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Computed tomographyが診断に有用であった胃脂肪腫の 1例

大阪市立大学医学部第 1外科,育 和会記念病院Ⅲ
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Computed tomography(CT)が診断に有用であった比較的まれな胃脂肪腫の 101jを経験 したので,

本邦報告例の集計を行い文献的考察とともに報告する。

症例は47歳の男性で,約 3年前に検診で胃粘膜下腫瘍を指摘され経過観察されていたが,増 大傾向

が認められたため当科に紹介された。上部消化管造影 X線 検査,胃 内視鏡検査で胃体上部後壁に粘膜

下腫瘤が認められ,生 検では腫瘍成分が得 られなかったが,CTで は内部が均一な low density area

としてとらえられた。胃脂肪腫を疑い,摘 出術を施行した。組織学的には良性脂肪腫であった。

本邦180例の集計からみても,胃脂肪腫の術前診断には CTは その簡便性,非 侵襲性からも有力な検

査法であると考えられた。
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はじめに

胃脂肪腫は胃腫瘍の中では比較的まれな疾患であ

りめ,術 前診 断が困難 とされていた が,最 近 で は

computed tomography (CT)式 うendoscopic

ultrasonography(EUS)の普及により術前に確診され

た症例も散見される。今回,術 前 CTに て胃脂肪腫 と

診断しえた症例を経験 したので,若 子の文献的考察を

加えて報告する。

症例 :47歳,男 性.

主訴 :特になし。

家族歴 :特記すべきことなし.

既往歴 :昭和56年十二指腸潰瘍にて内科的治療を受

けた。

現病歴 :昭和62年 7月 の健康診断の際,上 部消化管

造影 X線 検査にて胃体上部後壁に約2.Ocm大 の粘膜

下腫瘍を指摘された。その後,年 に 1度上部消化管造

影 X線 検査およびEUSに て経過観察されていたが,

平成 2年 7月 の検査時に腫瘍の増大傾向がみられたた

め,手 術 目的で当科入院となった。なお現在まで腹部

症状は全 く認められていない。

入院時現症 :体格中等度,栄 養良好,眼 験,眼 球結

膜に貧血,黄 疸は認めなかった。胸部理学所見に異常

なく,腹 部は平坦,軟 で肝,陣 ,腎 および異常腫瘤は
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触知しなかった。

入院時検査所見 :末精血液像,生 化学的検査所見,

尿検査所見,腹 部単純 X線 像,心 電図など,特 に異常

所見はみられなかった。

上部消化管造影 X線 所見 :胃体上部後壁に立ち上

が りなだらかで表面平滑,境界鮮明なbridging foldを

伴った隆起性病変が認められた.昭 和62年では最大径

2.3cmで あったものが平成 2年 では最大径3.Ocmと

なってお り,増 大傾向がみられた (Fig.1).

胃内視鏡所見 :胃体上部後壁に立ち上が りのなだら

かで表面平滑,周 囲粘膜 と色調の変わ らない隆起性病

変が設められ, 胃粘膜下腫瘍 と考えられた。なお生検

では正常胃粘膜組織 しか得られなかった (Fig.2).

EUS所 見 :腫瘍は2.2×1.9cm大 ,内 部エコーは均

一で比較的高エコーであり,第 3層 (粘膜下層)に 存

在する粘膜下腫瘍 と考えられた。一般に胃平滑筋腫で

は筋層 と連続 し,筋 層 と同レベルの低エコー像 として

描出され,胃 平滑筋腫は否定的であり,脂 肪腫を疑っ

た (Fig。3).

腹部 CT検 査所見 tガス トログラフィン服用後のエ

ンハンスCTで は,胃 体上部後壁に径2cm大 の境界明

瞭,内 部均一な low densityの腫痛像がみられ,そ の

CT値 は-36.2と脂肪組織に近似 し,脂 肪細胞由来の

腫瘍 と診断された (Fig。4).

手術所見 :冒体上部後壁に母指頭大の柔らかい腫瘤

が触知 されたが,策 膜面には特に異常は認め られな
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Fig. 2 Endoscopic picture showing a submucosal
tumor on the posterior wall of the upper part of
the gastric body

かった。胃前壁を切開し後壁粘膜直下に存在する腫瘤

を,粘 膜側よリー部粘膜をつけたままで摘出した。

切除標本所見 :腫瘍は2.7×1.7cm大,淡黄色,弾性

軟で薄い被膜に覆われ,周 囲への浸潤はみられなかっ

ブこ.

病理組織標本 :腫瘍は薄い繊維性被膜を有し,胃 粘

膜直下に存在し (Fig.5a),強 拡大像では腫瘍は成熱

した脂防細胞 より構成され,異 型性を全 く伴わず,良

性の脂肪腫 と診断された (Fig.5b).

25巻  9号

Fig. 3 Endoscopic ultrasonographical image
showing a hyperechoic mass in the submucosal
layer

考  察

胃脂肪腫は比較的まれな疾患で,諸 家の報告では胃

の 良 性 腫 瘍 の0.8か ら7.7%の 頻 度 とい わ れ て い

るう。。今回,胃脂肪腫の本邦報告例を集計したところ,

1954年水野 らつの報告以来,現 在 まで180例にみ られ

た。それによると,年 齢は20歳代から80歳代まで広 く

分布し,特に50歳から60歳代に59.1%と 多 く,平均57.6

歳であった,性 房Uでは,男 女比は 1:1.7と 若干女性に

多 くみられた。発生部位は,A領 域が55.0%つ いで M

領域が39.6%で ,C領 域は5.4%と 少なかった。最大径
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Fttg. l Double contrast study showing a protmded lesion with bridging folds on

the posterior wa1l of the upper part of the gastric body.The tumor increased in
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Fig.4 CT showing a low density mass in the

gastric wall

Fig. 5a Macroscopic findings of the extirpated
specimen. The cut surface shows a yellowish and
solid tumor.

では,3cm以 下が1264/11中65例 (51.6%)で ,比 較的小

さいものが多 くみ られた。しか し,な かには15.5×

13.5×4.5cmに もおよぶ巨大なものもみられた。.症

状では,記 載の明らかなものは,胃 漬瘍などの合併症

の み られ な い もの1 0 1 7 1 1 のうち, 上 腹 部 痛2 7 例

(26.7%),上 腹部不快感17例(16.8%),食 思不振 5例

(5.0%),上 腹部膨満感 3例 (3.0%)な ど不定の消化

器症状が多 くみられ,症 状がなく検診などで偶然発見

されたものは29例 (28.7%)と 約1/4を占めていた。吐

下血,タ ール便で発症したものが11例 (10,9%)み ら

れたが,欧 米において約50%と 高率に出血がみられた

との報告もあり。,本邦報告 との間に差がみられる。こ

れは,本 邦では集団検診の普及により,腫 瘤が小さく

無症状の うちに発見されるためとする報告があるの.
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酎じ.5b Microscopic picture showing mature adi‐

pose cells in the submucosal layer

併存病変では,な いものが168例中100例(59.5%),あ

るものが68例 (40.5%)で ,胃 漬瘍26例 (15.5%),胃

癌23例 (14.0%),胆 石症 4例 (2.4%),胃 ポ リープ4

例(2.4%),その他11例(6.5%)であった。胃癌が14.0%

と多 くみられるが,田 中らゆは胃脂肪腫を有する胃の

癌発生率高値は胃粘膜下腫瘍の存在が胃粘膜面のびら

ん―再生一びらんなどの病的状態の反復を促す要因と

なり,癌 を発生させると推測している。 し かし, 胃脂

肪腫が胃癌の併存病変 として偶然発見された可能性も

否定できず,必 ずしも因果関係があるとは限らないと

考えられる。術前診断の変遷をみると,1970年 以前で

は,胃 ポ リープなど胃上皮性腫瘍 と診断したものが半

数近 くを占めたが,1970年代に入 り上部消化管造影 X

線検査や内視鏡診断の進歩により,良 性胃粘膜下腫瘍

と診断されることが多 くなっている (Table l)。 し か

し,粘 膜下腫瘍は,肉 眼的形態からの名称であり,非

上皮性良性腫瘍以外にもさまざまなものが含まれ質的

診断とはいいがたい。1975年Yoshidaらのが,高周波電

流による粘膜焼灼切除後に生検を行い初めて胃脂肪腫

と術前診断し,1980年代に入ってからは CTlの,EUSlつ

などの検査機器の開発により非侵襲的に胃脂肪腫の術

前診断が正確になされるようになってきている。 とく

に CTで は,胃 脂肪腫は辺縁が明蹟で内部の均質な

fat densityとして特徴的に描出され,本 症例も同様な

所見であった。2cm以 上のものが描出可能 との報告も

みられ12j,検査の非侵襲性,簡便性からみて極めて有力

な検査 と考えられる。なお脂肪肉腫 との鑑別が問題で

あるが,中 山ら12j,ImOtoら噂)は,脂防肉腫では内部不

均一で隔壁がみられた り,出 血などで内部に脂肪より

高い CT値 を示す部位がみられることを指摘し,ま た
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Table 1 Progress in preoperative diagnosis in the
reported 180 cases

0 50 't00 %
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1954～ 1969

(n=33)

1970～1979

(n i 44)

1980～1990

(n=60)

Table 2 Progress in treatment in the repOrted 180

cases

0          5 0         1 0 0 %

出術などの縮小手術でよいと思われる。山田IH型,IV

型で径3cm以 下の ものは内視鏡的 ポ リペ ク トミーの

良い適応であると報告 されているlω
.本 症例は山田II

型であったため,安全性を考 え局所切除を施行 したが,

最近では strip biopsyの手法を用いて粘膜下腫瘍摘出

の試みが始め られてお り1の
,今 後本症例類似病変に も

そのような治療法が可能か と思われた。
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浸潤性発育で,成 長が早いことも鑑男U点になると述べ

ている。 し かし,脂 肪肉腫の頻度は極めて低 く, どの

程度まで良悪性の鑑別可能かは今後の検討が待たれ

る14).

一方,EUSは 粘膜下腫瘍の全形が描出でき,さ らに

消化管壁の超音波断層像の層構造 と対比することによ

り,腫 瘍の局在診断が可能である.深 達度に関しても

正確な情報が得 られ,治 療を行 う上で有用 と考えられ

る1ゆ
.脂肪腫は本症例のごとく,一般に内部エコーは均

一で,高エヨーとされているが,高崎らll)は同様の所見

を呈する他の粘膜下腫瘍 もあ り注意すべきだと述べて

いる。

治療法では,ほ とんど外科的治療がなされてお り,

その変遷は術前診断がより正確になされるに伴い摘出

術,内 視鏡的ポリベク トミーなど縮小手術が行われる

ようになっている (Table 2)。また胃脂肪腫 と診断さ

れれば,出 血や通過障害など症状がなく小さければ経

過観察でもよいと考えられるが,本 症例のように増大

傾向を示す場合,良 悪性の鑑別が完全に可能ではない

現在,外 科的治療 も考慮 しなければならない。出血や

通過障害,腹 痛などの症状が強い場合は外科的切除が

原則 と考えられるが,良 性と診断され得るならば,摘
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A Case Report of Gastric Lipoma Preoperatively Diagnosed by Computed Tomography

Yasuhiro Sakurai, Yasuhisa Fujimoto, Tetsuya Nanba Tamahiro Nishihara,
Michio Sowa and Kaoru Umeyama*

First Department of Surgery, Osaka City University Medical School
*Ikuwakai Memorial Hospital

A relatively rare case of gastric lipoma, in which computed tomography (CT) was proved useful for diagnosis is
reported, with a review of 180 cases of gastric lipoma in Japan. The patients was 47-yearcld man. A gastric

submucosal tumor had been detected in an upper gastrointestinal series and endoscopic examination about 3 years

before he was admitted to our hospital for further examination of the tumor, which was increasing in size. An

upper gastrointestinal series and endoscopic examination revealed a submucosal tumor in the posterior wall of the

stomach body. Diagnosis from the biopsy of the submucosal tumor was not possible, however a low CT numhr

suggested that the tumor was a lipoma. The tumor was surgically extirpated. Histological examination showed
that the tumor was a gastric lipoma composed of mature adipose cells. The results of this case sugest that a CT

scan can help diagnose gastric lipoma.
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