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血清 ferritin値が高値を示した胃平滑筋肉腫の 1例
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Table I Laboratory data on admission

Blood analysis

RBC 408× 104/mm3   GOT   37 1U/1

WBC   6300/mm3   γ _GTP 154 1U/1

Hb    l1 8g/dl    T― cho  199 mg/dl

Ht    36 6%      LDH   450 1U/1

Plt 41 6× 104/mm3   BuN   16 mg/dl

Biochemistry         Cre   l.l mg/dl

TP    6 7g/dl     Na    139 mEq/1

AlB    3 6g/dl     K     4 3 mEq/1

A/C   l 16      Tumor marker

TTT   0 4KU     CEA    l ng/ml

ZTT    2 8KU     AFP    5 ng/ml

TB    0 4mg/dl   CA 19-9 8,OU/ml

ALP   628 1U/1    Ferritin

CPT    50 1U/1    (957± 40 ng/ml)

307 8 ng/ml

(CEA),alfa Fetoprotein(AFP)と もに正常範囲で

あったが,ferritin値が307.8ng/ml(正常 :95.7±40,1

ng/ml)と 異常高値を示した (Table l).

胃X線 造影所見 i胃は,前 方に著明に圧排変形さ

れ,体 上部後壁に中心性陥凹を伴う直径3cmの 隆起性

病変を認めた (Fig。1).

胃内視鏡所見 :胃透視所見と同様に胃体上部後壁に

中心性漬瘍を持ちbridging foldを伴 う直径3cmの 隆

起性病変が認められ, 胃粘膜下腫瘍の存在が示唆され
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胃平滑筋肉腫の発生頻度は,胃 悪性腫瘍の 1～ 3%と されまれな疾患である。今回われわれは胃壁

外に巨大襲胞性増殖を呈 しかつ血清 ferritin値が高値を示 し,他 の腹腔内襲胞性病変 と鑑別が困難で

あった症例を経験 したので報告する。症例は,38歳男性で主訴は上腹部腫瘤,理学的所見では,25cm×

15cmの 表面平滑な波動を有する腫瘤を触知 した,胃 X線 造影,胃内視鏡検査にて胃体上部に中心性陥

凹を有する粘膜下腫層を認め,腹部 CT,超 音波検査で隔壁を有する巨大嚢胞 として描出された。選択

的左胃動脈造影では,胃 体上部の胃粘膜下腫瘍に一致して腫瘍血管の増生を認めた.ま た血液検査で

は,血 清 ferritin値が307ng/mlと高値を示 した。以上より,胃 壁外に襲胞状増殖をした胃粘膜下腫瘍

と診断し手術を施行した。病理学的検査では悪性度の高い平滑筋肉腫 と診断され,胃 外発育部分 (襲

胞)に 連続性を有 し,中 心性壊死により巨大襲胞を形成 したと考えられた。
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はじめに

胃原発の胃悪性腫瘍に対する胃肉腫の発生頻度は

1.0～3.0%Dで ぁ りまれな疾病 とされる。今回われわ

れは胃壁外に巨大な襲胞性増殖を呈 し,ま た血清 fer.

ritin値が異常高値を示 し他の腹腔内襲胞性疾患 と鑑

別が困難であった症例を経験 したので報告する。

症  例

患者 :38歳,男 性.

主訴 :上腹部腫瘤.

既往歴 :特記すべきことなし.

家族歴 :特記すべきことなし.

現病歴 :数年前より上腹部膨満を自覚するも放置 し

ていた。昭和63年 3月 に下痢,上 腹部痛,発 熱のため

近医受診,上 腹部腫瘤を指摘され精査 目的にて当科入

院となった。

入院時現症 :身長161cm,体 重69kg,腹 部所見では

左上腹部に約25cm× 15cmの 表面平滑で辺縁明瞭,可

動性のない波動を伴った腫瘤を触知 した。

入院時検査所見 :血液検査にて貧血なく,自 血球,

血小板も正常であ り,生 化学的検査でも異常を認めな

かった。血沈は 1時間値84mm, 2時 間値120mmと 著

明に元進 し,腫 瘍マーカーは carcinoembolic antigen

<1991年12月10日受理>別 刷請求先 i加藤 一 哉

〒078 旭川市西神楽 4線 5号 旭 川医科大学第 2外

科



1992年4月

Fig, l Upper gastrOintestinal x‐ ray: Stomach

was pressed to the anterior side. There was the

turnor in the fundus(→ )。

Fig. 2 Endoscopic view of stomach: The tumor
surface was covered with mucosa except small
ulcer, and also bridging fold was seen.

た (nと.2).

超音波検査所見 :腹部腫瘤は左上腹部から踏下部に

及び,か つ正中を超え,か つ内腔に隔壁を持つcystic

lesionとして描出された。Cystの内腔には充実性腫瘍

の存在を示唆するものはなかった (Fig.3).

腹部 computerized tomography(CT)検査所見 :

腹部腫瘤は左横隔膜下から腹都中央を占拠し,そ の大
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Fig。 3 Ultrasound picturet  The tumor  was

recoginized as a large separated cystic mass

Fig. 4 CT scan of tumor showing a large separat-
ed cystic mass.

きさは最大径25cm×20cmで 隔壁を伴った襲胞性病変

であった。また肝,解 とは明瞭に境界されるも, 胃お

よび陣 との境界は不明瞭であった (Fig,4).

腹部血管造影検査所見 :腹部大動脈造影では異常血

管は認め られず,超 選択的左胃動脈造影にて胃小弯

アーケー ドの圧排および噴門後校に一致して腫瘍血管

の増生が認められた。また胃体上部校は腫瘤辺縁に

沿って仲展されていた (Fig.5)。

以上より壁外性に巨大嚢胞性発育を呈 した胃粘膜下

腫瘍の疑いの術前診断のもとに手術を施行した。

手術所見 :平成元年 3月 3日上腹部正中切開にて開

腹 した。腹水,肝転移,腹膜播種などは認められなかっ

た。腫瘤は比較的厚い壁をもち,波 動を有 し, 胃を前

上方に著明に圧排 し,か つ目の衆膜に高度の繊維性癒

着を認めた。腫瘍は胃壁から体上部後壁の粘膜下腫瘤
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Fig. 5 Selective left gastric angiogram, Arterial
phase: Several tumor vessels were seen in the
fundus (+).

Fig. 6 Resected specimen demonstrates the sub-
mucosal tumor (+) connecting with extragastric
large cystic mass

部で腫瘍壁 との連続性をもつ部分を除き,鈍 的に剣離

可能であった。また肝,陣 ,膵 との連続性は認められ

なかった.胃 粘膜下腫瘍は嚢胞性病変とともに胃局所

切除にて摘出された。胃所属 リンパ節などの腫脹は認

められなかった。輸出標本は25X12× 10cmで 重量は

2,450gであった。嚢胞壁の一部は明らかに胃粘膜下腫

瘍部分と繊維性連続を有してお り,嚢 胞壁は腫易性に

肥厚 している部分と,繊 維性の部分とが混在していた

(Fig.6),嚢胞内溶液の性状は褐色,粘調で全量1,800

mlで ,嚢胞液中の細胞成分は変性壊死細胞のみであっ

たが,生化学的検査では,ferritin値が22,800ng/miと

著明な高値を示 した。
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Fig. 7 Microscopic findings: The pleomorphic

cells have abundant cytoplasm, mitoses and have
varially large, hyperchromatic nuclei (H.E. x

200 )

病理学的所見 t短紡鍾形から紡錘形の束状配列を示

す細胞増殖像が認められ,そ の細胞質は Masson染 色

に赤染し平滑筋肉腫 と診断された。核分裂像は倍率200

倍にて 1視野に 2～ 3個認められ,か なり悪性度の高

い平滑筋肉腫 と診断された(Fig,7)。またサンプリン

グされた胃癌取扱い規約分における 1群 の リンパ節に

は転移は認められなかった。一方嚢胞状発育部分の肥

厚 した部分の病理学的検索でも,分 裂像が胃粘膜下腫

瘍部分のそれと同様に認められ組織学的悪性度は同程

度であった。

察

非上皮性悪性腫瘍は,上 皮性腫瘍に比べ発生頻度が

低 く,消 化器における発生部位は,胃 ,小 腸,直 腸の

順に多いとされている。.胃 に原発する非上皮性悪性

腫瘍の頻度は,全 胃悪性腫瘍の0.5%～ 35%と されて

お りlX),その発育形式は,Skandalakisら"の分類に

従って胃内型,壁 内型,胃 外型および混合型に分類さ

れる。また潰瘍形成の有無については,胃 内型が胃外

型に比べ多いとされる。腫瘍径については, 胃外発育

型は一般にその症状発現が遅いために巨大化する傾向

にあるとされるがい,本症例の場合には,発育型は混合

型であ り, 胃外部分の大きさは胃内部分の約10倍に達

してお り,か つ嚢胞の形態を皇していた。裏胞壁の一

部は腫瘍性に肥厚 した部分があり,そ の部分で胃内発

育部分に連続 していた。この嚢胞状形態は,長 期に渡

る経過中に広範な中心性壊死によって形成されたとも

推定で きた。一般に平滑筋芽腫は嚢胞状発育が多い

がの,本 症例のような巨大化 したものは平滑筋肉腫で
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はまれと考えられる。一方,本 症の悪性度を判定する

ために Stoutゆは,200倍 の視野を無選択的に10視野を

検鏡 し悪性度を 4段 階に分けているが,本 症例では,

嚢胞壁 (胃外発育部)も 胃内発育部 と同様に核異型が

強 くかつ細胞密度も高 く,核 分裂像 も多 く最も悪性度

が高い胃平滑筋肉腫 と診断された。一方,手 術術式に

関しては,血 行性転移が主であり, リンパ節転移がま

れであることか ら局所切除で十分であ るとい う報

告り1いと, リンパ節転移例 も存在することから胃癌に

準じた郭清を含む胃切除術が必要 とい う報告11)1りとが

あ り確立された術式はない。しかしながら胃切除の範

囲と術後生存率 との間の相関関係を認めないとの報

告1。も散見され,局 所手術が適切な治療法 として認め

られつつある10。本症例は,巨大襲胞性増殖を呈 した胃

外発育部分でも周囲臓器への浸潤なく圧排 と繊維性の

癒着のみであ り,サ ンプリングした周囲の リンパ節の

腫大もなく,胃 局所切除にて摘出することで十分と考

えられた。また腫瘍マーカーのひとつであるferritin

が血中および嚢胞内容液中で非常な高値を示し, この

ことは今まで報告例がない。最近癌疾患で血清 fer‐

ritinが上昇することが注 目され,tumor markerと し

ての意義が検討されている。肝,麻 ,子 宮,副 腎,乳

腺などの臓器に発生する癌および肝をはじめ広範な転

移例では,高 値を示すとされている191。
.ま た新津ら"

は,人 癌移植 ヌー ドマウスにて各種の人癌組織 (血清

ferritin値が低い胃癌組織 も含め)が直接 ferritinを産

生 す る こ とを 示 して お り, 腫 瘍 f e r r i t i n はc a r ‐

cinofetoplacental isoferritinであ り1つ
,AFP産 生と類

似した機序が考えられている19。すなわち悪性腫瘍に

おける血清 ferritinの上昇の機序 としては,1.腫 瘍細

胞からの酸性イソフェリチンの産生,2.腫 瘍細胞の浸

潤転移による組織破壊,3.悪 性腫瘍患者にみられる貧

血にともな う網内系への鉄貯蔵の増大が考えられる

が,今 回われわれの経験 した症4/1は,腫 瘍嚢胞内液が

高 ferritin値を示したことより腫瘍細胞からの産生の

機序が最も考えられた。
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A Case Report of Gastric l-eomyosarcoma with a High Value of Serum Ferritin

Kazuya Kato, Kazuhiko Onodera, Mitsuo Kusano, Minoru Matsuda, Yasuhiro Nishida and Michio Mito
Second Department of Surgery, Asahikawa Medical College

leiomyosarcoma of the stomach are infrequently encountered tumors. They represent I to 3 percent of all
gastric neoplasmas, and despite advances in endoscopy and computerized tomography, early diagnosis is rarely
accomplished. A 38-yearold man presented with an upper aMominal tumor. Physical examination at admission
showed that the tumor had a smooth surface and exhibited fluctuation. In upper gastrointestinal tract study
(barium, endoscopy) revealed submucosal tumor with ulceration in the fundus. Computerized tomography and
ultrasonography revealed a large cystic lesion with septums, compressing the stomach and pa.ncreas. Left gastric
angiography showed a moderate number of tumor vessels through out the lesion in the fundus. The serum ferritin
level revealed 307 nglml, which is very high. When the aMominal cavity was opened cystic lesion measuring
approximately 25 cm in diameter was seen to protrude from the submucosal tumor in the fundus. The pathological
diagnosis was leiomyosarcoma of the stomach with giant cyst formation. The ferritin level of the fluid in the cyst
was 22800 nglml.
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