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症 例:70歳 女性

胃ポリープは,組織学的に過形成性ポリープと腺庫に
大別され,前者はほぼ90%と圧倒的多数を占める｡過形
成性ポリープは,大部分が良性の経過をたどり癌化は稀
とされているが,近年,癌化の報吾も散見される｡今回
我々は,胃過形成性ポリープに発症した早斯胃癌の1例
を経験したので,若干の文献的考察を加えて報告する.

主 訴:堰吐
現病歴:平成元年10且堰吐あり近医受診し,精査目
的にて当院紹介された｡上部消化管Ⅹ線検査にて多数の
ポリープを認め,内視鏡検査施行時の生検にて6個のポ
リープのうち1個のポリープより癌細胞が認められたた

'本論文は東葛地区消化器病研究会(平成4年1月18
冒,千葉)においてその要旨を発表した｡

め,治療目的にて平成2年2月8日入院となる｡
既往歴:塗活歴･.特記すべきことなし.
入院時現症:身長
体重
｡血圧
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脈拍 80/分｡眼醸結膜 宴血なし,

の過形成を示す過形成性ポリープが主体の組織像であっ

眼球結膜 責痘なし｡表在リンパ節 触知せず｡胸部
心肺巽常なしO腹部 平坦,弾性軟,圧盾は認めずo四
肢浮腫なし｡

た(写真3 a)｡しかし,先端部分は腺塵の所見で強い
炎症性細胞浸潤を認めると共に核が濃染し異型を伴った
編胞がみられ明らかな細胞異型を伴う癌組織を認める

入院時検査所見:赤沈元進と軽度の低蛋白血症を認め

(写真

ポリペクトミーを施行した他のポリープ

る以外は腫疲マーカーを含め他の検査上 異常所見は認
められなかった(表1)｡

は,すべて過形成性ポリープであった｡以上の所見をま

上部消化管Ⅹ線検査所見:胃体下部に20‑
の有
茎性の巨大ポリープを3‑4個認め,胃角の対側にもポ
リープを認めた(写真1)｡

巣が存在していたが基底部断童融こは浸潤がみられず,他

とめると,図1の如く①と②の先塊に癌巣を含む異型性
のポリープには症の所見は認められなかったので,ポリ
ペクトミーにて治癒しえたと考えた｡

上部消化管内視鏡所見:胃体下部大望を中心に計6個

退院後経過:現在外来にて経過観察しているが寛在の

のポリープを認めた.口側より記我すると胃体中部大雪
に5mmの山田I型ポリープを認めた｡その肛門側に2
個の発赤の強い細長いポリープがあり,ポリペクトミー
を施行した(写真
吏に体下部大雪前壁寄りの
最大庄約
のY字型を宣する山田Ⅳ型のポリープ

増殖により胃内腔に隆起した病変で悪性でないもの｣と

は,一部穆色し,びらん様所見を呈していた(写真2
C)oこのポリープね2つに分けてポリペクトミーを施

大別され,過形成性ポリープの組織学的特徴は, ①腺嵩

ところ癌再発の所見は認めない｡
III

%

*

胃ポリープの定義については, ｢胃粘塵上皮の局在性
されている｡｡胃ポリープは過形成性ポリープと腺腫に

行したoまた,冒角部対側の山田H型のポリープ2個も
重い発赤の所見が認められ,何れもポリペクトミーを施
行した(写真

坐, ②新生腺管の分岐,嚢砲状拡張, ③間薯の浮塵,小

病聾組織所見: Y字型のポリープの組織像はポリペク

るいは胃底腺の過形成とそれに連なる腺管上皮の延長蛇

上皮と同じ性薯を持つポリープ頭部の腺管の再生性新
血管増生,円形細胞浸潤, ④ポリープの基部の幽門腺あ

トミーの基部で熱変性の所見が認められるが,腺嵩上皮

行,嚢胞形成, ⑤粘膜筋板による

表1入院時検養所見
尿一般:異常なし｡
便潜血:陰性

板のテント状あるいは逆Ⅴ字状挙上とされている

生化学

血 沈

DB 0.1mg/dl
ZTT 7.3

抹消血

TTT

(N79%L20%E 1%)
RBC

Hb
H t
PLT

439Ⅹ104/mm3

12.5g/dl
40.0%
30.1Ⅹ104/mm3

出血凝固:PT lL1S
APTT
Fib
庫項マーカー:
AFP

GOT

3.1ng/ml

CRP 0.1mg/dl

20 IU/L

LDH

431 IU/L

ALP

4.7KA

LAP

41.8IU/L

γ

△PH
TCHO
TG

CEA 1.5ng/ml
CA1919 8U/ml

2.7

GPT 12 IU/L

27.6S
331mg/dl

の形成とそれに

挽くポリープ内への筋線経の噴水状増生, ⑥周囲粘麓筋

265mg/dl
71mg/dl

BUN ll.6mg/dl
CRT 0.75mg/dl
Na
K

138mEq/L
4. 5mEq/L

CI

103mEq/L

TP

5.6g/dl

AIb

3.3g/d1

写桑1上部消化管造影｡冒休部に3‑4個の編
長いポリープ様陰影が見られる｡
‑
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1＝ 胃体卜那の木琴には，一部発赤を伴っ
た細長いポリープ，その前壁側には，や
や槌色Lた太めのポリープを認める

二写真21ゴの内視鏡像＝
fl）【「7休Lト】郎の神技に発亦の慮い細長いポ

リープを認める「

′．、 ● ●

1

「

d）胃角体側に山田膠鱒革咽轡ポリープ
が並ぶ。

C）生検相子で太めのポリープの先端を髄
索すると，ぴらんが存在する。

をそなえているd③悪性部分は癖であることを証明する
胃過形成性ポリープの頻度は塀腫に比較し圧倒的に高
のに十分な細胞ならびに構造上の異型をもつこ
く．神谷らは93．5％4）．大坊らは89．7％6）と報告してい
る。ポリープの癌化の問題ほ古くから論じられており，
高率に癌化するとされていた時代もあった叩）。胃ポ

リープの癌化の判定基準については現在

の条件となり，長与は①同一ポリープ内に標本の癖量の
多少にかかわらずポリープの所見が存在すること，②異
型部分が細胞ならびに機造上癌であることとし
中村の判定基

ポリペクトミーされた過形成牲ポリープの痛共

準8〉および長与の判定基準8）が広く受け入れられてい
る。すなわち中村によると①同一ポサーブ内に良性，悪

家の報告をまとめてみた囲‖ト1さ）。過形成性ポリープは

性部分が共存．②良性部分は十分広く，ポリープの特徴

前述のように癌化は稀とされている。癌共存病
−77一
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刀冴癌巣を含む異形成巣
図1 この症例における胃ポリープのシェーマ

表2 ポリペクトミーされた過形成性ポリープの癌共存例

写真3 癌が存在したポリープの病建組織像o
a)ポリープの断据付近は,腺膏上皮の過
形成がみられ,過形成性ポリープである
ことを示す(ルーペ像)0
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長期経過観察にて癌化が認められた過形成性ポリープ
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症例数

癌 化 例
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93
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限っての値であり,生検症例の場合では更に低い値が予
想される｡また5年から12年の長親の経過観察例では93
例の過形成性ポリープのうち症化例は2%であったとの
報吾がある4)0
報吾例から過形成性ポリープの症共存例の特徴をまと
めてみたo男性と女性の比は1 : 1年麻は46歳から79

b)ポリープの先端付近は,腺
腫で構成され一部癌組織を認
める｡

歳において認められ平均すると

歳,発生部位はA磯

城, M奇域, C領域の比が

ポリープの内

視鏡所見上の形態は山田Ⅳ型が81%と多く,粗大癌粒状
の表面積蓮をもち,白色粘液の付着,出血,結節上凸凹
は

)から

平均すると

である(義

う認めるものが多い｡しかしながら全ての例で認められ

2)｡癌化率の数値の違いについては.内視鏡的ポリー

たわけではなかった｡我々の症例では,癌合併の認めら

プ切除の適応をどのように考えるかによって異なってく

れたポリープは一部極色し,びらん様所見がみられたO

ると考えられる｡これらの数字はポリペクトミー例に

大きさと癌化の関係については最大径が

‑78‑
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で平均値は

であった

は有意に高く
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以上では癌共存率

良雄,土屋雅春
胃ポリープの内視鏡的および
組織学的長期経過観察例の検討

未満では殆ど癌化しないとする報

吾も多い1の17)｡しかし最近
散見されるようになり

Endoscopy, 22 ･. 1335‑1345
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験したO過形成性ポリープの内視鏡所見上,良悪性の鑑
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別をすることは困難と考えられ,ポリープ症例におい
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