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胃がんの病因

9割以上でH.p.が関与
・ Cag-A, Vac-Aなどの細胞障害因子

→ 萎縮性胃炎と腸上皮化生、背景に発生する分化型胃癌

・ H.p.感染者に起こる非萎縮領域の未分化癌

H.p.の関与しない胃癌（約1割）
① EBV関連胃癌

②胃底腺癌（胃型形質の低異型度分化型胃癌）

③ H.p.陰性未分化癌・ H.p.陰性印環細胞癌

④自己免疫性胃炎に関連した胃癌

⑤遺伝性胃癌 FAPに伴う胃癌 など



胃癌の罹患率

男性：第１位 女性：第３位

統計（１）



胃癌の死亡数

男性：第２位 女性：第４位

統計（２）



胃癌の5年生存率

第３位

統計（３）



解剖



解剖（２）



食道 esophagus ①
食道‐胃接合部 E-G junction
噴門 cardia
穹窿部 （＝胃底部）fundus (fornix) ②
胃体部 gastric body,corpus ③
幽門部（前庭部） pyloric (antral) zone④
胃角部 anglar region (angulus) , gastric angle⑤
幽門 pylorus ⑥
幽門輪 pyloric ring
十二指腸休部 bulbus (1st portion)  ⑦
十二指腸下行脚 descending (2nd) portion ⑧

前壁 anterior wall , a.w.
後壁 posterior wall , p.w.
小彎 lesser curvature
大彎 greater curvature

解剖用語



局在コード



形態コード



略語

GF gastrofiber 胃ファイバースコープ
GIF gastrointestinal fiberscope
GFS gastrofiberscope
GS gastroscope (電子）内視鏡
EUS   endoscopic ultrasonograpy

EMR  endoscopic mucosal resection  内視鏡的粘膜切除術
ESD endoscopic submucosal dissection  内視鏡的粘膜下層剥離術

tub1 well differentiated tubular adenoicarcinoma
tub2 moderately differentiated tubular adenoicarcinoma
por poorly differentiated adenocarcinoma
sig     signet-ring cell carcinoma
sci scirrhouus

circ circumfererentioal involvement 全周性



早期胃がんの診断
NBI観察・拡大内視鏡・超音波内視鏡



狭帯域光観察（Narrow Band Imaging= NBI）では、血液中のヘモグロビンに
吸収されやすい2つの波長（青色光：390～445nm／緑色光：530～550nm）の
光で照らして観察．粘膜表層の微細血管構造（MVP)と微細表面構造（MSP)
が強調して表示される。

特殊光診断 NBI・BLI etc.



NBIにて早期発見された胃癌症例



拡大内視鏡

８０倍までズームアップが可能



拡大NBI観察によるDemarcation lineの同定



拡大NBI観察によるMSP・MVPの判定



超音波内視鏡（EUS）による深達度診断



早期胃がんの治療



内視鏡的粘膜切除（EMR）はESDの登場とともに
廃れてしまった（ずれる、大型や不正形の病変は無理）

内視鏡的粘膜切除（EMR）



内視鏡的早期悪性腫瘍粘膜下層剥離法
（Endoscopic Submucosal Dissection)



胃癌のESD適応

治癒切除
分化型M癌 UL (-) , ２ｃｍ以下

ly0,  v0,  HM0,  VM0

適応拡大切除
①２ｃｍを超える分化型M癌 UL(-)
②３ｃｍ以下 分化型M癌 UL(+)
③２ｃｍ以下 未分化型M癌 UL (-)
④３ｃｍ以下の分化型SM１癌500μｍ未満、ly0, v0, HM0, VM0

どこまでがESD適応か？
癌センターでのOp.症例 LN転移率の詳細データより
適応拡大を暫定

JCOG study による予後調査・確認



ESDのメリット

➀切除範囲が正確かつ最小限

術後疼痛も少なく，機能回復も早い。
入院期間も短期間（約１週間）で済む。
EMRに比べ遺残率・再発率は極めて低い。

➁静脈麻酔

全身麻酔より身体への負担が軽く済む。

➂合併症も低率（出血・穿孔等も内視鏡で対応可能）。



症例（１） H.p.除菌後の萎縮粘膜を背景にした境界不明瞭な癌
ESDに際して拡大NBI観察が範囲決定に有用であった例









Well differentiated tubular adenocarcinoma, M, ly0,v0, HM0, VM0 
→ tub1, T1a, N0, M0 eCuraA



TNM分類 T因子

UICCの胃癌Tisはがん登録上は現状T1aに含める



TNM分類 他の因子



病期（ステージ）分類

内視鏡治療は赤枠だけ



治療アルゴリズム



内視鏡治療の根治性評価



症例（２）（Hp陽性例)



Signet ring cell carcinoma, M, ly0,v0, HM0, VM0 
→ sig, T1a, N0, M0 eCuraB



症例（3） Hp陰性低分化型胃癌



poorly differentiated adenocarcinoma, M, ly0,v0, HM0, VM0 

→ por 1, T1a, N0, M0 , eCuraB



追加治療アルゴリズム





Well~moderately differentiated tubular adenocarcinoma, SM1.5mm, ly1,v0, HM0, VM0 

→ tub1＞tub2, T1b2 Distal Gastrectomy (DG)



poorly differentiated adenocarcinoma, MP, Ly1a,V1a, pPM0, pDM0 
→ por1＞por2, pT2(MP), INFc, pN2, M0   DG


