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異所性子宮内膜症由来と考えられた後腹膜悪性腫瘍の１例
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MRI（図１）にて４cm 大の卵巣嚢腫を指摘さ

子宮内膜症は一般的に子宮，卵巣，および骨

れていたが，その後来院せずフォローされてい

盤腹膜に存在することが多いが，女性生殖器以

なかった．今回は，左下腹部痛および腫瘤感に

外あるいは骨盤腔以外に存在する子宮内膜症病

より近医を受診した際に，経腹超音波上，左下

変も認められる．一方，子宮内膜症の悪性転化

腹壁直下に嚢胞性腫瘤を指摘され，当院へ紹介

もしばしば見受けられるが，その大部分が卵巣

受診となった．左下腹部上前腸骨稜のやや内側

原発であり，後腹膜原発はきわめて稀である．

に超鵞卵大のやや可動性不良な嚢胞性腫瘤を腹
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壁より触知したが，内診上，子宮は正常大，右

を経験したので症例報告をし，文献的考察を行

付属器は触知せず，圧痛は認めなかった．超音

った．

波検査では子宮は正常所見，右卵巣正常大，左
症

例

付属器領域に一致して８．
５×６．
３×６．
０cm の類

患者は４
４歳，２回経妊２回経産，月経周期は

円形嚢胞状腫瘤を認め，嚢腫壁内側面は軽度の

順，月経量は中等量，月経痛は比較的軽度であ

凹凸不正像を呈した．超音波上明らかな血流像

った．家族歴・既往歴にいずれも特記すべきこ

は描出されなかった．骨盤部 MRI では，４年

とはなかった．

前に比し明らかに増大した左付属器領域腫瘍を

４年前，骨盤腹膜炎の精査目的で撮影した

図１ MRI T２強調画像矢状断

認め，内壁に不均一な肥厚部分が認められ，腫

左：４年前，右：術前
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図２

粘液性腺癌 HE 染色 ４X

図３ 子宮内膜症様組織 HE 染色 １０X

開腹手術時，骨盤腔を含め腹腔に癒着なし，
腹水なし，子宮，両側付属器は正常大で，左卵
巣由来と考えられた腫瘍は左後腹膜腔に位置し
ていた．S 状結腸間膜漿膜を切開し，左後腹膜
腔を展開すると腫瘍は外腸骨動静脈腹側に癒着
していた．表面は平滑で破綻はみられなかった．
腫瘍は破綻することなく摘出された．卵巣腫瘍
ではないため，迅速病理診断の結果で術式に変
更がないと考え，迅速病理には提出しなかった．
病理組織検査所見：病理組織診断名は mucinous adenocarcinoma with focal sarcomatous
differentiation．異形の強い腺管構造と，間質は
図４ 肉腫様組織 HE 染色 １
０X

比較的細胞が豊富で，子宮内膜様の間質を伴っ
ており，正常子宮内膜様の所見から乳頭状増殖

瘍内容は T１ low, T２ high intensity にて 漿 液

に移行する様子もみられた．また，腫瘍間質部

性成分を含んでいると考えられた．右卵巣は正

には肉腫様組織も認められた．免疫組織染色で

常大に描出されるが，左卵巣は同定されなかっ

は，サイトケラチン（以下 CK）７が陽性，CK

た．明らかな骨盤リンパ節腫大や腹水貯留は認

２
０が陰性であり，卵巣粘液性腺癌よりも子宮

めなかった（図１）
．血液，生化学的検査，主

内膜癌に染色パターンは類似していた．さらに，

な腫瘍マーカーは，CEA １．
０ng／ml, CA１
２
５９．
０

エストロゲンレセプター，プロゲステロンレセ

U／ml, CA１
９―９２
０U／ml いずれも上昇を認めず．

プターとも陽性であった．組織学的に壁外への

他，血液生化学的に異常を認めなかった．

浸潤は認められなかった（図２〜４）
．

陰性，内膜

術後診断は，後腹膜腫瘍，粘液性腺癌，異所

陰性．術前診断では，左卵巣腫瘍，壁肥厚より

性子宮内膜症疑いであり，術後の化学療法を検

悪性腫瘍を否定できないと考え，開腹付属器切

討したが患者の希望により行わず，外来にて経

除のうえ迅速診断の方針とした．

過観察中である．現在術後１年を経過し再発兆

婦人科的細胞診は，頸部・頸管

170 竹内ほか

準は満たしている．また，粘液性卵巣癌との鑑

候を認めていない．
考

察

別が必要となってくるが，免疫組織染色におい

子宮内膜症全体の悪性転化については，１〜

て，粘液性卵巣癌の場合 CK７陰性，CK２
０陽性

２．
５％との報告がある〔１〕
．そのうち約８
０％は

を示す．一方，類内膜腺癌の８
０〜１
０
０％は，CK

卵巣より発生し，その他の部位が２
０％であるが，

７陽性，CK２
０陰性であり，したがって本症例

後腹膜原発のものはきわめて稀といえる．

は卵巣由来ではなく，子宮内膜由来と考え，後

２
０
０
５年 Ulrich らは卵巣以外の子宮内膜症の
悪性転化１
３
９例の発生部位について検討をし，
消化管が４
０例（２
８％）
，直腸腟中核が１
８例（１
３％）
，

腹膜腔の子宮内膜症より発生した粘液性腺癌と
診断した．
子宮内膜症は生殖器以外のさまざまな部位に

子宮腺筋症１
２例（９％）
，腹膜８例（６％）
，そ

発症し，そこからの悪性転化例も報告されてい

の他膀胱，腟，臍等さまざまな部位から発生す

る．本症例のように術前に内膜症の既往がない

ると報告している〔２〕
．また，異所性子宮内膜

場合は，特に病理組織学的診断で初めて内膜症

症の症例には，子宮，付属器に子宮内膜症を認

由来の組織であると診断されることも少なくな

めるものが多いが，本症例は他部位の子宮内膜

い．そのため，診断には免疫染色などを用いた

症は認めなかった．子宮内膜症の組織発生につ

病理組織学的な詳細な検討が必要となる．また，

いてはさまざまな説が唱えられているが，本症

内膜症性嚢胞など内膜症の既往がある場合は，

例は腫瘍が外腸骨動静脈の腹側に位置していた

閉経後のエストロゲン単独療法やエストロゲン

ことから，リンパ行性転移により内膜症が生じ，

産生腫瘍によるエストロゲン過剰状態での悪性

悪性転化した可能性が推測された．

転化例も報告〔６〕されており，閉経後も超音

組織学的には，卵巣原発の場合，明細胞腺癌
が４
９％，類内膜腺癌が２
８％であるが，生殖器以

波や腫瘍マーカーを用いてフォローすることが
必要であると考えられた．

外が原発の場合は類内膜腺癌が６
６％，肉腫が
２
５％，明細胞腺癌が４．
５％となっている〔３〕
．
子宮内膜症の悪性転化については，１
９
２
５年に
Sampson が報告したものが最初であるといわ
れる．また Sampson は子宮内症から発生した
癌とするための判定基準〔４〕を提唱しており，
)同一組織内に癌と良性子宮内膜症組織が共存
していること，*癌がその組織から発生し他の
部位からの浸潤や転移ではないこと，+組織学
的にも子宮内膜症がその腫瘍の起源と考えて矛
盾のないこと，である．さらに１
９
９
６年に Scott
〔５〕が，,良性子宮内膜症から癌への直接的な
移行がみられる，と追加している．本症例は
Scott が提唱する内膜症から癌への移行ではな
いが，子宮内膜様組織の乳頭状に増殖する所見
が認められた．また Sampson の３つの判定基
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