
第 10 回長野拡大内視鏡研究会 
 
症例 3：70 歳代 女性。 
症例提示：新潟大学医歯学総合病院 橋本 哲 
読影：岩谷（信州大学）、前田（仙台オープン病院）、友利（佐久医療センター） 
 
非拡大白色光： 
岩谷は、Hp 陽性の萎縮性粘膜を背景とした胃体中部小弯に、1cm 程度の 0-IIa 病変が存

在し、周辺粘膜と境界を有しており癌と診断でき、明らかに深部浸潤する所見はないとし

た。組織型は通常光では診断が難しいが、明らかな未分化の要素はないとした。また、口

側は周辺粘膜との境界がやや不明瞭で、肛門側とはその構造が異なっており組織型が異な

る可能性があり、そこを拡大内視鏡で検討したいとした。 
前田は、隆起の肛門側は乳頭状構造を呈しており、胃型形質の腺癌を考えるとした。前

壁側の境界部分は、周囲の萎縮粘膜からなだらかに移行しており、肛門側の病変が上皮下

に浸潤している可能性を考えるとした。露出していると考えられる部分は乳頭状構造を呈

しており、胃型の分化型腺癌と考えるとした。病変サイズが小さく、厚みも少なく深達度

は粘膜癌を考えたいとした。 
山田（飯山赤十字病院）は、隆起はあるがその境界が明らかでなく、前壁側の乳頭状構

造の部分は発赤もあり乳頭腺癌が考えられ、そこから低分化腺癌が発生して上皮下に浸潤

して口側の隆起を形成しているとのではないかとした。 
 友利は、隆起部は乳頭状の細かい構造を呈しており、胃型の分化型腺癌と考えるとした。

口側の部分はなだらかな立ち上がりを呈しており、ただの分化型腺癌とはいえないとし、

小さい病変であるが、SM 浸潤を意識する必要があるとした。 
 
NBI 拡大： 
 岩谷は、前壁側の乳頭状の部分は円形のホワイトゾーンを持つ構造で、形状は不均一で

あり、Pap または villous な tub1 を考えるとした。おそらく胃型形質優位の粘液形質を持

つ病変であろうとした。その場合中分化や未分化癌へ分化度が低下して浸潤することがあ

るとした上で、びらん後壁の部分は表面構造がなくなり、ネットワークを形成しない血管

が見られており、窩間部が開大している部分の上皮直下まで未分化型癌が浸潤していると

した。浸潤は隆起の形成が明瞭であることから粘膜下ではなく、上皮下への浸潤と考える

とした。 
 前田も同様の意見であった。病変の範囲については隆起の立ち上がりより口側まである

かはわからないとした。 
 赤松（須坂病院）は、隆起の厚みは粘膜病変だけで説明は困難で、粘膜下に粘液癌や

lympoid stroma などの構造がないと、この形態の説明は困難であると指摘した。 



 友利も口側のなだらかな隆起まで浸潤がありそうで、SM 癌とした。 
 三枝（篠ノ井総合病院）は、口側の隆起はなだらかな部分で粘膜下へ浸潤し、窩間部が

開大している部分は上皮下へ浸潤しているとした。 
 小山（佐久医療センター）は、深達度については 1cm 程度の病変であれば、粘膜内病変

の可能性の方が高いとした。 
 
術前診断：粘膜内の分化型と未分化型が混在した組織混在型として ESD が施行された。 
病理組織診断：Stomach (ESD): Adenocarcinoma (pap-tub1, por2-sig, gastric phenotype), 
pT1a (M), ly (-), v (-), pHM0, pVM0, 0-IIa+IIc, 12x8 mm, M, Less (#4, 5)  
病理解説： 
乳頭状の部分は乳頭腺癌で、口側の隆起は粘膜内に por、sig の腫瘍が粘膜固有層に浸潤

しており、上皮は一部非腫瘍で覆われていた。なだらかな隆起部分は萎縮した粘膜のみで

あった。乳頭腺癌の部分も低分化腺癌の部分も MUC5AC 陽性、MUC6 陽性で MUC2 陰性

で胃型の形質を発現していた。 
病理コメント：下田（国立がん研究センター） 
乳頭状の部分は上皮が腺窩上皮型に分化して、深部では幽門腺型に分化している。低分

化腺癌で厚みを増している部分は粘膜内の固有構造が無くなっており、細胞外に粘液がた

まっている可能性があり、粘液癌になっている可能性がある。胃型の腺癌の特徴として低

分化型腺癌に変化する場合がある。粘膜筋板の近いところにリンパ管侵襲が疑われるとし

た。また、Ki67 は増殖細胞の分布に局在がないが、この様な症例では増殖能は高くないが、

浸潤能は高いと考える必要があるとした。白苔がのっている部分は組織学的にはびらんで

あり、腫瘍周辺がわずかに隆起に見えたところは、腺窩上皮が過形成を起こしていた。 
赤松は、組織混在型と予測した場合、粘膜下浸潤を考慮して術前の EUS の必要性、治療

について慎重に取り扱う必要があると指摘した。 
 



  
 

  
  



  
 

  
 
症例 4：70 歳代、男性 
症例提示：飯山赤十字病院 山田重徳 
読影：芹澤（行田病院）、小林（新潟大学） 
非拡大白色光： 

芹澤は、胃体中部小弯前壁よりに 5 ミリ程度の褪色調平坦な病変で、内部には拡張した

血管を認めるとして、萎縮領域の偽幽門腺化生した部分に発生した分化型癌は褪色調に見

えることがあるとした。 
赤松（須坂病院）は、萎縮を背景とした胃粘膜に褪色調の病変があるので、鑑別として

上皮下に浸潤した印鑑細胞癌、MALT リンパ腫、沈着性の病変を考えるとした。血管が目

立つ場合にはリンパ腫が多いとした。 



岩谷（信州大学）は、拡張した血管が目立ち、病変の主座は上皮直下にあるとした。病

変としては MALT、特殊細胞の沈着する病態、胃底腺型腺癌など考えるとした。 
小林はアミロイドの沈着を考えておきたいとした。 

 
NBI 拡大： 
芹澤は、周辺には胃底腺が残っているが、萎縮粘膜を背景とした病変であるとし、病変

は褪色調の部分であるが、質的診断は困難であるとした。 
小林は、周辺には胃底腺が残っており、A 型胃炎を考慮する必要があるが、前庭部の萎縮

がないことから A 型胃炎を考慮する必要がある。 
八木（新潟県立吉田病院）は、胃底腺と萎縮がまだらになっている可能性があり、胃底

腺が本来ある部分の上皮下に何らかの細胞が増殖していると考えるが、それが何かはわか

らないとした。 
友利（佐久医療センター）は、拡張したクモ状血管を有するところはカルチノイドに合

致した所見と考えるが、隆起成分が全くないカルチノイドは経験がないとした。 
小林も癌とカルチノイドの両者で考えるとカルチノイドの方が可能性が高いとした。根

拠は、癌としての Demarcation line がないため最表層部に癌の所見を読み取ることができ

ないこと、カルチノイドが表層まで浸潤すると乳頭状の変化を呈しても良いことを上げた。 
小山（佐久医療センター）は、不整な Villi があるとして、絨毛構造の上に微絨毛所見が

見られるとして分化型腺癌の所見として矛盾はないとした。 
 
病理組織診断：M, Less, 0-IIc, 6 mm, Adenocarcinoma of fundic gland type (pre-mucous 
neck cell subtype), M, ly(-), v(-), HM0, VM0 
病理解説：腫瘍は胃底腺領域に不規則に分岐する腺管が密に増殖していた。核は類円形か

ら円形に腫大した核が、基底側に配列して認められ、Tub1 と考えた。AB-PAS では中性粘

液が細胞質に豊富に認められた。MUC5AC は腫瘍の表層に限局して陽性、MUC6 はびま

ん性に陽性であった。MUC2 陰性、αGlcNAc 陰性、ペプシノーゲン I 陰性で、胃底腺型胃

癌の中でも pre mucous neck cell type としたいとした。 
 
病理コメント：下田（国立がん研究センター） 
胃腫瘍は表面まで露出しており、粘膜全層に形態の不規則な腺管が浸潤しており、わず

かに粘膜筋板に浸潤している。腫瘍の表面は腺窩上皮に覆われ、上皮下に浸潤している。

この腫瘍は胃底腺型の腫瘍であるが、壁細胞、主細胞への分化がはっきりせず、副細胞型

の腫瘍であろう。この腫瘍が癌なのか、腺腫なのか、病理医によって分かれる可能性があ

る。腫瘍の周辺粘膜は、固有性の萎縮はないが主細胞と壁細胞の比率が変化しており、壁

細胞の増生が目立つ。また、拡張した腺管がところどころに見られ、拡張した腺管の内腔

に向かって粘液が分泌している。典型的な壁細胞の過形成で PPI 長期投与にともなるもの



である。こういった背景の粘膜に発生した胃底腺型の腫瘍であるとした。A 型胃炎を示唆す

る所見は見られないとした。 
なお、拡大内視鏡で議論となったところが標本になっていない部分があり、深切り標本

を作製して対比を明らかにし、内視鏡の胃全体像も含めて次回の研究会で宿題報告するこ

ととなった。 

 
 



 
 
症例 5：40 歳代 男性。 
症例提示：信州大学消化器内科 関口智裕 
読影：依光（佐久医療センター）、久保（札幌医大）、入口（東京都がん検診センター） 
 
非拡大白色光： 

依光は、胃体中部前壁の RAC 陽性で萎縮のない胃底腺粘膜内に、辺縁隆起を伴った陥凹

性病変として認められ、陥凹内部には腫大した大小不同の Villi 様構造が観察され、色素散

布では陥凹の境界は明瞭に観察されとして、以上より Tub1 の癌で辺縁隆起は認めるものの

粘膜下浸潤を呈するほどでなく粘膜内癌を考えるとした。 
久保は、立ち上がりはなだらかであるが、境界は明瞭で陥凹内部に乳頭状の構造が見ら

れ、分化型腺癌とした。 
小山（佐久医療センター）より高分化型腺癌で IIc 病変場合、通常境界は明瞭で蚕食像が

観察されるはずであるが、この病変には境界明瞭な部分が観察されず、通常の分化型腺癌

とは異なると指摘した。 
徳竹（長野日赤）は、周囲はなだらかな立ち上がりで内部には Villi 様構造を認め、内部

の陥凹部分の Villi も腫瘍構造には見えず、異所性胃粘膜の可能性が高いとした。 
赤松（須坂病院）は、陥凹内の Villi には大小不同があり、高分化型の腺癌、または腺腫

であると思われるが、その発生母地として異所性胃粘膜、Inverted な粘膜から発生した可

能性があるとした。 
入口は、萎縮のない胃底腺粘膜の異所性粘膜、inverted 粘膜から発生した乳頭状腫瘍を

考えるとした。 
 

NBI 拡大： 



依光は、陥凹内部には腫大したVilliと大小不同のVilliが存在するが、陥凹周囲ではWhite 
zone が保たれており、上皮下の腫瘍浸潤により引き延ばされた所見で上皮は非腫瘍とした。

陥凹内部の癒合した Villi の部分に一致して Tub1 の癌が存在するとした。 
久保は、陥凹内部は Villi 構造と Pit 構造が混在していて、乳頭状と管状で組織型は異な

るが両者ともに高分化型腺癌とした。周辺も white zone は比較的保たれているが、乳頭状

構造が大きくなっており、背景の Pit 構造と異なる部分は腫瘍と考えるとした。深達度は粘

膜内癌として、発生は異所性胃粘膜や Inverted 構造からの発生を考えるとした。 
小林（新潟大学）は、異所性胃粘膜は周囲に萎縮がないと起きにくいが、病変の周辺粘

膜は萎縮がなく、異所性胃粘膜ができにくいとした。その場合、辺縁隆起を呈する際には

lymphoid stromaを考えなければならないが、陥凹部には癌としての所見が乏しいとした。

また、除菌後に腫瘍部に非腫瘍粘膜が被ってくることがあるが、その場合は除菌後から比

較的早期に起こることが多いが、本例のように除菌後 7 年経っている場合は、その変化は

考えにくいとした。 
八木（新潟県立吉田病院）は、陥凹部の Round pit には Light blue crest が見られること

から小腸型の腸型癌と考えるとすると、乳頭状構造が何を呈しているかわかりにくいが、

除菌後であるために非癌上皮が覆ってきて、癌と非癌がモザイク状に複雑に入り交じって

いる可能性を指摘した。 
小山（佐久医療センター）は、陥凹部の White zone は乱れているところは癌が露出して

おり、White zone が保たれているところは上皮に非腫瘍がかぶっているとした。 
 

術前診断：粘膜下異所性胃粘膜 
病理組織診断：粘膜下異所性胃粘膜（偽幽門腺化生を含む） 
病理解説： 
背景は萎縮のない胃底腺粘膜で、偽幽門腺化生あるいは幽門腺化生が目立つ胃底腺粘膜

が粘膜筋板を貫いて粘膜下に進入している。別切片では粘膜下異所性胃粘膜に腸上皮化生

を伴っている。病変部では粘膜筋板が消失しており、病巣が粘膜下に伸展している。陥凹

中央部では主細胞が消失して MUC6 陽性、Pepsinogen1 陰性の粘液細胞が増加した幽門腺

化生が目立つ。粘膜下層に進入した異所性胃粘膜は、MUC6 陽性、Pepsinogen1 陽性の偽

幽門腺化生が目立つ。腺管の大小不同や核腫大を認めるが、周囲の化生腺管とはフロント

形成はなく非腫瘍と考える。MUC2、CD10 陽性の小腸型の化生と考える。Ki67 は亢進し

ているが、p53 は陰性で βcatenin の核内移行は認められず、悪性像は確認できなかった。 

 
病理コメント：下田（国立がん研究センター）、塩沢（佐久医療センター） 

診断は、幽門腺化生に合併した完全小腸型の低異型度癌と考えるとした。 
背景は萎縮のない胃底腺粘膜で、通常の異所性胃粘膜に見られる線維化や活動性の炎症

はない。核の腫大した腺管があり、不規則な分岐を示す部分もあり、癒合を起こしている



部分も見られる。異型を示す核も見られ、低異型度の癌と考えられる。異所性胃腺から連

続する過形成の腺窩上皮がみられ、内視鏡で乳頭状に見られたところと考える。深達度は

粘膜筋板を貫いているが、sm としなくても良いと考える。CD10 では腫瘍と考えた部分の

表面は染色されており、小腸型に分化を示す腺管で構成されている。全体が異所性胃腺で、

その中に小腸型の胃癌が出てきたと考えられる病変で、癌と化生の部分がモザイク状に入

り交じっている病変とした。 
最後に小山が組織学的に癌なのかは別として、異所性胃腺の内部に小腸型腺管が存在す

ること、通常の分化型腺癌でないことが拡大内視鏡で読影できた症例であったと総括した。 
 

 
 

 
 



 


