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一般募集論文 

子宮漿膜下筋腫との鑑別診断が問題となったが embedded organ 

signが補助診断として有用であった卵巣腫瘍の 1例 
 

共愛会病院 産婦人科 ○佐 藤 賢一郎・福 島 安 義 

 

【要旨】 

 症例は53歳、嘔吐と眩暈、腹部膨満感の主訴で受診し、CT検査にて大量の腹水と骨盤内腫瘍を認めたため産婦

人科を紹介された。子宮漿膜下筋腫との鑑別診断が問題となったが、MRIでのembedded organ signにより卵巣腫

瘍の可能性が高いものと考えた。開腹手術を行い卵巣癌と診断された。卵巣腫瘍と子宮漿膜下筋腫の鑑別診断にお

けるembedded organ signは、症例によっては有用である。 
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【はじめに】 

 卵巣腫瘍と子宮漿膜下筋腫は、時に鑑別が困難な場

合がある。このような場合に鑑別診断の助けとなる所

見としてbeak sign1)-3)、bridging vascular sign4)な

どが知られている。今回、子宮漿膜下筋腫との鑑別診

断にembedded organ sign1)5)が有用であった卵巣腫瘍

の1例を経験したので報告する。 

 

【症例】 

患 者：53歳、清掃業 

妊娠分娩歴：0妊0産(性交経験あり) 

主 訴：腹部膨満感 

月経歴：初経12歳、月経は不順 

最終月経は受診約1ヵ月前に開始し6日間で終了 

月経痛なし、過多・過長月経なし 

現疾病・既往歴：高血圧、糖尿病、脂質異常症、気管支

喘息で近医内科通院中 

家族歴：特記事項なし 

嗜好品：喫煙歴なし、アルコールは飲まない 

現病歴：前日朝からの嘔吐と前日夕方からの回転性眩

暈、腹部膨満感の主訴で当院救急外来を受診した。血

圧 166/94mmHg、脈拍 116/分、呼吸数 21/分、SpO2 97%、

体温 37.7℃で、神経学的な異常所見は認めず、血液検

査では白血球が 11,300/μL、血清カリウム 5.3mEq/L、

血糖値 209mg/dLと高値であったが(表1)、その他、心

電図、胸部レントゲン、頭部CT検査では特別な異常は

認めなかった。ヒドロキシジン塩酸塩の静脈内投与に

て嘔気は一時的に軽減したが、すぐに症状が再燃する

ため内科に入院となった。第11病日に施行した胸腹部

CT検査にて、大量の腹水と骨盤内腫瘍を認めたため(図

1)、同日に産婦人科を紹介され受診した。 

産婦人科初診時診察所見：腟鏡診では少量で茶褐色の

子宮出血を認めた。内診では、腹水が多量のため内性

器の所見は不明であったが、腹部の圧痛と子宮頸部の

移動痛は認めなかった。経腟超音波にて、正常大の子

宮と約 8cmの充実性腫瘍を認めたが、子宮との連続性

は不明で子宮漿膜下筋腫または卵巣腫瘍が疑われた

(図2)。また、子宮内膜は19mmと肥厚しやや高エコー

であったが、子宮内膜細胞診は陰性であった。CA125 

198U/mL、CEA <0.5ng/mL、CA19-9 5.1U/mLで、MRI検

査ではbeak sign、bridging vascular signは認めら

れず、最終的にembedded organ signにより卵巣腫瘍

の可能性が高いものと考えた(図 3)。また、腫瘍は T2

強調像で高信号、拡散強調像でも高信号を示し、悪性

の可能性も疑われた(図4)。 

産婦人科入院後経過：産婦人科初診後14日目に開腹手

術を施行した。腹腔内には約 8リットルの腹水貯留が

認められ、腫瘍は右卵巣腫瘍で子宮および直腸と高度

に癒着していた(図 5)。癒着を剥離した後に両側子宮

付属器摘出術および単純子宮全摘術を施行した。なお、

癒着剥離の際に卵巣腫瘍の一部が破綻した。腹腔内に

は播種病巣を疑わせる所見なく、卵巣腫瘍の肉眼所見

は悪性を否定できない所見で、また子宮腔内には子宮

内膜ポリープと思われる所見を認めた。右卵巣腫瘍は

364g、子宮と左付属器は132gで、手術時間は1時間41

分、術中総出血量は 1,050mLであった。摘出物の病理

組織検査の結果は、右卵巣類内膜腺癌および子宮内膜

癌（高分化型類内膜腺癌）で(図6)、腹水細胞診は陰性、

卵巣癌ⅠC1期および子宮内膜癌ⅠA期の同時性重複癌

と診断した。術後 20日目に退院とし、TC療法を 6コ

ース施行後、現在は経過観察中であるが術後1年 5ヵ

月時点で再発兆候は認められていない。 
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【考察】 

卵巣腫瘍と子宮漿膜下筋腫の鑑別診断は時に問題と

なり、特に子宮漿膜下筋腫が嚢胞状変性をきたしてい

る場合は診断が困難な場合がある 6)。嚢胞状変性以外

では、脂肪平滑筋腫の場合に卵巣奇形腫との鑑別が問

題となる場合がある 2)3)。いずれも有茎漿膜下筋腫でな

ければbeak signが有用であるが、有茎漿膜下筋腫の

場合はBridging vascular signに頼らざるを得ない。

Bridging vascular signの出現率は76.9%との報告 4)

があり、必ず認められるわけではない。Embedded organ 

signは、腫瘍と接している臓器が腫瘍により圧迫され

て三日月状に変形していればその臓器由来でないこと

を示し(embedded organ sign陰性)、腫瘍と臓器が重

なっていればその臓器由来であることを示す

(embedded organ sign陽性) (図7)。本例は、MRI所

見では一部嚢胞部分を伴った充実性優位の混合性腫瘍

であり、腫瘍そのものの所見としては卵巣腫瘍と変性

を伴った子宮漿膜下筋腫の両者の可能性があり得ると

考えられた。Beak sign，Bridging vascular signの

両者とも認められなかったため子宮筋腫とは断定でき

なかったが、かといって除外診断で卵巣腫瘍とするの

にも疑問が残った。最終的にはembedded organ sign

が判断材料となった。卵巣腫瘍と子宮筋腫における

embedded organ signの報告は、筆者が検索し得た限

りでは認められておらず、どの程度の有用性があるの

かは不明である。Embedded organ signで判定が難し

いケースとしては、軽度に接している場合が想定され

る。その場合は、経腟超音波で子宮への圧迫を加え、

子宮と連動した腫瘍の動きを見ることによって鑑別が

可能ではないかと考えている。今後、症例が集積され

知見が深められることを期待したい。 
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表１ 初診時検査所見 

 

 

 

図1 内科初診時のCT所見 

肝周囲まで腹水貯留が認められた(a)。骨盤内腫瘍(abc矢印)は充実性腫瘍と思われ、子宮(abc矢頭)と連続してお

り子宮漿膜下筋腫が疑われた。 

 

 

a b 

c d 

肝臓 

腹水 

腹水 
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図2 超音波所見 

aは経腟超音波所見で、bは経腹超音波所見である。充実性腫瘍(a、b矢印)として描出され、子宮との関係性は不

明瞭であった。 

 

 

図3 MRI T2WI所見 

縦断像(a)、横断像(b)ともに腫瘍が子宮を三日月状に圧排している所見(a、b矢印) 

が認められ、Embedded organ sign陰性で腫瘍は子宮由来ではないと考えられた。 

 

 
図4 MR拡散強調像 

MR拡散強調像では腫瘍は高信号を示し (a、b矢印)、ADC値は1.0532x10-3mm2/sであった。悪性腫瘍の可能性も考

慮された。 

a b 

a b 
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図5 開腹所見 

開腹したところ卵巣腫瘍であった(a矢印)。子宮(b矢印)は卵巣腫瘍に圧排されていた。 

 

 
図6 卵巣腫瘍の病理組織所見 

卵巣腫瘍の病理組織所見は類内膜腺癌であった。 
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図7 Embedded organ signの模式図 

Embedded organ sign陰性は隣接組織から発生した腫瘍ではないことを示唆し、embedded organ sign陽性は隣接

組織から発生した腫瘍であることを示唆する。 

 

 


