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症例報告 
 
 

胃アニサキス症によりスキルス胃癌様の形態を呈した

早期胃癌の 1 例 

                  
高野幸司 1)、高橋広喜 1)、野口謙治 1)、塩塚かおり 1)、真野浩 1)、鵜飼克明 1)、鈴木博義 2)、菊池亮介 3)、加

藤勝章 3)、渋谷大助 3)、田所慶一 1) 
1) 国立病院機構仙台医療センター 消化器内科 
2) 国立病院機構仙台医療センター 臨床検査科 
3) 宮城県対がん協会 がん検診センター 
 
≪抄録≫                 
 症例は 34 歳男性。平成 24 年 7 月の胃がん検診で異常を指摘され、9 月上旬に上部消化管内視鏡検査を

施行した。胃前庭部前壁に 0-IIc 型病変を認め、生検の結果 Group 5 (por＋tub2＋sig)であったため 9 月下

旬に当院へ紹介となった。当院での内視鏡検査では粘膜下腫瘍様の隆起性病変を認め、スキルス胃癌様の形

態を呈していた。超音波内視鏡検査において、病変は第 3 層および第 4 層を主座とした大きさ 50mm 大の

境界不明瞭な低エコー腫瘤として描出された。腹部 CT 検査では胃前庭部の壁肥厚、左胃動脈・胃大網動脈

領域および腹部大動脈周囲に腫大したリンパ節を認め、転移が疑われた。浸潤型進行癌と診断し、胃全摘術

を施行した。摘出標本において、病変は前庭部前壁の大きさ 60×55 mm の 0-IIc 型病変であり、術前に認

めていた粘膜下腫瘍様の隆起はほぼ消失していた。病理組織検索の結果、未分化癌が混在する病変が粘膜内

にとどまって存在し、脈管侵襲やリンパ節転移はなく、T1aN0M0 StageI A の診断となった。また、癌部

の直下に胃アニサキス症に特徴的な好酸球性肉芽腫を認めたため、入院時保存血清の抗アニサキス抗体価を

測定したところ高値を呈していた。胃アニサキス症を合併したことにより形態変化が起こり術前の深達度診

断が困難となった早期胃癌の 1 例を経験したので報告する。 
                   
キーワード：胃アニサキス症、好酸球性肉芽腫、スキルス胃癌 
（2013 年 3 月 15 日受領、4 月 14 日採用） 
 
 
１ 緒言 
胃アニサキス症は突発的な上腹部痛の原因疾患

の一つとして、日常の臨床においてしばしば経験す

る疾患である。今回われわれは、早期胃癌に腹部症

状を伴わない緩和型の胃アニサキス症を合併し、ス

キルス胃癌様の形態を呈したため術前深達度診断

が困難であった症例を経験したので報告する。 
 
２ 症例 
患者：34 歳、男性 
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主訴：なし。 
家族歴：特記すべきことなし。 
嗜好：喫煙 数本/日(20~34 歳)、飲酒 焼酎 1 杯/
日(20~34 歳) 
既往歴：特記すべきことなし 
 
現病歴 
平成 24 年 7 月の胃がん診で異常を指摘され、9

月上旬に前医で上部消化管内視鏡検査を施行した。

胃前庭部前壁に 0-IIc 型病変を認め、生検の結果

Group 5 ( por＋tub2＋sig )であったため 9 月下旬

に当院へ紹介となった。 
 

受診時現症 
身長 170.2cm、体重 84.7kg、血圧 128 / 78mmHg、

脈拍 76 回 / min、体温 36.0℃。眼瞼結膜に貧血な

く、表在リンパ節は触知せず。腹部は平坦、軟で腫

瘤や圧痛は認めず。 
 

血液検査所見 
白血球数は 5900 /μl と正常範囲内であったが、

好酸球分画が 16.9 %( 正常：2.0~4.0 % )と高値を

呈していた。生化学検査では AST 41U/l、ALT 
110U/l、γGTP 68U/l と軽度の肝機能障害を認めた。

CEA、CA19-9、可溶性インターロイキン-2 受容体

は正常範囲内であった。ヘリコバクター・ピロリ抗

体は 29.7U/ml(正常：10U/ml 未満)と高値を呈して

いた。 
 

上部消化管内視鏡検査(9 月上旬) 
近位前庭部前壁に 50mm大の発赤調の 0-IIc型病

変を認めた。境界は比較的明瞭で中心部には潰瘍瘢

痕を伴っていた (図１a, b)。組織生検で Group 5 
( por+tub2+sig )、未分化混在型癌と診断された。 

 
上部消化管内視鏡検査(9 月下旬) 
前庭部前庭部から胃体下部小彎にかけて多発性

のびらんを有し陥凹面の境界が不明瞭な粘膜下腫

瘍様の隆起性病変を認め、スキルス胃癌様の形態を

呈していた(図１ c, d)。 

 

図１ 前医(a,b)および当院（c,d）の上部消化管内視鏡検

査：a)近位前庭部前壁に発赤調の 0-IIc 型病変を認める。b)

境界は比較的明瞭で中心部には潰瘍瘢痕を伴っている。c,d）

前庭部前庭部から胃体下部に多発性のびらんを有し陥凹面

の境界が不明瞭な粘膜下腫瘍様の隆起性病変を認める。 

 
超音波内視鏡検査(EUS)(9 月下旬) 

 

図２ 超音波内視鏡検査：第 3 層および 4 層を主座とした

低エコー腫瘤を認める。内部にはほぼ均一な斑状高エコーを

有し、第 5 層との境界が一部で不明瞭である。 

 
第 3 層および第 4 層を主座とした 50mm 大の低

エコー腫瘤として描出された。内部はほぼ均一な斑

状高エコーを有し、第 5 層との境界が一部不明瞭で

あった(図２)。 
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腹部 CT 検査 

胃前庭部の壁肥厚と左胃動脈・胃大網動脈領域に

複数の腫大したリンパ節を認めた。また腹部大動脈

と下大静脈の間にも腫大したリンパ節を認めた。

肺・肝臓に明らかな転移は認めず、腹水も認めなか

った(図３a, b)。 
 

PET-CT 検査 
胃前庭部と左胃動脈・胃大網動脈、腹部大動脈腹

側に FDG の集積を認めた。他の部位への遠隔転移

を疑う所見は認めなかった(図３c, d)。 
 

 
図３ 腹部 CT 検査(a, b)および PET-CT 検査(c, d)：胃前庭

部の壁肥厚（a, 矢印）と左胃動脈・胃大網動脈領域や腹部

大動脈と下大静脈の間に腫大したリンパ節を認める（b, 矢

頭）。同部位に FDG の集積を認める（c, 矢印)(d, 矢頭）。 

 
治療および経過 
非治癒因子が腹部大動脈周囲リンパ節転移(M1)

の疑いの 1 因子のみであったことから、年齢および

患者本人の希望を考慮し外科手術を先行して行う

方針となった。10 月中旬(当院での内視鏡検査から

約 2 週間後)に開腹手術を施行した。術中の迅速病

理組織診断では腹部大動脈周囲リンパ節への転移

は確認されず、胃全摘術とリンパ節廓清を施行した。

手術所見は T3N2M0 StageIIIA1)と診断した。 
 

切除標本所見（図４） 
病変は前庭部前壁の大きさ 60×55mm の 0-IIc

型病変であり、術前に認めていた粘膜下腫瘍様の隆

起はほぼ消失していた。 
 

 
図４ 切除標本所見：a) 前庭部前壁に60×50mm大の0-IIc

型病変を認める。粘膜下腫瘍様の隆起はほぼ消失している。

b) 赤線部分より未分化混在型癌（tub2>sig）を認めた。 

 
病理組織所見（図５） 
中分化相当の腺癌の中に一部印環細胞を有する

未分化混在型癌を認めた。癌は粘膜内にとどまって

おり、脈管侵襲や遠隔リンパ節転移もなく

T1aN0M0 StageIA と診断した。また癌部直下の粘

膜下層内に虫体は認めなかったものの胃アニサキ

ス症に特徴的な好酸球性肉芽腫の形成を認めた。 
 

 
図５ 病理組織所見：b) 赤線部の粘膜内に中分化相当の腺

癌の中に一部印鑑細胞を有する未分化混在型癌を認める。

c,d) 粘膜下層内には好酸球に富む肉芽腫の形成を認める。 

 
術後経過 
術後経過は良好で術後第 12 病日に退院した。胃

癌に合併した胃アニサキス症が疑われたため、入院
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時の保存血清よりアニサキス特異抗体価を測定し

たところ 73.6 U/ml ( 正常：0~0.34U/ml )と高値で

あった。術後 1 カ月目に測定した血清アニサキス抗

体価は 32.5U/ml に低下しており胃アニサキス症を

合併した早期胃癌と診断した。 
 

3 考察 
 胃アニサキス症はアニサキス亜科の線虫の幼虫

を含む海産魚介類（サバ、イカ、イワシなど）の生

食により、幼虫が胃壁に刺入することにより発症す

る寄生虫感染症で、その病態にはアレルギーが大き

く関与している 2, 3)。臨床的には突発的な腹痛を伴

う劇症型と、症状を伴わない緩和型に大別される。

臨床的に診断される胃アニサキス症の大部分は、前

者の劇症型でアニサキスに感作された宿主が再感

染した際に起こるアレルギー反応と考えられてお

り、摂取から約 2~8 時間後に激しい上腹部痛、悪心、

嘔吐などが出現する 4)。病理学的には、刺入部の粘

膜下層から漿膜にかけて好酸球とリンパ球浸潤を

主体とした蜂窩織炎を認め 2)、内視鏡検査上は刺入

部を中心に胃粘膜の浮腫状の腫脹、びらん、発赤、

皺壁腫大などを呈する 2, 3, 4)。劇症型の一部はとき

に一過性の浮腫状膨隆を呈する場合があり、胃

vanishing tumor と呼ばれる。これは虫体の脱落後

に炎症が残存し、粘膜下腫瘍様の形態を呈するため

と考えられ小原ら 9)は中間型と名付けている。一方、

緩和型は初感染の場合であり、異物に対する局所変

化を示すのみでほとんどが無症状で慢性に経過す

る 3)。病理学的には、虫体を中心とした好中球、好

酸球浸潤による膿瘍と虫体の脱落後に形成される

難治性の好酸球性肉芽腫を特徴とする。内視鏡検査

では粘膜下腫瘍様の形態を呈し、胃アニサキス症の

2~4%程度とまれである 5, 6)。すなわち、胃アニサキ

ス症において粘膜下腫瘍の形態を呈する場合は、中

間型である胃 vanishing tumor と緩和型における

好酸球性肉芽腫による 2 つを考慮する必要がある。 
 胃アニサキス症における血液検査では、白血球増

加や CRP の上昇など炎症反応を認めることがある

が、好酸球や IgE は必ずしも増加しない。抗アニサ

キス抗体は比較的特異度が高いが、発症直後では陰

性のことがあるためペア血清の測定を行うことが

望ましい 2, 3, 4)と考えられる。自験例では、海産魚

介類の生食歴があり虫体は確認されなかったが特

徴的な好酸球性肉芽腫を認めたこと、好酸球増加を

認めたこと、抗アニサキス抗体価が異常高値を示し、

術後速やかに低下したことなどから緩和型胃アニ

サキス症と診断した。 
胃アニサキスは胃潰瘍などの粘膜の脆弱な部分

に刺入しやすいことが報告されている 6)。わずか 8
ｍｍの早期癌の直下にアニサキス虫体と好酸球性

肉芽腫を認めた報告 7)もありアニサキスは胃の潰瘍

性病変部に選択的に刺入しやすい傾向がある可能

性があると考えられる。 
これまでの本邦報告例について「胃癌」、「胃アニ

サキス症」、「好酸球性肉芽腫」をキーワードに医学

中央雑誌において 1983 年から 2012 年まで検索し、

さらに 1983 年以前の症例で詳細に記載された 3 例

を加えると、胃癌直下に緩和型胃アニサキス症を合

併した報告例は自験例を含めて 7 例 7, 8, 12, 13, 14. 15)

であった。1 例を除き腹痛などの消化器症状は認め

ていなかった。胃の他部位に進行癌を合併した 1 例

を除き、6 例は早期癌であった。また、術前より粘

膜内癌に粘膜下肉芽腫の合併が疑われ ESD を施行

した 1 例を除き、術前にアニサキス症の合併が診断

されたものはなく、治療は手術が選択されていた。 
自験例は、前医での上部消化管内視鏡検査時点で

は、境界明瞭な 0-IIc 型病変であり粘膜下層深部浸

潤を疑う所見に乏しかった。その後、当院での内視

鏡検査までの期間にアニサキスの粘膜内癌への刺

入が起こり、好酸球性肉芽腫が粘膜下層から固有筋

層に形成され、粘膜下腫瘍様の形態を呈したと考え

られた。これらは、EUS ではスキルス胃癌様の所

見として描出された。 
初期のスキルス胃癌は、通常の内視鏡検査では比

較的限局した壁肥厚・皺壁腫大を呈し、これは粘膜

下腫瘍様の形態を呈した胃アニサキス症と類似し 
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表１ 本邦における緩和型胃アニサキス症を胃癌直下に合併した報告例 

 
 

た所見であるため、その鑑別が問題となる 10)。組織

生検は有用であるが、表面に原発巣となる上皮性変

化を認識できない場合には鑑別は困難であり 10)。ま

た好酸球性肉芽腫の主座が粘膜下層であるため、通

常の生検による好酸球性胃炎・肉芽腫の証明は困難

である 11)。自験例の様に、早期胃癌に胃アニサキス

症を合併したケースでは深達度診断が困難となる。 
緩和型の病変がスクリーニングの内視鏡などで

偶然に発見された場合には、通常内視鏡所見のみで

は鑑別は困難であっても、EUS を用いることで胃

癌との鑑別が可能であると報告されている 8, 10)。す

なわち、緩和型の EUS 像の特徴 11)として①粘膜下

層深部より始まる内部のやや不均一な低エコー腫

瘤、②腫瘤の低エコー域と固有筋層との境界は肉芽

腫周囲の炎症と線維化のため不明瞭、③腫瘍中心や

や内腔側の楕円もしくはダンベル型の高エコー領

域の存在、④高エコー域は低エコー腫瘤の割に大き

い、と報告されている。自験例では①と②には合致

するものの、③や④の所見は得ることはできなかっ

た。 
自験例では内視鏡検査所見と EUS 所見との間に

明らかな乖離は認められず、術前に粘膜内癌と診断

することは困難であった。さらに、未分化混在型癌

であったこと、腹部 CT にて胃周囲や腹部大動脈近

傍まで広範にリンパ節腫大を認め、PET-CT 検査に

おいて同部位に強い集積を呈したことなども正確

な診断を妨げる要因となったと考えられた。 
胃癌と緩和型胃アニサキス症の合併を診断する

には、詳細な食事歴および腹部症状の聴取、白血球

好酸球分画の測定、ペア血清による抗アニサキス抗

体価の変化、特徴的な超音波内視鏡所見をとらえる

ことなどが重要であると考える。しかし、最終的な

胃アニサキス症合併胃癌の診断は、粘膜下生検、内

視鏡的粘膜切除や剥離術などの局所切除や外科手

術を含む病理組織診断が不可欠となると思われる。 
 
４ 結語 
緩和型の胃アニサキス症による胃粘膜の炎症性

変化が形態変化に深く関与したと考えられた早期

胃癌の 1 例を経験した。胃癌と胃アニサキスによる

好酸球性肉芽腫の重複により深達度診断が困難と

なることを十分に認識したうえで診断と治療に当
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たる必要がある。 
 

尚、本症例の要旨は第 194 回日本消化器病学会東

北支部例会（ 2013 年 2 月 仙台）にて報告した。 
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