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【要旨】 

 子宮内膜症性嚢胞は約 0.7%の頻度で卵巣癌を合併する。子宮内膜症性嚢胞の悪性化の診断においては、まず超

音波検査が行われ悪性の疑いがあればMRI検査を施行する。しかし、MRI検査での評価も難しいことがあるが、我々

はMR造影サブトラクション像が悪性の否定に有用であった2例を経験したので提示する。さらに、MR拡散強調像

などを組み合わせた診断アルゴリズムを提案する。 
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【はじめに】 

 近年、MR拡散強調像が卵巣腫瘍の悪性診断にも利用

されるようになり 1)-3)、診断精度の向上に寄与してい

る。我々も卵巣腫瘍の悪性診断にMR拡散強調像を取り

入れているが、卵巣子宮内膜症性嚢胞の悪性化の診断

においては、MR拡散強調像で嚢胞内容液自体が高信号

に描出される場合があり、嚢胞内の高信号な充実部分

の検出が困難な場合がある。また、造影 MRI検査にお

いても T2および T1強調像の両者で嚢胞内容液が中〜

高信号を示すため充実部分の造影効果の判定が困難な

場合がある。今回、悪性の除外にMR造影サブトラクシ

ョン像が有用であった卵巣子宮内膜症性嚢胞の 2例を

経験した。自験例をもとに文献的考察を加え、卵巣子

宮内膜症性嚢胞の悪性化の診断について検討を行った。 

 

【症例】 

症例1は50歳、0妊0産、既往歴・家族歴に特記事

項なく、最終月経は受診 1週間前から開始し6日間で

終了した。月経痛の増悪を主訴に当科を受診し、内診

にて腹部の圧痛はなく、子宮は前傾前屈で可動性は良

好であった。経腟超音波で右卵巣に51.2×39.0mmの子

宮内膜症性嚢胞と思われる病変を認め(図 1)、嚢胞内

に充実部分の存在が疑われたため MRI検査を行うこと

とした。MR拡散強調像では、嚢胞内容の一部が高信号

に描出され充実部分の信号強度の判定が困難な部位も

認められた(図 2)。造影サブトラクション像では周囲

の信号が抑えられ、造影部分のみが描出されるため、

血流を伴う組織と伴わない組織が明瞭に区別された

(図3)。充実部分は凝血塊の可能性が高いものと考え、

年齢より閉経が近い可能性があるものと判断し、ディ

ナゲストによる逃げ込み療法を行うこととした。 

症例2は47歳、2妊2産で、既往歴・家族歴に特記

事項なく、最終月経は受診 2週間前から開始し 5日間

で終了した。人間ドックによる子宮癌検診の目的で当

科を受診したところ、約 1週間前からの左下腹部の違

和感と、時々不正性器出血を認めるとのことであった。

内診にて腹部の圧痛はなく、子宮は後傾後屈で可動性

は不良であった。経腟超音波で左卵巣に33.8×22.5mm

の子宮内膜症性嚢胞と思われる病変を認め(図 4)、嚢

胞内に充実部分の存在が疑われたため MRI検査を行う

こととした。MR拡散強調像では、嚢胞内容の一部が高

信号に描出され充実部分の信号強度の判定が困難な部

位も認められた(図 5)。造影サブトラクション像では

周囲の信号が抑えられ、造影部分のみが描出されるた

め、血流を伴う組織と伴わない組織が明瞭に区別され

た(図 6)。充実部分は凝血塊の可能性が高いものと考

え、症状、大きさも治療の適応はないと判断し経過観

察とした。同年5月27日の受診時には、37.3×25.3m

m と大きさはほぼ変化なく充実部分は不明瞭になって

いた。前回の診察時に認めた嚢胞内の充実部分は、や

はり凝血塊だったものと考えられ引き続き経過観察と

した。 

 

【考察】 

 子宮内膜症性嚢胞は約0.7%の頻度で卵巣癌を合併し、

年齢が 50 歳以上で有意に頻度が上昇するとされる 4)。

また、嚢胞径が3cm以下では卵巣癌発生率が0.0%であ

るが 4cmで 0.7%、10cmで 4.8%、15cm以上で 12.8%と

の報告 5)がある。産婦人科診療ガイドライン婦人科外

来編 20206)では、特に 40歳以上で長径 10cm以上ある

いは急速な増大を認める症例では組織学的検索を目的

とした卵巣摘出術も考慮する必要があると述べられて
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いる。しかし、20歳代でも 0.58%の卵巣癌合併率があ

り 4)、腫瘍径としても2.9cm7)、3.3cm8)での悪性化例の

報告もあるので、実地臨床の場では年齢、嚢胞径のみ

で悪性化を否定することはできず、個々の症例毎に患

者背景、臨床経過、画像所見等を踏まえて悪性化のリ

スクについて検討が必要であると思われる。産婦人科

患者の診察においては、ほとんどの場合まず最初に経

腟（症例によっては経腹）超音波が行われる。従って、

子宮内膜症性嚢胞の悪性化の診断においては、まず超

音波検査での評価がきっかけとなる。超音波検査で良

悪性を判断する際に参考となる所見としては、急な増

大、嚢胞内の充実部分の存在、内容液のエコー輝度の

低下などがあげられる 9)10)11)。さらに充実成分の評価と

して、血流の存在、多発、表面不整、振動による波動

がみられないこと、月経周期による充実部分の消失・

縮小がみられないこと、嚢胞の腹側に充実部分が存在

すること、充実部分の高さが 1.5cm以上、充実部分の

縦横比>0.9、などが悪性化を強く疑う所見であると考

えられる 10)11)。超音波で悪性が疑われた場合には、さ

らに腫瘍マーカー、MRI検査が考慮される。MRI検査に

よる卵巣腫瘍の悪性診断としては、振動による波動を

除いた超音波による悪性診断の所見の他に、さらに充

実部分の拡散強調像における信号強度・ADC値、嚢胞内

容液の ADC値などの所見が加わる。卵巣癌の診断にお

ける ADC値の有用性については、充実成分の評価にお

いては否定的な報告 1)3)12)も多く、自験例でも有用性は

見出せていない（データ未発表）。従って、MR拡散強調

像で高信号を示す充実部分がなければ悪性を否定する

有力な根拠の一つとなるが 3)、高信号部分が存在して

も悪性とは確定はできない。卵巣子宮内膜症の悪性化

における充実部分の鑑別診断で問題となるのは凝血塊

が多く、Tanaseら 7)は良性の充実部分 42例中 33例 7

8.6%が凝血塊で、atypical featureが3例7.1%、ade

nofibroma、fibrothecoma、papillary proliferation

がそれぞれ2例4.8%であったと報告している。従って、

凝血塊と卵巣癌における充実部分を鑑別できれば、充

実部分を認める症例の約 80%で悪性化を否定できるこ

とになる。しかし、凝血塊はMR拡散強調像で高信号を

示す場合があり、腫瘍性の充実部分との区別が困難な

場合もある。嚢胞内容自体もMR拡散強調像で高信号に

描出される場合があり、充実部分の高信号と区別がつ

かない場合もある。MRI で凝血塊と腫瘍性充実部分を

鑑別するもう一つの方法として造影検査が考えられる。

しかし、卵巣子宮内膜症性嚢胞においては嚢胞内容自

体が T2およびT1強調像の両者で中〜高信号を示すた

め充実部分の造影効果の判定も不明瞭な場合がある。

MR造影サブトラクション像は、造影部位以外の信号を

抑えるため、造影効果を示す部分のみが高信号に描出

され、血流を伴う腫瘍性充実部分と伴わない凝血塊が

容易に判別可能となる。腫瘍性充実部分の検出を行っ

た後にさらに悪性の評価が必要となるが、fibroma、線

維性結合組織は拡散強調像で低信号を示すため MRIで

良悪性の鑑別診断が可能である。しかし、その他の充

実部分については MRIのみでの良悪性の判定は困難で

ある。腫瘍マーカーについては、従来より卵巣腫瘍の

悪性診断の補助として CA125が広く参考にされてきた

が、そもそも卵巣子宮内膜症性嚢胞において上昇する

ため悪性化の診断の補助としての有用性は低いとする

報告が多い 13)14)。2017年に、本邦でもROMAが卵巣悪性

腫瘍の診断補助等を使用目的として保険収載された。

CA125 の感度と HE4 の特異度を合わせ持つ腫瘍マーカ

ーとされており、CA125は卵巣内膜症性嚢胞で79.2%に

偽陽性が認められたのに対して、ROMAの偽陽性率は 4

1.7%、卵巣癌における偽陰性率はCA125では明細胞癌、

類内膜腺癌、漿液性腺癌の順に21.1%、7.1%、7.7%であ

ったのに対して、ROMAでは 26.3%、0%、7.7%であった

との報告 15)がある。卵巣子宮内膜症性嚢胞の診断の補

助としてのデータは乏しいが、我々はCA125よりROMA

の方が有用ではないかと考えている。PET-CTの有用性

について、SUVmaxのカットオフ値>4.0とした場合に、

感度75%、特異度100%、陽性的中率100%、陰性的中率

68.8%との報告 16)があり、検査費用が高価であることや

診断設備があるかどうかの問題があるが、症例を選択

して行えば有用であると思われる。以上をまとめて、

我々が現時点で考える卵巣子宮内膜症性嚢胞の悪性化

の診断アルゴリズムを図 7・8 に示した。MR 拡散強調

像で嚢胞内に高信号部分が認められなければ良性と考

えられる（低リスク）。嚢胞内に高信号部分があれば造

影 MR サブトラクション像で造影される充実部分の有

無を評価し、存在しなければ良性（低リスク）、存在す

れば悪性の可能性が否定できないので ROMA、PET検査

等でさらに悪性のリスクを評価する。本アルゴリズム

の有用性については、今後、さらに検討を重ねてゆき

たいと考えている。 
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図1 症例1の経腟超音波所見 

 右卵巣に、51.2x39.0mmの子宮内膜症性嚢胞と思われる病変を認め(矢印)、充実部分を疑わせる所見を伴ってい

た(矢頭)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 症例1のMRI所見 

 MRIでは、T2強調像(T2WI)、T1強調像(T2WI)、脂肪抑制T1強調像(FS T1WI)で高信号を示し子宮内膜症性病変

と思われ(矢印)、嚢胞内には充実部分が認められた(矢頭)。拡散強調像(DWI)では、嚢胞内の充実部分は低信号に

描出される部分と高信号の部分が存在した(矢頭)。造影脂肪抑制T1強調像(Gd FS T1WI)では、充実部分は造影効

果を示さない部分も一部に認められたが、大部分は嚢胞内容液も高信号のため造影効果の判別が困難であった。造

影サブトラクション像(Gd subtraction image)では、嚢胞内には造影される充実部分は認められなかった。 
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図3 症例1のMR拡散強調像と造影サブトラクション像の比較 

 T2 強調像(T2WI)では全周に充実部分を疑う所見が認められている(矢頭)。拡散強調像との融合画像(T2WI+DWI)

では充実部分が高信号に描出されているが(矢頭)、造影サブトラクション像(矢印)では嚢胞内には充実部分は認め

られなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4 症例2の経腟超音波所見 

 左卵巣に、33.8x22.5mm の子宮内膜症性嚢胞と思われる病変を認め(矢印)、充実部分を疑わせる所見を伴

っていた(矢頭)。 
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図5 症例2のMRI所見 

 MRIでは、T2強調像(T2WI)、T1強調像(T2WI)、脂肪抑制T1強調像(FS T1WI)で高信号を示し子宮内膜症性

病変と思われ(矢印)、嚢胞内には充実部分が認められた(T2WI 矢頭)。拡散強調像(DWI)では、嚢胞内の充実

部分は低信号に描出される部分と高信号の部分が存在した(矢頭)。造影脂肪抑制T1強調像(Gd FS T1WI)で

は、嚢胞内容液も高信号のため造影効果の判別が困難であった。造影サブトラクション像(Gd subtraction 

image)では、嚢胞内には造影される充実部分は認められなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6 症例2のMR拡散強調像と造影サブトラクション像の比較 

 T2強調像(T2WI)では充実部分を疑う所見が認められている(矢頭)。拡散強調像との融合画像(T2WI+DWI)で

は充実部分は低信号と高信号が混在して描出されているが(矢頭)、造影サブトラクション像(矢印)では充実

部分に造影効果は認めなかった。 
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図7 卵巣子宮内膜症性嚢胞の悪性化診断(試案) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8 卵巣子宮内膜症性嚢胞の悪性化診断後の管理方針（試案） 

 


