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重複癌の診断に至った若年子宮体癌の１例
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【緒言】
若年女性の子宮体癌では卵巣癌との重複癌の症例が数例報告されている。今回子宮体癌と卵巣癌の重複症例を経験したため
報告する。
【症例】
（既往歴）甲状腺機能亢進症（家族歴）母：大腸癌，父：骨髄異形成症候群，母方祖父：大腸癌，母方伯父：肺癌，母方伯母：
膵臓癌
（経過）35歳。X年，不妊治療中に類内膜癌Grade 1を認め当院紹介となる。MRI・CT検査で筋層浸潤，転移所見を認めず。
妊孕性温存を希望され，ヒスロンH®内服を開始した。６か月後の子宮鏡検査は異常を認めず，不妊治療継続した。X＋２
年，不妊治療中に子宮内膜異型増殖症を認め，当科紹介となりヒスロンH®を再開した。内服再開から３か月後の組織診で類
内膜癌Grade 1を認め，根治術を提示した。重複癌の可能性もあり卵巣摘出についても提案，子宮全摘術，両側付属器切除を
施行した。
（術中所見）両側卵巣に肉眼的異常所見なし。
（病理検査）Uterine corpus cancer, endometrioid carcinoma, G1, Ovarian cancer, endometrioid carcinoma, G1: both ovaries
術後ホルモン補充療法を開始した。化学療法施行するもアレルギー症状のため完遂できず。術後１年経過するも再発所見を
認めず外来管理中である。
【考案】
ガイドラインでは45歳以下の子宮体癌では29％で卵巣癌との重複症例を認めていると報告がある。若年女性の子宮体癌では
卵巣温存を選択した場合には通常よりも慎重な経過観察が必要になると考えられる。
【結語】
若年女性の子宮体癌を診療する際には常に重複癌の可能性を念頭に置きつつ治療に当たる必要がある。

Double cancers have been reported in several young women with primary endometrial cancer. Herein, we 
report a case of double cancer in a 35-year-old woman with primary endometrial cancer. She had undergone 
infertility treatment for 10 years and was diagnosed with grade 1 (G1) endometrial carcinoma. Magnetic 
resonance imaging and computed tomography showed no evidence of myometrial invasion or metastasis. 
She was treated with medroxyprogesterone acetate. A hysteroscopy performed 6 months later showed no 
malignant findings. Two years after the initial diagnosis, atypical endometrial hyperplasia was diagnosed 
and the medroxyprogesterone acetate was restarted. A histological examination performed 3 months later 
revealed G1 endometrial carcinoma. We performed total hysterectomy and bilateral adnexal resection 
owing to the possibility of double cancer. A histopathological examination revealed G1 uterine corpus 
endometrial cancer and bilateral G1 ovarian endometrial cancer. Due to an allergy, we could not complete the 
chemotherapy. No recurrence was reported until 1 year postoperatively. Secondary ovarian cancer reportedly 
occurs in 29% of endometrial cancer cases in women aged < 45 years. If ovarian preservation is chosen during 
endometrial cancer surgery, more careful follow-up is necessary. Therefore, clinicians must consider the 
possibility of multiple cancers in young women with endometrial cancer.
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緒　　　言

　子宮体癌は閉経前後の女性に見られる悪性疾患であ
り，多くは不正性器出血を主訴に医療機関を受診し，診
断される。近年，食生活やライフサイクルの変化などに
より増加傾向にある。2018年の全国がん登録のデータに
よると2018年に子宮体癌と診断された症例は17089例で
あり，2010年の40480例と比較し増加傾向にある。2010
年の統計と比較して，35～44歳での発症も10349例から
12902例と増加している１．２）。このような若年発症の子
宮体癌の場合には，妊孕性温存や卵巣機能の温存が問題
となってくる場合がある。若年発症では卵巣癌を併発す
る重複癌となる頻度が高いと言う報告もある３．４）。45歳
以下の子宮体癌では17例中５例（29%）４）に，閉経前の
子宮体癌102例中26例（25％）に卵巣腫瘍を合併してい
る５）という報告もあり，45歳未満での発症の場合，注
意して経過を見ていく必要がある。
　今回30歳代で子宮体癌を指摘され，妊孕性温存を行っ
たものの再発し，根治術を施行し最終診断では卵巣癌と
の重複癌と診断された子宮体癌症例を経験したため報告
する。

症　　　例

主訴：子宮内膜組織診異常
現病歴：35歳，未経妊。X年前医にて不妊治療中に，経
腟超音波検査で子宮内膜ポリープを疑う所見を認めた。
子宮鏡下に組織診を施行したところ，類内膜癌Grade 1
の診断だった。X年11月に精査加療目的に当院紹介受診
となった。
家族歴：母：大腸癌，父：骨髄異形成症候群，母方祖父：
大腸癌，母方伯父：肺癌，母方伯母：膵臓癌
生化学検査：CA125は9.0U/mlで正常範囲，その他異常
所見なし（表１）。

画像検査：造影MRI検査では明らかな子宮内膜肥厚，子
宮筋層浸潤は認めない。両側付属器にも異常所見は認め
ない（図１）。
子宮鏡検査：左卵管角付近に隆起性病変を認めた（図２
A）。
病理検査：子宮内膜組織検査にて類内膜癌 Grade 1が検
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検査項目 単位

総蛋白 7.2 g/dL
アルブミン 4.6 g/dL
AST（GOT） 16 U/L
ALT（GPT） 13 U/L
LD（LDH） 178 U/L
ALP 124 U/L
γ-GT(γ-GTP) 18 U/L
CK(CPK) 116 U/L
尿素窒素（UN) 11 mg/dL
クレアチニン 0.54 mg/dL
尿酸（UA) 4.9 mg/dL
ナトリウム（Na) 143 mEq/dL
クロール（CL） 107 mEq/dL
カリウム（K) 3.7 mEq/dL
カルシウム（Ca） 9.7 mEq/dL
総コレステロール 180 mg/dL
グルコース 86 mg/dL
白血球数 5630 /μL

赤血球数 484 ×10
4
/μL

ヘモグロビン 14.7 g/dL
ヘマトクリット 44.3 %

血小板数 21.1 ×10
4
/μL

MCV 91.5 fL
MCH pg
MCHC 33.2 %
プロトロンビン（秒） 11.2 秒
プロトロンビン（%） 119.8 %
PT-INR 0.94
活性化トロンボプラスチン時間 29.1 秒
フィブリノーゲン 201 mg/dL
CA１２５ U/ml
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表１：初診時血液検査
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図１：初診時MRI画像
△が子宮内膜であるが，子宮内膜の肥厚，筋層浸潤は認めない。

単純MRI（T2WI） 造影MRI
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出された。
病歴経過：妊孕性温存の希望があり，類内膜癌Grade 1
であることや，画像検査では明らかな子宮筋層への浸潤
所見を認めなかったことから，子宮体がん治療ガイドラ
インを参照し，妊孕性温存を行った。高用量酢酸メド
ロキシプロゲステロン（Medroxyprogesterone acetate: 
MPA）療法として，ヒスロンH®600mg/日で内服を開
始した。内服開始後３か月，６か月で子宮鏡検査を行
い，腫瘤消失を確認した（図２B）。腫瘤を認めた左卵
管角付近の子宮内膜生検を行うも，悪性所見は認めな
かった。当院一旦終診とし，紹介医にて不妊治療を継続
とした。半年毎に子宮鏡検査を行い，再発初見がないか
経過観察を行った。X＋１年２月，当院初診時と同様の
場所に隆起性病変を認め，組織診を施行した。明らかな
悪性所見は認めなかったが，その６か月後の再検査では
子宮内膜異型増殖症の診断となったため，X＋１年12月
に再度当院へ精査加療目的に紹介となった。
　子宮内膜異型増殖症の診断で，再度MPA療法とし
てヒスロンH®600mg/日で内服開始した。３か月後の
X＋２年２月に子宮鏡検査を施行し，左卵管角近傍に表
面粘膜の不整な隆起性病変を認めた（図２C）。組織診
を施行し，類内膜癌Grade 1の診断であり，再発と診断
した。MPA療法を行ったものの，病変の消失が得られ
ず，病理所見の悪化も認めたことから，根治治療として
の子宮摘出を提案した。本人のセカンドオピニオンの希
望があり，がんセンターを受診。子宮摘出の際には併せ

て付属器切除を勧められた。
　子宮体癌ⅠA期と診断し，腹式単純子宮全摘術，両側
付属器切除を施行した。肉眼所見では既知の腫瘤病変を
認める以外に明らかな異常所見は認めなかった（図３）。
　病理検査では左卵管角付近の隆起性病変は子宮内膜の
みに限局していたが，両側卵巣よりごく小さな範囲で類
内膜癌G1を認めた（図４）。子宮病変は内膜に限局して
おり，筋層浸潤，脈管侵襲は認めず，子宮外への浸潤の
可能性は極めて低いと考えられた。組織学的にも子宮内
膜から検出された組織像と，卵巣から検出された組織像
に類似性が乏しいことから，卵巣転移とは判断しなかっ
た。両側卵巣の組織像には類似点が多く認め，子宮体癌
ⅠA期（TNM分類　pT1aNxM0），卵巣癌ⅠB期（TNM
分類　pT1bNxM0）の重複癌と診断した。
　卵巣摘出を施行したためエストロゲン補充療法を開始
した。重複癌であったことから，今後の治療選択につ
いて，再度セカンドオピニオン目的にがんセンター受
診，病期決定のためのstaging lapalotomyを行うか，化
学療法を行うかを提案された。手術希望はなく，術後化
学療法としてパクリタキセル・カルボプラチン療法を行
うこととしたが，両剤にアレルギー反応が出現したため
治療は完遂できていない。家族歴から家族性腫瘍症候群
が疑われたため，家族性腫瘍外来に紹介し，遺伝カウ
ンセリングを施行した。家族歴からはまずLynch症候群
を疑い，マイクロサテライト不安定性（maicrosatellite 
instability: MSI）検査を施行するも陰性だった。Lynch

A

B

C

図２：子宮鏡所見
（A）初回子宮鏡検査時　（B）MPA療法開始３か月後　（C）再発後，MPA療法再開３か月後

▲で示した腫瘤性病変を病理検査へ提出した。再発時はMPA療法３か月後にもかかわらず
腫瘤性病変の残存を認めた。青い矢印は左卵管角を示しており，（A）と（C）が同様の場
所であることが分かる。
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症候群，遺伝性乳癌卵巣癌症候群（hereditary breast 
and ovarian cancer syndrome: HBOC）の精査のため，
DNAミスマッチ修復（mismatch repair: MMR）遺伝子
検査，マルチパネル検査の遺伝子検査を施行したが，明
らかな異常所見は認めなかった。現在術後約１年が経過
しているが，再発所見はなく外来管理中である。

考　　　案

　的確な治療の提案・決定のためには正確な診断が必要
である。子宮体癌の標準治療に関して，子宮体がん治療
ガイドラインでは子宮全摘術，両側付属器切除，所属リ
ンパ節郭清を行い，進行期を決定することが推奨されて
いる。子宮内膜異型増殖症，もしくは子宮内膜に限局す
る類内膜癌Grade 1の子宮体癌において，基準を満たす

場合には妊孕性温存を考慮することが可能である６）。し
かし妊孕性温存を行う場合には，再発・増悪を早期に診
断するため厳格な経過観察を行うべきである。
　本症例では腫瘍が子宮底部に近く，また非常に小さな
ポリープ状の病変であるため，通常の子宮内膜組織診の
方法では，確実な検査が行えず偽陰性となる恐れがあっ
た。偽陰性を避けるために，また病変の再発がないこと
を確認するため，子宮鏡検査による経過観察の方針とし
た。異型ポリープ状腺筋腫に合併した子宮体癌の症例に
おいて，子宮鏡検査を用いることで鑑別に有用との報
告７）もあり，子宮体癌の症例に対する子宮鏡検査の有
益である。
　子宮内膜異型増殖症，筋層浸潤のない子宮体癌ⅠA
期相当の類内膜癌Grade 1において妊孕性温存を行った

⼦宮内膜右卵巣 左卵巣
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図３：摘出標本肉眼所見
△は子宮鏡で認めた腫瘤性病変である。卵巣には肉眼的異
常所見は認めない。

図４：組織病理検査
ヘマトキシリン・エオジン染色

組織学的には全て類内膜癌Grade 1であるが，子宮内膜と両側卵巣の病理学的所見に明らかな類似性は見られない。
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際にはMPAを用いたホルモン療法を施行する場合があ
る。MPA療法に関しては文献的報告では子宮内膜異型
増殖症，類内膜癌Grade 1では病変消失率55～82%であ
るが，再発率も38～57%と報告されており８），治療終了
後も再発には特に注意をする必要がある。本症例でも
MPA療法で一度良好な治療結果を得られたが，１年以
上経過してから再発を認めている。再発症例に対しても
初回治療と同様の治療効果を得られたとの報告９）もあ
るため，黄体ホルモン再投与のリスクを説明した上で再
度治療を行うことも考慮されている６）が，本症例では
再発時には治療効果を得られなかった。
　若年女性の子宮体癌，卵巣癌の重複症例では何らかの
遺伝疾患の関連が示唆されている。代表的な遺伝性疾
患としてはHBOCやLynch症候群があり，様々な悪性腫
瘍の合併の可能性がある。Lynch症候群は遺伝性非ポリ
ポーシス大腸がんとして知られていたが，大腸癌以外に
も子宮体癌や卵巣癌，胃癌，小腸癌，腎盂腎癌，尿管癌
などの悪性腫瘍の合併が知られている10）。
　Lynch症候群では，MMR遺伝子の異常が関与し発癌
に関連していると言われている。MMR遺伝子によっ
て，DNA複製時に起きる塩基配列のミスマッチを修復
できないため，MSIが発生し発癌関連遺伝子に変異が生
じるため発癌確率が上昇する。知られている遺伝子変異
としてはhMSH2，hMLH1，hMSH6，hPMS2の４つが
ある11）。
　遺伝性大腸癌診療ガイドラインにおいて，Lynch症候
群を診断するまでに大きく３つのステップを経ること
が推奨されている12）。家族歴や発症年齢などが改変アム
ステルダム診断（1998年），もしくは改訂ベゼスタ分類
（2004年）に当てはまるかを確認する。条件に当てはま
る場合に，腫瘍組織のMSI検査，MMRタンパク検査を
行い，陽性所見を認めた場合にはMMR遺伝子検査にて
遺伝子変異の検索を行い，確定診断を行う。
　改変アムステルダム診断基準の内容としては，３名以
上の血縁者がHNPCC関連がん（大腸癌，子宮内膜癌，
小腸癌，腎盂癌・尿管癌）に罹患しており，かつ下記の
５つの条件に当てはまる場合に診断される。①罹患者の
１名は他の２名の第１度近親者である。②少なくとも継
続する２世代にわたり罹患者がいる。③罹患者の１名は
50歳未満で診断されている。④家族性腺腫性ポリポーシ
スが除外されている。⑤がんの診断が組織学的に確認さ
れている。これら条件に合致する場合はLynch症候群の
可能性があり，と診断される13）。
　改訂ベゼスタ分類はLynch症候群の補助診断として，
MSI検査の施行する基準として作成された。下記のいず
れか１つが当てはまる場合にはMSI検査を施行すべきで
あるとされている。①50歳以下の大腸癌を発症した場
合。②年齢に関わらず，大腸癌およびLynch症候群関連

腫瘍を同時性・異時性に発症した場合。③60歳で診断さ
れた大腸癌で，病理的にMSI-Highの像を示す大腸癌。
④第１親近者が１人以上50歳未満でLynch症候群と診断
されている大腸癌症例。⑤年齢に関わらず，第２近親以
内の血縁者が２人以上Lynch症候群と診断されている場
合14）。
　本症例では改変アムステルダム基準，改訂ベゼスタ分
類共に当てはまる項目は認めなかった。しかし家族歴
からLynch症候群が疑われたためMSI検査を施行した。
MSI検査は陰性であったが，その他の遺伝性腫瘍の否定
はできず，MMR関連遺伝子検査とマルチパネル検査を
行った。こちらも有意な所見は認めなかったが，未知の
遺伝性腫瘍の可能性も考慮し慎重に経過観察を行う方針
とした。
　Lynch症候群の女性における，子宮体癌の罹患頻度は
40～60%，卵巣癌の罹患頻度は10～12％と報告15）があ
る。またLynch症候群の女性においては，大腸癌の罹患
率より子宮体癌の罹患率が高いという報告15）もある。
今後は若年子宮体癌患者の経過観察において，大腸癌な
どの他臓器悪性疾患の発生についても注意が必要である
と考える。しかしLynch症候群に対する治療法が現在は
確立しておらず，子宮体癌治療後は消化器癌の発生がな
いか内視鏡検査を密に行い，早期発見を目指すほかない
と考える。今後の遺伝子研究・治療の発展に期待したい。
　今回若年女性の子宮体癌，卵巣癌の重複症例を経験し
た。MPA治療中の経過観察の際に子宮鏡検査を併用す
ることにより，病変を直視下に確認した。病変を確実に
判断し，適切な時期での手術加療を提案できたと考え
る。妊孕性温存の希望がある子宮体癌症例の診療を行う
にあたり，病変の位置やサイズに応じて適切な経過観察
の方法を考える必要がある。
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