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（図１a−c）
．また，４
０mm 大の子宮後壁筋層内
筋腫の所見を認めた．

の０．
５〜１．
０％に悪性化が起こると推定されてい

治療：左卵巣多房性チョコレート嚢胞および深

るが〔１―３〕
，一方，深部子宮内膜症を発生母地

部病変を伴う子宮内膜症を疑い，GnRHa を３

とした悪性化の報告も散見される〔４―５〕
．今回，

ヵ月間使用後の腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術

卵巣チョコレート嚢胞を合併した子宮内膜症に

を予定した．３周期投与後の腫瘍マーカーは，

対して腹腔鏡下手術を施行し，術後の病理組織

CA１
２
５３
９U／ml, CA１
９―９８
４U／ml と軽度上昇傾

検査で卵巣境界悪性類内膜腫瘍および深部子宮

向にあり，嚢胞径は経腟超音波にて４
０mm と縮

内膜症に異型内膜腺を認めた症例を経験したの

小傾向であった．GnRH アナログ投与後の腫瘍

で報告する．

マーカーが軽度上昇傾向であるが，画像所見で
症

例

は悪性を積極的に疑わないことを説明し，術式

０歳．０経妊，未婚．
症例：４

を予定通り腹腔鏡下手術で施行することを選択

０
０
８年１
１月に月経痛を主訴に当科を初
現病歴：２

された．

診し，経腟超音波にて子宮後壁筋層内筋腫４
０

手術所見：S 状結腸はループ状にダグラス窩深

mm および左卵巣に２
５mm の嚢胞性病変を認

部病変の硬結へ癒着し，直腸は子宮後壁と強固

め，卵巣チョコレート嚢胞を疑った．腟直腸診

に癒着しており，完全ダグラス窩閉塞の所見で

では，完全ダグラス窩閉塞および直腸腟間に深

あった．左卵巣は S 状結腸と広間膜の間に埋

部病変を伴う子宮内膜症の所見であった．２
０
０
９

没していた．左尿管を剥離した後，左子宮付属

年３月に左卵巣嚢胞性病変は多房性で４
５mm に

器を摘出，子宮筋腫核出術を追加した．直腸腟

増大傾向であったが，経腟超音波および MRI

間の開放を行い，ダグラス窩深部子宮内膜症病

検査では，悪性を疑う所見は認めなかった．

巣を除去して手術を終了した（図２a−c）
．

：CA１
２
５４
０U／ml,
腫瘍マーカー（GnRHa 投与前）

病理所見：肉眼的には，血液を容れた多房性嚢

CA１
９―９５
１U／ml.

胞性病変で，一部に小隆起を伴う．組織学的に

：左側付属器領域に
MRI 検査（GnRHa 投与前）

は，壁にヘモジデリン沈着を伴う嚢胞性病変で，

４
５mm 大の多房性嚢胞性病変を認めた．T１強

核異型を伴う異所性内膜およびその一部に乳頭

調像にて高信号を示し，脂肪抑制にて信号抑制

状増殖を認める．小隆起部には，線維性間質増

を受けず，造影 MRI では充実成分および隔壁

生とともに嚢胞状拡張した腺上皮増生が認めら

肥厚を認めなかった．T２強調像では中〜高信

れ，atypical endometriosis and endometrioid

号を示し，左側卵巣チョコレート嚢胞と考えた

cystadenofibroma of borderline malignancy の
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図１―a MRI T２強調
左卵巣チョコレート嚢胞（矢印）

図１―b MRI T１強調
左卵巣チョコレート嚢胞（矢印）

図１―c

MRI 造影 T１強調（脂肪抑制）
左卵巣チョコレート嚢胞（矢印）

図２―a 手術所見
左卵巣嚢胞性病変，S 状結腸および直腸はダ
グラス窩深部病変の硬結へ強固に癒着

図２―b 手術所見
直腸腟間を開放後，ダグラス窩深部病変（矢
印）を摘出

図２―c

手術所見
左付属器およびダグラス窩深部病変を摘出し
手術を終了
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図３―a 左卵巣の病理所見
線維性間質増生とともに嚢胞状拡張した核異
型を伴う腺上皮増生，一部に乳頭状増殖を認
め，endometrioid cystadenofibroma of borderline malignancy の診断

図４ 深部子宮内膜症病巣
線維化を背景として異所性内膜が散在する子宮
内膜症の所見であるが，一部に異型内膜腺を認
めた

症し月経困難症や慢性骨盤痛の原因となる〔６―
７〕
．卵巣チョコレート嚢胞の０．
５〜１．
０％に悪性
化が起こると推定されているが〔１―３〕
，一方，
深部子宮内膜症を発生母地とした悪性化の報告
も散見される〔４―５〕
．また，異型子宮内膜症は，
前癌病変としての性質をもち，癌あるいは境界
悪性腫瘍に隣接してみられ，両者の密接な関係
が示唆されるが，その取り扱いについては，明
確には規定されていない〔８〕
．
図３―b 左卵巣の病理所見
核異型を伴う異所性内膜腺を認め，atypical endometriosis の診断

本症例では，画像診断で悪性腫瘍を強く疑う
所見はなかったが，GnRH アナログ投与後の腫
瘍マーカー上昇などの臨床経過から，悪性の可
能性を考慮し片側付属器の摘出の方針とした．

診断とした（図３a−b）
．また，深部子宮内膜

また，慎重なインフォームド・コンセントのう

症病巣では，線維化を背景として異所性内膜が

え，患者自身が腹腔鏡下手術を選択した．摘出

散在する子宮内膜症の所見であるが，一部に同

卵巣の病理所見では，充実性線維腺腫型部分で

様の異型内膜腺を認めた（図４）
．左卵巣から

は，線維性間質を伴いながら乳頭状に子宮内膜

のインプラントなのか，既存の異所性内膜腺か

腺上皮類似の腫瘍細胞が増生し，部分的に膠原

ら異型上皮が発生しているのかは，病理標本か

線維性の豊富な間質を伴いながら腺管状の腫瘍

らは判然としない所見であった．

細胞が認められ，境界悪性類内膜腺線維腫の診

０
０
９年８月に開腹手術による妊孕性
治療経過：２

断とした．わが国の『卵巣腫瘍取扱い規約』で

温存およびステージングを施行した．右卵巣生

は，表層上皮性・間質性腫瘍における境界悪性

検および骨盤腹膜切除の病理診断では残存腫瘍

腫瘍の組織学的特徴として，)上皮細胞の多層

を認めず，卵巣境界悪性腫瘍進行期¿c（b）

化，*腫瘍細胞集団の内腔への分離増殖，+同

として経過観察の方針となった．

一細胞型における良性と悪性の中間的な核分裂

考

察

子宮内膜症は，生殖年齢婦人の５〜１
５％に発

活性と核異型，,間質浸潤の欠如，とある．WHO
分類でも同様に定義されているが，特に間質へ
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の破壊・浸潤の欠如は重要である〔９〕
．一方，

瘍と診断したが，今後も慎重な経過観察が必要

異型子宮内膜症は LaGrenade らによると，内

とされる．また，異型子宮内膜症の取り扱いに

膜症の腺上皮において，中等度より高度の多型

ついて明確なエビデンスがないため，今後の検

性を示しクロマチンに富む，あるいは淡明な大

討が期待される．

型の核，核細胞比の増加，上皮細胞の密在，重
層化ないし房状増生のうち３所見以上が観察さ
れる場合と定義している〔１
０〕
．本症例では，
左卵巣および深部子宮内膜症病巣において，淡
明な大型の核，核細胞比の増加，腺上皮細胞の
密在，重層化を認めたため，異型子宮内膜症と
診断した．また，
『卵巣腫瘍取扱い規約』では，
腹膜下組織に浸潤しているものを浸潤性インプ
ラントと定義しているが〔１
１〕
，本症例では深
部病変の異所性内膜腺上皮に限局して異型を認
めるものの，間質への浸潤を認めないことから，
既存の異所性内膜腺から異型上皮が発生したも
のと考える．
『卵巣がん治療ガイドライン』の
境界悪性腫瘍（上皮性）
の治療に基づいて〔１
２〕
，
慎重なインフォームド・コンセントのうえ，妊
孕性温存を強く希望したため，保存手術術式と
して，開腹手術による右卵巣生検，大網部分切
除および骨盤腹膜切除を staging laparotomy と
して施行した．病理学的に残存腫瘍を認めなか
ったため，卵巣境界悪性腫瘍進行期¿c（b）
期と診断し，ガイドラインに基づいて経過観察
の方針とした．
結

語

卵巣チョコレート嚢胞において，GnRH アナ
ログ投与後の腫瘍マーカー上昇など非典型的な
臨床経過の症例では，MRI 検査により充実成
分を認めない場合でも，悪性を念頭に置いて治
療方針および術式を決定する必要がある．本症
例においては，進行期¿c 期の卵巣境界悪性腫
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