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術後の経過観察にMRI検査（DWIBS法）の併用が有用であった 
子宮体部脱分化癌の１例
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子宮体部脱分化癌は55～95％で再発する予後不良な悪性腫瘍である。MRI検査によるdiffusion-weighted whole body imaging 
with background suppression（DWIBS）法は，広範囲のDWI撮像法であり，造影剤の使用や被曝がなく全身の腫瘍性病変や
腫瘍活性の評価，病変の治療効果判定が可能である。子宮体部脱分化癌の術後の経過観察にDWIBS法を併用した症例を報告
する。
症例は56歳，未妊。不正出血があり前医受診し，子宮体癌疑いで当科紹介となった。組織診では高異型度子宮内膜間質肉腫
が疑われた。CT検査およびMRI検査で，頸部浸潤および左外腸骨～内腸骨リンパ節領域の腫大を認めた。以上の診断で，準
広汎子宮全摘術，両側付属器摘出術，骨盤リンパ節生検を施行した。術後病理結果は子宮体部原発の脱分化癌であり，摘出
リンパ節にも転移を認めた。術後４週に造影CT検査およびDWIBS法にて，仙骨節に転移の出現を認めた。術後補助化学療法
（mTC療法）を６サイクル施行し，２サイクル後のDWIBS法では仙骨節転移は縮小，４サイクル後のDWIBS法では不明瞭
化し，６サイクル後のPET-CTおよびDWIBS法では消失していた。以後３ヶ月毎にDWIBS法，１年毎にPET-CTを併用し，
術後１年２ヶ月再発なく経過している。
担癌患者の術後の経過観察には造影CT検査やPET-CTにMRI（DWIBS法）を併用することで，造影剤の使用や被曝，医療費
を抑えられ，頻回の検査が可能である。

Dedifferentiated carcinoma of the uterus is a malignant tumor with a poor prognosis. Diffusion-weighted whole-body 
imaging with background body signal suppression (DWIBS) is a broad-spectrum DWI technique that can evaluate neoplastic 
lesions and tumor activity throughout the body without contrast or radiation exposure. We report a case of a patient with a 
dedifferentiated carcinoma of the uterus identified during postoperative follow-up using DWIBS.
A 56-year-old woman presented with suspected uterine cancer. Histological examination revealed high-grade endometrial 
stromal sarcoma. The patient underwent surgery; results of the pathological test showed a dedifferentiated carcinoma of 
the uterus, and lymph node metastasis was also noted. Four weeks after surgery, DWIBS showed metastasis in the sacral 
nodes. Six cycles of adjuvant chemotherapy were administered, and the sacral node metastasis became indistinct after four 
cycles of treatment and eventually disappeared on positron emission tomography-computed tomography (PET-CT) and 
DWIBS after six cycles of treatment. DWIBS was performed every 3 months, while PET-CT was performed every year, 
with no recurrence detected for 1 year and 3 months.
For postoperative follow-up of patients with carcinoma, contrast-enhanced CT and PET-CT combined with DWIBS can 
reduce the use of contrast, radiation exposure, and medical costs and enable frequent examinations.
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緒　　　言

　子宮体部脱分化癌は55～95％で再発する予後不良な
悪性腫瘍である１）。治療後の経過観察期間において，
画像検査の頻度については一定の見解はない。MRI検
査によるdiffusion-weighted whole body imaging with 
background suppression（DWIBS）法は，広範囲の
MRI拡散強調画像（DWI: diffusion weighted image）撮
像法であり，造影剤の使用や被曝がなく全身の腫瘍性病

変や腫瘍活性の評価，病変の治療効果判定が可能であ
る２）。当院ではPET-CT検査を行うことができず，施行
するためには紹介しなければならないため，婦人科悪性
腫瘍の全身検索に対して，積極的にMRI検査（DWIBS
法）を施行している。子宮体部脱分化癌術後の画像検査
にMRI検査（DWIBS法）を併用した症例を報告する。

症　　　例

症例：56歳，163cm，49kg
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妊娠分娩歴：０妊
既往歴：アトピー性皮膚炎
家族歴：父 胃癌，肝細胞癌，母 膵臓癌
現病歴：不正出血を主訴に前医受診され，子宮体癌疑い
で当科紹介初診。子宮は鶏卵大で両側付属器は触知せ
ず，頸管内に腫瘤を触知した。直腸診で傍腟結合織は軟
であった。経腟超音波検査では，子宮内腔に充満する腫
瘤を認め，頸管方向に連続していた。頸部細胞診，内膜
細胞診は類内膜癌のG3や混合癌（類内膜癌と神経内分

泌腫瘍）が疑われ，内膜組織診では壊死傾向の強い腫瘍
組織であり，high grade endometrial stromal sarcoma
（HG-ESS）が疑われた。CT検査，MRI検査では子宮内
腔に腫瘍が充満し子宮頸部浸潤を認めた。子宮体部筋層
浸潤はあるものの，子宮漿膜面までの浸潤は明らかでは
なかった。また骨盤リンパ節に腫大を認めた（図１）。
LDHや腫瘍マーカーの上昇は認めなかった。
　以上よりHG-ESSの骨盤リンパ節転移と術前診断
し，準広汎子宮全摘術，両側付属器摘出術，骨盤リ

図１　術前画像検査
造影CT検査では子宮内腔を占有する軟部腫瘤影あり，子宮頸部にも連続的に見られる。漿膜浸潤は見られ
ない（Ａ）。造影MRI検査（Ｂ），T2強調像（Ｃ）でも同様の所見であった。左内腸骨リンパ節の腫大を認め
た（Ｄ）。

図２　HE染色
類内膜癌G1成分を認め（Ａ，Ｂ），大部分は未分化癌（undifferentiated carcinoma: UC）であった（Ｃ，Ｄ）。
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ンパ節生検を施行した。摘出標本による病理組織所見
は，一部に類内膜癌G1成分を認め，大部分は未分化
癌（undifferentiated carcinoma: UC）に相当するN/C
比が大きく，核異型の強い，類円形の大型核を持つ中
型の腫瘍細胞が充実性胞巣を形成していた（図２）。
部分的には紡錘形の腫瘍細胞が混在しており，リンパ
管侵襲像も伴っていた。免疫組織化学ではUC領域は
EMA陽性，AE1/AE3陰性，CAM5.2陽性，NSE陰性，
chromogranin A陰性，synaptophysin一部陽性，ER陰
性，PgR陰性，vimentin陽性，p53陽性であった（図３）。
　以上より子宮体部原発の脱分化癌と診断された。摘
出リンパ節にも転移を認めFIGO（2008） stage ⅢC1， 

TNM分類pT1bN1M0となった。洗浄腹水細胞診は陽性
であった。またMSI検査を提出したところ，MSI-High
であった。
　術後補助化学療法として，mTC療法（PTX 180mg/m2，
CBDCA AUC6）を６サイクル施行する方針とし，術後
４週に造影CT検査を施行したところ，明らかな病変は
指摘されなかった。しかし，当科で婦人科悪性腫瘍の全
身評価として積極的に使用しているMRI検査（DWIBS
法）を同時に施行したところ，仙骨リンパ節に高信号を
認めた。再度前述の造影CT検査を確認したところ，同
部位の仙骨リンパ節に腫大を認め，転移と診断した（図
４）。mTC療法２サイクル後のDWIBS法では仙骨リン

図３　免疫組織化学
UC成分領域ではEMA，CAM5.2，vimentin，p53は陽性，synaptophysin一部陽性，他はすべて陰性だった。

図４　術後４週の画像検査
造影CTでははっきりとはしないが，DWIBS法では高信号を呈するリンパ節が同定できた。



286 Vol.70 No.2宇山　拓澄・田中　教文・藤田真理子・三浦　聡美・坂下　知久

パ節転移は縮小，４サイクル後のDWIBS法では不明瞭
化した。６サイクル後にDWIBS法およびPET-CT併用
し確認したところ，病変は消失していた（図５）。以後
３ヶ月毎にDWIBS法，１年毎にPET-CTを併用し，術
後１年２ヶ月再発なく経過している。

考　　　案

　婦人科領域において，脱分化癌という概念は，2006年
にSilva et al. ３）が“UC成分に加え，分化型内膜癌が混
在する腫瘍”と提唱した。子宮体癌取り扱い規約病理編
第４版によると，UC成分の特徴は，腫瘍細胞は大きさ
が小型から中等大でほぼ均一であり，充実性シート上増
殖を示す。腺管構造，索状配列あるいは胞巣形成は見ら
れない。核分裂が多数認められ，凝固壊死を伴っている
ことが多いとされている。鑑別診断に低分化型の類内膜
癌（G3），神経内分泌癌，悪性リンパ腫，高異型度子宮
内膜間質肉腫などが挙がる。免疫組織化学的に，UC成
分はcytokeratin，EMAなどの上皮性マーカーが陽性を
示す。ただし，ごく一部で見られるか，弱い反応しか示
さないこともある。わずかに神経内分泌マーカーが陽性
となることがある。Vimentinに関しては未分化癌など
の多形性を示す上皮性腫瘍でもしばしば陽性となる１）。
本症例において，UC成分の組織像は特徴と一致し，
免疫組織化学は上皮性マーカーが陽性であり，一部で
synaptophysinが陽性であった。類内膜癌G1成分も混在
しており，脱分化癌の定義を満たしていた。
　脱分化癌の予後については，55～95％で再発する予
後不良な悪性腫瘍であるとされている１）。stage Ⅰでも

数ヶ月で死亡している例や，stage Ⅲでも３年以上生存
している例もある４）。遠隔転移部位に関しても，リンパ
節，卵巣，大網，腹膜，肝臓，肺への転移が多いが，骨
転移，脳転移，副腎転移の報告もある。術後数ヶ月で
多臓器転移を来した例や，急速な転帰をたどる例もみ
られ，脱分化癌は浸潤性が高く，予後不良であるといえ
る５）。本症例でも術後４週に仙骨リンパ節転移を認め，
急速な進行が疑われた。再発や多臓器転移の早期発見，
および早期介入が必要と考え，頻回の画像検査が必要と
判断し被曝や造影剤を必要としないDWIBS法を用いた。
　DWIは，水分子の拡散現象の多価を検出し画像のコ
ントラストに用いる撮像法で，特に，急性期脳梗塞の診
断に広く用いられてきた。悪性腫瘍は細胞密度が高い組
織のため拡散運動が低下し，高信号を呈することから，
2004年にTakahara et al.がDWIBS法と呼ばれる全身撮
像法を開発した。以降，体幹部への応用が進み，様々な
癌腫，その転移巣の検出，また病巣の活動性評価や治療
効果判定に使用されている２）。
　子宮内膜癌の再発診断に関してPET-CTは有用で，
感度：96～100％，特異度：78～88%と報告され，CT検
査/MRI検査の感度：85％，特異度：86％に対して優れ
ており，follow upに有用である６）７）。悪性腫瘍の遠隔転
移評価に関して，DWIBS法とPET-CTは同等の成績で
あると報告されている８）９）。Bin et al.のメタアナリシス
によると，DWIBS法は感度：89.7％，特異度：95.4％，
PET-CTは感度：89.5％，特異度：97.5％と同等の結果で
あった10）。以上より再発診断についてもDWIBS法は有
用であると考えられる。加えて，DWIBS法は治療経過

図５　ｍTC療法６サイクル後の画像検査
DWIBS法，およびPET-CTを併用したが，DWIBS法での高信号域や，PET-CTでの集積は見られなかった。
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中繰り返し施行可能で，放射線被曝がなく，造影剤投与
不要，さらに造影CT検査，PET-CTより安価であり，
医療費の軽減が可能である11）12）。リンパ節転移の同定に
関して，骨盤領域は消化管，血管等が密に存在している
ため，CT検査やMRI検査ではコントラストの差が少な
く，認識できず見落とす頻度が高い。DWIBS法ではこ
の部位のリンパ節を高コントラストで描出可能であり，
他の画像検査と比較して認識しやすく，見落としを補う
可能性がある。しかし，DWIBS法の主な使い方はリン
パ節存在診断であり，PET-CTのように腫大リンパ節の
良悪性を診断するまでには至っていない。良悪性のリン
パ節も混在して描出されてしまい，鑑別が必要となるた
め，同定したリンパ節を従来使用されていた，T1，T2
強調像，ダイナミックスタディー，造影T1強調像，高
精細のCT画像，PET-CTも併用し判断することが必要
となる13）。
　本症例では，術後に撮像した造影CT検査では，仙
骨リンパ節転移の指摘を撮像当初はされなかったが，
DWIBS法を撮像したところ，仙骨リンパ節に高信号を
指摘できた。後方視的に造影CT検査画像を確認したと
ころ，腫大を認めた。周囲の組織や血管とのコントラス
トがはっきりせず，指摘が難しかったと考えられる。
　脱分化癌は予後不良な癌腫であり，治療後も頻回の
画像検査でのフォローアップが必要と考えられた。
DWIBS法を用いることで，造影CT検査やPET-CTと異
なり，造影剤の使用や被曝なく頻回に施行することがで
きた。化学療法後の経過観察で，３ヶ月毎にDWIBS法
を，１年ごとにPET-CTを用い，経過観察期間中も再発
所見なく経過している。再発した場合にもDWIBS法は
感度が高い検査であるため，早期発見にも寄与すると思
われる。しかし，高信号を呈した場合でも，必ずしも再
発とはいえないため，他の画像検査も併用しながら用
いることが現時点では望ましいと考えられる。DWIBS
法をどう活用するかは今後の検討課題である。また，
DWIBS法は，現状では当院でも限られた放射線技師し
か撮像できないが，今後多くの病院に普及することが望
まれる。

結　　　語

　DWIBS法は経過観察中の全身検索に利用することが
できる。担癌患者の術後の経過観察には造影CT検査や
PET-CTにDWIBS法を併用することで，造影剤の使用
や被曝を抑えられ，頻回の検査が可能である。
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