
はじめに

Peutz-Jeghers 症候群でみられる一分症としての胃

過誤腫性ポリープはよく知られた存在であるが，非症

候性，単発性の胃過誤腫性ポリープはまれな疾患であ

る．今回，我々は粘膜下腫瘍像を呈した単発性の胃過

誤腫性ポリープの 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：63 歳，男性

主訴：特になし．

既往歴：特記すべき事項なし．

家族歴：特記すべき事項なし．

現病歴：平成 4年より近医にて胃底部の粘膜下腫瘍

を指摘され，経過観察していたが，平成 10 年 11 月 25

日，上部消化管内視鏡検査にて腫瘍の増大と中心部の

陥凹を認めたため精査入院となった．

入院時現症：眼瞼結膜に貧血，黄疸なく，皮膚，粘

膜に色素沈着を認めない．毛髪，爪甲にも異常なし．

入院時検査成績：血液・生化学的検査に異常なし．

腫瘍マーカーである carcinoembryonic antigen（CEA）

は 3.0ng�ml と軽度上昇を認めた．

上部消化管内視鏡検査：平成 8年時内視鏡検査では

胃底部大彎側に正常粘膜に覆われた立ち上がりなだら

かな隆起性病変を認めた．大きさは 15mm大で悪性を

疑わせる所見に乏しかったため，経過観察とした（Fig.

1）．平成 10 年 11 月の内視鏡検査では中心部に陥凹が

出現し，立ち上がりやや急峻となり，腫瘤径も約 30

mm大と増大した（Fig. 2）．

上部消化管造影検査：胃底部大彎側に卵円形の立ち

上がり急峻な隆起性病変を認めた．腫瘤の大きさは 28

×20mm，表面平滑で中心に浅い陥凹を認めた．また，

大彎側に bridging fold を伴っていた（Fig. 3）．

超音波内視鏡検査（以下，EUSと略記）：病変は第

3層に存在し，全体としてはやや低エコーであったが，

境界は明瞭であった．病巣内に数個の無エコー域を認

めた．第 4層に変化はみられなかった（Fig. 4）．

EUS下穿刺吸引生検組織所見：すべての生検材料

に胃粘膜上皮と思われる多数の単層立方上皮を認める

のみであった．このことより胃粘膜上皮のみが採取さ

れただけで，粘膜下腫瘍からの穿刺吸引生検はできて

いなかったものと診断した（Fig. 5）．

以上，生検材料の診断を誤ったために，鑑別診断と

して迷入膵および筋原性腫瘍を考えたが，EUS下穿刺

吸引生検にて膵組織，平滑筋組織とも認められず，確

定診断に至らなかった．しかし，徐々にではあるが，

腫瘍の増大傾向があり，中心壊死性の潰瘍化による出
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血の際，そのコントロールに難渋する可能性も考えあ

わせ，平成 10 年 12 月 21 日全身麻酔下にて胃局所切除

を施行した．

手術所見：上腹部正中切開にて開腹，胃底部大彎側

に腫瘤を触れた．腫瘤は弾性軟で，漿膜面への病変の

突出はみられなかった．リニアカッターを用いて胃局

所切除を行った．

切除標本所見：腫瘤表面は正常粘膜で覆われ，その

中心に陥凹を伴っていた．腫瘍径は 25×28mm，陥凹

部は 5×10mmであった（Fig. 6）．

切除標本割面像：腫瘤は粘膜下層を主座とし，固有

筋層との連続性はなかった．割面は白色で大小の�胞
形成がみられ，内容液は粘稠だった（Fig. 7）．

病理組織学的所見：弱拡大において，病変は拡張し

た�胞状の腺管よりなり，その腺上皮は単層立方上皮
であった．細胞異型，構造異型はみられなかった．間

質には形質細胞，胚中心を伴うリンパ濾胞などの炎症

細胞を認めた．腫瘤表面の中心部陥凹は表層と連続し

た形で腺上皮が内部に入り込んでおり，外部に向かっ

て拡大した腺管の開口，inverted tern であることがわ

かった（Fig. 8）．腺管の腺上皮の拡大像では，胃腺上

皮に類似した高円柱上皮の腺管が存在し，胞体は淡好

酸性であった（Fig. 9）．

これらの所見より病理組織学的に胃過誤腫性ポリー

プと診断した．術後経過は順調で，第 16 病日にて退院

となった．

考 察

過誤腫とは，その構成成分が存在する臓器や組織の

成分として元来存在するもので，その量的組み合わせ

の不均衡により，特定成分が過剰増殖し腫瘍形態を示

すものと定義されている1）．限局性に胃腺管が粘膜下

Fig. 1 Upper gastrointestinal endoscopic examina-

tion which was performed on November 5, 1996, re-

vealed an elevated lesion covered with the normal

mucosae at the greater curvature of the cardiac

portion.

Fig. 2 The surface of an elevated lesion had a central

dimple like delle by endoscopy on November 25,

1998.

Fig. 3 Double contrast radiograph in the supine posi-

tion shows oval-shaped protuberant lesion with a

smooth surface and a central dimple, 28×20mm in

size, at the greater courvature of the cardiac por-

tion.
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に入り込み，異所性に増生，貯留�胞化し腫瘤を形成
するものを胃過誤腫性ポリープといい2）病変組織その

ものは一種の heterotopia である．腫瘤が内腔に突出

して大きくなり，ポリープともいえる形態を示した場

合，この命名が適しているとされている．Peutz-

Jeghers 症候群などの一分症としてみられるものとし

てはあるが，本症例のような非症候性の単発胃過誤腫

性ポリープはまれである．

本邦において 1978 年から 1999 年までの医学中央雑

誌および JMEDCINEにて検索した非症候性単発胃過

誤腫性ポリープ 26 症例につき検討した．患者の発見時

年齢は平均 52.5 歳であり，3歳～76 歳と広い分布を示

すが 50 代，60 代にもっとも多い．男女比は 1：1であ

り性差はない．腫瘍の発生部位は胃底部，体部，前庭

部それぞれに平均に分布していた．形態は山田 II～IV

型まで存在し，III 型，IV型が多くみられる．大きさは

1cm以上のものがほとんどである．愁訴は一定せず検

診などで発見される場合が多い．

Fig. 4 Endoscopic ultrasonography showed a few

aechoic areas which were seen in the submucosal

layer（A）, and the schematic illustration（B）.

Fig. 5 Many epithelium of gastric gland are seen.

Fig. 6 Gross findings of the resected stomach. Re-

sected tumor presenting the smooth mucosal sur-

face with a central dimple. The picture shows an

elevated lesion mesuring 25×28mm and an ulcera-

tion mesuring 5×10mm in size.

Fig. 7 The cut surface has white-color-mucus and

various size of cysts are observed in the tumor. The

lesion is located in the submucosal layer of the

stomach.
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一般に粘膜下腫瘍像を呈した病変は通常の生検では

組織診断が困難である．本症例も通常の生検では診断

がつかず， EUS下穿刺吸引生検による診断を試みた．

吸引生検組織はすべて胃粘膜上皮を含んでいた．EUS

下穿刺吸引生検は完全に行われ，正確に腫瘤の生検が

行われていたにもかかわらず，病理診断医はすべての

生検組織に胃粘膜上皮が認められたことより，胃粘膜

表面の組織が吸引されたものと判断し，腫瘤の組織に

ついては判断不能とした．また我々も，その報告に疑

問をいだかなかった．しかし，胃過誤腫は胃の粘膜の

一部あるいは腺管が粘膜下組織に存在する3）というよ

うに，存在部位が診断の決め手であり，存在部位を明

らかにするだけの組織採取が不可欠であるため，この

ように腫瘤の組織が採取できていても，EUS下穿刺吸

引生検による確定診断は物理的に困難であったと考え

た．さらに中村ら3）は迷入膵の膵管型の場合は，生検組

織片に膵管が含まれていてもそれが迷入膵の膵管型で

あるのか，あるいは胃の異所性腺管であるのかの区別

はできないとしており，両者の鑑別はできない．

本疾患は術前，確定診断に至った例はない．松岡ら4）

は EUSで第 3層より発生し，腫瘤内の多数の�胞様の
無エコー域に着目すれば，診断は可能であると述べて

いる．本症例でEUSにおける無エコー域を，迷入膵で

認める管腔像ではないかと判断してしまっていたが，

松岡ら4）のいう所見に着目すれば鑑別する疾患の一つ

に掲げることが可能であると思われた．さらに，有馬

ら5）は EUS下穿刺吸引生検による組織採取率は 86％，

悪性疾患に対する sensitibity 82％，specificity 100％，

overall で 92％の正診率であったと報告している．

よって，EUS下穿刺吸引生検の有用性は高く，過誤腫

および迷入膵の膵管型との鑑別診断がつかないまで

も，他疾患を否定することが可能であると考えた．今

後の症例の蓄積により術前診断は確立していくと考え

られる．

治療に関しては，ほとんどの症例で内視鏡下切除が

行われている．病変が大きい例，胃癌などの他病変に

合併した例，平滑筋肉腫を否定しえなかった例におい

ては，外科的切除が行われている．加藤ら6）は粘膜下腫

瘍様を呈した本病変に対し，ストリップバイオプシー

による診断と治療を行ったと報告している．本症例に

おいては，腫瘤の存在部位は胃底部大彎側であり，腹

腔鏡下手術が可能であったかもしれない．しかし，当

時我々の施設ではその臨床経験も乏しく，あえて開腹

胃局所切除を行った．胃の粘膜下病変における腹腔鏡

下手術は，いまやその主流を占めるにいたっており，

今後この様な症例においては，積極的に腹腔鏡下手術

が選択されるべきであり，我々の施設でも，腹腔鏡下

手術手技の習得を早急に行っているところである．

本論文の要旨は第 12 回愛知臨床外科学会地方会（名古屋

市，1999 年 7 月）において発表した．
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Fig. 8 Epithelium covering inside of the cyst resem-

bles the crypt epithelium. Lymphoid follicles and

plasma cells are formed in intestitium.（HE stain×

20）

Fig. 9 Epithelium of gastric gland-like structure is

recognized.（HE stain×200）
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A Case of Hamartomatous Inverted Polyp Resembling a Submucosal Tumor

Shigeru Hibino, Katsuyoshi Ko, Makoto Katayama, Yutaka Ogura and Tetsuya Abe
Department of Surgery, Yamashita Hospital

A submucosal tumor at the fornix of the stomach was identified in a 63-year-old man six years previously.
The patient was admitted to our hospital for a detailed endoscopic examination of the tumor, which had in-
creased in size and showed a central del in the top region. Endoscopic ultrasonography showed a tumor with
a clear boarder and a small low-echoic lesion in the third（submucosal）layer. These findings suggested that
the tumor was not a typical submucosal tumor, such as a leiomyoma. Several non-echoic lesions were also
seen in the tumor. We believed that these lesions represented a cystic component of the tumor. A fine needle
aspiration biopsy was performed during the endoscopic ultrasonograpy, and a large number of monolayered
cuboidal epithelium cells were identified. Both a complete removal of the tumor and a definitive diagnosis
were thought to be impossible. A partial gastrectomy was thus performed for diagnosis and therapy. A histo-
logical analysis of the resected tumor specimen showed dilated cystic ducts composed of tall columnar epithe-
lial cells, similar to those in gastric glands. The tumor was nonmalignant. From these findings, the lesion was
histologically diagnosed as a hamartomatous inverted polyp.
Key words：submucosal tumor, hamartomatous inverted polyp, EUS-guided fine needle aspiration biopsy
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