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要 旨 

日本消化器内視鏡学会では，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として「大腸ESD/EMRガイドライン（第2版）」

を2019年に作成した．大腸ポリープに対しては，ポリペクトミーやEMRなど通電を伴う内視鏡切除がこ

れまで適用されてきたが，最近，通電を伴わないcold polypectomyを導入・実施する施設が増えてきてい

る．そこで，新たな知見を加えて，cold polypectomyに関する追補版を作成することとなった．しかし，

各ステートメントに関してのエビデンスレベルは不十分なものが多く，今後は臨床現場での追補ガイド

ラインの検証が必要である． 
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はじめに 

内視鏡による大腸がんスクリーニングにおいて，発見された腺腫性病変の内視鏡切除が大腸癌の発生

および死亡率の低下につながることが科学的に証明されているが 1)，切除方法の選択については施行医や

医療機関の判断に委ねられている．従来のポリペクトミーや内視鏡的粘膜切除術（endoscopic mucosal 

resection：EMR）などの通電を伴う内視鏡切除では一定数の後出血や穿孔などの偶発症が報告されてお

り，より安全かつ確実な切除法が望まれてきた．近年欧米では，より技術的に簡便で偶発症の発症を抑

えることを目的とした通電を伴わない cold polypectomyが行われるようになってきた．本邦でも最近cold 

polypectomy を導入・実施する施設が増えてきている． 

日本消化器内視鏡学会のガイドライン委員会は，2019 年に「大腸 ESD/EMR ガイドライン」を第 2 版

として改訂したが 2)，ESD/EMR の内容が中心で cold polypectomy についての提言は含まれていない. そ

こで，新たな知見を加えて，「大腸 cold polypectomy ガイドライン」を大腸 ESD/EMR ガイドラインの

追補版として作成することとなった． 

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 2014」3)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 clinical question

（CQ）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． 



 

 

 

 

Table 1．推奨の強さとエビデンスレベル． 

推奨の強さ 

  1：強く推奨する 

  2：弱く推奨する（提案する） 

  なし：明確な推奨ができないもしくは推奨の強さを決められない 

エビデンスレベル 

  A（強）：効果の推定値に強く確信がある 

  B（中）：効果の推定値に中等度の確信がある 

  C（弱）：効果の推定値に対する確信度は限定的である 

  D（とても弱い）：効果の推定値がほとんど確信できない 

 

 

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 9 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．このうち，主副 2 名の委員が中心とな

り作成を行った．そして，作成委員会でその内容を十分に吟味し最終案を確定した．また評価委員とし

て，消化管内視鏡医 4 名，消化管病理医 1 名の計 5 名が評価を担当した（Table 2）． 

 

  



 

 

Table 2．大腸 cold polypectomy ガイドライン（大腸 ESD/EMR ガイドライン追補）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（国際医療福祉大学医学部） 
 委員⾧ 藤本 一眞（国際医療福祉大学医学部） 

ワーキング委員会 
 委員⾧ 田中 信治（広島大学大学院医系科学研究科内視鏡医学） 
 作成委員⾧ 田中 信治（広島大学大学院医系科学研究科内視鏡医学） 

 作成委員（主） 浦岡 俊夫（群馬大学大学院医学系研究科消化器・肝臓内科学） 

 作成委員（副） 滝沢 耕平（静岡県立静岡がんセンター内視鏡科） 
 委員 樫田 博史（近畿大学医学部消化器内科） 
  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（慶應義塾大学医学部腫瘍センター） 
  山野 泰穂（札幌医科大学消化器内科学講座） 
  斎藤 彰一（がん研究会有明病院内視鏡診療部） 
  久部 高司（福岡大学筑紫病院消化器内科） 
  八尾 隆史（順天堂大学医学部人体病理病態学） 
  渡邊 昌彦（北里大学北里研究所病院） 

  吉田 雅博（国際医療福祉大学市川病院人工透析・一般外科） 

 評価委員⾧ 斉藤 裕輔（市立旭川病院消化器センター） 
 副委員⾧ 鶴田  修（久留米大学医学部消化器病センター内視鏡診療部門） 
 委員 五十嵐正広（がん研究会有明病院内視鏡診療部） 
  豊永 高史（神戸大学附属病院光学医療診療部） 

  味岡 洋一（新潟大学大学院医歯学総合研究科分子･診断病理学） 

協力学会 大腸癌研究会，日本大腸肛門病学会，日本消化器病学会 

 

 

2）エビデンスレベル，推奨度，ステートメント 

診療の方向を左右する重要な適応，術前診断，手技，偶発症，周術期管理，病理組織学的診断，遺残・

再発に対する臨床疑問（CQ）を 6 項目設定した．各 CQ に関するキーワードを選定し，PubMed および

医学中央雑誌にて 2011 年 9 月から 2019 年 7 月までの期間で，系統的に文献検索を行った．不足あるい

は検索漏れおよび検索期間外の文献に対してはハンドサーチにより適宜追加した．検索した文献を評価

して重要な文献を採用し必要なエキスパートオピニオンを加え，各 CQ とそれに対するステートメント

を含めた解説文を作成した．そして，作成委員は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 1）． 

作成されたステートメントと解説文を用いて CQ 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，作成委員により修正 Delphi 法による投票を行った．修正 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を求めたうえ



 

 

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 

本ガイドラインが取り扱う診療対象は，大腸ポリープに対して cold polypectomy による内視鏡切除を

受ける患者である． 

また，利用対象者は，cold polypectomy を施行する臨床医である．ガイドラインはあくまで標準的な

指針であり，個々の患者の意志，年齢，併存疾患，社会的状況などにより慎重に対応する必要がある． 

 

4）本論文内容に関連する著者の利益相反  

 本ガイドライン作成委員，評価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．本ガ

イドラインに関係し，委員個人として何らかの報酬を得た企業・団体について：報酬（100 万円以上），

株式の利益（100 万円以上，あるいは５％以上），特許使用料（100 万円以上），講演料等（50 万円以上），

原稿料（50 万円以上），研究費，助成金（100 万円以上），奨学（奨励）寄付など（100 万円以上），企業

などが提供する寄附講座（100 万円以上），研究とは直接無関係なものの提供（５万円以上）． 

 

（後日掲載） 

 

5）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より提供された． 
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大腸 cold polypectomy ガイドライン 
 

CQ1：Cold polypectomy の適応病変は？ 

ステートメント：病変の完全切除の観点から，腺腫と術前診断された 10 mm 未満の病変に限定されるこ

とが推奨される． 

修正 Delphi 法による評価：中央値 8，最低値 7，最高値 9  

推奨の強さ：1，エビデンスレベル：B  

 

解説文： 

通電をしない cold snare polypectomy（CSP）と通電を伴う hot snare polypectomy（HSP）を比較した



 

 

多施設ランダム化比較試験（RCT）1)において，CSP による 4～9 mm のポリープ完全切除割合は HSP

と同等であった（98.2％ vs. 97.4％）．CSP と HSP を比較した 3 本のメタアナリシスにおいても完全切

除割合に差を認めず 2)～4)，偶発症発生割合も同等で，手技時間は HSP よりも CSP のほうが短かった 2),3)．

CSP は 10 mm 未満に比し 10 mm 以上のポリープにおいて，一括切除および断端陰性の割合が低く 5),6)，

現時点で 10 mm 以上のポリープの切除には推奨できない．また， CSP と EMR と比較した RCT7)にお

いて，6～9 mm での不完全切除割合は EMR（1.5％）よりも CSP（8.5％）で有意に高かった．したがっ

て，CSP の適応は腺腫に限定し，完全一括切除が望ましい癌を疑う病変では EMR を選択すべきである． 

以上より，10 mm 未満と術前診断された腺腫を CSP の適応とする．癌を除外するうえで，術前の画像

強調・拡大観察を用いた精度の高い質的診断が推奨される． 

なお，cold polypectomy にはスネアを用いる CSP の他に，鉗子を用いる cold forceps polypectomy（CFP）

がある．CSP と CFP を比較した RCT の 2 試験において，5 mm 以下と 7 mm 以下のポリープのいずれ

においても CFP より CSP は完全切除割合が高く 8),9)，cold polypectomy としては CSP を推奨する．一

方で，3 mm 以下の腺腫性ポリープを対象とした CFP の単群前向き試験 10)において完全切除割合は 100％

であり，手技的簡便性や切除標本の確実な回収を考慮すると，3 mm 以下のポリープであれば CFP も許

容される． 
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CQ2：Cold polypectomy における偶発症は，通電を伴う内視鏡切除よりも少ないのか？ 

ステートメント：通電を伴う内視鏡切除と比較して後出血は少なく，穿孔はほとんどない． 

修正 Delphi 法による評価：中央値 8，最低値 8，最高値 9  

推奨の強さ：なし，エビデンスレベル：C 

 

解説文： 

 通電を伴う内視鏡切除における偶発症の発生頻度は，ホリペクトミーと EMR で，それぞれ術中穿孔率

0.02～0.05 ％，0.09～0.58％，後出血率 1.1～1.3％，1.4％と報告されている 1)～3)．一方，10 mm 未満の

小病変に対する cold polypectomy は，多施設共同前向き観察研究により後出血・穿孔などの偶発症が極

めて少ない手技であることが示されている 4),5)． 

Cold polypectomy に関連する偶発症についての 4 本のメタアナリシスが報告されているが 6)～9)，それ

らによると，後出血は通電を伴う内視鏡切除と比較して cold polypectomy において少ない傾向にあるが，

統計学的な有意差はいずれにおいても認めていない．穿孔については，メタアナリシスで採用された RCT

のいずれにも認められなかったため，有意性を検討することができなかった．メタアナリシスで採用さ

れた各 RCT において，偶発症を主要評価項目に検討した RCT は 1 報のみであり，その他は他因子を主

要評価項目としており十分に検討されていない． 

Cold polypectomy は，通電を伴う内視鏡切除よりも偶発症の発症率を抑える可能性があるが，今回の

メタアナリシスのみでエビデンスが強いとは十分言えず，本 CQ に対するエビデンスおよび推奨度は弱

とする． 

なお，欧州消化器内視鏡学会のガイドライン 10)では，5 mm 以下の微小病変にはスネアを用いた cold 

polypectomy が，高い手技の確実性と偶発症発症の少なさから強く推薦されている．6～9 mm の非 Ip 型

ポリープについても，安全性のエビデンスが低いものの，同手技が推奨されている． 
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CQ3：抗血栓薬内服患者における cold polypectomy の後出血のリスクは，通電を伴う内視鏡切除よりも

低いか？ 

ステートメント：抗血栓薬内服患者の後出血リスクが低い可能性がある． 

 

修正 Delphi 法による評価：中央値 8，最低値 8，最高値 9  

推奨の強さ：なし，エビデンスレベル：C 

 

解説文： 

抗血栓薬内服継続下での cold polypectomy の有用性については複数の報告がなされているが，cold 

polypectomy と HSP を比較した RCT は単施設からの 1 報のみである 1)．ワルファリン継続症例に対す

る CSP 群と HSP 群（コントロール群）における後出血率を比較した検討では，コントロール群におけ

る後出血率が 14％であった一方，CSP 群においては後出血を認めなかった．抗血栓薬継続例（多剤併用

も含む）を対象とした非盲検単群試験の報告では，後出血率は 0～1.2％と，リスク増加を認めなかった
2)～4)．文献検索期間対象外となるが，抗凝固薬内服継続下 CSP 群と従来のヘパリン置換術併用の通電を

伴う内視鏡切除群での後出血率を比較した多施設 RCT では，抗凝固薬内服継続下 CSP 群の非劣性を認

め，両者の安全性は同等であることが示された 5)． 

以上，抗血栓薬内服継続下の小病変（10 mm 未満）に対して cold polypectomy は，抗血栓薬の中止に

よる血栓症リスクや，ヘパリン置換術により生じる後出血リスクを回避する可能性はあるが，現時点の

エビデンスレベルは十分ではない． 
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CQ4：Cold polypectomy 検体における病理組織学的診断精度は，通電を伴う内視鏡切除検体と同等か？ 

ステートメント：病変の組織学的質的診断は同等もしくは優れているが，断端診断は劣ることが多い． 

 

修正 Delphi 法による評価：中央値 8，最低値 7，最高値 9  

推奨の強さ：なし，エビデンスレベル：C 

 

解説文： 

CSP 切除検体内に粘膜筋板は約 80％で認められ 1),2)，HSP と同等とする報告 3)がある一方で，CSP 後

潰瘍底からの生検検体内に粘膜筋板が 62％で認められたとの報告もある 4)．したがって CSP で切除され

る粘膜筋板は一部分のみであり，粘膜筋板まですべて切除することは困難と考えられる．また深部断端

の評価に関しても CSP では 21％が陽性/不明とされ 1)，EMR と比較しても陽性/不明が多い 5)．以上よ

り，CSP では深部断端および粘膜下層浸潤の評価が困難であり，病変が癌であった際の病理組織学的根

治度判定は不可能なことが多い． 

側方断端に関しても陽性/不明となる割合は CSP で EMR より高い（EMR：38％ vs. CSP：57％）5)．

一方で，側方断端陽性/不明 67.1％に対して，実際に切除部位の追加 EMR 検体内に腫瘍遺残を認めたの

は 3.9％のみと乖離が認められている 6)．以上より，CSP においては側方断端の評価が困難であると同時



 

 

に，側方断端のみで腫瘍遺残を評価することも困難と考えられる． 

また，CSP では検体の紛失（未回収），吸引回収による検体損傷，EMR 検体のように伸展させた状態

でホルマリン固定されないことなど，標本作製時の問題により病理組織学的評価が困難となることが指

摘されている．また，burning effect がないために断端の位置を把握することが困難な場合もある．CSP

と HSP の両者に共通して言えることであるが，断端陽性の場合には陽性判定が可能であるが，「真の陰

性」の判定は極めて困難である． 
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CQ5：Cold polypectomy 後の病理組織診断が癌であった場合，追加外科切除をすべきか？ 

ステートメント：詳細な病理組織学的因子の判定が不能な場合は追加外科切除を考慮すべきである． 

 

修正 Delphi 法による評価：中央値 8，最低値 7，最高値 9  

推奨の強さ：2，エビデンスレベル：D 

 

解説文： 

本 CQ に対する文献検索を行ったが，適切な文献は抽出されなかった． 

CSP による切除深度は，HSP や EMR と比べて浅く，切除検体において病理組織学的に粘膜筋板およ

び粘膜下層の同定が困難なことや，垂直断端が陽性となる可能性がある 1)～3)．病理組織学的診断が癌で

あった場合の深達度診断は，極めて困難で，その後の治療方針の決定に影響を与える．大腸癌研究会発

刊の「大腸癌治療ガイドライン医師用」4)では，内視鏡切除された pT1 大腸癌が垂直断端陽性の場合，

癌の局所遺残や切除標本による浸潤先進部の正確な病理組織診断ができないなどの問題から追加外科切

除を強く推奨しており，pT1 癌の所属リンパ節転移リスク因子（粘膜下層深部浸潤，低分化腺癌・印環



 

 

細胞癌・粘液癌，浸潤先進部の低分化領域・粘液結節，簇出，脈管侵襲）を一因子でも認めれば，リン

パ節郭清を伴う腸切除を弱く推奨している．しかし，CSP 後に pTis 癌と病理組織学的に診断された場合

の追加外科切除を推奨すべきか否かは明確ではなく，追加外科切除を施行しない場合の適切なサーベイ

ランス法も確立されていない．CSP 後の深達度診断が不明のまま，経過観察中に発生した局所再発に対

して EMR を行った結果，最終病理診断が進行癌であった症例が報告 5)されたことにも注目すべきである． 

以上，現時点では，詳細な病理組織学的因子の判定が不能な場合は追加外科切除を考慮し，患者に現

状を説明したうえで，今後の方針を検討するべきである．また，cold polypectomy を行う際には，通電

を伴う内視鏡切除よりもさらに正確な術前内視鏡診断が求められる． 
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CQ6：Cold polypectomy 後の遺残・局所再発率は，通電を伴う内視鏡切除後よりも高いのか？ 

ステートメント 6-1：CSP 後の局所遺残割合は HSP とほぼ同等である． 

修正 Delphi 法による評価：中央値 8，最低値 7，最高値 9   

推奨の強さ：なし，エビデンスレベル：C 

ステートメント 6-2：CSP 後の局所遺残割合は EMR より高い可能性がある． 

修正 Delphi 法による評価：中央値 8，最低値 7，最高値 9   

推奨の強さ：なし，エビデンスレベル：D 

 

解説文 6-1： 

CSP 直後の遺残について文献検索すると，4～9 mm の病変を対象として HSP と比較した RCT1)にお

いて，両者の局所遺残割合は同等であった（1.8％ vs. 2.6％）．CFP の検討に関する文献はなかった． 

CSP および CFP 後の局所再発に関しては，9 mm 以下の腺腫を対象とした CSP の前向き単群試験 2)

で，3 週間後の瘢痕部に再発が認められたのは 105 例中 1 例（0.98％）であった．CSP と HSP の比較試

験は 8 mm 以下を対象とした後ろ向き研究の 1 報のみで 3)，3 年間の局所再発は CSP，HSP のいずれに

おいても認められなかった．CFP 後については，後ろ向き研究 4)にて 59.7 カ月の経過で 17％の局所再発

割合であったが，そのうち definite（瘢痕上もしくは同じ部位と判断される再発）は 4％のみで，probable



 

 

（肛門縁からの距離などより同じ部位と推測される再発）が 13％であった．Cold polypectomy 後は切除

後瘢痕の同定が困難な場合が少なくなく，現時点では，多数例かつ経過観察期間の十分な前向き研究に

よるデータが存在しないため，局所再発について言及することは困難である． 

 

解説文 6-2： 

遺残について CSP 直後と EMR 直後とで比較した RCT5)において，切除後潰瘍底および辺縁 4 方向の

生検で腫瘍遺残が認められた割合は EMR（1.5％）よりも CSP（8.5％）で有意に高かった．報告はこの

一報のみであるが，局所遺残割合は EMR より CSP は高い可能性がある． 

局所再発についても検索したうえでまとまった報告は認めなかったが，小病変切除後の局所再発割合

は，EMR に比し CSP のほうが高いと推測される． 
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