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　　During　the　26－years　period　from　1953　to　1978，15　patients　with　submucosal　tumor　of　the

stomach　were　operated　on　at　this　department。　Clinical　analysis　leads　to　fQllowing　conclusions．

　　（1）　The　gastric　submucosal　tumors　were　histologically　classified　into　70f　leiomyoma，20f

neurinoma，1　0f　lipoma，1　0f　aberrant　pancreas　and　l　undiagnosed・

　　（2）　Most　of　them　were　tumorous　type　and　developed　intramurally．

　　（3）　Leiomyoma　of　the　stomach　had　a　tendency　to　be　ulcerated　when　the　tumor　enlarged。

　　（4）　It　seems　reasonable　that　only　enucleation　of　the　tum◎r　should　be　done　if　the　tumor　is

benign．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　for　publication；May　21，1979）
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　　　　　　海綿状リソパ管腫（cavernouf　1｝・mphangioma）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肉芽腫などを含めて，粘膜下腫瘍として一一ntして扱わ

　　　　　　　　　　はじめに　　　　　　　　　　　　れる。1）－3）

　胃に発生する腫瘍を大別すると，病理学的には，ま　　　　今回，われわれは15例の胃粘膜下腫瘍について臨床

ず上皮性腫瘍と非上皮性腫瘍に分けられ，さらに，そ　　　的に検討すると共に，その治療法等について著者らの

れそれ良性腫瘍と悪性腫瘍とに分けられる。非上皮　　　方針に，若干の文献的考察を加えて報告する。

性良性腫瘍には平滑筋腫，脂肪腫，線維腫，神経性腫
瘍，血管腫，リソパ管睡等がある。臨床的にはこれら　　　　　　　　　　　　研究対象

に加えて，上皮性の嚢腫，迷入膵や炎症性の好酸球性　　　　信州大学医学部第二外科教室において，1953年から
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1978年3月までの26年間に，入院して，手術を施行し　　　　（1）　胃粘膜下腫瘍全体の男女別頻度は8対7であ

た胃疾患総数1，881例中に胃粘膜下腫瘍は14例，0．7　　　って，野女間にはほとんど差がみられない。平滑筋腫

％含まれていた（表1）。この胃粘膜下腫瘍は胃腫瘍　　　では4対3であり，また，神経鞘腫のみでは男女比は

手術例の中の1．3％にすぎない（表2）。今回は，こ　　　1対3で，その他の症例では3対1である（表4）。

の14例と関連病院の1例を加えた計15例について臨床　　　　（2）年令別頻度は，粘膜下1重瘍金鉢では20才代か

的に検討した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら70才代まで広く分布しているが，60才代が7例，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46．　7％と最も多く，ついで50才代3例，20％の順であ

∴＿墨塾粥㌧＿繍灘漿瓢灘け…そ・ぞ
胃　　　　　　癌

胃　　　潰　　　瘍

需　　　　　　　炎

胃　ポ　リ　ー　プ

・胃粘膜下腫瘍
胃悪1生非上皮性腫瘍

そ　　　の　　　他

計

1，010　（53、7％）　　　　　〈3）病悩期閲は，粘膜下腫瘍全体では8例，53，3

　624　（33・2駕）　　　　％が6ヵ月以内であるが，3年以上の症例が4例，

92（4・9％）　　26．・7％みられる．各薦容ゆ差｝よ蝋…でなL、（表5）n
　58　　（　3，1タ6）

14（°・7％）　　表4　i生．・吟別搬
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（開腹のみの症例も含む）　　　　　　　　　　　　一・－t－…一
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胃悪性非上皮性踵瘍

計

1，01f｝　　ビ92，8％）

　58　　（　5，3％）

　14　　（　1．3タ6）

　　6　（0，6％）
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平滑筋腫神経鞘腫

1

1　　　　1

1　　　　1

3　　　　2

11

その他

1

1
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　計

1（a7％）

1（6．　7％o）

2（133％）

3（20．O％）

7　（46．7％）

1（6．7％）

統計的観察　　　　　　　　　　　　　表5　　　　病　悩　期　間

　われわれが経験した胃粘膜下腫瘍15例の内訳は・　　　　　　　　平滑筋腫

表3のように平滑雛7例，46・7％ネ　1繍腫刷，　一驚蕩……i－

26・　7％，脂肪腕例・リンノ噌1匝1例謎入膵1例，　～1・・1£11
その他（大井らの集計a）で迷入肝として発豪された症　　　　～3年　1　　2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
例）1例である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3年～　i　　1

神経鞘腫

3

1

その他

　　2

2

計

　8　（53，3％）

　1（6，7％）

　2（13．3％）

14（26・7％）

表3　　　胃粘膜下腫瘍　　　　　　　　　　　　種瘍の大き・さ

平　　滑　　筋　　腫

ネ申　　　経　　　革肖　　　且重

脂　　　肪　　　腫

リ　ン　パ　管　腫

迷　　　入　　　膵

そ　　　の　　　他

計

7　　（46．7タ6）

4（26・7％）　　一一、3．、0，、nl

1（6・7％）　　～5．OCnl

1（6・7％）　　5．1cm～

平滑筋腫

2

2

3

撫瀬その他「計
1　　　　　　　1　　　　・1　（26，7％）

3　27（46．7％）
　　　　1　　　　4（26．7％）

1　　（　6．7％）　　　　　　　　　一一…一…一一一一一一一．tt－t－一・　　　　・一…一一一一一．t－一　一一一一一一

一．＿…1（6，7％）　　（4）翻の大きさ々よ，全体では3．。cm以下が，1

15fyiJ　　　　　　　　　　　　　伽明，　26，7％，　3．1cln～5．　Ocmカこ7伊日，46，7％，　5．1cm

　　　　　　　　　　　以上が4例，26．　7％であり，比較的大きいものが多

　これらの症例を平滑筋腫，神経鞘腫，その他の三群　　　い。平滑筋腫では7例中3例が5．1cm以上の症例で

に分けて検討した。　　　　　　　　　　　　　　　　ある。その他の症例で5．・lcm以上のものは海綿状リ
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ソバ管腫である。神経鞘腫では5．1cm以上の症例は　　　轡側に最も多く，神経鞘腫は胃体部前賭こ多いという

なく，大多数の3例が3．1cm～5，0cmの間にある（蓑　　　ことがでぎる（表6）。

5）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）腫瘍の発育形式は．粘膜下腫瘍全体では壁内

　く5）腫瘍占居部位は，粘膜下腫瘍金体では胃癌取　　　型が8例，53．3％と最も多く，ついで胃内型4例，

扱い規約によるMが7例，46．7％と最も多く，ついで　　　26．　6％，胃外型3例，20％の順である。平滑筋腫では

AM　4例・26・7％C3例・20％の順であるが・平滑　　　胃内型が4例と最も多く，ついで胃外型2例で，腫瘤

筋腫7例中では3例がCであり，AM　2例・M1例・　　の小さいものでは壁内型もみられた。神経鞘腫は4例

A1例であって噴門部を占める割脅が多い。これに対　　　中3例が壁ドヨ型であり，その他の症例はすべて壁内型

し，神経鞘腫は4例全部カミMを占め，平滑筋腫とは趣　　　である（表7）。

を異にしている。その他の症例はMが2例・AMが2　　　　腫瘍の発育形態は粘膜下腫瘍全体では腫瘤型が10

例である。また・前壁・後壁・大轡側・小轡側の4部　　　例，66．7％と最も多く，腫瘤に潰瘍を合併した混合型

に分けてみると・全体ではほぼ均等に分布している　　　は4例，26．7％である。その他の形態をとったものは

が・平滑筋腫では大轡側が4例と最も多く，神経鞘腫　　　リンパ管腫である。腫瘤に潰瘍が合併したものは神経

では前壁が2例と最も多い。　　　　　　　　　　　　　鞘腫には認められていない。すべて平滑筋腫であり，

以．はり腫瘍占屠部位はt・．・コ般に平滑筋腫は噴門部大　　　腫瘤の増大と共に潰蕩を形成する傾向がみられる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）粘膜下腫瘍に対する術前診断は良性腎腫瘍と

一塑＿＿噸塑礁艶坐＿一．．．＿　し規のが6例，4・％撮移く，他蝟癌謂ポリ

C

M
A
AM

前　　壁’

後　　壁

大　　轡

1z滑筋腫

3

1

i

2

繍1その集漏繍警臨鷲讃繍膿
・a P2、ll｛霧　　翻：羅窺鐵審蝦協奪塁翻鶯

i・il（・6．・％）　い・綴近の症例el内顯検査が筋れる・うにな・

一　　　・…………一一一一…一……一一一　　　たので，正診率が高くなっている（表8）。

平滑筋腫

1

1

4

小　　轡　　　1

神経鞘腫その他 計　　　　　　　（8）　手術術式としては，粘膜下腫瘍全体では，

2　　　1　4（26．7％）　　　Billroth　I法，　II法による胃切除術を15例中12例，80

11　　1　3（20・　0％）　　　％に施行し，腫瘤摘出術2例，噴門部胃切除＋幽門形

　　　　　1‘t（26・7％）　　　成を1例に施行した。最近経験した噴門部の平滑筋腫

1　214（26・7％）　2例｝謝しては腫瘤掛蹄を行った（表9）。

C：胃上部

契：謬雫灘　　　　　　　　　．，塑一＿　繕．煎診＿瓶＿＿＿＿

　　AM：冑下部，間巾部にまたかるもの　　　　　　　　　　診断名　平滑舶∫腫

表7　1醐の舶倣　　　　冑癌11
．＿＿．一．＿＿＿＿＿＿－t－＿＿．．．t．一．．一一一＿．一＿，．一．一．一一．＿一、．．．．．．　t．tt　　　　　　　　　　　　　　　　胃ポリープ

胃内型
胃外型
壁内型

平滑筋腫

4

2

1

1鰹繍その圃　計　　良｛‘k胃鵬

・1・ll・（53・・％）

　　　　　　4（26．7％）　悪性剛…登瘍

・1　・（・…％）　その他11

4

1

神経革削亟

　　1

　　1

　　1

　　　　　　　く

孟鱒．L＿童L＿

1

1

112

12（13．3％）

2（13．3％）

6（40．0％）

1（6，7％）

4（26．7％、

一・一一’ 黶c一一．一一一 @一　　　表9　　手術術式
腫瘍：の発育形態

1平滑筋飼神経鞘腫
1　　　　　　　　　　　1

腫瘤型　　　3　　　　　　　　　　　4

混合型1　4
その側　　　1

その他　計　　　Bi11，。th　I

3 10（66．7％）　　　　　Bi11ro亡h　II

4（26．7％）　　　胃切開十踵瘤摘出

平滑
筋腫

神経
鞘腫

2　　2

2　　2
21

111（6・・％）　噴門舗切・闇形成1・1

その他　　計

［26（・・．・％）
26（40．0％）

12（13．3％）

i1（　6．7％）

No．4，1979　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　469



小池・若林・佐藤・中藤・飯田・降旗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たがって胃粘膜下腫瘍のうちでは圧倒的に頻度の高い

　　　　　　　　　　考　　按　　　　　　　　　　　　　平滑筋腫を除いては他の粘膜下腫瘍は症例が少ない。

　1964年，胃非上皮性良性腫瘍4例を経験した信田　　　われわれは便宜的に胃粘膜下腫瘍を平滑筋腫，神経鞘

ら1）ほこの腫瘍に対する臨床診断名として綜括的に胃　　　腫，その他に分けて臨床像について述べたが，ここで

粘膜下良性腫瘍という名称が最も臨床的に使用しやす　　　は主として胃粘膜下腫瘍全体と平滑筋腫，神経鞘腫に

いものであることを強調するとともにX線，内視鏡，　　　ついて検討してみる。

細胞診の診断的特徴をまとめて報告した。その内容は　　　　性別頻度はわれわれの症例では粘膜下腫瘍全体では

以下の如くである。　　　　　　　　　　　　　　　　　男女の差は認められなかった。平滑筋腫，神経鞘腫等

　A，X線所見　（1）充盈像においては，大小轡に変　　　については症例が少ないため明確なことはいえない。

化なく，蠕動運動に異常なことが多い。（2）適圧によ　　　大井ら4）の集計では平滑筋腫は男54・　8％，女45．2％

り円形，または楕円形の辺縁の比較的柔らかく，平滑で　　　で，男性に多く，神経腫瘍は男女間に差が認められ

ある陰影欠損像を認めるmその頂点に特有なKrater　　ず，脂肪腫は女性に多い，その他の腫瘍は一般に男｛生

を認めることもある。（3）陰影欠損周囲の粘膜搬髪は　　　に多い。

正常の配列を示し，欠損部において圧排される如き走　　　　年令別頻度はわれわ才1の症例では，粘膜下睦重揚全休，

行を認める。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平滑筋腫，神経鞘腫のいずれも60才代に最も多い。

　B．内視鏡所見　周囲粘膜よりなだらかに膨隆し、　　　大井ら4）の集計では，平揖筋腫は50才代から60才代に

正常粘膜に覆われた半球状腫瘤を認める。bridging　　　最も多く，神経腫瘍は60才代に最も多いが・好酸性肉

f。1dを認めることもある。　　　　　　　　　　　　　　芽腫だけは40才代を中心に多い。

　C．細胞診　悪性腫癌細胞常に陰性。　　　　　　　　　　腫瘍の大きさはわれわれの症例では大部分が5・Ocm

　川井ら5）は胃粘膜下に発育した腫瘍を，臨床的に便　　　以下であるが，平滑筋腫では7例中3例が5・1cm以

宜上その起源または良・悪性を問わず総称して胃粘膜　　　上であり，その他の症例で海綿状リソパ管腫が5．1cm

下腫瘍として扱い，上皮性起原の副膵も粘膜下にある　　　以上である。大井らの集計では平滑筋腫は約60％が

ときは粘膜下腫瘍とすると述べ，9例の経験例からX　　　5．Ocm以下であるが，40％は5．・Ocm以上であり・7

線，内視鏡所見の特徴として，特に広基性腫瘤である　　　％が10cm以上である。神経腫瘍でも約60％が5・Ocm

こと，bridging　foldを認めることの2点が重要であ　　　以下で，40％は5，0cm以上であり，かなり大きい腫

ると述べている。この頃から胃粘膜下腫瘍に対する関　　　瘍もみられる。

心が高まってきたようであるが，それは胃癌に対する　　　　腫瘍占居部位は粘膜下腫瘍全体ではわれわれの症例

診断技術の進歩と平行している。最近では胃粘膜下腫　　　ではM，AM，　Cの順に多いが古城ら3）はA，　M・C

瘍は，胃良性腫瘍からポリープを除いたものと解され　　　の順であったと述べている。平滑筋腫だけでは，われ

ている2）。胃粘膜下腫瘍の頻度は診断技術が向上し，　　　われの症例ではCが3例と最も多く，ついでAM　2例

発見される機会が多くなったとはいえ，それほど高い　　　であったが・大井ら4）ρ集計ではMsZ　6％，　A26・3

ものではなく，われわれの胃腫瘍症例1，088例中14　　　％，C19．3％であり，門馬ら7）の集計ではM56・4

例，1，　3％であり，古城ら3）は1，372例中23例，1．7％　　　％，C25．8％，　A17．7％でありl　Skandalakisら6）は

と報告している。粘膜下腫瘍のうちわけは，われわれ　　　M38，9％，　C　34．2％，　A　26．896と述べており・い

の症例では平滑筋腫が7例，46，7％と最も多く，つい　　　ずれも胃体部に最も多いが，幽門部，噴門部は幸艮告春

で神経鞘腫4例，26．　7％，脂肪腫，リソパ管腫，迷入　　　により異なる。神経腫瘍はわれわれの症例では，4例

膵，その他各1例である。古城ら3）は平滑筋腫12例，　　　全例がMであった。大井ら4）の集計ではMが最も多い

52．2％，線維腫4例，17。4％，副膵2例，8．7％，そ　　　がA，Cにも認められている。梅崎ら8）’は平滑筋腫と

の他5例と報告し，大井ら4）の非癌性胃腫瘍の本邦集　　　神経性腫瘍は胃上部に多く，神経性鹿瘍は小轡側に多

計例でも平滑筋腫が最も多く118例，ついで迷入膵53　　　いことが特徴であると述べているが，われわれの症例

例，好酸性肉芽腫30例，神経腫瘍27例，線維腫19例，　　　では平滑筋腫は噴門部大轡側に最も多く，神縄鞘腫は

血管・リソパ管腫17例，脂肪腫12例，嚢腫7例の1順で　　　胃体部前壁に多く見られた。すなわち，腫瘍の好発部

ある。またSkandalakisらfi）は良性胃腫瘍2，932例中　　　位は報告者によりやや異なるが，症例数が少ないため

1，　223，41．7％が平滑筋腫であったと述べている。し　　　であろう。
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胃粘膜下腫瘍

　腫瘍の発育形式は，われわれの平滑筋腫では胃内型　　　過観察してゆくことも検討中であると述べ，長田ら12），

4例，胃外型2例，壁内型1例であるが1大井ら4）の　　　中川原ら13）は1．Ocm以下の平滑筋腫では内視鏡的に

集計では胃内型38・　2％，壁内型37．3％胃外型19・0％　　　経過を追って観察してもさしつかえないと述べ，粘

であり，門馬ら7）の集計では胃内型43．3％，胃外型　　　膜下腫瘍に対する治療法の再検討の兆Lが現れてい

43，　3％，壁内型14．1％である。また，Skandalakisら　　　る。というのは，胃疾患診断学の進歩および胃集団検

6）は胃内型59・5％，胃外型20．3％，壁内ng14．　5％と報　　　診の普及により，無症状の胃粘膜下腫瘍が発見される

告しており，いずれも胃内型が多い。壁内型に差がみ　　　ことが多くなったと考えられるが，こういった症例の

られるのは胃壁内に腫瘍があると判定する報告者の主　　　すべてに対して手術が必要であるか否か，一考を要す

観に差のあることが，かなり影響しているものと考え　　　るところである。胃粘膜下腫揚の中には種々な組織型

られる。神経腫瘍は・われわれの症例では3例が壁内　　　があるため，それぞれに対する治療法を考える必要が

型・ユ例が胃外型であったが・大弁ら4）の集計では壁　　　あるが，一般には腫瘤の大きいもの，潰瘍形成がみら

内型15例・胃内型13例・胃外型1例・混合型1例で・　　　れるもの，あるいは悪性所見のみられるもの等に対し

神経腫瘍は胃外へ突出するものは少ない。　　　　　　　ては胃切除が必要であると考えるが、その他の症例に

　腫瘍の発育形態についてみると・糊莫下腫瘍は一般　　　対しては，できるだけ腫瘤摘出を行い，胃を温存すべ

には腫瘤を形成する傾向が強い。われわれの平滑筋腫　　　きであろう。添田ら1°），倉俣ら11）の報告にもあるよう

では3例が腫瘤型で14例が腫瘤に潰瘍を伴った混合　　　に，最近は術前に胃粘膜下腫瘍に対する組織型まで判

型である。大井ら4）の集計では腫瘤型88，2％，混合型　　　明できるようになってきたので，術中迅速診断を併用

8・　8％1潰瘍型3・3％であり・Skandalakisら6）は腫瘤　　　すれば，悪性病変の見落しl　Z対しても安全であると考

型00・　8％，混台型39・2％と報告しており，一般に腫瘤　　　える。また，長圏ら12），中川原ら1s）も述べているよう

型が多いが，われわれの症例では腫瘤が増大するに伴　　　に1．・Ocm以下位の小さい腫瘤，あるいは多少大きく

い潰瘍化する傾向がみられた。神経腫瘍はわれわれの　　　ても迷入膵，脂肪腫等は内視鏡的に経過を追っても良

症例では全例腫瘤型であった。大井ら4）の集計では大　　　いと考えるが，噴門部にある腫瘤に対しては，噴門側

部分が，腫瘤型であるが潰瘍を形成したり，嚢腫を形　　　胃切除や胃全摘術を行うと，術後の消化，吸収機能に

成したものがある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　およぼす影響が大きいので，腫瘤が小さいうちに摘繊

　胃粘膜下腫蕩の術前診断は従来のX線内視鏡によ　　　を行うべきである。しかし，平滑筋腫瘍の摘出を行っ

る診断法で正しく診断することはかなり困難であり，　　　た場合にはt迅速凍結標本では筋腫と肉腫の鑑別がと

われわれの症例では15例中6例・40％を良性胃腫瘍と　　　きとして困難なことがあることを念頭におく必要があ

診断したが，他は胃癌ポリー・・一プ等と誤診した。土井　　　る6）。また，長田ら12）の症例のように大部分は良性で

ら9）は13例中8例を粘膜下腫瘍と診断した。また，古　　　あっても，一部に悪性を示す部分の認められる平滑筋

城ら3）は23例1－1・t14例である。しかし，いずれにしても　　　腫瘍もあるし，組織学的に良性であっても転移する

腫瘍の種類まで診断することはできなかった。最近で　　　症例6）も報告されているので，平滑筋腫で摘出術を行

は胃内視鏡の著しい改良により胃粘膜下腫瘍の種類ま　　　った症例は厳璽にf。IIOW　Upする必要があると考え

で診断できるようになってきた。添田ら10）は胃粘膜下　　　る。

腫瘍の12例に穿刺吸引細胞診を行い9例に組織型診断

まで可能であったと述べ，倉俣ら11）は目的部を高周波　　　　　　　　　　　　おわりに

電流で焼灼切除する処置用ファイバースコープの使用　　　　われわれの教室で1953年から1978年3月までの26年

経験から，粘膜下腫瘍については生物学的悪性度を判　　　聞に取り扱った胃粘膜下腫瘍14例と関連病院の1例，

定するに充分な組織が得られ，副膵または平滑筋腫の　　　計15例について検討した。

診断が可能となったと述べている。　　　　　　　　　　　（1）われわれの症例は，平滑筋腫7例，神経鞘腫

　胃粘膜下腫瘍の手術術式としては，われわれは従来，　　　4例，脂肪腫1例，リンパ管腫1例，迷入膵1例そ

Billroth　I，　II法による冒切除術を主に行ってきたが，　　　の他1例である。

最近経験した噴liH部平滑筋腫に対しては腫瘤摘風を行　　　　（2）　胃粘膜下腫瘍は胃壁内に存在する腫瘤型が多

った。古城ら3）は幽門側胃切除術，胃亜全摘術，胃全　　　　い。

摘術を行ったが，冑切除術の必要性のないものには経　　　　（3）平滑筋腫は腫瘤の増大に伴い潰瘍を形成する
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傾向がみられた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D．：Smooth　muscle　tumors　of　the　stomach．

　（4）　胃粘膜下腫瘍に対する今後の治療方針として　　　　　Int．　Abst．　Surg．，110：209－226，1960

は，良性と考えられる場合には薯出来るだけ腫瘤摘出　　　　7）門馬良吉，寺畑喜朔：本邦における胃滑平筋腫に

を行うことが妥当であると考えている。　　　　　　　　　　ついて一症例と統計的観察外科，25：385－392，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1963
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　　　　　　　　　文献　　　　　線診断．胃と腸，1：919－929，1966
1）信田重光，黒沢孝夫，滝田照二、八木義弘，小池　　　10）添田修二，近藤直嗣，赤司光弘，伊藤俊哉，土屋
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