純 X 線写真で
わからない free air が腹部 CT で発見されること
もあるため，遅発性穿孔を疑う場合には積極的に
CT を行う．基本的に緊急外科手術の適応である
ため，外科医と早急に連絡を取り合う必要があ
る．頻度は EMR ではデータとしてまとまった報
告がないが，ESD で 0.1～0.4％と報告されており
きわめて稀であ る 35) ， 84) ， 118)  ．

 7  ．後出血
　内視鏡的止血術を必要とするもので，治療の前
後で Hb 2  g/dl 以上の低下あるいは顕性の出血を
認めたものと定義す る 119)  ．多少便に血が混じる
程度の少量の出血はこれに含めない．頻度はEMR
で 1.4 - 1.7 ％ 84) ， 93)  ，ESDで 1.5 - 2.8 ％ 35) ， 84) ， 93) ， 118)  と報告
されている．術 後 2  ， 3  日 か ら 1  週 以内に多いが
10 日前後までは後出血の可能性がある．予防的
クリップの後出血への効果に関しては議論の分か
れるところであるが，径 20mm 以上の病変に関し
ては有効であるとする報告もあ り 120)  ，高危険度群
の病変に対してはその有効性を前向き試験で評価
する必要性がある．

 8  ．劇症型壊死性筋膜炎（フルニエ症候群）
　下部直腸の場合は解剖学的特徴から腹腔内への
穿孔にはならないが，骨盤腔への穿孔となるため，
後腹膜・縦隔気腫や皮下気腫をきたすことがあ
 る 110)  ．さらに非常に稀な病態であり内視鏡的切
除後の発症の報告はないが，劇症型の壊死性筋膜
炎（フルニエ症候群）をきたす可能性も否定でき
ない．発症した場合は敗血症・DICとなりその死
亡率は 20 - 40％と報告されており，広域スペクト

ラム抗生剤投与や速やかな外科的治療が必要とな
 る 123)  ．

 Ⅵ　根治性判定 
　根治性は局所因子とリンパ節・遠隔転移リスク
の因子で評価される（エビデンスレベルⅣb，推
奨度B）．

 1  ．Tis（M）癌
　大腸腫瘍では粘膜内に限局する病変においてリ
ンパ節や他臓器への転移の可能性は皆無であり，
内視鏡的局所切除で根治とする．しかしながら，
側方断端陽性または分割切除では局所再発が報告
されてい る 40) ， 122) ， 123)  ．粘膜内病変のうち，腫瘍径が
径 20mm 未満と以上とでの EMR（分割 EMR）と
ESD での一括切除率を比較した場合，径 20mm 未
満の病変では EMR において 66.5～80％と良好で
あったと報告されてい る 84) ， 124)  ．一方，径20mm以
上の病変では EMR の一括切除率が腫瘍径の増大
に伴って下がり，遺残再発率は 2.7～27.2％であっ
たと報告されてい る 125) ， 126)  ．一方，ESDの一括切除
率は84～94.5％と良好な成績であ る 33) ， 37) ， 84) ， 88) ， 125) ， 126)  ．

 2  ．T1（SM）癌
　内視鏡治療後に病理検査にて pT1（SM）癌を認
めた場合には，大腸癌研究会編「大腸癌治療ガイ
ドライン医師用 2014 年版 」 127)  に準拠し，その後の
治療方針を決定する．具体的には，内視鏡的不完
全摘除により深部断端陽性となった病変は追加手
術を施行すべきである．内視鏡的に完全切除され
た場合は，病理組織学的所見で，①垂直断端陰性

（完全摘除），②乳頭腺癌・管状腺癌，③ SM 浸潤
距離 1,000μm 未満，④脈管侵襲陰性，⑤簇出
Grade 1 のすべての項目を満たした場合は根治と
判定してよい．一方，これ ら 5  項 目のうちひとつ
でも満たさない場合には，その病変の予測リンパ
節転移率と患者の背景（年齢，併存疾患，身体的
活動度，患者の意志，人工肛門造設などによる術
後の QOL など）を総合的に評価して追加腸切除
を考慮する．決して追加腸切除を強制するもので
はなく，前述の条件を総合的に評価したうえで経
過観察するか追加手術を行うかを決定する．
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　上記①～⑤の条件を満たした場合，リンパ節転
移・遺残再発をきたした症例は極めて稀である
（エビデンスレベルⅣb，推奨度B）．一方，SM 浸
潤距離のみが根治基準を満たさない場合，その他
の転移危険因子がみられなければ，リンパ節転移
率は極めて低いという報告もあ る 128) ～ 132)  ．現在，
pT1b（SM）癌（SM 浸潤距離 1,000μm 以深）の
転移リスクの層別化に関する大腸癌研究会のプロ
ジェクト研究が進行中である．

 Ⅶ　術後経過観察 
　大腸ESD/EMR後の経過観察は局所遺残再発，
転移，異時性病変の早期発見を目的として行
 う 131) ， 132)  ．大腸腫瘍に対する内視鏡治療が大腸癌
の発生や死亡リスク低 減 133) ， 134)  ，大腸癌手術後のサ
ーベイランスが予後の改善につながるとの報
 告 135) ， 136)  はあるが，本邦には実際の内視鏡治療後
の経過観察方法に関するエビデンスに基づくコン
センサスはない．経過観察を行うに際しては，一
括切除や分割切除などの治療手技や摘除標本の病
理検査による根治度判定に基づき，さらに個々の
症例が有する多発病変，癌などのリスク因子およ
び併存疾患など患者背景をもとに計画する．

 1  ．局所遺残・再発
　局所遺残再発の早期発見のためには大腸内視鏡
検査による定期的観察が望ましく，早期発見例で
は内視鏡的処置が可能なことが多い．腺腫または
pTis（M）癌において，分割切除または切除断端が
不明瞭となり，内視鏡的根治度の評価が正確に行
えなかった場合は，  6  カ 月前後に大腸内視鏡検査
を行うことが望ましい（エビデンスレベルⅣb，
推奨度B）．完全一括切除と比較し，分割切除では
病理組織学的評価が困難なことがあり，また，局
所遺残再発率が高 く 40) ， 88) ， 92) ， 137) ， 138)  ，分割切除後の
再発 は 6  カ 月で 18.4％，12 カ月で 23.1％，24 カ月
で 30.7％と報告されてい る 92)  ．水平断端の評価が
困難な場合や分割切除となった場合には，半年～
 1 年 後以内に大腸内視鏡検査にて局所再発の有無
を調べることが推奨されてい る 48) ， 140)  ．
　完全一括切除され病理組織学的にも治癒切除と
判定された腺腫，pTis（M）癌の局所遺残再発の

報告はないが，pT1a（SM）癌（SM 浸潤距離 1,000
μm 未満）では極めてまれであるが切除標本の取
り扱いが不適切であると脈管侵襲や SM 浸潤度な
どの病理組織学的評価が正しくなされなかったこ
とによって局所遺残再発を来す可能性があるため
注意が必要である．
　pT1（SM）癌の再発・転移に関しては，外科的
にリンパ節郭清を含めて切除された症例において
も少なからず再発や転移が認められ，直腸の再発
率（4.2～4.5％）は結腸の再発率（1.5～1.9％）と
比較し高 い 140) ， 141)  ことや，内視鏡治療症例におけ
る再発や転移の多く は 3  ～ 5  年 以内であることな
どが報告されてい る 128) ， 132) ， 142) ， 143)  ．このため，pT1

（SM）癌の内視鏡治療後は，治療した大腸内視鏡
検査による局所の観察のみならず，腫瘍マーカー
や腹部超音波検査，胸腹部 CT などによる全身的
な定期的経過観察が望まれるが，具体的なサーベ
イランス方法や期間について一定のコンセンサス
は得られていない．

 2  ．異時性病変
　異時性大腸腫瘍発見のための明確な検査間隔は
確立していないが，少なくとも内視鏡治療 後 3  年
 以内に大腸内視鏡検査を施行することが望ましい
（エビデンスレベルⅣb，推奨度B）．内視鏡治療
後は異時性病変の発見や残存する病変の監視とと
もに，大腸内視鏡検査時に見逃し病 変 131) ， 144) ， 145)  も
存在するため定期的な内視鏡観察が必要である．
本邦における多施設の遡及的検 討 147)  では，異時性
に発見された index lesion（径 10mm以上の腺腫，
癌）の 51％ が 3  年 以内に，さら に 7  例 の pT1（SM）
癌 が 1  年 以内に発見されており見逃しが含まれる
ことが示唆されている．早期大腸癌の内視鏡治療
例において，異時性多発癌は 3.4 - 26.5％に認めら
れ，発見までの平均観察期間は 25.6～102.8 カ月と
する報 告 147) ， 148)  があり，長期の経過観察も考慮さ
れるべきである．こうした異時性大腸腫瘍の発生
は，  3  個 以上多発する大腸腺腫や径 10mm 以上の
病変，大腸癌の既往などでリスクが高いことが知
られてお り 144) ， 146) ， 149) ， 150)  ，個々の症例が有するリ
スク因子および年齢や併存疾患などの患者背景を
もとに経過観察を計画する．米国では内視鏡的摘
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除後の経過観察をリスクに応じて層別化し， 3  ～
10 個の腺腫，径 10mm 以上の腺腫，villous 成分
を伴う腺腫，high - grade dysplasia のいずれかを
認めた場合（advanced adenoma） は 3  年 後に，10
個以上の腺腫で は 3  年 以内に大腸内視鏡検査を行
うことなどを推奨してい る 139)  ．

 Ⅷ　病理 
 1  ．検体の取り扱い
　病変の根治性や追加治療の必要性を判断するた
めには，正確な病理組織診断が必須であり，切除
標本が適切に取り扱われなければならない（エビ
デンスレベルⅥ，推奨度 C1）．検体は病変周囲粘

膜が均等に平面化されるよう，粘膜面を表にして，
ゴム板やコルク板にピンで貼り付け（ Figure 2，
 3   ），10～20％ホルマリンに，室温にて 24～48 時
間浸漬し固定す る 151) ， 152)  ．
　切除後の標本は自己融解が進むため速やかに固
定する必要があるが，より乾燥を防ぐために生理
食塩水を浸すとよい．このときに内視鏡医は臨床
画像との乖離がなく，かつ切除標本の断端が判別
できるように展開し処理する必要がある．また多
分割切除となった標本はできるだけ再構築もしく
は断端が判別できるように展開する必要がある．
　臨床的意義のある病理組織診断を行うために
は，適切な切り出しが必要である（エビデンスレ

Figure 2　EMR標本固定の実際． Figure 3　ESD標本固定の実際．

Figure 4　切除標本切り出しの実際．
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ベルⅥ，推奨度 C1）．内視鏡医は病理医に術前診
断（生検診断結果も含む），病変部位，形態，腫瘍
径の基本情報以外に臨床評価が適確に伝わるよう
に説明文，もしくは図説にて提示する必要があ
る．また，臨床画像等の所見により病変の悪性度
が最も反映していると思われる箇所を指摘するこ
とが望ましい．
　固定後の検体は 2.0～3.0mm の間隔で割を入れ
全割し，すべてのプレパラートを作製し，組織学
的検索に供することを原則とする．具体的な切り
出し方は，まず  Figure 4 のごとく水平断端に最
も近接している病巣の接線を想定し，この接線に
対して垂直に最初の割を入れる．次に，それと平
行に最初は割を浅く入れて標本の各切片が完全に
切り離されていない状態で写真撮影を行い，その
後深く割を入れて各切片を切り離し，標本を作製
する．なお，病変の領域性が不明瞭な場合は，実
体顕微鏡による観察が推奨され る 42) ， 151)  ．

 2  ．病理所見の記載法
　腫瘍の病理組織診断は，基本的には大腸癌取扱
い規約（ 第 8  版 ）に準じて行う．癌の組織型，壁
深達度，脈管侵襲（ly，v），切除断端（水平，垂
直）を判定し，pT1（SM）癌の場合は，浸潤距
離，簇出，間質量，浸潤様式も記載す る 42) ， 152) ～ 154)  ．
腫瘍内に複数の異なる組織型が存在する場合は，
面積的に優勢なものから順に，すべて記載する．
壁深達度は癌浸潤の最も深い層をもって表記す
る．pT1（SM）癌では有茎性病変と非有茎性病変
に分けて浸潤距離の評価を行う．

 3  ．特殊染色・免疫染色の有用性
　病理組織診断において特殊型組織型の腫瘍の診
断，深達度判定，脈管侵襲の特殊染色・免疫染色
が有用である．特殊型癌組織型腫瘍のうち，とく
に高悪性度の内分泌細胞癌と低悪性度のカルチノ
イド腫瘍／神経内分泌腫瘍（neuroendocrine tu-
mor：NET）は腺癌と鑑別する必要があり，免疫
染色（chromogranin A，synaptophysin，CD56）
が有用である．通常型腺癌の場合は，簇出のグレ
ード判定は原則として HE 標本で行うが，サイト
ケラチンによる免疫染色で癌細胞が明瞭化し評価

の際の参考所見として有用であ る 154) ， 155)  ．深達度
の判定において粘膜筋板を同定するため，desmin
を用いた免疫染色が有用であ る 156) ， 157)  ．静脈侵襲
の確認にはElastica van Gieson染色またはVicto-
ria - blue/HE 重染色が，リンパ管侵襲の確認には
抗リンパ管内皮抗体（D2 - 40）を用いた免疫染色
を併用することが望まし い 154) ～ 160)  ．
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