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ABSTRACT

A case of vanishing tumor of the stomach in a 89-year-old woman is described and discussed

with a brief review of literatures. The patient was instituted to the local hospital for treatment of

her compression fracture of the lumbar vertebrae on January 22, 1990, and placed on non-steroidal

anti-inflammatory drugs. Ten days after admission, she developed hematoemesis and anal bleeding.

Gastric endoscopy demonstrated a large mass on the anterior wall of the antrum. She was refer-

red to our university hospital on February 8 for further study. Gastric endoscopy and upper GI

series showed the large mass with central craters which suggest of a submucosal tumor or Borr-

mann 2-type carcinoma. Histopathological findings of gastric tissue showed gastritis with eosi-

nophilic infiltration and no evidence of Anisakis bodies. Seventeen days after onset of symptoms,

gastric endoscopy could not detect the lesion. This vanishing tumor was thought to be ulceration

secondary to nonsteroidal anti-inflammatory drugs and discussed on etiology of the disease brie-

fly. Ryu如Med.J., 14 (1) 75 - 78, 1994
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言

1976年に山崎ら1'は、短期間に消失した胃隆起性病

変に対して　Vanishingtumorという概念を提唱した。

彼らは腫痛の成因として、急性胃炎の際の限局性渠液

性浮腫を推測した。今回、著者らは吐下血を主訴とし

た患者の胃内視鏡検査にて胃前庭部に粘膜下腫癌様病

変を呈し、上部消化管造影検査で潰蕩限局型痛と診断

したが,短期間で病変が消失した症例を経験した。自

験例は高齢であり,かつ病変発生部位など興味ある点

があるので、若干の文献的考察を加えて報告する。

tt　　刷

患　者:89歳、女性

75

主　訴:吐血、下血

家族歴:特記事項なし

既往歴:高血圧

現病歴:平成2年1月22日より腰椎圧迫骨折のため

近医に入院して、腰痛にたいして、鎮痛剤ピロキシカ

ム総計60mg、インドメタシン坐薬総計200mg、アスピ

リンDL-リジン8,100mg投与を受けていた。ところ
が、 10日後の2月2日朝より突然に吐血、下血が出現

したので、緊急内視鏡を施行したところ胃前庭部に潰

癌を伴う隆起性病変を認めた(Fig. 1, top),吐血後に

玩潰療剤77モチジンの投与と貧血(Hgb 9. 8g/dl)が

認められたため濃厚赤血球3単位の輸血が行われた。

その後の2月8日、精査のため当院紹介入院した。

入院時現症:眼喰結膜に貧血なく、眼球結膜に黄症

をみなかった。胸部は埋学的に異常所見なく、腹部は
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Fig. 1. Macrophotographs of gastrofiberscopic examination

showing a mass on the anterior wal一 of the stomach at the

onset of the disease(top) and disappearance of the mass on

discharge from our university hospital (bottom).

平坦で、上腹部に腫癌を触知しなかった。

検査成績:血液検査の白血球分画で好酸球増多

(17%)を認めた。また、血清鉄の低値(25/∠g/dl)と赤

沈克進(30mm/h)がみられた。腫蕩マーカー(CEA,

CA19-9,AFP)は正常であり、便検査で潜血反応(±)

で、寄生虫の虫卵や虫体は検出されなかった。

入院時の胃内視鏡では胃前庭部前壁の隆起性病変は

中央に辺縁やや不明瞭な潰傷を伴っており、潰蕩底は

白苔で覆われていた。出血は認められず、病変部周囲

の粘膜は発赤し浮腫状であった。生検組織像では、胃

粘膜に好酸球浸潤を伴う炎症を認めたが、悪性所見は

なかった。

胃透視像(Fig. 2)で、胃前庭部前壁に境界比較的明
瞭で表面に陥凹を伴う腫病状陰影をみとめた。腫癌は

28mmX25mmの大きさであった。

以上の所見より、潰癌性出血を起こした胃粘膜下腫

癌か,あるいはBorrmann 2型の痛と考えた。

発症17日後に再び内視鏡検査(Fig.1.bottom)を行っ

たところ、隆起性病変は消遺し、周囲粘膜の発赤、浮

Fig. 2. Radiophotographs of upper GI series on admission de-

monstrating a mass with craters (arrol,v) in the antrum of

the stomach (in prone position)

Fig. 3. Radiophotographs of upper GI series on 82 days after

onset revea一ing disappearance of the mass in the antrum of

the stomach in supine position (left) and prone position

(right).

腫をみとめるのみであった。発症82日目の胃透視(Fig.

3)では、胃前庭部の隆起性病変は消失していた。退院

後3年半を経過するが,胃痛変の再発をみていない。

考　　察

1976年山崎ら''は、胃管底部の腫痛が短期間に消失

した症例を報告し、心不全改善に伴い胸部x線像にみ

られる腫癌様陰影の消失になぞらえて、胃の

Vanishingtumorと呼んだ。その特徴として、 1.発症は
急性限局性胃炎であり誘因は問わない。 2.胃噴門から

等佐郡に好発するが他部位にも発生しうる。 3.腫癌は

短期間に縮小、消失する。 4.他の胃疾患を考慮しても、

臨床所見・検査が合致しない　5.30歳から40歳の男性

に好発する,をあげている。胃Vanishingtumorとして

本邦で報告された症例2'は、著者らが検索した範囲で
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は本症例をふくめて34例に及んでいる。これら集計例

について検討してみると、年齢は30から50歳代で約

80%を占めており、男女比は4 : 1で男性に多い。多

くの例で心南部痛を主訴とし、吐血をきたした例3)は

自験例を含めて2例で、タール便を認めたのは自験例

のみであった。病変部位は考薩部、噴門部が約70%を

占めているが、自験例のように胃前庭部にも約15%の
発生がみられる。腫癌消失までの期間は、 3週間以内

に腫癌の消失を認めた症例が全体の約70%を占めてい

る。原因としては、アニサキス症が半数を占め、その

他の半数はなんらかの誘因による限局性の強い炎症に

伴う浮腫が腫癌形成に関与していると考えられてい

る。入院当初は臨床所見および検査より胃癌や粘膜下

腫癌は否定できなかったが、結果的には自験例は発症

より17日目には病変は消失しており、 Vanishingtumor
と診断した。

自験例の原因については好酸球増多と胃生検で好酸

球浸潤がみられことでアニサキス症を先ず考えるべき

で,ついで非ステロイド系消炎鎮痛剤(non-steroidal

anti-inflammatory drugs: NSAIDs)による胃粘膜障害を
考慮すべきであろう。アニサキス症は穏和型と激症型1'

があり、内視鏡所見では虫体穿入部に出血点と粘膜の

部分的に浮腫状の隆起を呈することが特徴5-であるO

アニサキス症がVanishing tumorの原因と診断するため

には、内視鏡的にアニサキスを認めるか、組織学的に

虫体の一部を証明…する必要がある。また、補助診断

として組織学的に好酸球浸潤の証明、免疫血清学的に

アニサキス抗体の証明6・7'が有用とされている。自験例

では、生検組織像にて胃粘膜に好酸球浸潤がみられた

が、内視鏡的に虫体検出はなく、入院中で生魚を食べ

てないことなどでアニサキス症は否定的と思われた。

次に,患者は腰痛治療のため入院し、発症前より消炎

鎮痛剤を投与を受けていた。内容はピロヰシカム、イ

ンドメタシン坐薬、アスピリンD L-リジンの

NSAIDsであった。これらNSAIDsによる胃粘膜障害の

作用機序は、内因性プロスタグランジンの合成を抑制

し細胞保護作用を阻害する作用と胃粘膜に対する直接

の障害作用8・ 9である。臨床症状は心寓部痛と吐下血で

あり,一般の胃潰痕とは異なり胃潰癌の発生部位は幽

門前庭部に好発10'し、潰痕の形態も薬剤性潰痕は不整

形が約70%を占め、また30%に多発性潰傷が発生する

川。自験例は、臨床経過や胃病変の上部消化管造影検

査および胃内視鏡検査より, NSAIDsによる胃粘膜障

害が原因になった可能性を示唆した。 Vanishing tumor

の原因の一つとして急性胃炎があげられているが、薬

剤との因果関係を強く示唆する報告は見当たらない。

89歳と報告例の中では最年長であり、吐下血を主訴と

しており、 Vanishingtumorのなかでも興味ある症例と

思われた。 Vanishing tumorは手術の必要が無い疾患で
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あり、痛や粘膜下悪性腫場との鑑別が大事になる。 Ⅹ

線像で胃Vanishing tumorは腫癌周囲の粘膜ヒダが浮腫

状に腫大、肥厚しバリウムの付着が不良であることが

特徴的とされているが、それだけで判定することは困

難と思われる。 Vanishingtumorは大多数が3週間以内

に消失することより、内視鏡および胃透視で経過を追

い、形状の変化を綿密に観察することが必要と思われ

る。

揺

89歳、女性の胃前庭部前壁に潰傷を伴う隆起性病変

を認めたが、発症17日目で消遺した胃のVanishing

tumorを報告した。原因は、 NSAIDsによると考えられ、

悪性腫癌との鑑別が大切な疾患と思われた。
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