
ことも大事かと思います。
　池脇　質問の症例は確かに生理周期
に関連して症状が出たり、おさまった
りするということですが、ストレスも
関係しているということでした。スト
レスがさらにそういった症状を増悪さ
せることもあるのでしょうか。
　佐藤　もちろんです。
　池脇　そうすると、こういった症例
に関しては、不定愁訴と片付けずに、
微小循環も含めた狭心症あるいは不整
脈も念頭に、きちんとした診断と治療
が必要ということですね。
　佐藤　そうですね。
　池脇　ちなみに、この方は40代です
から、あと10年近く経つと更年期にな
り、女性ホルモンの分泌が恒常的に枯

渇すると症状はむしろおさまってくる
のでしょうか。変わらないのでしょう
か。
　佐藤　60代半ばぐらいまではホルモ
ンが不安定なため、微小循環狭心症は
動脈硬化に起因する狭心症よりは早い
時期に出てきます。ただ、予後は一般
の狭心症（動脈硬化性）と違い、心筋
梗塞や脳卒中になることは少ないこと
が知られています。
　池脇　そうはいっても、まあ心臓で
はないでしょうと門前払いされ、自分
で悩むという方も多いでしょうから、
そういう点では心臓のことに関しては
きちんと診ていくことが必要ですね。
　佐藤　そのとおりだと思います。
　池脇　ありがとうございました。

杏林大学産科婦人科学教授
小　林　陽　一

（聞き手　山内俊一）

　女性の腹部エコーをする折、卵巣のう腫を認めることがあります。壁の一部
肥厚、不整形等、悪性とも思われる所見が一部に認められる場合、血液検査で
の腫瘍マーカー（CA19-９、CA125、CEA等）で100％悪性の判定ができるもの
でしょうか。ご教示ください。

＜福岡県開業医＞

卵巣のう腫と腫瘍マーカー

　山内　小林先生、まず、卵巣のう腫、
良性と悪性の鑑別のところから教えて
いただきたいのですが。
　小林　鑑別は形態学的なものが一番
確実だと思います。具体的にいいます
と、超音波です。超音波は簡単にすぐ
できますし、しかも超音波の所見を見
ると、だいたい悪性か良性かがわかる
ことが多いですから、まずそれを行っ
て、補助的な診断として腫瘍マーカー
を行う。あるいは、はっきり腫瘍とし
てののう腫があるのであれば、MRI等
の検査を行うという手順になると思い
ます。
　山内　良性と悪性、これはかなりは
っきり分かれたものなのでしょうか。
それとも、ほかの臓器で時々あります

けれども、良性が悪性化するといった
種類のものなのでしょうか。
　小林　基本的には良性と悪性は、は
っきり分かれるものですけれども、卵
巣のう腫の種類によっては、がん化す
ることが知られているものが幾つかあ
ります。
　山内　有名なものとしてはどのよう
なものがありますか。
　小林　有名なものには、いわゆる子
宮内膜症性のう胞、チョコレートのう
腫といわれるものが、一部がん化する
ことが知られていますし、あと成熟の
う胞性奇形腫、若い女性に一番多いタ
イプの良性の卵巣のう腫ですけれども、
これも例えば年齢が50歳を超えてくる
と、がん化することが知られています。
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が大きいと隅々まで見るのが難しいこ
とがあるので、MRIを撮って、すべて
の断面を確認することが必要になると
思います。
　山内　一方では、やはり経過観察は
必要なのでしょうね。
　小林　一部の方はがんになっていく
こともあるので、経過観察は必要だと
思います。
　山内　具体的にはどのぐらいの間隔
で超音波を勧められるのでしょうか。
　小林　特に決まったものはないので
すけれども、だいたい３～４カ月、少
なくとも半年に１度は経過を見ていっ
たほうがいいと思っています。
　山内　数年経って落ち着いているよ
うだったら、少し間遠にしてもいいと
いう感じでしょうか。
　小林　そうですね。年に１回とか、
少し間を空けてもよいかと思います。
　山内　この質問の核心のところです
けれども、腫瘍マーカーに関しては、
先生はどのマーカーを推奨されますか。
　小林　卵巣のがんの鑑別に関しては、
CA125という腫瘍マーカーが随分前か
ら使われていますけれども、いまだに
これをしのぐものはありません。です
から、一番当てになるのはCA125とい
うことになると思います。
　山内　CA125がベストとして、特異
度、感度はいかがでしょうか。
　小林　CA125は非常に卵巣がんの診
断には有用なのですけれども、がんで

なくても高くなる。例えば、子宮内膜
症とか、あるいは月経中とか、いろい
ろなほかの良性疾患において高くなる
ことがけっこうあるのです。ですから、
感度、特異度ともだいたい70～80％ぐ
らいといわれています。
　山内　今の話ですが、月経中に上が
るのですか。
　小林　はい。
　山内　それですと特に健康診断など
では少し問題になるときがありますね。
　小林　健康診断でCA125を測られる
施設もありますけれども、それを行う
場合には必ず月経の時期を外していた
だきたいと思います。
　山内　そのほかに、のう胞もどきみ
たいなもので上がるといったこともあ
るのでしょうか。
　小林　チョコレートのう腫、あるい
は子宮内膜症などがあると高くなりま
す。
　山内　形態上、鑑別が非常に難しい
もので高値になっているときは、なか
なか判断が難しいこともあるのですね。
　小林　そういう場合に関しては判断
に迷うこともありますので、やはり
MRIを撮って確認することが必要にな
ると思います。
　山内　ほかのがんの腫瘍マーカーと
同様に、実際に診断に使うよりも、例
えば手術などを行って下がって、また
上がってこないかとか、そういった経
過観察の方で非常に有用と考えてよい

　山内　言葉上の話ですが、卵巣のう
胞と卵巣のう腫、これはイコールと考
えてよいのでしょうか。
　小林　基本的にはイコールと考えて
よいと思いますが、これは個人の解釈
になってしまうかもしれませんが、の
う胞というのは卵巣に水がたまって腫
れている状態、のう腫というのは腫瘍
ということです。ですから、機能的な、
一時的な卵巣のう胞は、のう胞になる
と思います。
　山内　ほぼ良性と考えてよいのです
ね。
　小林　そうです。
　山内　そこでまた戻りますが、先ほ
どファーストチョイスはエコーと考え
てよいということでしたが、具体的な
悪性を示唆する所見はどのようなもの
でしょうか。
　小林　悪性を示唆する所見は、基本
的には卵巣ののう腫の中に、例えば隔
壁といって壁が幾つかできたりするこ
とがあります。その壁が一部不整形に
厚くなっている、肥厚しているとか、
あるいは隔壁がたくさんない場合でも、
のう胞の内側に突出してくるような形、
壁在結節と呼ばれていますが、それが
乳頭状で非常に不整な形をしたものが
飛び出てきている所見があると、悪性
を疑うことになると思います。
　山内　ほぼがんであろうということ
ですね。
　小林　そうですね。

　山内　あと、ほかの臓器ののう腫・
のう胞系でよくいわれるのはサイズで
す。サイズで悪性が疑われるというの
はほかの臓器で多いのですが、こちら
はいかがですか。
　小林　卵巣のう腫の場合は大きさで、
例えば大きくなればなるほどがんであ
るということは、基本的にはあまりな
いです。ただ、先ほど少し話した成熟
のう胞性奇形腫の場合は、例えば年齢
が50歳を超えて大きなものがあると、
もうすでにがん化しているのではない
かと疑いますけれども、最初に見つけ
たときに、大きいからがんとは、必ず
しもサイズだけでは当てはまらないと
考えます。
　山内　かなり大きくなってきた場合
は手術適応になるのでしょうね。
　小林　そうですね。基本的には５～ 
６㎝ぐらいを超えたものに関しては、
所見として良性だと考えられても、一
応手術を念頭に検査を進めていきます。
　山内　このスクリーニング的な超音
波で、かなりの情報が得られると考え
てよいですか。
　小林　そうですね。今、超音波の精
度もだいぶ高くなっていますし、超音
波でかなりの部分、良性・悪性の鑑別
はつくと思います。
　山内　次のステップは、確認として
はMRIとなるのでしょうか。
　小林　そうですね。超音波も全断面
がなかなかとらえきれない。特に腫瘍
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が大きいと隅々まで見るのが難しいこ
とがあるので、MRIを撮って、すべて
の断面を確認することが必要になると
思います。
　山内　一方では、やはり経過観察は
必要なのでしょうね。
　小林　一部の方はがんになっていく
こともあるので、経過観察は必要だと
思います。
　山内　具体的にはどのぐらいの間隔
で超音波を勧められるのでしょうか。
　小林　特に決まったものはないので
すけれども、だいたい３～４カ月、少
なくとも半年に１度は経過を見ていっ
たほうがいいと思っています。
　山内　数年経って落ち着いているよ
うだったら、少し間遠にしてもいいと
いう感じでしょうか。
　小林　そうですね。年に１回とか、
少し間を空けてもよいかと思います。
　山内　この質問の核心のところです
けれども、腫瘍マーカーに関しては、
先生はどのマーカーを推奨されますか。
　小林　卵巣のがんの鑑別に関しては、
CA125という腫瘍マーカーが随分前か
ら使われていますけれども、いまだに
これをしのぐものはありません。です
から、一番当てになるのはCA125とい
うことになると思います。
　山内　CA125がベストとして、特異
度、感度はいかがでしょうか。
　小林　CA125は非常に卵巣がんの診
断には有用なのですけれども、がんで

なくても高くなる。例えば、子宮内膜
症とか、あるいは月経中とか、いろい
ろなほかの良性疾患において高くなる
ことがけっこうあるのです。ですから、
感度、特異度ともだいたい70～80％ぐ
らいといわれています。
　山内　今の話ですが、月経中に上が
るのですか。
　小林　はい。
　山内　それですと特に健康診断など
では少し問題になるときがありますね。
　小林　健康診断でCA125を測られる
施設もありますけれども、それを行う
場合には必ず月経の時期を外していた
だきたいと思います。
　山内　そのほかに、のう胞もどきみ
たいなもので上がるといったこともあ
るのでしょうか。
　小林　チョコレートのう腫、あるい
は子宮内膜症などがあると高くなりま
す。
　山内　形態上、鑑別が非常に難しい
もので高値になっているときは、なか
なか判断が難しいこともあるのですね。
　小林　そういう場合に関しては判断
に迷うこともありますので、やはり
MRIを撮って確認することが必要にな
ると思います。
　山内　ほかのがんの腫瘍マーカーと
同様に、実際に診断に使うよりも、例
えば手術などを行って下がって、また
上がってこないかとか、そういった経
過観察の方で非常に有用と考えてよい

　山内　言葉上の話ですが、卵巣のう
胞と卵巣のう腫、これはイコールと考
えてよいのでしょうか。
　小林　基本的にはイコールと考えて
よいと思いますが、これは個人の解釈
になってしまうかもしれませんが、の
う胞というのは卵巣に水がたまって腫
れている状態、のう腫というのは腫瘍
ということです。ですから、機能的な、
一時的な卵巣のう胞は、のう胞になる
と思います。
　山内　ほぼ良性と考えてよいのです
ね。
　小林　そうです。
　山内　そこでまた戻りますが、先ほ
どファーストチョイスはエコーと考え
てよいということでしたが、具体的な
悪性を示唆する所見はどのようなもの
でしょうか。
　小林　悪性を示唆する所見は、基本
的には卵巣ののう腫の中に、例えば隔
壁といって壁が幾つかできたりするこ
とがあります。その壁が一部不整形に
厚くなっている、肥厚しているとか、
あるいは隔壁がたくさんない場合でも、
のう胞の内側に突出してくるような形、
壁在結節と呼ばれていますが、それが
乳頭状で非常に不整な形をしたものが
飛び出てきている所見があると、悪性
を疑うことになると思います。
　山内　ほぼがんであろうということ
ですね。
　小林　そうですね。

　山内　あと、ほかの臓器ののう腫・
のう胞系でよくいわれるのはサイズで
す。サイズで悪性が疑われるというの
はほかの臓器で多いのですが、こちら
はいかがですか。
　小林　卵巣のう腫の場合は大きさで、
例えば大きくなればなるほどがんであ
るということは、基本的にはあまりな
いです。ただ、先ほど少し話した成熟
のう胞性奇形腫の場合は、例えば年齢
が50歳を超えて大きなものがあると、
もうすでにがん化しているのではない
かと疑いますけれども、最初に見つけ
たときに、大きいからがんとは、必ず
しもサイズだけでは当てはまらないと
考えます。
　山内　かなり大きくなってきた場合
は手術適応になるのでしょうね。
　小林　そうですね。基本的には５～ 
６㎝ぐらいを超えたものに関しては、
所見として良性だと考えられても、一
応手術を念頭に検査を進めていきます。
　山内　このスクリーニング的な超音
波で、かなりの情報が得られると考え
てよいですか。
　小林　そうですね。今、超音波の精
度もだいぶ高くなっていますし、超音
波でかなりの部分、良性・悪性の鑑別
はつくと思います。
　山内　次のステップは、確認として
はMRIとなるのでしょうか。
　小林　そうですね。超音波も全断面
がなかなかとらえきれない。特に腫瘍
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でしょうか。
　小林　その絶対値だけでがんの診断
はできませんので。ただ、手術前に腫
瘍マーカーが高い症例に関しては、術
後治療後の経過観察においてその推移
を見ることは非常に重要だと思います。
　山内　値としてかなり高いから、こ
れはがんに違いない、とまでは言えな
いのでしょうか。
　小林　1,000を超えるような値が出て
きた場合には極めてがんの可能性が高
くなると思います。ただ、そういった
極めて高値を示す場合にも、がんでな
いこともまれにあるので、やはり注意
が必要だと思います。
　山内　最後に治療がらみの話になり
ますが、一応、良性・悪性に分かれる
といっても、大きさも重要で、最後は
手術のようですが、これは非常にデリ
ケートな問題で、摘出するかしないの
か。卵巣は２個あるといっても、なか
なか悩むところが多いと思うのですが、
いかがでしょう。
　小林　先ほども少しお話ししたよう
に、サイズとして５～６㎝を超えるよ
うなものに関しては、実際取ってみる
と、がんが混じっていることもありま

すので、そういった場合には手術を勧
めます。そのときには超音波とかMRI
とか、あるいは腫瘍マーカー、そうい
った検査結果を総合的に判断します。
特に問題になるのは若い女性で、妊娠、
出産を希望されているような方は、２
つあるものを１つ取っても機能として
は変わらないのですけれども、そうは
いっても、妊娠には少し不利になるの
で、なるべく残してあげたい、そうい
う手術をしたいということはあります。
十分その辺を検討して、まず良性に間
違いないということであれば、残す手
術を選択することになると思います。
　山内　最近よく行われている、念の
ために腹腔鏡でどこか組織をかじり取
るとか、そういったことはあまりされ
ないのでしょうか。
　小林　本当に診断のためだけに中を
のぞいて組織を取る、非常に進行した
がんなのだけれども、どうも原発巣が
はっきりしないという場合には行うこ
とはあるかもしれません。しかし基本
的に、例えばのう腫の一部の生検とい
うのはがんの場合には禁忌になってい
ますので、診断としてはいたしません。
　山内　ありがとうございました。

順天堂大学泌尿器科准教授
和久本　芳　彰

（聞き手　山内俊一）

　尿路感染症の尿細菌培養についてご教示ください。
　検体として当然、抗菌薬の使用前の尿（早朝尿）が望ましいでしょうが、外
来では、抗菌薬を経口あるいは点滴注射などですでに使用している患者さんを
診ることがよくあります。そのような患者さんでは、細菌培養はやっても無駄
でしょうか。何か他に策はありますでしょうか。

＜大分県開業医＞

尿細菌培養

　山内　外来では抗菌薬をすでに使用
している患者さんを診ることがありま
すが、そういった例での細菌培養は無
駄でしょうかという質問です。これは
現実問題としては非常によくある話か
と思われますが、この場合は死んでし
まった菌を見ることになってしまうと
考えてよいでしょうか。
　和久本　そうですね。結果としては
陰性という回答になるかと思いますが、
これが必ずしも無駄になるわけでもあ
りません。
　陰性でも症状が残っている場合もあ
りますし、またその症状が軽くなって
いる、もしくは消失しているのか、か
えって悪くなっているのかで治療と効

果の判断は変わります。また培養検査
は絶対ではありません。
　いずれにしろ、抗菌薬投与の前後で
尿検査を行うことが望ましいのですが、
その際はできれば沈渣をみていただけ
ればと思います。ただ一般のクリニッ
クでは、その場で結果を得ることは難
しいことが多いと思いますので、定性
検査に頼ることになります。症状、尿
検査の結果、培養の結果を合わせて総
合的に判断をしていきます。
　また原因となる菌が耐性菌であった
り、たまたま処方した抗菌薬に感受性
がない場合には、培養検査の結果も陽
性で返ってくることがありますので、
抗菌薬投与後であっても尿培養は出し
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