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早期胃癌に対する内視鏡治療の現況と将来展望
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　早期胃癌に対する内視鏡治療の進歩は目覚ましく，特に1990年代後半に開発された内視鏡的粘膜
下層剥離術 (endoscopic submucosal dissection: ESD) により内視鏡治療の適応も拡大され，早期胃癌
の3分の2を内視鏡的に切除できるようになった。ESDは広範な病変に対しても一括切除が可能で局

所再発率が低く，根治性の面で優れていることから急速に普及した。適応拡大については技術的な

側面とリンパ節転移の問題があり，現在多施設での前向き試験が行われている。治療困難例に対し

ては，外科手術における助手の役割と同様なトラクション (牽引) が有用であり，我々は2本の内視

鏡を用いるダブルスコープ法を考案し成果を上げている。次世代の治療として，腹腔鏡内視鏡合同

手術 (laparoscopic endoscopic cooperative surgery: LECS) が開発され，胃の間葉系腫瘍に行われてお
り，早期胃癌への応用も検討されている。内視鏡を用いて非開放性に全層切除する非穿孔式内視鏡

的胃壁内版切除術 (non-exposed endoscopic wall-inversion surgery: NEWS) も今後期待される治療で
ある。本稿では，早期胃癌に対する内視鏡治療の歴史を振り返り，現況と課題，将来展望について

概説する。
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はじめに

　早期胃癌に対する内視鏡治療は，1980年代に内視鏡

的粘膜切除術 (endoscopic mucosal resection: 以下EMR)1

が開発され，2 cm以下の小さな分化型粘膜内癌を中心

に内視鏡的に切除が可能になった。しかし，技術的な

制限から分割切除になることも多く2，病理学的な判定

が困難な場合も少なからずみられた。1990年代後半に

なり，広範な病変も一括切除が可能な内視鏡的粘膜下

層剥離術 (endoscopic submucosal dissection: 以下ESD)3

が開発され，急速に普及した。ESDは一括切除が可能

で病理学的評価も正確にできる長所がある反面，従来

のEMRと比較すると出血，穿孔などの偶発症の頻度も

高く，技術の習得にも時間がかかるなどの課題も指摘

されていた。本稿では，早期胃癌に対する内視鏡治療

の歴史を振り返り，現況と課題，将来展望について概

説する。

早期胃癌に対する内視鏡治療の歴史

　早期胃癌に対する内視鏡治療の起源は，スネア―に

よるポリープ切除が嚆矢である。最初のポリープ切除

は1969年，常岡4により報告されたスネア―でポリープ

を絞扼して機械的に切除する方法である。この方法

は，いわゆるcold polypectomyに相当し，最近大腸ポ

リープに対して適応が見直されている。その翌年から

高周波電流が応用され，安全にポリープの切除が行わ

れるようになった。1974年に小黒ら5により，隆起型胃

癌に対して初めてpolypectomyが応用され，胃癌治療へ

の可能性が示唆された。1983年には平尾ら6により現在

のESDの原型に近似した方法が示された。ERHSE

(endoscopic resection with local injection of hypertonic saline

epinephrine) という手技は，2本の内視鏡を用いて針状

ナイフにより病変の周囲切開を行い，把持鉗子で病変

を牽引してスネアで切除する方法である (図1)7。外科

医ならではの発想で開発された手技であり，今から30

年前に開発された先見性に敬服する。1984年にはEMR

の基本となるストリップバイオプシー法が多田8により

報告された (図2)9。Polypectomyを応用した手技である

が，早期胃癌に対する内視鏡治療の基本手技として位

置付けられた。従来は外科的手術が主流であった早期

胃癌に対して内視鏡治療が可能となったが，技術的な

限界から分割切除になる症例も多く (図3)，病理学的評

価の困難性，局所再発率の高さなどの問題点が指摘さ

れた。この問題点を解決するために開発されたのが内

視鏡的粘膜下層剥離術 (ESD) である。病変の大きさに

合わせて一括切除が可能であり，正確な病理学的評価

ができる点が最大の特徴である。この方法は国立がん
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センター中央病院のグループがITナイフ (切開器具) を

開発し10，実際の切除方法も確立した。技術的な難易

度は従来のEMRと比較して高いが，病変を確実に切除

し，局所再発率も低率であるため，ここ10年間での普

及，進歩には目をみはるものがある。技術的な難易度

を克服するために，様々な切開ナイフ，周辺機器の開

発がなされている。

内視鏡治療の適応

　日本胃癌学会が2010年10月に改訂した胃癌治療ガイ

ドライン第3版における内視鏡的切除の適応を表1に示

す11。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」とされている。この適応の理論的条件

としては，①リンパ節転移の可能性が極めて低いこ

と，技術的条件としては，②腫瘍が一括切除できる大

きさと部位にあることが明記されている。特に技術的

図2.  ストリップバイオプシー法の手技 (Tanabe, et al.  Gasrointest Endosc 1999; 50: 819-
22.9より引用)

図1.  ERHSE法の手技 (内沢ら.  胃と腸 1991; 26: 275-82.7より引用)
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図3.  EMRによる分割切除例 (2 cm大のIIc)

表1.  内視鏡治療の適応

絶対適応

　cT1a，2 cm以下，UL (-) の分化型 (tub1，tub2，pap) 癌

適応拡大

　①cT1a，2 cm超，UL (-) の分化型癌
　②cT1a，3 cm以下，UL (+) の分化型癌
　③cT1a，2 cm以下，UL (-) の未分化型 (por1，por2，sig) 癌

図4.  ESDで用いられる主な機器
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条件では従来のEMRにおいて確実に切除できる条件が

提示されているために，大きさも2 cm以下，UL (-) (潰

瘍を合併しない) という項目が含まれている。しかし，

過去の外科手術例での検討により，①の理論的条件が

拡大されつつある12。また，ESDの開発・普及により2

cmを越える大きな病変やULを合併する病変も一括切

除が可能となり，技術的条件の②も解決される可能性

が示唆され，さらなる適応拡大が検討中されている。

　適応拡大病変とは，①2 cmを越えるUL (-) の分化型

cT1a，②3 cm以下のUL (+) の分化型cT1a，③2 cm以下

のUL (-) の未分化型cT1aであり，未分化型については

脈管侵襲 (ly，v) がない場合にはリンパ節転移の可能

性が極めて低く，適応拡大してよい可能性がある。こ

れら適応拡大病変は従来のEMRでは不完全切除となる

可能性が高く，ESDを施行する必要がある。当科の長

期成績13においても，EMRを行った適応拡大病変の局

所再発率は12.5%に対して，ESDでは0.63%であり，有

意差を持ってESDでの治療精度の高さが示された (P <

0.05)。適応拡大病変については，現時点で十分なエビ

デンスはなく，実際の臨床現場においては臨床研究の

位置づけであり，慎重に施行することが推奨されてい

る。この適応拡大病変の長期予後については日本臨床

腫瘍研究グループ (Japan Clinical Oncology Group: JCOG)

の消化器内視鏡グループにおいて，多施設共同前向き

臨床試験を実施中であり，今後の結果が待たれる。

ESDの基本手技

　ESDで用いられる主な器材は，処置用内視鏡 (water-

jet装着)，切開ナイフ，高周波切開装置などである (図

4)。切開ナイフには，ITナイフ，フックナイフ，デュ

アルナイフなど様々なものが開発されている。いずれ

のナイフにも特徴があり，若干のコツが必要とされ

る。当科では小野の開発したITナイフ2を主として用い

ている。ITナイフの先端には絶縁体のセラミック製の

ボールが付いており，先端には熱が流れず穿孔を予防

する工夫がなされている。手前のブレードを粘膜に押

し付けながら粘膜切開を行い，粘膜下層を剥離してい

表2.  短期治療成績

絶対適応病変 適応拡大病変 適応外病変 計

病変数 1,066 (57%) 577 (31%) 236 (12%) 1,879 (100%)
一括完全切除 97.3% (1,037/1,066) 92.7% (535/577) 76.3% (180/236) 93.2% (1,752/1,879)
穿孔 3.0%   4.5% 9.7% 4.3%
後出血 4.4% 11.3% 7.6% 6.9%

図5.  ESDによる一括切除例 (2 cm大のIIc)

田邉　聡
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く。実際の手技を図5に示す。病変は前庭部小弯の2 cm

大のIIc型早期胃癌である (図5A)。色素散布にて病変を

確認し (図5B)，病変境界の約5 mm外側に針状ナイフを

用いてマーキングを行う (図5C)。次に，エピネフリン

とインジゴカルミン液を少量添加したグリセオールと

ヒアルロン酸の混合液を粘膜下層に局注し，ITナイフ

を用いてマーキング周囲の粘膜切開を全周性に行う (図

5D)。その後，粘膜下層を剥離して切除が完了する (図

5E)。損傷の少ない標本が切除され，正確な病理診断が

可能となる (図5F)。

ESDの短期治療成績

　当科における短期の治療成績を表2に示す。2002年

よりESDを本格的に導入し，2014年8月までに1,879病

変の早期胃癌に対してESDを施行してきた。病変の適

応条件では絶対適応病変，適応拡大病変が90%を占め

るが，適応外病変も10%にみられた。この適応外病変

には，ESDを施行したところ最終的に適応外と判定さ

れた病変および術前診断にて適応外病変であり本来外

科的手術の適応であるが代替治療としてESDが選択さ

れた病変が含まれている。一括完全切除率は，絶対適

応病変97.3%，適応拡大病変92.7%と良好な成績である

が，適応外病変は76.3%と低率であった。治癒切除率

は絶対適応病変，適応拡大病変を合わせて，95.7%と

良好であった。Odaら14は約1,000病変についてESDを施

行し，一括完全切除率93%と報告しており，当科の成

績と同様であった。偶発症としては後出血と穿孔が主

たるものであるが，後出血6.9%，穿孔は4.3%であった

が，外科的手術に移行した症例はなく保存的に治療し

えた。Odaらの報告も後出血6%，穿孔4%であり，当

科の成績とほぼ同様であった。

ESDの長期治療成績

　早期胃癌に対してESDとEMRを直接比較した大規模

なprospective studyはないが，早期胃癌に対する単施設

においてEMRとESDの局所再発率については若干の報

告がある。Ryuら15は局所再発率は，EMRでは9.6%，

ESDでは3.5%であったと報告している。Parkら16も局所

再発率について同様の報告をしており，EMR 18%，

ESD 3.7%とESDが良好な成績であった。このように，

単施設でのEMRとESDの局所再発率を比較した検討で

はEMRがESDに比して有意に高いことが示されてい

る。また，多施設の検討においてもESDはEMRと比較

して局所の遺残・再発率が低いことが報告されてい

る17。我々の検討にでも，局所再発率はEMR 4.2% (15/

359)，ESD 0.4% (1/264) であり，ESDはEMRと比較し

有意に局所再発が低くく，局所制御能に優れた治療手

技であると考えられる13。

　絶対適応病変の長期予後については過去の多数の外

科手術例の検討から，リンパ節転移はなく，転移再発

の報告もない。一方，現在適応拡大が検討されている

適応拡大病変についての長期予後については一定の見

解はない。今回，遡及的な検討ではあるが，当科を中

心に多施設 (11施設) での調査を行った18。その結果，

絶対適応病変7,979病変，適応拡大病変5,781病変の局

所再発率は，絶対適応病変0.22%，適応拡大病変1.26%

と有意に適応拡大病変で局所再発率が高率であった (P

< 0.05)。また，転移再発は，絶対適応病変には1例もな

く，適応拡大病変において6例 (0.14%) みられた。ESD

を適応拡大する理論的背景として，国立がんセンター

中央病院における外科切除例の他病死を除く5年生存率

が，M癌で99%，SM癌で96%であることから，M癌に

おいてはESDで1%以下の転移率，SM癌であれば4%以

下であれば外科切除と同等の成績と仮定できるとの考

え方が基本となっている。この理論的背景からすれ

ば，今回の転移再発の頻度は許容範囲内と言えよう。

また，早期胃癌に対する外科手術に関連した死亡率に

ついてKikuchiら19は851例中3例 (0.35%) と報告してお

り，外科手術においても一定の危険性を伴っている。

今回の検討で確認された転移再発例は全例が治癒切除

と判定されていたことを考慮すると，適応拡大病変の

内視鏡治療に際しては，1%以下ではあるが転移再発の

可能性を術前に十分に説明し，同意を得たうえで治療

に臨むことが重要であると考える。今回のような多施

設，多数例での転移再発に関する検討はなく，貴重な

報告である。

治療困難例に対するESD
(各種トラクションの試み)

　ESDは外科手術と異なり，助手の介助がない状態で

1本の内視鏡で処置を行うone-hand surgeryである。ESD

の手技はしばしば，「リンゴを片手でむくような手技」

に例えられる。その結果，ESDが開発され進歩・普及

したにもかかわらず，治療困難部位が存在する。病変

図6.  糸付きクリップ法 (Imaeda, et al.  World J
Gastrointest Endosc 2014; 6: 286-95.21より引用)

早期胃癌に対する内視鏡治療の現況と将来展望
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の局在部位としては穹窿部 (fornix)，体上部大弯，食道

胃接合部，幽門輪から十二指腸に浸潤する病変などが

挙げられる。また，5 cmを越えるような大型病変，潰

瘍瘢痕合併例なども治療に難渋する。このような病変

を安全かつ効率的に治療を行うために，外科手術と同

様にトラクションをかける方法が試みられている。小

山ら20の糸付きクリップ法 (図6)21，今枝ら22の把持鉗

子，本橋ら23のインパクトシューター，後藤田ら24のマ

グネット法などであるが，手技や準備が大変な場合

や，十分にトラクションがかからない場合もある。2本

の内視鏡を挿入して行うダブルスコープ法は1983年に

平尾ら6により報告されている。実際には手術室におい

て二つ光源装置を用いて，それぞれのスコープが観察

できる状態で行われた。二つの光源装置を用いたため

図8.  胃体上部後壁の高度瘢痕症例に対するダブルスコープESD

図7.  ダブルスコープESDで使用する機器

田邉　聡
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に光の干渉が問題となった。森田ら25も二つの光源装

置と特殊なオーバーチューブを用いたダブルスコープ

法を報告しているが，器材の準備と光の干渉が課題と

なった。当科では一つの光源装置により2本のスコープ

を差し換えて用いる，ダブルスコープESD (シングルス

コープシステム) を開発し，報告してきた26。一つの光

源を用いているため光の干渉は起こらず，内視鏡室の

ワーキングスペースも犠牲にならない。細径スコープ

と把持鉗子の準備があれば，ESDの途中で困難な局面

に遭遇した場合に，直ちにダブルスコープへ切り替え

ることが可能であり，治療困難例に有効な治療法の一

手段と考えている。

内視鏡治療の将来像

　上述したように，近年では検診や内視鏡診断技術の

向上などにより胃癌も早期の段階で発見される機会が

増え，ESDに代表される内視鏡治療により低侵襲治療

が望める疾患となった。しかし，現状ではESDで治療

できる病変も分化型の粘膜内病変が主体であり，未分

化型や粘膜下層癌については外科的胃切除が標準治療

となっている。胃癌治療ガイドラインでは，定型的な

胃切除術は幽門側胃切除術，もしくは胃全摘術と規定

されており，術後合併症としてダンピング症候群や摂

食量の低下など，その後の生活の質 (quality of life:

QOL) の低下が課題となっている。

　超高齢化社会を迎え，基礎疾患を合併した高齢者の

増加が予想される。粘膜下層癌が疑われる場合には，

標準的治療は外科手術であるが，超高齢者では術後の

QOLの低下が危惧される。このような症例に対して

は，ESDと腹腔鏡治療を組み合わせた究極の低侵襲治

療が検討されている。すなわち，早期胃癌の局所治療

はESDで切除し，リンパ節廓清についてはセンチネル

理論 (sentinel node) を用いた腹腔鏡手術により行う方

法である。胃が温存され，転移リスクの高いリンパ節

切除が行われるため，術後のQOLが保たれる。

　ESDをさらに進歩させた胃の全層切除についても近

年注目されている。Hikiら27は経口内視鏡で必要最小限

の範囲で胃壁全層を切除する腹腔手術内視鏡合同切除

術 (laparoscopic endoscopic cooperative surgery: LECS) を

考案した。これはまず内視鏡を用いてESDと同様の方

法で病変周囲の粘膜切開および粘膜下層を全周性に切

開した後，筋層を意図的に穿孔させて病変を全層切除

し，腹腔鏡で胃壁欠損部を縫合するという術式であ

る。病変を内視鏡で視認しながら過不足ない範囲で切

除できるため，過剰な胃切除を回避できるメリットが

あり，2014年から保険適用となっている。LECSの対象

症 例 は 現 時 点 で は 胃 の 消 化 管 間 葉 系 腫 瘍

(gastrointestinal stromal tumor: GIST) を中心に行われて

いる。

図9.  噴門直下のGISTに対するLECS (Hiki, et al.  Surg Endosc 2008; 22: 1729-35.27より引

用)
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　しかし，穿孔式の胃癌手術は腹腔内への癌細胞播種

の可能性から禁忌とされている現状において，Inoue

ら28は腹腔鏡を用いて，病変周囲の腹膜筋層を切開後

に病変を外側に牽引し，基部を自動縫合器で切離する

combination of laparoscopic approaches to neoplasia with

non-exposure technique (CLEAN-NET) を考案し，良好

な成績が報告されている。胃を穿孔させずにより最小

限の範囲で病変を局所切除できる術式として胃癌にも

応用されている。

　一方，Gotoら29は病変切除時に主に内視鏡を用いて

非開放性に全層切除する非穿孔式内視鏡的胃壁内版切

除術 (non-exposed endoscopic wall-inversion surgery:

NEWS) を考案した。術中に胃が穿孔せず，胃の内外が

交通しないことから，医原性腹膜播種を危惧する必要

がなく，胃癌に対しても局所全層切除が施行し得る。

NEWSとセンチネルリンパ節ナビゲーション手術を融

合させた縮小手術が2014年より導入されている。将来

この治療は，胃を温存しリンパ節を廓清する究極の低

侵襲治療になることを期待している。

おわりに

　早期胃癌に対する内視鏡治療について歴史を振り返

りながら，現況と将来展望について概説した。ここ約

30年間における内視鏡治療の進歩には目をみはるもの

がある。今後の超高齢化社会においてますますその必

要性が増していくと思われるが，低侵襲であるはずの

内視鏡治療もその適応と手技を誤れば，不完全な治

療，さらには重篤な合併症を引き起こし，患者に不利

益を与えることになる。根治性と安全性を常に考慮し

た，より低侵襲治療の開発，臨床応用が望まれる。日

本発の内視鏡治療がより発展することを切望する。
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Present status and future perspective of endoscopic treatment for
early gastric cancer

Satoshi Tanabe

Division of Therapeutic Endoscopy, Department of Advanced Medicine, Research and Development Center
for New Medical Frontiers, Kitasato University School of Medicine

Rapid progress has been made in endoscopic treatment for early gastric cancer.  In particular, the development
of techniques for endoscopic submucosal dissection (ESD) in the latter part of the 1990's broadened the
indications for endoscopic therapy, allowing about two thirds of all cases of early gastric cancer to be resected
endoscopically.  ESD permits en bloc resection of even large lesions, with a low rate of local recurrence and
a high rate of curative resection.  These factors have led to the rapid dissemination of ESD.  Further extension
of the indications for ESD is limited by the technical difficulty of the procedure and a potential risk of lymph-
node metastasis.  Prospective multicenter studies are now being performed to address these problems.  In
difficult to treat cases, the application of traction, similar to that applied by a surgical assistant during open
surgery, is useful, and we have developed a double-scope technique in which two scopes are used simultaneously
and have obtained good outcomes.  Techniques for laparoscopic endoscopic cooperative surgery (LECS) have
been developed as a next-generation procedure and used to treat gastric stromal tumors.  The application of
LEC to the treatment of early gastric cancer is now being evaluated.  Non-exposed endoscopic wall-inversion
surgery (NEWS) has been developed as a new technique for non-open, endoscopic full-thickness resection
and is further contributing to improved treatment outcomes.  In this paper, we look back on the history of
endoscopic treatment for early gastric cancer and outline the current status, related issues, and future prospectives.

Key words: early gastric cancer, endoscopic treatment, endoscopic mucosal resection, endoscopic submucosal
dissection, expanded indication
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