
はじめに

胃カルチノイドは胃腫瘍の中では比較的まれな

腫瘍であり，胃底腺領域の萎縮と低酸状態を伴う

A 型胃炎に合併することがあるといわれてい

る1）．今回我々は A 型胃炎を伴った多発性胃カル

チノイドの 1 切除例を経験したのでその成因，治

療方針につき考察を加えて報告する．

症 例

患者：38 歳，男性

主訴：特になし．

家族歴：特記すべきことなし．

既往歴：特記すべきことなし．

現病歴：1998 年 10 月に検診を受診し上部消化

管造影検査にて胃ポリープを指摘されたため当院

を受診した．上部消化管内視鏡検査では胃内に多

発する小ポリープを認め，生検の結果，胃カルチ

ノイドと診断された．手術のために 1999 年 1 月当

科に入院した．

現症：身長 161cm，体重 66kg．腹部は平坦軟で

腫瘤を触知せず．表在リンパ節も触知せず．また

皮膚変化も認めなかった．

血液検査所見：末梢血液生化学検査では異常を

認めず．腫瘍マーカーは CEA，CA19―9 ともに正
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症例は 38 歳の男性で，健康診断精査時の上部消化管内視鏡検査にて胃内に多発する小ポ

リープを指摘された．生検の結果，胃カルチノイドと診断され当科紹介となった．血液検査で

は血清ガストリン値が 800pg�ml と高値であり，内視鏡的胃酸分泌試験で無酸を呈していた．

超音波内視鏡で最大のポリープは深達度 sm1 と診断され，リンパ節転移の可能性もあると判

断し胃全摘術および D1 リンパ節郭清を施行した．病理組織所見では最大のポリープを含めた

3 個のポリープがカルチノイドで，他は過形成ポリープと診断された．最大のカルチノイドは

深達度 sm で静脈侵襲陽性（v1）であったが，他のカルチノイドは m に限局し脈管侵襲陰性で

リンパ節転移は認めなかった．術後は合併症なく経過，血中ガストリン値も正常化し第 27

病日に退院した．A 型胃炎に続発し高ガストリン血症を伴う多発性胃カルチノイドの 1 例を

呈示し，その病態と治療方針について文献的考察を加えて報告する．

Fig. 1 Upper GI series demonstrated an elevated le-

sion in the gastric body.（Arrow）



常範囲内で抗壁細胞抗体，抗内因子抗体は陰性で

あった．血清セロトニン 0.13µg�ml で正常範囲内

であったが血清ガストリンは 800pg�ml と高値を

示した（正常値；200pg�ml 以下）．

上部消化管造影検査（Fig. 1），上部消化管内視

鏡検査（Fig. 2）では胃穹窿部から胃体部にかけて

多発するポリープを認め，最大のものは胃体上部

大彎側の長径約 1cm のものであった．同時に施行

した内視鏡的酸分泌試験では無酸を呈していた．

超音波内視鏡検査では胃体上部大彎側の最大の

ポリープは第 2 層に描出されており，深達度は

sm1 と診断された（Fig. 3）．

以上より多発性胃カルチノイドと診断し，最大

のものは深達度 sm1 でリンパ節転移の可能性が

あると判断して 1999 年 2 月胃全摘術および D1

リンパ節郭清術を施行した．

切除標本の肉眼所見では体上部から体中部に多

発するポリープを認め，最大のものは胃体部大彎

側後壁にあり，10mm×8mm の大きさであった

（Fig. 4）．

切除胃は全割のうえ組織学的検討を行った．最

大のポリープを含め，胃体中部後壁に存在する 3

個のポリープは HE 染色像で円形の均一な核を有

し好酸性の明るい胞体を持つ腫瘍細胞が索状・リ

ボン状の配列を示し，カルチノイドと診断された

（Fig. 5a）．鍍銀染色ではグリメリウス染色陽性

（Fig. 5b），フォンタナマッソン染色陰性と銀好性

細胞型を示したがクロモグラニン A 染色は弱陽

性であった（Fig. 5c，d）．最大のカルチノイドは

深達度 sm2 で静脈侵襲陽性（v1）であったが，他

Fig. 2 （a）Gastrointestinal endoscopy revealed multiple small polyps in the gastric

gastric body.（b）Close up view of larger polyp, which are about 10 mm diameters.

Fig. 3 EUS（endoscopically ultrasonographic study）

revealed the larger polyp invades to sm1

a b
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Fig. 4 （a）Resected specimen.（b）Close up view of the multiple polyps.（c）Close up

view of the three largest polyps.

The resected specimen showed multiple polyps in the upper gastric body, the three

maximum polyps was present at the posterior wall close to the greater curvature.

Fig. 5 （a）The tumor cells have nuclei of similar size and grow with alveolar and

ribbon-like structures.（hematoxylin and eosin×200）

The tumor cells stained positively for Grimelius（b）, and also positively for Chromo-

granin A（c）, and stained focally positive for cartooning（d）.（×400）
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Table 1　Classification and characteristic features of the gastric carcinoid tumors

FrequencyTumor biologyTumor characteristicsAcid
secretion

Hyper
gastrinemia

65%slow growth, very rare metastasisgenerally small（＜ 1cm）
and multiple

low acid status＋A-CAG
type

21%slow growth, may metastasize more often 
than A-CAG type

generally small（＜ 1cm）
and multiple

high acid status＋ZE/MEN1
type

14%relatively aggressive growth, frequent 
metastasis

solitary, often large（＞ 1cm）－－Sporadic
type

（CAG：Chronic atrophic gastritis, Z-E：Zollinger-Ellison syndrome, MEN：Multiple Endcrine neoplasia）

の 2 つは m に限局し，脈管侵襲陰性でリンパ節転

移は認めなかった（n0）．さらに胃体中部から上部

に か け て の 粘 膜 固 有 層 深 部 に は

enterochromaffin-like（ECL）細胞の過形成や腫瘍

化を示す内分泌細胞微小胞巣（endocrine cell mi-

cronodule；ECM）や微小カルチノイド（micro

carcinoid）6）が広範囲に認められた（Fig. 6）．しか

し胃体上部から胃体中部に多発した小ポリープ

は，胃粘膜上皮の過形成性変化が主体であり，萎

縮性胃炎に伴う過形成ポリープと診断された．

術後は特に合併症なく経過し，血中ガストリン

値は 25pg�ml と正常化し，第 27 病日に退院した．

考 察

胃カルチノイドは腫瘍の発生母地となる胃粘膜

の病理学的変化や胃酸分泌の状態，随伴疾患の有

無などの背景因子により 3 種類に大別される2）～4）

（Table 1）．

もっとも頻度が高いのは A 型胃炎に続発する

A-CAG（type A-chronic atrophic gastritis）type

のカルチノイドで，65％ を占めるとされてい

る2）．Strickland ら5）の分類によると A 型胃炎は

慢性胃炎の中で胃底腺領域の萎縮が特に強いもの

で逆萎縮型胃炎と呼ばれる．胃底腺領域の萎縮に

より胃酸分泌が低下し，低酸ないし無酸を呈する

が，その feedback 機構により高ガストリン血症を

来すことが知られている．伊津野ら6）によると高ガ

ストリン血症による刺激のため萎縮胃底腺粘膜の

ECL 細胞（enterochromaffine-like cell）が増生し

内分泌細胞微小胞巣（endocrine cell micronod-

ule；ECM）が形成され，これが腫瘍化してカルチ

ノイドが発生すると報告している．A-CAG type

のカルチノイドは 1cm 以下の小腫瘍の多発がみ

られるが，その発育は緩除で遠隔転移はまれであ

るといわれている．

一方，A 型胃炎を随伴しないカルチノイドには

Multiple Endocrine neoplasia と Zollinger-Ellison

症候群に随伴する ZE�MEN1type のものと spo-

radic tumor type のものがある．後者は non A-

CAG type とも呼ばれ，高ガストリン血症を伴わ

ず，幽門洞部が好発部位で，腫瘍は孤立かつ散在

性で腫瘍径も大きい症例が多く，リンパ節転移や

遠隔転移の頻度も高いとされている7）．

今回の症例は内視鏡所見やガストリン値，酸分

泌試験の結果から A-CAG type と考えられた．多

発ポリープが胃穹窿部から胃体部にかけての広い

Fig. 6 Distribution of endocrine cell micronnodules

（ECMs）and carcinoids. ECMs and micro carcinoids

located in the whole gastric body.
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範囲に存在したが，切除標本の病理組織学的所見

では 3 個のみがカルチノイドで他は過形成ポリー

プであった．しかし，背景粘膜には高ガストリン

血症に伴う ECM や微小カルチノイドが広範囲に

存在し，胃底腺領域に病変が多発するという

A-CAG type の特徴4）を備えていた．

胃カルチノイドの腫瘍径とリンパ節転移率につ

いて曽我ら8）は 1.0cm 未満では 4.8％ であるのに

対し 1.0-1.9cm では 29.7％，2.0-2.9cm では 45.7％，

3cm 以上では 50％ 以上であると報告している．

また，深達度とリンパ節転移の関係では神田ら9）

が m では 0％，sm で 24％，mp で 35％，ss で

55％，se で 92％，si で 100％ と深達度が sm に達

すると転移の可能性が高くなると報告している．

今回の症例では最大のポリープの腫瘍径が 1

cm で，深達度が sm と診断されており，リンパ節

転移の可能性が否定できなかったことから胃全摘

術および D1 リンパ節郭清術を施行した．病理組

織学的所見ではリンパ節転移は認めなかったが，

径 1cm のカルチノイドは静脈侵襲を伴う sm 浸

潤腫瘍であり，リンパ節転移のリスクからみて術

式の選択は適切であったと考えられる．

本邦において胃カルチノイドはその局在や病変

数により治療や術式が選択されており，A-CAG

type では今回の症例のように胃底腺領域に病変

が多発するという特徴から胃全摘が選択されるこ

とが多い．

一方，諸外国では以前は多発するカルチノイド

に対して胃全摘が施行されてきたが，1987 年に

Richard ら10）が悪性貧血，高ガストリン血症に伴う

多発胃カルチノイドに対してガストリン産生領域

切除の目的で幽門洞切除を施行したところ術後 6

か月後には内視鏡的に多発する腫瘍が消退したと

報告した．その後はカルチノイドを高ガストリン

血症を伴うものとそうでないものとに分けて治療

方針を決定すべきだとの報告が散見されるように

なった11）．

Gilligann ら7）は高ガストリン血症の有無と腫瘍

の数により次のような治療方針を提案している．

すなわち，高ガストリン血症を伴わない散発性の

カルチノイドの場合は，リンパ節郭清を伴う胃切

除術を施行する．高ガストリン血症を伴う胃カル

チノイドで，腫瘍の数が少ない場合は内視鏡的切

除術を施行するが，腫瘍が多発している場合には，

幽門洞切除を行い，切除範囲に含まれない 1cm

以上の腫瘍は局所切除する．胃切除を行わなかっ

た症例は，内視鏡で再発の有無をフォローアップ

し，もし再発が認められた場合には胃切除などの

追加手術を検討する．つまり高ガストリン血症に

随伴する多発性胃カルチノイドの場合は幽門洞切

除によって，腫瘍径の小さいカルチノイドが消失

する可能性がある．

Gilligan らの治療方針に従えば今回の症例は最

大腫瘍の局所切除と幽門洞切除を行うことが選択

枝の一つであった．しかし幽門洞切除の遠隔成績

は数例の症例報告が散見されるのみで，有効性や

長期予後について不明な点が多い．またリンパ節

転移巣に対する幽門洞切除の有効性は証明されて

いないことから，転移のないと判断される症例す

なわち最大腫瘍径 1cm 未満で粘膜内に病変が限

局するもの8）9）に適応を絞って施行されるべきであ

ろう．今回の症例は腫瘍径と深達度からリンパ節

転移の可能性があり8）9），病変の局在を考慮する

と，現段階ではリンパ節郭清を伴う胃全摘術が適

応になると考えられた．

胃カルチノイドは腫瘍の局在，数，大きさ，な

らびに壁深達度診断による転移予測に基づいて切

除範囲を決定するのが基本であり，A-CAG type

に対する幽門洞切除は今後の症例の集積により適

応を確立してゆく必要があると思われた．

稿を終えるにあたり，病理所見に関して御指導，御助言

をいただいた東北大学附属病院病理部森谷卓也先生に深

謝いたします．
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A Case of Multiple Gastric Carcinoid Associated with Hypergastrinemia

Makoto Kinouchi, Kenichi Shiiba, Seiichi Ishii, Takayuki Mizoi, Jun Oyama, Seiki Matsuno＊and Iwao Sasaki
Division of Biological Regulation and Oncology, Department of Surgery and Division
of Gastroenterological Surgery＊, Tohoku University Postgraduate School of Medicine

We report a case of multiple gastric carcinoid with hypergastrinemia. A 38-year-old man found to have an ab-
normality of the stomach in a medical check up was found in gastric endoscopy to have multiple polyps from
the gastric fornix to the middle gastric body. Polyp biopsy showed them to be carcinoid, so he referred to our
hospital for further study. Laboratory data showed hypergastrinemia（serum gastrin of 800pg�dl）, but normal
serum serotonin. Acid endocrine test by gastroscopy shows no acid pattern. Endosonography showed the
depth of invasion to be submucosal layer, so we conducted total gastrectomy with lymph node dissection due
to the possibility of lymph node metastasis. Histological examination reveals the three largest polyps as carci-
noid, and the other polyps as hyperplastic polyp. Also it reveals the maximum carcinoid as sm, n0, v1 and ly0,
and the other carcinoids as m. Postoperative laboratory data showed that the serum gastrin had normalized

（25pg�ml）. To determine therapy for gastric carcinoid, we must consider factors such as size and depth of in-
vasion.
Key words：gastric carcinoid, hyper gastrinemia, type A gastritis
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