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症例は 43 歳の男性で，2007 年 2 月初旬より上腹部痛が出現し当院を受診．来院時，上腹部に
軽度の圧痛を認めるも腫瘍は触知せず．血液検査では軽度の炎症所見を認めるが血清アミラー
ゼの上昇は認めなかった．上部消化管内視鏡検査で胃体中部大彎に溝状の中心陥凹を伴う粘膜
下腫瘍を認めた．腹部CTでは一部に石灰化と囊胞部分を伴う約 10cm大の腫瘍で胃周囲リン
パ節の腫大も認めた．Endoscopic ultrasoundscopy-guided fine needle aspiration を 2 回施行し
たが診断確定には至らなかった．以上から，大きさより悪性 gastrointestinal stromal tumor
やリンパ節転移を伴う進行胃癌も否定できないため胃切除術を施行した．切除標本の病理組織
学的検査所見では粘膜下層から固有筋層にかけて異所性膵組織を認めた．異所性膵組織の周囲
には炎症細胞の浸潤と線維化を認めるが，悪性所見は認めなかった．また，高度線維化の中に
は硝子様壊死性滲出物，膵石様産物を認め急性膵炎の所見を確認した．膵炎を伴う迷入膵はま
れであり，文献的考察を加え報告する．

はじめに
胃粘膜下腫瘍の中で迷入膵は比較的多く見られ

るがほとんどの場合は無症状に経過し１），膵炎など
の臨床症状を呈することはまれである．今回，我々
は上腹部痛を主訴に来院し，手術後の病理組織学
的検査で確認された胃迷入膵の膵炎の 1例を経験
したので報告する．

症 例
患者：43 歳，男性
主訴：上腹部痛
家族歴，既往歴：特記すべきことなし．
現病歴：2007 年 2 月初旬より上腹部痛が出現

し近医を受診．上部消化管内視鏡検査を受け胃粘
膜下腫瘍の診断で同月当院紹介となった．
現症：身長 170.1cm，体重 57.6kg，発熱を認めな

かった．腹部に腫瘍は触知せず．上腹部に軽度の
圧痛を認めたが，反跳痛は認めなかった．
入院時血液検査所見：WBC 10,700�uL，CRP

0.3mg�dl と軽度の上昇を認めた．貧血は認めな
かった．その他の生化学検査では異常を認めな
かった（アミラーゼ値は 84IU�L と正常値であっ
た）．
上部消化管造影検査：胃体中部大彎に 10cm大

の表面平滑な隆起性病変を認めた．
上部消化管内視鏡検査：胃体中部大彎の中心に

溝状の陥凹を伴う粘膜下腫瘍を認めた（Fig. 1）．
生検を行うも正常粘膜のみ採取され，腫瘍細胞は
認めなかった．
超音波内視鏡検査：第 4層に主座をおく外方へ

突出する腫瘤を認めた．内部エコーはやや不均一
な低エコーで囊胞病変も認めた（Fig. 2）．
腹部CT：胃体中部大彎側に一部石灰化を伴う

腫瘤を認めた．腫瘤内部には囊胞部分も認めた
（Fig. 3）．また，胃周囲リンパ節と思われる多数の
結節構造を認めた．
腹部MRI 検査：胃体中部大彎側の一部に囊胞

を伴う腫瘤を認め，胃周囲リンパ節と思われる多
数の結節構造を認めた．
生検で診断が得られなかったため，超音波内視
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Fig. 1 Endoscopic examination shows the submuco
sal tumor（arrow）with central umbilication.

Fig. 2 Endoscopic ultrasonography reveals a het
erogeneous hypoechoic tumor and cystic lesion 
（arrow）  located in the proper muscular layer
（forth layer）．

Fig. 3 Abdominal CT reveals a large tumor （ar
row）measuring, 10cm in diameter, with calcifica
tion, cystic lesion and swollen perigastric lymph 
nodes.

鏡下穿刺吸引術（endoscopic ultrasoundscopy-
guided fine needle aspiration；以下，EUS-FNA）
を 2回施行したが，瘢痕様線維性結合織とリンパ
球浸潤像に富む胃粘膜像のみで腫瘍組織は確認で
きなかった．
以上より，胃粘膜下腫瘍と診断した．良性と悪

性の鑑別が困難で悪性も否定できないため手術適
応となった．

手術所見：胃体中部大彎に柔らかな手拳大の腫
瘍と大彎リンパ節右群の腫大を認めた．腫瘍より
口側，肛門側を十分離し切離線と決め，胃分節切
除術を施行した．迅速病理組織学的診断は胃迷入
膵で悪性所見は認めなかった．
標本所見：大きさは 10×10cm，割面は黄白色

で軟らかい腫瘤であった．中央に膵組織と思われ
る 3cm大の黄色部分を認めた（Fig. 4）．
病理組織学的検査所見：粘膜下層から固有筋層

にかけて腺房細胞，導管，ランゲルハンス島を有
する異所性膵組織を認めた（Fig. 5）．異所性膵組
織を取り囲むように広範囲に高度の線維化を認め
た．リンパ節は反応性腫大であり，悪性所見は認
めなかった．異所性膵組織の近傍には炎症細胞の
浸潤や微小囊胞変化を認めた．囊胞内腔には硝子
様壊死性滲出物，膵石様産物を認め，急性膵炎の
所見を呈していた（Fig. 6）．
術後経過は良好で，第 4病日より食事開始とな

り第 15 病日に退院した．術前に認めた腹痛は消失
し，現在も健存である．

考 察
迷入膵は異所膵，異所性膵，副膵などとも呼ば

れ，正常膵と解剖学的に連続性を欠き，血行支配
も異なる異所性に存在する膵組織である．迷入膵
の発生頻度は剖検例の 0.5～13％に認められ１），そ
のほとんどは消化管に発生し，十二指腸，胃，空
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Fig. 4 The cut surface shows a 10cm sized yel
lowish soft mass and a 3cm sized yellow tumor, 
probably aberrant pancreas（white arrow） , in the 
mass.（The tumor was cutted（line）and turned 
out（black arrow）．）

Fig. 5 Histological examination of the tumor re
veals pancreatic acini, ducts and islets（HE stain, 
×100）．

Fig. 6 Fibrosis, inflammatory cell infiltration and 
acute pancreatitis are evident in the surrounding 
aberrant pancreas.
A；hyaline degeneration（HE stain,× 100） . B；for
mation of similar pancreatic stone（EM stain,  
× 100）C；fibrosis change（EM stain,× 100）

B

A

C

腸に好発している２）．また，胃疾患における胃切除
例の胃迷入膵の頻度は 0.25～0.93％と報告されて
いる３）４）．胃における迷入膵の発生部位は幽門前庭
部が 88％，体部に 12％であり５），胃体部の迷入膵
は幽門前庭部に比べて，腫瘍径が大きく平盤状隆
起の形態を呈する傾向がみられる６）．自験例は胃体
部大彎が中心で迷入膵自体は径 3cm大であった
が周囲に線維化を伴い腫瘤を形成し，腫瘍径とし

ては 10cmと極めて大きかった．
迷入膵の組織分類としては，一般にHeinrich

分類が用いられ，I型は正常膵の構成組織の腺房
細胞，導管，ランゲルハンス島が揃っているもの
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Table 1　Summary of 11 cases of pancreatitis occurring in gastric aberrant pancreas

Type of 
Heinlich

Diagnostic 
method

Pre operative 
diagnosisSymptomSize

（mm）SexAgeYearAuthorNo

IoperationSMTepigastric 
pain

  8M351986Takebayashi12）1

IoperationSMTvomiting 42M251989Tsukahara13）2

IoperationSMTepigastric 
pain

 30M331992Suzuki14）3

unknownEUSAberrant 
pancreas

epigastric 
pain

 20M331997Matsushita15）4

unknownoperationLeiomyosarcomaepigastric 
pain

 55M441998Ishikawa16）5

IoperationSMTepigastric 
pain

unknownM261999Onozaki17）6

I IoperationSMTNo 
symptom

 39F311999Okada18）7

IEUSAberrant 
pancreas

epigastric 
pain

 35M322005Shoji19）8

IoperationStrangulation 
ileus

Vomiting, 
abdominal 
pain

unknownF152007Yokoyama20）9

I IoperationSMTepigastric 
pain

 50M502007Inoue21）10

IoperationSMTepigastric 
pain

100M43Our case11

SMT：submucosal tumor

である．II 型は腺房細胞，導管を認め，ランゲル
ハンス島を欠くもので，III 型は導管のみからなる
ものである．頻度は山際ら４）の切除胃の検討による
と I型 38.8％，II 型 52.2％，III 型 9.0％と報告され
ている．自験例はランゲルハンス島，導管，腺房
細胞を有する I型であった．
胃粘膜下腫瘍の鑑別診断にはEUSによる壁在

診断や内部性状の評価が有用であり，Matsushima
ら７）は胃迷入膵 10 例の EUSを検討し，胃迷入膵の
特徴を，1）第 3～4層に主座をおく境界不明瞭で
内部エコーのやや不均一な低エコー性腫瘤，2）腫
瘍内部の無エコー領域と第 4層の肥厚像と述べて
いる．さらに，近年はEUS-FNAによる病理組織
学的診断も可能となった．しかし，EUS-FNAの正
診率は 50～80％程度といわれ８）～１０），確定診断に至
らない場合もある．自験例はEUSで比較的特徴的
な像であったが，CT，MRI で胃周囲にリンパ節
と思われる多数の結節構造も認められたため，悪
性腫瘍も否定しきれなかった．また，EUS-FNA

も 2回施行したが異所性膵組織周囲の高度の線維
化のため確定診断には至らなかった．たとえ，術
前に胃迷入膵と診断された場合でも症状を呈して
おり手術適応と思われた．よって，診断と治療の
ため手術を施行した．術式は巨大腫瘍ではあった
が術中迅速病理組織学的診断で悪性所見は認めな
かったため，胃分節切除術で終了している．
迷入膵は症状のあるものや悪性化や insuli-

noma が疑われるものは外科的治療が考慮され
る１１）が，ほとんどは無症状のまま経過する．膵炎を
呈した症例は医学中央雑誌で「胃」，「異所性膵�迷
入膵」，「膵炎」をキーワードとして 1983 年 1 月～
2008 年 6 月までについて検索したところ自験例
を入れ 11 例を認めた１２）～２１）（Table 1）．男性 9例，女
性 2例で男性に多く，平均年齢 33.4 歳（15～50
歳），大きさは平均 42.1mm（8～100mm）であった．
主訴は上腹部痛が 8例と多く，術前に迷入膵の診
断がなされたのは 2例で，いずれもEUSが有用で
あった．しかし，他の症例は診断がつかず手術で
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初めて迷入膵と診断されている．病理組織学的診
断はHeinlich I 型を呈するものが 7例，Heinlich II
型が 2例，不明が 2例であった．やはり，正常膵
組織に近いものが正常膵と同様の炎症性変化を起
こしやすいと思われた．自験例はHeinlich I 型で
あり，膵分泌の持続と導管の一部の閉鎖により，
迷入膵周囲に壊死性反応を引き起こし，高度の線
維化を惹起させ腫瘤としては 10cm大と巨大化し
たことが推測された．術前の上腹部痛は切除によ
り改善されており，病理組織学的検査所見からも
迷入膵の膵炎により症状を呈したと考えられた．
なお，本稿の要旨は第 63 回日本消化器外科学会総会

（2008 年 7 月，札幌）において発表した．
稿を終えるにあたり前福島労災病院院長松代 隆先生
と病理学的検討に御指導頂いた当院病理部長立野紘雄先
生に深謝致します．

文 献
1）Barbosa JJC, Dockerty MB, Waugh JM：Pamcre-
atic heterotopia：review of the literature and re-
port of 41 authenticated surgical cases of which
25 were clinically significant. Surg Gynecol Ob-
stet 82：527―542, 1946

2）Busard JM, Walters W：Heterotopic pancreatic
tissues：report of a case presenting symptom of
ulcer and review of the recent literature. Arch
Surg 60：674―682, 1950

3）長与健夫，横山秀吉，駒込喬貞：胃壁内迷入膵の
病理所見．胃と腸 5：1423―1428, 1970

4）山際裕史，大西信行，寺田紀彦ほか：切除胃にみ
られた迷入膵の臨床病理学的検討．消化器科
14：462―467, 1991

5）山際裕史：胃壁内迷入膵 65 例の臨床病理学的検
討．臨病理 12：1387―1391, 1990

6）櫻井 剛，岩下明徳，遠城寺宗知：胃壁内迷入膵
の臨床病理学的観察．日消誌 80：2249―2255,
1983

7）Matsushima M, Hajiro K, Okazaki K et al：Gas-
tric aberrant pancreas：EUS analysis in compari-
son with the histology. Gastrointest Endosc 49：
493―497, 1999

8）Wiersema MJ, Wiersema LM, Khusro Q et al：
Combined endosonography and fine-needle aspi-
ration cytology in the evaluation of gastrointesti-

nal lesions. Gastrointest Endosc 40：199―206,
1994

9）Giovannini M, Seitz JF, Monges G et al：Fine-
needle aspiration cytology guided by endoscopic
ultrasonography；results in 141 patients. Endo-
scopy 27：171―177, 1995

10）Wiersema MJ, Vilmann P, Giovannini M et al：
Endosonography-guided fine-needle aspiration：
diagnostic accuracy and complication. Gastroen-
terology 112：1087―1095, 1997

11）Eklöf O：Accessory pancreas in the stomach and
duodenum. Clinical features, diagnosis and ther-
apy. Acta Chir Scand 121：19―29, 1961

12）竹林治朗，橋本訓招：胃迷入膵の膵炎に関連した
と思われる消化管出血の 1例．Gastroenterol En-
dosc 28：807―811, 1986

13）束原 進：膵炎，仮性嚢胞形成により幽門狭窄を
きたした胃迷入膵の一例．日病理会誌 78：296,
1989

14）鈴木浩之，守谷昭彦，中川潤一ほか：膵石を伴っ
た胃迷入膵の 1例．日消誌 89：2634―2637,
1992

15）Matsushima M, Hajiro K, Takakusa H：Acute
pancreatitis occurring in gastric aberrant pan-
creas accompanied by paralytic ileus. Am J Gas-
troenterol 92：2121―2122, 1997

16）石川秀樹，久保内光一，露木 晃ほか：急性膵炎
を発症した迷入膵の 1切除例．日臨外会誌 59
（増刊）：407, 1998

17）小野崎圭助，佐々木勝海，高瀬康雄ほか：膵炎症
状を呈した異所性迷入膵の 1例．日臨外会誌 60
（増刊）：541, 1999

18）岡田章一，井上哲也，木下一夫ほか：膵石形成を
認めた胃異所性膵の 1例．ENDOSCOPIC FO-
RUM digest dis 15：222―226, 239, 1999

19）Shoji H, Tanimizu M, Moriwaki T et al：Acute
pancreatitis occurring in gastric aberrant pan-
creas treated with surgery and proved by histo-
logical examination. Int Med 44：1169―1173,
2005

20）横山忠明，井伊貴幸，福原賢治：偽性嚢胞を形成
した胃迷入膵穿孔による汎発性腹膜炎の 1例．日
腹部救急医会誌 27：899―902, 2007

21）井上 健，金政秀俊，井上香織ほか：上腹部痛に
て発症し，内部に膵石を伴った胃異所性膵の 1
例．Gastroenterol Endosc 49：2991―2997, 2007



2009年 8 月 37（1389）

A Case of Pancreatitis occurring in Gastric Aberrant Pancreas

Masayuki Satoh, Kenichi Shiiba, Tsuneaki Fujiya,
Kenji Sakai, Youichiro Kakugawa and Hideaki Yamanami

Department of Surgery, Miyagi Cancer Center

Few cases of histologically proven pancreatists in gastric aberrant pancreatic tissue have been reported, A 43-
year-old man admitted for epigastric pain was found in blood tests to have slight inflammatory change with-
out elevated serum amylase. Endoscopic examination showed a submucosal tumor with central umbilication
on the greater curvature of the middle gastric body. Abdominal computed tomography（CT）showed a mass,
10cm in diameter, with scattered calcification and a cystic lesion accompanied by swollen perigastric lymph
nodes. After failing to determine a pathological diagnosis after two attempts at EUS-guided fine needle aspira-
tion, we conducted segmental gastrectomy to severe resective margins, because tumor sized did not rule out
malignant gastrointestinal stromal tumor or advanced gastric cancer. Histologically, the tumor was diagnosed
as aberrant pancreas with acute pancreatitis located between the submucosa and muscularis propria.
Key words：gastric aberrant pancreas, pancreatitis, gastric submucosal tumor

〔Jpn J Gastroenterol Surg 42：1384―1389, 2009〕

Reprint requests：Masayuki Satoh Department of Surgery, Miyagi Cancer Center
47―1 Nodayama, Medeshima-shiode, Natori, 981―1293 JAPAN

Accepted：January 28, 2009

�2009 The Japanese Society of Gastroenterological Surgery Journal Web Site：http :��www.jsgs.or.jp�journal�


