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囊胞内腔に早期癌を合併した胃重複囊胞の 1例
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囊胞内腔に早期癌を合併した胃重複囊胞の 1例を報告する．症例は 64 歳の男性で，胆囊炎の
治療中に施行された上部消化管内視鏡検査にて残胃大彎側に粘膜下腫瘤を認め，その頂上にポ
リープ状の隆起性病変を認めた．超音波内視鏡検査では，腫瘤内部は均一低エコーで，囊胞壁
の内腔の一部に不整を認めた．腹部造影CTでは，残胃大彎側に約 2cmの囊胞状病変を認めた．
胃粘膜下腫瘤について診断確定ができなかったため，胆囊摘出術と同時に胃粘膜下腫瘤切除術
を施行した．病理診断にて胃重複囊胞と診断され，その内腔の胃粘膜上皮に類似した囊胞内上
皮の一部に腺癌を認めた．胃重複囊胞はまれな疾患であり，その悪性例は本症例を含めて 8例
と極めてまれな疾患である．しかし，無症状で長期経過したと考えられる消化管重複症につい
ては，その悪性化例の存在も念頭におく必要がある．

はじめに
胃重複囊胞は比較的まれな疾患である１）．今回，

我々は胆囊炎の治療中に偶然発見された胃重複囊
胞内に早期癌を合併した症例を経験したので，文
献的考察を加え報告する．

症 例
症例：64 歳，男性
主訴：心窩部痛
既往歴：24 歳時，胃十二指腸潰瘍にて幽門側胃

切除術．
家族歴：特記すべきことなし．
現病歴：平成 14 年 12 月，心窩部痛が出現し，

他の近医を受診した．腹部超音波検査上，胆囊の
腫大と胆泥を認め，急性胆囊炎の診断にて通院加
療をうけ症状は軽快していた．通院中に施行した
上部消化管内視鏡検査にて残胃体上部に腫瘍性病
変を認めたため，精査加療目的にて発症から 5日
後，当院へ紹介となった．
入院時現症：眼瞼および眼球結膜に貧血，黄疸

なし．上腹部正中に手術痕を認めた．腹部は平坦

軟で，腫瘤および圧痛，自発痛を認めなかった．
入院時検査所見：血液生化学検査上，CRP 11.0

mg�dl と炎症所見を認めたが，WBC 8,100�m3と白
血球の増加は認めなかった．総ビリルビン値は
1.68mg�dl ，γ-GTP 256U�l，ALP 403U�lと軽度上
昇を認めたがALT，AST，LDHは正常範囲内で
あった．CEA 0.7mg�dl ，CA19―9 6.3mg�dl と腫瘍
マーカーは正常範囲内であった．
上部消化管内視鏡検査所見：胃体上部大彎側前

壁よりに直径約 2cm大の粘膜下腫瘍を認め，その
腫瘍の頂上に 4mm大のポリープ状の病変を認め
た（Fig. 1）．ポリープ状病変以外の粘膜面は正常
で，びらん，潰瘍形成は認めなかったが，ポリー
プ状の病変は易出血性であった．粘膜下腫瘍表面
の肉眼状正常粘膜部の生検は行わず，ポリープ状
病変のみ生検を施行し，結果は過形成ポリープで
あった．
超音波内視鏡検査所見：胃体上部大彎側前壁よ

りに囊胞性病変を認めた．囊胞内腔は円蓋部では，
胃内腔側から数えて 4層目の低エコー域として描
出され，さらにその漿膜側には不鮮明であるが，
2層以上の外壁を認めた．囊胞性病変の周囲では
6層に描出される部分も認めたが，漿膜側の層構
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Fig. 1　Gastroendoscopy showed gastric submucosal 

tumor in the greater cuvature side of the stomach. 

The tumor had a small polyp（arrow）on the top 

of itself.

Fig. 2　Intraendoscopial ultrasonogram showed a 

cystic lesion arising from the third layer with 

irregular-shaped lesion（arrow）.
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造の描出は不明瞭であった．囊胞性病変の内腔に
一部突出する部分も認められた（Fig. 2A，B）．
腹部造影CT所見：胃大彎側に周囲は造影され

るが，内部に造影効果を認めない 2cm大の囊胞性
病変を認めた（Fig. 3）．
画像所見上，明らかな結石の存在は指摘できな

かったものの，胆囊壁の肥厚を認め，胆囊炎の手
術適応と判断した．残胃の囊胞性疾患についても
悪性疾患の可能性が否定できなかったため，切除
生検の適応と判断し，第 16 病日に胆囊炎および胃
粘膜下囊胞の診断にて開腹胆囊摘出術を施行し
た．この際，同時に胃粘膜下囊胞の切除術をあわ
せて施行した．
手術所見：腹腔内に腹水の貯留を認めず，腹腔

内の癒着は軽度であった．胆囊は軽度に壁肥厚を
認め，腫大していた．胆囊を摘出後，残胃の検索
を行った．漿膜面には明らかな異常を認めず，触
診すると残胃体上部大彎前壁より母指頭大の弾性
軟で，可動性を有する球状平滑な腫瘤を触知した．
その腫瘤近傍の残胃体上部前壁大彎側よりに約 3
cmの小切開を加え内腔を開き観察を行った．腫
瘤表面の粘膜は肉眼的には正常粘膜組織であり，
その隆起中央にポリープ状の隆起を認めた．触診

すると，粘膜下の腫瘤は可動性が良好であったた
め，腫瘤表面と周囲の粘膜は含めたが，漿膜およ
び外側の筋層は一部残して筋層にて切除した．粘
膜筋層欠損部は粘膜筋層を 1層縫合し，切開部は
粘膜および漿膜筋層を 2層で縫合閉鎖した．
摘出標本肉眼所見：残胃粘膜下腫瘤の大きさは

約 2cmであった．表面に 4mmのポリープ様の突
出を認めた．切開すると，内腔に無色の粘液の貯
留を認めた（Fig. 4）．
病理組織学的所見：胃内腔側腫瘤表面に腺窩上

皮の過形成性ポリープを認めた．粘膜下層に囊胞
状構造があり，囊胞内側の上皮組織と胃内腔側の
上皮組織は，2枚の粘膜筋板で隔てられていた．
囊胞の胃内腔側の天井部分では，部分的にそれぞ
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Fig. 3　Enhanced CT showed cystic lesion（arrow）

2cm in diameter in the gastric wall. Its wall was en-

hanced same density as other part of the gastric 

wall, but its contain did not enhanced.

Fig. 4　In the gross findings of the resected speci-

men, there was polyp like lesion（arrow）4mm in 

diameter on the top of the cystic tumor 2cm in di-

ameter with collection of mutinous fluid.

Fig. 5　Histological findings of the tumor（H.E. stain 

×20）. The cystic tumor had a hypertropic polyp 

on the top of itself. Two mucosa layers were di-

vided from each other by two muscularis mucosa 

layers. The two muscularis layers fusioned in some 

part of the tumor.

れの粘膜筋板の癒合も認められた（Fig. 5）．囊胞
内側の上皮組織は過形成を示す胃粘膜類似上皮で
占められていたが，胃内腔側に近い囊胞内の一部
に粘膜固有層で増生する腺癌細胞を認めた．腫瘍
部分はいびつな管状腺腔を形成していたが，囊胞
内腔の粘膜固有層内に限局しており，粘膜筋板へ
の浸潤は認めなかった．同組織は，CEA染色では，
強陽性に染色された（Fig. 6A，B）．
以上の所見より，重複胃囊胞内に発生した早期

胃癌と診断した．
臨床経過：患者は術後良好に経過し，術後 9日

目に退院した．術後 20 か月経過しているが，再発
を認めていない．

考 察
Ladd は以前より数例の報告があった消化管奇

形を消化管重複症（duplication of the alimentary
tract）としてまとめ，1940 年，Ladd ら２）により，
種々の形の重複症が分類された．胃重複囊胞はこ
の消化管重複症の一種である．
消化管重複症の特徴としては，�消化管に接し

ている，�囊胞（管腔）壁に平滑筋層を有する，
�内腔の粘膜上皮が消化管粘膜上皮に類似する，

�主腸管と同じ血管で栄養される，といった点が
挙げられる．消化管重複症の形態においては，本
症例のごとく囊胞状を呈する場合と，管腔状を呈
する場合があり，管腔状を呈するものは接した消
化管内腔と交通を有していることが多い．形態，
大きさ，長さ，主腸管との交通の有無を問わず，
前述の特徴を満たすものは消化管重複症と定義さ
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Fig. 6　Immunological stain findings of the tumor 

（A. H.E. stain ×400，B. CEA stain ×400）. There 

was well differentiated adenocarcinoma cell（A）. 

The cytoplasm of the tumor cell was strong 

stained by CEA（B）.
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れている．
本症例においては，胃内腔に突出した粘膜下腫

瘍を呈しており，囊胞壁は天蓋部では癒合してい
るものの，独立した 2枚の粘膜筋板にはさまれた
平滑筋層を有し，内腔の粘膜上皮は胃粘膜に類似
しているため，これらの特徴を満たしていた．ま
た，本症例では胃内腔との明らかな交通は認めら
れなかった．
消化管重複症は発生部位と肉眼上の形態がさま

ざまであるため，さまざまな分類と呼称が用いら
れている．肉眼的に重複部の形態が管腔状のとき
は重複症，囊胞状では重複囊胞といった呼称が用
いられることが多いが，広義にはどちらも重複症
と呼ばれている．
胃重複症，胃重複囊胞については，前述した肉

眼所見上の発生部位から診断されることが多い

が，一部の文献３）では gastric type mucosa を有す
る口腔内に存在する囊胞に対して前述した定義と
は異なるものの gastric duplication cyst の名称を
用いており，定義は一定していないようである．
胃重複囊胞内の上皮に ciliated epithelial cell を認
める例が認められ，前腸重複症（foregut duplica-
tion），あるいは前腸重複囊胞（foregut duplication
cyst）の名称が用いられること４）があるが，前腸由
来の消化管の重複症を包括的に表した名称である
のか，前腸由来の重複部（囊胞）内腔上皮をもつ
重複症（囊胞）を表した名称であるのか明確な定
義が存在しないため，混同されやすい．つまり，
従来の肉眼上の近接する消化管による名称と，重
複部（囊胞）内腔上皮の所見による名称が混在し
ている．実際には，明らかに消化管と隣接する場
合は，従来の分類による名称が優先され，前述し
たような口腔内発生例や実質臓器に接するか交通
を認めるが管腔臓器と接してないような場合に
は，内腔上皮による分類で診断されることが多い
ようである．
消化管重複症の約 85％が 2歳未満で診断され，

約 60％が 6か月未満で診断されており５），さらに
は出生前の超音波検査にて発見される例６）も存在
するため，先天性疾患と推察されている．その成
因については，yolk sac が neuroenteric canal に
陥入し，背側の ectodermに癒着することで発生
するという Split notochord 説５）などが存在する．
しかし，脊椎分離症合併のない症例では説明が困
難であるため，単一の発生様式でなく複数の発生
様式が存在することが推察される．
消化管重複症の部位別発生頻度をみると，Sil-

verman ら７）の小児 37 例の報告では，胃原発 3.8％
を含む前腸系が 32.7％，小腸 57.4％を含む中後腸
系が 67.3％と胃の報告例は少なく，小腸で多い傾
向にある．この傾向は，他の消化管に比べ胃の管
腔が広いため，胃原発の症例は幽門，噴門などの
閉塞や狭窄を起こさないかぎり，小児期には無症
状で経過することに影響されていると思われる．
これまでに多くの胃重複症の報告がなされてい

るが，悪性病変を伴う報告はまれであり，我々が
検索しえた範囲（PubMed，使用キーワード：gas-
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Table 1 Review of the malignancy arising gastric duplications

Clinical coursePathologyTypeSiteSexAgeAuthor

well at 12 monthadenocarcinomacysticintramural, antrum, greater curvatureF64Mayo8）

not availableepithelial carcinomacysticgreater curvatureM50Treiger9）

well at 2 yearadenocarcinomacysticextramural, upper body, posterior wallM57Ishikawa10）

well at 72 monthpapillary mucinous adenoca-
rcinoma

cysticintramural, antrum, greater curvatureF72Coit11）

well at 19 monthadenocarcinomapolycysticintramural, antrum, anterior wallF71Mamiya12）

not availableadenocaricinomacysticextramural, cardia, greater curvatureF30Guibaud13）

recurrence at 7 monthadenocaricinomacysticextramural, upper body, greater curvatureM40Kuraoka14）

well at 20 monthadenocarcinomacysticintramural, upper body, greater curvatureM64Our case

tric duplication，alimentary tract duplication，年
代無指定）では，本症例を含めて 8例８）～１４）のみで
あった（Table 1）．悪性腫瘍発生例は平均年齢 56.0
歳（30～72 歳）と胃重複症の発見年齢としては比
較的高い年齢層であり，長期経過した胃重複症は
発癌のリスクが伴うと考えられる．過去 10 年間
（検索方法：同上，1994～2004 年，本症例を含む）
での胃重複症の報告例を集計すると，20 歳以上で
40 例の報告があり，そのうち本症例を含めた 3
例（7.5％）に悪性腫瘍の発生が認められ，成人例
にかぎって考えると，悪性腫瘍発生については無
視できない頻度であるといえる．
本症例は残胃で発見されているが，残胃での合

併の報告はない．
内視鏡検査の普及，CT，MRI などの画像技術の

進歩により，こういった無症状の粘膜下囊胞病変
として本症のごとき症例の発見が増加することが
予測される．このような症例に対して，超音波内
視鏡検査は形態，深達度の診断には有用である．
本症例の超音波内視鏡所見と病理所見を比較検

討すると，病理所見上，円蓋部では平滑筋層が癒
合していたため，胃内腔側粘膜から囊胞内腔側粘
膜までは 5層であり，囊胞内腔をはさんでさらに
漿膜側に向かって 4層が存在していた．しかし，
超音波内視鏡所見では円蓋部は 4層（部分的に 3
層），辺縁付近では 5層からなり，囊胞内腔の低エ
コー域より深層の漿膜側囊胞壁は不鮮明であっ
た．したがって，本症例では超音波内視鏡所見は
病理所見を正確には反映していなかったが，囊胞
壁内腔側が 3～5層，不鮮明であるが囊胞壁漿膜側

も 2層以上に描出され，単純性囊胞では考えにく
い所見を呈しており，描出された多層構造は鑑別
点と考えられた．
1995 年，Ferrari ら１５）は内視鏡下囊胞穿刺による

胃重複囊胞貯留液の細胞診を施行し報告している
が，囊胞液中に悪性細胞が存在しないことを確認
したのみであり，病理学的な確定診断には至らな
いため，定期的な内視鏡検査による経過観察を要
している．2003 年，Ponder ら１６）は超音波内視鏡補
助下での吸引細胞診で ciliated restiratory-type
epitheloial cells が含まれることのみで，胃重複囊
胞と診断しているが，この場合は囊胞壁の平滑筋
層などの病理的確認は行っていない．また，本症
例では腫瘍部の免疫染色でCEA陽性であったた
め，囊胞内液中のCEA値が高値であった可能性
もあるが，悪性化を認めない胃重複囊胞で血中お
よび囊胞内容液のCA19―9 の異常高値を認めた症
例１７）の報告もあり，良悪性の術前診断における内
視鏡下囊胞穿刺の診断的意義は確立されていな
い．
診断的治療としては，上部消化管内視鏡下囊胞

切除を施行した報告１８）があり，2cm以下で超音波
内視鏡検査で粘膜下層に存在する粘膜下腫瘍であ
れば，内視鏡下での切除が可能としている．
過去の 7例の報告では全例で開腹手術が施行さ

れているが，初回手術時に 2群リンパ節郭清を
行った症例は 3例８）１０）１１）であり，そのうち 1例１１）で
大網に転移を認め，進行胃癌を合併した症例１０）で
は 2群リンパ節に転移を認めた．術後の予後につ
いては，予後の明記された胃悪性例 5例８）１０）～１２）１４）
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では，2群リンパ節郭清を施行した 3例中 3例で
は 1年後再発を認めず，病理結果で漿膜浸潤が
あったが初回手術では囊胞切除のみを施行した 1
例１４）で術後 7か月後に局所再発が認められた．
治療方針の決定にあたっては，良悪性の鑑別が

重要であることは論じるまでもないが，本症例の
ような早期癌では，手術前の診断は困難である．
超音波内視鏡検査で多層の囊胞壁が描出され胃重
複囊胞と診断されるが，隆起性病変は認めないよ
うな場合は，症例に応じて外科的切除，内視鏡的
切除，あるいは内視鏡での経過観察を行うかを選
択すべきと思われる．成人例の外科的切除におい
ては，術中迅速組織検査を施行し，特に慎重に術
式の選択を行うべきと思われた．
我々の症例は，心窩部痛の精査中に偶然発見さ

れ，過去に開腹での幽門側胃切除術の既往があっ
たため，開腹下に胆囊摘出術とあわせて囊胞切除
術を施行した．結果的に深達度が囊胞内腔側の粘
膜層までであったため，今回施行した切除範囲で
十分であったと思われるが，無症状で長期経過し
たと予想される症例においては，悪性例も少ない
ながらも存在するため，より慎重な術式の選択が
必要と思われた．
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A Case of Early Cancer in the Gastric Duplication Cyst

Yuichiro Kawamura, Katsuhiko Inoue, Tomofumi Osako, Takeshi Taneda,
Norihisa Hanada, Kenji Okamura and Shouhei Shimajiri＊

Department of Surgery and Department of Surgical Pathology＊,
Labor Welfare Corporation Kumamoto Rosai Hospital

A 64-year-old man found in gastroscopy to have a submucosal gastric lesion 2cm in diameter was found in en-
hanced computed tomography（CT）to have a cystic tumor in the gastric wall. We conducted tumor resection
under laparotomy. Histological findings showed gastric mucosa in the internal mucosa of the cyst, and 2 mu-
cosal layers were divided from each other by 2 muscularis mucosa layers. In one part of the internal mucosal
layer, adenocarcinoma had arisen, but had not invaded the outer layer, so we diagnosed the man as having
early gastric cancer arising in the gastric duplication cyst. Such malignant changes thus should be considered
in the diagnosis of cystic gastric lesions.
Key words：alimentary duplication cyst, gastric cancer, submucosal cystic tumor
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