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胃顆粒細胞腫の 2切除例
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極めてまれな胃原発顆粒細胞腫の 2切除例を経験したので報告する．症例 1は 40 歳の男性
で，主訴は胃検診での異常．内視鏡検査で胃底部大彎側に直径約 1.5cm大の大臼歯様の粘膜下
腫瘍を認め，生検で顆粒細胞腫と診断された．悪性が否定できないため腹腔鏡下胃楔状切除術
を施行した．症例 2は 42 歳の女性で，主訴は心窩部痛．内視鏡検査で胃体下部小彎側に直径約
1.5cm大の粘膜下腫瘍を認めた．カルチノイドを否定できなかったため小開腹下胃楔状切除術
を施行した．切除標本の病理組織学的検査所見では 2症例とも腫瘍は粘膜下層に存在し，細胞
質内に小胞巣や束状構造を伴う明瞭な顆粒を有し，これらの細胞質内顆粒は PAS陽性，免疫組
織染色で S-100 蛋白陽性で，顆粒細胞腫と診断した．本邦報告例は自験 2例を含め 34 例とまれ
な疾患であり，文献的考察を加え報告する．

はじめに
顆粒細胞腫は皮膚，乳腺などに多く発生する．

しかし，顆粒細胞腫が消化管に発生することは少
なく，特に胃に発生することはまれである１）．今回，
我々は胃に発生した顆粒細胞腫の 2切除例を経験
したので文献的考察を加え報告する．

症 例
症例 1：40 歳，男性
主訴：胃検診での異常
既往歴：特記すべきことなし．
家族歴：特記すべきことなし．
現病歴：検診目的の上部消化管造影検査で異常

を指摘され，近医を受診した．上部消化管内視鏡
検査で胃底部大彎側に直径約 1.5cm大の大臼歯
様の粘膜下腫瘍を認め，生検組織診の結果，顆粒
細胞腫と診断された．超音波内視鏡検査で一部筋
層への進展が疑われ，悪性も否定できないため手
術目的で当科を紹介された．
入院時現症：身長 180cm，体重 73kg，栄養状態

良好．脈拍整，眼瞼結膜・眼球結膜に貧血，黄疸
なし．表在リンパ節触知せず．
入院時検査成績：血液生化学検査，尿検査に異

常なし．
上部消化管内視鏡検査：胃底部大彎側に bridg-

ing fold を伴う直径約 1.5cm大の大臼歯様の粘膜
下腫瘍を認め（Fig. 1A），生検組織診の結果，顆粒
細胞腫と診断された．
超音波内視鏡検査：病変は第 3層（粘膜下層）を

主座に 11×9mm大の境界明瞭，内部均一な低エ
コー腫瘤として描出されたが腫瘍の最深部におい
て一部筋層への進展が疑われた（Fig. 1B）．
以上より，悪性胃顆粒細胞腫を否定できず，十

分な surgical margin を得るために腹腔鏡下胃楔
状切除術を施行した．
摘出標本検査所見：腫瘍は弾性硬で，大きさ

12×11×6mmであった．周囲との境界は明瞭で，
割面は黄白色を呈していた（Fig. 1C）．
病理組織学的検査所見：腫瘍の主座は粘膜下層

に存在していたが，一部粘膜筋板を越えて粘膜固
有層に進展していた（Fig. 2A）．細胞質内には小胞
巣や束状構造を伴う明瞭な顆粒を有し（Fig. 2B），
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Fig. 1 A：Gastroscopy revealed a submucosal tu-
mor with first molar-like appearance located on 
the greater curvature of the fundus of the 
stomach. B：Endoscopic ultrasonography revealed 
a homogeneous low-echoic mass mainly in the 3rd 
layer（submucosal layer）. C：Macroscopic fiding 
of the resected specimen. Tumor, 12×11×6 mm 
in size, is located mainly in the submucosal layer. 
The cut surface was yellowish-white.

Fig. 2 A：The cross section of the resected speci-
men（HE,×12.5）. The tumor is present mainly in 
the submucosal layer and partly in the lamina pro-
pria mucosae. B：High power magnification（HE, 
×400）. Proliferated tumor cells, having fine gran-
ules in their cytoplasms, forming small-sized nests 
or fascicular structures are seen. C：Immunohisto-
chemical staining for S-100 protein（×40）. The tu-
mor cells are positive for S-100 protein.

これらの細胞質内顆粒は PAS陽性でジアスター
ゼ消化に抵抗を示した．免疫組織染色で S-100 蛋
白陽性（Fig. 2C），MIB-1 index 3％，p53 免疫活性
13％で，良性胃顆粒細胞腫と診断した．
症例 2：42 歳，女性
主訴：心窩部痛
既往歴：気管支喘息，アレルギー性鼻炎．
家族歴：父，肝癌で死亡．
現病歴：心窩部痛を主訴に近医を受診し，上部

消化管内視鏡検査で胃粘膜下腫瘍を指摘された．
上部消化管内視鏡検査で，胃体下部小彎後壁より
に粘膜下腫瘍を認めた．通常の生検を 2回とボー
リング生検および超音波内視鏡下吸引穿刺細胞診

を施行するも確定診断が得られず，カルチノイド
も否定できなかったため手術目的に当科を紹介さ
れた．
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Fig. 3 Gastroscopy revealed a submucosal tumor 
with a central tiny depression on the surface lo
cated on the lesser curvature of the lower body of 
the stomach.

Fig. 4 The cross section（HE,×20）. The tumor is 
present in the submucosal layer.

入院時現症：身長 157cm，体重 52kg，栄養状態
良好．脈拍整，眼瞼結膜・眼球結膜に貧血，黄疸
なし．表在リンパ節触知せず．
入院時検査成績：血液生化学検査，尿検査に異

常なし．
上部消化管内視鏡検査：胃体下部小彎後壁より

に直径約 1.5cm大の中心陥凹を伴う黄白色調の
粘膜下腫瘍を認めた（Fig. 3）．
超音波内視鏡検査：病変は第 3層に限局した境

界明瞭，内部均一な低エコー腫瘤として描出され
た．
以上より，胃粘膜下腫瘍の術前診断で小開腹下

胃楔状切除術を施行した．術中迅速組織診で胃顆
粒細胞腫と診断され，surgical margin も十分とれ
ていたため追加切除は行わなかった．
摘出標本検査所見：腫瘍は弾性硬で，大きさ

11×11×4.5mmであった．周囲との境界は明瞭
で，割面は黄白色を呈していた．
病理組織学的検査所見：腫瘍は粘膜下層に限局

し（Fig. 4），好酸性顆粒に富んだ小クラスターが
配列していた．これらの細胞質内顆粒は PAS陽性
でジアスターゼ消化に抵抗を示した．免疫組織染

色で S-100 蛋白陽性，MIB-1 index 1％以下，p53
免疫活性 0％で，良性胃顆粒細胞腫と診断した．

考 察
顆粒細胞腫は，1926 年 Abrikossoff２）が舌，口唇，

腓腹筋の granular cell myoblastoma として初め
て記載したもので，舌，皮膚，乳腺などに好発す
る Schwann 細胞由来の腫瘍である．消化管への
発生は全顆粒細胞腫の約 8％で１），部位別には食道
に最も多く，次いで大腸で３），胃ではまれである．
本腫瘍の組織学的特徴は円形または類円形の細

胞が胞巣状に不規則に配列し，胞体内にはエオジ
ンに染まる微細顆粒を有し，細胞質内の微細顆粒
は，PAS染色陽性であり，ジアスターゼ処理にて
消化されないことである．免疫組織学的には S-
100 蛋白，NSEが陽性であり自験例の組織像はい
ずれもこれらの特徴と一致するものであった．
胃顆粒細胞腫は 2003 年に勝島ら４）が過去 40 年

間の本邦報告 30 例を集計している．医学中央雑誌
をもちいて 1983 年から 2007 年 11 月の期間で「胃
顆粒細胞腫」をキーワードとして検索したところ，
その後に 2例が報告され５），自験例を含め計 34 例
である．これら 34 症例の年齢は 23～72 歳（平均
46.5 歳），男女比は 5：3，発生部位は噴門部 3例
（8.8％），胃 体 部 22 例（64.7％），胃 角 部 5例
（14.7％），前庭部 4例（11.8％）であった．大きさ
は 2cm以下が 31 例，病理組織学的に悪性と診断
されたものは 2例であった．不明 5例を除く 29
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例中 14 例で病変は粘膜下層に限局し，12 例で粘
膜下層からわずかに粘膜固有層に進展しており，
他 3例では粘膜下層から筋層あるいは漿膜下層に
かけて存在した．
診断に有用な検査としては，上部消化管内視鏡

検 査，超 音 波 内 視 鏡 検 査（endoscopic ultra-
sonography）があげられる．上部消化管内視鏡検
査上では，大臼歯様または sweet corn 状の隆起と
して認められることが多い６）．平井ら７）は胃顆粒細
胞腫のEUS所見の特徴として腫瘍は第 3層に限
局して存在し，胃内発育型，辺縁が整で類円形，
境界比較的明瞭，内部均一な低エコー像などを挙
げており，本症例は 2例とも同様の所見であった．
治療前に生検を試みられ，顆粒細胞腫と診断され
た症例は 7例と少なく，そのうち 6例は腫瘍が粘
膜下層から粘膜固有層へ進展していた症例で，本
症例 1もそれにあたる．逆に，生検陰性 8例中 5
例では中心陥凹を有していたにもかかわらず，病
変が粘膜下層に限局していたため，腫瘍組織が得
られなかった．したがって，本症例 2のように中
心陥凹があっても病変が粘膜下層に限局している
場合は診断困難な場合が多いと考えられる．
悪性度の指標としては，臨床的には局所再発，

腫瘍径の 4cm以上に至る急速な増大，病理組織学
的には細胞壊死，腫瘍細胞の紡錘化，細胞異型，
10 視野 200 倍で 2個以上の核分裂像，大型の核小
体を伴う vesicular な核，N�C比の増大が重要な
基準となり８）９），さらに免疫組織染色でMIB-1 in-
dex 10％以上，p53 陽性率 50％以上が有意に悪性
度と関連があるとの報告がある９）１０）．今回の 2症例
はいずれも上記の基準を満たさず良性顆粒細胞腫
と診断した．
治療は 15 例に胃切除，6例に局所切除ないし核

出術，9例に内視鏡切除が行われている．腫瘍径が
2cm以下のもので粘膜下層に限局し，術前生検で
良性顆粒細胞腫と診断されたものは内視鏡的切除
を行い，腫瘍径が 2cm以上のものや腫瘍が筋層以
深におよぶものは局所切除を行うべきである．ま
た，胃顆粒細胞腫の悪性例の本邦報告例は 2例で，
1例は病理組織学的に核分裂像と静脈浸潤を認め
たため悪性と診断されたが明らかな転移を認め

ず６），もう 1例は局所再発であった１１）．悪性報告例
が少なく，リンパ節転移を認めた報告もないため
リンパ節郭清を含めた胃切除が必要であるか不明
であり，現時点では悪性胃顆粒細胞腫の治療は局
所切除が妥当であろうと考える．術前組織診が得
られなかった場合，完全生検目的で内視鏡的切除
を行い，その後の治療方針を決定すべきである．
本腫瘍は大きさが 2cm以内で，粘膜下層を主座と
する例が多く，近年内視鏡的切除にて治療した報
告が散見される．一方，本腫瘍は被膜を持たず lo-
cal infiltration しやすいことより１２），少なくとも 1
cmの surgical margin を置いた局所切除を推奨
している報告もある１３）．また，組織学的に良性であ
るが転移再発を認めるなど臨床的に悪性と思われ
る症例も報告されており１４）１５），切除後も注意深い経
過観察が必要と思われる．
本論文の要旨は第 73 回日本消化器内視鏡学会総会

（2007 年 5 月，東京）において発表した．
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Granular Cell Tumor of the Stomach：Report of Two Cases

Koichiro Sano, Ichiro Niina, Hideki Hidaka, Naoki Maehara,
Koki Nagaike, Shuichiro Uchiyama, Masayuki Hotokezaka, Kousuke Marutsuka１）,

Yutaka Akiyama２）and Kazuo Chijiiwa
Department of Surgical Oncology and Regulation of Organ Function,

Pathology Devision University of Miyazaki Hospital１）and
Department of Pathology Section of Oncopathology and Regenerative Biology２）,

Miyazaki University School of Medicine

We report two resected cases of gastric granular cell tumors. Case 1：A 40-year-old man admitted after gas-
troscopy showed a submucosal tumor 1.5cm in diameter with a molar-like appearance at the greater curva-
ture of the gastric fundus. Biopsy showed a granular cell tumor necessitating laparoscopic partial resection of
the stomach. Case 2：A 42-year-old woman admitted for epigastralgia was found in gastroscopy to have a sub-
mucosal tumor 1.5cm in diameter on the lesser curvature of the lower stomach. Histological diagnosis was not
accurate and a carcinoid tumor could not be ruled out, so we partially resected the stomach. Both resected
specimens were microscopically located in the submucosal layer. Tumor cells were arranged in small clusters
with long, abundant granular eosinophilic cytoplasm strongly positive for PAS and S-100 protein. Both cases
were pathologically diagnosed as granular cell tumors. Such gastric tumors are rare, with only 32 cases re-
ported in Japan.
Key words：granular cell tumor, stomach
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