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自然退縮がみられた子宮体癌術後肺転移の１例
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悪性腫瘍の自然退縮は非常に稀である。今回，子宮体癌術後肺転移に対する化学療法中止後に，癌の自然退縮を認めた症例
を経験したので報告する。
症例は74歳，３妊３産。近医で子宮内膜細胞診class Ⅴ: adenocarcinomaを指摘され当院紹介受診。MRI検査にて子宮頸部浸
潤が疑われ，子宮体癌Ⅱ期相当の診断にて準広汎子宮全摘術，両側付属器切除術，大網部分切除術，傍大動脈～骨盤内リン
パ節郭清術を施行した。術後診断は子宮体癌ⅠA期，pT1apN0M0，clear cell carcinomaで術後の再発リスクは中リスクだ
が，患者希望により術後補助化学療法は行わなかった。術後１年で右中肺葉に増大する結節病変を２箇所認めた。胸腔鏡下
肺部分切除術施行し子宮体癌からのmetastatic carcinomaと診断した。胸腔鏡下手術１ヶ月後のCT検査にて多発肺結節影を
認めたため，子宮体癌術後肺転移の診断にてTC療法：Paclitaxel（60 mg/m２），Carboplatin（AUC 6）を開始した。TC療法
開始後より結節影の縮小を認めたが，11コース終了後にprogressive disease: PDとなり本人の希望で治療を終了した。TC療
法終了後６ヶ月のCT検査では結節影の増大を認めた。その後も無治療で経過観察していたが，TC療法終了後12ヶ月後のCT
検査で結節影の著名な縮小を認め，TC療法終了後18ヶ月後には結節影は消失し，TC療法終了後30ヶ月まで寛解を維持してい
る。

Spontaneous regression of a malignant tumor is defined as the partial or complete disappearance of primary 
or metastatic tumors in the absence of treatment. Here, we report a rare case of spontaneous regression of 
recurrent endometrial cancer. A 74-year-old woman underwent a modified radical hysterectomy with bilateral 
salpingo-oophorectomy, omentectomy, and pelvic and aortic lymphadenectomy for clear cell carcinoma of the 
endometrium. The clinical stage was 1A (pT1apN0M0). She refused postoperative adjuvant chemotherapy. 
Twelve months after the operation, she developed two masses in the lung. Thoracoscopic partial lung 
resection revealed recurrence of the endometrial cancer. One month later, she developed multiple masses in 
the lung and received chemotherapy with paclitaxel and carboplatin. Although the lung metastases shrank 
after 6 cycles of chemotherapy, their sizes increased after the 11th cycle. She hoped not to undergo further 
chemotherapy. However, 18 months after the termination of chemotherapy, the lung metastases shrank and 
disappeared. There have been no signs of tumor recurrence in the last 30 months. We encountered a rare 
case of spontaneous regression of recurrent endometrial cancer that was resistant to chemotherapy.
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緒　　　言

　悪性腫瘍の自然退縮は，無治療もしくは不十分な治療
にもかかわらず腫瘍の一部もしくは腫瘍全体が消失する
現象と定義される１）。その頻度は60,000人～100,000人に
１人と稀であり２），子宮体がんの自然退縮に関する報告
はこれまでに６例のみである。今回，我々は自然退縮が

みられた子宮体癌術後肺転移の１例を経験したので若干
の文献的考察を交えて報告する。

症　　　例

　患者は74歳，３妊３産。既往歴・家族歴に特記すべ
き事項はない。近医産婦人科で子宮内膜細胞診class Ⅴ: 
adenocarcinomaを指摘され当院に紹介受診となった。
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腫瘍マーカーはCA125 5.8 U/mL，CA19-9＜2.0 U/mL
であり上昇を認めなかった。MRI検査にて子宮体癌の頸
部浸潤が疑われ，子宮体癌Ⅱ期相当の診断にて準広汎子
宮全摘術，両側付属器切除術，大網部分切除術，傍大動
脈～骨盤内リンパ節郭清術を施行した。術後の病理組
織検査の結果，子宮頸部浸潤，筋層浸潤，脈管侵襲は認
めず，診断は子宮体癌ⅠA期，pT1apN0M0，clear cell 
carcinomaであり，再発中リスクであったが患者の希望
により術後補助化学療法は行わなかった。
　術後は３ヶ月毎にCT検査を施行し，術後６ヶ月まで
再発所見を認めなかった。術後９ヶ月で右中肺葉に２箇
所ほど結節影を認めたが，放射線科読影結果では炎症後
変化の可能性ありとのことであり経過観察とした。術後
１年で同部位の増大を認めたため（図１），確定診断目
的に外科にて胸腔鏡下肺部分切除術を施行した。術後の
病理組織学的検査において腫瘍は結節性病変であり，核
小体明瞭な異型核を有する明るい細胞やhob-nail状の異
型細胞が篩状～充実性あるいは乳頭状に増殖していた。
初回手術時標本と同様のclear cell carcinomaであり，
metastatic carcinomaと診断した（図２）。転移巣の病理
標本においてリンパ球などの炎症細胞浸潤は認めなかっ
た。

　初回手術後１年６ヶ月（胸腔鏡下手術後１ヶ月）の
造影CT検査において多発肺結節影を認めた（図３a）。
臨床経過から子宮体癌術後肺転移と診断し，TC療法：
Paclitaxel（60 mg/m２），Carboplatin （AUC 6）を開
始した。TC療法開始後より結節影の縮小を認めたが
（図３b），TC療法11コース終了後（初回手術後３年０ヶ
月）にPDとなった（図３c）。患者は更なる化学療法を
希望せず，３ヶ月毎または有症状時の再診とした。患者
はその後免疫療法を含めその他の治療は一切行なってお
らず，来院のたびに「抗がん剤をしなくてよくなったの
が，何より嬉しい」と言われ，治療前と同様に自分の好
きな趣味・旅行・食事をするといった日常生活を送って
いた。民間療法や食事療法など特別なことはされておら
ず，血液検査では血清アルブミン値やリンパ球比率など
栄養状態や免疫状態の変化を示す根拠は認めなかった。
　初回手術後３年６ヶ月（TC療法終了後６ヶ月）のCT
検査では，多発肺結節影の増大を認めた（図４a）。その
後も治療を行わずに経過観察をしていたが，初回手術後
４年（TC療法終了後12ヶ月）のCT検査で結節影の著名
な縮小を認めた。初回手術後４年６ヶ月（TC療法終了
後18ヶ月）には結節影は消失した（図４b）。その後消失
部位に再発所見を認めることなく，初回手術後５年６ヶ

図１　術後肺転移を疑うCT像
ａ． 初回手術後１年。右中肺葉に結節病変を認める。形状から炎症性変化と判断し，３ヶ月ごとのCT

フォローとなる。
ｂ． 初回手術後１年３ヶ月。結節病変は増大傾向であり，子宮体癌からの転移が疑われる。
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図２　初回手術時原発巣と肺結節病変の病理組織像（HE染色，×400）
ａ． 初回手術時原発巣：核小体明瞭な異型核を有する明るい細胞やhob-nail状細胞が増生。
ｂ． 肺結節切除病変：初回手術時原発巣と同様の病理組織像を示す。
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図３　子宮体癌術後肺転移のCT像
ａ． 初回手術後１年６ヶ月。右上肺葉に２箇所，右下肺葉に１箇所腫瘤性病変を認める。臨

床経過，肺部分切除病変の病理組織結果より，子宮体癌術後の多発肺転移と診断。
ｂ． TC療法６コース終了時。腫瘤性病変の縮小を認める。
ｃ． TC療法11コース終了時。腫瘤性病変は増大し，新規病変も認める。

図４　best supportive care後，子宮体癌術後肺転移のCT像
ａ．TC療法終了後６ヶ月。肺転移病変は増大を認める。
ｂ．TC療法終了後18ヶ月。肺転移病変は消失している。
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月（TC療法終了後30ヶ月）まで寛解を維持している。

考　　　案

　悪性腫瘍の自然退縮は非常に稀であり，その頻度は
60,000人～100,000人に１人と報告されている２）。Challis 
et al.が1900～1987年の間に世界中の文献から集積した
741例の悪性腫瘍の自然退縮症例をまとめた報告によ
ると，その頻度は腎臓がん，悪性黒色腫，神経芽細胞
腫，リンパ腫，白血病，網膜芽細胞腫，乳がんの順に
高く，これらのうち60%の症例が１年以上生存し，25%
の症例が５年以上生存したとされている３）。一方で子
宮体がんについての報告は極めて稀であり，PubMedで
キーワードを「spontaneous regression」，「endometrial 
carcinoma」として検索したところ，これまで６例の
みの報告である。この６例と自検例を含めた７例を
表に示す（表１）。年齢は33歳から80歳までであり，
組織型はendometrial adenocarcinomaが３例，clear 
cell carcinomaが２例，glandular-type carcinoma，
undifferentiated carcinomaがそれぞれ１例であり，全
例で子宮摘出術が行われていた。自然退縮部位は原発
巣，腹腔内病変，リンパ節，転移巣など様々であった。

腫瘍の発見から自然退縮と診断するまでの期間につい
ては，５週間～６年半と幅があった。退縮理由につい
て，Parker et al.は血小板増加症の既往を持つ患者にお
いて，血栓症が腫瘍壊死の要因となったと報告している
７）。Cheng et al.は家族や友人に囲まれたストレスの少な
い環境で，厳格な栄養管理，適度な運動，呼吸法などを
行うライフスタイル（Lim Lifestyle）を実践することで
腫瘍が退縮した可能性を報告している８）。Ishii et al.は
ストレスの少ない環境が体内の自然免疫を賦活化させ腫
瘍が退縮した可能性を報告している９）。しかし，いずれ
の報告においても退縮機序の特定には至っていない。
　悪性腫瘍の自然退縮の機序について，婦人科以外の分
野においてもこれまでに様々な考察や意見が述べられ
てきた（表２）２）４）。自然退縮を認めた肺多形癌，肺大
細胞癌において，腫瘍組織内にCD8陽性T細胞が高度に
発現し腫瘍傷害性に働いた可能性があるとの報告10）11）

や，自然退縮を認めた大腸癌においてCD４陽性T細胞が
高度に発現し，癌の微小環境を構成する細胞に影響して
癌の細胞死や腫瘍の退縮を惹起するとの報告12）13）があ
り，多くの論文で免疫学的機序が最大の要因である可能
性が高いと報告されている。また，その他の機序に関し
ても免疫応答が関連して複合的に退縮が惹起されるとの
報告が多い２）。しかし本症例では，肺転移病巣の病理検
査（HE染色）では炎症細胞の浸潤は目立たなかった。
CD8やCD４などの免疫染色はしていないので，あくまで
も推測に過ぎないが，手術時の肺転移病巣はその後の臨
床経過から増殖期にあると考えられ，がん免疫編集機構
において免疫からエスケープ（逃避相）していた状態で
あったのかもしれない。
　抗がん剤治療終了後，患者は治療前と同様に自分の好
きな趣味・旅行・食事をするといった日常生活を送り，
来院のたびに「抗がん剤をしなくてよくなったのが，何
より嬉しい」と微笑みながら発言され，抗がん剤治療の
ストレスから解放されたように見受けられた。これは

表２　悪性腫瘍自然退縮の原因

表１　子宮体がん自然退縮に関する報告
SR: spontaneous regression, CT: computerized tomography
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Cheng８）やIshii９）らが報告したライフスタイルに近似し
ており，健康的なストレスの少ない環境が自然免疫を賦
活化して，がんを排除相へと押し戻したことにより自然
退縮した可能性があるかもしれないが，明確な機序は依
然として不明である。

結　　　語

　非常に稀な，自然退縮がみられた子宮体癌術後肺転移
症例を経験した。その明確な機序は不明であるが，延々
と化学療法を続けることの是非について考えさせられ
た。
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