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GroupIで悪性の所見はなかったが,本腹痛に
平滑筋芽細胞性は1964年吉田の報告以来すで
に100例を超える報告がなされている.今回,め
れわれは胃幽門部の平滑筋芽細胞渡で十二指腸
に脱出を示すまれな1例を経験したので,胃前

対して確診も得られなかった.
超音波検査所見:胆のうの隆大はみられなか
ったが,内部にacoustic shadowとstrong echo
がみられ,胆石症と診断した.肝や輝に特に異

庭部症例の集計を加えて報告する.

常を認めなかった.
手術所見:胆石症および胃粘膜下腫場の診断
にて昭和58年4月22日手術を施行した.開腹す
ると,腹水や癒着はなく,他臓器浸潤やリンパ
節腫大も認めなかった.胆のう摘出後胃半切除

症

例

症例:56歳,女性.
主訴:上腹部不快感.
家族歴:特記すべきことなし.
既往歴:子宮頚部ポ1)‑プ.
現病歴:昭和56年,下痢症状があり近医受診
し,胃幽門部ポリープと胆石症を指摘された.
その後の健康診断にて再度上記診断指摘され,
手術目的にて昭和58年4月18日当科入院した.
入院時現症:身長147.5cm,体重60kg,眼瞭結
膜に貧血や黄症はない.胸部は聴打診上異常な
く腹部も施療や肝牌腹など触知しない.
検査所見:貧血はなく,生化学検査にても特
に異常を認めなかった.
胃Ⅹ線所見:胃幽門部から十二指腸球部にか
けて内腔に突出した隆起性の月重痛陰影が認めら
れた.粘膜敗壁の集中像や潰壕は認められなか
った(Fig」.left.
胃内視鏡所見:胃幽門部後壁から十二指腸球
部にかけて隆起性腹痛の脱出がみられた.表面
粘膜に異常を認めず, bridging foldや潰場も
認められなかった(Fig.l,right).生検の結果は

術を施行し, Billroth‑I法にて再建した.
摘出標本所見:性癖は幽門部後壁から十二指
腸球部におよび,内腔に突出していた.枯膜面
に潰壕などは認めず,大きさは5×3×2cmで
あった(Fig.2).割面にて腹痛は胃幽門より十
二指腸粘膜下にまで増殖し,分葉状で,十二指
腸部の性癖は壊死を伴っていた.表面は被膜を
有し,その破綻はみられなかった(Fig.3).な
お,胆石は5冥10×30mm大の混成石であった.
病理学的所見:誹重傷細胞は不整PI形で,本疾
患に特徴的な核周囲に透明帯を有する細胞,い
わゆるbizarre cellが散見された.かなりの部分
で硝子化がみられ,問質は微細網状であった.
mitotic cellはみられなかった.以上の所見より
胃平滑筋芽細胞腫と診断された(Fig.4).
術後経過:良好に経過し,昭和58年5月11日
退院した.
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Fig. 1 Photoradiograph of upper gastrointestinal series demonstrates a polypoid tumor(arrow) in the

duodenal bulb(le恥 Gastrofiberscopy reveals the submucosal tumor obstructing the outlet of the
stomach(right).

胃平滑筋芽細胞腫
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Fig. 2 Photomacrographs of the resected, opened stomach showing the tumor overlying the pylorus.
The mucosa over the tumor is intact, suggestive of a submucosal tumor.
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Fig. 3
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Cut surface (upper) and it's diaphragmatic illustration (bottom) of the tumor showing a

well circumscribed, submucosal tumor with areas of necrosis (black) overlying the pyloric ring.
m; mucosa, sm; submucosa, pm; muscularis propriae.
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ている.今井ら34)の集計によると胃全体で内腔

とんどが5cm以上であった.以上のことより,

発育型約58%,外方発育型約25%,内外両方発
育型約16%であった.前庭部症例では内腔発育
型約61%,外方発育型約32%とほぼ同様な傾向
が認められる.大きさは2.1‑5.0cm大が約半数
を占めている Tab.l.

腫場の最大径が5cm以上の場合は,術中に肝や

以上のように,胃前底部平滑筋芽細胞腰は胃
休部に比べ後壁大考側寄りに多い傾向が認めら
れる以外に,発育形式や大きさなどに特徴的な
ことは認められない.
臨床的には特に再発や転移が問題となる.黒
川らl)によると17例の転移例が報告されている.
転移部位は肝やリンパ節が多くそれぞれ8例と
5例であった.その他腹膜や肺などにも転移が

般的にmitotic rateが高い腫傷は患性度も高い

リンパ節などへの転移の有無を十分に検索し,
胃癌に準ずる根治的胃切除術を施行すべきと考
える.なお,記載症例は少ないが, mitotic cell
は少なく,当科の症例にもみられなかった.一
と考えられる.本症においても転移例にてnut‑
otic cellがかなりみられる症例36)47)51)があり,
mitotic cellの数を悪性度の判定に取り上げてい
る研究者50)もいる.しかし,転移例でもmitotic
cellがみられない症例38)40)41)や,非転移例なの
にかなりのmitotic cellがみられた症例27)もあり
mitotic cellの数により悪性度を判断するのは困
難であると考える.

認められている.発生部位は胃休部症例に多い
が,前庭部の症例にも認められた.貴大径はほ
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Fig. 5

Distribution of leiomyoblastoma in the stomach.
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Table 1 Antral leiomyoblastoma : Relation of tumor size with it's growth pattern.
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A case of leiomyoblastoma of the pylorus showing prolapse into the duodenal bulb and
cholelithiasis in a 56‑year‑old female is described herein.
The patient was hospitalized to the University Hspital for further investigation with a diagnosis
of a polypoid tumor of the pylorus on April 18, 1983. Upper gastrointestinal series demonstrated a
polypoid tumor in the pylorus to the duodenal bulb. Her gastrofiberscopy revealed a submucosal
tumor overlying the pylorus and obstructing the outlet of the stomach. She was also diagnosed to
have cholelithiasis. At surgery, the polypoid tumor showed no evidence of tumor spreading onto the
serosa and to the lymph nodes. Following cholecystectomy for cholelithiasis, antral gastrectomy
was carried out.
The polypoid tumor was located over the pyloric ring and pedunculated, with projection into the
duodenal bulb. It had a smooth mucosal surface, and was oval in shape and 5×3×2 cm. in size. On
cut section, the tumor appeared lobulated, locally necrotic and circumscribed between the mucosa
and the muscularis propriae. The pathological report was leiomyoblastoma. At this writing, she has
been doing well about three years since surgery.
This is the second reported case showing prolapse into the duodenum and the first of the pylorus
in Japan.

