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はじめに：胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡下切除は積極的に行われているが，胃内発育型腫瘍
の切除では，過剰な胃粘膜が切除され，術後の変形を来すこともある．さらに，胃食道移行部，
幽門輪近傍の病変では，噴門側，幽門側胃切除といった術式が選択されることもある．方法：
2006 年 7 月より 2007 年 7 月に胃内発育型胃粘膜下腫瘍に対して腹腔鏡・内視鏡合同胃局所切
除（laparoscopy endoscopy cooperative surgery；以下，LECS）を行った 12 例の手術成績を従
来の腹腔鏡下胃局所切除 17 例と比較した．LECSは，内視鏡的粘膜下層切開剥離術を用いて，
胃内腔から切除線を決定し，腹腔鏡下で漿膜・筋層切開を行い，腫瘍摘出を行う方法である．
手術時間，術中出血量，自動縫合器使用数，開腹移行率，術後の胃拡張，食事摂取開始時期，
在院日数を調べた．結果：LECSは胃食道移行部，幽門輪近傍の病変を含む 12 例で，開腹への
移行や合併症なく施行され，術後成績も従来法と同等であった．LECSの平均手術時間は約 30
分従来法より長く，術中出血は約 12ml 多かった．自動吻合器使用数（2.1±0.8 回）は，対照
（3.2±0.5 回）より有意に少なかった．考察：LECSは最小限の胃壁切除で胃粘膜下腫瘍切除が可
能であり，胃食道移行部，幽門輪近傍の病変にも応用可能である．

緒 言
Gastrointestinal stromal tumor（以下，GIST）を

はじめとする胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡下胃局
所切除は手技も確立され，治療の第 1選択と言っ
ても過言ではない．一方，腫瘍の部位によっては
腹腔鏡のアプローチが困難となることもあり，局
在によって，さまざまな手術方法が選択されてい
る１）２）．腫瘍発育が胃内であるか，胃外であるかに
よって，手術方法は変わってくる．胃外発育型で
は腹腔鏡自動縫合器を用いた simple wedge re-
section により，腫瘍は容易に切除される３）．しか
し，胃内に発育の主座がある場合，後壁病変，胃
食道移行部（esophagogastric junction；以下，
EGJ）近傍，幽門輪近傍の病変では，simple wedge
resection は困難となることが多く，可能であって

も何度も自動縫合器を使用して，過剰な胃壁切除
を伴うことも少なくない．胃内病変に対して，le-
sion lifting 法４）が適応されるが，やはり過剰な胃切
除を伴うことがある．切離線の決定が困難となる
ために，EGJ 近傍，幽門輪近傍の病変では，おの
おの噴門側胃切除，幽門側胃切除といった過剰な
胃切除を伴う術式が選択されることも多かった．
胃内手術は，過不足ない切除線を決定できる方法
として行われたが５）６），ワーキングスペースが狭い
こと，後壁病変にしか適応できないことから繁用
されているとはいいがたい．
我々は正確な切離線を決定する目的で，内視鏡

の endoscopic submucosal dissection（以下，ESD）
を用いて，腫瘍辺縁における粘膜下層までの切開
を行い，腹腔鏡下にこの切除線に沿い切離する新
しい胃局所切除：腹腔鏡・内視鏡合同胃局所切除
（laparoscopy endoscopy cooperative surgery；以
下，LECS）を行っており，その方法を発表した７）．
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Fig. 1 Setup and port cite position. The surgeon 
stood on the patient’ s right side, with the first as-
sistant on the patient’ s left side, the laparoscopist 
in the expanded legs, and either the endoscopic op-
erator or assistant positioned at the top of the pa-
tient’ s head. A camera port was inserted into the 
inferior umbilical lesion using an open technique. 
Four additional ports（three 5-mm ports and a 12-
mm port）were inserted into the left upper, left low-
er, right upper, and right lower quadrants, respec-
tively, under pneumoperitoneum of 10 mmHg, 
with a view of the laparoscopic image.

LECS の導入により胃の切除範囲は最小となり，
EGJ 近傍，幽門輪近傍の病変であっても，胃切除
を行うことなく，術後の胃の変形を最小限に抑え
て腫瘍を摘出できる．本稿では当院における
LECSの経験を報告する．

対象および方法
対象：2006 年 7 月より 2007 年 7 月に胃内発育

型胃粘膜下腫瘍 12 例に対して LECSを行い，対
照として 2005 年 7 月より 2006 年 6 月に従来の
simple wedge resection３）を行った 17 例と手術成
績を比較した．患者背景，腫瘍の診断および局在
を記載した．手術時間，術中出血量，自動縫合器
使用数，開腹移行率を調べた．術後の食物停滞（上
腹部膨満，腹部X線検査における胃拡張，24 時間
以上の絶食を以って，食物停滞と診断した），食事
摂取開始時期，在院日数を調べた．
データは平均値±標準偏差で表記し，統計学処

理は χ2検定（fisher’s），student t test を用いた．
P＜ .05 を有意とした．
術式
I．トロッカーの位置選択
1．気腹用トロッカーは臍下部からOPEN法に

て，バルーン付きトロッカーを挿入し，気腹し，
カメラポートとする．
2．左側の 2本の鉗子用トロッカー（5mm）は助

手，右側上の鉗子用トロッカー（5mm）は術者の
把持鉗子用，右側下の鉗子用トロッカー（12mm）
は超音波凝固切開装置，リガシュア，腹腔鏡自動
縫合器の挿入用として用いる（Fig. 1）．
II．術式選択
内視鏡＋腹腔鏡により胃内発育型か胃外発育型

かを確認し，胃内発育中心の場合，LECSを選択す
る．術式選択のために術中内視鏡による病変の確
認を行う際，内視鏡の送気によって，腸管ガスが
増加すると，手術操作の弊害となるので，クラン
プ鉗子を用いて，空腸クランプを行う．トライツ
靭帯の肛門側 3～5cmあたりで空腸クランプを行
うが，クランプ鉗子を用いると，ポートを追加し
て造設する必要がない（Fig. 2）．空腸クランプを
行う際は，腸管膜の血管損傷，空腸漿膜損傷など
に十分に注意し，またクランプを解除したあとの

血流障害，損傷がないことを注意深く確認する．
術中内視鏡と腹腔鏡検査の所見を併せて，胃内方
向に腫瘍の主座があるかどうかを確かめる．胃外
発育が認められた場合，従来の腹腔鏡下胃局所切
除を行った．
III．周囲血管処理（病変部の胃壁露出）
腫瘍切除において最小限の血管を処理する．病

変周囲の血管を含む膜を超音波凝固切開装置を用
いて，丁寧に 1枚 1枚剥がすように切開して血管
が露出された層に至った時点で，止血しつつ血管
を処理する．
IV．新しい局所切除法：LECS
内視鏡操作：ESDテクニックを用いた粘膜の

トリミング
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Fig. 2 Confirmation of the tumor location. Follow
ing clamping of the jejunum using clamp forceps
（AESCULAPⓇ, Tokyo, JAPAN）at 10―20 cm on 
the anal side of the treiz ligament（Fig. 1）, the tu
mor location was confirmed by intraluminal endo
scopy（H260, Olympus, Tokyo, Japan）.

Fig. 3 Marking around the tumor for endoscopic 
submucosal resection. The newly developed endo-
scopic submucosal dissection（ESD） technique was 
used. First, the periphery of the tumor was 
marked using an Argon plasma coagulation with a 
forced 20-W coagulation current（PSD-60；Olym-
pus, Tokyo, Japan）, as close as possible to the tu-
mor edge.

1．内視鏡下にアルゴンプラズマレーザーにて，
腫瘍切離ラインを粘膜面からみた腫瘍の立ち上が
りから 2～3mm外縁を指標に，マーキングする
（Fig. 3）．
2．マーキングに沿って，ITナイフを用いて，粘

膜―粘膜下層の切離を 4�5 周性に行う（Fig. 4）．
3．内視鏡側より，鉗子を用い切離線の 1か所を

押し当てるようにして，腹腔鏡の切離開始点を確
認する．この部位を腹腔鏡下に観察しながら，内
視鏡下に ITナイフにて人工的に穿孔させる．
腹腔鏡下操作：漿膜・筋層切開
1．内視鏡下に作成された穿孔を超音波凝固切

開装置を利用して拡大する．大きくなった穿孔よ
り，リガシュア TM（Tyco Autosuture，Tokyo，Ja-
pan）を挿入し内視鏡の切離ライン上を内視鏡＋
腹腔鏡観察下にオンラインで切除してゆく（Fig.
5）．
2．4�5 周に胃壁全層切除を行うが，切除を進め

てゆくに従って腫瘍は腹腔内に反転される．切除
が完了した時点で，切離開始部位と腫瘍付着部の
2点を支持として吊り上げて，自動縫合器を用い
て切離断端を閉鎖する（Fig. 6a）．腫瘍付着部を支

持点の一つとして胃壁を挙上するために胃壁は全
周性に切除せず 4�5 周の切除にとどめる．通常は，
胃切除が選択されるような食道―胃接合部（Fig.
6b）・幽門輪（Fig. 6c）近傍病変においても LECS
は応用が可能であり，これらの場合，自動縫合器
を使わずに，腹腔鏡用受針器を用いた腹腔鏡下縫
合技術（ハンドスーチャーリング・テクニック）で
胃壁の閉鎖を行う．
V．simple wedge resection（対照）
術中内視鏡下に腫瘍の位置を確認しつつ，自動

縫合器を用いて，胃壁外より腫瘍を包み込むよう
に胃の局所切除を行う．

結 果
患者背景は Table 1に，性別，年齢，body mass

index，術前合併症，主訴を示すが，背景は対照と
有意差はない．LECSの主訴は 12 例中 10 例が検
診発見であった．腫瘍の局在・診断を Table 2に
示す．LECSでは，食道・胃接合部（以下，EGJ）
近傍前壁病変 1例，体上部前壁病変が 3例，体上
部後壁病変が 3例，体中部前壁病変が 1例，体下
部後壁病変が 1例，幽門輪近傍病変が 1例，幽門
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Fig. 4 Endoscopic submucosal resection around 
the tumor. After injection of diluted epinephrine 
（0.5%）into the submucosal layer, a small initial in-
cision was made with a standard needle knife in 
the 100-W ENDO-CUT mode with effect 3 and the 
tip of the IT knife inserted into the submucosal 
layer. Then, three quarters of the marked was cut 
circumferentially using the IT knife in the 100-W 
ENDO-CUT mode.

Fig. 5 Laparoscopic seromusclar dissection. The 
tip of the needle knife was apparent beyond the se-
romusclar layer and artificial perforation was car-
ried out in the 100-W ENDO-CUT mode. The tip of 
the ultrasonically activated device was inserted 
into the perforation hole, and seromusclar dissec-
tion commenced. Followed this procedure, a fur-
ther seromusclar layer was dissected along the in-
cision line using the Ligasure vascular sealing 
system.

Fig. 6 Laparoscopic local resection. The tumor（nonresected part）and the edge of the incision line was then lifted 
up using forceps by the assistant and the incision line was closed using laparoscopic stapling devices（Endo-GIA 
laparoscopic stapler, Tyco Autosuture, Tokyo, Japan）（Fig. 6a）. These procedures dissected the tumor and only 
minimal extra tissue area of the stomach wall. The tumor was located near the esophago gastric junction（Fig. 6b）
or pyloric ring（Fig. 6c）, the closure of the defect in the gastric wall was performed by laparoscopic hand suturing 
technique because laparoscopic stapling devices need enough space for suturing.

a b

c
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Table 1 Patients characteristics

P valuesLECS（n＝12） CONV（n＝17）

4/84/13Male/Female Sex
0.65158 ± 1462 ± 13Average（y）Age

34 ― 7334―72Range（y）
0.72922 ± 1  22 ± 3（kg/m2）Body mass index

Preoperative complication
0.4141 （  8%）0 （  0%）Diabetes

0 （  0%）0 （  0%）Ischemic heart disease
0 （  0%）0 （  0%）Liver cirrhosis

0.403  4 （33%）3 （18%）Hypertention
Symptom

1.000  11Epigastric pain
0.414  10Nausea
0.5531016No symptom

Data are presented as means±SE. Body mass index＝Body weight/Height2（kg/m2）,  CONV＝ Con
ventional wedge resection, LECS＝Laparoscopy and Endoscopy Cooperative Surgery.

Table 2 Clinicopathologic characteristics of submucosal tumor（SMT）

P valuesLECS（n＝12） CONV（n＝17）

Location of tumor
10esophago gastric junction, anterior
33Upper, anterior
31Upper, posterior
19Middle, anterior
14Middle, posterior
20Lower, anterior
10Remnant stomach, posterior

0.003Main location of tumor
16Extra and intra-gastric type
11  11Intra-gasric type

0.8263.2 ± 0.63.2 ± 0.6Tumor size（cm）
2.0 ― 4.22.2― 4.0

1.000Pathological diagnosis
10（83%）14（82%）Gastrointestinal Stromal Tumor
2（17%）3（18%）Schwannoma

Data are presented as means±SE, CONV＝ Conventional wedge resection, LECS＝ Lapa-
roscopy and Endoscopy Cooperative Surgery.

側胃切除後・残胃病変が 1例であったのに対し
て，対照では，EGJ 付近，幽門輪近傍，残胃など
の症例は認めなかった．LECSにおいてすべての
病変は胃内発育を伴っており，内 1例は胃外発育
が主体であったが，胃内発育部分も大きく，LECS
を選択した．LECSの腫瘍径は 3.2±0.2cmで，対
照と有意差はなかった．当院における胃粘膜下腫
瘍の腹腔鏡下手術の適応は 2cm以上，5cm以下で

あるので，巨大な腫瘍は除かれている．LECSの最
終病理組織学的診断は，GIST 10 例，神経鞘腫 2
例であった．
手術成績は Table 3に示すように，LECSの平

均手術時間は 145±15 分で対照の 110±32 分と比
較して，有意に長かった（P＝0.001）．術中出血は
16±9ml であり，対照の 4±4ml と比較して有意に
多かった．自動吻合器使用数は 2.1±0.8 回と，対照
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Table 3 Operative data

P valuesLECS（n＝12） CONV（n＝17）

0.001145 ± 35  110 ± 32  Operation time（min）
0.00116 ± 184 ± 4Intraoperative blood loss（mL）
0.0012.1 ± 0.83.2 ± 0.5Number of Endo-GIA used
0.2460（0%）0（0%）Conversion to open surgery

Postoperative complications
0（0%）0（0%）Gastric fullness 
0（0%）0（0%）Anastomotic leakage
0（0%）0（0%）Anastomotic stenosis
0（0%）0（0%）Anastomotic bleeding

0.3211.2 ± 0.61.5 ± 0.5Time until start of oral intake（days）
0.4757.1 ± 2.27.9 ± 2.4Postoperative hospital stay（days）

Data are presented as means±SE, CONV＝ Conventional wedge resection, LECS＝ Lapa-
roscopy and Endoscopy Cooperative Surgery.

の 3.2±0.5 回と比較して LECSでは有意に少な
かった．開腹への移行を認めず，胃拡張，縫合不
全，狭窄，出血などの術後合併症も認めなかった．
食事開始は平均 1.2±0.1 日であり，術後在院日数
は 7.1±0.4 日であり，いづれも対照と有意差を認
めなかった．

考 察
腹腔鏡下胃局所切除は胃粘膜下腫瘍８），早期胃

癌９）に用いられるが，腫瘍の局在により，難易度が
異なることが特徴であり，本法の標準化につなが
らない理由でもある．EGJ 近傍，幽門輪近傍を除
く胃外発育型病変であれば，単純に自動縫合器を
用いて胃壁を挟み込むように腫瘍を切除すること
は極めて容易であり，本法を選択することに異論
はない．しかし，内腔発育型の腫瘍を切除すべく
胃壁ごと挟み込むと過剰な胃壁を切除してしま
う．lesion lifting 法は Ohgami ら４）によって開発さ
れた極めて有用な胃局所切除であり，早期胃癌の
切除にも応用されてきた．しかし，ESDテクニッ
クの進歩により早期胃癌における胃局所切除の適
応症例は激減した．内腔発育型の胃粘膜下腫瘍に
おいて Lesion lifting を応用することもあるが，こ
の方法を用いても，胃壁の過剰切除を伴うという
欠点は補えない．このように，従来の方法では正
確な切除線で胃局所切除を行うことは困難であ
る．胃内手術はこの点では正確な切除線をもって，
胃の局所切除を行うことを目的とした方法であ

る５）６）．しかし，腫瘍の局在に制限があるという難
点があり，主に後壁病変に対して行われる．胃内
手術におけるワーキングスペースは狭く，特に病
変がEGJ 近傍，幽門輪近傍になるとその難易度は
増す．
LECSは胃内発育を伴う胃粘膜下腫瘍に対し

て，我々の開発した手技である．近年，急速に繁
用されている内視鏡によるESDテクニック１０）を
用いて，腫瘍辺縁の粘膜を切除することで，正確
な切除線を決定し，この切除線上を腹腔鏡下に漿
膜・筋層を切離することで，過剰な胃壁切除を避
けることができる．術後の胃変形も最小となり，
結果として，食物停滞などの合併症を予防できる．
定量的に切除量に測定したわけではないが，
LECSの切除標本の胃壁切除量は明らかに少な
い．直接的に胃壁の切除量が少ないことを反映し
ているとも言いがたいが，LECSでは従来の Sim-
ple wedge resection と比較して，有意に使用した
自動縫合器数が少ない．
LECSは残胃を含めて，広い適応に行われてい

るのに対して，Simple wedge resection では，EGJ
や幽門輪近傍病変は適応から外れてしまう．
LECSが導入される前の対照症例に Simple
wedge resection を行っていた期間では 1例の噴
門側胃切除，2例の幽門側胃切除が行われている
のに対して，LECS導入後はGISTに対する胃切
除が行われることはなくなった．EGJ 近傍，幽門
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輪近傍の病変は従来，噴門側胃切除，幽門側胃切
除の選択が余儀なくされ，術後の quality of life
（QOL）を低下させる結果となることも少なかっ
た．胃壁の閉鎖方法を腹腔鏡下縫合技術（ハンド
スーチャーリング・テクニック）を用いることで，
LECSは EGJ 近傍，幽門輪近傍の病変にも応用で
きる，適応の広い手技である．LECSをこれらの病
変に用いることで，EGJ や幽門輪に極めて近い病
変であっても，過剰な胃切除を避けることができ
る．
LECSは従来法と比較して，手術時間が約 30

分長く，出血量も 12mL程度多かったが，これら
は大きな差ではない．むしろ，保険診療の観点か
ら，現時点ではESDと腹腔鏡下胃部分切除の術式
をカバーすることはできないので，これを解決す
るためには今後の前向き研究によるデータの蓄積
が必要である．
LECSの現在の適応は，胃内発育部分を持つ 5

cmまでの胃粘膜下腫瘍で，腫瘍の粘膜面への露
出を伴わないものである．粘膜下腫瘍のDelle に
伴う潰瘍などの存在は腫瘍細胞が腹腔内へ散布す
る危険性があるので，現時点では LECSの適応か
ら外している．将来的には腫瘍を反転する前に袋
などに包み込むなどの工夫により，適応を広げら
れるかもしれない．当院で，1946 年～1999 年間の
胃平筋原性腫瘍 135 例のリンパ節転移と腫瘍径の
関係を検討した結果，2cm未満では転移や再発症
例が認められなかったことからその切除基準を 2
cm以上としている．リンパ節転移ならびに脈管
侵襲を来した症例はいずれの症例も腫瘍径 5cm
以上であり，当院における粘膜下腫瘍の切除適応
を 5cm以下と定めている．EGJ 上や幽門輪上の腫
瘍に関しては，今後検討が必要であるが，その他
の部位については制限をもたない．
LECSは GISTを含む胃粘膜下腫瘍に対して安

全に，計画された切除線に対して正確な切除を行
える方法である．早期胃癌や腫瘍が露出した病変
では，腹腔内へそれらの腫瘍が露出し腫瘍散布す
る可能性が否定できないためさらなる今後の工夫
が必要であろう．また，十二指腸カルチノイドな
どの粘膜下腫瘍に対する先端透明キャップを利用

した内視鏡下粘膜切除（endoscopic mucosal re-
section using a cap-fitted panendoscope ，
EMRC）と腹腔鏡下縫合技術（ハンドスーチャー
リング・テクニック）を併せた切除１０）も広義の
LECSと呼べる．つまり，腹腔鏡，内視鏡を併せて
腫瘍を切除するという新たな手術展開 LECSの
概念が今後展開していくと思われる．現段階で
LECSは全く新しい概念であり，保険請求は腹腔
鏡下胃部分切除での請求のみ行っている．将来的
には内視鏡・腹腔鏡合同手術という術式が認めら
れるであろう．
LECSは腹腔鏡と内視鏡手術の利点を融合する

ことで理想的な胃粘膜下腫瘍の切除を可能とし
た．
本論文のイラストはすべてレオン佐久間氏に描いて頂
いた．また英文校正は沖田典子氏にお願いした．お二人に
謝辞を述べたい．
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New Technique for Laparoscopic Wedge Resection for Gastric Submucosal Tumor：
（Laparoscopy Endoscopy Cooperative Surgery）
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Shigekazu Ohyama, Yasuyuki Seto, Masatoshi Ohya, Junji Yamamoto,

Akio Saiura and Toshiharu Yamaguchi
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Background：Despite the spread of laparoscopic wedge resection for gastric submucosal tumor, there re-
mains a problem on removal of the excess mucosa in resecting a tumor with intraluminal growth, which some-
times leads to postoperative deformity of the stomach. In addition, distal or proximal gastrectomy may re-
place in cases located around the pyloric ring or esophago-gastric junction. Then we have developed a new
technique, Laparoscopy and Endoscopy Cooperative Surgery（LECS）which is an effective approach for sub-
mucosal tumor regardless of characteristics. Methods：A total of 12 patients underwent LECS between July
2006 and July 2007 in our hospital. In LECS, resection line is determined from within the abdominal cavity us-
ing endoscopic submucosal dissection（ESD）. A seromuscular incision is made laparoscopically and lesion is
then removed. Operation time, intraoperative blood loss, number of staplers, conversion to open surgery, post-
operative gastric dilatation, time to oral intake, hospital stay were compared with 17 cases with conventional
laparoscopic approach. Results：LECS was completed successfully in all patients including cases adjacent to
the esophago-gastric junction or pyloric ring；neither conversion to open surgery nor complications were oc-
curred. Surgical outcomes were comparable to those of conventional procedure. Mean operation time was
about 30 minutes-longer and postoperative blood loss was 12ml more than conventional approach. The num-
ber of staplers used for excision in LECS（2.1±0.8 pieces）was significantly less than conventional group（3.2±
0.5 pieces）. Conclusions：LECS is an effective procedure for resecting a submucosal gastric tumor with mini-
mum removal of the stomach wall. In addition, this approach can be applied for lesions located at the vicinity
of the esophago-gastric junction or pyloric ring.
Key words：gastric submucosal tumor, gastrointestinal submucosal tumor（GIST）, endoscopic submucosal

dissection（ESD）, laparoscopic wedge resections
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