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日臨外会誌　82（ 3 ），534―541，2021

　　症　　例

Bridge to surgeryとしてステント留置術を行った 
胃内分泌細胞癌の １ 例

岐阜大学医学部腫瘍外科1），同　高度先進外科2），同　病理診断科3）

田　中 　秀　治1）　　今　井 　　　寿1）　　東 　　　敏　弥2）

村　瀬 　勝　俊2）　　酒々井 　夏　子3）　　吉　田 　和　弘1）

　症例は53歳，女性．心窩部痛の精査で施行した上部消化管内視鏡で，幽門から十二指
腸球部に全周性 3 型腫瘍を認め，生検でneuroendocrine carcinoma （NEC），small cell 
typeと診断された．腹部CTでは幽門周囲と肝門部に多発リンパ節転移を認め，術前化
学療法irinotecan ＋ cisplatin （IP）療法を開始したが， １ コース後に幽門狭窄をきたし
たため，内視鏡的ステント留置を行った． ２ コース後の評価でリンパ節は49％縮小し，
幽門側胃切除術，D2 ＋17リンパ節郭清，Roux-en Y再建を施行した．病理組織学的診
断はNEC，small cell type，ypT3  （SS），ypN2，ypM0，ypStageⅢA，化学療法の効
果判定はGrade 1bであった．術後補助化学療法としてIP療法を ５ コース追加し，術後
20カ月無再発生存中である．

索引用語：bridge to surgery，胃十二指腸ステント，胃神経内分泌細胞癌

はじめに
　胃内分泌細胞癌は，胃癌取扱い規約第15版では特殊
型に分類され，胃原発悪性腫瘍の中でも比較的稀で，
悪性度が高く，予後不良とされている1）．今回われわ
れは，bridge to surgeryとしてステント留置術を施
行した胃内分泌細胞癌の １ 例を経験したので報告す
る．

症　　例
　患者：53歳，女性．
　主訴：心窩部痛．
　既往歴：慢性B型肝炎．
　現病歴：上記主訴に対して前医で施行した上部消化
管内視鏡で，幽門から十二指腸に全周性の潰瘍性病変
を指摘され，当院へ紹介となった．
　初診時血液検査所見：Hb 9.9g/dLと軽度貧血を認
めたが，腫瘍マーカーはCEA 3.1ng/mL，CA19-9 
4.1U/mLと正常範囲内であった．
　上部消化管造影検査：幽門前庭部から十二指腸球部
に長径60mmの全周性狭窄を認めた．胃内に残渣貯留な

く，十二指腸下行脚には壁変形を認めなかった（Fig. 1）．
　上部消化管内視鏡検査：胃前庭部から十二指腸球部
にかけて全周性 3 型病変を認め，scopeはかろうじて
通過可能であった（Fig. 2）．生検でneuroendocrine 
carcinoma （NEC），small cell typeと診断された．
　初診時腹部造影CT所見：幽門から十二指腸に全周
性の壁肥厚を認め，肝臓への直接浸潤が疑われた（Fig. 
3a）．また，総肝動脈周囲・膵頭部前面・胃大彎側に
転移を疑われる多発リンパ節腫大を認めた（Fig. 3a，
b）．明らかな遠隔転移や腹膜播種の所見は認めなか
った．
　初診時PET︲CT所見：原発巣（SUVmax 11.5）と
腫大リンパ節へのFDG集積を認めたが，遠隔転移は
なかった．
　以上の結果，胃癌取扱い規約第15版による胃内分泌
細胞癌，T4b，N3a，M0，cStageⅣAと診断し，小細胞
肺癌の治療に準じて，術前化学療法としてirinotecan ＋ 
cisplatin （IP） 療 法（irinotecan 60mg/m2；day1，8，
15，cisplatin 80mg/m2；day 1）を施行した．
　術前治療経過：IP療法 １ コース後の腹部CTでは，
リンパ節は28％縮小したが，幽門狭窄による著明な胃
拡張を認めたため（Fig. 4a），内視鏡的ステント留置
を施行した（Fig. 4b）．ステントサイズは長さ80mm，
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Fig. 1　上部消化管造影検査：幽門前庭部から
十二指腸球部に長径60mmの全周性狭窄を認
めた．

Fig. 2　上部消化管内視鏡検査：胃前庭部から十二指腸
球部にかけて全周性 3 型病変を認めた．

Fig. 3　腹部造影CT
　（ａ）初診時．幽門から十二指腸に全周性の壁肥厚を認め，肝臓への直接浸潤が疑われた．膵頭

部前面に22mmのリンパ節腫大（矢頭）を認めた．
　（ｂ）初診時．総肝動脈周囲に25mmのリンパ節腫大（矢頭）を認めた．
　（ｃ） ２ コース後．ステント留置後．膵頭部前面のリンパ節（矢頭）は14mmに縮小を認めた．
　（ｄ） ２ コース後．総肝動脈周囲リンパ節（矢頭）は ９ mmに縮小を認めた．
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外径22mmを選択し，胃切除術の支障とならないよう
に遠位端を十二指腸球部に合わせて留置した．留置後
のステント開存は良好で，速やかに症状は軽快したた
め翌日より食事を開始し， ２ 日後より化学療法を再開
した． ２ コース後の評価判定の腹部CTでは，原発腫
瘍の壁肥厚は軽快して肝臓と離れ，リンパ節の縮小率
49％で治療効果判定partial response （PR）であった

（RECISTガイドライン） （Fig. 3c，d）．FDG-PETで
は，原発巣への集積低下（SUVmax 4.78）とリンパ
節への集積消失を認めた．
　以上より，胃内分泌細胞癌，ycT4a，ycN3a，M0，
ycStageⅢの診断で，根治切除可能と判断し，ステン
ト留置後52日目に手術を施行した．

　手術所見：開腹時に明らかな肝転移，腹膜転移を示
唆する所見は認めず，腹腔洗浄細胞診は陰性であった．
幽門から十二指腸球部に腫瘤とステントを触知し，胃
拡張は認めなかった．術前化学療法により縮小を認め
たNo. ８ リンパ節は総肝動脈周囲神経を切除する層で
郭清可能であった．Kocher授動と，上十二指腸動静脈・
幽門下動静脈を結紮切離し，十二指腸を膵臓から十分
剥離した．十二指腸切離の際は，ステント遠位端を触
診で確認しながら，自動縫合器を用いて幽門輪から ５
cm肛門側で切離した．膵頭部前面のNo.17リンパ節
とNo. ６ リンパ節は一塊となり，前上膵十二指腸動脈
に浸潤していたため，同動脈を合併切除して郭清した．
以上のように，幽門側胃切除術，D2 ＋17リンパ節郭
清，Roux-en Y再建を施行し，手術時間は345分，出
血量は420mlであった．
　切除標本所見（Fig. 5）：ステント留置により粘膜
面に挫滅性変化が加わっていたが，前庭部から十二指
腸に80×60mmの全周性 ５ 型腫瘍を認め，口側断端
100mm，肛門側断端10mmであった（Fig. 5）．
　病理組織学的検査所見：核・細胞質比（NC比）の
高い小型腫瘍細胞が胞巣状から索状に増殖し，免疫組
織化学染色では，CD56・chromogranin A・synapto-
physinがいずれも陽性であり，NEC，small cell type 

（Ki-67指数： 80％）と診断した（Fig. 6）．組織学的
治療効果判定はgrade 1bで，No.6, 8aリンパ節に転移
を認めた．最終病理診断は，胃内分泌細胞癌，small 
cell carcinoma，ypT3 （SS），Ly1b，V1b，pPM0，
pDM0，ypN2（ ４ /56），M0 ypStageⅢAと診断した．
　術後経過：術後経過は良好で，術後14日に退院とな

Fig. 4（ａ） １ コース後の腹部CTでは，幽門狭窄による著明な胃拡張を認めた．
        （ｂ）長さ 80mm，外径 22mm の内視鏡的ステントを留置した．

Fig. 5　切除標本標本写真：80×60mm の全周性 ５ 型腫
瘍を認めた．
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った．術後補助化学療法としてIP療法を ５ コース追
加し，現在まで術後20カ月無再発生存中である．

考　　察
　胃内分泌細胞癌は胃悪性腫瘍全体の0.6％と報告さ
れ，比較的稀な疾患である2）．早期に脈管侵襲をきた
し，リンパ節転移率は48-95％，肝転移率は37-74％と
高率であり3），進行症例が多く認められる．予後は ５ 年
生存率24.2-28.4％2）4），全生存期間中央値 ７ -14カ月4）5）

とneuroendorine tumorと異なり極めて不良である．
　胃癌取扱い規約第15版における内分泌細胞癌は，
WHO分類の神経内分泌癌（neuroendocrine carcino-
ma：NEC）に対応し6），肺癌に倣って小細胞型と大
細胞型に分類される．病理組織学的に，類円形の核を
持ち，リボン状・索状・ロゼット形成といった細胞配
列を示すことが特徴である1）．確定診断には，免疫染色
によるneural celladhesion molecule：NCAM（CD56）・
chromogranin A ・synaptophysin・neuron specific 
enolase （NSE）の神経内分泌細胞マーカーの検出が
有用とされるが7），生検での正診率30.4％と報告され8），
困難なことが多い．内分泌細胞癌の組織発生に関して

は，大半は分化型癌の進展過程で内部に発生した腫瘍
性内分泌細胞が発育・進展すると考えられ，従来の報
告では，72.7％で高中分化型腺癌成分を認められると
される2）．自験例では腺癌成分は認められず，腫瘍全
体が小細胞型内分泌細胞癌であったため，生検組織像
でNC比の高い小型細胞が索状配列を示す特徴的な所
見を得ることができた．この所見より，内分泌細胞癌
を疑って免疫染色を行い，術前より診断し，速やかに
化学療法を開始することが可能であった．
　消化管NECの治療に関して，本邦の膵・消化管神
経内分泌腫瘍診療ガイドラインでは，根治切除が可能
な局所領域病変であっても手術単独での治療成績は極
めて不良なため推奨されていない9）．手術を行う場合
は，薬物療法・放射線治療を含めた集学的治療の一環
として行うことが推奨され，基本的な術式は，リンパ
節郭清を伴う根治切除術である．化学療法は，小細胞
肺癌に準じたプラチナ系薬剤を含む併用療法のirino-
tecan ＋ cisplatin （IP）およびetoposide ＋ cisplatin 

（EP）が推奨され9），本邦では小細胞肺癌に対して IP
療法がEP療法に対して優越性を示したこと10）より多

Fig. 6　病理組織学的所見
　（ａ）H.E．染色×100，胞巣状から索状に配列するNC比の高い小型腫瘍細胞を認めた．
　（ｂ）CD56染色×100，腫瘍細胞全体に陽性であった．
　（ｃ）chromogranin A染色×100，腫瘍細胞の一部に陽性であった．
　（ｄ）Ki-67染色×100，標識率は80%であった．
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く用いられ，胃NECに対するIP療法の奏効率75％と
比較的良好な成績も報告されているが11），どちらがよ
り適切な治療法であるかは明らかにされていない．術
前治療・術後補助療法の有効性も明らかではないが，
Ki-67高値・リンパ節転移陽性12）・組織学的断端陽
性13）・肝転移切除例9）は術後再発率が高く，外科的切
除症例に対してプラチナ系薬剤を用いた術後補助療法
を ４ - ６ コース行うことが推奨されている9）14）．
　自験例では，小細胞肺癌の治療に準じて，術前治療
としてIP療法を選択した．術前化学療法の至適コー
ス数は明らかではないが， ２ コース後に十分な腫瘍縮
小が得られ，更なる継続はステント留置が長期になり，
ステント狭窄や逸脱等のステント関連合併症を生じる
リスクもあり， ２ コース後に根治手術を施行した． １
コース後の幽門狭窄に関しては，切除標本の病理組織
所見で，線維性組織に置換されている部位を認め，化
学療法の治療効果による影響と推測された．術後補助
化学療法は，病理組織結果でKi-67高値・リンパ節転
移陽性と再発リスクが高く，術前治療で効果が確認さ
れたIP療法を ５ コース施行し，術後20カ月無再発生
存中である．
　内視鏡的胃十二指腸ステント留置術に関しては，
2010年に悪性胃十二指腸狭窄に対する治療として本邦

で保険収載され，以降胃空腸バイパスと比較して低侵
襲のため，主に治癒切除不能症例に対して普及が進ん
でいる．内視鏡的ステント留置術の成績は，手技的成
功率98-100％，臨床的成功率83-100％と良好な成績が
示されているが，ステント関連合併症としてステント
閉塞10-32％，逸脱 ６ -32％，出血 3 - ５ ％，穿孔 ２ ％
等15）～22）があり，特に留置後 ５ カ月以上経過した症例
で多く認める報告があり23），長期留置となる場合は注
意が必要である．胃癌を含めた悪性胃十二指腸狭窄に
対するステント留置術と胃空腸バイパス術の前向き比
較試験では，ステント留置術の方が症状改善までの期
間が早く，在院日数も短く合併症も少なく，優れた短
期成績が報告されている24）．自験例の幽門狭窄に対し
ては，内視鏡的ステント留置術の他に化学療法を １ コ
ースで中止し胃管減圧後の根治手術，胃空腸バイパス
術後の根治手術が選択肢として考えられた．しかし，
胃管減圧不良時やバイパス術後の癒着により根治手術
が困難となるリスクを回避し，化学療法継続による腫
瘍縮小効果と経口摂取継続による術前栄養状態の維持
を優先して，内視鏡ステント留置を選択した．その結
果，速やかに化学療法を再開し， ２ コース完遂による
十分な腫瘍縮小効果を得てから，根治手術を施行する
ことができた．

症例 著者 発表年
年齢/
性別

化学療法
レジメン

効果
判定

ステント留置から
手術までの日数

術式
再建
方法

pStage 再発形式 予後

1 松本25) 2016
62/
男性

HSP 2コース PR  76
幽門側

胃切除術
R-Y

ypT4a, N3b,M0, P0, 
CY0,H0 ypStageIIIC

リンパ節
生存

(術後34カ月)

2 松本25) 2016
68/
男性

XP 2コース PD  71
幽門側

胃切除術
R-Y

ypT4a, N3b, M0, P1, 
CYX,H1 ypStage IV

－
死亡

(術後8カ月)

3 松本25) 2016
65/
女性

SP 3コース PR 162
幽門側

胃切除術
B-I

ypT0,N0,M0,P0,
CY0,H0 (CR) 

なし
生存

(術後7カ月)

4 松本25) 2016
60/
男性

SP 2コース PR  88
幽門側

胃切除術
B-I

ypT3,N3a,M0,P0,
CY0, H0 ypStageIIIC

なし
生存

(術後5カ月)

5 松本25) 2016
64/
男性

SP 2コース SD 120
幽門側

胃切除術
R-Y

ypT4a,N3a,M0,P1,
CY1,H0 ypStage IV

リンパ節
死亡

(術後3カ月)

6 松本25) 2016
73/
男性

－ －  15
幽門側

胃切除術
R-Y

pT3,N3a,M0,P0,
CY0, H0 pStage IIIB

肝臓
生存

(術後20カ月)

7 中川26) 2018
65/
女性

SP 3コース PR 不明
幽門側

胃切除術
B-I

ypT0,N0,M0,P0,
CY0,H0 (CR)

なし
生存

(術後29カ月)

8 中村27) 2019
79/
男性

－ －  10
幽門側

胃切除術
R-Y

pT4a,N1,M0,P0,
CY0,H0 pStageIIIA

なし 生存

9 自験例 2021
53/
女性

IP 2コース PR  52
幽門側

胃切除術
R-Y

ypT3, N2, M0, P0, 
CY0, H0 ypStageIIIA

なし
生存

(術後20カ月)

Table 1　ステント留置後に胃切除術を施行した本邦報告例

HSP：S-1 + cisplatin + trastuzumab，XP：capecitabine + cisplatin，SP：S-1 + cisplatin，IP：irinotecan + cisplatin，
R-Y：Roux-en-Y 法，B-I：Billroth-I法．
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　医学中央雑誌で，「胃癌」「ステント」をキーワード
として検索すると（会議録は除く），胃十二指腸ステ
ント留置後に胃切除術を施行した本邦での報告例は ８
例であり，自験例を含め ９ 例報告されており（Table 
1）25）～27），胃内分泌細胞癌は自験例のみであった．ス
テント留置から手術までの期間中央値は，手術先行例
で12.5日，化学療法施行例で82日であり，手術先行例
の期間は，左側閉塞性大腸癌に対する術前ステント留
置（bridge to surgery：BTS）で報告されている期間
の10-14日前後28）と同程度であった．術式は全例が幽
門側胃切除術で，再建方法はRoux-en-Y 法が ６ 例，
Billroth-Ⅰ法が 3 例であり，残存十二指腸が短くなる
ため，Roux-en-Y 法による再建を多く認めた． １ 例
で十二指腸切離の際に前壁切開によるステントの引き
出しを要したが，その他 ８ 例は十二指腸授動後にステ
ント肛門側で切離可能であった．自験例を含め全例で
ステント関連・周術期合併症を認めず，安全に胃切除
術が施行可能であり，内視鏡ステントは集学的治療の
中で有用な選択肢となりうると考えられた．
　長期予後に関して，左側閉塞性大腸癌に対する
BTSでは，ステントによる癌組織圧排が脈管侵襲を
増加させ29），長期予後悪化につながる可能性が海外の
後方視的研究から報告されている30）．しかし，本邦の
多施設共同前向き研究での良好な成績（大腸ステント
留置成功率96％，穿孔率 ２ ％）31）と比較して，海外の
研究は症例数30未満の小規模な検討が多く，穿孔率
8.7-24％と高く30）32），癌組織圧排が非常に強いことが
示唆され，海外の研究結果を本邦の治療方針にそのま
ま反映させることは困難と考えられている27）．一方で，
胃癌に対するBTSの報告は少ないが自験例では，ス
テントによる機械的損傷は病理学的所見で腫瘍表層部
に限局し，病勢進行のリスクとなる可能性は少ないも
のと考えられ，根治切除後も現在まで再発なく良好な
術後経過を得られている．今後，胃癌症例に対する
BTSの長期成績について，更なる知見の集積が望ま
れる．

結　　語
　Bridge to surgeryとしてステント留置術を施行し
た胃内分泌細胞癌の １ 例を経験した．胃癌症例に対す
る術前ステント留置の長期成績について，更なる知見
の集積が望まれる．
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A CASE OF GASTRIC NEUROENDOCRINE CARCINOMA FOR WHICH BRIDGE TO SURGERY 

BY ENDOSCOPIC STENT PLACEMENT WAS EFFECTIVE FOR GASTRODUODENAL 
STENOSIS DURING PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY

　
Hideharu TANAKA1), Hisashi IMAI1), Toshiya HIGASHI2), 

Katsutoshi MURASE2), Natsuko SUZUI3) and Kazuhiro YOSHIDA1)

Department of Surgical Oncology, Gifu University Hospital1)

Department of General and Cardiothoracic Surgery, Gifu University Hospital2)

Pathology Division, Gifu University Hospital3)

　
　　A 53-year-old woman underwent upper-gastrointestinal endoscopy for epigastralgia that reveled a 
circumferentially growing type 3 tumor, extending from the antrum to duodenal bulb.  A biopsy specimen 
confirmed small-cell neuroendocrine carcinoma.  An abdominal computed tomography with contrast 
showed the thickening of the antrum and duodenal wall which has contact with the liver, and a number of 
bulky swollen lymph nodes (LNs).  From these findings, she was diagnosed with gastric small-cell neuro-
endocrine carcinoma, T4bN3aM0, cStage III.  The patient underwent chemotherapy with cisplatin and iri-
notecan (IP).  After 1 course, gastroduodenal stenosis had occurred.  Gastroduodenal stent placement was 
performed, and passage obstruction improved promptly.  After 2 courses, an abdominal CT scan revealed 
a reduction in size of the primary tumor and LNs which reduced to 49% of the original mass.  We per-
formed radical distal gastrectomy with D2 plus no.17 lymph node dissection and Roux-en-Y reconstruc-
tion.  The histopathological diagnosis was gastric small cell neuroendocrine carcinoma, ypT3(SS), ypN2, 
ypM0, ypStage IIIA.  The efficacy of the chemotherapy was rated Grade 1b.  After having received che-
motherapy with IP for 6 months, she has no signs of tumor recurrence as of 20 months after the surgery.
Key words：bridge to surgery，gastroduodenal stent，gastric neuroendocrine carcinoma

　 　


