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学会記録
〔ワークショップ 3 内膜症性囊胞・子宮腺筋症・子宮筋腫の画像診断のピットフォール〕

子宮内膜症性囊胞の画像診断とピットフォール
〜shading をめぐる議論を再考する〜
“Shading sign” revisited: imaging findings and diagnostic pitfalls in ovarian
endometriotic cysts
大阪大学大学院医学系研究科放射線医学講座
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【はじめに】 ……………………………………………………

い．内容液の T2 短縮の程度は症例によってさまざ

子宮内膜症性囊胞の MRI 所見は広く知られてお

まで，筋肉と同程度の著明な低信号から水よりわず

り，内容液が T1 強調像で高信号を呈し，T2 強調

かな低信号まで幅広い信号を呈しうる（図 2）
．ま

．そしてこの
像では低信号を呈する（図 1）
〔1, 2〕

た，均一な場合と不均一な場合があり，不均一な場

T2 強調像における低信号は shading と呼ばれ，病

合も不規則な信号の混在，グラデーション，液面形

変が多発する multiplicity とともに特に有名な所見

成など多彩な様相が見られる（図 2）
．さらに内容

である．これらの所見を提唱した Togashi らは感度

液の信号は自然経過や薬物療法，癌化によって変化

90％，特異度 98％ とほぼ完璧に近い MRI 診断能

することがあり〔5, 6〕，撮像方法によっても見え方

を報告しており〔2〕，実際の臨床でも容易に診断で

は異なる．

きる症例が多い．しかし，時に診断に苦慮する症例

では，どのような信号を shading と呼ぶのか．そ

が存在し，特に shading についての学術的議論は今

もそもの shading の意味を辞書で調べると，日よけ

も続いている．
「shading とは何なのか」この問いに

や遮光，絵画の影になっている部分，陰影付け，微

正確に答えられる人は実は多くないのではなかろう

妙な変化などが記載されている．つまり，shading

か．shading の解釈をめぐっては大きな誤解と混乱

は影の部分を指しつつも光の存在をほのめかす用語

が生じており，それが診断を誤る原因ともなりうる．

と思われる．これを子宮内膜症性囊胞に当てはめる

本稿では，shading をめぐる議論を再考し，shading

と，影が低信号域，光が高信号域（相対的に信号の

を中心とした子宮内膜症性囊胞画像診断のピット

高い部分）に相当すると思われるが，教科書などの

フォールを 3 つにまとめて解説したい．

解説を読んでいるとその解釈が統一されていないこ

ピットフォール 1：shading の解釈は
統一されていない
子宮内膜症性囊胞の内容液は繰り返す出血により

とに気づく．例えば，均一でも不均一でも低信号で
あれば shading とする記載があれば，均一な低信号
や液面形成は shading に該当しないとの見解もみら
れる〔7〕．つまり， 光（高信号域） の解釈が統一

高濃度のヘモグロビンを含んでおり，それを構成す

されていない．均一な低信号では， 光

る鉄やタンパク濃度も高い〔3, 4〕．鉄とタンパクは

いないので shading に該当しないと考えるか，完全

いずれも T2 短縮をきたすが，鉄の存在がより強い

に隠れているだけであって存在はしてい る の で

T2 短縮と信号低下をきたす〔3〕．高い粘稠度も T2

shading に該当すると考えるかの違いであろう．

短縮の一因と推察されているが，証明はされていな

が見えて

異なった解釈がなされる原因は学術論文にある．
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b

aT1強調像

c

b脂肪抑制T1強調像

cT2強調像

両側付属器に多発する病変を認め（矢印）
，囊胞内容液は T1 強調像で脂肪より高信号を呈し（a）
，脂肪抑制 T1 強調像で
信号低下はない（b）
．T2 強調彫像では低信号を呈し（c），左側の病変では内部に T2 dark spot を認める（c 矢頭）．右側の
病変は一見卵巣内にあるものの辺縁に位置し，近傍腹膜に小病変を認め（a，b 小矢印），卵巣実質外の病変であることが
示唆される．

図 1 20 歳代 子宮内膜症性囊胞

内部は均一あるいは不均一で，低信号の程度はさまざまである（矢印）．

図 2 多彩な子宮内膜症性囊胞の T2 強調像

shading を 1987 年に最初に報告した Nishimura らは，

の抄録では

shading とは囊胞の中心部あるいは辺縁の低信号域

子宮内膜症性囊胞の特徴と記載されているが，これ

を指し，レベル形成を示すこともあり，T2 強調像

は著明な低信号を shading と呼ぶかのように誤解を

で顕著であるが表示ウィンドウを整えれば T1 強調

与えかねない実に紛らわしい表現である（実際に誤

像でも見られうる，と記載している〔1〕．すなわち，

解している記述も目にする）
．実際には T1 強調像

不均一な低信号を shading と定義しており，しかも

よりも T2 強調像で顕著であることを意図している

T2 強調像には限定していない．ちなみにこの論文

と思われる．

prominent low intensity（shading） が
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1991 年の同グループの Togashi らの論文では少し
shading の解釈に変化がみられる〔2〕．shading がな
い病変は T2 強調像で尿（つまり水）と同等の均一

ピットフォール 2：shading で子宮内膜症を
診断してはいけない

な高信号と明記していることから，shading は T2

Shading は Togashi らによって子宮内膜症性囊胞

強調像における所見であること，その基準が水の信

の診断に有用と報告された〔2〕，と教科書や論文で

号であることが示されている．すなわち shading と

しばしば紹介されており，子宮内膜症取扱い規約や

は T2 強調像で水より少しでも低信号域を含むこと

Ovaria ― Adnexal Reporting and Data System （ O ―

と定義されている．さらに，通常は不均一であるが

RADS）において子宮内膜症性囊胞の診断基準の 1

完全に低信号を呈することもある，と記載されてい

つとして記載されている〔11, 12〕．しかし，Togashi

ることから，均一な信号も shading として許容して

論文以降 shading の有用性を否定する論文が続いて

いる．

おり〔9, 10, 13, 14〕，最近では shading は子宮内膜症

さ ら に そ の 後 T1 強 調 像 を 含 ん だ 概 念 で あ る

に特異的な所見ではないということがコンセンサス

へ と 変 化 す る．2002 年 Glastonbury

となっている．特に後続論文では特異度が 45―86％

らは総説の中で「T1 強調像で高信号を呈する囊胞

と低い（表 1）
．ではなぜ，Togashi 論文だけが 98

が T2 強調像で低信号を呈することを shading sign」

％と高い特異度を実現できたのであろうか．各論文

と記載しており，T1 強調像における高信号が条件

の shading の定義の違いが原因となっている可能性

として加わっている〔8〕．さらに 2015 年に Dias ら

について確認すると，Togashi らと同様の定義（T2

が shading の意義を検討した論文では，囊胞内容液

強調像で水よりも低信号を shading とする）を使用

の T2 強調像の信号が T1 強調像の信号より低いこ

している後続論文もあり，shading の定義が診断能

とを shading の定義としている〔9〕．これは T1 強

に影響を与えているわけではなさそうである（表 1）
．

調像における高信号を

shading sign

とする考え方で，たと

そこで Togashi らの論文〔2〕における子宮内膜症

え T2 強調像で低信号であっても T1 強調像で同程

性囊胞の診断基準を再確認してみた．まず，sugges-

度に低信号であれば shading とは呼ばない．臨床で

tive な診断基準として，T1 強調像で全体が高信号

はあまり一般的でない定義と思われるが，その後こ

を呈し，shading も multiplicity もないものとなって

の定義を使用している論文もある〔10〕．

いる．次に

光

definite な診断基準として，T1 強調

以上のように，shading の定義が刻々と変遷して

像で全体が高信号を呈し，shading あるいは multi-

いることがお分かりいただけたと思う．どれを正解

plicity があるものとなっている．そして，suggestive

とすることはできないが，異なる解釈が存在するこ

と definite をまとめて子宮内膜症性囊胞と診断した

とを認識しておく必要がある．そして論文を読む際

結果が感度 90％，特異度 98％ となっている．つま

は shading がどのような定義で使用されているか，

り，T1 強調像で全体が高信号であれば shading が

自分がどのような定義で shading を用いるか明確に

あろうとなかろうと子宮内膜症と診断しているわけ

しておくことは，誤解を避けるうえで非常に重要で

であり，
「Togashi 論文が shading の診断的有用性を

ある．

報告した」というのは完全に誤解である．実は Togashi 論文は T1 強調像で子宮内膜症性囊胞を診断し

表 1 文献における所見の定義と shading の診断能
発表年
Togashi K, et al.〔2〕

1991

Outwater E, et al. 〔13〕 1993
Corwin MT, et al. 〔14〕 2014
Dias JL, et al.〔9〕

2015

Cansu A, et al.〔10〕

2019

＊

shading の定義

T1 強調像
高信号の基準

脂肪
T2 強調像で水より低
筋肉
信号域を含む．
記載なし
T2 強 調 像 で T1 強 調 筋肉
像より低信号域を含む．記載なし

本文で解説したとおり，shading による診断能ではない．

感度

特異度

90＊

98＊

68

83

93

45

73

86

90

82
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b

c

aT1強調像

b脂肪抑制T1強調像

cT2強調像

囊胞内容液は T1 強調像で筋肉よりも高信号を呈するが，脂肪よりは低信号である（a 矢印）．脂肪抑制では信号低下は認
めず，高信号が目立って見える（b 矢印）
．T2 強調像では水よりも低信号で shading を呈する（c 矢印）．

図 3 40 歳代 卵巣甲状腺腫

a

b

aT1強調像

c

b脂肪抑制T1強調像

cT2強調像

囊胞内容液は T1 強調像で筋肉よりも高信号を呈するが，脂肪よりは低信号である（a 矢印）．脂肪抑制で信号低下は認め
ず，高信号が目立って見える（b 矢印）
．T2 強調像では隔壁形成を認める（c 矢頭）．頭側の房の内容液は膀胱よりやや低
信号なので shading ありと判断しうる．

図 4 50 歳代 粘液性囊胞腺腫

a

b

aT1強調像

c

b脂肪抑制T1強調像

cT2強調像

嚢胞内容液は背側部分が T1 強調像で筋肉とほぼ同等かわずかに高信号を呈する（a，b）．T2 強調像では低信号を含み shading を伴う（c）
．

図 5 30 歳代 出血性黄体囊胞
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a

b

a脂肪抑制T1強調像

bT2強調像

囊胞内容液は T1 強調像でリング状の高信号を呈する（a 矢印）
．T2 強調像では
辺縁優位に低信号を呈し，中心部も周囲の卵胞内の水信号よりは低信号で shading
を伴う（b 矢印）
．病変は卵巣実質内に存在している．

図 6 20 歳代 出血性黄体囊胞

ており，shading や multiplicity は診断確信度を上げ

高信号の基準を脂肪と同等以上としており（図 1）

るためだけの副所見にすぎないのである．Togashi

，これは子宮内膜症取り扱い規約や O―RADS も
〔2〕

らが shading の有用性を報告していないとなると，

採用している〔11, 12〕．一方，後続論文の高信号の

後続論文も shading の有用性を否定しているので，

定義をみると，軒並み筋肉より高信号となっている

結局誰も shading の診断的有用性を報告していない

か，記載されていない〔9, 10, 13, 14〕．記載がない

ということになる．あまりにも有名で印象的な所見

論文でも筋肉よりやや高信号の病変が図として掲載

であるがゆえに「shading＝子宮内膜症性囊胞」と

されており，明らかに Togashi 論文よりも低い信号

いう概念が形成され独り歩きしてしまったと考えら

を T1 強調像高信号としている．この T1 強調像高

れる．日常臨床においても，shading は出血性機能

信号の基準の違いが特異度の違いの原因であると推

性囊胞や粘液性腫瘍など子宮内膜症性囊胞以外でも

察される（表 1）
．T1 強調像高信号の基準を下げる

，shading
しばしば認められる所見であり（図 3―6）

と，子宮内膜症性囊胞以外の病変も高信号病変とし

を根拠に子宮内膜症性囊胞と診断とすると誤診の原

，後続論文では
て含まれやすくなるため（図 3―5）

因となりうる．shading に診断的価値はないことを

特異度が低下していると考えられる．日常臨床でも，

十分認識しておく必要がある．

T1 強調像で脂肪ほど高信号ではない病変を子宮内

ピットフォール 3：T1 強調像高信号の基準を
下げてはいけない

膜症と判断すると誤診につながる危険性があるので，
注意が必要である．
ちなみに，Togashi 論文では特異度を高めるさら

Shading に診断的意義がないなら，なぜ Togashi

なる工夫が子宮内膜症性囊胞の診断基準に盛り込ま

論文〔2〕は高い特異度を示したのか．対照群に出

れている〔2〕．まず，リング状の T1 強調像高信号

血性病変が少なかったためであるとか，エコー時間

は亜急性期出血を伴う機能性囊胞の特徴であり，子

（TE）が 60―80ms と短いスピンエコー法で撮影さ

宮内膜症性囊胞とは診断していない（図 6）
．そし

れているため T2 短縮にそれほど鋭敏でなく，子宮

て，隔壁（図 4）や充実性部分を含む病変や岬角を

内膜症性囊胞のみが shading を示したため，などの

超える大きな病変は粘液性腫瘍など子宮内膜症性囊

理由が指摘されている．確かにそれらも一因であろ

胞以外の腫瘍性病変である可能性が高く，子宮内膜

うが，よくよく論文を読み比べてみると，診断能が

症性囊胞の診断基準から除外している．このように，

異なる最大の原因は T1 強調像高信号の定義の違い

Togashi 論文における高い特異度は，T1 強調像高信

にあると筆者は考えている．子宮内膜症性囊胞の内

号の基準を脂肪とすることに加えて，出血性機能性

容液にはメトヘモグロビンが多く含まれており〔15〕，

囊胞や他の腫瘍性病変を除外するための診断基準を

T1 短縮を呈する．Togashi らは T1 強調像における

設定していることにより実現しており，決して T2
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強調像における shading のおかげではない．日常臨

性病変の出血では当然経過が長いため形成されうる．

床においてピットフォールを避けるうえでも，To-

最 近 報 告 さ れ た サ イ ン と し て incomplete dark rim

gashi 論文における診断基準を誤解することなく正

sign というものもある〔10〕．子宮内膜症性囊胞の

確に認識しておくことが極めて有用であろう．

壁はヘモジデリン沈着や線維化により T2WI で低

ところで，骨盤 MRI の読影をしていると，T1 強

信号を呈するが，これが不完全になるというもので

調像で脂肪と同等以上の高信号を呈する小囊胞を卵

ある．私見ではあるが，囊胞の位置も鑑別の一助に

巣に偶然認めることが時折ある．T1 強調像高信号

なるかもしれない．子宮内膜症性囊胞は基本的に卵

を子宮内膜症の診断基準とするなら，果たしてこれ

巣実質外の偽囊胞であり，一見卵巣内にあるように

らの小囊胞はすべて子宮内膜症なのであろうか．こ

見える場合でも原則的に辺縁に接している（図 1）
．

のような病変を前向きに調べた研究は存在しないの

したがって，完全に卵巣実質の中に存在するような

で正確なことは分からないが，画像で経過を追える

病変であれば，子宮内膜症の可能性は低いと考えら

症例を見ているとしばしば長期間残存あるいは増大

れる（図 6）
．繰り返しになるが，shading は子宮内

しており，筆者は子宮内膜症である可能性が比較的

膜症性囊胞と出血性機能性囊胞の鑑別に役に立たな

高いのではないかと考えている．根拠となる臨床的

い点を再度強調しておく．

背景も 2 つある．1 つは子宮内膜症の疾患頻度の高
さで，女性の 10％，不妊女性では 50％ で罹患して
いると報告されている〔16〕． 偶然

【終わりに】 ……………………………………………………

見つかったと

以上，shading をめぐる議論について文献的な再

言っても，その患者は骨盤 MRI を撮る何らかの理

考を行った．shading は目を引く美しい所見である

由を有しているわけで（不妊や月経関連症状を呈す

が，その定義は統一されておらず，診断的意義もな

る患者も多い）
，一般女性よりも子宮内膜症の存在

い．子宮内膜症性囊胞の診断においてピットフォー

リスクは高いと推定される．もう 1 つは，子宮内膜

ルに陥らないためには，まず shading からあえて目

症はしばしば診断されずに見落とされている点であ

を背ける必要がある．そして，T1 強調像高信号の

る〔17〕．実際，他疾患で手術をした際に思いがけ

基準を脂肪の信号に置くこと，出血性機能性囊胞や

ず子宮内膜症が見つかることもあり，特に腹膜表層

他の腫瘍性病変との鑑別点となりうる所見を丁寧に

に限局した病変の診断は難しい．卵巣病変を形成し

拾うことが，的確な診断につながると考えられる．

た時点ですでに進行した子宮内膜症であるので，軽
微であれ卵巣に所見を認めた場合はかなり注意を要

【文献】……………………………………………………………

する．

〔1〕 Nishimura K et al. Endometrial cysts of the ovary :

一方，出血性機能性囊胞が T1 強調像で全体が脂
肪ほど高信号になることは少ないが（図 5）
，縮小
経過で点状高信号を呈することも時に経験する．し
たがって，子宮内膜症性囊胞との画像的鑑別の必要
性は残る．子宮内膜症を示唆する所見として，癒着

MR imaging. Radiology 1987; 162: 315―318
〔2〕 Togashi K et al. Endometrial cysts : diagnosis with
MR imaging. Radiology 1991; 180: 73―78
〔3〕 Tanaka Y et al. Analysis of MRI values and hemoglobin and total protein concentrations of cystic ovarian
tumors. J Magn Reson Imaging 2019; 49: 1133―1140

の存在，多発性（multiplicity）
，T2 dark spot sign が

〔4〕 Yoshimoto C et al. Transverse relaxation rate of cyst

上げられる．癒着は子宮内膜症を診断するうえで最

fluid can predict malignant transformation of ovarian

重要所見であり，仙骨子宮靭帯の肥厚や高腟円蓋の

endometriosis. Magn reson Med Sci 2017; 16: 137―

挙上，臓器の引き攣れ像，線維性プラークの存在な
どが癒着を示唆する所見である〔18〕．T2 dark spot
sign は囊胞内の凝血塊が T2 強調像で低信号のス
ポットとして認められるもので，時間経過が長い病
変である子宮内膜症性囊胞には形成されうるが（図

145
〔5〕 Nishio N et al. Longitudinal changes in magnetic
resonance imaging of malignant and borderline tumors
associated with ovarian endometriotic cyst comparing
with endometriotic cysts without arising malignancy.
Eur J Radiol 2018; 105: 175―181

1）
，短期間で消失する出血性機能性囊胞では見ら

〔6〕 Sugimura K et al. MRI in predicting the response of

れない〔14〕．注意点として特異度は高い（93―100

ovarian endometriomas to hormone therapy. J Comput

．また，腫瘍
％）が感度は低い（36―52％）
〔10, 14〕

Assist Tomogr 1996; 20: 145―150

24

日エンドメトリオーシス会誌 2021; 42

〔7〕 今岡いずみほか．婦人科 MRI アトラス改定第 2
版，東京： 学研メディカル秀潤社，2019
〔8〕 Glastonbury CM. The shading sign. Radiology 2002;
224: 199―201
〔9〕 Dias JL et al. The shading sign: is it exclusive of endometriomas? Abdom Radiol 2015; 40: 2566―2572
〔10〕Cansu A et al. Diagnostic efficacy of T2 dark spot, T

〔13〕Outwater E et al. Characterization of hemorrhagic
adnexal lesions with MR imaging : blinded reader
study. Radiology 1993; 186: 489―494
〔14〕Corwin MT et al. Differentiation of ovarian endometriomas from hemorrhagic cysts at MR imaging:
utility of the T2 dark spot sign. Radiology 2014; 271:
126―132

2 dark rim signs, and T2 shading on magnetic reso-

〔15〕Iwabuchi T et al. Cyst fluid hemoglobin species in en-

nance imaging in differentiating endometriomas from

dometriosis and its malignant transformation: The role

hemorrhagic cysts. J Comput Assist Tomogr 2019; 43:
619―622
〔11〕日本産科婦人科学会編．子宮内膜症取扱い規約，
第 2 部 治療編・診療編，第 2 版，東京，金原出
版，2010
〔12〕American college of Radiology. O―RADS MR Lexicon Categories, Terms and Definitions. November

of metallobiology. Oncol Lett 2016; 11: 3384―3388
〔16〕Buck Louis GM et al. Incidence of endometriosis by
study population and diagnostic method: the ENDO
study. Fertil Steril 2011; 96: 360―365
〔17〕Agarwal SK et al. Clinical diagnosis of endometriosis:
a call to action. Am J Obstet Gynecol 2019; 220（4）:
354.e1―354.e12

2020 https://www.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/

〔18〕Kataoka ML et al. Posterior cul-de-sac obliteration as-

O-RADS/O-RADS-MR-Lexicon-Terms-Table-Nove

sociated with endometriosis: MR imaging evaluation.

mber-2020.pdf（最終アクセス 2021/4/6）

Radiology 2005; 234: 815―823

