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子宮癌の診断にはコルポ診,細胞診,組織診
の三者併用が行われており,その中にあって細
胞診の診断価値は近年,鋭敏度,及び信頼度に
おいて高い評価がなされている.しかし,子宮
頚部癌においては満足すべき成績が得られてい
るものの,休部癌の正診率はいまだ低く,なお
一層の工夫を要する検査法といわざるを得ない.
なかでも胎盤由来の繊毛性疾患においては細胞診
断の困難さが一般的に強調されている.今回,
著者らは繊毛上皮腫(以下繊毛癌)の2例とそ
れと鑑別が困難であった不全流産の1例を経験
したので,それらの細胞診における問題点に若
干の文献的考察を加えて報告する.
症

例

症例1 :46歳,女性,農業, 7回経妊, 5回
経産
主訴:不正出血
家族歴,既往歴:特記すべきことなし
現病歴ならびに現症: 1983年1月より不正出
血が続き,同年4月子宮内膜掻雁で組織学的に
胞状奇胎(以下奇胎)と診断される.その後も
不正出血が続くため繊毛癌の疑いで婦人科へ入
院した.尿中HCGは1600IU/Lと高値を示し,
血清HCGβ‑サブユニットは1120NG/ML (正
常値は2.0NG/ML)で著しく高値を示していた.
これらの数値はその後も下降がみられず,繊毛

癌の診断のもとに単純子宮全嫡除術兼両附属器
摘出術が行われた.
摘出物の肉眼所見:子宮は手掌大で預管は軽
度に肥大しており卵巣には著変はみとめられな
かった.頬管内子宮口より外子宮口上部にかけ
て3× 2× 1cmの大きさの腫痛が後壁部に埋没
するようにみとめられた.また子宮休部におい
ても3個の血腫状の小旗癖がみられた.
細胞所見:手術時の擦過内膜細胞診は出血状
の背景に核の増大,多核,クロマチンの増量を
伴っており,胞体は厚く全体的に円型を呈して
いる.栄養膜上皮由来と思われる高度異型細胞
が散在性に出現している(Fig. 1).
組織所見:組織学的には栄養膜上皮が大小不
同や核異型を伴って筋層深部にまで浸潤してい
る.それらの栄養膜上皮は繊毛構造を喪失して
おり不規則な増生を示している(Fig.2).全体的
に周囲組織の破壊と出血の像が著明にみとめら
れchonocarcinomaと診断された.
症例2 :41歳,女性,教師, 6回経妊, 4回
経産.
主訴:不正出血
家族歴:父73歳で癌死
現病歴ならびに現症: 1982年3月奇胎の診断
のもとに子宮内膜掻鷹が施行された.以後,
1983年6月までは生理に変化はなかったが,そ
の後,不正出血が続いた.尿中HCG2000 IU/I
血清HCGβ‑サブユニット900 NG/MLで繊毛
癌と診断され,単純子宮全嫡除術兼左附属器摘
出術が行われた.
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Fig. 1 Microphotographs show atypical trophoblastic cells in smears scraped from the surgical
specimen (case 1). Note the large cells with thick cytoplasm, and large hyperchromatic nuclei.
There are necrotic materials and blood suggesting a hemorrhage in the background (Pap.'s stain,
×400).

Fig. 2

Microphotograph of tumor in case 1. Trophoblastic cells of variable sizes and shapes are

infiltrating into the endomyometrium (HE, × 200).
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摘出物の肉眼所見:子宮は手掌大よりやや大 隈細胞が比較的重積性の配列を示して出現して
きく,子宮休部前壁筋層内に赤褐色調の驚卵大 いた・個々の細胞は大小不同が著しくグロマナ
の腫癌が認められた.
ンの増量を伴っており高度な異型性を示してい
細胞診所見:手術時の腰痛捺印スメアで栄養 る(Fig. 3).

Fig. 3

Microphotograph of cytologic smears in case 2.

The atypical pleomorphic trophoblastic cells with hyperchromatic nuclei show overlapping ar‑
rangement (Pap.'s stain, × 400).

組織所見:大小不同,不規則な配列を伴った

とめられず,子宮筋層では筋線経は破壊されて

高度異型栄養膜上皮が筋層深部まで浸潤性増殖
を示している(Fig.4).基質を伴う繊毛構造はみ

壊死に陥り,腫場内および周囲組織の出血像が
みとめられChoriocarcinomaと診断された.

Fig. 4 Microphotograph of the tumorin case 2. Shows a marked invasive growth of trophoblastic
cells into the endomyometrium (HE, × 200).
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症例3:48.嵐女性,店員, 6回経晩
主訴:少量の出血,貧血

4回縫産

家族歴,既往歴:特記すべきことなし.
現病歴ならびに現症: 1982年12月自然流産,
その後も不正出血が続き貧血を指摘される.
1983年8月不正出血が一週間続き妊娠反応陽性
のため不全流産として子宮内膜掻雁を受けた.
初診時の尿中HCG 2000 IU/Lの高値と病理組織
学的検査にて繊毛癌が疑われ(Fig.5),手術目的
のため婦人科へ入院となる.単純子宮全摘除術
兼附属器摘出術が行われた.
摘出物の肉眼所見:子宮は手掌大の大きさで

Fig. 5

内膜の表面はスムースであり腫痕を思わせる所
見はみとめられなかった.
細胞所見:初診時の内膜掻脚こよって得られ
た標本で核の増大,クロマチンの増量を伴った
大型の栄養膜細胞がみとめられる.しかし,核
辺縁の肥厚は著明で大小不同を伴っており,核
の増大しているにもかかわらず核・細胞質比は
さほど大きくない(Fig.6).
組織所見:問質は浮性状で毛細血管の拡張,
充血がみられ,いわゆる流産後の子宮内膜に似
た所見を呈しており腫場を思わせるような変化
はみとめられなかった.

Microphotograph of curettaged tissue specimen in case 3. Note proliferation of

trophoblastic cell. (HE, × 200).

Fig. 6
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Microphotograph of touched smears of the curettaged material in case 3.

Note the atypical trophoblastic cells with hyperchromatic nuclei (Pap.'s stain, × 400).
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繊毛癌の細胞診学的検討
考

察

婦人科悪性腫癌の頻度をみると子宮癌,卵
巣癌,外陰癌,腹痛,子宮肉腫となっており,

細胞の大小不同が著明でクロマチンは増加し,
粗大頼粒状を示すといわれている10)また,破
杏,繊毛癌と進むにつれてtrophoblastの細胞異
型が増すのでsyncytial trophoblastとcytotro‑

卵管痛についで比較的,繊毛癌は少ないもの
とされている.1)繊毛癌は通常妊娠後に生じ胎
盤繊毛細胞に由来する悪性隆場として位置づ
けられており 2)3)現在では奇胎,破壊性奇胎

phoblastの所見を組み合わせることによってあ
る程度の組織像を推定できるとする報告10)や,

(以下破奇)後に高頻度に発生するといわれ
ている 4)5)奇胎,破寄がはたして腫壕なのか単
なる繊毛細胞の嚢胞化なのかは異論の多いところ
であるが,現在のところでは奇胎は良性腰痛,
破奇は境界悪性腫壕,繊毛癌を悪性腫場とする
立場が一般的に認められており,臨床的にも

るとする意見もある.9)一方,小幡ら8)はcyto‑
trophoblastの計測的見地から大きさ,核の変
化,クロマチンの構造の状態を奇胎と破奇の別
に計測しているがいずれも大きな差はないと報
告している.著者らの経験した症例の材料の採
取方法による細胞の出現の仕方をみると症例1
の内膜擦過細胞診を用いた繊毛癌例では, tro‑

この立場に立って診断,治療が行われている.
現在,それら繊毛性疾患の診断には諸種の検査
′法が駆使されており,なかでも病変の性格を最
終的に決定する手段として病理学的検査が大き
な比重を占めることはいうまでもない.しかし,
病変を正確に決定づける病理検査にしても診断
が容易でないものが多い.組織学的に奇胎,破
杏,繊毛癌の鑑別は細胞異型の程度に加えて繊
毛構造の有無が決め手となるが繊毛の確認には多
数の切片が必要な場合があり,掻偶材料からの
確定診断は特に困難である.事実,鎮痛や体癌
に比べるとfalse negativeおよびfalse posi‑
tiveの両者も少なくなく,細胞診や組織診におい
て繊毛癌と診断されたものの中に単なるtropho‑
blastの遺残にすぎないものから, syncytial
endometoritisなどの良性疾患などである場合が
決っして少なくないと思われる.6)正常妊娠,自然
流産,奇胎,破奇,繊毛癌等の繊毛性疾患の細
胞学的研究がなされているが7)8)これら繊毛性
疾患の相互の細胞判定基準は確立されていない.
奇胎,破奇,繊毛癌は細胞診で鑑別が可能とす
る報告や形態学的にはまったく差がないとする
報告がある.8)しかし,一般的に繊毛性疾患に出

各trophoblastの出現の多寡および,それらの
巨大性,異型性の差などが相互鑑別の要点であ

phoblastが孤立散在に出現しており,症例3の
内膜掻佃で得られた流産例では細胞配列は敷石
状の平面的配列を示し,部分的に孤立散在性に
出現しているところがみられ,症例1と同様な
所見を呈していた.一方,症例2の腫癌捺印スメ
アにおいては,症例1. 3とは対象的に垂積性
を示す細胞集塊が多数みられ, trophoblastの
増殖性がみとめられた.繊毛癌例での背景はい
ずれも出血状で壊死を伴っており,それらtro‑
phoblastの核クロマチンは増量し,粗頼粒状,
tll毒K‑‑ォi‑ もり. fVJ、休u下口珊モーzh ‑ ∴ ‑‑Ij
の流産例でも大小不同がみられ,クロマチンは
増量し,細頼粒状,細網状であり,核小体は不
明瞭であった.両者における,それらのtropho‑
blast には重積性,大小不同性が著明であるこ
と以外は特に大きな鑑別点は見出せず,各種繊
毛性疾患のtrophoblastには大差はないと考え
られる.このように繊毛性疾患の組織学的ない

現するSyncytial trophoblastは正常のものよ
り細胞の大きさや形が不規則で核小体が出現し,

し,細胞学的にみた鑑別上の困難性の第1の原
因としては正常のtrophoblstに浸潤性の性格
が備っていることや,細胞異型や配列異型が通
常でも認められることなどが考えられる6)ll)12)
つまり,癌細胞の条件たる浸潤性,細胞異型,
配列異型などが正常のtrophoblastでも認めら

核クロマチンも粗頼粒状で濃縮し,核内微細構
造が不明瞭なことがない. cytotrophoblastの
異型性はさらに強く,全体的に多形性が著しく,

れるので過剰診断を生む大きな原因として考え
られる.このように繊毛細胞の持つ特異な形態
上の特徴からして細胞の形態変化を手かかりに
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して同定する細胞診においては繊毛性腫場の細
胞診断にはある程度の限界がみられるが,しか
し,繊毛癌は特異な細胞発育がみられ,子宮腔
内には常に凝血,壊死組織がみとめられること
や,伊藤ら13)の提唱している診査掻雁材料の組
織診断の繊毛癌診断目標を考慮すれば細胞診に
おいてもある程度の組織推定が可能であると思
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(6)伊藤治英,田中忠夫:流産繊毛性疾患の生検と
病変について一繊毛癌の見方と診断のつけか

繊毛性疾患の細月包診断学的診断基準はいまだ
確立されておらず,それらの細胞診断学の応用
には不定的な見方も少なくない.臨床的には
HCGの定量や超音波診断が多く馬区便されてお
り細胞診を利用する必要性は決っして多いと思
われないが,子宮癌のスクリーニングの意味や
奇胎,破奇に続発すると思われる繊毛癌‑の
followupには臨床的にも大きな意味があり,
細胞診は決っして欠かせないものと思われる.
今回,著者らは組織学的に繊毛癌と診断された
2例と繊毛癌が強く疑われた不全流産の1例に
ついて病理細胞学的に検討をしてみた tropho‑
blast の特異な形態上の特徴からして細胞診断
学的にはある程度の困難性を生じるが,細胞異
型度は勿論のこと,それに加えて繊毛細胞の集
団性,それらtrophoblastの種類の多寡,凝Bl
壊死の有無,そして脱落膜の変化等の二次的変
化を考慮すればある程度の細胞学的診断も不可
能ではないと考える.
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The results of cytological examinations of two choriocarcinomas and one material of incomplete
abortion are discussed about the points of differential diagnosis of these diseases.
The specimens for the cytological examinations were obtained by scraping from the cut surfaces
of the surgically removed materials. The smears revealed many number of abnormal cells which are
distributed as scattered single cell or gathering. The abnormal cells had large and thick cytoplasm
and hyperchromatic nuclei which were lobulated or multinucleated and they were diagnosed as
atypical trophoblasts. In the background, there were necrotic materials and abundant red blood cells.
These findings of the cytological examinations were diagnostic for choriocarcinoma.
On the other hand, another smears obtained from the materials of uterine curettages also
revealed hyperchromatic cells resembled to those found in choriocarcinoma. Then the patient was
suspected a choriocarcinoma at first based on the results of cytological examination. However, the
later histological examination of the resected uterus did not show any malignancies and the case was
finalmy diagnosed as incomplete abortion.
This experience lead us to the conclusion that the establishment of definite diagnosis of
choriocarcinoma or abortion is difficult by a cytological examination amone.

