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多発性胃重複症の 1例
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胃重複症は先天性の奇形で消化管重複症の 1つ である。自験例を含め,本 邦で74例の報告を見るに

過ぎない。今回, 2つ の裏腫を有 した胃重複症を経験 したので報告する。症例は40歳の女性で,1991

年12月腹部エコー,CT検 査で左横隔膜下,膵 背側に襲胞性腫瘤を指摘された。1992年4月 ,膵 裏胞の

疑いで手術を受けた。左横隔膜下に径8cm,膵 体尾部背側に10cmの 嚢腫が存在 し,お のおの別個に胃

体上部大脅側 との強固な壁の連続を認めた。病理組織学的所見で 2つ の裏腫は共に消化管壁に類似 し

た構造を持ち,ま たその筋層は本来の胃の筋層 と連続 してお り,胃 重複症 と診断した。胃重複症は無

症状で経過 し成人で偶然発見されることも多い。診断には胃透視,腹 部 CT検 査,超 音波内視鏡が有

用であり,ま た重複胃よりの癌発生の報告 もあるため治療は外科的治療が第 1選択 と考えられる。腹

腔内に嚢胞性腫瘤がある場合には胃重複症 も念頭に置 くことが大切である。

Key words:  gastric duplication, cystic mass

はじbに

胃重複症は消化管重複症の 1つ であり,自 験例を含

め1934年以降,本 邦で74例ll~11)の
報告をみるに過ぎな

い。中でも多発性胃重複症は自験例を含め 2例 1幼を認

めるのみである。今回, 2つ の重複胃を有した多発性

胃重複症の 1例 を経験 したので報告する。

症  例

患者 :40歳,女 性

主訴 :上腹部腫瘤

既往歴 :17歳時虫垂切除術,36歳 時痔核根治術を受

けた。27,30,39歳 時に軽症の妊娠中毒症に罹患した。

家族歴 :母 に乳癌,糖 尿病を認めた。

現病歴 :1991年12月,人 間 ドックにて,腹 部エコー

を受け腹部に腫瘤を指摘された。1992年4月 ,精 査加

療目的で当科入院 となった。

入院時現症 :身長は160cm,体 重は61kgで ,貧 血,

黄疸は認めなかった。表在 リンパ節は触知 しなかった,

腹部は平坦,軟 で圧痛はなく,腫 瘤は触知 しなかった。

入院時検査成績 :便潜血陽性の他は,特 に異常所見

は認めなかった (Table l).

腹部エコー :左横隔膜下に径8cm,膵 背側に径10cm

大の内部均一な嚢胞性病変を認めた。

<1997年 5月21日受理>別 刷請求先 :大西 秀 哉

〒810 福 岡市中央区舞鶴 3-5-27 浜 の町病院外

科

上腹部 CT:完 全に被包化された巨大な裏胞性の腫

瘤 2個 がおのおの悌臓,胃 を圧排 している所見であっ

た (Fig.1)。

胃透視 :腫瘤により胃体部大脅側が圧排されていた

(Fig. 2).

ERCP検 査での胆管,膵 管造影は困難であった.

手術所見 :1992年4月 8日 ,膵 嚢胞の疑いで手術を

施行 した。左横隔膜下に径8cm,膵 体尾部背側に径10

cmの 大婁腫が存在 し,お のおの陣臓を後外方へ,膵臓

Table I Laboratory data on admission

urinalysis

protein       (一 )

sugar        (― )

keton        (一 )

hemよturia    (一 )

Bloody stool      (一 )

CBC

WBC     5,000/μ l

RBC    419× 104/″1

1 2 9 g / d l

3 7 5 %

Pit     15 7× 104/″1

Serum Chemistry

TP       6 6g/dl

T Bll    1 01 mg/dl

Amy      68 1U/L

GOT       14 1U/L

GPT       ll IU/L

LDH      250 1U/L

ALP      5 0KAU

7‐GTP      12 1U/L

CPK        52 1U/L

BUN      15 mg/dl

Cre      1 0mg/dl

Na      142 mEq/′

K       43 mEq/′

Cl       106 mEq/′

glu       87 mg/dl
Tumor Marker

CEA      1 6ng/ml

CA19-9      191U/L

Hb

Ht
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Fig.l Upper abdominal computer

reveals t、vo large isodensity cystic

Fig. 3a The surgical
face masses.
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specilnens show smooth sur―

Fig. 3b The inside of the large one shows papil-

lary protuberantia and hyalinization.

80,000U/ml以 上 と高値を示した。細胞診,細菌培養は

共に陰性であった。

病理組織所見 :2個 の嚢腫は共に粘膜,粘 膜下層,

筋層等,消 化管壁に類似 した構造を持ち,ま た過形成

性の胃粘膜や胃底腺を含んでいた。標本で乳頭様に見

えた部分の粘膜は,高 円柱上皮を主体 とし一部に絨毛

状の構築を呈 していた。筋層は本来の胃の筋層 と連続

しており,以 上より胃重複症 と診断した (Fig.4)。婁

腫粘膜の CEA染 色,CA19‐9染色は共に陽性であつた。

経過 :手術後 4年 7か 月経過 した現在 も格別の異常

を認めない。

考  察

胃重複症は消化管重複症の 1つ で,胃 における発生

頻度は最 も低 く29～ 38%と される13)14)。
本邦報告例

は1934年以降,自 験例を含め74例であるが 2個 の重複

胃を有 した症例は自験例が本邦 2例 目である。74例の

tomography

IIrASSES.

Fig. 2 Barium meal roentgenogram shows the

gastric body oppressing by the masses (arrou's).

を前方へ圧排 していた。嚢腫はそれぞれ別個に胃体上

部大雪側 との強国な壁の連続を認めた。裏腫の全切除

を行った。

切除標本 :左横隔膜下,膵 背側の裏腫はそれぞれ淡

緑色透明粘液,乳 白色ゲルで満たされていた。嚢腫の

表面は平滑で,内 面は共に一部に大豆大字L白色乳頭様

隆起 と硝子様変性を認めた (Fig.3a,3b).内 溶液は

いずれ も5倍 希釈で CEA l,000ng/ml以 上,CA19‐9
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Fig.  4 Histo logical  f indings shorv r . r . rucosal

islands, muscularis rrrucosae, submucosa and

muscular coat in some areas. The s'all of both

the cysts resemble that of gastrointestinal tract
(hematoxyl in and eosin sta ined,  x30).

内訳では,女 性が45例 (61%)で あった。また先天性

疾患であるが,12歳 以上の症例が47例 (64%)と 多かっ

た。このことは臨床症状には腹部腫瘤,腹 痛,嘔 気,

腸閉塞症状などがあるが成人まで無症状に経過 し偶然

に発見されることも多いためと考えられる。形態では

婁状が65例 (88%)と 管状に比べて圧倒的に多 く,ま

た発生部位では大彎,後 壁,小 彎,前 壁の順であった.

自験例は成人の女性で胃の大雪に発生した嚢状の胃重

複症であり,典 型的な症例であると思われた。

病因 として,McLetchieの 脊索分離説19,Bremerの

再疎通阻害説
10,Ravttchの

部分的双胎説1の
,Veenek‐

lassの脊索発生障害説
1ゆ
,Saundersの 脊索腸管発育分

離障害説
19)などがあるが,い まだ確定された説はない。

診断には腹部超音波,胃 透視,腹 部 CT検 査が有用

であるが術前に確定診断をつけることは難 しい。自験

例では術前,膵 裏胞 と診断したが,手 術所見,病 理組

織学所見より胃重複症の定義 としての,(1)胃 に近接

して存在すること,(2)胃 筋層に連続する平滑筋層を

有すること,(3)内 面は消化管粘膜で覆われているこ

と20をすべて満たしており,術 後に胃重複症 と診断 し

た。今日では共有する筋層を持たない場合 も分離型の

胃重複症 とし,共 有する筋層を持つ場合の非分離型 と

区分されるようになり21ちその区分からすれば自験例

は非分離型の胃重複症 となる.ま た嚢胞内溶液の腫瘍

マーカーは高値を示 し,細 胞診,細 菌培養は共に陰性

であったが,特 に診断的価値は報告されていない.近

年,胃 重複症の診断に超音波内視鏡の有用性が報告さ
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れてきてお り22)23),胃
周囲の裏胞性疾患には胃重複症

も考慮に入れ,超 音波内視鏡を施行することも有意義

と思われる。

治療法 としては穿利吸引やエタノール注入,内 療造

設,可及的切除などがあるが1°),重複胃よりの癌発生の

報告が本邦に 2例 見 られ1の24),重
複胃全切除 を行 うこ

とが望 ましい と思われる。

胃重複症 は非常にまれな病態ではあるが,腹 腔内嚢

胞性疾患の鑑別 として念頭にお くことが大切である。

稿を終えるにあたり写真を提供して下さいました放射線

部久保山彰氏に感謝いたします。
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A Case of Multiple Gastric Duplication

Hideya Ohnishi,  Masato Kato, Masaki Takashima'),  Shuji  Saeki ') ,

Toru Yamasaki') and Mitsuru Nakagaki

Department of Surgery, Hamanomachi Hospital
')Second Department of Pathology, Kyushu University traculty of Medicine

'�)First Department of Surgery, Kyushu University Faculty of Medicine

Gastric duplication is a congenital anomaly, and it is one of the dupiications of the alimentary tract.

Only 74 cases including our case have been reported in the literature in Japan. Herein we report a case

of gastric duplication with two cysts. A 40-year-old woman was found to have cystic masses at the left

subdiaphragma and the back of the pancreas, respectively, by abdominal ultrasonography and computed

tomography in December 1991. An operation was performed under the diagnosis of suspected pancreas

cysts in April 1992. The cysts at the left subdiaphragma, 8 cm in diameter, and at the back of the pancreas

body and tail, 10 cm in diameter, were separately and strongly continuous with the greater curvature of

the upper body of the stomach. Histological findings show that the two cysts \ rere similar to the structure

of the alimentary tract, and that the proper muscle layer continued with that of the stomach. So we

diagnosed the condition as gastric duplication. Gastric duplication is often discovered incidentally in

adults because of its asymptomatic course. Barium meal roentgenography, computed tomography and

endoscopic ultrasonography are useful for diagnosis. Because carcinoma arising from the duplicated

stomach have been reported, we think surgical therapy should be the first choice. It is important to keep

gastric duplication in mind for differential diagnosis from an abdominal cyst.
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