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〔一般演題／症例

〕

再発卵巣チョコレート囊胞に発生した明細胞腺癌の

例

豊見城中央病院産婦人科

前濱

はじめに

俊之

部に淡い集積（SUVmax＝ ．）がみられたが，

卵巣チョコレート囊胞からの悪性化は ． ％
の頻度とされている〔 〕
．癌化の危険因子は

明瞭な所見ではなかった．腫瘍マーカーは CA
．U/ml，CA ―

．U/ml であり正

歳以上で腫瘍径が大きいものとされているが，

常値であった．術前診断は右チョコレート囊胞

その対応には苦慮することが少なくない．また

の癌化疑いとして開腹手術施行した．開腹はと

癌化の予防および早期発見するための確立した

くに問題なく，腹腔洗浄細胞診を提出した．腹

対策は確立していない．われわれは今回，前医

腔内は子宮右後壁と右卵巣囊腫が強固に癒着し

にて

ており，慎重に剝離を進めるも途中で被膜破綻

回の手術を施行した後発生した卵巣明細

胞腺癌の

例を経験したので文献的考察を含め

した．右卵巣囊腫を摘出し，迅速病理へ提出し
た．肉眼的には内腔面に

報告する．
症

複数個見られた（図

例

〜

cm 径の結節が

）
．表層への浸潤は見ら

経産．近医にて 年前に両側

れなかった．迅速病理の結果は明細胞腺癌であ

卵巣チョコレート囊胞で腹腔鏡下両側卵巣囊腫

った．根治手術として単純子宮全摘術，骨盤リ

核出術を受けた．その

ンパ節郭清，大網部分切除術を追加した．腹水

歳，

経妊

年後再発にて再度腹腔

鏡下両側卵巣囊腫核出術を施行された．その後，

細胞診は class II であった．病理組織所見は明

自然妊娠が

細胞腺癌に特徴的な腺管構造と乳頭状発育を示

われている．
回腹腔鏡後

回あり，

回とも帝王切開術が行

回目の帝王切開術後

年で（前

し，hobnail 状の腫瘍細胞も認められ診断は容

年）再度両側チョコレート囊胞が

再発し，開腹にて左卵巣摘出術と右卵巣囊腫核
出術が施行された．

回の卵巣手術での摘出病

理組織はすべてチョコレート囊胞であり，悪性
所見はなかった．その後の経過観察で当科初診
ヵ月前まで異常所見はなかった．当科へは月
経不順と経過観察で来院した．内診では所見が
不明瞭であったが，経腟超音波所見では右卵巣
囊腫（長径 mm）があり，壁在結節が認めら
れた（図

）
．MRI 所見では右卵巣囊腫は T ，

T 強調像とも高信号であり，チョコレート囊
胞の所見であった．壁在結節はみられるも造影
効果は淡く明瞭ではなかった（図

）
．dynamic

study では早期相でわずかに淡い造影効果が認
められた（図

）
．PETCT 検査所見も壁在結節

右卵巣チョコレート囊胞：長径 mm，
壁在結節あり
図

経腟超音波検査
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T 強調像

造影 T 強調像
造影効果は淡く明瞭ではない

T 強調像
図

MRI 検査

造影前

早期相
早期相で淡い造影効果を認めた
図

MRI dynamic study

易であった（図

，

）
．右卵巣腫瘍壁内には

cystic endometriosis, atypical endometriosis が
存在し〔 〕
，チョコレート囊胞の悪性化への進
展を示唆する所見として興味深い（図

）
．最

終診断は右卵巣明細胞腺癌 stage Ic（b）であ
り，後療法は遺残病変がなく，明細胞腺癌が化
学療法抵抗性であるため，経過観察とした．現
在まで

年

床経過を図

ヵ月経過し，再発所見はない．臨
に示した．
考

右卵巣は chocolate cyst であり，単房性囊胞性腫瘍
で，内腔面に径 〜 cm大の結節が複数個みられた．
図

迅速病理摘出標本（右卵巣腫瘍の一部）

察

子宮内膜症を発生母地とする卵巣癌には明細
胞腺癌と類内膜腺癌が病理学的，遺伝学的解析
．したがっ
から明らかになってきている〔 ― 〕

再発卵巣チョコレート囊胞に発生した明細胞腺癌の

HE 染色× ．
腺管構造示す明細胞腺癌
図
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HE 染色×
乳頭状発育した明細胞腺癌

病理組織所見：右卵巣明細胞腺癌

HE 染色×

HE 染色×

腺管構造のなかに hobnail 状の腫瘍細胞を認める
図

病理組織所見：右卵巣明細胞腺癌

HE 染色× ．
cystic endometriosis
図

HE 染色×
atypical endometriosis

病理組織所見：右卵巣腫瘍内 endometriosis

て，チョコレート囊胞の悪性化の問題は臨床的

択することになる．経過観察か積極的治療かの

にも非常に重要であり，その対応に精通してい

判断ではまず，囊胞の悪性化がないことを確認

なければならない．チョコレート囊胞は日常診

することからはじめる．その決め手は囊胞内の

療でよく遭遇する疾患であり，その治療は年齢，

充実部分の有無であり，この診断には MRI 検

囊胞の大きさ，挙児希望の有無などを考慮して

査が最も重要である．とくに診断に迷う場合は

経過観察，薬物治療，手術療法のいずれかを選

dynamic study が有用である．本症例でも充実
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両側核出

左摘出+右核出

再発所見なし

開腹

腹腔鏡

帝王切開

43歳

29歳

31歳

34歳

45歳

39歳

33歳

根治術（開腹）
（子宮・右付属器摘出）

図

臨床経過

部分が疑われたが，結節が小さく，造影効果が

クも上昇する．しかも，明細胞腺癌であれば化

明瞭ではなかった．Dynamic study でも明瞭で

学療法の感受性も悪く予後も不良になるからで

はなかったが，早期相での淡い造影効果が認め

ある．今後，チョコレート囊胞の管理方針の確

られた．卵巣明細胞腺癌の初期では壁在結節が

立が望まれる．

小さく，診断確定が困難な場合，dynamic study
は有用と思われる〔 〕
．チョコレート囊胞に悪
性所見がない場合，経過観察をすることになる
が，そのハイリスク因子を熟知していなければ
ならない．まず，年齢と囊胞の大きさは増加す
るほどリスクが上昇する．文献的には， 歳以
上で

cm 以上，チョコレート囊胞と診断され

てから

年以上，若年者でも cm 以上，超音

波検査上囊胞内が low echoic に変化したとき，
囊胞の多胞化などがリスク因子とされている
〔 〕
．本症例は 歳で囊胞は mm であり，充
実部分が存在したため，手術が決定されたが，
初回診断から

回の再発と

回の手術が施行さ

れ 年経過していることもリスク因子と思われ
る．囊胞は術後消失しているが，再発を繰り返
しており，再発もリスク因子に加えることが妥
当かもしれない〔 ，〕
．
チョコレート囊胞を診断した場合は，妊孕能
温存を考慮する以外は，リスク因子を十分把握
し，予防的に腹腔鏡下で切除することが望まし
い．なぜなら，囊胞の悪性化を早期に発見して
からの手術では開腹手術になり，しかも囊胞の
被膜破綻の確立は高い．したがって再発のリス
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