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／子宮腺筋症の基礎と臨床〕

子宮腺筋症の病理
千葉大学大学院医学研究院病態病理学講座

清川

はじめに
子宮腺 筋 症 adenomyosis は，摘 出 子 宮 の１５
〜３０％にみられる頻度の高い疾患である〔１〕
．
腺筋症は adenomyoma と呼ばれた時代があり，

貴子

９０％までに子宮内膜組織が存在せずに，漿膜側
の筋層にのみ子宮内膜組織が分布する例は，骨
．
盤腹膜子宮内膜症とよばれる〔３〕
肉眼的に病変部の子宮筋層は肥厚し，その割

古い文献を読む際に注意が必要である．１９０９年

面は筋張って硬く，血液を入れた囊胞や出血巣

Thomas S. Cullen は

を伴うことが珍しくない（写真

Adenomyoma of the

）
．組織学的

Uterus と題する，２４章，２６２ページにわたる

に，子宮内膜と筋層の境界は直線的ではなく，

書を出版しているが，同書では，今日の腺筋症

波打つような構造を呈していため，子宮内膜―

は diffuse adenomyoma ，今日の腺筋腫は dis-

５mm（対 物×
筋層境界から 約２．

crete adenomyoma という名称を用いて記載

以上離れた深部の筋層に子宮内膜組織を認める

．ここでは，腺筋症の典型的病
されている〔２〕

ことが，組織学的に子宮腺筋症と診断する指標

理像，病理診断時の問題点，腺筋腫の病理像に

．
となる〔４〕

で

視 野）

．腺筋症の病理診断における問題点

ついて述べる．
．子宮腺筋症の定義と典型的病理像

子宮腺筋症の典型例では，摘出子宮の肉眼像

子宮腺筋症は，子宮筋層に子宮内膜組織すな

および組織像から病理診断に苦慮することはな

わち子宮内膜腺とそれを囲む子宮内膜間質が存

いが，以下のような例では病理診断時に注意が

在する状態であり，周囲の平滑筋の肥大と過形

必要である．

成を伴う（写真

）
．その本質は，子宮内膜の

筋層への陥入と考えられる．子宮筋層の内膜側

写真
写真

子宮腺筋症，典型像（H―E 染色）
子宮筋層に子宮内膜腺とそれを囲む子宮内膜
間質を認める．

子宮腺筋症，典型像
子宮体部筋層はびまん性に肥厚している．割
面（右）では，筋層は筋張って一部に囊胞を
認める．
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写真

腺筋症（adenomyosis with sparse gland）
（H―
E 染色）
筋層内に内膜間質のみからなる巣状病変を認
める．

写真

子宮内膜癌の子宮腺筋症への進展（H―E 染色）
筋層内に高分化類内膜腺癌を認めるが，病巣
の輪郭が平滑で，わずかながら腺管数位には
内膜間質を有することから，癌の筋層浸潤と
鑑別される．

異型内膜間質肉腫との鑑別を要する（写真

）
．

また，間質の萎縮により，筋層に内膜腺のみが
分布すると，腺癌特に最小偏倚腺癌（minimal
deviation adenocarcinoma）との鑑別を要する．
）脈管内の子宮内膜組織

子宮腺筋症では，脈管に子宮内膜組織を認め，
低異型子宮内膜間質肉腫などの腫瘍の脈管浸潤
と誤認されることがある
（写真 ）
．
その頻度は子
，
宮腺筋症の２０％に及ぶという報告があるが〔６〕
写真

子宮腺筋症，脈管侵襲類似像（H―E 染色）
脈管近傍の内膜組織（腺筋組織）が脈管壁を
圧迫して内腔に突出する像が，一見脈管侵襲
に類似した像を呈する．本例では，さらに，
内膜組織の腺成分を欠き，低異型子宮内膜間
質肉腫との鑑別を要する．

経験的はそれほど頻度が高いという印象はな
い．その本質は，脈管近傍の内膜組織（腺筋症
組織）が脈管壁を圧迫して内腔に突出する像で
あり，真の脈管侵襲ではない．判断に迷う場合
には，免疫組織化学を行うと，子宮内膜組織が，
CD３１ないし CD３４陽性の内皮細胞で被覆され

）腺管や間質の変化

腺筋症の腺，間質成分には，正所性子宮内膜
にみられる種々の変化（分泌期に類似した変化，

ていることが確認できる．
）子宮内膜癌合併例における筋層浸潤の評価

子宮腺筋症と内膜癌を合併する例で筋層に内

萎縮，腺の過形成）を認めうる．これらの変化

膜癌組織を認める場合には，子宮内膜癌が筋層

は，必ずしも同一症例の正所性内膜と同時に起

に浸潤しているのか，単に腺筋症へ進展してい

こるとは限らない（腺筋症組織の内膜腺で，内

るかの判定が重要である（写真

膜日付診ができるわけではない）
．妊娠時には，

．
層浸潤には含めず，予後にも影響しない〔７―１０〕

脱落膜変化がみられる．閉経後の患者では，腺

筋層浸潤との組織学的鑑別点として，腺周囲の

筋症組織も萎縮を示すが，腺の密度が減少し筋

子宮内膜間質の存在，良性腺管との混在，間質

層内に内膜間質のみなる巣状病変をきたすと

の線維形成性反応の欠如，炎症細胞浸潤の欠如，

（ adenomyosis with sparse gland ）〔５〕，低

病巣の輪郭が平滑であることが挙げられる〔７―

）
．後者は筋

子宮腺筋症の病理

写真

子宮腺筋腫，割面
境界明瞭で平滑筋腫に類似した腫瘤である，
割面も白色線維性硬であるが，囊胞を伴う点
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写真

子宮腺筋腫，典型像（H―E 染色）
大小の腺管と間質の平滑筋の増生よりなる病
変を認める．

写真

子宮腺筋腫，典型像（H―E 染色，写真 の強拡
大像）
腺管は，子宮内膜腺ないし卵管上皮に類似し

が平滑筋腫との鑑別点である．

１０〕
．免組織化学で，子宮内膜組織は CD１０陽
性を示すが，CD１０は線維芽細胞，血管内皮細
胞，血管壁平滑筋細胞にも陽性所見を示す．す
なわち，筋層への真の浸潤に対する間質の線維
形成性反応においても陽性所見を示すため，免
疫組織化学で腺管周囲に CD１０陽性間質成分を
欠く像は筋層浸潤が示唆するものであるが，陽
性間質を認めることが筋層浸潤を否定する根拠
にはならず，組織所見を重視して判断する必要
．
がある〔１１―１３〕
．腺筋腫
良性腺管とその周囲の平滑筋を主体とする間
質の増生よりなる腫瘤形成性病変を腺筋腫 ade-

た上皮に被覆され異型を欠く．腺管腺管周囲
の子宮内膜間質はわずかに認めるのみである．

nomyoma とよぶ．腺管周囲に子宮内膜間質も
わずかに伴うことが多い．増生する腺管の性状

る．囊胞形成が目立つものは， 囊胞状腺筋腫

により，内膜型 endometrioid type，異型ポリ

cystic adenomyoma ともよばれる．なお，平

ープ状腺筋腫 atypical polypoid adenomyoma，

滑筋腫においても高度の浮腫により肉眼的に囊

頸管型 endocervical type，の

胞を形成することがあるが（組織学的には偽囊

つに分類される．

子宮体部筋層，子宮内膜，子宮頸部のいずれに

胞）
，その場合，周囲は浮腫性である．平滑筋

も発生しうる．

成分は，平滑筋腫でみられる種々の変化（脂肪

子宮体部筋層に発生するものは，臨床的に，
子宮筋腫として

核出術

が行われることが多

成分の混在，異型平滑筋腫にみられる異型）を
示すことがある（写真

１５〕
．子宮内膜
）
〔１４，

い．腫瘤の割面は白色線維性硬で平滑筋腫に類

発生例は，内腔に隆起して臨床的には子宮内膜

似するが，囊胞を伴う点が平滑筋腫との鑑別点

ポリープの像を呈する．異型ポリープ状腺筋腫

である（写真

）
．囊胞は微小なものから

は，子宮内膜腺の過形成とそれを取りまく線維

大型のものまでさまざまで，囊胞内には血液を

筋性間質の増生よりなる子宮内膜のポリープ状

入れることが多いが，黄色調内容物のこともあ

病変である．

〜
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写真

平滑筋に異型細胞を認める子宮腺筋腫（H―E
染色）
異型平滑筋腫に類似した核腫大と異型を示す

写真１１ 頸管型子宮腺筋腫（H―E 染色）
病変は右側の既存の組織との境界明瞭な腫瘤
を形成している．

平滑筋の増生を認める．

腺過形成との鑑別が問題となることがあるが．
診断の鍵は，肉眼的にも組織学的にも境界明瞭
な腫瘤を形成し，腺と間質の増生からなり，間
質は平滑筋が主体で desmoplasia を欠くこと，
腺管の浸潤像や明らかな細胞異型を欠くことで
ある．限られた小さな生検検体では，組織像に
加えて画像所見すなわち境界明瞭な腫瘤形成の
有無が重要な情報となる．
おわりに
子宮腺筋症の病理診断における問題点と腺筋
腫の病理像について述べた．腺筋症の腺，間質
写真１０ 頸管型子宮腺筋腫（H―E 染色）
大小の頸管腺と間質の平滑筋の増生を認める．

には正所性子宮内膜と同様の変化が起こりうる
が，腺筋症病巣の腺ないし間質成分の極端な減
少や欠如，脈管への突出など腫瘍との鑑別を要

子宮頸管型腺筋腫は，性成熟期または閉経期

する像を示すことがある．腺筋症と内膜癌の合

に好発し子宮頸部に発生することが多い．境界

併例では，癌の筋層浸潤と腺筋症への進展の診

明瞭な充実性腫瘤を形成する肉眼像が特徴的で

断に苦慮することがあり免疫染色は必ずしも鑑

あり，多くは径

cm 以下である．子宮頸管粘

別には役立たたない．

膜面にポリープ状に隆起する例が多いが，筋層
内に発生し子宮頸部の腫大をきたすこともあ
る．約半数は，割面に粘液を容れる囊胞を形成
し，臨床的に頸部腺癌が疑われることがある．
組織学的に，異型に乏しい頸管腺とその周囲の
平滑筋の増生よりなる境界明瞭な腫瘤を形成す
．腺は分葉状構造を呈するこ
る（写真１０，１１）
．
とが多く，囊胞状拡張が目立つこともある〔１６〕
組織学的に，腺癌特に minimal deviation adenocarcinoma，子宮頸管腺過形成特に分葉状頸管
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