
はじめに

Glomus 腫瘍は四肢末梢に生ずる有痛性腫瘍である

が，まれに胃に生ずることが知られている．われわれ

は腹腔鏡下手術により切除した胃 glomus 腫瘍の 1例

を経験したので，若干の文献的考察を加え報告する．

症 例

患者：62歳，男性

主訴：胃の精査希望

既往歴：40歳時に急性虫垂炎に対して虫垂切除術を

うけている．

家族歴：特になし．

現病歴：検診による上部消化管造影検査により異常

陰影を指摘され精査加療目的により当院外科を受診し

た．

初診時現症：身長172cm，体重65kg．結膜に貧血，

黄疸を認めず，腹部は平坦で圧痛，腫瘤を認めなかっ

た．

入院時検査所見：血液，生化学的検査に異常を認め

ず．血清CEA，CA19―9などの腫瘍マーカーも正常で

あった．

上部消化管造影検査所見：胃幽門前庭部小彎に約

2.5cm大の辺縁整で立ち上がりなだらかな隆起性病変

を認めた（Fig. 1）．

上部消化管内視鏡所見：胃幽門前庭部小彎に2cm

大の半球状の隆起性病変を認め，粘膜に潰瘍などの異

常所見を認めず粘膜下腫瘍と診断した（Fig. 2）．超音

波内視鏡検査（EUS）では筋層由来の均一な低エコー

レベルの腫瘍として描出され，EUS上は平滑筋腫を

疑った（Fig. 3）．生検の結果はGroup 1であった．
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Fig. 1 An upper gastrointestinal X-ray film demon-

strates submucosal tumor in the lesser curvature of

the antrum.



腹部CT所見：特に異常所見を認めなかった．

腹部超音波所見：腹腔内リンパ節の腫大など異常所

見を認めなかった．

以上より，胃平滑筋種の術前診断により腹腔鏡下手

術を行った．

手術所見：臍下部と右側腹部に12mm，右上腹部と

左側腹部に5mmのトロッカーを挿入し腹腔内を検索

した．幽門前庭部小彎に約2cm大の腫瘤を確認したが

漿膜面は異常なかった．他に腹腔内は特に異常所見は

なかった．腫瘍近傍の正常な胃壁につり糸をかけて腫

瘍を挙上し腫瘤に直接触れないように注意しながら，

自動縫合器を用いて腫瘤を 3回に分けて楔状に切除

し，ビニール製の袋に収容してから体外に取り出した．

術中上部消化管内視鏡検査により胃前庭部および幽門

輪に狭窄のないことを確認し，脱気後閉創し手術を終

了した．

摘出標本：胃幽門前庭部小彎側に，18mmの弾性硬

の粘膜下腫瘍を認め中心に8mmの白色調変化認めた．

病理組織学的所見：胃固有筋層内に多結節性に増生

する腫瘤が存在した（Fig. 4）．腫瘍細胞は卵円形，均

一，大小不同に乏しく，比較的広い胞体を有し，胞体

境界は明瞭であった（Fig. 5）．腫瘍の存在位置が固有

筋層内主体であること，腫瘤内に血管腔が豊富で，血

管腔内に乳頭状発育する所見がみられること，さらに

は免疫組織学的に αSMAが強陽性でEMA，CEA，S
100蛋白が陰性であることから，glomus 腫瘍と診断し

た．

術後経過：術後経過は良好で術後第 4病日より経口

摂取を開始し第 7病日に軽快退院去した．

考 察

グロームス装置（glomus apparatus）は指趾に多く分

布する特殊な動静脈吻合で，その壁に存在するグロー

Fig. 2 Gastroscopy reveal a hemispheric submucosal

tumor without an ulcerative lession in the lesser cu-

vature of the antrum.

Fig. 3 Endoscopic ultrasonography shows homoge-

neous hypoechoic mass derived from the proper

muscle.

Fig. 4 Microscopic findings of the resected speci-

men．（H. E.stain×10）Tumor is derived from the

smooth muscle of the stomach.
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ムス細胞の収縮・弛緩によって血流を増減し，局所の

体温を調節している．glomus 腫瘍はこのグロームス装

置より生ずるものと考えられている．臨床的には若年

婦人の爪床に好発し，数mm径の小さな赤紫色の病巣

を作りしばしば発作性の激痛をきたす．指以外には四

肢，まれに躯幹の軟部や胃にも生ずる．胃に発生する

glomus 腫瘍は非常にまれな疾患であり，1948年にDe

Busscher1）により初めて報告され，本邦では1962年庄

司ら2）の報告が初めてで，その後われわれが検索し得た

かぎりでは1999年までに69例の報告例がある．臨床的

特徴としては発症年齢は平均約50歳，男女比は2：3と

やや女性に多く3）～6），自覚症状は腹痛（約30％）3）5）6），

下血（11～20％）3）5）6）が多いが，約10％が無症状3）であ

り，本疾患に特異的な症状はない．好発部位は幽門前

庭部が最も多く，腫瘍径は平均約3cmである3）5）6）．腫

瘍占居部位はほとんどが粘膜下層から固有筋層にかけ

て存在して粘膜下腫瘍の形態を呈するが，32～39％は

潰瘍，ビランを形成する3）6）．

診断には胃透視，胃内視鏡，EUSなどが用いられる

が，特徴的所見に乏しいため約 7割が胃粘膜下腫瘍と

診断され5）6），術前確定診断は極めて困難である．胃透

視では立ち上がりがなだらかで表面がスムースな粘膜

下腫瘍として描出されるが，胃 glomus 腫瘍は弾力性

に富む柔らかい腫瘍であるため，圧迫法にて腫瘍の形

態が変化しやすい7）．胃内視鏡でも形態は粘膜下腫瘍

であるが，幽門前庭の大彎と前壁が好発部位であるこ

と，腫瘍の色調がやや暗青色で弾力性に富んでいるこ

となどが鑑別のポイントとなる．生検により術前診断

できた例は 3例しか報告されていないが5）6）8），そのう

ち 1例は腫瘤を高周波切開した後に hot biopsy した

もので5），もう 1例は腫瘍が偶然粘膜内に発育浸潤し

たため生検にて質的診断が可能であったというもので

あり9），粘膜下腫瘍の形態を呈する本疾患に対し通常

の生検では質的診断は困難である．本疾患のEUS所見

を検討した報告はまだ少ないが8）～10），これらによると

腫瘍は粘膜下層から固有筋層に存在し，形態は類円形

であることは共通しているが，内部エコーに関しては

高エコーの部分に低エコーな部分が混在しているとい

う報告や7），低エコーの内部に高エコーの部分が混在

している8），あるいは，比較的均一な低エコーであった

という報告もあり9），特異的な所見はない．この原因と

して胃 glomus 腫瘍内の出血，血栓部位が高エコーと

して描出され，硝子化した部分が低エコーとして描出

されるため腫瘍内の出血，硝子化の程度により描出さ

れる像が異なるためと思われる．本症例では筋層内に

限局した均一な低エコーとして描出された．胃 glomus

腫瘍の EUS所見には現段階では報告が少なく，今後症

例の増加に伴い確立するものと思われる．

治療に関しては，報告されている症例はほとんど胃

粘膜下腫瘍の術前診断にて開腹手術（胃切除術，胃部

分切除術あるいは腫瘤核出術）がなされていて4），1 例

のみが腹腔鏡下手術にて切除されている11）．特異的な

画像所見に乏しくて診断基準が確立しておらず，通常

の手技では生検による組織診断も困難な現段階では術

前診断が非常に難しく，粘膜下腫瘍として開腹手術さ

れる症例が多い．しかし，本疾患は悪性例の報告もあ

るが12）基本的には良性腫瘍であるため開腹による胃切

除術は過大な侵襲である．

1990年に山川ら13）が本邦にて腹腔鏡下胆�摘出術を
紹介して以来鏡視下手術は飛躍的に発達しており，最

近では胃粘膜下腫瘍にも積極的に腹腔鏡下胃部分切除

術が行われている14）15）16）．われわれの施設では1992年

から胃粘膜下腫瘍ならびに早期胃癌粘膜切除術後遺残

例など18例に対し腹腔鏡下胃局所切除術を行ってき

た．症例の内訳は平滑筋腫 3例，平滑筋肉腫 5例，早

期胃癌 4例，胃 glomus 腫瘍 1例（本症例），その他 5

例であり，平均手術時間は125分，平均出血量は31g，

術後流動食開始は平均2.8日，術後平均入院期間9.3日で

あり，術後の経口摂取は数例に軽い小胃症状を認めた

が全体としては良好であった．このように胃粘膜下腫

瘍に対する腹腔鏡下手術は，その侵襲も軽度で術後経

過も良好であり，小胃症状は残すものの術後のQOL

は極めて良好である．胃粘膜下腫瘍の形態を呈し，良

性腫瘍である胃 glomus 腫瘍に対する治療法は，腹腔

Fig. 5 Microscopic findings of the resected speci-

men.（H. E. stain ×150）
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鏡下胃部分切除が有用であると考える．
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A Case of Glomus Tumor of the Stomach Resected by Laparoscopic Surgery
―A Case Report―

Susumu Kawano, Ryuzo Murai, Tohru Harada＊,
Yoji Yamazaki and Teruaki Aoki

Department of Surgery and Pathology＊,The Jikei University School of Medicine

A 62-year-old man was admitted to our hospital with a diagnosis of gastric tumor during a health screen-
ing X-ray examination. The submucosal tumor was detected with endoscopy, endoscopic ultrasonography
and X-ray examination. The preoperative diagnosis was leiomyoma of the stomach because of the smooth and
hypoechoic lesion seen during endoscopic ultrasonography. Laparoscopic partial resection of the stomach was
performed. The histological examination revealed the tumor to be a glomus tumor. In Japan, a glomus tumor
of the stomach was first reported in 1962 and only 69 cases have been reported in the Japanese literature up
to now, of which only one case has been resected by laparoscopic surgery.
Key words：glomus tumor, gastric SMT, laparoscopic surgery
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