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 ガイドライン 

 胃癌に対する ESD/EMRガイドライン 
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松井  敏幸 1)  

  1) 日本消化器内視鏡学会， 2) 日本胃癌学会 

 要　旨 

 早期胃癌に対する内視鏡治療が急速な拡がりを見せている現況において，日本消化器内視鏡学会は，日
本胃癌学会の協力を得て，新たに科学的な手法で作成した基本的な指針として，“早期胃癌 ESD/EMRガ
イドライン” を作成した．従来の日本消化器内視鏡学会の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はハンドブックとして別に刊行することとした．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，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．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 の 7  つ のカテゴ
リーに分け，現時点での指針とした． 
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  はじめに 
　早期胃癌に対する ESD/EMR のガイドライン
について日本消化器内視鏡学会は，消化器内視鏡
ガイドライン 第 3  版  1) に「早期胃癌内視鏡治療ガ
イドライン① EMR および同② ESD」として項を
設けているが，その後も早期胃癌に対する内視鏡
治療は急速な拡がりを見せている．同学会ガイド
ライン委員会は，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はハンドブック
として別に刊行することとし，ESD/EMR ガイド
ラインを，科学的な手法に基づいた基本的な指針
となるものとして新たに作成することを決定した．
　診療ガイドラインは，「医療者と患者が特定の臨
床場面で適切な決断を下せるよう支援する目的
で，体系的な方法に則って作成された文書 」 2) ， 3)  と
定義されている．これまでの消化器内視鏡ガイド
ラインは，専門家の経験と知識に基づき執筆され，
さらに査読を経て刊行されたものである．いずれ
の項も優れた内容であると考えるが，現在国際的
に標準とされている evidence based medicine

（EBM）の手順に則って作成されたものではなか
った．今回は「Minds 診療ガイドライン作成の手
引き 2007 」 2)  に従い，EBM に基づいたガイドライ
ン作成を心がけた（ Table  1 ， 2   ）．しかし，この
分野におけるエビデンスは少なく，コンセンサス
を重視せざるを得なかった．本ガイドラインが臨
床場面での有用な手引きとなることを期待する
が，臨床に貢献する質の高いガイドライン構築の
ために，今後のエビデンス集積が重要である．な
お，すでに公開されている「日本胃癌学会編　胃
癌治療ガイドライン（医師用） 第 3  版  4) との整合
性を十分考慮の上，作成した．

 日本消化器内視鏡学会ガイドライン作成の基本理念 
　内視鏡診療も普及し複雑化するため，多くの診
療内容の標準化が求められる．その目的が達成さ
れると内視鏡診療が向上し，より多くの患者が専
門家レベルの質の高い医療を享受できるはずであ
る．この目的で，内視鏡学会は 1992 年よりガイド
ライン を 3  版 にわたり出版してきた．しかし，こ
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れまでの作成方法は，技術論を中心に数名の専門
家の討議により導かれた指針であったが，厳密な
evidence based medicine（EBM）に基づくもので
はなかった．そこで，内視鏡学会では，2010 年 1
 月 ガイドライン委員会を結成して，比較的緊急性
の高いテーマ（胃 ESD/EMR，食道 ESD/EMR，
抗血栓薬服用者に対する内視鏡診療，内視鏡診療
における麻酔薬/鎮静薬）を取り上げ，学会が主体
となってガイドラインを EBM に沿って作成する
ことを決定した．
　今回作成するガイドラインの基本理念は以下の
ごとくである．①科学的根拠に基づいたガイドラ
インである．②内視鏡の手技的なことなど充分な
エビデンスがなければコンセンサスで補塡する．
③推奨が具体的で，治療選択肢が明確で，重要な
推奨を容易に見分けられる．さらに基本的にエビ
デンスレベルと推奨グレードを記載する．④文献
検索の範囲はテーマにより異なることを考慮し，
各ワーキング委員会で決め，文献検索の方法論と
範囲，採用基準を明記する．⑤日本人のためのガ
イドラインなので英文と同時に和文の論文を参照
することを原則とする．⑥原則として総説形式の
論文にする．このなかでコンセンサスとは，科学
的手法による合意形成であり，文献エビデンスレ
ベルが低い場合に推奨度の決定に用いた．作成手
法としては，多分野の専門家よりなる作成委員と
評価委員がおかれ，さらに外部委員より意見を求
めた．さらに，学会員よりパブリックコメントと
して意見を聴取し万全を期した．
　本ガイドライン作成の基本的な過程は，本邦の
医療情報サービス（Minds）のガイドライン作成
手法に則り，さらにガイドラインの研究・評価手
法である AGREE により評価し，社会的要請をも

満たすべく努力した．現時点での最高の文献エビ
デンスと専門家のコンセンサスを統合して各項目
の推奨度を決めた．もちろん，関連する多方面の
ガイドラインとの整合性も考慮された．作成に際
し時間を要するため，エビデンスの採用範囲に制
約がある．そのため作成過程を明示した．大きく
変化する時代背景を考慮すれば，診療の内容が大
きく変化することもありうるので本論文の内容も
数年で改訂しなければならない．本ガイドライン
の内容は，一般論として診療現場の意思決定を支
援する目的で作成され，委員会が責任を負う．し
たがって日常臨床で活用されてこそ本ガイドライ
ンの意義が高まる．ちなみに本ガイドラインの内
容は，医療訴訟の根拠となるものではない．した
がって，実際の診療行為の結果については各診療
担当者が責任を負うものである．
 松井敏幸
 日本消化器内視鏡学会ガイドライン委員長

 本ガイドライン作成の手順 
 1  ）委員
　ガイドライン作成委員として，消化管内視鏡 医
 4  名 と消化管病理 医 1  名 の 計 5  名 が作成を委嘱さ
れた．また評価委員・外部評価委員として，消化
管内視鏡 医 1  名 ，消化器内科 医 3  名 ，臨床腫瘍 医
 1  名 ，消化器外科 医 1  名 ，放射線診断 医 1  名 ，消
化管病理 医 1  名 の 計 8  名 が評価を担当した（ Ta-
ble  3   ）．

 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，術前診断，手技，根治
性の評価，偶発症，術後長期経過，病理 の 7  つ の

Table 1　エビデンスのレベル分類．

Ⅰ システマティック・レビュー/RCTのメタアナリシス
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

推奨グレード 内　容
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．
C1 科学的根拠はないが，行うよう勧められる．
C2 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 2　Minds 推奨グレード．
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項目が設定された．それぞれの項目について，例
えば，「リンパ節転移の可能性が極めて低く，病巣
が一括切除できる大きさと部位にある場合は，原
則，内視鏡治療を行う」というようなショートス
テートメントを作成した．各ステートメントに対
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
い，エビデンスレベルおよび Minds 推奨の推奨グ
レードを用いた推奨度を設定した（ Table 1， 2   ）．

 3  ）評価の手順
　計 58 のショートステートメントが作成され
た．これらは評価委員により，｢採用｣「再提出」

「不採用」の三段階に評価された．58 個中，10 個
が全員一致で採用され，残りの 48 個が再提出ない
し不採用となった．作成委員により修正作業が行
われ，2011 年 10 月 22 日に行われた第 82 回日本
消化器内視鏡学会総会（松井敏幸会長）において，
修正されたショートステートメントを提示し，多
数の日本消化器内視鏡学会会員により，アンサー
パッドを用いて ｢採用｣「再提出」「不採用」の三
段階の評価が行われた．エビデンスレベルと推奨
度の評価は評価委員が行い，その結果を本ガイド
ラインに記載した．

　最終的に採用されたショートステートメント
32 個を用いて，総説形式のガイドラインを作成
し，再度評価委員により「採用」「再提出」「不採
用」の評価が行われた．最終ステートメント案に
対して，作成委員，評価委員，日本消化器内視鏡
学会の担当理事の合計 14 名により Delphi 法によ
る投票を郵送で行った．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．パブリックコ
メントを経て，本ガイドラインが作成された．

 4  ）対象
　本ガイドラインの対象は，早期胃癌に対して
EMR または ESD による治療を受ける患者であ
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で標準的な指針であり，
個々の患者の年齢，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（evidence 

日本消化器内視鏡学会 ガイドライン委員会
担当理事　　　一瀬雅夫（日本消化器内視鏡学会：和歌山県立医科大学第二内科）
委員長　　　　松井敏幸（日本消化器内視鏡学会：福岡大学筑紫病院消化器内科）

ガイドライン作成委員
作成委員長　　小野裕之（日本消化器内視鏡学会：静岡県立静岡がんセンター内視鏡科）
委員　　　　　八尾建史（日本消化器内視鏡学会：福岡大学筑紫病院内視鏡部）
　　　　　　　藤城光弘（日本消化器内視鏡学会：東京大学光学医療診療部）
　　　　　　　小田一郎（日本消化器内視鏡学会：国立がん研究センター中央病院内視鏡科）
　　　　　　　二村　聡（日本胃癌学会：福岡大学医学部病理学講座）

ガイドライン評価委員
評価委員長　　矢作直久（日本消化器内視鏡学会：慶応義塾大学腫瘍センター）
委員　　　　　松井敏幸（日本消化器内視鏡学会：福岡大学筑紫病院消化器内科）
　　　　　　　飯石浩康（日本消化器内視鏡学会：大阪府立成人病センター消化器内科）
　　　　　　　岡　政志（日本消化器内視鏡学会：埼玉医大消化器内科・肝臓内科）
　　　　　　　味岡洋一（日本胃癌学会：新潟大学病理）
外部評価委員　佐野　武（日本胃癌学会：がん研有明病院外科）
　　　　　　　朴　成和（日本臨床腫瘍学会：聖マリアンナ医大腫瘍内科）
　　　　　　　石川　勉（日本放射線学会：獨協医大放射線科）

Table 3　胃癌 ESD/EMRガイドライン作成委員会メンバー．
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level Ⅳa，推奨度B）． 
　胃癌に対して内視鏡治療を行うことで生命予後
や生活の質（QOL）の改善に寄与すること，また
は，内視鏡治療と外科手術を比較し，両者におけ
る生命予後や QOL の違いがあることを，明確に
示した研究は存在しない．しかし，早期胃癌の診
断後，  6  カ 月以上無治療であった 71 例の予後を
10 年目以降に検討した研究によると，  5  年 後の進
行癌移行率が 63％（95％信頼区間 48 - 78％）であ
った．早期胃癌を治療せずに放置されていた場合
と，経過中，治療を行っていた場合では，予後に
有意な違いがあり，診断 後 6  カ 月以降でも治療介
入により予後が改善することを示すデータがあ
 る 5) ， 6)  ．
 　リンパ節転移の可能性が極めて低く，病巣が一
括切除できる大きさと部位にある場合は，原則，
内視鏡治療を行う（evidence level Ⅴ，推奨度
C1）． 
　内視鏡治療では胃が温存されることから，比較
試験を待たずしても内視鏡治療は外科治療より
QOL が良好であることが推察されるため，内視鏡
治療で根治が得られる可能性が高い病巣に対して
は内視鏡治療を行 う 7)  ．しかし，上述の進行癌移
行率 が 5  年 で 63％という数字が示すとおり，早期
胃癌と診断されても全例が早期に胃癌死に至ると
は考えにくい．病巣に対する術前診断に加え，患
者条件を加味し，リスク・ベネフィットを総合的
に考慮して治療適応を決定する必要がある．具体

的な腫瘍因子による適応は，絶対適応病変，適応
拡大病変，適応外病変に分類する（ Figure  1   ）．
　適応拡大病変に対する ESD は，現時点では臨床
研究として行うべきである．

 2  ．適応病変
 　絶対適応病変は，「 2  cm以下の肉眼的粘膜内癌
（cT1a）と診断される分化型癌．肉眼型は問わな
いが，UL（－）に限る．」また，適応拡大病変は，
「① 2  cmを超えるUL（－）の cT1a，分化型癌，
② 3  cm 以下のUL（＋）の cT1a，分化型癌，③
 2  cm 以下のUL（－）の cT1a，未分化型癌」と
する，これらについては脈管侵襲（ly，v）がない
場合にはリンパ節転移の危険性が極めて低く，適
応を拡大してよい可能性がある．初回の ESD/
EMR時の病変が適応内病変で，その後に粘膜内
癌で局所再発した病変であれば，適応拡大病変と
して取り扱うことが可能である．（evidence 
level Ⅴ，推奨度C1）． 

 3  ．適応外とされる病変
　一方で，術前診断の不確実性は「術前診断」の
項目で詳述した通りであり，特に pT1b の正診率
は十分ではな く 8)  ， 診断的意味合いを加味して治
療適応が決定される場合もある（evidence level 
Ⅴ，推奨度C1） ．原則として本人から，胃癌の内
視鏡治療についてのインフォームドコンセントを
取得しなければならない．

cT1a（M）：粘膜内癌（術前診断），cT1b（SM）：粘膜下層浸潤癌（術前診断）
UL：潰瘍（瘢痕）所見
Figure 1　腫瘍因子による適応の分類．
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 Ⅱ　術前診断 
　胃癌のESD/EMRに必要な術前内視鏡診断は，
大きく分けて，「 1  ．適応を決定するための診断」，

「 2  ．切除範囲を決定するための診断」，である．

 1  ．適応を決定するための診断
 　ESD/EMRの適応を決定するためには，（ 1  ）組
織型，（ 2  ）大きさ，（ 3  ）深達度，（ 4  ）潰瘍合併
の有無を診断する必要がある（エビデンスレベル
Ⅵ，推奨度C1）． 
　まず，癌の組織型（分化型癌 vs. 未分化型癌）の
診断は，生検組織診断により行うのを原則とす
る．内視鏡である程度組織型診断の推測ができる
ことも報告されているが，まだ十分なエビデンス
がな い 9) ～ 14)  ．原則として，内視鏡的鉗子生検によ
る病理組織診断を参照して癌の組織型の診断を行
う．
　通常の内視鏡観察法により計測した大きさに
は，誤差があることが指摘されてい る 15) ～ 17)  ．正確
に大きさを計測することは困難なので，最終的に
は切除標本の組織学的所見が判明した後に大きさ
の判定をするという前提で診断・治療を行う．
　潰瘍合併の診断は，癌巣のなかに，明らかな活
動性潰瘍または潰瘍瘢痕の所見をもって行う．病
理組織学的に，潰瘍は Ul - Ⅱ以深の粘膜の欠損と
定義される．術前の内視鏡観察では，活動性潰瘍
は，浅いびらんを除く，ある程度深さのある白苔
を伴った開放性潰瘍を指す．また，治癒期または
瘢痕期の潰瘍は，  1  点 に集中する粘膜やひだ集中
の所見を有する場合，潰瘍と定義される．
　早期胃癌の壁深達度診断は，原則として，通常
内視鏡観察により行 い 18) ～ 21)  ，インジゴカルミン色
素散布法を併用することが推奨されてい る 19)  ．通
常内視鏡観察により早期胃癌の壁深達度診断が困
難な場合には，超音波内視鏡が補助診断として有
用な場合があ る 22) ～ 29)  ．

 2  ．切除範囲を決定するための診断
 　切除範囲診断は，原則として，色素散布法を併
用した通常内視鏡観察を用いる（エビデンスレベ
ルⅤ，推奨度C1）． 
　癌の水平進展範囲診断には，原則として，最も

普及し簡便な色素散布法を併用した通常内視鏡診
断を用いる．ESDの適応となりうる早期胃癌を対
象とし本方法を用いれば，約 80％の病変の水平進
展範囲が診断できると報告されてい る 30) ， 31)  ．
　一部の分化型癌と，未分化型早期胃癌の範囲診
断は，内視鏡観察のみでは困難なことがあ り 31)  ，
病変周囲から生検し，病理診断を参照することが
望ましい．
　通常の内視鏡観察のみで切除範囲診断が困難な
場合は，equipment - based image enhanced endos-
copy（IEE）を併用した拡大内視鏡観察が，補助
診断法として有用であ る 31)  ．

 Ⅲ　手技 
 　適応拡大病変は EMRでは不完全切除となる可
能性が高いため，EMRではなく，ESDを行うべ
きである（evidence level Ⅴ，推奨度C1）． 
　患者の状態や病巣条件，施設の治療環境，術者
の習熟度に応じて，最良と思われる内視鏡治療法
を選択する．
　EMR は，病巣を挙上して鋼線のスネアをかけ，
高周波により焼灼切除する方法であ る 32) ～ 34)  ．
　ESD は，高周波ナイフを用いて病巣周囲の粘膜
を切開し，さらに粘膜下層の剝離をして切除する
方法であ る 7) ， 35) ～ 43)  ．
　EMR と ESD，また，EMR 間，ESD 間での治
療成績の違いをランダム化比較試験で検証した研
究は存在しないが，一般に，ESD は EMR より良
好な一括切除率が得られることがメタ解析で示さ
れてい る 44)  ．また，腫瘍サイズ が 1  cm を超える
と，EMR における一括切除率が ESD に比し有意
に低下することが報告されてい る 45) ～ 47)  ．
　ESD/EMR 時の周術期管理については，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 48)  や日本消化器内視鏡学会の各種ガ
イドラインを参照して行う．日本消化器内視鏡学
会は，2012 年 7  月 ，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 49)  を発行している．

 Ⅳ　根治性の評価 
 　根治性は，局所因子とリンパ節転移リスクの因
子で評価される（evidence level Ⅴ，推奨度C1）． 
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 1  ．治癒切除
　リンパ節転移のリスク が 1  ％ 未満であれば，外
科切除した場合の予後とほぼ同等の成績が得られ
ると考えられる．
　腫瘍が一括切除され， 2  cm 以下，分化型，

pT1a，UL（－），ly（－），v（－），切除断端陰性，
である場合を治癒切除と判定する．
　腫瘍が一括切除され，1） 2  cm 以上，分化型，
pT1a，UL（－），2） 3  cm 以下，分化型，pT1a，
UL（＋），3） 2  cm 以下，未分化型，pT1a，UL

Figure 2　腫瘍因子による根治性の評価＊．

cT1a（M）：粘膜内癌（術前診断），cT1b（SM）：粘膜下層浸潤癌（術前診断）
UL：潰瘍（瘢痕）所見

ESD／EMR

cT1a（M）：粘膜内癌（術前診断），cT1b（SM）：粘膜下層浸潤癌（術前診断）
UL：潰瘍（瘢痕）所見
Figure 3　ESD／EMR後のフローチャート．

＊一括切除 かつ HM0，VM0，ly（－），v（－）の場合に限る　＊＊例外規定あり
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（－），4） 3  cm 以下，分化型，pT1b（SM1）のい
ずれかで，ly（－），v（－），切除断端陰性，の場合
を適応拡大治癒切除と判定する．
　ただし，未分化型成分が混在する分化型癌症例
に関してのエビデンスは未だ十分とはいえず，適
応拡大治癒切除の中の細則を定める必要があり，
上記 1） の 2  cm 以上，pT1a，UL（－）で分化型
優位であっても，未分化型成分が長径 で 2  cm を
超えるもの，上記 4） の 3  cm 以下，pT1b（SM1）

で分化型優位であっても，SM 浸潤部に未分化型
成分があるものは，非治癒切除として扱い追加外
科切除とす る 4) ， 50) ， 51)  ． 上記 2） の 3  cm 以下，
pT1a，UL（＋）で，分化型優位であれば未分化型
成分を有していても転移の可能性 が 1  ％ 未満と考
えら れ 52）  ，適応拡大治癒切除とする（evidence 
level Ⅴ，推奨度C1） ．

著者 報告年 切除方法 病変数 後出血，％（n） 穿孔率 ,％（n） 遅発性穿孔，％（n） 肺炎，％（n） 狭窄，％（n） 空気塞栓，n 文献

Okano A, et al 2003 EMR 504 5.3%（ 25） - - - - - 53
Oda I, et al 2005 ESD 1,033 5.7%（ 59） 3.4%（35） - - - - 54

Minami S, et al 2006 EMR 566 - 5.3%（30） - - - - 55ESD 1,894 - 4.8%（91） - - - -

Oda I, et al 2006 EMR 411 0.1%（  1） 1.2%（ 5） - - - - 56ESD 303 0%（  0） 3.6%（11） - - - -
Oka S, et al 2006 EMR 825 3.9%（ 32） 0.5%（ 4） - - - - 57
Jung HY, et al 2007 ESD 552 7.6%（ 42） 2.7%（15） - - - - 58
Takenaka, et al 2008 ESD 306 0.7%（  2） 5.2%（16） - - - - 59
Ono H, et al 2008 ESD 314 8.3%（ 26） 4.5%（14） - - - - 41
Tsunada S, et al 2008 ESD 532 - - - - 0.9%（5） - 60
Takizawa K, et al 2008 ESD 1,083 5.8%（ 63） - - - - - 61

Hoteya S, et al 2009 EMR 328 5.2%（ 17） 1.5%（ 5） - - - - 62ESD 572 4.9%（ 28） 3.5%（20） - - - -
Isomoto H, et al 2009 ESD 589 1.7%（ 10） 4.2%（25） - - - - 63
Chung IK, et al 2009 ESD 1,000 15.6%（156） 1.2%（12） - - - - 64 
Coda, et al 2009 ESD 2,011 - - - - 0.7%（15） - 65
河原ら 2009 ESD - - - - - - 2 66
Hotta K, et al 2010 ESD 703 0.3%（  2） 4.1%（29） - - - - 67
Mannen K, et al 2010 ESD 478 8.9%（ 39） 3.9%（17） - - - - 68
Goto O, et al 2010 ESD 454 5.7%（ 26） - - - - - 69
Tsuji Y, et al 2010 ESD 398 5.8%（ 23） - - - - - 70
Jeon SW, et al 2010 ESD 1,711 - 2.3%（39） - - - - 71
Hanaoka N, et al 2010 ESD 1,329 - - 0.5%（6） - - - 72
Isomoto H, et al 2010 ESD 713 - - - 0.8%（6） - - 73
Iizuka H, et al 2010 ESD 308 - - - - 1.9%（6） - 74

Ahn JY, et al 2011 EMR 537 5.2%（ 28） 0.7%（ 4） - - - - 75ESD 833 5.3%（ 44） 1.7%（14） - - - -
Akasaka T, et al 2011 ESD 1,188 3.1%（ 37） 4.1%（49） - 1.6%（19） - - 76
Toyokawa T, et al 2011 ESD 1,123 5.0%（ 56） 2.4%（27） - - - - 77
Lee H, et al 2011 ESD 806 4.2%（ 34） 3.5%（28） - - - - 78
Higashiyama M, et al 2011 ESD 924 3.0%（ 28） - - - - - 79
Okada K, et al 2011 ESD 647 4.3%（ 28） - - - - - 80
Sugimoto T, et al 2012 ESD 485 3.7%（ 18） 3.9%（19） - - - - 81
Goto O, et al 2012 ESD 1,814 5.5%（100） - - - - - 82

300 病変以上の胃癌を対象に行った検討で，切除方法ごとの偶発症頻度が報告されている英文論文より選択した．ただし，
空気塞栓は和文症例報告とした．

Table 4　偶発症の報告．

─ 7 ─



ガイドライン■胃癌に対する ESD/EMR ガイドライン 317Vol. 56 （2）, Feb. 2014

Gastroenterological Endoscopy

 2  ．非治癒切除
　絶対適応・適応拡大の治癒切除条件に一つでも
当てはまらない場合を非治癒切除とする．
　 非治癒切除の多くは，明らかなリンパ節転移の
リスクを伴うため追加外科切除の対象となる
（evidence level Ⅴ，推奨度C1） ．脈管侵襲がみ
られない場合，リンパ節転移頻度は，1） 3  cm 超，
分化型，pT1a，UL（＋）で 3.0％（7/230），2） 3
 cm 超，分化型，pT1b（SM1）で 2.6％（2/78），
3） 2  cm 超，未分化型，pT1a，UL（－）で 2.8％

（6/214），4）未分化型，pT1a，UL（＋）で 5.1％
（52/1,014），5）未分化型，pT1b（SM1）で 10.6％
（9/85）と報告されており，非治癒切除の場合に
は，リンパ節転移再発の可能性が高 い 4) ， 50) ， 51)  ．
　これらの非治癒切除の場合は，原則として追加
外科切除を選択する．
　しかし，非治癒切除であっても，分化型癌の一
括切除で側方断端陽性または分割切除のみが非治
癒因子であった場合は，追加外科切除のみならず，
施設の方針により，患者へのインフォームドコン
セントの後，再 ESD，焼灼法，無治療も選択肢と
なりうるが，慎重な経過観察が必要である．ただ
し，1） 3  cm 以下，分化型，pT1a，UL＋，2） 3
 cm 以下，分化型，pT1b（SM1），の場合は，内視
鏡を再検し遺残の大きさと標本内の大きさの合計
 が 3   cm を超える場合，または，SM 浸潤部で分割
切除あるいは断端陽性になった場合は，追加外科

切除を選択する（ Figure 2， 3   ）．

 Ⅴ　偶発症 
　代表的な偶発症としては，出血と穿孔があり，
報告による定義の違いによってその頻度に多少差
は あ る が， Table 4 の よ う に 報 告 さ れ て い
 る 41) ， 53) ～ 59) ， 61) ～ 64) ， 67) ～ 72) ， 75) ～ 82)  ．その他，頻度は低い
が留意すべき偶発症として，狭窄，肺炎，空気塞
栓の報告がある（ Table  4    ） 60) ， 65) ， 66) ， 73) ， 74) ， 76)  ．胃癌
ESD/EMR を施行するにあたり，偶発症の危険性
について常に念頭に置く必要がある．

 1  ．術中出血の対応
　ESD/EMR 中の出血，特に ESD 中の軽微なも
のを含めると出血は，ほぼ必発である．しかし，
その対応が不適切な場合には，循環動態などに影
響を及ぼし，輸血，緊急 Interventional radiology

（IVR），手術を要する偶発症となる可能性があ
る．よって，胃癌に対する ESD/EMR を安全に施
行するためには，ESD/EMR 中の出血に対する対
応は極めて重要である． ESD中の出血には止血術
後に切除の妨げにならない止血鉗子による凝固止
血法が望ましい（evidence level Ⅵ，推奨度C1  ） 83)  ．
ただし，状況によってはクリップ法，局注法も選
択肢となる．

Figure 4　固定標本の切り出し方法と腫瘍の拡がりの再構築図（例）．
a： 水平断端に最も近接している病巣に接線を想定し，この接線に対して垂直に最初の割
を入れる（切片 4）．つぎに，2.0～3.0mmの間隔で最初の割線に平行に割を入れる．

b： 割を入れた状態の固定標本の肉眼写真があると，腫瘍の粘膜内進展範囲や壁深達度を
再構築することができる．
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 2  ．後出血の予防
　ESD 後出血は，切除後の潰瘍面に残存する血管
に対して，止血鉗子などを用いて血管凝固処置を
行うことにより，7.4％から 3.2％に低下したとの
報告があ り 61)  ， 切除後の潰瘍面に残存する血管に
対して適切な予防処置を行う（evidence level 
Ⅴ，推奨度C1） ．一方で，過度な血管凝固処置は，
遅発性穿孔の危険があり注意が必要である．
　また， ESD/EMR後は，消化性潰瘍に準じてプロ
トンポンプインヒビターあるいはH2ブロッカーの
投与を行う（evidence level Ⅴ，推奨度C1  ） 84) ～ 91)  ．

 3  ．穿孔の対応
　 ESD/EMR中に穿孔した場合は，まず内視鏡的ク
リップ閉鎖を試みる（evidence level Ⅴ，推奨度
C1） ．内視鏡的クリップ閉鎖に成功した場合は，禁
飲食のうえで経鼻胃管挿入，抗菌薬投与などによる
保存的加療を行う．保存的加療にて経過観察が可
能な場合が多い が 41) ， 54) ～ 59) ， 62) ～ 64) ， 67) ， 68) ， 71) ， 75) ， 77) ， 81) ， 92)  ，
穿孔を閉鎖できなかった場合や，閉鎖できても腹
膜炎の所見が疑われる際には，外科医にコンサル
トし，手術適応を検討する．

 Ⅵ　術後長期経過 
 1  ．治療後経過観察
　「根治性の評価」の項目に示すように，ESD/
EMR 後は，切除標本の病理診断により根治度判
定を行い，その後の方針を決定する．根治性の高
い治療が行われた場合は治療対象胃癌の遺残・再
発と異時性多発胃癌の発生を念頭に置いた経過観
察をする．胃癌 ESD/EMR 後には，異時性多発胃
癌発生のリスクがあ る 93) ， 94)  ． 切除後の病理診断
で治癒切除の場合でも，異時性多発胃癌の発見を
主目的に年に 1-2 回程度の上部消化管内視鏡検査
による経過観察が望ましい（evidence level Ⅵ，
推奨度C1） ．日本胃癌学会編の胃癌治療ガイドラ
イン（医師用） 第 3  版 では治癒切除の場合，年 に
 1  ～ 2  回 の上部所消化管内視鏡検査による経過観
察を推奨している が 4)  ，年 に 1  回と 2  回 の内視鏡
検査による経過観察を比較した報告は存在しな
い．年 に 1  回 の内視鏡検査による経過観察によ
り，異時性多発胃癌の 95％以上が，ESD/EMR に

て対応が可能であったとの報告があ る 94)  ．
 　切除後の病理診断で適応拡大治癒切除の場合
は，上部消化管内視鏡検査に加えて， 年に 1  ～ 2
 回 の腹部超音波検査，CT検査などで転移の有無
を調べることが望ましい（evidence level Ⅵ，
推奨度C1）． 
　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 35) ， 95) ， 96)  ．切除後の病理診断で，分
化型の一括切除で側方断端陽性または分割切除に
より， 追加外科切除を必須としない非治癒切除と
判定された場合において，経過観察が選択された
際は，年 に 2  回 程度の上部消化管内視鏡検査によ
る慎重な経過観察を行うことが望ましい（evi-
dence level Ⅵ，推奨度C1） ．

 2  ．ヘリコバクター・ピロリ菌除菌
　無作為化比較試験にてヘリコバクター・ピロリ
の除菌により，異時性多発胃癌の発生頻度が年率
約 2 - 3％から， 約 1  ％ へ低下することが報告され
てい る 97)  ．一方，コホート研究および後ろ向き研
究において，除菌の有無による異時性多発胃癌発
生に差がない，という報告もあ り 98) ～ 100)  ， ヘリコ
バクター・ピロリ感染陽性症例では，除菌が推奨
される（evidence level Ⅱ，推奨度B）が，除
菌後も異時性多発胃癌の発生には留意が必要であ
る（evidence level Ⅳa，推奨度B） ．

 Ⅶ　病理 
 1  ．切除標本の処理
　病理診断は，標本処理を経て，組織学的に診断
することにより完遂する．標本処理には，新鮮標
本の伸展，ホルマリン固定，固定標本の切り出し
および切り出し前後の肉眼写真撮影が含まれる．
　新鮮標本を台板上で伸展し，速やかに 10％ホル
マリンに浸漬して固定する．標本の浸漬時間は，
室温で約 24～48 時間を目安にする．
　 病巣の辺縁部と水平断端の距離が最も短い部分
を組織学的に観察できるように最初の割を入れ
る．つぎに，2.0～3.0㎜の間隔で最初の割線に平
行に割を入れる（エビデンスレベルⅥ , 推奨度
C1） （ Figure 4 - a，b ）．
　 Figure 4 - a のごとく水平断端（すなわち粘膜切
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離断端）に最も近接している病巣に接線を想定し，
この接線に対して垂直に最初の割を入れ る 101) ～ 107)  ．
　 腫瘍の粘膜内進展範囲および壁深達度を再構築
するために，割を入れた状態の固定標本の肉眼写
真を撮影することが望ましい（エビデンスレベル
Ⅵ，推奨度C1  ） 101) ～ 107)  ．

 2  ．病理所見の記載方法
　腫瘍の組織型は，胃癌取扱い規約第 14 版 108)  に
準じて分類する．組織型のうち，高分化および中
分化管状腺癌と乳頭腺癌を分化型癌とし，印環細
胞癌と低分化腺癌を未分化型癌とする．なお， 複
数の組織型が併存する場合，各組織型を面積的に
優位な順に，すべて記載する（例：tub1＞pap＞
por）（エビデンスレベルⅥ，推奨度C1） ．
　壁深達度は癌浸潤の及んだ最も深い層をもって
表記する．なお，粘膜下層浸潤癌では，粘膜筋板
下端から最深部（癌浸潤の最も深い部分）までの
距離（μm）を計測し，その実測値が 500μm 未満
の場合を SM1（または pT1b1），それ以上の場合
を SM2（または pT1b2）と判定・表記する．
　上記の垂直浸潤距離は，接眼マイクロメーター
を用いて検鏡下で計測する．なお，癌巣内の潰瘍
または潰瘍瘢痕のため粘膜筋板が不明瞭な場合，
近接する既存の粘膜筋板を用いた仮想線を始点と
して垂直浸潤距離を計測す る 108)  ．また，粘膜筋板
の同定には抗 desmin 抗体を用いた免疫組織化学
染色が有用なことがある．
　癌巣内潰瘍または潰瘍瘢痕の有無の判定は，根
治度評価の際に必要となる．この癌巣内潰瘍は，

「良性胃潰瘍および瘢痕に類似する組織像を呈し，
潰瘍底部に癌組織を認めないか，極少であるもの」
と定義される．生検に起因する浅く狭い範囲の潰
瘍は含まな い 109) ， 110)  ．
　 脈管侵襲の有無は，特殊染色を併用して判定す
ることが望ましい（エビデンスレベルⅥ，推奨度
C1） ．
　静脈の同定には弾性線維染色（Elastica van 
Gieson 染色や Victoria - blue/Hematoxylin - Eosin
重染色）が，リンパ管の同定には抗リンパ管内皮
抗体（D2-40）を用いた免疫組織化学染色が有用
であ る 111)  ．

 利益相反 
　本ガイドライン作成委員，評価委員，査読委員
の利益相反に関して各委員には下記の内容で申告
を求めた．
 1  ．胃癌 ESD／EMR ガイドラインに関係し，委
員または委員と生計を一にする扶養家族が個人と
して何らかの報酬を得た企業・団体（50 音順）．
　開示基準は，役員・顧問職（100 万円以上），株

（100 万円以上），特許等使用料（100 万円以上），
講演料等（100 万円以上），原稿料等（100 万円以
上），研究費（個人名義 200 万円以上），その他の
報酬（100 万円以上）とした．
　エーザイ株式会社
 2  ．胃癌 ESD／EMR ガイドラインに関係し，委
員の所属部門と産業連携活動（治験は除く）を行
っている企業・団体．
　開示基準は，寄付講座（200 万円以上），共同研
究・受託費（200 万円以上），施許諾・権利譲渡（200
万円以上）, 奨学寄附金（200 万円以上）とした．
　ブリストルマイヤーズ株式会社，MSD 株式会
社，東レメディカル株式会社，中外製薬株式会社，
新日本製薬株式会社，ヤンセンファーマ株式会社，
厚生労働省科学研究費補助金，厚生労働省平成 25
年度がん研究開発費

 資金 
　本ガイドライン作成に関係した費用は，日本消
化器内視鏡学会によるものである． 
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