日エンドメトリオーシス会誌 ２０１０；３
１：５
９−６
３
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失することが多い．病気が治癒したのではなく

１．いわゆる「卵巣癌検診」は，一部の地域で

悪性化をたどっていると考えたい．また，超音

任意型検診として超音波検診や腫瘍マーカー測

波検査では内膜症に特有な高輝度エコーが消失

定が行われている．静岡県では昭和６
０年から産

し，内容液体が黒く見えてくると要注意である．

婦人科医会の事業として，いわゆる「卵巣癌検

発癌には，良性の卵巣嚢腫やチョコレート嚢胞

診」（内診＋超音波検診＋腫瘍マーカー測定）

から発癌する場合と，正常卵巣や腹膜上皮細胞

を開始し，平成２
０年に終了した．この検診結果

からいきなり発癌してくる場合がある．前者に

を平成１
７年にまとめた結果，検診群４
１，
６
８
８人か

は明細胞腺癌や類内膜腺癌が多く，後者には漿

らは２
７人の卵巣癌が発見され，コントロール群

液性腺癌が多い．また，チョコレート嚢胞を合

の４
０，
７
９
９人からは３
２人の卵巣癌が発生した．卵

併した卵巣癌患者は，明細胞腺癌や類内膜腺癌

巣癌の組織型を漿液性腺癌型と非漿液性腺癌型

の発生母地と考えられ，また早期癌や高分化型

（これには粘液性腺癌，類内膜腺癌，明細胞腺

が多いことも知られている．

癌が含まれる）に分類して解析すると，漿液性

３．子宮内膜症の発生頻度を考えると，アメリ

腺癌型はその８
０％以上が，１年前に卵巣腫大を

カも韓国も日本も性成熟婦人の約１
０％が罹患し

認めていなかったのに対し，非漿液性腺癌型は

ているといわれているが，上皮性卵巣癌全体に

逆に，その８
０％以上が１年前に卵巣腫大を認め

占める明細胞腺癌の頻度はアメリカや韓国の６

ていた．この結果は非漿液性腺癌型では発癌の

〜７％に対して，日本だけ約２
０％と高頻度を呈

ためにはある程度年数がかかることを示してい

している．このことは子宮内膜症の頻度が同じ

る．それに対して，漿液性腺癌型は１年以内に

であるとすれば，日本人だけ子宮内膜症の発癌

癌性腹膜炎になる症例も多く，１年毎の検診で

頻度が高いのであろうか．最近ではチョコレー

は，卵巣癌の早期発見は不可能であった．コン

ト嚢胞をみると積極的に手術を勧めるが，２
０年

トロール群の I 期癌の比率は全体の３
８％であっ

前は経過観察することが多かったため，明細胞

たのに対して，検診群では I 期癌は６
３％を占め

腺癌の比率が高かった可能性がある．今後１
０年

た（有意差は認めなかった）
．平成２
２年から追

単位の動向が注目される．

跡する５年毎の予後調査の結果が待たれる．

１．はじめに

２．前方視的疫学調査により，卵巣子宮内膜症

さまざまな前方視的・後方視的臨床研究や症

性嚢胞から０．
７
２％の頻度で悪性化をきたすこと

例報告が蓄積され，卵巣チョコレート嚢胞の０．
５

が報告された．４５歳以上で９cm 以上の腫瘍径

〜１．
０％が卵巣癌に移行する可能性が示唆され

を有する症例がハイリスクであると考えられ，

．子宮内膜症全体の癌化に関して
ている〔１―４〕

卵巣子宮内膜症性嚢胞診断から癌化するまでは

は，高いものではその頻度は２．
５％以上との報

長期間を要した．臨床的には，チョコレート嚢

告もあり〔５〕
，子宮内膜症と悪性化およびその

胞が悪性化する前には月経困難症等の症状が消

機序解明がクローズアップされている．
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２．いわゆる「卵巣がん検診」事業
から得られた教訓

胞といった前癌病変から発癌する場合と，正常
卵巣，卵管上皮細胞や腹膜中皮細胞からいきな

静岡県で実施されていた地域婦人科がん登録

り発癌してくる場合がある〔６〕
．前者には粘液

と卵巣がん検診事業（あくまで研究的な試みで

性腺癌，明細胞腺癌や類内膜腺癌が多く，後者

ある）により，１
７年間に４
１
６例の新規発生卵巣

には漿液性腺癌が多いという特徴がある．また，

癌患者を登録・蓄積することができた．卵巣癌

チョコレート嚢胞を合併した卵巣癌患者は，明

の組織型を漿液性腺癌と非漿液性腺癌に分類し

細胞腺癌や類内膜腺癌の発生母地と考えられ

て解析した結果〔２〕
，漿液性腺癌は１年前の検

２〕
〔７，
８〕
，また早期癌や高分化型が多い〔９―１

診でその１
５％のみが小さな卵巣嚢腫を指摘され

ことも知られている．明細胞腺癌や類内膜腺癌

経過観察されていた．換言すると，８
５％の患者

はチョコレート嚢胞から発癌する場合が多いと

が，１年前に卵巣腫大を認めていないことにな

いわれるが，その発癌遺伝子変異は同じではな

る．一方，非漿液性腺癌は逆に，８
１％が１年前

い．類内膜腺癌は k-ras と PTEN 変異による発

に卵巣腫大を認めていた．したがって，漿液性

癌が動物実験で示唆されているが，明細胞腺癌

腺癌は１年以内の短期間で癌化することが多い

の遺伝子異常は PI３K の mutation が報告され

のに対して，非漿液性腺癌は長期間かけて癌化

ているのみである．最近，Kurman らにより卵

していることが示唆された．したがって，子宮

巣癌を２つのタイプに分類する概念が提唱され

がん検診時に超音波検査で卵巣を評価し，形態

ている．前癌病変を有するタイプ¿とそれを有

的に異常がなくても１年以内に漿液性腺癌にな

さないタイプÀの遺伝子変異が異なることを示

る可能性があるので，
「卵巣癌検診」という言

している〔１
３〕
．また，Yamaguchi らは，
「Clear

葉は誤解を招くため慎むべきである．患者に対

Cell Signature」という概念を提唱し酸化スト

しては，任意型検診で実施すること，半分の卵

レスによる遺伝子異常の蓄積が発癌と関連して

巣癌は短期間で急激に発癌するため，
「卵巣が

いることを示した〔１
４，
１
５〕
．

ん検診」を行っても見逃す可能性があることを
十分 IC する必要がある．

４．チョコレート嚢胞からの発癌機序
正常卵巣の表層上皮細胞は腹膜中皮細胞をそ

ところで，なぜ，漿液性腺癌はいきなりÁ期

の発生起源としているが，排卵後に invagination

の癌性腹膜炎になりやすいのであろうか．単層

を起こし組織修復の結果，inclusion cyst を形

の卵巣表層上皮細胞から発生した卵巣癌が短期

成するようになる．
上皮のマーカーである EMA

間で腹膜播種するのか．卵巣表層上皮細胞から

と中皮のマーカーであるカルレチニンの免疫染

発生した卵巣癌は，卵管上皮や腹膜中皮からも

色を行うと，この inclusion cyst の一部は環境

同時（あるいは異時）多発的に癌化する可能性

の変化により，腹膜としての中皮の性格から上

はないだろうか．発生源を同一にしたこれらの

皮の性格に変化しており，この部位の化生によ

臓器に p５
３の遺伝子変異が同時に起こり，その

り子宮内膜症が発生すると考えられる．これが

結果，卵巣や腹膜から同時（あるいは異時）に

いわゆる化生説である．チョコレート嚢胞から

癌化してÁ期の癌性腹膜炎を呈する可能性もあ

の癌化は化生説で説明できる可能性があるが，

る．一方，非漿液性腺癌の場合は嚢胞性病変が

明確な根拠はいまだ存在しない．

徐々に癌化する症例が多いため，子宮がん検診

―１beta
最近，hepatocyte nuclear factor
（HNF）

時にエコーで卵巣を評価し，形態的に異常がな

という転写因子が明細胞腺癌で過剰発現してい

いかどうかを判断することは有意義であると考

ることが報告されている〔１
６，
１
７〕
．この転写因

えられる．

子の発現を詳細に検討すると，チョコレート嚢
３．卵巣がんの発癌機序

発癌には，漿液性嚢胞腺腫やチョコレート嚢

胞から発癌した類内膜腺癌にはみられない．ま
た，明細胞腺癌のみならず，分泌期子宮内膜（核
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Free iron in the contents of endometrioma

Target Genes

Chronic oxidative stress

＊DPPIV
＊Osteopontin
＊ACE 2
RBPMS
FXYD 2
TFPI 2
NNMT
LITAF/PIG 7
ANXA 4
UGT 1 A 1
Ferritin

Detoxification
Chemoresistance

Antiapoptosis
ACE 2 ＊

Ferritin

UGT 1 A 1
CPT-11 resistance
ANXA 4
Paclitaxel resistance
ASK 1 , GPX 3 ，GLRX，SOD 2
Progesterone

Pseudopregnancy
Chorionic Gonadotropin

HNF- 1 beta＊

DPPIV＊

GLP- 1
GIP

Insulin
Glucagon

GLUT 2

Osteopontin＊
G 6 Pase＊

G6P

Glucose

Runx
Glycogen synthase

glucokinase＊

Glycogen Storage
HNF- 1

図１

，HNF- 3

転写因子 HNF―１beta 下流遺伝子の相互関係
★印は受精卵の着床時に過剰発現する遺伝子を示す．アンダーラインは正所子宮
内膜組織に比較して異所子宮内膜組織に過剰発現する遺伝子を示す．
（文献１
９より転載）

下空砲を有する細胞）
，子宮内膜症腺管上皮細

続けるための手段であると考えている．HNF―

胞にも発現し，良性でも悪性でも共通に発現し

１beta の遺伝子異状により若年発症の糖尿病

ていることが判明した．確かに明細胞腺癌の場

（MODY５）が発生することも，明細胞腺癌の

合はすべての腺癌細胞の核に染色される．しか

発生を考えるうえで非常に興味がある事実で

し，子宮内膜症の場合はすべての上皮細胞の核

ある．

には染色されておらず，HNF―１beta を発現し

また，HNF―１beta の下流には，解毒酵素と

ている細胞とそうではない細胞が混在してい

して UGT１A１，アネキシン A４（ANXA４）
，ASK

る．また，妊娠時のアリアスステラ反応を示す

１，GPX３，GLRX，SOD２などが過剰発現する．

細胞にも局在する．つまり，HNF―１beta は明

１の解毒酵素であり，ANXA４
UGT１A１は CPT―１

細胞腺癌への直接の発癌遺伝子ではないが，子

はパクリタキセルの解毒酵素である．これらの

宮内膜症からの癌化を考えるうえで大きな示唆

解毒酵素が過剰発現している限り，明細胞腺癌

に富むバイオ マ ー カ ー と し て の 転 写 因 子 で

の抗癌剤耐性は克服できない．将来の明細胞腺

ある．

癌の治療は HNF―１beta の発現を制御する分子

明細胞腺癌にはグリコーゲン貯留がみられる

標的治療が最も有力であろう．さらに，明細胞

が，その原因は HNF―１beta の下流には糖代謝

腺癌にはフェリチンが過剰発現している．これ

に関する酵素群が存在するため，gluconeogene-

も HNF―１beta の下流遺伝子産物である．なぜ，

sis, glucolysis, glucogenolysis に異常が生じて

フェリチンが過剰発現しているかというと，チ

グリコーゲン貯留が起こっていると考えている

ョコレート嚢胞内に出血すると，凝固→線溶→

〔１
８，
１
９〕
（図１）
．HNF―１beta の 下 流 遺 伝 子 に

溶血→ヘモグロビン→ヘムとグロビン→鉄の放

糖代謝関連酵素群の存在を確認した．グリコー

出となり，過剰な鉄を除去する必要があると考

ゲン貯留は，細胞がきわめて苛酷な環境で生き

えられる〔１
８，
１
９〕
．病理学的にも子宮内膜症に
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はヘモジデリン沈着したマクロファージがさま

を考えると，将来は明細胞腺癌も米国並みに減

ざまな頻度で観察されることからも，上記の事

少してくることも考えられる．そこで平成１
９年

実が支持される．

より日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会（小

すなわち，長期間子宮内膜症性嚢胞内で出血

委員会

寺川委員長）により，全国的な疫学調

を繰り返すことにより，過剰鉄による酸化スト

査が開始された．ここでは，手術的に摘出する

レスを介して遺伝子のメチル化が起こったり，

ことが癌化を予防できるか追跡調査が開始され

loss of heterogeneity（LOH）が高頻度に観察

たところである．今から１
３年後の本研究の結果

されるようになる．この状態はすでに子宮内膜

が待たれるところである．

症のときにも起こっており，monoclonality を

６．チョコレート嚢胞をホルモン療法

もつようになる．これら酸化ストレスや炎症環

することにより癌化は防げるか

境の持続的暴露により，癌抑制遺伝子が失われ

その答えは「不明〜否」である．ホルモン療

たり，癌遺伝子が活性化する細胞が出現する可

法と一口に言っても，OC や Gn―RH アゴニス

能性がある．このような機序を介して tumor in-

トなど多岐にわたる．一般的に OC は卵巣癌発

itiation,promotion，そ し て progression が 起 こ

生を抑制するといわれており，すべての組織型

り，明細胞腺癌が発生するものと考えられる

の卵巣癌発生を抑制しているものと推定され

〔１
４，
１
５，
１
８，
１
９〕
．
５．チョコレート嚢胞を手術すること
により癌化は防げるか

る．したがって，チョコレート嚢胞を有しない
患者に OC を投与すれば明細胞腺癌も減少する
と思われる．しかし，すでに monoclonality を

現在，その答えは「不明」である．前述した

獲得したチョコレート嚢胞に対してホルモン療

疫学研究は，ほとんどの患者が経腟超音波検査

法を行うことにより癌化を防げるかどうかは不

により診断された臨床的チョコレート嚢胞であ

明である．実際，チョコレート嚢胞を経時的に

る．この検診事業は「卵巣がん検診」として昭

追跡した２
９例の癌化した症例経過の蓄積があ

和６
０年から一部の地域で実施されたものであ

る．医師は臨床的に良性のチョコレート嚢胞と

り，その実施主体は開業医が担っていた．２
０年

判断し，主に Gn―RH アゴニストを使用した．

前は現在のようにチョコレート嚢胞を腹腔鏡下

その結果，治療前の嚢胞径が平均８．
０cm に対

に cystectomy することは一般的ではなく，経

して治療後平均４．
６cm となり，約３cm 縮小し

過観察した症例が多くを占めていたという背景

た．しかしこれらの症例は数年後に再増大し癌

があり，現在とは状況が異なる．

化した症例である．したがって，Gn―RH アゴ

卵巣癌に占める明細胞腺癌の頻度は日本が米

ニストを含めたホルモン治療を実施して腫瘍径

国に比べて３〜４倍高率である．子宮内膜症の

が縮小したからといって，将来，癌化しないと

発生頻度はおそらく日本も米国も同じで，成熟

いう保証はない．しかし，最近のホルモン治療

婦人の約１
０％を占めるといわれている．この事

薬である「ルナベル」や「ジェノゲスト」に関

実を考えると，日本のチョコレート嚢胞は癌化

するデータはいっさいない．明細胞腺癌の発癌

しやすいといえるのであろうか．米国ではチョ

機序が酸化ストレスによる慢性持続炎症である

コレート嚢胞に対して手術療法を積極的に実施

ことを考えると，ホルモン療法によりチョコレ

しているのに対し，日本では，チョコレート嚢

ート嚢胞内での出血を防ぐことにより「Clear

胞に対して，２
０年前は主に保存療法を行ってい

Cell Signature」状態が回避され，癌化しにく

たと考えられる．その結果，摘出されずに残存

い環境になることも考えられる．今後の臨床的

し続けたチョコレート嚢胞から癌化が起こった

データの蓄積が待たれる．

可能性はある．最近ではチョコレート嚢胞に対
して腹腔鏡下手術を行う施設が増えていること
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