
Table 1　Laboratory data on admission

 IU/l17GOT /mm36,100WBC

 IU/l10GPT /mm33.42 × 106RBC

 IU/l31γ-GTP g/dl11/2Hb

 IU/l257ALP /mm328 4 × 106Plt

 IU/l2,784ChE g/dl4.7TP

 IU/l52Amy g/dl3.0Alb

 ng/ml1.8CEA mg/dl2.9BUN

 mg/dl0.5Cr

 mg/dl135T-Chol

 mg/dl0.71T-Bil

緒 言

上部胃癌の食道への直接浸潤はしばしば認められる

が，胃癌の食道壁内転移は極めてまれであり1）～5），幽

門部が主病巣の転移例は報告されていない．我々は食

道壁内転移をきたした幽門部胃癌に対し，姑息的胃切

除と術後補助化学療法を行うことにより，食道壁内転

移巣の消失を得た症例を経験したので報告する．

症 例

患者：50歳，男性

主訴：嘔吐，胃部不快感

既往歴：特記すべきものなし．

現病歴：1993年 9 月頃より胃部不快感，吐気が出現，

嘔吐が頻回となり，近医受診．上部消化管造影X線検

査を行い幽門部胃癌による幽門狭窄と診断され，精査

加療目的にて紹介．12月14日当院外科入院となった．

入院時現症：身長164cm，体重51kg，体格中等度．

貧血，黄疸なく，上腹部に可動性のある弾性硬の腫瘤

を触知したが，腹水をみとめなかった．また，表在リ

ンパ節を触知せず，直腸指診も異常をみとめなかった．

入院時血液生化学検査所見：軽度の貧血と低タンパ

ク血症を認めた．腫瘍マーカーは正常範囲であった

（Table 1）．

上部消化管造影X線検査：胃の著明な拡張と前庭

部から幽門にかけての全周性の狭窄，陰影欠損を認め，

肛門側への造影剤の流出を認めなかった（Fig. 1）．

上部消化管内視鏡検査：胃角下部から前庭部にかけ

て小彎中心とした全周性の2'型胃癌を認め，肛門側に

内視鏡は通過しなかった．同部の生検よりGroup V

（低分化型腺癌）が証明された．同時に門歯列より39cm

の食道内にはヨード不染の約2cm大の隆起性病変を

認め同部位の生検結果は胃癌の組織型と一致した．両

病変間の粘膜面に連続性は認められなかった（Fig. 2
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A, 2B, 3A, 3B）．

腹部CT検査：肝転移，腹水は認めず，病変に一致し

た胃壁は肥厚し，膵臓への直接浸潤が疑われた．胃周

囲のリンパ節の腫大を認めた（Fig. 4）．

以上より，胸部食道に壁内転移を伴った胃癌の術前

診断のもとに1993年 2 月 7日手術を施行した．

手術所見：上腹部正中切開で開腹．肝転移は認めず，

肉眼所見はT3（膵臓）N2H0であったが，ダグラス窩に

少量の黄色腹水を認めた．術中迅速細胞診にてClass

V と診断されたため．姑息的幽門側胃切除，B-II 再建を

行った．

摘出標本肉眼所見：前庭部に深い陥凹をともなった

2型の病変を認めた（Fig. 5）．

病理組織学的所見：低分化型腺癌，inf-γ，ly3，v3，
owに癌の露出は認めなかった（Fig. 6）．摘出されたリ

ンパ節は 1番，3番，4番，5番，6番，7番に転移を認め

た．

術後経過：術後14日目よりUFT 600mgを内服，第

28病日に退院．外来にて 4月 6日に CDDP 100mgを経

静脈投与した．5月19日の食道内視鏡検査では隆起性病

変，ヨード不染域は消失しており，生検でも癌が証明

されなかった（Fig. 7）．しかし，術後 5か月目ころよ

り腹水の貯留を認め，7月 6日，再度CDDP 100mgを

Fig. 1 Gastric distention, stenosis and filling defect

were noted from the antrum to the pylorus. No con-

trast medium drew to the anal side.

Fig. 2A Histlogic type of the biopsy specemens was

identical for both lesions.（esophagus 2A）（HE stain

300×）.

Fig. 2B Histlogic type of the biopsy specemens was

identical for both lesions.（stomach 2B）（HE stain

300×）.
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投与した．7月28日より，めまいが生じ，食欲低下，歩

行困難となったため 8月 6日に再入院，頭部CTにて

脳転移，水頭症を認めた．同年 9月 7日，術後 7か月

目に脳転移のため死亡した．

考 察

上部胃癌の食道浸潤はしばしば認められ，また食道

癌の胃壁内転移は1.7％から4.7％6）7）に認められると報

告されている．当初，同時多発癌や食道腺癌の可能性

も考慮したが食道病変の生検と幽門部胃癌部分の生検

が一致したことにより，幽門部胃癌の食道壁内転移と

診断した．しかし，胃癌の非連続性食道壁内転移の報

告はまれで，論文による同様の報告は 3例1）～3），さら

に，抄録による報告を含めると10例4）5）にすぎない（Ta-

ble 2）．占居部位は 9例が噴門部，1例が体部の胃癌で

あり自験例のように幽門部の胃癌が食道壁内転移した

との報告はない．また，噴門部の 1例以外は全例進行

癌であり，高度の脈管侵襲を伴い n2以上であった．学

会報告を含めた10例の食道壁内転移に対する治療は，

開胸による切除 7例，非開胸抜去 3例で，いずれも外

科的切除が行われている．予後については 1例のみ記

載されており，術後 9か月目に癌死している．自験例

も高度の脈管侵襲とリンパ節転移を伴う進行胃癌で

あった．しかし，術中腹水細胞診により癌細胞が証明

されたため開胸開腹による根治手術を断念し，手術侵

襲を少なくするために姑息的幽門側胃切除を行い，術

後補助化学療法を行った．術後28日目には外来通院可

Fig. 3 A. In the lesser curvature in the stomach was detected a lesion of type 2.

B. Small elevation-like submucosal tumor. The lesion in the esophagus of the lower

chest was negative for Lugol solution staining. These two lesions was isolated from

each other.

Fig. 4 （Abdominal CT）Liver metastasis was not
seen, gastric wall hypertrophied, and the 7th, and 8

th lymphnodes were swolled.

Fig. 5 It was noted that the type 2 lesion is a deep ul-

cer in the antrum of the stomach.
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Table 2　Gastric cancer with metastasis to the esophagus

Metastatic site　
in the esophagus

Charasteristics of the gastric cancer
AuthorsCase

vlyDepthHistologic typeLocation

Iuv2. v1. v0ly2. ly1. ly0ss. sm. mtub 2CE.M.A.Koike1)1

Im.  IUv0ly1smtub 2CMatsumoto2)2

Eiv0ly2setub 2CHirota3)3

ND ＊v ＞ 1＞ ly2
se 4casestub 1 3casesCE 4 cases

Aoyagi4)4 ～ 8
ss α 1casespor 2casesEC 1 cases

ND ＊v1ly2sepor 2MNoguchi5)9

ND ＊v1ly3ss γtub 2CNoguchi5)10

Eiv3ly3sepor 1AOur case

Cases of 10 were reported in the abstract.　
＊ not described

能となり，45日目の上部消化管内視鏡では，食道の隆

起性病変は明らかに縮小，101日目には平坦化，生検に

ても癌細胞は証明されなかった．

胃癌の食道壁内転移の形式はリンパ行性，血行性が

考えられ，壁内転移巣は脈管を経て非連続性に発育増

殖を示す副病巣と考えられる．食道と胃の間での粘膜

内の毛細リンパ管は直接連続していないが，食道粘膜

下リンパ管は胃の粘膜下リンパ管と交通している6）こ

とから粘膜下層に浸潤した癌細胞がリンパ流あるいは

血流に乗り食道粘膜下に転移をおこしたと考えられ

る．また，食道での壁内転移は豊富なリンパ管網を持っ

た粘膜下層に多く，弁を有したリンパ管のため腫瘍細

胞が trapping されやすく，リンパ管内の癌細胞の流れ

を反映しているリンパ管侵襲は粘膜内のリンパ管網に

よる長軸方向へのリンパ流が主体であり，その長さは

4cm前後と言われている7）8）．胃癌取扱い規約9）では，

食道壁内転移や広範囲食道浸潤例などについて明記さ

れておらず，そのため，術式あるいは治療に関しても

確立したものはない．進行胃癌の連続的食道浸潤に関

しては，食道浸潤のあるものとないものは 5生率がお

のおの24％，50％10）と報告されており，予後が有意に低

く，食道浸潤距離が4cmを越えたものに関しては 5生

率が得られていない10）．このことは，胃癌の食道への

進展が有力な予後不良因子であることを示している．

非連続的な食道壁内転移を連続的食道浸潤と同等に扱

い，食道の合併切除を行うことは侵襲も極めて高く，

術後合併症や日常生活への回復期間などを考慮すると

患者のQOLを著しく低下するように思われる．食道

壁内転移を伴った胃癌症例は遠隔転移を伴った stage

IV として取扱い，原発巣による出血，狭窄などの症状

を改善するための侵襲の少ない姑息的胃切除術を行っ

Fig. 6 （pathohistlogic picture）The oral wedge of the
stomach was free from cancer cells．（HE stain 100

×）

Fig. 7 A. Elevated lesion of the esophagus was not

seen 45 days after the operation.

B . The lesion and achromatophilic area demon-

strated by Lugol solution were not seen any longer

101 days later.
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た後，積極的な補助化学療法を行うことが患者のQOL

改善に寄与すると考えられる．自験例においても，姑

息手術を行うことにより患者は外来通院可能となり，

CDDP+UFTの併用療法が食道壁内転移に対して有効

であった．しかし，術後 7か月目で脳転移を起こし死

亡したことから，予後は極めて不良であった．症例の

蓄積がなされておらず，治療方針について確定的なこ

とは言えないが，手術のみでは予後の改善を期待でき

ず，術前術後の化学療法や放射線療法の併用など，治

療方針については今後考慮すべき病態であると考え

る．
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A Case of Gastric Cancer with Intramural Metastasis to the Esophagus

Takashi Hojo, Seiichiro Ishii, Nozomu Shirasugi, Yuko Kitagawa, Kouichi Aiura,
Yoshito Arisawa, Toshihiro Kakefuda, Katsuhiko Nouga and Junya Fukuda＊

Department of Surgery and Pathology＊, Kawasaki City Hospital

A case of gastric carcinoma with intramural metastasis to the esophagus is reported. A 50-year-old male
patient had gastric upset, nausea, and high frequency of vomiting since September 1993. He was diagnosed to
our department by a doctor in his neighborhood in December of the same year. The endoscopic examination
demonstrated a tumor of Borrmann type 2 on the lesser curvatur of the angle to the antrum in the stomach
and a small elevation（approximately 2 cm in diameter）in the esophagus of the lower chest. The esophageal
lesion was negative for Lugol solution staining. Although these lesions were separated from each other, his-
tologically both were differentiated adenocarcinoma. Palliative distal gastrectomy and Billroth II were per-
formed as of peritonel dissemination was demonstrated by perioperative cytology. The oral wedge of the
stomach was free from cancer cells in histologically. Complete response was obtained for metastasis by adju-
vant chemotherapy（CDDP+UFT）. However, he died from brain metastasis 7 months after the operation. The
gastric cancer with intramural metastasis to the esophagus is very rare, and only 10 cases including our expe-
rience have been reported so far. Sine prognosis is very bad, adjuvant chemotherapy with palliative operation
should be considered in these patients.
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