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はじめに  
  非ホジキンリンパ腫の約 40%が節外性で、中で
も胃悪性リンパ腫は最も頻度が高く節外性非ホ

ジキンリンパ腫の 20~30%とされる 1）。組織型の

多くは、MALT（mucosa associated lymphoid tissue）
リ ン パ 腫 と diffuse large B-cell lymphoma 
（DLBCL） により占められている 2）。1983 年
Isaacson らにより MALT リンパ腫が low grade 
gastric lymphoma として報告されて以来、MALT
リンパ腫の概念が確立され、その頻度は増加傾向

にある 3）。一方、その治療方針については、1990
年代に入り胃限局悪性リンパ腫の場合、外科的切

除から放射線と化学療法にシフトしてきた 4）。一

般に治療方針が異なることから、低悪性度の

MALT リンパ腫と非 MALT リンパ腫（主として
DLBCL）に大別される。今回胃限局悪性リンパ
腫の診断、治療について放射線科の立場から画像

診断、放射線治療を中心に解説する。 
 

胃悪性リンパ腫の画像診断  
  上部消化管内視鏡では佐野分類により①表層

型、②潰瘍型、③隆起型、④決潰型、⑤巨大皺襞

型に分類される（表 1）5）。症状は腫瘍の発生部

位によるが、出血が 20~30%にみられ、穿孔は小
腸発生のものより頻度は低い 2）。上部消化管内視

鏡とともに、他の部位のリンパ腫同様 CT、
2-[fluorine-18]-fluoro-2-deoxy-D-glucose（FDG）を
用いたポジトロン断層撮影（positron emission 
tomography、PET）（あるいは PET-CT）による
stagingが必要である。CT所見では、主病変は前
述の内視鏡所見を反映して胃壁の肥厚、腫瘤形成

として認められるが、併存する節性病変や他臓器

への進展の検索には PET が必要である。PET の
悪性リンパ腫における有用性は広く知られてお

り、約 20%の新病変が見つかるとされているが、
消化管原発リンパ腫においては以下の点に注意

を要する 6）。 

 
表 1  胃リンパ腫の佐野分類 
 

1.  表層型（superficial type） 
 肉眼的に早期胃癌の 0IIc+Ⅲ型との鑑別が必要。0IIc 様に集中する襞は中心に向かって凹の

やせを示すが、全周性に追えず非連続性である。 
2.  潰瘍型（ulcer type） 
 消化性潰瘍の所見が目立つ型で、進行癌では 3型、早期癌では 0Ⅲ+IIc型癌との鑑別を必要

とする。粘膜襞の集中が著明である。 
3.  隆起型（polypoid type） 
 粘膜隆起を主体として 1型または 0Ⅰ型の早期癌の外見を呈するものが多い。 
4.  決潰型（fungated type） 
 2型様に境界は比較的限局し、隆起表面は大きく決潰し、その内部には不規則なポリポイド

隆起をみるものである。粘膜襞の集中がみられないのが普通である。 
5.  巨大皺襞型（giant fold type） 
 粘膜襞の巨大皺襞性肥厚を主体とする型で、びまん性または限局性に出現する。4型癌ある

いは肥厚型胃炎（メネトリエ病）との鑑別が必要。肥厚性胃炎では巨大皺襞の幅、太さに規

則性をもって腫大しているのに対し、リンパ腫の場合のそれは走行が不規則で結節状に隆起

している。また癌に比較して胃壁の伸展性が比較的維持されている。 
中村常哉：悪性リンパ腫（佐野分類／「胃と腸」胃悪性リンパ腫編集小委員会の分類）.  丹羽寛文監
修.  長南明道ほか編集.  内視鏡診断のプロセスと疾患別内視鏡像  上部消化管（改訂版）,日本メディ
カルセンター, 東京, 2007 
 
 



  約半数を占めるMALTリンパ腫では、FDG-PET
において陰性を示すものが存在する 7）。また Park
らは、MALTリンパ腫においても深達度が筋層に
及ぶと領域リンパ節転移の頻度は 50%を超える
と報告しており、CTあるいは PET等による腫大
リンパ節を検索した上で、放射線治療においては

領域リンパ節を含む照射野の設定が必要となる。

さらに MALT リンパ腫においてしばしば組織学

的に不均質なものが存在するため、内視鏡にて

MALTの診断が確定した場合でも FDG-PETによ
る他病変の検索は有用である 8）。 
  上記を示唆する症例を供覧する。内視鏡、生検

にて MALT リンパ腫の診断を得た症例で
FDG-PETによる stagingを行ったところ、肺門部
に節性の病変が指摘された（図 1）。 
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図 1  胃内視鏡、生検にてMALTリンパ腫と診断された症例 
全身検索のため FDG-PETが施行された。 
A：FDG-PETと CTの fusion画像 
  矢頭は、内視鏡上腫瘤形成した胃の病変を示す。 
B：FDG-PET全身像 
  ○は胃病変を示す。矢頭は右肺門リンパ節への集積を示す。 
 
 
 

胃悪性リンパ腫に対する放射線治療  
  胃悪性リンパ腫は消化管原発悪性リンパ腫の

中では最も頻度が高く、小腸、回盲部がこれに次

いでいる 9）。組織型はMALTリンパ腫、あるいは
DLBCL がそれぞれほぼ同等の頻度とされている。
悪性リンパ腫では、その進展範囲を内視鏡上ある

いは画像診断上、正確に把握することが困難であ

るため部分切除が難しいこと、またダンピンク症

候群など術後の QOLの低下が著しいことから、
保存的治療の模索が続いていた。1989 年、Taal
らが放射線治療の有用性を報告して以来、これま

での手術あるいは化学療法が主体の治療に代

わって、放射線治療が治療戦略の中心的役割を担

うようになった 10）。本邦でも石倉ら、早渕らに

よって胃悪性リンパ腫の放射線治療の有効性が

前向き試験により確認されている 11、12）。   
1.  MALTリンパ腫  
  MALT リンパ腫の誘因としてピロリ菌の感染
があり、ピロリ菌除菌治療により 60~90%が完全
寛解に至る 13）。放射線治療は除菌抵抗性、ある

いはピロリ菌陰性の症例について選択される。

MALT リンパ腫は、消化管以外にも眼窩付属器、
唾液線や甲状腺にも発生し、いずれも他のリンパ

腫に比べ低線量である 18～36 Gy（中央値 30 Gy）
の照射が行われている。胃原発の場合は 30 Gyを
照射する施設が多い 14）。標的体積は原則的に浸

潤臓器全体であり、胃原発でも胃全体を標的体積

とする。 



2.  非 MALTリンパ腫  
  組織型はそのほとんどが DLBCLで、胃原発の
場合も他部位発生同様に anthracyclin を含む化学
療法がなされている。近年、rituximab を加えた
R-CHOP が DLBCL の標準治療とされるように
なった 15、16）。胃原発の場合は rituximabの効果に
ついては確認されていないが、限局期中高度悪性

非ホジキンリンパ腫として 3 コースの rituximab
を加えた anthracyclinを含む化学療法と総線量 40 
Gy 程度の放射線治療の併用療法が試みられてい
る 17）。 
3.  放射線治療計画  
  MALT、非MALTリンパ腫いずれも胃限局型の
場合の照射野は胃と腫大したリンパ節（領域）を

含める。 
  1日 1回、週 5回の通常分割で 1回 1.5～2 Gy
の照射を行う。本邦では、特に女性では下垂胃で

胃の体積が大きい場合が多く、自施設においても

1回線量を 1.5～1.7 Gy程度とする場合が多い。
また照射野が広くなるため、後述する隣接臓器の

線量にも注意を要する。 
  照射野の設定には以下の点に留意する。 
1）胃は、その内容物によって体積が大きく変化
する。形体が一定で照射体積は最小であることが

望ましいため、自施設では治療計画時ならびに毎

回の照射を起床後絶飲食で行っている。 
2）治療計画の際には透視上で呼吸性移動を確認
するのが望ましい。CT シミュレーターを用い、
臨床的標的体積（clinical target volume、CTV）は
胃全体と腫大したリンパ節領域とし、これに適切

なマージンを加える 18）。上部消化管は呼吸、蠕

動による体内の動きが大きいため、インターナル

マージン（internal margin、IT）を大きくとる必要
がある。自施設では、位置決めの際に透視上で呼

吸性移動量を確認した上で、CTVに 20 mm程度
のマージン（IT、リーフマージンを含む）を加え
たものを計画標的体積（planning target volume、
PTV）としている（図 2）。 
3）胃の照射でリスク臓器（organ at risk：OAR）
は、左右の腎臓（特に左腎）である。下垂胃の場

合、絶飲食でも前後対向のビームが両腎を照射す

ることになるため、4門等を用いて腎臓の線量を
下げる工夫が必要である 19）。 
 

有害事象  
  下垂胃の多い本邦では照射野が比較的大きく

なるケースが多く、照射開始早期では骨髄抑制の

他、食欲不振、全身倦怠、嘔気等の宿酔症状が現

れることがある。また治療後亜急性期では、腫瘍

に伴う潰瘍、びらんの治癒が遷延するという影響

もあり、効果判定を困難なものにしている。

MALTリンパ腫ではCopie-Bergmanらによる分類
で病理学的に微小残存病変（probable minimal 
residual disease、pMRD）が疑われた場合でも、

CRとなった症例との間には再発率に明らかな差
はないとする報告もあり、長期における経過観察

が必要である 1）。 
  さらに胃悪性リンパ腫の治療においては長期

予後が期待されるため、晩期障害として、腎毒性

に対し十分配慮する必要がある 20）。特に左腎は、

前後方向の照射野に多く含まれるため、三次元多

門照射を用いて左腎の線量をさげる必要がある。

Jansenらの報告では、胃癌の術後照射（45 Gy／
25fr）において、左腎の V20（20 Gy以上照射さ
れる体積%）が 64%以上の場合、腎機能の左右差
を生じるとしている 21）。晩期障害としての腎障

害は照射終了後 12 ヶ月頃から出現する事が多く
一般に進行性で、特に高齢者ではもともと血管狭

窄等の原因により潜在的に一側の機能が著しく

低下していることがあり、この場合には治療計画

時の評価以上の機能的ダメージが加わることが

ある。高齢者においては治療前に腎レノグラム等

により腎機能の左右差を確認し、治療後も定期的

な経過観察が推奨される。 
 

まとめ  
  胃悪性リンパ腫は MALT リンパ腫と非 MALT
リンパ腫に大別され治療方針が異なるが、胃限局

型悪性リンパ腫では長期予後が期待され腎障害

を主とする晩期有害事象を最小化することが求

められる 19）。侵襲を低くするためには、より標

的体積に限局した照射が可能な intensity 
modulated radiotherapy（IMRT）、あるいは image 
guided radiotherapy（IGRT）が有力と思われる。 

 
文献  

1) Vrieling C, et al.: Long-term results of 
stomach-conserving therapy in gastric MALT 
lymphoma.  Radiother Oncol 87: 405-411, 2008 

2) Psyrri A, et al.: Primary extranodal lymphomas of 
stomach: clinical presentation, diagnostic pitfalls 
and management.  Ann Oncol 19: 1992-1999, 
2008 

3) Isaacson P, et al.: Malignant lymphoma of 
mucosa-associated lymphoid tissue. A distinctive 
type of B-cell lymphoma.  Cancer 52: 1410-1416, 
1983 

4) Durr ED, et al.: Management of stage IE primary 
gastric lymphoma.  Acta Haematol 94: 59-68, 
1995 

5) 中村常哉：悪性リンパ腫（佐野分類／「胃と
腸」胃悪性リンパ腫編集小委員会の分類）.  丹
羽寛文監修.  長南明道ほか編集.  内視鏡診
断のプロセスと疾患別内視鏡像  上部消化管

（改訂版）, 日本メディカルセンター, 東京, 
2007 

6) 陣之内正史: FDG-PET 検査によるリンパ節転
移診断のポイント .  臨床画像  22: 90-101, 
2006 



 

 a                                                  b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c                                                  d 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2  胃限局非MALTリンパ腫の治療計画の 1例 
a：4門照射の前後の照射野、b：左右の照射野 
胃の輪郭は臓器の動き、呼吸性移動を考慮し PTVを設定（a、bの 2重輪郭外側が PTV） 
c：線量分布図冠状断像、d：横断像 
e：CTV、左右の腎臓および肝臓の dose volume histogram（DVH）
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