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症例報告

背景粘膜の異なる多発胃カルチノイドの2例

名古屋大学第 2外科 (現・国立豊橋病院外科1)),横山胃腸科病院り

近藤  建 1)中 塩 達 明  横 山 泰 久幼

横山  功 幼 菊 池  学 幼 笠 井 保 志

秋山 清 次  伊 藤 勝 基  高 木  弘

背景粘膜が異なる多発胃カルチノイドの 2切 除例を経験 した。症例 1は 49歳の女性.胃 体部の山田

IV型ポリープよリカルチノイ ドが診断された。血清ガス トリン値2,200pg/mlと 高 く,多発病巣が疑わ

れたため,胃 全摘を施行 した。切除標本上胃体部に高度の胃底腺の萎縮 (A型 胃炎)を 伴う多数の微

小カルチノイ ド病巣を認めた,手 術後,血 清ガス トリン値は正常化 した.症 例 2は 56歳の男性.胃 体

部の粘膜下腫瘍様のカルチノイ ド病巣に対 して,局 所切除を施行 した。主病巣 とは別に切除標本断端

に微小カルチノイ ドを認め,多 発病巣が考えられた。 1年 9月 後胃全摘および肝転移巣に対 して肝部

分切除を施行 した。胃底腺領域に多発カルチノイ ドを認めたが,胃 底腺の萎縮は軽度で,自 己免疫抗

体陰性であった。この 2症 例から胃カルチノイ ド発生の多様性が示唆され,胃 カルチノイ ドの治療で

は多発病巣を念頭に置いて,胃 切除術式を選択することが重要 と考えられた。
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緒  言

胃カルチノイ ド1)は一般的に低悪性度の腫瘍 とされ

ているがり,そ の病態は明らかではない。そのうち多発

胃カルチノイ ドはまれであり,A型 胃炎,高 ガス トリ

ン血症を伴なうことが報告されている31今
回われわ

れは多発胃カルチノイ ドが疑われ胃全摘術を施行 した

2症 例を経験 した。本症例のうち,A型 胃炎を伴 うの

は自験例 (症例 1)の みであり,症 例 2は 異なってい

た。本症例は多発胃カルチノイ ドの発生を考える上で

興味深 く,文 献的考察を加えて報告する。

症 例 1

患者 :49歳,女 性

主訴 !特になし.

現病歴 :集検で胃ポリープを指摘され精査希望 し,

1989年5月 6日 に来院した.カ ルチノイド兆候は認め

ず,血 清ガス トリン値は800pg/mlと高値を示した。5

月12日胃内視鏡下に体中部前壁の山田IV型ポ リープ

(9×8mm)(Fig.1).体 上部前壁の山田III型ポリープ

(25× lmm)に 対 してポリペク トミーを行い,そ の病

理所見からカルチノイ ドが診断された。また体中部後
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Fig. 1 Endoscopic photograph of close view of
the lesion showing small pedunculate polyp locat-
ing on the anterior wall of the middle gastric
bodv in case 1.

壁の小ポリープはマイクロターゼで焼灼 した。その後

も血清ガス トリン値は低下せず,精 査 目的で入院 と

なった。

入院時検査所見 :一般検査 では RBC 429× 104/
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Fig. 2 The total gastrectomy specimen opened

along the greater curvature. The fundic mucosa

shows marked atrophy with some flat elevations
(black arrow). The white arrows point to ulcer
scars after polypectomy

mm3,Hb 10.4g/dl,WBC5,300/mm3,Pit 25,7× 104/

mm3で ぁり低色素性貧血を認めた。腫瘍マーカーも正

常範囲であったが,血 清ガス トリン値が2,200pg/ml

と著明な高値を示した。また抗壁細胞抗体80借,抗 核

抗体80倍と陽性であり,胃 液検査では著明な低酸を示

した(Table l)。なお尿中5 hydroxyindoleacetic acid

(5HIAA)は 4mg/dayと 正常であった。

胃内視鏡検査 :体上部前壁に粘膜下腫瘍の形態を示

す微小な扁平隆起を認め,生 検所見からカルチノイ ド

が確認された。

手術所見 :1989年 8月 25日,開 腹術を施行 した。肝

転移,リンパ節転移は認めず,胃全摘 D2郭 清を行った。

切除標本所見 :肉眼的には前回のような明らかな隆

起性病変はなく,体 中部前後壁に潰瘍娘痕および体上

部前壁胃底腺領域 に0 5cm径 以下の扁平隆起 を認め

るのみであった (Fig.2).病 理組織所見では胃底腺領

域の高度な萎縮状粘膜 (いわわゆるA型 胃炎)の 下層

から粘膜下層にリボン状の配列をし腺様の構造をとる

典型的なカルチノイ ド病巣がみられ,グ リメリウス染

色陽性であった (Fig.3A,B).そ れ以外にもendO‐

Fig. 3 A: Histological findings of the total gas-

trectomy specimen (Fig. 2 black arrow) showing

a distinct microcarcinoid with an expansive
growth to submucosal layer (HE x 40). B :

Grimelius-stained section showing argyrophilic
granules in the cytoplasm of the carcinoid cells
(HE x100). C: Under the remarkably atrophic
fundic glands, multiple foci of carcinoids are seen
in the grandular base (HE x40).
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Table 1 Details of 2 cases of atrophic gastriris

Case
Serum gastrin

level
(Pglml)

Par ieta l  cel l
antibody

Ant inuclear
ant ibody

Intrinsic factor
antibodl'

Gastric cecretion

BAO
(mEq/h)

MAO
(mEq/h)

1

2

2,200

360

十 十 0

1 0 9

BAO: Basic acid output  MAO: Maximal  acid output
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Fig. 4 Endoscopic photograph of close view of
the lesion showing an appearance of the sub-
mucosal tumor with shallow ulceration locating
on the posterior wall of the upper gastric body in
case 2.

crine cell micronests(ECM)もしくは微/Jカヽルチノ

イ ド(Fig。3C)が 多発 していた。また偽幽門腺内にグ

リメリウス染色陽性の過形成腺管が多数認められた。

術後の経過 :胃切除後ガス トリン値 は37pg/mlと

低下 した。1991年9月 まで通院していたが,肺 腺癌が

発見され同年12月4日髄膜炎を併発 し死亡 した。

症 例 2

患者 i56歳,男 性

主訴 :特 になし.

現病歴 :集検で胃のポ リープを指摘 され精査希望

し,1988年 6月 23日来院した。同日の胃内視鏡検査に

て体上部後壁に粘膜下腫瘍の形態を示す隆起 を認め

(Fig。4),そ の病理組織所見からカルチノイドが診断

された。カルチノイ ド兆候は認めなかった。また腹部

エコー,DICに より胆石が診断されたため手術目的で

入院 となった。

入院時検査所見 :血液一般検査で異常は認めず,腫

瘍マーカーも正常範囲であった。血清ガス トリン値は

やや高値を示し,抗 壁細胞抗体10倍未満,抗 核抗体40

倍未満 と自己免疫抗体を認めず,胃 液分泌能は正常で

あった(Table l)。また尿中5HIAA 6.47mg/dayと 高

値を示した。

手術所見 :1988年7月 12日,胆 嚢摘出術および胃の

局所切除を行った.切 除標本は3.5×2,7cmの 大 きさ

で全割標本を作成 した。肉眼的に中央に陥凹を伴 う

1.5×1.6cmの 粘膜下腫瘍様の腫瘤 を認め,組 織学的

に深達度 smの カルチノイ ドであった。さらに標本断

端の切片にも小カルチノイ ド病巣を認めた (Fig.5)。
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FiS. 5 Histological findings of the wedge resec-
tion specimen showing microcarcinoid with mild
atrophy of fundic gland (HE x40).

Fig. 6 The total gastrectomy specimen opened
along the greater curvature in case 2. Two gas.
tric ulcer scars (black arrow) and suture line by
the first operation (white arrow) are seen on the
upper gastric body.

その後の経過 :患者は再手術を拒否 したため,経 過

観察となったが,1990年 3月 9日 の胃内視鏡検査で体

上部大彎の前回手術娘痕内に生検でカルチノイ ドを認

め,再度入院 となった。また CT上 肝 S3,4に転移が疑

われた。

再手術所見 :1990年 4月 19日,開 腹術を施行 した.

肝 S3,4に かけて2cm径 の弧在性転移を認めた。胃全

摘 D2郭清および肝部分切除を行った。

切除標本所見 :肉眼的には体上部大管後壁に前回手

術の縫合部 と前後壁に潰瘍疲痕を認めるのみであった

(Fig.6)。しかし病理組織所見では前回手術疲痕内の

2か 所および前壁潰瘍娘痕の回側の 2か 所に,粘 膜下

半層より粘膜下層におよぶ リボン状配列が明らかなカ
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Fig. 7  11ist010gical flndings of the total gas―

trectomy specimen showing carcinoid composed

of uniform small cells arranged in solld pattern

( H E× 4 0 )

ルチノイ ド病巣を認めた (Fig.7)。 また切除された肝

腫瘍 も同様の組織像を示した。組織学的に胃底腺領域

の萎縮性変化は軽度で胃底腺の過形成を多数認めた。

その後の経過 :1991年 11月肝再発をきたしたため,

体内埋込み式 リザーバーを留置 し,5FUを 中心 とす

る肝動注を行った。 しかし腰椎転移 もみられるように

なり,1994年 3月 22日死亡 した。

考  察

胃カルチノイ ドは欧米に比べて本邦では比較的頻度

が高 く曽我 らりによると1994年までに589例の報告を

みる。その発生頻度は同時に集計された消化管のカル

チノイ ド2,156例中27.3%で 直腸の36.2%に ついで多

い.カルチノイ ドの母細胞はKultschitzky細 胞 とされ

ているが,消 化管の場合その発生母細胞は腺僑に存在

する銀親和性細胞 といわれゆ,多 分化能を有する未熟

幹細胞ではなく幼若内分泌細胞に由来すると考えられ

ている。.

カルチノイ ドの発生について伊津野 ら7)は幽門腺の

萎縮がむしろ軽度であるのに胃底腺が高度に萎縮を示

す A型 胃炎ゆがあり,そ の粘膜内に多数の ECMも し

くは微小カルチノイ ドを有する症例を収集して分析 し

ている。そして ECM,カ ルチノイドの発生にはA型 胃

炎による胃底腺の萎縮 とそれにより上昇した血清ガス

トリンの刺激が関与 していることを強 く示唆した.自

験例 (症例 1)で は全割標本により検索を行ったが,

肉眼的に捕 らえられないカルチノイド病巣が多発 して

おり,伊 津野 らの0.lmm以 下のものをECM,そ れ以

上のものを微小カルチノイドとする定義に従えば,両

者が混在していることになる。また本症例は自己免疫
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抗体陽性の A型 胃炎を背景 としてお り,ECMか らカ

ルチノイ ドヘの移行が示唆される症例である。

大野 ら3)は1990年までに42例の多発カルチノイ ドを

集計 し,無 酸症および高ガス トリン血症を伴 うものは

20例にみられ,胃 体部に多発の傾向があり,記 載のあ

るものはすべて A型 胃炎を伴っていることを報告 し

ている.し かしA型 胃炎を伴わない多発カルチノイ ド

の病態は明らかではない。背景粘膜が明らかなのは海

崎らのが最近報告 している萎縮 した腺境界に多発を認

めた 1例 のみであり,こ の症711では胃底腺の萎縮 とカ

ルチノイ ド発生の関連が示唆されている。自験例 (症

例 2)も ,胃 底腺領域の全割標本により検索を行った

が,背 景にA型 胃炎はなく,た またま複数個のカルチ

ノイドが発生 したまれな症Fllと思われる。背景粘膜に

みられた胃底腺の過形成は固有胃腺の委縮性変化に属

するものと考えられるが,カ ルチノイ ド発生 との関係

は明らかではない。今後の症例の集積が必要である。

A型 胃炎を伴 うカルチノイ ドの治療 として本邦で

は胃底腺領域に広範に多発するECMを 切除するため

に胃全摘が主に施行されてきた3)1の
。自験例 (症例 1)

もカルチノイ ド病巣の根治的切除をはかるため胃全摘

を選択 した。 しかし最近では幽門洞を切除すれば血清

ガス トリン値の低下および ECMの 消退が期待される

ため,術 後の内視鏡による厳重な経過観察を前提 とし

て幽門側胃切除でよいとする報告 もみられる11)1つ
。た

だし微小病巣でも転移がみられる場合 もあり1い
,胃 癌

に準 じた郭清が必要 と思われる。自験例 (症例 2)で

は高ガス トリン血症によるECMの 増殖 という機序は

考えにくく,病変の根治切除のために胃全摘を行った。

多発胃カルチノイドは肉眼的に捕えられない微小病変

からなる場合 も多 く術前診断は容易ではない。個々の

症例について胃底腺領域の注意深い生検を行い,胃 全

摘を含めた切除を選択することが重要と考えられた。

稿を終えるに当たり,組 織所見をご指導していただきま

した元愛知がんセンター総長の長与健夫先生に深謝いたし

ます。
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Two cases of multifocal gastric carcinoid with and without type A gastritis are reported. A

49-year-old man was admitted for further evaluation of the stomach after endoscopic polypectomy of a

carcinoid tumor. Marked hypergastrinemia (2200 pC/ml) was observed. Total gastrectomy was performed

and the resected specimen showed no obvious elevated lesion. But microscopically, pronounced atropy of

the fundic glands (Type A gastritis) and multiple foci of carcinoids in the deeper layer of the propria

mucosa to the submucosa were observed. The serum gastrin level returned to normal after the opearation.

A 56-year-old man was admitted for treatment of an elevated lesion in the gastric body which was

diagnosed as carcinoid. Wedge resection was performed and the specimen showed a main carcinoid lesion

and a microcarcinoid. Total gastrectomy was performed 21 months after the first operation. Microscopi-

cally, multifocal carcinoid was observed but atrophy of the fundic gland was mild. These findings

suggested that multifocal gastric carcinoid developed from type A gastritis or an other type gastritis.
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