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胃切除後の胃空腸吻合部に発生したポリープ状の粘膜隆起病変は,1965年のNikoraiらのgastritis

cysticaという報告に始まり,現 在ではLittlerら(1972年)の いうgastritis cystica p01yposa(以下

GCPと 略す),あ るいは古賀ら (1976年)の いうstomal polypoid hypertrOphic gastritisといわれて

いる。最近になり,CCPを 母地として発生したと思われる吻合部残胃癌が報告されるようになり,そ

の発生機序について関心が持たれている。今回われわれは,十 二指腸漬瘍にて胃切除(Biriloth II法)

後,36年 目に発見された吻合部早期残胃癌の1例を経験したので報告する。症pllは71歳の男性で,胃

空腸吻合部に全周性の無茎性ポリープ様病変を認め,組 織学的には幼若な胃小寓上皮の過形成と幽門

腺類似の粘液腺の過形成および嚢胞化が特徴的で,CCPと 考えられた。さらに病巣の一部には高分化

型腺癌が散在しCCPを 母地として発生した吻合部早期目癌と考えられた。
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はじめに

胃切除後の胃空腸吻合部に発生したポ リープ状の粘

膜隆起病変を,1972年 Littlerら1)はポリープ状嚢胞性

胃炎 (Castritis cystica polyposa以 下 GCPと 略す)

と名付けて報告した。本邦においては,古賀らのが1976

年に,慢 性の吻合口炎が,ポ リープ状に成長したとい

う意味で,吻 合部 ポ リープ状肥厚性 胃炎 (Stomal

polypoid ttpertrophic gastritis以下 SPHGと 略す)

と命名 し報告した。最近になって CCPを 母地 として

発生したと考えられる吻合部残胃癌が報告されるよう

になりゆ~81,その発生機序について関心が持たれてい

る。今回,われわれは病理組織学的に GCPと 考えられ

る吻合部の広範な病変の中に多発した吻右部早期残冒

癌を経験 したので,病 理組織像ならびに臨床像につき

若子の考察を加え報告する.

症  例

患者 :71歳,男 性.

主訴 t食後上腹部不快感.
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科

家族歴 :特記すべき事はなし.

既往歴 1昭和26年 (32歳)に 十二指腸潰瘍にて広範

囲胃切除術 (Birlloth II法),昭 和59年 (65歳)に 胃平

滑筋腫にて腫瘍核出術.

現病歴 !昭和62年 2月 ,腹 部膨満および嘔吐が出現

し近医を受診,イ レウスの診断で保存治療を受け症状

寛解した。その後まもなく,食 後上腹部不快感が生じ

るようになったが,特 に治療を受けず放置していた.

平成元年 5月 ,健 診を希望して再び近医を受診し胃内

視鏡で胃空腸吻合部の異常を指摘され同年 7月 ,精 査

目的で当院紹介となった。

入院時現症 :体格,栄 養は中等度で浮腫はなく,貧

血,黄 痘を認めず表在 リンパ節も触知しなかった。腹

部は平担かつ軟で正中に手術瀬痕を認めたが,肝 ,牌 ,

腫瘤は触知しなかった。

入院時一般検査 :血液像,肝 機能,腎 機能に異常な

く便 溶 血 も認 め な かった が, c a r c i n o e m b r y o n i c

antigen(以下 CEAと 略す)が5.2ng/mlと 上昇を示し

た くTable l).

上部消化管造影所見 :胃空腸吻合は Birlloth II法

で行われており圧迫撮影で,吻 合部の隆起性病変が疑
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Table l  LaboratOtt llndings On adHlissiOn

WBC 6660/1 mo

RBC 426× 104/mm。、HtJb 12 9g/dク、Hct 40 2%

Pクt 137× 103/mm'

T―P 62g/dク、ALB 37g/dク

GOT 13mu/mク、GPT 9mU/mク、chE 067▲PH

ALP 146mじ/m夕、γ―GTP 7mu/nク、LAP 41mu/alタ

L DH 300mu/mク、T―Blク o5熙=/d夕、D一BI夕 01コg/dタ

T―CH0 167mg/dク

FttS 79mg/dタ

C E A  5 2 n g / mク

Fig.l TOrose lesion Of gastrOjejunostomy site

研′as suspected by gastrointestinal study (AliO、v)

われたが,手 術操作による変化が強い部位であるため

X線 像のみでは病変の質的診断は不可能だった (Fig.

1).

胃内視鏡所見 :吻合部胃側には腫大 した foldを認

め,そ の前壁側には一部発赤 した無茎性ポ リープ状の

隆起性病変を認め,同 部の生検では高分化型腺癌 と診

断された (Fig。2).

手術所見 :平成元年 8月 22日,手 術を施行した。前

回の手術は結腸後胃空腸吻合で行われてお り,吻 合部

付近には腫瘤を触れなかった.ま た腹膜, リンパ節お

GCPを 母地として発生したと考えられた早期残胃癌    日 消外会誌 24巻  8号

Fig. 2 Gastric fiberscopy showing sessile polypoid
lesion with rubor in anterior wall of the gastric
side of anastomosis. (Allow)

Fig. 3 A : Macroscopic findings of the resected
stomach showing the sessile polypoid lesion at
the anastomosis site in between allows. B : Mao
of the resected stomach.

よび他臓器への転移は肉眼的に認められず,残 胃全摘

術を施行し,ROux‐en‐y吻 合で再建した。
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ng。 4 Histological indings of the sessile polypoid

lesion.HE.stain × 50.

切除胃肉眼所見 :胃空腸吻合線に沿って,ほ ぼ全周

性にわたる無茎性の胃粘膜隆起性病変を認めた (Fig.

8A)。 こ の隆起性病変は残胃の大弯側においてやや著

明で,同 部では粗大結節状を示した。表面の性状はい

ずれもち りめん状の紋理を示し,周 囲の正常粘膜 と明

らかな差果は認められなかった。 し かも周囲の正常胃

粘膜ひだと漸次移行していた。

組織学的所見 :吻合部の隆起性病巣は,や や過形成

を示す胃小寓上皮と,幽 門腺類似の粘液腺の過形成お

よびその嚢胞化よりなり,既 存の胃底腺組織は著しく

萎縮していた(Fig。4).過 形成変化を示す胃小笛上皮

は軽度の核の腫大を伴い,低 円柱状の細胞質を持ち,

再生上皮に類似 した。さらに一部では鋸歯状配列を示

し,軽度の細胞異形性を伴 うところも散見された(Fig.

5A).腸 上皮化生については,胃小笛上皮組織内に少数

の杯細胞 とパネー ト細胞を認めた。また,粘 膜固有層

深部では胃底腺組織はほとんど見られず,大 部分は幽

門腺に類似する粘膜腺上皮に置換され, これらの上皮

は粘膜固有層深部から粘膜下層の深部にまで深 く侵入

し, しばしば大小の嚢胞状拡張構造を示したが,細 胞

異形性はほとんど認めなかった (Fig.5B).こ れらの

所見は GCPの それと一致した。また,吻合部以外の残
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Fig. 5 A: Histological findings showing hyper'

plasia of the juvenile foveolar epithelium. H.E

stain. x250. B: Histological findings showing

many cystically dilated glands. H.E stain. x250'

胃は軽度の完全型腸上皮化生を伴 う萎縮性胃炎よりな

り, 胃角小弯側の粘膜下層には小さな異所性胃襲胞を

認めた。

さらにGCP療 巣の うち大弯側の粗大結節状の隆起

を示す部位には,GCP病 巣内の表層部にみられる胃小

寓上皮を置換し増殖する高分化型の管状腺癌を認め,

癌腫の一部は粘膜下層の表層部にまで,浸 潤増殖して

ぃたり (Fig.6)。腫瘍の発生部位は,模 式図に示すご

とく多発していたが(Fig.3B),いずれもGCP病 巣内

に限局しその大部分は粘膜内に限局しており, リンパ

節転移,脈 管侵襲はいずれも認められなかった。

以上のごとく,本 疾患は胃良性疾患で部分切除され

た胃空腸吻合部に GCPを 生じ, しかもその中に多発

する高分化腺癌を認めることより,GCPを 母地 として

発生した早期胃癌 と診断した。

考  察

胃空腸吻合部の胃側に発生するポ リープ状の粘膜過

形成降起性病変は,1965年の Nikoraiら1いの Castritis
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Fig. 6 High power view of the well differenciated
adenocarcinoma. H.E stain. x500.

cysticaという報告に始まり,現 在では,Ltttlerら1)の

いうgastritis cystica pOlyposaあるいは,古 賀らのの

ヽヽ う stomal polypOid hypertrophic gastritisといわ

れてヽヽる。

その頻度は少なく,本 邦ではわれわれの検索 した限

りでは自験例を含めて24例の報告がみられるにすぎな

い11).初回手術術式はいずれも胃良性疾患に対する冒

切除術で再建は Birlloth II法が施行されてお り,初 回

手術より第 2回 目手術までの期間は最短 2年 ,最 長36

年 と多岐にわたっている。良性疾患においては,術 後

の十分な経過観察が行われていない症例もあると考え

られ,GCPが 発生 しながら見逃されている症例も多い

のではないかと推測された。また術後胃透視のみでは

病変の発見は困難で,定 期的な胃内視鏡検査が必要で

あると考えられた。

CCPの 病理学的特徴は古賀 らによると1り
,肉眼的に

は,1)胃 空腸吻合部の胃側粘膜の無茎性ポ リープ状隆

起である。2)正 常粘膜ひだに漸次移行する。3)均 一

に腫大した胃小区を見る。組織学的には,1)胃 小衛上

皮の幼若化および胃小筒の延長を見る。2)幽 門腺類似

の粘液腺の増生及び嚢胞化があ り,体部腺は萎縮する。

3)粘 膜筋板が円弧状に挙上する。4)粘 液腺が粘膜下

層に侵入する。5)中 等度の慢性炎症細胞浸潤が見られ

るなどを上げている。

その成因としては,Lituerら 11)は吻合部胃粘膜の空

腸側への脱出を考え,Crirelら 121は
胃粘膜の脱出だけ

では説明できないとし,吻 合操作による腺の粘膜下侵

入があるのではないかと述べている。円城寺ら1りは,術

後のアルカリ逆流性胃炎の21jをあげ,ま たこれまで報

告された症例はすべて Birl10th II法であることより

GCPを 母地として発生したと考えられた早期残胃癌    日 消外会誌 24巻  8号

4

胆汁や腸液などの逆流による化学性刺激の反復が成因

であると唱え,現在ではこの説がよく支持 されている。

GCPに 癌腫を併発 した症例は,本邦ではわれわれが

検索 しえた限 りでは,岩 下 らりの報告以来,自 験例を含

めて 9例 あ り,最 近 は GCPを 前癌病変 とす る報告
1ゆ

も見 られる。貝原 ら1'はラットの発癌実験によ り残 胃

痛の発生要因 として,1)十 二指腸内容の逆流によるび

らんと萎縮性 胃炎の発生,2)胃 内に逆流 した胆汁酸の

関与.3)胃 切除による胃内酸度の低下を挙げている。

われわれの症例で も癌腫は GCP病 巣内に限局 し, し

かも多発性に発生 していた ことより,CCPを 母地 とし

て,吻合部早期残 胃癌が発生 した可能性が示唆 された。

文  献

1)Littler ER,Gleibemann E: Cattritis cystica

polyposa (Gastric mucosal prolapse at gas‐

troenterOstomy site,with cystic and iniltrative

epithelial hyperplasia). Cancer 29 1 205-209,

1972

2)古 賀 淳 ,渡辺英仲,遠城寺宗知 :胃腸吻合部に見

られるポリープ状病変,吻 合部ポリープ状肥厚性

胃炎.福 岡医誌 67:285-296,1976

3)岩 下明徳,黒 岩重和,遠 城寺宗知ほか :StOmal

polypOid hypertrophic gastritis(SPHG)(gastri_

tis cystica polyposa:GCP)に 発生した I型 早期

胃癌の 1例 .胃 と腸 1711333-1339,1982

4)福 地創太郎,中島哲二,松川正明ほか :十二指腸漬

瘍で胃切後19年 目に診断された残胃吻合部早期胃

癌 (IIa)の 1例 .胃 と腸 17:1329-1332, 1982

5)岡 本勝司,二 村雄次,早 川直和ほか i Gattritis

cysdca polyposaを母地として発生したと思われ

る残胃吻合部 IIc型早期胃癌の 1例.Gastroenter‐

ol Endosc 28:582-586, 1986

6)松 井昭彦,岡 島邦雄,石 井正則ほか :Gastritis

cystica polyposaを母地として発生した残胃吻合

部癌の 1例。日臨外医会誌 47:1469-1475,1986

7)石 川秀樹,岡澤 崇 ,井上利道ほか ,有茎性に発生

した Gastritis cystica pOlypOsaより発生した残

胃早期癌の 1症 例.GattrOenterol EndOsc 29:

2247 -ヽ2251, 1987

8)細 川 治 ,山 道 昇,中 泉治雄 ほか :Gastritis

cystica polypOsaと合併した残胃早期癌の検討,
GastrOenterol Endosc 30:314--319, 1988

9)胃 癌研究会編 i胃癌取扱い規約.改訂第11版.金原

出版,東 京,1985

10)Nicolai N,Muller D: The clinical and path‐

ologic anatomical picture of cystic gastritis.

Bruns Beiter Klinchir 210 i 367-378, 1965

1 1 ) 六角裕一, 土 屋敦雄, 野 水 整 ほか : G a s t r i t i s

c y s t i c a  p o l y p o s a の1 例. 日 臨外医会誌 4 9 :



1991年8月

1220--1224, 1988

12)Grirel B,Engieberg M,Reiss R et ali Multi,

ple polytpoid cystic gastritis in old gastroenter‐

ic stoコna.Arch Patho1 97: 316--318, 1974

13)遠 城寺宗知,古賀 淳 :胃腸吻合部の良性病変,吻

合部演瘍 と吻合部ポ リープ.胃 と揚 12:893-

117(2215)

902, 1977

14)長 与建夫 :胃粘膜のDysplasiaと前痛病変.外 科

MOok  28: 207--214, 1982

15)貝原信明,西土井英昭,古賀成昌ほか :胃残癌発性

に関する実験的な らびに臨床的検討.胃 と腸

17 1 1359--1364, 1982

A Case of Early Remnant Stomach Cancer Derived from Gastritis Cystica Polyposa
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In 1965 Nikorai et al first reported the concept of "gastritit cystica" for the torose mucosal polypoid lesion

found at the gastrojejunostomy site in gastrectomized patients. There have been few reports describing patieiits

with remnant gastric carcinoma which resulted from gastritis cystica polyposa. We recently encountered a patient

who revealed the correctness of this concept. A 7L-year-old man who received hemigastrectomy for a duodenal ulcer

36 years ago developed a circular sessile polypoid lesion at the gastrojejunostomy site. Histologically this lesion

showed characteric findings of gastritis cystica polyposa such as hyperplasia of the juvenile foveolar gastric

epithelium, and hyperplaria and cystic dilatation of the glands. It was of great interest that the foci of well

differentiated adenocarcinoma were scattered throughout this gastritis cystica palyposa lesion. From these

histologic observations we now support the strong relationship of gastritis cystica polyposa to developing cancer.
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