
はじめに

胃結核はまれな疾患であるが，最近結核罹患率

の増加から発症の増加が危ぐされる1）．肺結核の

治療後 49 年目に腹膜炎からの続発の感染経路と

考えられる，胃粘膜下腫瘍の形態をとった胃結核

の 1例を経験したので報告する．

症 例

症例：79 歳，男性

主訴：発熱，腹部不快感

既往歴：30 歳時に肺結核の診断で右肺区域切

除を施行．その後再燃は認めていない．

家族歴：特記すべきことなし．

現病歴：平成 14 年 5 月腹痛と 37.8℃の発熱を

主訴の紹介受診．WBC 4,410，CRP 4.4mg�dl と
CRPの増加を認めた．熱源となる明らかな病態同

定できず対症療法を行った．WBCに増加はな

かったがCRPは最高 12.1mg�dl まで増加した．し
かし，最終的にCRPは陰性化しなかった．平成 15

年 3 月上腹部精査のため上部内視鏡検査を施行．

胃体上部前壁に 4cm大の粘膜下腫瘍を認め，精査

加療目的に入院になる．

入院時現症：身長 158cm，体重 46.5kg 体格はや

や瘰痩を認めた．眼瞼結膜に軽度貧血を認めた．

眼球結膜に黄染なし．腹部は平坦，軟で腫瘤は触

知しなかった．リンパ節は触知しなかった．

入院時検査所見：Hb 10.2g�dl と軽度貧血を認
めた．腫瘍マーカーの増加は認めなかった．

胸部単純X線写真：陳旧性肺結核と思われる

両側肺門に石灰化像，右肺に手術後の萎縮を認め

た．

上部消化管内視鏡検査：胃体上部前壁に正常粘

膜に覆われた，4cm大の腫瘤を認めた，潰瘍は

伴っていなかった（Fig. 1）．

上部消化管X線造影検査：胃体上部前壁に 4

cm大の Bridging fold を呈した粘膜下腫瘍を認め

た（Fig. 2）．

超音波内視鏡検査：胃体上部前壁に第 4層に連

続する 37×30mmの粘膜下腫瘍を認めた．内部は

低エコーで一部不整な無エコーを認め，第 5層は

境界不鮮明で浸潤の可能性も示唆された（Fig. 3）．

腹部CT：胃前壁に内部均一な iso density な腫

瘤を認めた（Fig. 4）．胃所属リンパ節，腹腔内リ

ンパ節には腫大は認めなかった．
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術前に粘膜下腫瘍が疑われ術後に胃結核と診断された 1例を経験した．症例は 79 歳の男性

で，既往歴は 30 歳時に右肺結核にて区域切除を施行し，以後肺結核の再燃は認めていなかっ
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行っていた．平成 15 年 3 月精査のための上部消化管内視鏡検査にて胃体上部前壁に 4cm大の

正常粘膜に覆われた粘膜下腫瘍を認めた．形態的にGISTも否定できないため手術を施行．術

式は胃局所切除を施行．肉眼的には内部に淡黄色の膿汁を貯留した膿瘍形成を示しており，病

理学的には抗酸菌は同定できなかったが，中心に乾酪壊死を認め Langhans 巨細胞を伴った類

上皮肉芽腫を認め，胃結核の診断になった．胃結核は腸結核の中でもまれであるが，結核患者

は現在でも減少しておらず，当疾患にも注意が必要と考えられた．



手術所見：GISTを含む粘膜下腫瘍などと鑑別

できないため，平成 15 年 10 月に手術を施行．上

腹部に 10cmの切開にて開腹した．胃小彎と肝下

面，腫瘤と腹壁にも繊維性の癒着を認めた．胃を

可動できるまで周囲から剥離し，GIA 80―3.5 を 2

回使用し，胃局所切除を施行し腫瘤を摘出した

（Fig. 5）．術中所見でも胃周囲所属リンパ節に腫大

は認めなかった．

切除標本所見：肉眼所見は内部に淡黄色の膿汁

の貯留した腫瘤であった（Fig. 6）．膿汁に一般培

養では菌は認められず，抗酸菌培養は施行されな

かった．病理学的診断は固有筋層内に Ziehl-

Neelsen 染色で結核菌を証明できなかったが，中

心に乾酪壊死を認め，中等度から高度のリンパ球

浸潤を伴う Langhans 型巨細胞を含む，類上皮細

Fig. 1 endscopic examination showed submucosal

gastric tumor on upper body without ulceration.

Fig. 2 Upper gastro-intestinal series showed pro-

truding tumor on upper body with bridging fold.

Fig. 3 Endscopic ultrasonography showed submu-

cosal tumor connected forth layer . Tumor inside

was low echo, partial irregular. Fifth layer was un-

clear, suspected tumor invaded.

Fig. 4 Abdominal CT showed iso-density mass on

front gastric wall.
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胞よりなる肉芽腫を認めた（Fig. 7）．

術後経過：術後のツ反は 35×28mmと陽性を

示した．その他，喀痰，糞便からの排菌は認めら

れなかった．非活動性の結核性腹膜炎から続発し

た胃結核と考え術後は経過観察をおこなってい

る．

考 察

結核感染症は，化学療法の施行により減少して

きたが，最近再び増加傾向にある．その中でも肺

外結核にひとつである腸結核も増加が危ぐされ

る2）．消化管結核の罹患部位は胃 0.8％，十二指腸

5.4％，小腸 36.0％，結腸 66.3％，回盲部 44.6％，

直腸 1.6％と胃病変は非常に少ないとされてい

る3）．

その中でも胃結核の肉眼的特徴は潰瘍型，結節

型，肥厚型，肥厚浸潤型に分類され，このうち潰

瘍型が 80-95％を占めると報告されている．潰瘍

は単発，多発どちらも認められている．潰瘍型の

特徴として不整形が多く，消化性潰瘍に比較して

Fig. 5 Procedure was partial resection of stomach,

with abscess formation.

Fig. 6 Yellowish white pus was contained in tumor.

Fig. 7 a）low power magnification showed caseated

necrosis with surround infiltrated lymphocytes. b）

high power magnification showed epithelioid cell

granuloma with a Langhans giant cell.（H.E.stain）
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辺縁が平滑でなく，下掘れがみられることが多い

が，ときに潰瘍型胃癌に類似した内視鏡像を呈す

る場合があると報告されている．頻度は少ないが

粟粒結核状，び漫性結核性胃炎を呈する場合もあ

る1）4）5）．

腸結核と結核性腹膜炎の感染経路は，以前には

腸結核は，肺結核に続発する嚥下性感染と考えら

れていたが，最近では原発性の腸結核の存在を強

調する報告が多い2）5）～7）．結核性腹膜炎については

腹腔内への血行性の播種感染といわれている．腹

膜炎の続発が腸結核の原因と考えられる報告もみ

られる8）．

胃結核の診断は生検検体や手術検体から結核菌

が同定されるか乾酪壊死および類上皮肉芽腫が認

められれば確定する3）．腸結核は化学療法によく

反応するといわれており，術前に診断できれば内

科的治療で軽快が期待できる4）．しかし，出血や閉

塞，巨大な乾酪壊死を伴う場合には手術療法が有

用であると報告されている5）6）．

実際には術前に診断されることは少なく開腹後

に診断される場合が多い．本症例では，肺結核の

感染後，腹膜炎をきたし 40 年以上の経過の後，胃

粘膜下腫瘍の形態を示したため，特異的な症状は

なく炎症反応は遷延したが，粘膜下腫瘍の診断で

手術を施行した．感染経路は超音波内視鏡検査所

見，術中の胃壁と周囲に癒着から腹膜炎からの波

及と考えられたが，なぜ 40 年もの経過の後に胃壁

に一部分にのみ再燃を来したかは不明であった．

一般に胃結核は臨床症状，検査所見が非特異的

で続発性，原発性にせよ診断に苦慮する．特に，

今回のように粘膜下腫瘍の形態を示した場合には

より困難である．不明熱の原因の検索には問診，

既往歴など，粘膜下腫瘍の存在があっても感染症，

特に再び増加傾向にある，結核について留意する

必要があると考えられた．
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A Case of Gastric Tuberculosis with Suspected Gastric Submucosal Tumor before Operation

Hisao Kano, Kenji Mimatsu, Hide Kaneda, Youichi Kuboi, Takatsugu Oida and Sadao Amano＊

Department of Surgery, Yokohama Central Hospital
First Department of Surgery, Nihon University School of Medicine＊

A 79-years-old man diagnosed with gastric tuberculosis after partial gastrectomy had been preoperative diag-
nosed with a submucosal gastric tumor. His history included pulmonary tuberculosis 49 years earlier and, par-
tial resection of the right lung. Recurrence was not occurred. His chief symptoms were slight fever and ab-
dominal pain. Conservative therapy reduced the abdominal pain, but inflammation set in and, c-reactive pro-
tein was positive. The patient was followed as diagnosed fever unknown origin. Gastrointestinal fiberscopy
showed a submucosal gastric tumor on the upper front of stomach, sized 4×4cm. Local gastrectomy was per-
formed under a diagnosis of gastric submucosal tumor（SMT）. Pus from the SMT was not positive by culture.
Histologically, the resected specimen consisted of caseating necrosis, mature epitheloid cells and Langhans’gi-
ant cells. From these findings, we diagnosed secondary gastric tuberculosis, which is rare. The patient was
successfully treated by minimum surgical therapy.
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