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　　　Although　etiologic　factors　are　quite　different　between　gastric　carcinoma　and　peptic　ulcer，

the　co－existence　of　both　lesions　in　the　same　stomach　and　duodenum　have　beell　noticed　by　many

investigators．　Clinical　and　pathologic　analyses　of　this　condition　were　attempted　on　cases　treated

at　the　Kusama　Hospital．　Among　298　gastric　carcinomas　operated　on　during　the　last　15　years，

carcinoma　co・existing　with　peptic　ulcer　was　found　in　36　stolnachs．　The　frequency　of　co－existe且ce

of　carcinoma　and　peptic　ulcer　was　totally　12％，9．4％with　gastric　ulcer　and　2．7％with　duodenal

ulcer．　Twenty・six　of　the　peptic　ulcers　were　at　the　scar　stage　and　10　were　open　ulcer．　As　to　the

distribution　of　both　lesions　in　the　stomach，　carcinoma　tended　to　arise　in　a　more　anal　site　than　ulcer．

Gross丘ndings　of　the　carcinomas　were　analyzed，　dividing　them　into　18　early　and　18　advanced

carci皿omas．　The　early　group　consisted　of　one　elevated　and　17　depressed　lesions．　The　frequency

of　the　depressed　Iesions　in　the　group　of　early　carcinoma　co・existing　with　ulcer　was　high　as

compared　with　that　in　the　group　with　no　co－existence　of　ulcer．　In　the　advanced　group，　however，

no　definite　differences　were　found　between　the　two　groups　of　carcinoma，　i．　e．　with　and　without

co－existence　of　ulcer．　Shinshu　Med．1．，81：589－－544，　ヱ988

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　for　publication　July　14，1983）
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L

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瘍1）－4），進行癌も含めた胃癌と胃潰瘍5）一’17），早期胃癌

　　　　　　　　　　　　　1緒言　　 と十二指腸潰瘍3）18）－20）進行胃癌を含めた胃癌と十二

　胃癌と消化性潰瘍は発生原因，発生機序，病態，予　　指腸潰瘍13）19）20）などについて報告があるが，今回著

後などいずれもまったく異なっており，両者は異なっ　　者らは胃癌の切除標本を検討し，癌と消化性潰瘍との

た背景因子のもとに発生すると考えられている。胃癌　　併存例について臨床的ならびに病理学的立場から検討

と消化性潰瘍が同一の胃内に発生することは従来まれ　　した。

とされていたが，最近，消化管診断学の著しい進歩に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H　対象と方法

ともない両者の併存例の報告が次第に増加しつつある。

　胃癌と消化性潰瘍の併存に関しては，早期癌と胃潰　　　最近15年間に草間病院で胃切除を行った胃癌手術例
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・・切開のホル”・燗定標本上，肉眼的な・び・：　胃癌鱗開放性1搬痕

程欝灘難灘憲1よ蕊誓蝶欝歪聡一軍孫璽］・1・i「
胃癌と潰瘍、の併綿癌と備。た糊の嚇癌　進行剰・「・　6

のうち，病理組織学的検査を行った298例を検索対象　　　　　衰3　胃癌と併存した十二指腸潰瘍の時期

とした・298例の内訳は早期癌73例，進行癌225例であ　　　　　　　　　一一　　　　　　十二指腸潰瘍　一

と潰湯との位置的関係，年齢および性差，胃癌の肉眼　　　　　計　　　　　8　　　　1　　　　　7

型および胃潰瘍経過観察中に発見された癌症例などに　　　　　　　　　｝…

ついて検討を行った。　　　　　　　　　　　　　　　　胃癌と併存した十二指腸潰瘍については表3に示す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごとく早期癌と併存した十二指腸澱瘍2例中，開放性
　　　　　　　　皿　成　　　績　　　　　　　　　　潰瘍1例，潰瘍搬痕1例であるのに対し，進行癌と併

　A癌と消化性潰癌併存率　　　　　　　　　　存した十二指腸潰瘍の6例はいずれも潰瘍癒痕であっ

　表1に示すごとく早期癌73例中胃潰瘍併存例は16例　　た。すなわち，胃癌と併存した十二指腸潰瘍は搬痕期

（21．9％），十二指腸潰瘍併存例は2例（2．　7％）で，早　　のものが多いが，とくに進行癌と併存した十二指腸潰

期癌中消化性潰瘍金体の併存例は18例（24．7％）であ　　瘍はすべて搬痕期であった。

った。進行癌では225例中胃潰瘍併存例12例（5．　3％），　　　C　癌と胃潰瘍との位置的関係

十二指腸潰瘍併存例6例（2．7％）で，進行癌中消化性　　　早期癌と胃潰瘍との併存例16例中，癌が潰瘍より明

潰瘍全体の併存例は18例（8．　0％）であった。以上の成　　らかに肛門側に存在していた症例は11例で，癌が潰瘍

績から明らかなごとく，胃癌と消化性潰瘍との併存率　　より口側に存在していた症例は噴門部ll・c型早期癌1

は十二指腸潰瘍よりも胃潰瘍の方が高率であった。ま　　例のみであった。他の4例は癌と潰瘍とがほぼ同じ領

た胃潰瘍との併存率は進行癌よりも早期癌の方が高く，　域に存在していた。一一me行癌と胃潰瘍との併存例12

十二指腸潰瘍との併存率は早期癌と進行癌はほぼ同率　　例中，癌が潰瘍より明らかに肛門側に存在していた症

であった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例は9例で，癌が潰瘍より口側に存在していた症例は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3例であった。癌が潰瘍より口側に存在していた3例

　　　　表ユ髄と靴性潰瘍併存例　　　中2例は髄部に，1例噸門部に癌カミ認められた。

　　　　　　　　　　　潰蕩併存例　　　　　　　胃癌全体からみると，胃潰瘍との併存例28例中20例は
胃癌緻胃（％）1＋二構％）1計て那癌・囎・・肛門側に存在してお・，癌・・囎…

早鵬731・6（・…）・（・・7）118（・4・・）側・・こ存在していた糊1よ4例のみであ・た・図1は以

進刷2251・2（…）1・（…）1　・・（8・・）鷺器驚鼎膿鷲蒜謙
計29828（9・・）｝・（2・・）136（12・・）部に多く，胃潰瘍は獺線から㈱腺徽・・多噸向

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がうかカミわれる。

　B　胃癌と併存した潰瘍の時期
表、詠すごとく鞠癌と併存し謂潰）Jes、6例中，　　　　　　　°胃鵬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o胃　癌
開放性潰瘍5例，潰瘍搬痕11例で，進行癌と併存した

胃潰瘍12例中，開放性潰瘍4例，潰瘍搬痕8例であった。

表2　胃癌と併存した胃潰瘍の時期　　　　　　　　　　　　　　　　＼oO

早期癌i161，、、　　…°繋
胃癌一開籍評痕　塾麟。．：（

進行癌112｝・1・　　　　　。
計12819　19　　図1胃潰瘍、胃癌併存例の発生部位
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表4　消化性潰蕩併存早期癌の肉限型
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　　　　図2睡講騰棚　　　計　1・8　55
　　　　　　　　0：♂　　④：♀

　1）　胃癌と消化性潰瘍併存例の年齢と性　　　　　　　　　　　表5　消化性潰瘍併存進行胃癌の肉眼型

早期癌と消化性潰瘍併存例の年齢は57・4±9・7歳で　　　　　　　　　　　　　　　　潰　　　　瘍

あ・の・・対・雌行癌・消化性賜爵醐の年齢は　B°「「mann頒　併存例1非併醐

64・8±1°・2歳であり，儲鵬ま推計学的セこ2’　5％以

下の危険率で有意差が認められた。性別は図2に示す
。、く，早期癌、消化｛、潰瘍併存伽、18例暢生16　・〃　1・159

例，雄・例（61・一…）であ・の1・対・，進　皿〃　i1・1…
行癌と消化性潰捌存例では18例中馳゜例，女性8

例（S：9　・1．3：1）であった。

、胃癌の肉眼型　　　　　　計　　1181・・7
　消化性潰瘍と併存した早期癌18例の肉眼型は表4の
ごとくで，工型1例と豆b型・例以外はすべて3＆　an型　　表6胃潰瘍の経過観察中醗見された癌

早期癌であった。同期間に取り扱った消化性潰瘍を併　　　　　　　　　　　　　　　　　　胃　　　　　癌

存。な、、早鞭5例をみると，1型・例，ll・型・例　症例年酬生騒瘍部位1繍ま喬

で，隆起型早期癌は合計11例認められた。消化性潰瘍　　　　1　38　♀　胃角後壁　噴門前壁　4年8ヵ月

を併存した進行癌18例についてみると表5のごとく，　　　　　　　　　　　Ul皿　　ll　c（m）

・・rr…n・型・例，・型・例・哩1・例，　Nge　1　2556響1認轡！『欝5年7ヵ月

例で，同期間中に取り扱った消化性潰瘍を併存しない　　　3　62　6　体前後壁　胃　　角　9年3ヵ月
進行癌の肉眼型分布との間に明らかな差を認めなかっ　　　　　　　　　　U1皿一S　Uc（sm）

た・　　　　　　　　463♂欝讐轡！『酷3年瑚
　F　胃潰瘍経過観察中，他部位に発見された癌　　　　5　77　6　胃　角　幽門小轡　5年6ヵ月
　癌と胃潰瘍との併存例28例中，胃潰瘍の経過観察中　　　　　　　　　　U19・S　ll　b（sm）

・・醐・闘らか・・離れた雛・・癌を発見・，手術を　666唯前盤灘盤簗）3年

行った症例は早期癌5例，進行癌3例計8例であった・　　　7　67　δ　体後壁　幽門後壁　4年9ヵ月

早期癌5例の癌の位置は表6のごとく噴門部1例，胃　　　　　　　　　　UI　H・S　Borr皿（pm）

鰍1例，幽門部・例で，癌の肉眼型はrr・4例，・b　868♀蓋前饗認燃饗）5年3ヵ月

1例であった。進行癌3例の癌の位置は全例幽門部で
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あった。癌の肉眼型はBorrmann　I型1例，皿型2　　潰瘍との位置的関係については，癌は潰瘍より肛門側

例であった。潰瘍の治療を開始してから癌を発見する　　に多いという成績を得たが，胃潰瘍はOiら22）の潰瘍

までの期間は早期癌では3年5ヵ月から9年3ヵ月，　　二重規制説にしたがえば境界線のやや幽門側に好発し，

平均5年8ヵ月，進行癌では3年から5年3ヵ月，平均　　一方胃癌は幽門腺領域に多いことは太田23）によって

4年4ヵ月であり両群の間に有意差はみられなかった。　も明らかにされている。したがって癌と潰瘍との併存

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例における両者の位置的関係について癌は潰瘍より肛
　　　　　　　　「v考　察　　　　門僻多いというわれわれの成績蛸然の帰結であり，

　胃癌と消化性潰瘍の併存は最近の検査手技の向．ヒに　　諸家の報告1）4）冒7）12）17）と一致している。

よりさほどまれな現象ではないことが知られつつある。　　胃癌患者の年齢については早期癌は進行癌に比較し

しかしその頻度については術前検査の内容や手術切除　　て若年者に多いという傾向が諸家24）25）によって報告

材料の検索方法と関連が深く，報告者により多少の相　　されているが，潰瘍を併存したわれわれの症例におい

違がみられる。最近の報告では胃癌と消化性潰瘍との　　ても同じ傾向が認められた。すなわち早期癌と消化性

併存は生越ら13）は7．2％，陳ら21）は11．0％と報告し，　　潰瘍併存例の年齢は57．4±9．7歳であるのに対し，進

早期癌と胃潰瘍との併存頻度は高見ら12）の8．9％から　　行癌と消化性潰瘍併存例の年齢は64，8±10．2歳であり，

生越ら13）の22．　8％の間にみられる3）4）14）15）。進行癌と　　両老間に有意の差が認められた。性差については消化

胃潰瘍は田中ら14）1．5％，生越ら13）2．4％などで，胃　　性潰瘍に併存した早期癌患者では8：1と男性に圧倒

潰瘍と併存する胃癌はいずれの報告においても進行癌　　的に多い傾向が認められたのに対し，進行癌患老では

より早期癌の方が高率である。また早期癌と十二指腸　　　明らかな性差は認められなかった。この差に関する明

潰瘍との併存頻度は羽生ら3）の2．1％，佐野18）の2．7　　解な説明は現在のところ困難である。今後さらに症例

％がみられ，胃癌と十二指腸潰瘍との併存頻度は瀬上　　を重ねた上で再検討したい。

ら19）の1，7％西川ら20）の2．9％，陳ら21）の1．6％がみ　　　消化性潰瘍に併存した癌の肉眼型についてみると早

られる。今圓われわれが検討した胃癌切除例298例中　　期癌では隆起型は1型1例のみであった。これは潰瘍

消化性潰瘍併存例は36例12．1％であった。このうち早　　非併存群の55例中11例と比較すると顕著な相違といわ

期癌と胃潰瘍21．9％，進行癌と胃潰瘍5．3％，また早　　ざるを得ない。

期癌と十二指腸潰瘍2．7％，進行癌と十二指腸潰瘍2。7　　　この間題に関してKawaiら26）は陥凹型早期胃癌は

％で，この成績は前述の諸家の報告とほぼ合致してい　　隆起型早期胃癌に比較して胃液酸度の高いものが多い

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　という成績を報告しており，布施ら4），生越ら13）は胃

　胃癌と併存した潰瘍の時期については胃潰瘍，十二　　潰瘍を併存する早期癌は陥凹型が多く，胃液酸度の高

指腸潰瘍のいずれも搬痕期のものが多かったが，この　　い症例が多かったと述べている。これらの報告を参考

傾向は進行癌と併存した十二指腸潰蕩にとくに著明で　　にしてわれわれの症例をふりかえると，消化性潰瘍併

あった。布施ら4）は胃潰瘍を併存した早期胃癌症例の　　存例は非併存例より酸度の高いものが多い可能性が考

検討で，併存群の胃液酸度は対照群のそれより有意に　　えられ，このことが陥凹型早期胃癌の頻度が高いこと

高く，また，潰瘍搬痕群の胃液酸度は開放性潰蕩併存　　と関係あるものと推測される。

群のそれに比して有意に低かったと述べている。また　　　今回われわれが取り扱った消化性潰瘍と胃癌との併

瀬上ら19）は十二指腸潰瘍を合併した胃癌6例の胃液　　存例36例中胃潰瘍の経過観察中に潰瘍と離れた部位に

検査では2例が過酸を示し，他の4例は正酸であり胃　　癌の出現を認めた症例は8例であるが，これらはいず

酸分泌は保たれていたと述べている。われわれの症例　　れも内視鏡的に胃潰瘍の経過を観察していたもので，

では胃液酸度の測定を行っていないが，併存胃潰瘍，　　retrospectiveにみなおしても最初から併存していた

十二指腸潰瘍のいずれをみても瀬痕期が圧倒的に多か　　癌を見落していたものではなく，明らかに潰瘍の経過

った。これに関しては，癌の進行とともに酸分泌機構　　中に発生した癌である。したがって経過観察開始から

が障害され，胃液酸度が低下し，それとともに潰瘍の　　癌発見までの間に癌が出現し，かつある程度進行した

治癒機転が促進された可能性と，加齢とともに胃液酸　　ものと考えざるを得ない。その場合，早期癌と進行癌

度が低下し，潰瘍が治癒期に入るとともに癌の発生し　　で癌発見までの期間に有意差が認められなかったこと

やすい場が提供された可能性が考えられる。胃癌と胃　　は意外な成績である。これに関しては観察頻度が必ず
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しも＿reで眈く，時には・年の間隔もある・とから　・胃癌と備し謂醐汁二指囎瘍はいずれ

正確醐間となし得なかった・と，およ礪の進艘糠戴のものが多く・とくに儲においてその餉

禦雛雛豫簾矯ごが複雑にからみは璽著灘繍存例では潰卿癌・・脚・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発生する傾向が認められた。

　　　　　　　　V　結　　　語　　　　　　　　　　　5　消化性潰瘍と併存した早期腎癌のほとんどは陥

　1　胃癌と併存する消化性潰瘍の頻度は十二指腸潰　　凹型を示した。

瘍より胃潰瘍の方が高率であった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　2　胃癌と胃潰瘍との併存頻度は進行癌より早期癌　　　本論文の要旨は昭和56年3月31日，第67回日本消化

の方が高率であり，胃癌と十二指腸潰瘍との併存頻度　　器病学会総会において発表した。

は早期癌，進行癌ほぼ同率であった。
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