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一般募集論文 

Risk of Ovarian Malignancy Argolism(ROMA)と MR拡散強調像が術

前診断に有用であった卵管癌と推定された 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69歳で、腹水貯留、腹膜炎の診断で内科に入院し、CTにて骨盤内腫瘤を認め産婦人科を紹介された。MR

拡散強調像の所見と、ROMA値が高値であること、腹水細胞診で腺癌疑いのため、卵管癌、癌性腹膜炎の術前診断で

試験開腹を行った。病理組織検査の結果は高異型度漿液性癌で、術中所見より卵管原発と診断された。MR拡散強調

像にROMAを加えることにより、卵巣癌・卵管癌の術前診断能が向上する可能性がある。 

 

【キーワード】：術前診断、卵管癌、MR拡散強調像、腫瘍マーカー、ROMA 

 

【はじめに】 

 近年、遺伝子レベルでの診断、治療が広がりをみせ

ており、卵巣がんの術前診断についても、今後、マイ

クロ RNA を用いた遺伝子診断が期待されている 1)。一

方、卵巣癌の腫瘍マーカーについては 1981 年に Bast 

Jrらによって報告 2)されたCA125が今も中心的な役割

を果たしている。近年、卵巣癌に対する新規腫瘍マー

カーとして、Human epididymis protein 4(以下HE4)、

Risk of Ovarian Malignancy Argolism(以下ROMA)が

登場し有用性を示す報告がなされている。今回、ROMA

と MR 拡散強調像が診断に有用であった卵管癌と推定

される1例を経験したので報告する。 

 

【症例】 

患 者：69歳、独居 

主 訴：左側腹部痛、腹部膨満感 

月経歴：初経 不詳、閉経 53歳 

妊娠分娩歴：3妊3産 

既往歴・現疾患：高血圧、脂質異常症、高尿酸血症、労

作性狭心症で冠動脈ステント留置、約 2ヵ月前に当院

内科で大腸憩室炎による下血で保存治療 

服用中の薬剤：抗血小板薬、Ca拮抗剤、高尿酸血症治

療薬、EPA 製剤を服用中であったが 2 ヵ月前より休薬

中 

家族歴：特記事項なし 

現病歴：下腹部痛、下痢を主訴に近医診療所を受診し

た。大腸憩室炎の診断にて抗生剤の内服が行われ、症

状は軽快したものの炎症所見が改善せず、倦怠感が強

くなってきたため 5日後に他院へ紹介された。診察に

て腹部膨満を認めたため CT 検査を施行したところ多

量の腹水を認めたため、腹膜炎の可能性を考えて同日

に当院内科を紹介され入院となった。体温 37.3℃、血

圧 171/98mmHg、脈拍 103/分、呼吸数 18/分、SpO2 95%、

意識は清明であった。血液検査ではCRP 12.3mg/dL、白

血球 114x10^2/μL、好中球分画 84.4％と炎症反応が

高値、血色素 9.9g/dL、ヘマトクリット 31.7%と軽度

の貧血、血小板 65.1x10^4/μL と血小板増多、Cr 

0.94mg/dL、eGFR 45.5と腎機能障害、尿酸 6.9mg/dL

と高尿酸血症を認めた(表1)。また、腹水は滲出液と考

えられ炎症による可能性が高いものと思われた(表1)。

CT検査では、多量の腹水貯留と胆石、両側腎結石、大

腸憩室、石灰化子宮筋腫を認めた(図1)。大腸憩室炎、

および腹膜炎の診断で抗生剤の点滴投与が開始され、

子宮筋腫の取り扱いについてのコンサルトで婦人科を

紹介された。 

産婦人科初診時診察所見：内科入院の翌日に産婦人科

を受診した。腹水貯留が高度のため内診所見を得るの

は困難であったが、下腹部の圧痛は認めず、内診指の

圧迫により子宮頸部には可動性が全く認められなかっ

た。経腟超音波では、石灰化子宮筋腫で詳細が不明で

あったが、左側付属器と思われる部位に約 3cmの辺縁

不整な内部エコーを伴う嚢胞性病変が認められた(図

2)。炎症反応が高値であり、内科の診断が大腸憩室炎、

腹膜炎疑いであることを考え合わせ第一に左卵管卵巣

膿瘍を疑い、鑑別診断として付属器腫瘍を考えた。さ

らなる精査の目的で骨盤 MRIと、悪性腫瘍の除外の目

的でCA125、HE4、ROMAを検査した。MR拡散強調像で子

宮周囲に高信号領域を認め(図 3)、ADC 値 0.812x10-
3mm2/s と低値を示し、CA125 4,110U/mL(基準値≦

35U/mL)、HE4 2,550pmol/L(基準値≦140)、閉経後ROMA

値 99.8%(基準値≦25.3%)と高値を示したため悪性腫

瘍を強く疑った。さらに、腹水細胞診で腺癌疑い(図4)、
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子宮頸部細胞診でも腺癌疑いの結果であった。明らか

な腫瘤を認めないこと、骨盤以外の腹膜には播種病巣

が乏しいことより卵管癌を第一に疑い手術の方針とし

た。 

産婦人科入院後経過：内科入院後 9日目に産婦人科

に転科した。翌日に腹水濾過濃縮再静注を行なったと

ころ、腹水は淡黄色で清明であったが、1,000mLを排液

したところで極めて緩徐となり、最終的に 1,500mLし

か除去できなかった。術前評価では、心肺機能の低下

と、血栓は認めないものの左下肢の静脈血流が停滞し

ている状態であった。挿管した場合、抜管が困難にな

る可能性が高いとの判断で、麻酔はくも膜下脊椎麻酔

と硬膜外麻酔の併用とした。また手術は診断の確定、

腹水の除去を主目的とし短時間で終了するように試験

開腹とした。産婦人科転科後 8日目に手術を行ったと

ころ、腹水が 8.8㍑貯留しており一部にゼリー状の部

分が認められ十分な腹水除去ができなかった原因と考

えられた。骨盤内は、子宮、両側付属器、直腸、膀胱が

一塊となっており、骨盤壁側腹膜には微小な播種病巣

が広がっていたが、骨盤より上方の壁側腹膜には播種

病巣はごく少数散在するのみであった(図 5)。骨盤内

の生検を行い手術を終了した。術後に、両下肢の深部

静脈血栓症を発症し抗凝固薬の内服を行なった。病理

組織検査の結果は高異型度漿液性癌で、卵管原発とし

て矛盾しない結果であった(図6)。卵管癌Ⅲb期と診断

し、抗がん剤治療を勧めたが拒否され術後 4ヵ月後に

原病死した。 

 

【考察】 

2007年に Mooreらが腫瘍マーカーHE4とCA125を利

用した卵巣癌診断システムROMAを報告3)した。ROMAは、

CA125 の感度と HE4 の特異度の高さの両者を併せ持つ

診断方法とされており、本邦でも2017年4月に保険収

載され保険診療として卵巣癌に対して検査が可能とな

った。卵巣がんの診断におけるROMAの診断成績は、欧

米では感度 56.74)～96.7%5)、特異度 68.86)～94%7)、陽

性的中率 36.38)～90%9)、陰性的中率 869)～97.6%10)と報

告されている(表2)。本邦では、保険収載されて間もな

いためデータは多くはないが、感度 5411)～92.3%12)、特

異度 66.712)～97%13)との報告がある。Ⅰ-Ⅱ期では、感

度 5314)～81.3%(閉経後)15)、特異度 74.916)～94.3%15)、

陽性的中率 22.2(閉経前)15)～77%(閉経後)14)、陰性的

中率 7114)～99.0%16)、組織型別の偽陰性率が類内膜腺

癌 0%、漿液性腺癌 7.7%、粘液性腺癌 25.0%、明細胞

癌 26.3%、非上皮性癌 50.0%との報告 6)がある。 

卵管癌における ROMA の成績は散見されるみである

が、Ⅲ-Ⅳ期で感度 97.6%、特異度 99.9%、Ⅰ-Ⅱ期で

感度 53〜81%、特異度 74.9〜88%との報告 17)がある。

近年、卵巣高異型度漿液性癌の発生母地は卵管である

とする説が唱えられており 18)19)、卵管癌においても卵

巣癌と同様に ROMA が有用である可能性は十分に考え

られる。むしろ、卵管癌の組織型は漿液性癌が最も多

いため卵巣癌よりも有用性が高いのではないかと考え

ている。 

一方、卵管癌における MRI所見について平均サイズ

が 60mm 前後で卵巣癌よりは小さいことが多く 20)-22)、

ソーセージ様所見が3323)～88%20)、充実性部分が4423)～

100%20)21)に認められるとの報告がある。MR 拡散強調像

については 100%高信号に描出され 21)24)、ADC 値は

0.79×10-3mm2との報告 21)がある。本例では、左付属器

部位に 30mm の辺縁不整な嚢胞状所見を認めるのみで

明らかな腫瘤状所見を認めず、炎症反応が高値を示し

ていたこともあり卵巣卵管膿瘍も疑われた。MR拡散強

調像で子宮周囲に薄く高信号領域が広がっており、骨

盤より上方の腹膜には播種病巣をほとんど認めず腹膜

癌とも異なるため最終的に卵管癌を疑った。ROMAが著

明高値であったこと、腹水細胞診で腺癌と考えられた

ことによりさらに強く卵管癌を疑った。 

MRI と HE4 の組み合わせにより閉経前の卵巣癌の診

断能が向上するのではないかとの報告 25)があるが、

我々は MR 拡散強調像と ROMA が卵巣癌/卵管癌の診断

能を向上させる可能性があるのではないかと考えてい

る。MR拡散強調像の卵巣癌における感度 100%26)、特異

度 5026)～75%27)、陽性的中率 7827)～93%26)、陰性的中率 

100%26)27)との報告があり、拡散強調像で高信号領域を

認めなければ悪性である可能性はかなり低いと考えら

れるが、高信号領域を認める場合に必ずしも悪性と診

断するわけにはいかない。そこで、ROMAを組み合わせ

ることによりさらに悪性例を絞り込むことができるの

ではないかと考えている(図 7)。腫瘍マーカー検査は

コスト面で有利であること、倫理面での配慮が必要な

いことなど捨てがたい面があり、遺伝子診断が広まっ

ても今後も一定の役割を担っていくものと考える。マ

イクロ RNAが利用可能になった場合、コストと簡便さ

によりROMAをマイクロRNAに置き換えるか、もしくは

ROMAが陰性の場合にさらにマイクロRNAを検査するか

検討が必要である。 

今回、ROMA と MR 拡散強調像が術前診断に有用であ

った卵管癌と推定された1例を経験し、MR拡散強調像

に ROMAを加えることにより、卵巣癌/卵管癌の術前診

断能が向上する可能性が示唆された。また、ROMA は、

卵管癌の診断にも有用である可能性が示唆された。今

後、さらに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 内科初診時の検査所見 
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表2 ROMAの卵巣癌診断成績 

 

Mal=Malignancy, TBM=Tumor of borderline malignancy, Ben=Benign, Heal=Healthy, EOC=Epithelial ovarian 

cancer, NED=No evidence of disease  

 

 

図1 内科初診時のCT所見 

矢印が腹水で腹部全体に貯留している。矢頭は石灰化子宮筋腫である。 
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図2 産婦人科初診時の超音波所見 

a は子宮筋腫の経腟超音波であるが、石灰化とサイズが大きいため不明瞭である。b は経腹超音波での腹水貯留像

である。Cは左付属器部位の嚢胞像で、dは拡大図である。辺縁不整で腫瘍性病変よりは膿瘍を疑った。 
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図3 MR拡散強調像とT2WI融合画像所見 

矢印はMR拡散強調像で高信号を示した部位で、ADC値は0.812x10-3mm2/sであった。 
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図4 内科入院時の腹水細胞診 

腹水細胞診では腺癌が疑われた。 

 

 
図5 開腹所見 

a の矢印が子宮底部でその下方は直腸、膀胱と一塊となっていた。bは骨盤壁側腹膜の播種病巣である。腹壁側

の骨盤壁側腹膜には播種病巣が集簇していたが(c矢印)、骨盤より上部の腹膜には播種病巣は乏しかった。 
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図6 骨盤内生検組織の病理組織所見 

右骨盤壁の播種病巣の病理組織所見は高異型度漿液性癌であった。 

 

 

図7 ROMAとMR拡散強調像による卵管/卵巣腫瘍の悪性診断 

                        (私案) 

 


