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第72回中国四国産科婦人科学会総会 

ならびに学術講演会

会　　期　　2019年９月21日（土）・22日（日）

会　　場　　米子コンベンションセンター
　　　　　　〒683-0043
　　　　　　鳥取県米子市末広町294
　　　　　　TEL：0859-35-8111

会　　長　　原田　省（鳥取大学医学部生殖機能医学分野　教授）

ホームページ　　https://www.jsog-cs72.net/

事　務　局 第72回中国四国産科婦人科学会総会ならびに学術講演会　運営事務局

 鳥取大学医学部生殖機能医学分野　女性診療科教室

 〒683-8504　鳥取県米子市西町36-１

 T E L：0859-38-6647

 FAX：0859-38-6649

 E-mail：obgyn@med.tottori-u.ac.jp





原稿募集のお願い

　現代産婦人科（中国四国産科婦人科学会雑誌）第68巻第１号（2019年11月発行予定）の原

稿を募集しております。

　応募者は，最新の投稿規定に従いご投稿ください。多数のご投稿をお願い申し上げます。

　また，該当地方学会におかれましては，地方学会欄の原稿もよろしくお願い申し上げます。

締切日　2019年６月30日（日）（必着）

＜送付先・問い合わせ先＞

〒700－8558

岡山市北区鹿田町２－５－１

岡山大学医学部産科婦人科学教室内

中国四国産科婦人科学会

TEL 086－235－7320（直通）

FAX 086－225－9570

E-mail　obgyn@cc.okayama-u.ac.jp

学会ホームページ　http://tyuushi-obgyn.jp/index.html

※ 締切りを過ぎますと，編集の都合上，次号にまわさせていただくことになりますので，

締切日は厳守くださいますようお願い申し上げます。
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（会　　　則）

第１条 本会は中国四国産科婦人科学会と称す。
第２条  本会は中国四国９県の産科婦人科学会より構成さ

れ，各県産科婦人科学会々員は本会々員となる。
第３条  本会は産婦人科学の進歩発展に寄与し，併せて会員

の親睦をはかることを目的とする。
第４条  本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
　　　　１）学術集会の開催。
　　　　２）機関誌の発行。
　　　　３）優秀論文の顕彰。
　　　　４）その他必要事業。
第５条 本会に次の役員を置く。
　　　　１）評議員　若干名 
　　　　　　 日本産科婦人科学会規約に依り選出された代議

員は，そのまま本会の評議員となる。
　　　　２）理　事　若干名
　　　　　　 各県の地方部会長および大学医学科の産科婦人

科領域の教授を理事とする。
　　　　３）会　長　１名　
　　　　　　 学術集会開催地の理事の中の１名がこれに当る。
　　　　４）監　事　２名　
　　　　　　 評議員会で選出され，会務を監査する。
　　　　５）幹　事　２名
　　　　　　 事務所に１名，開催地に１名とし会長がこれを

任命する。これら役員の任期は特に規定された
ものの他は，１ヵ年とする。但し，重任を妨げ
ない。

第６条 本会に名誉会員を置くことができる。
第７条  本会の運営は評議員会の審議を経て理事会がこれに

当る。
第８条  本会の運営に必要な経費は会員数に応じて各県産科

婦人科学会の分担とする。但し，学術集会に必要な
経費については，他に参加費を徴収するものとす
る。

第９条  本会則の改定は評議員会の議を経て総会に報告する
ものとする。

第10条 本会の事務所は当分の間
　　　　　〒700-8558岡山市北区鹿田町2-5-1
　　　　　岡山大学医学部産科婦人科学教室内に置く。

　　　　　　　　　　　　改定　昭和49. 10. 27
　　　　　　　　　　　　改定　昭和56. 10. 10
　　　　　　　　　　　　改定　平成21. ９. 27
　　　　　　　　　　　　改訂　平成22. ９. 19

（内　　　規）

第１条 機関誌の発行
　　　　１） 機関誌「現代産婦人科」の発行は毎年２回行

う。（２月と７月）
　　　　２）編集は本会事務所において行う。
　　　　３）刊行費は運営費によってまかなわれる。
　　　　４） 機関誌は各地方部会を通じて会員に配布され

る。
　　　　５） 原著掲載料として組上り６頁を越える印刷代及

び30部を越える別刷代は著者の負担となる。
　　　　６） 投稿規定は別に定める。
第２条 本会の運営
　　　　 本会は運営の円滑化を計るため，理事会の諮問機関

として次の委員会を組織する。
　　　⑴　委員会の種類
　　　　１）運営委員会
　　　　　　 委員会の設置改廃，日本産科婦人科学会，各県

産科婦人科学会，産婦人科医会との連絡，その
他本会の運営に必要な事項。

　　　　２）学術委員会
　　　　　　 学術集会に関すること。特に学術集会に関する

年次計画の作成，特別講演，シンポジウムの主
題の選択ならびに担当者の選定，学会賞（八木
賞）候補の推薦，公募臨床研究の選定。

　　　　３）編集委員会
　　　　　　 編集方針の検討立案その他機関誌発行に必要な

事項。
　　　　４）財務委員会
　　　　　　本会の予算，決算に関する事項。
　　　⑵　委員会の構成
　　　　　 委員会委員は原則として，評議員をあて理事会で

選考されるが必要により理事会の推薦するものを
加えることができる。委員長は理事の互選により
選出される。但し運営委員会は，会長を委員長と
し，前期並びに次期会長を副委員長とする。委員
会委員の任期は１ヵ年とし，重任を妨げない。各
委員会の定数は次の通りとする。

　　　　　　　運営委員会　若干名
　　　　　　　学術委員会　若干名
　　　　　　　編集委員会　若干名
　　　　　　　財務委員会　若干名
　　　　　※定数は理事会において検討
　　　⑶　委員会の運営
　　　　　 委員会は年１回総会開催時に行われる。委員長は

必要により臨時委員会を招集しあるいは通信委員
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会により，協議することができる。
第３条 学会賞（八木賞）の選定
　　　　１） 学会賞受賞の対象となる論文は過去２年間に本

学会機関誌「現代産婦人科」，The Journal of 
Obstetrics and Gynecology Research，あるい
はピアレビュー制度のある雑誌に印刷，公表さ
れたもので，かつ論文内容が中国四国産科婦人
科学会で既に発表されたものとする。　

　　　　　　 また，応募者は関連論文５編以内と履歴書を添
付する。

　　　　２） 学会賞に応募，又は推薦を希望するものは本学
会々員に限る。

　　　　３） 論文は単著，共著を問わない。但し共著の場
合，受賞対象者は筆頭著者１名に限る。

　　　　４） 審査は学術委員会がこれに当たるが，応募論文
題目は全評議員に公示されるものとする。

　　　　５） 応募者は論文別冊の指定部数を本学会総会開催
１ヵ月前までに本会事務所に送付する。

　　　　６） 学会賞受賞者数は原則として１名とする。受賞
者には賞状及び賞牌を授与する。

　　　　７） 学会賞受賞者には，次回の本学会学術講演会に
おいて受賞論文の内容について講演する機会を
与える。

第４条 中国四国産科婦人科学会名誉会員の選出
　　　　１） 本学会に対し特に功績のあった会員を名誉会員

として顕彰することができる。
　　　　２） 各県産科婦人科学会より理事会に申請され，理

事会がこれを審議する。そして評議員会と総会
で報告する。長らく各県産科婦人科学会の発展
に功労のあった会員がその対象となる。

　　　　３） 日本産科婦人科学会名誉会員および功労会員は
合同地方部会名誉会員となる。

　　　　４）名誉会員の会費は徴収しない。
　　　　５） 名誉会員には，名誉会員証を贈る。
第５条  運営費は当分の間，会員１人当り年間5,000円とし

て各県産科婦人科学会毎にとりまとめ，毎年９月ま
でに本会事務所に納入する。本会の会計年度は７月
１日より翌年６月30日とする。

第６条  本内規の改変は評議員会の議を経なければならな
い。

　　　　　　　　　　　　改定　昭和49. 10. 27
　　　　　　　　　　　　改定　昭和50. 10. 19
　　　　　　　　　　　　改定　昭和53. 10. 22
　　　　　　　　　　　　改定　昭和57. 10. ２
　　　　　　　　　　　　改定　平成３. ９. 28
　　　　　　　　　　　　改定　平成５. 10. 23
　　　　　　　　　　　　改定　平成８. 10. ５
　　　　　　　　　　　　改定　平成10. 10. 17
　　　　　　　　　　　　改定　平成15. ９. 19
　　　　　　　　　　　　改定　平成18. 10. ８
　　　　　　　　　　　　改定　平成21. ９. 27
　　　　　　　　　　　　改訂　平成22. ９. 19
　　　　　　　　　　　　改訂　平成29. ９. 24



会　長　　原　田　　　省（鳥取）

理　事　　苛　原　　　稔（徳島）　京　　　哲　　（島根）　工　藤　美　樹（広島）

　　　　　下　屋　浩一郎（岡山）　杉　野　法　広（山口）　杉　山　　　隆（愛媛）

　　　　　秦　　　利　之（香川）　原　田　　　省（鳥取）　前　田　長　正（高知）

　　　　　増　山　　　寿（岡山）　　　

監　事　　岩　部　富　夫（鳥取）　江　尻　孝　平（岡山）　　

幹　事　　谷　口　文　紀（鳥取）　鎌　田　泰　彦（岡山）　　

委員会委員名

運営委員会　　委員長　原　田　　　省（鳥取）　　　

　　（副）杉　山　　　隆（愛媛）　増　山　　　寿（岡山）　　

　　　　　谷　口　文　紀（鳥取）　早　田　　　桂（岡山）　　

学術委員会　　委員長　原　田　　　省（鳥取）　　　

　　　　　苛　原　　　稔（徳島）　京　　　哲　　（島根）　工　藤　美　樹（広島）

　　　　　下　屋　浩一郎（岡山）　杉　野　法　広（山口）　杉　山　　　隆（愛媛）

　　　　　秦　　　利　之（香川）　原　田　　　省（鳥取）　前　田　長　正（高知）

　　　　　増　山　　　寿（岡山）　　　

財務委員会　　委員長　増　山　　　寿（岡山）　　　

　　　　　池　谷　東　彦（愛媛）　岩　部　富　夫（鳥取）　江　尻　孝　平（岡山）

　　　　　金　崎　春　彦（島根）　内　藤　博　之（広島）　沼　　　文　隆（山口）

　　　　　濱　脇　弘　暉（高知）　藤　田　卓　男（香川）　安　井　敏　之（徳島）

編集委員会　　委員長　増　山　　　寿（岡山）　　　

　　　　　苛　原　　　稔（徳島）　杉　野　法　広（山口）　鎌　田　泰　彦（岡山）

中 国 四 国 産 科 婦 人 科 学 会
役員及び委員会（2018年9月24日～2019年9月22日）



（鳥取）伊　藤　隆　志　　岩　部　富　夫　　谷　口　文　紀　

（島根）金　崎　春　彦　　栗　岡　裕　子　　中　山　健太郎　

（岡山）鎌　田　泰　彦　　関　　　典　子　　中　塚　幹　也　　長谷川　雅　明

（広島）上　田　克　憲　　土　谷　治　子　　寺　本　秀　樹　　平　田　英　司

　　　　三　春　範　夫　　三　好　博　史　　村　上　朋　弘　　山　本　　　暖

（山口）田　村　博　史　　沼　　　文　隆　　藤　野　俊　夫　

（徳島）春　名　　　充　　前　川　正　彦　　安　井　敏　之　

（香川）金　西　賢　治　　田　中　宏　和　　藤　田　卓　男　

（愛媛）越　智　　　博　　矢　野　浩　史　　横　山　幹　文　

（高知）池　上　信　夫　　林　　　和　俊　　濱　脇　弘　暉　

中 国 四 国 産 科 婦 人 科 学 会
評　　議　　員（2018年9月24日～2019年9月22日）

（鳥取）長　田　昭　夫　　前　田　一　雄　　寺　川　直　樹　

（島根）北　尾　　　学　　宮　﨑　康　二　　小　村　明　弘　

（岡山）工　藤　尚　文　　河　野　一　郎　　近　藤　和　二　　堀　　　章一郎

　　　　本　郷　基　弘　　平　野　隆　茂　　武　田　佳　彦　　奥　田　博　之

　　　　平　松　祐　司　　　

（広島）大　濱　紘　三　　小　林　哲　郎　　藤　原　　　篤　　土　光　文　夫

　　　　絹　谷　一　雄　　平　林　光　司　　占　部　　　武　　吉　田　信　隆

（山口）加　藤　　　紘　　中　川　　　清　　西　村　博　通　　伊　東　武　久

（徳島）青　野　敏　博　　奈　賀　　　脩　　吉　本　忠　弘　　鎌　田　正　晴

　　　　三　谷　　　弘　　中　山　孝　善　　

（香川）猪　原　照　夫　　神　保　利　春　　半　藤　　　保　　沼　本　　　明

　　　　原　　　量　宏　　樋　口　和　彦　　

（愛媛）福　井　敬　三　　池　谷　東　彦　　

（高知）相　良　祐　輔　　玉　井　研　吉　　深　谷　孝　夫　

中国四国産科婦人科学会
名　誉　会　員



■名称について

中国四国産科婦人科学会機関誌は「現代産婦人科」，英文名はModern Trends in Obstetrics & Gynecology，
略号はMod Trends Obstet Gynecolとする。

■投稿について

１．本誌に投稿するものは共著者を含め原則として本会の会員に限る。
　　非会員の他科医師名を掲載する時は，単年度会費を事務局に納入する。
　　学生，初期研修医名を掲載する時は，１名につき1,000円を事務局に納入する。
２． 本誌は年３回発刊し，第１号の〆切は６月30日，第２号の〆切は12月25日とする。なお，Supplementは

学会抄録集とする。
３．本誌に投稿した論文の著作権は学会に所属する。
４．投稿論文は他誌に未発表のもので，それ自身で完結してなければならない。
　　続報形式のものは認めない。
５．投稿用語は和文とし，欧文は受け付けない。ただし，図表はこの限りでない。
６． オリジナル原稿１部，コピー（図表も含む）３部，保存CD，およびチェックリストを提出する。CDに

は筆頭著者名，使用コンピュータ（Windows, Macintosh）, 使用ソフト名を記載する。なお提出された原
稿およびCDは返却しない。

７． 掲載料は組上り６頁（概要，本文，図表，写真，文献を含む）までは，１万円とする。６頁を越える部
分の印刷に要する費用は著者負担とする。カラー写真の使用は著者負担とする。英文抄録は編集部で一
括して校正に提出し別途校正費用を請求する。

８． 別冊30部は無料とする。30部を越える別冊については送料を含め全額著者負担とする。これらの費用は
論文が掲載された時徴収する。

■原稿の採否について

１．原稿の採否は編集委員会で決定し, 事務局から通知する。
２．編集方針に従って，原稿の加筆，修正をお願いすることがある。

■論文の種類と原稿枚数

１． 論文の種類は原著，症例報告を主とし，総説，診療指針，内外文献紹介，学会関連記事，座談会記事等, 
編集委員会が承認したもの，あるいは依頼したものとする。

２．原稿の長さは図表も含め下記の通りとする。なお表題，概要，英文抄録は字数に含めない。
　　（原稿１枚400字で換算，図表は１点400字で換算のこと）
　　原著，総説：20枚　　　　症例報告：15枚
　　その他の原稿の長さは編集委員会の指示に従う。

■論文の書き方

１． 原稿はA4用紙に横書きでコンピュータ入力する。入力にはWord, Excel, PowerPointを使用すること。 

学 術 論 文 投 稿 規 程



他ソフトで入力時はテキストファイルで保存のこと。
　　査読のため各頁下に頁数，各頁左端に行番号を印刷すること。行番号は次の手順で設定できる。
　　　Windows：ページレイアウト→行番号
　　　Macintosh：書式→文書のレイアウト→その他→行番号
２．論文の記述の順序は，
　　１頁目：表題，所属，共著者名（日本語，英語），筆頭著者のメールアドレス
　　２頁目：概要（邦文800字以内）とキーワード（日本語５つ以内，英語５つ以内）
　　３頁目：英文抄録200語以内（double spaceで入力のこと）
　　４頁目以降に緒言，研究（実験）方法，研究（実験）成績，考案，文献，図，表の順に記載する。
　　図表は１頁に１枚ずつ貼り付け，説明をつける。
３．単位，記号はm, cm, mm, g, mg, μg, ℓ, ㎖, μℓ, ℃, pH, N, Ci, mCi, μCiなどとする。
４．英語のつづりは米国式とする（例：center, estrogen, gynecology）。
　　外国の人名，地名は原語のまま記載する。
５．学術用語は日本産科婦人科学科用語集および日本医学会の用語集に従う。
６． 文献の引用は論文に直接関係あるものにとどめ，文献番号を１，２，３，・・・と付ける。文献は著者名全
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腹腔内出血を併発し，卵巣腫瘍と鑑別を要した
有茎性漿膜下子宮平滑筋肉腫の一例

山本　暖・矢野　肇子・山本　梨沙・甲斐　憲治・田中　梓菜

福山医療センター　産婦人科

A case of pedunculated subserosal uterine leiomyosarcoma with hemoperitoneum

Dan Yamamoto・Hatsuko Yano・Risa Yamamoto・Kenji Kai・Azusa Tanaka

Department of Obstetrics and Gynecology, Fukuyama Medical Center

子宮平滑筋肉腫は，悪性度が高く，化学療法に対する感受性の低い，予後不良の悪性腫瘍である。腹腔内出血を来す症例
は，比較的まれである。腹腔内出血を来し，卵巣腫瘍との鑑別が困難であった有茎性漿膜下子宮平滑筋肉腫の一例を経験し
たので報告する。症例は46歳，未経妊で，２日前から持続する腹痛のため近医を受診し，CT検査で右付属器領域の腫大，肝
周囲とダグラス窩に腹水貯留を認め，同日当院へ救急搬送となった。MRI検査で11×９×５cmの多房性嚢胞性腫瘍を認め，
内部に造影効果を示す充実部分がみられたので，悪性の右卵巣腫瘍が疑われた。造影CT検査，PET-CT検査では骨盤内およ
び後腹膜リンパ節転移や腹膜播種の所見はみられなかった。血液検査でHb 11.6 g/dlと軽度貧血を認めたが，腫瘍マーカー
やLDHの上昇はみられなかった。初診から10日後に手術を施行した。開腹時，血性腹水を認めた。両側付属器は肉眼的に正
常であり，腫瘍は子宮底部から有茎性に発育していた。子宮腫瘍の術中迅速診断結果は子宮平滑筋肉腫であり，腹式単純子
宮全摘術および両側付属器切除術を施行した。肉眼的にリンパ節腫大，腹膜播種は認めなかった。永久標本でも同様の結果
で，腹水細胞診は陰性であった。子宮頸部や子宮外への進展はなく，ⅠB期と判断した。術後経過は良好であり，治療後２年
を超えても再発所見は認めていない。今回の経験から，血性腹水による腹痛が子宮平滑筋肉腫の初発症状となる症例がある
ことおよび有茎性漿膜下子宮平滑筋肉腫は卵巣腫瘍との鑑別が重要であることを認識した。

Leiomyosarcoma is known to show high-grade malignancy, low response to chemotherapy, and poor prognosis. 
We report a case of pedunculated subserosal uterine leiomyosarcoma with hemoperitoneum. A 46-year-
old-woman was transferred from the previous hospital to our hospital for the evaluation of abdominal pain 
with hemoperitoneum and an ovarian tumor found on computed tomography. Magnetic resonance imaging 
performed at our hospital revealed a cystic ovarian tumor with an enhanced solid part. The ovarian tumor 
was suspected to be malignant. No metastasis was found. The tumor was identified to be a pedunculated 
subserosal uterine tumor on laparotomy, and the pathologic diagnosis was leiomyosarcoma. Simple 
hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy were performed. The final diagnosis was leiomyosarcoma 
stage IB. The postoperative course was uneventful, and no recurrence occurred. This case demonstrates that 
it is important to know the findings of a hemoperitoneum. Moreover, it is necessary to make a differential 
diagnosis between an ovarian tumor and a uterine leiomyosarcoma.

キーワード：子宮平滑筋肉腫，腹腔内出血，卵巣腫瘍
Key words：leiomyosarcoma, hemoperitonium, ovarian tumor

緒　　　言

　子宮平滑筋肉腫は，悪性度が高く，化学療法に対する
感受性も低く，予後不良の悪性腫瘍である。腹腔内出血
を来す症例は，比較的まれである。腹腔内出血を来し，
卵巣腫瘍との鑑別が困難であった有茎性漿膜下子宮平滑
筋肉腫の一例を経験したので報告する。

症　　　例

【患者】46歳，未経妊　
【既往歴】幼少時から弱視　

【家族歴】特記事項なし
【現病歴】２日前から持続する腹痛のため前医を受診し
た。CT検査で骨盤内腫瘍，肝周囲とダグラス窩に腹水
の貯留を認め，同日当院に救急車で搬送となり，同日緊
急入院となった。
【入院時血液検査所見】WBC；12.2×103/μL，RBC；
3.69 ×106/μL，Hb；11.6 g/dl，Ht；35.6 ％，PLT；
279×103/μL，CRP；0.23mg/dl，TP；6.2 g/dl，T-Bil；
1.1 mg/dl，AST；19 IU/L，ALT；17 IU/L，LDH；
169 IU/L，ALP；122 IU/L，CRE；0.62 mg/dl，UA；
6.3 mg/dl，BUN；15 mg/dl，Na；140 mmol/L，K；
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4.3 mmol/L，Cl；106 mmol/L，Ca；8.7 mg/dlで，軽度
の炎症マーカーの上昇を認めた。腫瘍マーカーはCEA；
1.84 ng/ml，CA125；29.7 U/ml，CA19-9；4.43 U/mlと
正常値であった。
【臨床経過】入院時は疼痛を訴え，卵巣腫瘍の茎捻転お
よび破裂なども疑った。まず，画像検査を施行した。
MRIでは子宮左側に多房性の嚢胞成分および造影効果の
ある充実成分の混在した腫瘍がみられ（図１），左卵巣
癌を強く疑った。骨盤内に液体貯留像がみられ，血性腹
水の所見であった（図１）。CTでも左卵巣腫瘍と血性腹
水の所見がみられた（図２）。リンパ節腫大，肝転移，
肺転移などの所見はなかった。甲状腺左葉に石灰化を伴
う腫瘍像がみられた。
　しかし，画像検査で茎捻転は否定的で，悪性疾患も疑
われるため，十分な検査を施行したうえで，予定手術の
方針とした。また，疼痛は徐々に減少したので，一時退
院とし，PET-CT検査を施行した。PET-CTでは右下腹
部腫瘤にFDGの高集積（SUV-Max7.19）および甲状腺
左葉にFDGの高集積（SUV-Max25.19）がみられた（図
３）。また，甲状腺は当院の耳鼻科・頭頸部外科に紹介
の上，精査が施行された。
　以上の検査結果より，卵巣の悪性腫瘍を強く疑った
が，甲状腺に異常像がある以外は転移などが疑われる所
見はなかった。手術を施行した。手術時，両側付属器は

正常所見で，腫瘍（直径；11cm）は子宮漿膜から発生
していた（図４）。有茎性であったので，切除の上，術
中迅速病理検査に提出し，診断は子宮肉腫であった。手
術は単純子宮全摘術，両側付属器摘出術を施行した。肉
腫であるため，リンパ節郭清，大網切除は施行しなかっ
た。術後の病理診断は子宮平滑筋肉腫であり（図５），
ⅠB期と診断した。腹腔洗浄細胞診は陰性で，予防的な
化学療法の希望はなく，施行しなかった。初回治療後２
年を経過したが，再発所見は認めていない。
　甲状腺は穿刺・吸引細胞診で乳頭癌の結果であり，当
院の耳鼻科・頭頸部外科で甲状腺全摘術，両側頸部リン
パ節郭清術が婦人科手術の３か月後に施行された。病
理診断は乳頭腺癌で，リンパ節転移を認め，甲状腺癌
ⅣB期後療法と診断された。後療法としてヨード内用治
療（タイロゲンを用いた放射線ヨード内用）が施行され
た。再発所見はみられていない。

考　　　案

　子宮肉腫の頻度は子宮悪性腫瘍の中の１～３％１）２）

で，35歳以上の子宮体部悪性腫瘍で８%３）と報告されて
いる。国内の報告で子宮体部肉腫の内訳は癌肉腫が43～
46％，平滑筋肉腫が36～38％，子宮内膜間質肉腫が13～
19％である３）。平滑筋肉腫の好発年齢は40～60歳で，50
歳代がピークである３）。

図１　MRI所見
Ａ（T2強調像）にて一部に高信号がみられる。
Ｂ（Gd造影像）にて低信号（造影不良域）がみられる。
Ｃ（拡散強調像）にて高信号がみられる。
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図２　造影CT所見
Ａは上腹部の横断像で，肝上部に血性腹水貯留がみられる。
Ｂは下腹部の横断像で，ダグラス窩に血性腹水貯留がみられる。
Ｃは下腹部の横断像で，造影効果を示す腫瘤がみられる。

図３　PET-CT
右上段の頸部横断像で甲状腺左葉に集積（SUV-Max 25.19）がみられる。
左下段の骨盤部横断像で下腹部腫瘤に集積（SUV-Max 7.19）がみられる。
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　平滑筋肉腫は，腹痛や腹部膨満感を伴う不正出血がみ
られることが多いが，子宮平滑筋肉腫の血管破綻から腹
腔内出血を来すことはまれであり，出血性ショックを来
すことはほとんど無いと報告されている４）。しかし，腹
腔内出血による腹痛を主訴に発見され，手術により診断
された症例が報告されている４）５）。出血の原因として，
腫瘍表面を走行する表在血管が腹腔内圧の上昇を契機に
破綻するという機序や，腫瘍が中心壊死を起こして大量
出血するという機序が考えられている６）。本症例も腹腔
内出血による腹痛が診断の契機となり，子宮漿膜表面の
血管から出血したと考えられる。
　有茎性漿膜下の平滑筋肉腫は，術前画像診断で，子宮
筋腫との鑑別に苦慮することが多いが，術前診断が卵巣
腫瘍であった平滑筋肉腫の本邦での報告は８例あり，い
ずれも卵巣悪性腫瘍を疑っていた７）。８例中，７例で嚢
胞成分を有し，５例は子宮から有茎性に発育しており，
卵巣腫瘍との鑑別は困難と報告されている７）。本症例
は，右卵巣は確認できたが，腫瘍との位置が近く，術前
画像診断では一塊のものと認識された。
　画像診断はMRIが有用である。T2強調像にて高信号
（細胞密度高値，壊死・変性），脂肪抑制T1強調像にて
わずかでも高信号（亜急性期～慢性期の出血），造影不
良域（出血・壊死）が特徴的な所見とされ，その他重要
所見として拡散強調像での高信号，周囲組織への浸潤，
単発，大きい（５cm以上），境界不明瞭，内部不均一な
どが挙げられている８）。本症例を後方視的に見返すと
T2強調像にて高信号，造影不良域（出血・壊死），拡散
強調像での高信号，大きい（５cm以上）の所見が確認
できた。
　子宮平滑筋肉腫の治療は主に手術療法，化学療法があ
る。手術療法は最も必要とされる治療法であり，Ⅰ期，
Ⅱ期の症例では根治的な治療となりうる。Ⅲ期，Ⅳ期の
症例でも病理診断および姑息的治療目的で選択されるこ
とも多い。標準術式は単純子宮全摘術，両側付属器摘出
術であり，画像検査で後腹膜リンパ節腫大が疑われる症
例に骨盤リンパ節郭清術が選択される９）。本症例でも術
中迅速病理検査で子宮平滑筋肉腫と診断され，術前の画
像検査ではリンパ節の腫大などはみられず，術式は単純
子宮全摘術，両側付属器摘出術とした。平滑筋肉腫は
血行性転移が多く10），リンパ行性転移は少なく９），通常
ではリンパ節郭清を行う意義は少ないと考えられてい
る９）。
　化学療法としてDG療法（ドセタキセル，ゲムシタビ
ン）は術後症例および切除不能の進行・再発症例に対
する有効性が報告された11）。当科での子宮平滑筋肉腫の
初回化学療法はDG療法であり，本症例も術後の後療法
として勧めたが，本人に施行希望がなく，施行しなかっ
た。

　予後は一般的には不良のことが多い。５年生存率は
Ⅰ期が30～70％で，一般的には約50％とされている12）。
Ⅱ期以上では０～10％と報告されている12）。症例数では
Ⅰ期症例が多く，約半数といわれている２）。子宮平滑筋
肉腫は悪性度が強く，Ⅰ期の完全摘出症例でも術後に再
発・転移を来すことが多い２）。また，Ⅱ期以上の子宮外
進展症例には有効な治療が少なく，予後不良の要因と
なっている。

結　　　語

　本症例を経験し，血性腹水による腹痛が子宮平滑筋肉
腫の初発症状となる症例がまれに存在することを認識し
た。また，有茎性漿膜下子宮平滑筋肉腫は卵巣腫瘍と術
前に診断されることが多く，鑑別診断が重要であると思
われた。
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図４　摘出標本

図５　摘出標本の病理組織所見
ａ．HE染色×100 好酸性細胞質を有した細胞が密に増殖している。
ｂ．HE染色×200 広範囲に出血像がみられる。
ｃ．HE染色×400 細胞分裂像が10以上/HPFみられる。
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成人の正常卵巣捻転再発症例に対し腹腔鏡下卵巣固定術を行った一例

上野　晃子・山本　寄人・高橋　成彦・堅田　千晶・森田　聡美
脇川　晃子・川瀬　史愛・永井　立平・小松　淳子・南　晋・林　和俊
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A case report of laparoscopic oophoropexy in a 30-year-old woman with unilateral 
recurrent torsion of a normal ovary

Akiko Ueno・Yorito Yamamoto・Naruhiko Takahashi・Chiaki Katata・Satomi Morita
Akiko Wakikawa・Humie Kawase・Ryuhei Nagai・Junko Komatsu・Susumu Minami・Kazutoshi Hayashi

Kochi health sciences center, Department of Obstetrics & Gynecology

【緒言】卵巣腫瘍のない正常卵巣の捻転は成人女性で遭遇することは稀で，予防手術に対する知見は乏しい。今回，正常卵
巣の捻転に腹腔鏡下捻転解除術を行ったが，術後捻転が再発し腹腔鏡下卵巣固定術を施行した症例を経験したので報告する。
【症例】患者：30歳　G0P0　現病歴：来院10日前から間欠的な腹痛が出現したため当科に来院した。腹部所見：付属器周辺
の圧痛を軽度認めた。経腟超音波所見：右卵巣39×38mmで一部黄体様腫瘤を認めた以外は異常なし。血液検査所見：炎症所
見なし。MRI，CT検査：右卵巣間質の浮腫あり。症状が軽快していたため，一旦経過観察の方針となる。後日，原因検索目
的に診断的腹腔鏡手術を行ったところ，右側の卵巣捻転を認めたため，捻転解除術を施行し軽快退院となった。術後11日目
再度右下腹部痛が出現。捻転再発を考え術後29日目に診断的腹腔鏡手術を施行し右卵巣の再捻転を認めた。まず右卵巣固有
索（Utero ovarian ligament: 以下UOL）を縫縮したが，予防効果が不十分と判断し，右卵巣と子宮広間膜後葉の間で卵巣固
定術を追加した。術後は右下腹部痛は自制内となった。再手術後30か月目に自然妊娠，のちに正常経腟分娩となった。
【考察】文献上，捻転予防術は，卵巣固定術とUOLの縫縮術があり，卵巣固定術では骨盤後壁や側壁への固定，円靭帯や仙
骨子宮靭帯への固定，また，卵巣の固定とUOL縫縮を同時に行う方法がある。本症例ではUOLの長さが再発誘因と考え，右
UOLの縫縮を施行したが，子宮の移動で捻転が容易に再現されたため，子宮の広間膜後葉へ縫合結紮する卵巣固定術を追加
した。今回，予防術は患側のみとし吸収糸で施行した。
【結語】未妊の患者に予防術を行うか苦慮したが，疼痛の再発もなく，術後の妊娠・分娩が確認された。成人の正常卵巣の
再捻転症例に対する腹腔鏡下捻転予防術は妥当であった。

Recurrent ovarian torsion in adults with normal ovaries is rarely reported. Therefore, there is inadequate 
evidence with respect to preventive surgeries such as uteroovarian ligament truncation and oophoropexy. We 
encountered the case of a 30-year-old woman who developed unilateral recurrent torsion of a normal ovary 
shortly after laparoscopic detorsion. In this case, we performed laparoscopic uteroovarian ligament truncation 
and oophoropexy in the broad ligament of the uterus in the affected side. The patient’s intermittent abdominal 
pain improved, and she had a normal vaginal delivery after the surgery. On the basis of this case, we believe 
that preventive surgery is a valid and effective management for recurrent ovarian torsion in adults with 
normal ovaries.

キーワード：正常卵巣捻転，卵巣固有索縫縮術，腹腔鏡下卵巣固定術
Key words：ovarian torsion with a normal ovary, uteroovarian ligament truncation, oophoropexy

緒　　　言

　卵巣腫瘍のない正常卵巣の捻転は，小児での報告は散
見されるが，成人女性で起こすことは稀であり知見も少
ない。今回，正常卵巣の捻転を腹腔鏡で診断し，捻転解
除術を行ったが，術後短期間で捻転が再発し，卵巣固有
索の縫縮と腹腔鏡下卵巣固定術にて，捻転と疼痛の予防
手術を行った症例を経験したため報告する。

症　　　例

患者：30歳　未婚，G0P0
既往歴：特になし。
月経歴： 初経12歳　月経周期21-28日間　持続期間７-10

日間
　　　　 月経困難の自覚あり，月経２日目から４日目に

NSAIDsを頓用していた。
現病歴： 来院10日前から間欠的な腹痛が出現した。症状
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開始後２日後に近医受診，右卵管の腫大の可能
性を指摘され，骨盤内感染症を疑われ抗菌薬と
鎮痛剤の加療を受けた。発症10日目，疼痛が間
欠的に出現するため，当院初診となった。痛み
の増悪因子として腹圧をかけた時，性交時，階
段歩行時との申告あり。

身体所見： 身長154cm　体重56.8kg　全身状態良好。
　　　　　右下腹部に軽度圧痛を認めた。
内診所見：帯下褐色少量　子宮後屈　鶏卵大　
　　　　　 子宮頸部に挙上痛は認めず。右付属器に圧痛

を軽度認めた。
経腟超音波所見： 左卵巣は正常，右卵巣は子宮腹側に位

置しており，39×35mmの黄体様の嚢
胞状腫瘤を認めた（図１）。

頸管内擦過検査：クラミジア及び淋菌陰性
帯下培養：Candida glabrata, Lactovacillus species
初診時方針： 来院時痛みが消失していたため，NSAIDs

を処方し経過観察の方針となった。しか
し，３週間後の再診察で，右下腹部の違和
感の訴えがあったため，血液検査，画像精
査を追加した。

血液検査所見： WBC6490/μl CRP0.63mg/dl CA125 7.9 
U/ml

骨盤造影MRI所見： 月経22日目，子宮は後屈，左卵巣は
正常であった。前医で指摘された右
卵管の腫大は認めず，右卵巣は35×
35mmで多数の卵胞および若干の間
質肥厚を認めた（図２）。

造影CT検査所見： 月経24日目，卵巣間質が浮腫状に肥
厚し，右卵巣広域性浮腫（Massive 

Ovarian Edema: 以下MOE）の指摘
あり（図３）。

治療方針： 疼痛が軽快していること，炎症所見が乏しい
こと，また卵巣腫瘍がないことを根拠に，緊
急手術の必要性は低いと判断した。しかしな
がら，MRI，CT画像所見で右卵巣浮腫もあ
り子宮付属器周囲の癒着の鑑別診断と付属器
捻転の除外を目的に，近日中に腹腔鏡での観
察を行う方針となった。

＜初回手術＞ 診断的腹腔鏡手術→腹腔鏡下卵巣捻転解除
術

　症状開始後79日目，間欠的な腹痛の原因検索のため診
断的腹腔鏡手術を施行した。臍部に第一トロッカーとし
てカメラを挿入，第二，第三トロッカーは上前腸骨稜内
側左側と腹部正中にパラレル法で配置した。子宮にマニ
ピュレーターを留置した。腹腔内所見として，右卵巣が
骨盤漏斗靭帯を軸に子宮背側から子宮腹側へ半回転して
挙上しており右付属器捻転と判断した（図４）。左卵巣
は正常で腹水は認めなかった。また骨盤内に骨盤内感染
症や子宮内膜症の所見は認めなかった。右骨盤漏斗靭帯
の血管が軽度怒張して骨盤壁に軽度癒着していたため剥
離した。右卵巣は，黄体と思われる機能性嚢胞を認めた
ため，嚢胞壁を生検したが，肉眼的には正常であった。
最後に，通色素試験で卵管通過性を確認して手術終了と
なった。手術時間は１時間４分で，出血はごく少量で
あった。

　後日，病理検査の結果が判明し，提出した卵巣嚢胞壁
は黄体卵巣嚢胞であった。術後に右下腹部痛が消失した

図１　 経腟超音波所見（右卵巣）　39×35mmの黄体様の嚢胞状腫瘤
を子宮腹側に認めた

図２　 MRI画像所見　右卵巣は多数の卵胞および若干の間質
肥厚を認めた
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ため，術後３日目，軽快退院となった。術後11日目，再
度右下腹部痛が出現した。超音波所見で右卵巣を術前同
様に子宮腹側に認めたため，捻転の再発を考えたが，念
のため消化器内科へ相談し，術後15日目大腸ファイバー
検査を施行したが，異常なしであった。血液検査結果も
今まで同様，炎症所見は陰性であった。持続する右腹痛
の原因として，右卵巣の再捻転を考えた。再手術を計画
し，当科の術前カンファレンスで，術中に右卵巣の再捻
転を認めた場合は，再発予防のために，子宮広間膜後葉
に卵巣固定術を行う方針となった。

＜再手術＞診断的腹腔鏡手術→腹腔鏡下卵巣固定術
　術後29日目に，診断的腹腔鏡手術を施行。子宮マニ
ピュレーターを配置，前回同様のトロッカー配置とし
た。子宮は後屈，前回同様，右卵巣は子宮腹側に半回転
しており再捻転と判断した。左側は正常であった。マニ

ピュレーターで子宮を前屈させると，右卵巣は子宮背側
に戻るが，患者本来の子宮の位置である後屈にすると，
右卵巣が骨盤漏斗靭帯を軸に半回転しながら子宮背側か
ら子宮腹側に移動した。数回，子宮を前後に動かして捻
転が再現されるのを確認した。捻転の原因として，左に
比べると，右の卵巣固有索や骨盤漏斗靭帯が相対的に
長いためであると考察した（図５）。まず，右卵巣固有
索（Utero ovarian ligament: 以下UOL）に対し２-０バ
イクリルを用いて単結紮１回で縫縮した（図６）。しか
し，マニピュレーター操作で，子宮を後屈にすると，右
卵巣が子宮腹側に移動し再び捻転したため，UOLの縫
縮だけでは不十分と考えた。その後，右卵巣表面と，尿
管走行に留意しながら，広間膜後葉をモノポーラー，バ
イポーラーで焼灼し癒着しやすい状態にした。右卵巣
実質（卵巣側面で広間膜に近い側）と子宮広間膜後葉
を，２-０バイクリルを用いて単結紮１回で縫合した（図
７）。その後，最後にマニピュレーター操作で後屈にし
ても，右卵巣は子宮背側に固定されたまま移動しなかっ
たため手術終了とした。手術時間１時間９分，出血ごく
少量であった。

図３　CT画像所見　右卵巣は卵巣間質が浮腫状に肥厚していた

図４　右卵巣が子宮腹側に回転していた

図５　右のUOLや卵管が左に比べ相対的に長いと思われた

図６　卵巣固有索（UOL）の縫縮
Ａ卵巣側から縫合開始　Ｂ子宮側にも運針　Ｃ単結紮して縫合終了
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＜術後経過＞
　右下腹部違和感は認めていたが疼痛は自制内であっ
た。退院前診察では右卵巣が子宮腹側にないことを確認
した。術後３日目に軽快退院とした。再手術後１か月目
の検診で，経腟超音波で右卵巣は正常大で，子宮背側に
あることを確認した。再手術後２か月目に，再手術後初
めて，右卵巣が子宮底部の腹側寄りに描出されたため，
卵巣の固定力が低下したと推察した。来院当初から認め
る月経中の腹痛は継続していたため，OC/LEPとしてル
ナベル®配合錠LD（日本新薬）を開始した。しかし，
後日ルナベルの内服による嘔気があり，内服は中断と
なった。その後，LEP製剤なしで１か月に一度のペース
で外来を継続したが，MOEを示唆する超音波所見は認
めず，また手術前の強い疼痛は出現することなく経過は
良好であった。

＜妊娠，出産＞
　再手術後18か月目に自然妊娠後，妊娠６週程度で流産
した。再手術後30か月目に自然妊娠となり，妊娠経過中
も右下腹部痛を認めることなく，正常経腟分娩となっ
た。（妊娠39週４日　児3774ｇ，アプガースコア１分値

10点，５分後10点，臍帯動脈血ガス7.246）現在，分娩
後８か月経過し，右腹痛による受診はなく経過良好であ
る。

考　　　察

＜正常卵巣の茎捻転の診断，原因について＞
　卵巣腫瘍を認めない正常卵巣の捻転症例について成人
女性に関しての知見は少ない。また，正常卵巣の捻転の
診断は，症状が非特異的であるため困難である。本症例
は，機能性嚢胞は認めるが腫瘍性嚢胞はないこと，また
超音波所見における卵巣径も正常であったため，当初卵
巣は正常と考えていた。画像検索により，右卵巣広汎性
浮腫があったことと，子宮腹側に右卵巣が位置したた
め，捻転も鑑別に挙げたが，実際に手術を行うまで診断
は困難であった。よって，非特異的な腹痛が継続される
場合，妊孕性温存が重要な年代では，原因検索のため，
腹腔鏡検査も考慮に入れるべきである。捻転していた場
合，当院では腹腔鏡下捻転解除術による卵巣温存を第一
選択としている。正常卵巣捻転の原因として，既知の文
献では，卵巣の先天的固定異常によることや，小児期の
卵管や卵管間膜，UOLが子宮に対して相対的に長いた
め卵巣の可動性が大きくなること１），初経前の性ホルモ
ン活性の上昇で卵巣が大きくなるため，卵巣炎・卵巣出
血が起こり，二次性に捻転する可能性などが挙げられて
いる２）。そのほかのリスク因子として，卵巣腫大を起こ
す病態がある場合が知られており３），具体的にはPCOS
４）や排卵誘発後，妊娠が知られている５）。小児症例の
検討から，正常卵巣捻転の患者では，卵巣腫瘍茎捻転の
患者に比較して，子宮が小さい傾向にあることなどが分
かっており６），総じて相対的に子宮に比べて卵巣が大き
いまたは卵巣固有索や骨盤漏斗靭帯が長いときに卵巣が
捻転しやすいことが推測されている。本症例の初回手術
時は，黄体があり相対的に卵巣が腫大したことが，捻転
と疼痛の原因となったと考察した。

＜卵巣の再捻転の予防術＞
　再捻転を起こした症例に行う予防術としては，卵巣固
定術と，UOLの縫縮術があり，卵巣固定術の場合は，

図７　右卵巣の広間膜後葉への固定術
Ａ卵巣表面を焼灼した　　　　Ｂ子宮広間膜後葉に運針
Ｃ焼灼した卵巣側方にも運針　Ｄ結紮施行した

表１　捻転予防術（文献14，15を参考に作成）



2018年 193成人の正常卵巣捻転再発症例に対し腹腔鏡下卵巣固定術を行った一例

骨盤後壁や側壁への固定，円靭帯や仙骨子宮靭帯への固
定，また，卵巣の固定術とUOLの縫縮術の両方を，同
時に行う手術方法が知られている。とりわけUOLの縫
縮は手術の容易さや解剖学的位置関係の保存という観点
から他の方法よりも優位とされる７）。これらの予防術を
行う適応やタイミングについてのコンセンサスはなく，
症例ごとに検討する必要がある。正常卵巣の捻転解除
術後の再捻転リスクは63.6%であり，卵巣温存での保存
的治療のみだと再捻転のリスクを残すという意見があ
る８）。小児の捻転症例での同様のデータでは，60%は正
常卵巣で起こしており１），再発率は18%で９），正常卵巣
の場合は，卵巣腫瘍がある場合と比べて７倍再捻転のリ
スクが高いことが知られている10）。よって，正常卵巣の
捻転の場合は，最初の捻転解除術の際に，一緒に予防術
を行うべきという意見もある。非同時期に卵巣捻転を起
こし，両側切除となった症例経験から，捻転症例には予
防的固定術を行うことを支持する意見もある11）12）。健
康な対側卵巣に同時に卵巣固定術を行うかどうかも，術
後，卵管などの血流障害や妊孕性に対する悪影響がない
とも言えず，まだコンセンサスは得られていない状況で
ある。卵巣固定術を行っても，9.5%が再発した13）事実
もあり，卵巣固定術も完全な予防とはなりえないことも
指摘されている。今回は再発のあった患側のみ予防手術
を行った。縫合糸は吸収糸で行ったが，非吸収糸と吸収
糸，どちらのほうが優れているというコンセンサスはな
い。吸収糸で再発した場合は，非吸収糸でやるべきとい
う諸家の意見がある７）。本症例では糸の張力が低下する
と想定された２か月後に初めて子宮底部の腹側寄りに卵
巣を認めた。よって，より確実に卵巣を固定するために
非吸収糸での縫合を行うべきであったと反省した。LEP
製剤を術後に導入し，排卵後の黄体形成を抑制するこ
とでMOEを予防する効果と，月経痛の緩和を期待した
が，嘔気で中止となった。その後もNSAIDs内服のみで
自制内であったため，経過観察とした。MOEを示唆す
る超音波所見はその後認めなかった。当初の疼痛エピ
ソードは，黄体に伴う捻転が原因で卵巣静脈のうっ滞か
らMOEが起き疼痛が出現したと考察した。再手術後２
か月目の超音波所見により，子宮広間膜への卵巣の固定
力は低下し，卵巣の軽度の移動は確認された，しかし底
部までの移動に留まっており，以前に認めた子宮体部腹
側への移動と疼痛出現は起きていない。卵巣固定術の効
果は低下したとして，UOLの縫縮の効果により，骨盤
漏斗靭帯のより強い捻じれを予防し，卵巣静脈のうっ滞
に伴うMOEによる疼痛を予防しているのではないかと
推察した。

結　　　語

　成人の正常卵巣の再捻転に対する腹腔鏡下右卵巣固有

索の縫縮術と卵巣固定術を報告した。捻転予防手術の妊
孕性への影響について文献学的知見も少なく，未妊の患
者に対し予防術を行うべきか判断に苦慮したが，術後の
妊娠・分娩が確認され本術式の一定の有効性と妥当性が
確認できた。
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腟に発生したメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の一例

平野　真理・南條　和也・宮内　文久

愛媛労災病院　産婦人科

A case of methotrexate-associated lymphoproliferative disorder in the vagina

Mari Hirano・Kazuya Nanjyo・Fumihisa Miyauchi

Department of Obsterics and Gynecology, Ehime Rosai Hospital

症例は75歳女性。X-10年３月に関節リウマチ（RA）と診断され，メトトレキサート（MTX）内服治療中であった。X年
１月，不正出血の症状が出現し腟壁に腫瘤を認めた。全身検索では腟以外に明らかな腫瘍性病変，リンパ節腫大は認めな
かった。腟式手術により腫瘍を摘出し，病理組織検査でびまん性大細胞型B細胞性リンパ腫（diffuse large B-cell lymphoma: 
DLBCL）と診断された。MTX内服中のRA 患者に発生したDLBCLであり，MTX関連リンパ増殖性疾患（methotrexate-
associated lymphoproliferative disorders: MTX-LPD）の可能性も考慮し，まずはMTXを休薬して経過観察を行った。MTX
の中止により腟病変の改善を認めた為，本症例はMTX-LPD と診断された。

The patient was a 75-year-old woman. She has been taking methotrexate for rheumatoid arthritis from 
March X-10. In January X, she presented to our hospital with a complaint of genital bleeding and a mass on 
the vagina wall. We performed a whole-body scan, which did not show any other mass or swelling of the 
lymph nodes. We extracted the tumor through a vaginal operation. On pathologic examination, the diagnosis 
was diffuse large B-cell lymphoma. Because of the possibility of methotrexate-associated lymphoproliferative 
disorder, methotrexate was discontinued and the patient has shown no sign of recurrence. Therefore, the final 
diagnosis was methotrexate-associated lymphoproliferative disorder.

キーワード：関節リウマチ，メトトレキサート，メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患
Key words：rheumatoid arthritis, methotrexate, methotrexate-associated lymphoproliferative disorders

緒　　　言

　関節リウマチ（Rheumatoid arthritis: RA）に対す
る治療として，メトトレキサート（MTX）の少量長
期投与は，1988年に米国で承認され，治療の第一選
択薬となっている。本邦でも1999年に承認されて以
降広く用いられてきているが，重篤な副作用として
MTX関連リンパ増殖性疾患（methotrexate-associated 
lymphoproliferative disorders: MTX-LPD）の発生が近
年問題となっている。今回我々は，RAに罹患しMTXを
約10年間内服治療中の患者が腟にMTX-LPDを発症した
症例を経験したので報告する。

症　　　例

＜患者＞75歳
＜主訴＞不正出血
＜家族歴＞特記事項なし
＜既往歴＞ 関節リウマチ（RA），アルツハイマー型認知

症，高血圧，骨粗鬆症
＜現病歴＞X-10年３月に関節リウマチを発症し，近医
にてメトトレキサート（MTX）による内服治療を行っ

ていた。早期治療により，X年１月時点では寛解状態と
なっていた。
　X年１月，不正出血を認めた為，当科を受診した。内
診で腟壁に直径約５cm大の腫瘤を認めた。腟腫瘍の疑
いにて手術を行った。
＜検査所見＞
（血液検査）TP 7 .1 g/dl，Alb 4 .2 g/dl，ALT 11 
IU/l，ASL 23 IU/l，ChE 258 U/l，T-cho 198 mg/dl，
BUN 20 mg/dl，Cre 0.58 mg/dl，Na 145 mmol/l，K 
3.1 mmol/l，Cl 108 mmol/l，UA 2.3 mg/dl，CRP 0.09 
mg/dl，WBC 6100 /μl，RBC 334×104 /μl，Hb 11.6 
g/dl，Plt 19.6×104 /μl
（MRI検査）腟壁に45×38×24mmのT1WIで低信号，
T2WIでやや低信号，DWIで高信号を呈する境界明瞭で
辺縁整な腫瘤を認めた（図１）。
＜術前診断＞腟腫瘍
＜施行術式＞腟腫瘍摘出術     
＜手術所見＞
　腟腔に鶏卵大の腫瘤を認め，非常に脆く易出血性で
あった。その為，一塊では摘出できず断片的に摘出した
（図２）。
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＜病理組織学的検査所見＞
　腫瘍は異形細胞の密な増生により構成され，核分裂
像も多数見られた。増生細胞は，免疫染色にてCD20
（＋），LCA（＋），AE1/AE3（－），CD3（－），CD30（－）
で，びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫（diffuse large 
B-cell lymphoma: DLBCL）の像を認めた。またRAに対
してMTXの服用歴があることからMTX関連リンパ増殖
性疾患（methotrexate-associated lymphoproliferative 
disorders: MTX-LPD）の可能性も示唆された（図３）。

考　　　察

　免疫不全関連リンパ増殖性疾患Immunodeficiency-
associated lymphoproliferative disorders （ID-LPD）
は，2001年のWHO分類（Tumors of Haematopoietic 
and Lymphoid Tissues）１）において大項目として位置づ
けられた概念である。
　MTX-LPDは2008年の同分類において「他の医
原性免疫不全症関連増殖性疾患 Other iatrogenic 
immunodeficiency-associated lymphoproliferative 
disorders （OIIA-LPD）」の１つに分類されており２），関
節リウマチ治療におけるガイドラインにおいてはMTX
の重篤な副作用の１つとして挙げられている。
　RAの患者では，通常と比較して２～5.5倍のLPDを発
症しやすいことが知られており３），RA自身による免疫
賦活状態や，免疫抑制薬，特にMTXによる免疫抑制が

原因と考えられている。RAの治療は早期のMTX投与が
第一選択として広く知られているが，重篤な副作用の
１つとしてMTX-LPDが挙げられ，Ellmanらが1991年に
MTX使用中のRA患者に発症したLPDを報告して以来，
MTX-LPDの報告が相次いでいる４）。LPDの組織型とし
てはDLBCLが最も多く35～60%を占め，Hodgkinリンパ
腫（HL）が次に多く12～25%である２）。組織検査で診断
が確定した後，MTXを中止し２週間の経過観察を行う
ことが治療の第一選択とされている５），６）。RA自身でも
LPD発症のリスクがある為，MTX単独でのLPDのリス
クは有意差が明らかになっていないが，過去の数々の報
告７），８）により，MTX中止のみで病変の自然退縮が見
られていることから，MTXが病因として関与している
と考えられている２），５），６）。腫瘍の退縮傾向があればそ
のまま経過観察となる。寛解が得られた場合でもMTX
の再投与は原則行わない５），６）。しかし，寛解が得られ
ない場合，もしくは寛解後の再発例では悪性リンパ腫に
準じた化学療法が必要となる。LPDの発症にMTXがど
の程度関与しているのか，LPDの改善は本当にMTXの
中止によるものなのかといったことに関しては，いまだ
良く分かっていない。
　MTX-LPDの予後に関して，Hoshidaら９）は，５年生
存率は58.9%であり，一般的な悪性リンパ腫の74.6%に比
べて悪いと報告しており，その要因として長期間の免
疫抑制状態や，MTX投与中止後の経過観察で治療介入

図１　MRI画像所見
腟壁に45×38×24mmのT1WIで低信号，T2WIでやや低信号，DWIで高信号を呈する境界明瞭で辺縁整な腫瘤を認めた。

T1強調画像

拡散強調画像

T2強調画像
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図２　手術所見
Ａ．尿道口の真下に直径約５cm大の腫瘤を認めた。
Ｂ．腟腫瘤は非常に脆く易出血性であった。
Ｃ．摘出した腟腫瘤；一塊では摘出できず断片的に摘出した。
　　約１～３cmの腫瘍塊が20個摘出された。

図２-Ａ 図２-Ｂ

図２-Ｃ

図３　病理所見
A． （HE染色，200倍）核に明瞭な核小体を有する中型～大型の異型円形細胞の密な増生を認め，
核分裂像も多数見られる。

B． （免疫染色，200倍）中型～大型の異型円形細胞はB cell markerであるCD20陽性で，DLBCL 
の所見。その他LCA陽性，AE1/AE3陰性，CD3陰性，CD30陰性であった。

図３-Ａ 図３-Ｂ
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のタイミングが遅れる場合が存在すること等を挙げて
いる。寛解率は報告により差はあるが30～60%程度で，
MTX投与中止のみで自然退縮が見られる一方で，再発
した場合の予後は不良であることが分かる２），９）。その
為，MTX投与中止後寛解が得られた症例についても，
その後の厳重な経過観察が必要である。MTX投与中止
後のMTX-LPDの自然退縮について，病変の最大の縮小
は約87%がMTX投与中止後の８週以降に認められてお
り10），少なくともMTX投与中止後８週程度までは化学
療法を行わずに経過観察できる可能性が報告されてい
る。ただし，一時的な自然退縮後に再度増大し，化学療
法が必要となる例も存在するため，慎重な経過観察は必
須である。
　本症例は，腟に限局した腫瘍で，リンパ節を含めたそ
の他の部位には異常を認めず，MTXの服薬歴，病理組
織検査及び術後の経過からMTX-LPDの確定診断に至っ
た症例である。MTX-LPDにおけるリンパ腫の発生部位
は，リンパ節が50%，節外病変（消化管，皮膚，肺，軟
部組織）が50%と，他のリンパ腫に比べ節外病変が多
い11）。腟に発生したMTX-LPDは，過去に報告がなく，
不正出血の症状がなければ産婦人科を受診することもな
く，見逃されていた可能性も考えられる症例である。
MTX-LPDは稀ではあるが近年報告が増加している。ゆ
えに，既往にRAがあり，MTX内服歴がある腟腫瘍症例
に遭遇した際には，MTX-LPDも念頭に置き慎重に観察
することが重要であると考える。
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血液塗抹検鏡および微生物分類同定分析装置を用い早期診断に至った
劇症型A群β溶血性レンサ球菌感染症分娩型の１例

木山　泰之・川﨑　正憲・松岡　直樹・中前里香子・伊達健二郎
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A case of successful early diagnosis of prenatal-type streptococcal toxic shock syndrome 
with blood smear microscopy and matrix-assisted laser desorption/ionization time of 

flight mass spectrometry

Yasuyuki Kiyama・Masanori Kawasaki・Naoki Matsuoka・Rikako Nakamae・Kenjiro Date

Japanese Red Cross Society, Hiroshima Red Cross Hospital & Atomic-bomb Survivors Hospital

劇症型A群β溶血性レンサ球菌感染症分娩型は，経過が特に急激であり，母子ともに不幸な転帰をたどることが多い。妊娠
後期における本症の早期診断例を経験したので報告する。患者は33歳女性。発熱，腹痛を主訴に受診し，高度の胎児徐脈の
ため緊急帝王切開を施行した。胎児は娩出後58分で死亡が確認された。母体は術後90分でショック，DICとなり，子宮内バ
ルーンタンポナーデ，IVR，輸血を含む集中治療を開始した。帝王切開術前に採取した血液培養が検体採取後７時間で陽性に
なり，微生物分類同定分析装置によりA群β溶血性レンサ球菌と同定され，劇症型A群β溶血性レンサ球菌感染症分娩型と診
断し，高次施設へ転院搬送を行った。第32病日には合併症なく退院となった。本症は従来の診断法では時間を要していたた
め，急激に母体・胎児の状態が悪化するにも関わらず，治療に難渋する疾患である。今回我々は，抗菌薬投与前の検体採取，
それを用いた微生物分類同定分析装置による菌種同定から早期診断に至った。本症のように早期診断が予後に関わる感染症
において，適切な検体採取と検体のグラム染色検鏡，微生物分類同定分析装置による菌種同定は有用であると考えられる。

Perinatal-type streptococcal toxic shock syndrome is associated with a particularly dramatic course and often 
results in the loss of both mother and child. We report a case of early diagnosis of perinatal-type streptococcal 
toxic shock syndrome. The patient was a 33-year-old woman who underwent a medical examination in our 
department with major complaints of fever and lower abdominal pain. Because severe bradycardia was 
detected in the fetus, an emergency caesarean section was performed. The patient developed disseminated 
intravascular coagulation 90 min after surgery and was placed on intensive care support. At 5 h after surgery, 
gram-positive cocci were detected in blood cultures collected before surgery. Group A b-hemolytic streptococci 
were detected using matrix-assisted laser desorption/ionization time of flight mass spectrometry (MALDI-
TOFMS), and the diagnosis was perinatal-type streptococcal toxic shock syndrome. She was transferred to a 
higher institution and discharged from the hospital without complications on day 32 of the disease. For severe 
infections such as streptococcal toxic shock syndrome, early diagnosis is related to prognosis. Therefore, 
microscopic examination and microbial identification with MALDI-TOFMS are considered useful.

キーワード：劇症型A群β溶血性レンサ球菌分娩型，微生物分類同定分析装置，妊娠，敗血症性ショック
Key words：perinatal-type streptococcal toxic shock syndrome, MALDI-TOFMS, pregnancy, septic shock

緒　　　言

　劇症型溶血性レンサ球菌感染症（Streptococcal toxic 
shock syndrome: STSS）とは，β溶血を示すレンサ球
菌による敗血症性ショック病態である。産科領域におけ
るSTSSは，経過が急速かつ母子ともに予後不良な疾患
であり，1993年に国内で初めて宇田川らが「劇症型A群
レンサ球菌感染症分娩型」（以下STSS分娩型）として報
告した比較的新しい感染症である１）。STSSは確定診断
のために血液，手術による切除組織等の無菌的部位から

のA群β溶血性レンサ球菌（以下group A streptococcus: 
GAS）の同定が必須であるが，培養による菌種同定には
24～48時間を必要とする２）。
　今回我々は，微生物分類同定分析装置を用い検体採取
から７時間で菌種同定を行い，妊娠後期のSTSS分娩型
の早期診断に至った１例を経験したので報告する。

症　　　例

患者：33歳，女性
妊娠分娩歴：３妊１産（自然流産１回）
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既往歴：特記なし
家族歴：特記なし
飲酒歴：なし，妊娠前は機会飲酒
喫煙歴：なし
現病歴：
　患者は自然妊娠成立後，前医にて妊婦健診を行い，妊
娠33週より里帰り分娩目的で当院を紹介受診した。妊娠
経過は良好であった。妊娠37週１日 全身の関節痛が出
現し，39 ℃以上の体温上昇を認めたため，同日午後７
時，当院救急外来を休日受診した。受診時血圧102/47 
mmHg，脈拍数95 bpm，体温38.7 ℃であった。血液検
査データは（表１）の通りであった。血液検査にて軽
度の炎症反応を認めるが，症状は発熱と関節痛のみであ
り，咳嗽や咽頭所見は無く，その他には母体に特記すべ
き所見は無かった。また，経腹エコーでも特記すべき異
常所見を認めず，胎児心拍陣痛図で胎児心拍基線が165 
bpmと頻脈であったが，一過性頻脈・中等度基線細変動
を認めており，一過性徐脈を認めず，胎児心拍数波形は
レベル２であった。頻脈は母体発熱の影響と考えられ，
胎児の状態は良好であると考えられた。インフルエンザ
ウイルス抗原迅速診断検査は陰性であったが，体温上昇
からの時間が約２時間と短いため，偽陰性の可能性が考
えられた。入院による経過観察も考慮されたが，検査が
偽陰性であった場合，入院による院内感染拡大が懸念さ

れたため，翌日近医受診で再度検査を行い，陰性であっ
た場合に再度当科を受診するよう指示し，帰宅とした。
　翌日（妊娠37週２日）近医を受診し，インフルエンザ
ウイルス抗原迅速診断検査は陰性であったため，当科を
受診した。来院時体温39.6 ℃であり，内診所見は子宮口
2.5 cm開大を認め，腟鏡診では白色帯下を少量認めるの
みで出血・破水は見られなかった。胎児超音波心音計に
て心拍数は150 bpm台であった。発熱の精査のため，血
液検査，尿検査，血液培養，胸部レントゲン検査を施行
した後，胎児超音波心音計による児心拍の計測を試みる
も聴取困難であったため，経腹超音波検査を施行したと
ころ胎児心拍数60 bpm以下の高度徐脈を認めたため，
胎児機能不全の診断にて緊急帝王切開を施行した。
　胎児機能不全の診断から20分後に全身麻酔で手術を開
始し，小児科医立会いのもと，執刀開始後２分で児を娩
出した。児は体重3094 gの女児で，出生後直ちに小児科
医師により胸骨圧迫，人工呼吸，気管挿管，アドレナリ
ン気管内投与を含めた蘇生処置を開始されたが，Apgar 
Scoreは１分値０点，５分値０点であった。以降処置を
継続し一時100 bpm以上の心拍数を認めたものの，その
直後再び心停止となり，出生後58分で児の死亡が確認さ
れた。母体の腹腔内所見として，左卵管表面周囲は阻血
様であったが明らかな腫大は認めなかった。胎盤・臍帯
表面の軽度黄染，羊水の軽度混濁を認めた。胎盤母体側

表１　救急外来受診時，術後90分，術後３時間の血液検査データ
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表面の10-20%に凝血塊の付着を認め，常位胎盤早期剥
離が疑われる所見であった。術中出血量は羊水込みで
942 gであった。
　手術終了から90分後までの術後出血量は870 gであっ
た。収縮期血圧90 mmHg，脈拍107 bpm，SI値1.2，無
尿を認めた。血液採血データを（表１）に記した。凝固
系検査項目は，検体の凝固・溶血のため有意な結果を測
定できなかった。産科DICスコアは16点となり，産科危
機的出血として対応を開始した。リザーバーマスクにて
酸素10 L/min投与を開始し，細胞外液輸液全開投与を
施行したのち，輸血の準備を開始した。オキシトシン20
単位，トラネキサム酸２ g，エルゴメトリンマレイン酸
塩0.2 mg投与による薬理学的止血を試みるも，腟鏡診に
て非凝固性の出血を認めたため，手術終了後２時間で
ヨードホルムガーゼを腟内へ挿入し，止血を試みたが、
挿入後30分でヨードホルムガーゼを超える出血を認めた
ため，新鮮凍結血漿投与の準備を行いながら，赤血球濃
厚液を投与開始し，同時にICU入室とした。
　ICU入室時の血液採血データを（表１）に記した。入

室時より新鮮凍結血漿を投与し，同時に子宮内バルーン
タンポナーデによる止血を試みたが，挿入後60分でバ
ルーンからの出血量は200 mlと止血困難であった。本人
および家族から子宮温存希望があったため，子宮動脈塞
栓術を施行した。塞栓術中，両側の子宮動脈は高度に攣
縮していたため，子宮動脈の塞栓を施行せず，可及的な
止血のため内腸骨動脈の塞栓を施行した。
　手術終了５時間後，塞栓術施行中に，術前に採取した
血液培養が陽性となったため，培養液の検鏡を行ったと
ころ，レンサ球菌を疑うグラム陽性球菌が検出された
（図１）。これに対し，微生物分類同定分析装置による
同定を試み，数分後にStreptococcus pyogenesと同定さ
れた。検体採取から同定までに要した時間は約７時間で
あった。これまでの臨床経過および同菌による菌血症か
ら，劇症型A群溶血性レンサ球菌感染症と診断し，高次
施設への搬送を決定した。手術終了７時間後，転院搬送
となった。術後から搬送までの時系列を（図２）に記し
た。
　転院後はICUにて人工呼吸管理，血液透析を初めと
した集学的管理を開始し，抗菌薬としてペニシリン
G400万単位×３回／日，クリンダマイシン600 mg×
４回／日の投与を開始した。病日３にて人工呼吸器離
脱，病日10にて血液透析離脱，病日32にて退院となっ
た。
　後日，国立感染症研究所よりデータを得られ，菌株
の血清型はM1T1型，emm型別1.0，発熱毒素遺伝子は
speA，speB，speF陽性，speC陰性であった。
　病理組織診断にて胎盤に早期剥離の所見を認めず，び
まん性の絨毛血管症と線維化にフィブリンの析出を伴
い，低酸素症が示唆される所見であった。

考　　　察

　小林らはSTSS分娩型の典型的な臨床経過を以下のよ
うに報告している３）。図１　血液培養検鏡像

グラム陽性球菌が確認された。

図２　手術後のバイタルサイン，出血量，輸血量の時系列
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１） 妊娠末期の妊婦（特に経産婦）に高熱と上気道炎様
症状，全身倦怠感が認められる。一旦軽快し，再度
増悪することも多い。

２） 陣痛が発来する。強度の子宮収縮を伴うようにな
り，時に常位胎盤早期剥離を疑わせる急性腹症も出
現する。 

３） 胎児心拍数異常が出現する。 
４） 緊急帝王切開術や急速に分娩が進行して経腟分娩と

なるが，既に児が死亡していることも多い。
５） 帝王切開施行中や分娩経過中，または分娩の数時間

後に母体の血圧低下や意識混濁などが突然出現し，
羊水塞栓や肺塞栓に似た経過をとる。

６） 急速に状態が悪化し，母体死亡に至ることも多い。
全経過は１，２日に過ぎない。症状の順序は前後入
れ替わることもある。また，一般の「劇症型」に見
られる軟部組織壊死は通常認めない。 

　厚生労働省が定めたSTSSの届出基準として「通常無
菌的な部位（血液，髄液，胸水，腹水），生検組織，手
術創，壊死軟部組織からの分離・同定による病原体の検
出」が必要とされているが，竹林らは一定の臨床症状を
認めた上での「非無菌部位からのGAS検出（咽頭，腟
など）」を診断基準に含めるべきと提案している４）。通
常，これらの検体からの塗抹検鏡にてレンサ球菌の存在
を証明すること自体は比較的迅速に可能であるが，菌体
培養を介する通常の検査過程では，GASの同定までに約
24～48時間を必要とする。急性期の母体管理において適
切な抗菌薬選択が重要となる本疾患において，同定にか
かる時間を減らすことは重要な課題のひとつである。
　宍戸は，クリンダマイシンがGASのM蛋白と病原性
を発揮する外毒素の産生を抑制するため，STSSにはβ-
ラクタム薬とクリンダマイシンの併用療法を薦めてい

る５）。本症例では、転院後よりペニシリンG，クリンダ
マイシンの投与を開始した。なお，Gooskens et al. はク
リンダマイシン耐性のGASについて報告しており，以後
の注意が必要である６）。
　STSS分娩型は，感冒様症状で発症し，急激に母体・
胎児の状態が悪化するため，発症初期の段階での診断は
困難である。さらに，帝王切開に伴い抗菌薬が投与され
ることにより，以降に施行する血液培養検査の感度が低
下し，術後に臨床経過からSTSS分娩型を疑っても診断
が困難となる可能性がある。2010年の報告では，STSS
の診断に分娩後約３日間を要している７）。本症例では，
グラム染色像からSTSSを疑い，微生物分類同定分析装
置により菌種同定を行ったことにより，発熱から約35時
間，血液培養検体採取から約７時間，手術終了から約５
時間と，極めて早期にSTSS分娩型の確定診断に至った。
　本症例で用いた微生物分類同定分析装置は，マトリッ
クス支援レーザー脱離イオン化法（Matrix Assisted 
Laser Desorption / Ionization: 以下MALDI）により菌
体を加工し，飛行時間型質量分析法（Time of Flight 
Mass Spectrometry: 以下TOFMS）を用いて得られた
スペクトルをデータベースとマッチングする機器であ
る。従来，細菌の同定のためには，①分離培地でのコロ
ニー発育，②培地上でのコロニー性状の観察，③塗抹鏡
検検査（グラム染色など），④生化学的性状の分析（糖
分解試験，アミノ酸分解試験など）が必要であったが，
微生物分類同定分析装置は細菌や真菌のプロテオーム解
析により以上の②～④の手順を踏まえることなく，①で
得たコロニーに対し（図３）に示した加工と分析を行
い，直接菌種同定へ至る可能性がある。この手順は10分
以内に行うことが可能である。菌種の同定にかかる時間
は，目的の菌種がコロニーを作るまでの時間に依存する

図３　微生物分類同定分析装置における菌体の加工と同定の過程
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が，従来の方法に比べ約１日早く同定結果を知ることが
できるとされる。2018年現在，日本では分析機器と解析
ソフトが一体となった商品としてMALDI Biotyper®と
VITEK® MSが市販され，医療機器登録がなされてお
り，保険診療による利用も可能となっている。本症例で
はMALDI Biotyper®を使用した。
　本症例では，STSS分娩型を診断された後に高次医療
施設への搬送が行われたため，母体の救命が可能であっ
たが，STSS分娩型における死亡例の２/３は劇症化後１
日以内に死亡に至っているとされることから８），診断の
遅延が母体死亡などの不良な転帰に繋がる可能性があ
り，抗菌薬投与前の適切な検体採取，検体の塗抹検鏡，
微生物分類同定分析装置による迅速な起炎菌の同定が，
迅速な診断・治療に有用であったと考える。
　本機器MALDI Biotyper®は2018年１月現在，全世界
で約2500台，日本国内で123台（大学病院48台，一般病
院50台，検査センター24台，その他１台）が設置されて
いるが，中四国エリアでは14台（大学病院５台，一般病
院６台，検査センター３台）に留まっており，中四国エ
リアでのさらなる微生物分類同定分析装置の充足が必要
と考える。

結　　　語

　STSS分娩型は従来の診断法では時間を要していたた
め，急激に母体・胎児の状態が悪化するにも関わらず，
治療に難渋する疾患である。今回我々は，抗菌薬投与前
の検体採取，それを用いた微生物分類同定分析装置によ
る菌種同定から早期診断に至った。STSS分娩型等の早
期診断が予後に関わる感染症において，適切な検体採取
と検体のグラム染色検鏡，微生物分類同定分析装置によ
る菌種同定は有用であると考えられる。

付　　　記

　本稿は，開示すべき利益相反関係にある企業などはあ
りません。
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経腟超音波検査で偶発的に発見された膀胱癌の２例

松井寿美佳・別宮　史朗・乾　宏彰・牛越賢治郎・名護　可容

徳島赤十字病院　産婦人科

Two cases of bladder carcinoma incidentally found during transvaginal ultrasonography

Sumika Matsui・Shirou Bekku・Hiroaki Inui・Kenjiro Ushigoe・Kayo Myougo

Department of Obstetrics and Gynecology, Tokushima Red Cross Hospital

通常，経腟超音波検査は子宮，付属器，あるいは胎児を観察対象とするが，小骨盤内の病変を観察することも可能である。
今回，経腟超音波検査で偶発的に膀胱腫瘍を発見し，膀胱癌の診断にいたった２例を経験した。
症例１は44歳。38歳時にCIN3に対し円錐切除術の既往があり，術後より時に不正出血があったが，とくに異常所見なく，細
胞診も正常となり終診とされていた。再度不正出血が続いたため，近医より当科を紹介された。経腟超音波検査で子宮，卵
巣に特記すべき所見はなかったが，膀胱内に血流をともなう隆起性の腫瘤を認め，膀胱鏡検査で膀胱癌が疑われた。TUR-Bt
（transurethral resection of the bladder tumor）が施行され膀胱癌の診断にいたった。症例２は87歳。不正出血を主訴に２
年前に当科を初診した。診察時には明らかな出血源は不明であり，半年毎の経過観察の方針とした。初診から２年後の診察
時に，経腟超音波検査で膀胱内に腫瘤を認め，膀胱鏡検査で膀胱癌が疑われた。TUR-Btが施行され膀胱癌の診断にいたっ
た。
経腟超音波検査は子宮，付属器のみでなく，小骨盤内の病変を観察することが可能である。とくに不正出血を主訴とする
が，子宮，腟に明らかな出血原因がないような場合，膀胱内の観察を行うべきである。

We encountered 2 cases of bladder tumor incidentally found during transvaginal ultrasonography.
Case 1: The patient was a 44-year-old woman with a history of conization for cervical intraepithelial neoplasia 
3 at age 38 years. She had abnormal bleeding postoperatively; however, there was no abnormality and 
the cytologic results were normal. She visited our department when abnormal bleeding occurred again. 
Transvaginal ultrasonography showed no uterine or ovarian abnormality; however, a bladder mass with blood 
flow was detected. Bladder carcinoma was suspected on cystoscopy. Transurethral resection of bladder tumor 
(TUR-Bt) was performed, and bladder carcinoma was diagnosed.
Case 2: The patient was an 87-year-old woman who first visited our department 2 years previously because of 
abnormal bleeding. The bleeding source was not obvious then, and follow-up was conducted every 6 months. 
At 2 years after her first visit, a bladder tumor was found during transvaginal ultrasonography, and bladder 
carcinoma was suspected on cystoscopy. TUR-Bt was performed, and bladder carcinoma was diagnosed.
Transvaginal ultrasonography can show lesions not only in the uterus and adnexae but also in the small pelvic 
cavity. In cases of abnormal bleeding with no obvious cause in the uterus or vagina, the bladder should be 
examined.

キーワード：経腟超音波検査，膀胱癌
Key words：transvaginal ultrasonography, bladder carcinoma

緒　　　言

　産婦人科診療において経腟超音波検査は低侵襲であ
り，リアルタイム性の高い診断方法のひとつである。ま
た，経腟超音波検査は子宮，付属器，あるいは胎児のみ
でなく小骨盤内の病変を観察することが可能である。不
正出血のある閉経後女性の0.3-0.8%に経腟超音波検査で
膀胱癌が発見されたと報告されている１，２）。しかし日常
より意識していなければ病変が描出されていても見逃す
おそれがある。今回，経腟超音波検査にて偶発的に膀胱
腫瘍を発見し，膀胱癌の診断にいたった２例を経験した

ので報告する。
症例１．44歳，０妊
既往歴：14歳　虫垂炎，38歳　CIN3に対し円錐切除術
現病歴：円錐切除術後より時に不正出血があったが，内
診や経腟超音波検査ではとくに異常所見なく，細胞診も
正常となり終診とされていた。再度不正出血が続いた
ため，近医を受診した。子宮腟部に赤色の隆起を認め
当科を紹介された。子宮腟部２時，４時に赤く膨隆し
た部位を認め，同部位の生検で反応性腺過形成であっ
た。経腟超音波検査で子宮，卵巣に特記すべき所見は
なかったが，膀胱内に血流をともなう29×16mm大の隆
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起性の腫瘤病変を認め（図１．Ａ，Ｂ），膀胱腫瘍を疑
い泌尿器科を紹介した。尿検査では赤血球１-４，白血
球１-４，細胞診class3Bであった。膀胱鏡検査で膀胱頸
部９時および右尿管口部に１cm，２-３cm大の乳頭状
腫瘤を認め（図１．Ｃ，Ｄ），膀胱癌が疑われTUR-Bt
（transurethral resection of the bladder tumor）が施行
された。病理組織検査で低異型度非浸潤性乳頭状尿路上
皮癌と診断された。

症例２．87歳，３妊２産
既往歴：脳梗塞，くも膜下出血
現病歴：不正出血を主訴に２年前に当科を初診した。診
察時には明らかな出血を認めなかった。子宮頸部細胞診
は異常なく，子宮内膜細胞診は内診時の疼痛が強く施行
できなかった。骨盤部造影MRI検査で子宮内に明らかな
腫瘤を認めず，半年毎の経過観察の方針とした。その間
も断続的に尿パッドに血液の付着があった。初診から２
年後の診察時に腟内，あるいは子宮からの明らかな出血
は認めなかったが，経腟超音波検査で膀胱内に15mmの
辺縁不整な腫瘤陰影を認め（図２．Ａ，Ｂ），膀胱腫瘍
を疑い泌尿器科を紹介した。尿検査では白血球30-49，
赤血球５-９，細胞診：class2であった。膀胱鏡検査で
乳頭状腫瘤を認め（図２．Ｃ），膀胱癌が疑われTUR-Bt
が施行された。病理組織検査で低異型度非浸潤性乳頭状
尿路上皮癌と診断された。

考　　　察

　不正出血を主訴とする患者に経腟超音波検査を行い，
偶発的に膀胱腫瘍を発見し，膀胱癌の診断にいたった症
例を２例経験した。
　女性で不正出血がある場合，子宮内膜，頸部，腟が出
血源であることがほとんどだが，直腸，肛門，尿道や膀
胱からの出血の可能性を考慮する必要がある。今回の２
例も不正出血を主訴としていた。不正出血を主訴とす
る，とくに閉経後女性では，内診，経腟超音波検査で，
子宮内膜を評価する。頸部・内膜細胞診，内膜組織診に
異常がなければ，明らかな出血源が不明のまま経過観察
とすることも多い。症例２は断続的な出血（尿パッドへ
の血液の付着）の訴えがあったが，いずれの診察時にも
出血源は不明であり，半年毎の経過観察を２年間続けて
いた。不正出血のある閉経後女性を対象とし経腟超音
波検査を施行すると0.3-0.8%に膀胱癌が発見されたと報
告されている１，２）。Yakasa et al.の報告では不正出血の
ある753例で17例（2.3%）に子宮体癌が見つかり，３例
（0.4%）に膀胱癌が見つかった３）。
　通常，経腟超音波検査は膀胱を空虚にして行うため，
膀胱内の病変を見逃す可能性がある。血尿はもちろん，
不正出血の訴えがあるが婦人科的に明らかな出血源が不
明の場合は膀胱の観察を忘れてはならない。膀胱壁の観
察のためには少なくとも膀胱内が50ml程度の尿で満た
されていなければならず１）この際状況に応じて膀胱充

図１．症例１の超音波所見（Ａ，Ｂ）と膀胱鏡所見（Ｃ，Ｄ）
Ａ：膀胱内に30mmの腫瘤を認める。
Ｂ：子宮矢状断面。この断面では膀胱内の病変は描出されていない。
Ｃ，Ｄ：膀胱鏡で乳頭状腫瘤を認める。
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満を行うこと，また同時に導尿し尿検査を行うことが重
要である。いずれにしても膀胱内病変の可能性を念頭に
おいていなければ，経腟超音波検査で病変が描出されて
いても見逃す可能性が高い。図２．Bに示す症例２の子
宮矢状断面像では，よく見ると膀胱内腫瘤が描出されて
いるが，この断面像では膀胱腫瘤には気づかなかった。
症例１では通常の子宮矢状断面では膀胱内の腫瘤性病変
は描出されておらず（図１．Ｂ），ある程度角度をつけ
て膀胱内を観察することで発見に至った。
　膀胱癌は血尿，あるいは膀胱刺激症状が診断の契機と
なることが多いが，症状に乏しいこともある。尿細胞診
の感度は40-60%と低く４），症例２でも陰性であった。
男性に比べ女性では少ないが，60歳以降の高齢者に多い
癌である。骨盤臓器脱あるいは尿失禁の加療中に発見さ
れた膀胱癌の症例が報告されている５-７）。田中らは骨盤
臓器脱と膀胱癌の好発年齢が一致することから，骨盤臓
器脱の加療に際し，膀胱内を観察することが有用である
としている７）。一方，まれだが，膀胱癌合併妊娠の報告
もあり，膀胱癌合併妊娠27例についてのreviewではその
半数が超音波検査で発見されている８）。妊婦健診時に膀
胱炎様症状の訴えを繰り返す場合や，尿潜血を認める場
合は超音波検査施行時に子宮頸管，あるいは胎児のみで
はなく膀胱内の観察を意識することも重要と思われる。
　今回の２例を経験し，経腟超音波検査は子宮，付属器
のみでなく，小骨盤内の病変を観察することが可能であ
ることを再認識した。多忙な日常診療において明らかな

婦人科疾患を認めない場合，それ以上の検索がなされず
病変が見逃されるおそれがある。とくに不正出血を主訴
とするが，子宮，腟に明らかな出血原因がない場合，膀
胱内の観察を行うべきである。
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図２．症例２の経腟超音波所見（Ａ，Ｂ）と膀胱鏡所見（Ｃ）
Ａ：膀胱内に15mm大の腫瘤を認める。
Ｂ：子宮矢状断面。よくみると膀胱内の腫瘤が描出されている（△）。
Ｃ：膀胱鏡で乳頭状腫瘤を認める。
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外傷後に母体のみ救命できた血液型不適合妊娠の一例

平野友美加・青江　尚志・春間　朋子・今福　紀章

福山市民病院　産婦人科

A case of blood type incompatible pregnancy (Rh-incompatible pregnancy) 
in which only the mother’s life was saved after a traffic accident

Yumika Hirano・Hisashi Aoe・Tomoko Haruma・Akinori Imafuku

Department of Obstetrics and Gynecology, Fukuyama City Hospital

【緒言】今回，妊娠29週の交通外傷で当院へ搬送となったRhD陰性妊婦の症例を経験した。母体は救命し得たが，一方で児
は救命できなかった。この経験から，RhD陰性妊婦に対する緊急輸血の対応及び，この地域の周産期医療の現状について考
察した。【症例】38歳　初産婦，A型RhD陰性，妊娠29週２日，車の助手席で対向車と正面衝突し受傷した。下腹部の痛みを
訴え血圧60/29mmHgで当院の救命救急センター（周産期母子医療センター併設なし）へ搬送となった。【経過】持参の母子
手帳でRhD陰性と判明した。腹部超音波検査で胎児心拍を確認，腹腔内液体貯留を認め，すぐに血液センターにRhD陰性血
液製剤を依頼した。造影CTで子宮破裂と診断した。輸血の到着を待ってから開腹手術を行うこととしたが急に児の状態が
悪化したため緊急手術で児を娩出した。アプガースコアは１分値１点であった。当院は37週以降の出生児しか対応できない
ため，福山医療センターの新生児科医師に手術の際の立ち合いを依頼したが出生には間に合わなかった。母体は救命できた
が，児は日齢12新生児死亡となった。【考察】RhD陽性の輸血で抗D抗体が産生された場合，次回妊娠時における胎児・新生
児溶血性疾患のリスクが生じる。そのため患者が妊娠可能な女性であれば可能な限りRhD陽性の輸血を避けるよう努めるこ
とが肝要で，RhD陰性患者に対するRBCの投与は，ABO血液型一致よりRhD陰性を優先する。本症例でもできる限りRh陽性
の輸血を避けるよう努めた。また，広島県第２の都市である福山市を中心とした福山・府中圏内には，救命救急センターと
地域周産期母子医療センターがそれぞれ１つずつあるが，両方を併設した病院はない。本症例を経験して比較的大きな医療
圏内には，救命救急センターと周産期母子医療センターを併設している病院があるべきだと考えた。

We report a case of traumatic uterine rupture that occurred at the 29th week of pregnancy. The patient was 
a 38-year-old D-negative pregnant woman (primigravida). She had a traffic accident and was transferred to our 
emergency medical care center. The fetal heart rate on ultrasound was 120 beats/min, and uterine rupture 
was confirmed on computed tomography. As there was no stock of D-negative blood products, we intended 
to perform a laparotomy after obtaining the blood products. However, the fetal status suddenly became 
worse and operation was immediately performed. Our hospital does not have a neonatal intensive care unit. 
Therefore, we asked a neonatologist from another hospital to attend the birth; however, he did not arrive on 
time. We were able to save the mother’s life but not that of the baby. A proper understanding of emergency 
measures for D-negative pregnant women is important. Moreover, this clinical case suggests the need for a 
hospital with both an emergency medical care center and a perinatal medical center attending to a relatively 
wide variety of medical conditions.

キーワード：RhD陰性妊婦，子宮破裂，緊急輸血，救命救急センター，周産期母子センター
Key words： D-negative pregnant woman, rupture of uterus, urgent blood transfusion, emergency medical 

care centers, perinatal medical center

緒　　　言

　今回，妊娠29週の交通外傷で当院へ搬送となったRhD
陰性妊婦の症例を経験した。母体は救命し得たが，一方
で児は救命できなかった。この経験から，RhD陰性妊婦
に対する緊急輸血の対応及び，この地域の周産期医療の
現状について考察した。

症　　　例

　38歳　初産婦　A型RhD陰性
【現病歴】
　近医で妊婦健診を受けていた。妊娠29週２日，安産祈
願の帰りに夫の運転する車の助手席で対向車と正面衝突
し受傷した。下腹部の痛みと張りを訴え，救急隊員到着
時，血圧60/29mmHgであった。夫は軽症だったので近
医へ搬送となったが，本人はショックバイタルであった
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ため事故現場から一番近い当院の救命救急センター（た
だし周産期母子医療センター併設なし）へ搬送となっ
た。事故現場から30km以上離れていたため受傷してか
ら１時間経ってようやく当院へ到着した。
【現症】
　顔面蒼白，JCSⅡ‒1， 血圧60/20mmHg， 脈拍
100bpm，ショックインデックス1.6，SpO2　90%（酸素
10L投与下），左肩と腹部にシートベルトの圧痕あり，
妊娠29週で腹部膨満著明，自発痛あり，性器出血なし
【経過】
　持参の母子手帳でRhD陰性と判明した。腹部超音波検
査で，腹腔内液体貯留を認めた。胎児は骨盤位，胎児心
拍は120bpm程度で確認できた。胎盤は子宮前壁付着で
胎盤肥厚や胎盤後血腫はなく明らかな常位胎盤早期剥離
所見はなかった。血液検査（表１）は，Hb8.0g/dl，フィ
ブリノーゲン313mg/dlであった。院内にRhD陰性血液
製剤がないため，すぐに血液センターへRhD陰性血液製
剤を依頼した。母体は細胞外液及びアルブミン投与で血

圧90mmHg以上に保つことができたため，全身精査目的
で造影CT検査を行った。CTで子宮破裂の可能性があっ
たため，緊急開腹術を行うことを本人に，夫には電話で
説明した。術式は子宮修復術，状況によっては帝王切開
術，場合によっては子宮摘出術を予定した。この時点で
RhD陰性の血液製剤が到着していなかったため，開腹手
術をする危険性に麻酔科サイドから手術の許可が得られ
なかった。必要時にはRhD陽性の血液製剤を使用するか
否かを検討したが，現状ではRhD陰性血液製剤の到着を
待ってから開腹手術を行うのが望ましいと判断した。事
故発生から１時間35分後，ICUへ入室して分娩監視装置
を装着した。心拍基線は160‒170bpmと頻脈であった。
ICU入室から10分後に突然，軽度変動一過性徐脈が頻発
し，さらに高度変動一過性徐脈に増悪（図２）したた
め，RhD陰性の血液製剤の到着を待たずに急遽，緊急手
術を施行した。開腹時，動脈性の出血はなかった。子宮
前壁に凝血塊が付着し子宮前壁に挫滅と横方向に子宮筋
層の裂傷を認め外傷性子宮破裂と診断した。事故発生か
ら２時間33分後に古典的帝王切開術で1164gの女児を娩
出した。アプガースコアは１分値１点（心拍のみ）で
あった。当院は37週以降の出生児しか対応できないた
め，福山医療センターの新生児科医師に手術の際の立ち
合いを依頼したが間に合わず，当院小児科医師と救急科
医が児の挿管と蘇生を行った。出生後５分のアプガース
コアは５点，臍帯血ガスは採取できなかった。出生後30
分以上が経過してようやく到着した新生児科医師により
サーファクタント投与等が行われた。児は福山医療セ
ンターへ搬送されたが，日齢12早期新生児死亡となっ
た。母体は子宮破裂部分を修復し，外科医が腹腔内検索
をして他臓器に損傷がないことを確認した。出血量は

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

図１　造影CT
胸骨骨折を認めた（Ａ矢印）。動脈性出血は認めないが，肝周囲に達する腹腔内液体貯留（Ｂ）と子宮周囲に血腫を疑う像（Ｃ矢印）があり
子宮破裂を疑った。

表１　来院時の血液検査データ
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2100ml（腹腔内出血込み）であった。手術終了間際に
到着したA型RhD陰性のRBC12単位，FFP10単位を輸血
し母体を救命した。術後に，抗D抗体陰性陽性であった
が妊娠28週時に予防的投与されていた抗D免疫グロブリ
ン（以後RhIG）の影響と考え，予防的にRhIGを投与し
術後７日目に退院した。その後，本人は精神的ダメージ
からカウンセリングを受けている。

考　　　察

　日本人でのRhD陰性の頻度は約0.5%であるために，
RhD陰性製剤の供給を受けることが困難な場合が多い。
当院でも院内にはもちろん福山血液センターにもRhD陰
性の血液製剤は常備していない。その為，近隣の広島市
もしくは岡山市からの取り寄せとなり，血液センターへ
の発注から輸血実施までに要する時間は通常２時間に及
び，「危機的出血」に対する迅速な対応の最大の障害と

なっている。
　我々産婦人科医が通常目にする産科危機的出血への対
応指針 2017には，RhD陰性患者に対する緊急時の輸血
に関して「RhD陰性の場合は，その結果と緊急度コード
を考慮して血液製剤を選択することが望ましい。ただし
緊急度コードⅠ（心停止が切迫）の場合には，RhD陰性
患者にはABO型適合赤血球を優先する」１）と記載されて
いるが，詳しい選択肢は載っていない。
　ここでRhD陰性患者に対する当院の緊急時のRBC輸血
の優先順位を（表２）に示す。RhD陽性の輸血で抗D抗
体が産生された場合，次回妊娠時における胎児・新生児
溶血性疾患のリスクが生じる。そのため患者が女児又は
妊娠可能な女性であれば可能な限りRhD陽性の輸血を避
けるよう努めることが肝要で，RBCの投与は，ABO血
液型一致よりRhD陰性を優先する（表２の第２選択肢）
２）。上記のように心停止が切迫している場合にはABO

表２　当院のRhD陰性患者にRBCを緊急輸血する場合の優先順位

図２　ICU入室時から手術室移動までの胎児心拍数陣痛図
心拍基線は160‒170bpmと頻脈であった。ICU入室から10分後に突然，軽度変動一過性徐脈が頻発
し，高度変動一過性徐脈に増悪した。
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型適合輸血を優先する（表２の第３選択肢）。ただし，
0.04mlの不適合輸血で感作のリスクがあるためRhD陽性
の血液を輸血した場合は，できるだけ早くRhD陰性の
血液に切り替える必要がある２）。国内輸血業務総合アン
ケート調査2010 3）において，50歳以下の女性群でのRhD
不適合RBC輸血は１例のみであった。
　RhD陰性患者にRhD陽性RBCが輸血された場合，抗D
抗体の産生頻度は，最近では22%４）と報告されている。
厚生労働省「輸血療法の実施に関する指針」に，RhD陰
性患者にRhD陽性の血液を輸血した場合，48時間以内
に不規則抗体検査を実施し抗D抗体が検出されない場合
は，RhIGを考慮する２）と記載がある。しかし，RhD不
適合輸血による抗D抗体産生防止のためのRhIGの保険適
応はない。日本輸血・細胞治療学会「安全な輸血療法ガ
イド」５）にも，国内で販売されている筋注製剤では，１
バイアルで陽性赤血球約10-12.5ml程度が破壊されるの
みであり，400ml由来のRBCが投与された場合には大量
投与が必要であるが，国内では静注製剤は認可されてい
ない。また，RhD陽性RBCの輸血後にRhIGを投与する
と溶血性副作用が発症するリスクもあり６）７），RhIG投
与の妥当性は現状において極めて少ないと判断される。
　次にRhD陰性患者に対する当院の緊急時のFFP，PC
の輸血の優先順位を（表３）に示す。FFP，PCも将来
妊娠の可能性がある患者に輸血を行う場合にはできるだ
けRh陰性由来のものを用いる。FFP，PCの血液製剤に
は赤血球をほとんど含まず２），AB型Rh陰性血液製剤の
入手は困難であり，厚生労働省「血液製剤の使用指針」
に，緊急の場合にはRh陽性を使用してもよい８）と記載
されている。以上から，当院では第２選択肢を同じ血
液型のRh陽性血液製剤としている。実際，輸血業務総
合アンケート調査2010 3）において，50歳以下の女性群で
のRhD不適合PC輸血は15例であった。輸血後にRhIGを
投与することは抗D抗体産生予防のために有効と考えら
れるが２），日本輸血・細胞治療学会「安全な輸血療法ガ
イド」５）には，RBC同様に保険適応がない，RBC輸血と
異なり抗D抗体産生のリスクが少ない９）などの理由から
RhIG投与の妥当性も現状において極めて少ないと記載
されている。
　以上をふまえ，本症例でもできる限りRh陽性の輸血

を避けるよう努めたが，そのため手術開始が遅れた。
　次に，救命救急センターと周産期医療について述べ
る。全国には，289施設の救命救急センターがある。そ
のうち総合または地域周産期母子医療センターを併設し
ている施設は203施設（70%）である。17県は，救命救
急センターに周産期母子医療センターが100%併設して
いる。東京都は救命救急センター26施設の中で周産期母
子医療センターが併設しているのは17施設（65%），大
阪府は16施設中８施設（50％）あるが，東京都は「スー
パー総合周産期センター」を設け東京都母体救命搬送シ
ステムが構築され，大阪府でも府内各地区から概ね30分
以内で受け入れ医療機関へ到着できる体制を整備してい
る。広島県は救命救急センター６施設中４施設（67%）
に周産期母子医療センターが併設している。広島県第２
の都市である福山市を中心とした福山・府中圏内には，
救命救急センターと地域周産期母子医療センターがそれ
ぞれ１つずつあるが，前者は福山市民病院に，後者は福
山医療センターにあり，この圏内には両方を併設した病
院はない。今回，当日救命救急受け入れ可能で事故現場
から一番近い救命救急センター兼周産期母子医療セン
ター医療機関は90km以上離れており，母体の状況から
そこまでの搬送は困難であった。今後，妊産婦・新生児
等について適切に対応できる体制を構築するためには，
比較的大きな医療圏内には，救命救急センターと周産期
母子医療センターを併設している病院があるべきだと考
える。
　本症例では，事故発生から当院到着までの間の約１時
間，母体の血圧は60mmHgの低血圧状態が持続してい
た。子宮胎盤の血管床は自動調節能をもたないため，
母体血圧の低下と比例して子宮胎盤血流も減少し，胎
児アシドーシスを来たす。母体低血圧は，収縮期血圧
100mmHg未満または基準収縮血圧の20％以下と定義さ
れている。母体低血圧が４分以上持続すると生後４-７
日の神経行動異常との関連性が示され，理論上ではたっ
た２分でも胎盤血流が完全に遮断されるだけで健常胎児
であっても容易に低酸素血症に至る10）。以上のことから
考慮すると，本症例では子宮への灌流は長時間低下して
おり，当院到着時にはすでに児は低酸素状態で深刻なダ
メージを受けていたと考えられ，母体がRh陰性であっ

表３　当院のRhD陰性患者にPC，FFPを緊急輸血する場合の優先順位
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たこと，搬送先の当院に母子医療センターが併設してい
ないことが児の結果にどれだけ影響したか明らかではな
い。しかし，我々は，与えられた状況下で母子の命を救
うべく最善の治療をするため最大限の努力をしている。
今回のような症例を経験すると与えられる状況が少しで
も良くなればと思ってやまない。

利益相反について
　今回の論文に関連して，開示すべき利益相反状態はあ
りません。
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正常卵巣茎捻転の一例

末岡幸太郎・藤村　大志・岡田　真希・中島　健吾・梶邑　匠彌・澁谷　文恵
田村　功・前川　亮・竹谷　俊明・田村　博史・杉野　法広

山口大学大学院医学系研究科　産科婦人科学講座

A case of normal ovarian torsion

Kotaro Sueoka・Taishi Fujimura・Maki Okada・Kengo Nakashima・Takuya Kajimura・Fumie Shibuya
Isao Tamura・Ryo Maekawa・Toshiaki Taketani・Hiroshi Tamura・Norihiro Sugino

Yamaguchi university Graduate school of Medicine Department of Obstetrics and Gynecology

正常卵巣の茎捻転に関する報告はまれだが，小児の報告が多い。今回20歳の急性腹症に対する緊急腹腔鏡手術で正常卵巣の
茎捻転と診断した症例を経験したので，若干の文献的考察を加えて報告する。
本症例は前日夜突然の下腹部痛が出現し，救急搬送にて前医を受診した。激しい疼痛はペンタゾシンでも軽快せず当院へ紹
介となった。その後も疼痛は強く，フェンタニルを合計４ml投与し一旦はコントロールされた。当院での再検CTでもダグラ
ス窩にやや高吸収の腹水を認め，卵巣出血の可能性はあるが粗大な血腫は認めない所見であった。翌日朝婦人科疾患を疑わ
れ当科紹介。診察では下腹部の右寄りに圧痛を認めるものの反跳痛はほとんど無かった。経腟超音波で，右卵巣は約５cm大
に腫大し，その横に血腫の様な腫瘤像を認め，子宮前後にエコーフリースペースを認めた。卵巣出血疑いの診断のもと，ま
ずは経過観察とした。同日夕方再度下腹部痛の増悪を認め，急性腹症の原因検索および卵巣出血治療の目的で腹腔鏡下手術
を施行。腹腔内所見は淡黄色にやや血液が混じた腹水が少量貯留していたが血腫は認めず，右付属器は子宮基部で一回転の
捻転をきたし，全体にうっ血して軽度腫大していた。腫瘍のない右付属器茎捻転であったため，捻転を解除して手術を終了
した。術後経過は順調で５日目に退院となった。
本症例は正常卵巣茎捻転であった20歳の症例において，捻転解除による保存的加療を行い，その後月経発来を確認した。正
常卵巣茎捻転の場合，卵巣は二次性の浮腫による腫大，出血・壊死を起こし，腹水の出現などが見られるとされ，術前の診
断の精度を上げるために，年齢を考慮した鑑別診断や腫瘍への血流の評価も含めた画像診断をより注意深く行うことが重要
である。また文献的にも手術は基本的には捻転解除術を行い，その後の卵巣機能の回復の評価を十分行う必要がある。

We report the case of a 20-year-old woman with torsion of a normal ovary diagnosed through laparoscopic 
surgery for acute abdomen, along with a literature review.
The patient was brought to a previous hospital by ambulance because of sudden lower abdominal pain. She 
was transferred to our hospital owing to uncontrollable pain. Computed tomography showed slightly high-
dense fluid in the pelvis; however, the uterus and adnexa were normal. Upon the patient’s referral to us, 
she underwent transvaginal ultrasonography, which showed swelling of the right ovary to about 5 cm size 
with a mass-like hematoma and an echo-free space around the uterus. Although we initially planned to only 
observe the ovarian bleeding, we decided to perform emergent laparoscopic surgery because her pain started 
to worsen again. Laparoscopic examination of the pelvic cavity revealed yellowish and slightly bloody fluid 
and black-bluish discoloration of the right ovary due to its torsion (360°). We performed detorsion of the right 
ovary. Her postoperative course was uneventful.
We considered that a differential diagnosis according to age and more careful imaging examinations including 
blood flow are important preoperatively. In the case of torsion of a normal ovary, the surgical procedure 
should be detorsion only, not salpingo-oophorectomy.

キーワード：急性腹症，正常卵巣茎捻転，捻転解除術
Key words： acute abdomen, normal ovary torsion, detorsion

緒　　　言

　付属器茎捻転は，頻繁に遭遇する婦人科救急疾患の一
つであるが，その多くは腫瘍性病変を伴っており，正常
卵巣の茎捻転はまれであるが，小児の報告が多い。卵巣
機能温存のため迅速な診断と治療が必要であるが，特異

的な所見に乏しいため診断に苦慮することも多い。今回
20歳の非妊婦の急性腹症に対する緊急腹腔鏡手術で，術
中所見で正常卵巣の茎捻転と診断し，捻転解除術を施行
した症例を経験したので，若干の文献的考察を加えて報
告する。
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症　　　例

患者：20歳　０妊　既往歴に特記すべき事項無し　月経
周期は31日型，整順
現病歴：前日夜突然の下腹部痛が出現し，嘔吐，排便を
したが疼痛の改善無く，救急搬送にて前医を受診した。
激しい疼痛はペンタゾシンでも軽快せず，尿妊娠反応は
陰性，CTにて軽度の右付属器領域の腫大とダグラス窩
腹水を指摘され（図１），当院先進救急医療センターへ
紹介となった。その後も疼痛は持続し，フェンタニル
１mlを合計４回投与し一旦はコントロールされた。当
院での再検CTでもダグラス窩にやや高吸収の腹水を認
め，卵巣出血の可能性はあるが粗大な血腫は認めない，
イレウスなど他臓器の明らかな異常所見も認めない所見
であった。翌朝婦人科疾患を疑われ当科紹介となった。
当院先進救急医療センター搬送時所見：
血圧：100/70 mmHg　心拍数：80 bpm　体温：36.4度

血液検査所見：
WBC：15840 ×106/L，Hb：12.9 g/dL，Plt：29.9 ×1010/
L，TP：6.7 g/dL，Alb：4.2 g/dL，T.Bil：0.4 mg/dL，
AST：15 U/L，ALT：17 U/L，BUN：16 mg/dL，Cre：
0.51 mg/dL，Na：139 mmol/L，K：3.6 mmol/L，Cl：
107 mmol/L，CRP：0.21 mg/dL
当科初診時腹部所見：
　下腹部の右寄りに圧痛を認めるものの反跳痛はほとん
ど無く，腹膜刺激症状は乏しい所見であった。
当科初診時経腟超音波検査所見：
　子宮に異常所見は無く，左卵巣は正常に認めたが，右
卵巣は約５cm大でその横に血腫の様な腫瘤像を認め，
子宮前後にエコーフリースペースを認めた（図２）。

治療経過：
　卵巣出血疑いの診断のもと，まずは経過観察とした。
同日夕方再度下腹部痛の増悪を認め，急性腹症の原因検

図１　前医での造影CT（左：横断面，右：冠状面）
右付属器はやや腫大している（矢印）。

図２　当科初診時の経腟超音波所見
右卵巣は約５cm大に腫大し，隣接して血腫様の腫瘤像（矢頭）を認める。
左卵巣，子宮は正常外観だが，子宮周囲にEFSを認める。
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索および卵巣出血治療の目的で腹腔鏡下手術を施行し
た。腹腔内所見は淡黄色にやや血液が混じた腹水が少量
貯留していたが血腫は認めず，右付属器は子宮基部で一
回転の捻転をきたし，全体にうっ血して軽度腫大してい
たが，卵巣からの出血は認めなかった（図３）。腫瘍の
ない右付属器茎捻転であったため，捻転を解除して手術
を終了した。術後経過は順調で５日目に退院となり，そ
の後の外来問診にて，月経発来を確認した。

考　　　察

　本症例は急性腹症で受診し，卵巣出血を疑い保存的に
経過観察の方針としたが，疼痛のコントロールが不良で
緊急手術を施行し，正常卵巣の茎捻転であったため，捻
転解除術を行った症例である。
　付属器捻転の頻度は急性腹症の2.5〜7.4%を占める
とされるが１），正常卵巣での報告は小児期の症例が多
い２）。特に小児期では付属器捻転の約50%は正常卵巣の
捻転と言われている。正常卵巣茎捻転が起こる機序とし
て，卵管や卵管間膜が長く可動性が良好であること，と
くに小児では小さな子宮に対して相対的に卵巣が大きい
ことなどが考えられている３）。
　正常卵巣の茎捻転が起こると血流の遮断により二次性
の浮腫を生じ卵巣が腫大し，その後の遅発性の変化とし
て，ダグラス窩の腹水が生じるとされている４）。術前の
画像診断に関しては，超音波断層法では片側の卵巣腫大
を認め，通常４cm以上になることが多いとの報告があ
る。その他の所見としては，ダグラス窩のエコーフリー
スペース，静脈のうっ滞や卵胞の浮腫を反映した均一な
嚢胞が集簇した構造が見られることがある。またドッ

プラー法が診断に有用と報告され，約60%に血流の途絶
を認め，陽性的中率は94〜100％との報告もある５）一方
で，捻転症例でも血流は正常であることも多く，ドップ
ラー法による捻転の診断は誤った判断につながるとの報
告もあり６），注意を要する。なお本症例では卵巣出血を
念頭に置いていたため，ドップラー法は施行していな
かった。CTあるいはMRIでは，卵管壁や囊腫があった
場合は囊腫壁の肥厚，腹水，子宮の捻転付属器側への偏
移などを認め，MRI T2強調画像では卵巣間質が高信号
となることがある１），５）。
　付属器の捻転は血流の途絶により虚血が起こり，卵巣
機能の不可逆的な喪失をもたらし，若年者では将来的な
不妊症にもつながるとされ，早期の診断・治療が求めら
れる。またごく稀に壊死によって放出されたサイトカイ
ンにより致死的な静脈血栓塞栓症を発症するとされ１），
そのため手術では主に付属器切除術が施行されてきた
が，McGovernet et al. が，約1000例のレビューをした
ところ，肺塞栓症の発症率は0.2%であると報告し７），そ
のリスクは極めて低いものであると認識されるように
なった。
　また術中所見において，卵巣の色調の変化を卵巣壊死
の所見として捉えられ，捻転解除後の回復を確認しなが
ら付属器切除の必要性を判断することも行われてきた。
しかしOelsner et al. の1993年の報告では，付属器茎捻
転で手術を施行した40例を検討し，発症から手術まで平
均25時間（３〜144時間）で，術式は付属器切除を行な
わず捻転解除術で保存的な手術を施行した。術後１年以
上フォローアップできた37例（観察期間は平均4.07年）
のうち36例は，術後に超音波にて卵胞発育を認めたとし

図３　緊急手術時腹腔内所見
上段：捻転した右付属器　下段：捻転解除後の右付属器
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ている。彼らは捻転における術中の肉眼的な所見，卵巣
の浮腫や腫大あるいは色調の変化いわゆる“black-bluish 
appearance”は卵巣組織の不可逆的な虚血性変化の指
標とはならないと結論付けている８）。Huchon et al. の
2010年のシステマティックレビューでは，実際に捻転解
除術のみで88〜100%の症例で卵巣機能が回復したと報
告され１），2013年，2017年のシステマティックレビュー
でも，付属器の茎捻転では，生殖可能年齢あるいは閉経
前の症例においては捻転解除術がまずは考慮されるべき
で，温存後に卵巣機能が回復するとの数多くの報告が
あることが示されている５），９）。さらに囊腫併発症例で
は，がんの併発に注意を要する必要はあるが，囊腫部分
の剥離層の見極めをより容易にすることや，炎症による
癒着が軽減し付属器切除を回避できることなどのメリッ
トから，二期的な手術を勧める報告がある５），10）。
　発症から手術までの時間については，術中に肉眼的に
壊死所見を認め，卵巣温存ができずに付属器切除に到っ
た症例は，有意にその時間が長いとの報告が散見され
る６），11），12）。ただし，実際に発症から手術までどのくら
いの時間待機可能なのかは明らかではない。Karayalcin 
et al. は保存的手術を施行した34人の発症から手術まで
の平均時間は26時間であったが，44時間以内であれば，
色調や捻転の程度に関わらず，保存的手術が可能と報告
し13），Oelsner et al. は102例の報告で，発症から手術ま
では平均16時間経過したが，その後の卵胞発育を91.3%
に認めたとしている14）。さらにGalinier et al. は，付属
器捻転で保存的手術を施行した21例において，発症から
手術までの中央値は驚くべきことに2.5日（９時間～13
日）で，フォローアップ可能であった14例で卵胞発育を
認め，“black-bluish appearance”を認めた捻転卵巣に
対する保存的手術は安全で効果的な治療であると述べて
いる15）。Taskin et al. はラットでの動物実験で，付属器
の捻転後約36時間で卵巣組織の壊死が起こることを報告
しており16），やはりある一定の時間を超えると，壊死の
リスクは高いと考えられるが，そのゴールデンタイムと
も言うべき時間は定まってはいない。
　本症例は当初卵巣出血を念頭においていたが，正常卵
巣茎捻転であった20歳の症例において，捻転解除による
保存的手術を行い，その後の月経発来を確認した。正常
卵巣茎捻転の場合，卵巣は二次性の浮腫による腫大，出
血・壊死を起こし，腹水の出現などが見られるとされ，
術前の診断の精度を上げるために，年齢を考慮した鑑別
診断や腫瘍への血流の評価も含めた画像診断をより注意
深く行うことが重要である。また文献的な考察からも手
術は基本的には捻転解除術を行い，その後の卵巣機能の
回復の評価を十分行うことが望ましい。
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methotrexate治療で子宮を温存できた帝王切開瘢痕部妊娠の１例

野村　奈南・中本　康介・相馬　晶・岡本　啓・藤本　英夫

市立三次中央病院　産婦人科

A case of cesarean scar pregnancy in which the uterus was preserved 
with methotrexate therapy

Nana Nomura・Kosuke Nakamoto・Aki Soma・Kei Okamoto・Hideo Fujimoto

Department of Obstetrics and Gynecology, Miyoshi Central Hospital

帝王切開瘢痕部妊娠（Cesarean Scar Pregnancy; CSP）は近年の帝王切開率の上昇に伴い，増加傾向にある。CSPは子宮破
裂，癒着胎盤，膀胱浸潤，大量出血，母体死亡へと至る可能性が高く，適切な診断および治療が重要であるが，未だ確立さ
れた治療法はない。我々はCSP治療にメソトレキセート（methotrexate; MTX）を用い，子宮を温存できた症例を経験したの
で報告する。症例は39歳，４妊２産（帝王切開２回，自然流産１回）。無月経を主訴に前医を受診し，CSPを指摘され紹介受
診した。最終月経および頭殿長からは妊娠８週１日相当であった。胎児心拍は陰性であり，稽留流産と考えられた。経腟超
音波断層法およびMRIでCSPと診断した。初診時血清hCGは19949.5 mIU/mℓであった。子宮温存の希望があり，２週間ごと
にMTX計４回筋注で胎嚢は徐々に縮小した。MTX開始後77日目に血清hCGは測定感度以下となり，203日目にフォローを終
了した。CSPに対するMTX療法は治療期間が長く，途中で大出血をきたした症例の報告もあり，慎重な対応が求められる。
妊娠９～10週以前で胎児心拍陰性の稽留流産の場合，MTX全身投与で子宮を温存できる可能性があるが，その後の妊娠およ
び出産に関する予後の報告は少なく，今後も症例の蓄積が必要である。

The incidence of cesarean scar pregnancy (CSP) has been increasing in recent years with increasing cesarean 
section rates. Appropriate diagnosis and treatment are important because CSP is likely to have lethal 
outcomes such as uterine rupture or placenta accreta; however, there is no routine therapy for CSP yet. 
We report a case of CSP in which the uterus was preserved using methotrexate (MTX) therapy. A 39-year-
old woman presented with a suspicion of CSP. She had 4 previous pregnancies including 2 cesarean sections. 
She was about 8 weeks pregnant. As there was no fetal heartbeat, it was considered a missed abortion. 
We diagnosed CSP with transvaginal ultrasonography and magnetic resonance imaging. The serum human 
chorionic gonadotropin (hCG) level was 19,949.5 mIU/mℓ. With 4 intramuscular injections of MTX every 2 
weeks, the gestational sac gradually contracted. At 77 days after the first MTX injection, the serum hCG level 
became lower than the measurement sensitivity. MTX therapy for CSP needs careful follow-up over a long 
period because there are reports of major bleeding during the therapy. In cases of missed abortion, which 
occurs before 9‒10 weeks pregnancy, there is a possibility that the uterus can be preserved with systemic 
MTX therapy.

キーワード：帝王切開瘢痕部妊娠，稽留流産，メソトレキセート，子宮温存
Key words： cesarean scar pregnancy, missed abortion, methotrexate, uterine preservation

緒　　　言

　帝王切開瘢痕部妊娠（Cesarean Scar Pregnancy; 
CSP）は近年の帝王切開率の上昇に伴い，増加傾向に
ある１）。CSPは子宮破裂，癒着胎盤，膀胱浸潤，大量出
血，母体死亡へと至る可能性が高く１），適切な診断お
よび治療が重要であるが，未だ確立された治療法はな
い。我々はCSP治療にメソトレキセート（methotrexate; 
MTX）全身投与を用い，子宮を温存できた症例を経験
したので報告する。

症　　　例

患者：39歳，４妊２産（21歳，33歳時に帝王切開（初回
児頭骨盤不均衡），39歳時に自然流産１回）
既往歴：特記なし
家族歴：特記なし
現病歴：当院受診２日前に無月経を主訴に前医を受診
した。経腟超音波断層法で19.4 mmの胎嚢および頭殿長
８ mmの胎芽を認めたが，心拍動は認めず，稽留流産が
疑われた。胎嚢付着部が帝王切開瘢痕部に認められたた
め，CSPを疑われ，加療目的に当科紹介となった。
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臨床経過：経腟超音波断層法で子宮体下部の帝王切開
瘢痕部付近に血流を伴う30.4 mmの胎嚢と，頭殿長9.7 
mmの胎芽を認めた（図１）。最終月経および頭殿長か
ら妊娠８週相当と考えられた。胎児心拍は認めず，稽
留流産と診断した。MRIで子宮峡部前壁筋層内に径約
25 mmの嚢胞像と，その辺縁にT2強調画像で高信号，
造影MRI dynamic studyで早期濃染を示す絨毛組織と
考えられる構造物を認め，CSPと診断した。同部の筋層
の厚さは約２～３ mmと菲薄化していたが，絨毛の膀
胱への浸潤は認めなかった（図２）。初診時の血清hCG 
は19949.5 mIU/mℓであった。患者は子宮温存を希望
したため，MTX投与後に子宮内容除去術（dilatation 

and curettage; D&C）を行う方針とした。２週間ごと
にMTX50 mg/㎡筋注を計４回行い，胎嚢は徐々に縮小
した。経腟超音波断層法の経過を図３に示す。MTX開
始後77日目に血清hCGは測定感度以下となった。MTX
全身投与のみで経過良好であったため，D&Cは行わな
い方針とした。月経はMTX開始後47日目より再開し
た。MTX開始後203日目の経腟超音波断層法で子宮内
に11.1×8.0 mm大のわずかな遺残を認めたが，血流はな
く，血清hCGは測定感度以下を維持していたため，問題
はないと判断しフォローを終了した。また，フォロー中
に少量の不正性器出血以外明らかな有害事象を認めな
かった。

図１　初診時の経腟超音波断層法
左：Ｂモード
右：カラードップラー法
帝王切開瘢痕部に一致した部位に30.4 mmの胎嚢と9.7 mmの胎芽を認めた。膀胱と胎嚢間の
筋層は菲薄化しており，カラードップラー法で胎嚢周囲に血流を認めた。

図２　MRI
左：T2強調画像
右：造影 MRI dynamic study 
子宮峡部前壁筋層内に径約25 mmの嚢胞と，その辺縁にT2強調画像で高信号，造影
MRI dynamic studyで早期濃染を示す絨毛組織と考えられる構造物を認めた。胎嚢と膀
胱間の筋層の厚さは２～３ mmであったが，絨毛の膀胱への浸潤は認めなかった。
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考　　　察

　CSPは妊卵が帝王切開瘢痕部に着床した異所性妊娠の
１つであり，近年の帝王切開頻度の上昇と，経腟超音波
断層法の精度の向上により，報告症例数は増加してい
る１）。しかしながらその頻度はおよそ2000分娩に１例，
帝王切開既往の0.15 %と比較的まれであり，その可能性
をあらかじめ考慮して妊娠の初期診療にあたらなければ
見逃す可能性がある２）。CSPでは絨毛付着部位が子宮峡
部や頸管部にあるため，子宮内膜や頸管粘膜が子宮体部
と比較して薄く，容易に絨毛が筋層内に侵入し，嵌入胎
盤や穿通胎盤と同様の病態となる。妊娠が継続され，
1st trimesterを超えると，子宮破裂や癒着胎盤，膀胱浸
潤，大量出血，母体死亡へと至る可能性が高いとされて
いる１）。諸家の報告では，CSPと診断し，待機的管理で
妊娠継続を行った症例の報告もあるが，経過中に子宮破
裂を起こし子宮全摘に至ったり，高確率で癒着胎盤とな
るなどの報告があることから，CSPと診断した場合には
妊娠の継続は行わず，終結させるのが望ましいと考えら
れる２），３）。
　診断には経腟超音波断層法が有用であり，①子宮体部
や子宮頸管内に胎嚢を認めず，帝王切開瘢痕部に一致
した部位に胎嚢を認める，②膀胱と胎嚢間に正常な筋
層を認めない，③カラードップラー法で胎嚢周囲に血
流を認めるなどが有用な所見として挙げられる２），３）。
MRIも診断の補助として用いられ，創部子宮筋層の厚さ

や膀胱への絨毛組織の浸潤の有無，栄養血管等を評価で
き，治療の際のオリエンテーションに有用とされてい
る１），２），４）。
　治療は子宮温存の希望の有無や血清hCG値，妊娠週
数，胎児心拍の有無，出血による緊急度などに応じて待
機療法，薬物療法（MTX全身投与，MTXまたはKCl局
所投与），手術療法（子宮鏡下妊娠病巣除去術，腹腔鏡
下妊娠病巣除去術，子宮全摘術，D&Cなど），子宮動脈
塞栓術（trans-arterial embolization; TAE）などを選択
する。本症例では，妊孕性の温存希望があり，胎児心拍
は認めず稽留流産と考えられたが，血清hCGが19949.5 
mIU/mℓと高値であったため，まずはMTX全身投与で
絨毛組織の縮小や胎嚢の活動性を低下させた後，D&C 
を行う方針とした。D&Cは単独では子宮穿孔，大量出
血のリスクがあるため，治療の第一選択としては推奨
されていない３），５）。また，TAEを併用し，病変部への
血流をコントロールすることで出血のリスクを減らす
ことができるとの報告もある６）が，TAEの副作用とし
て子宮内膜炎や肺塞栓の報告もあり，また術後の妊孕
性に対する安全性が不確実なこと４），７）も考慮すると，
出血による緊急度の高くない症例では慎重に選択する
必要がある。MTX全身投与は血清hCGが5000～10000 
mIU/mℓ未満で胎児心拍陰性の場合有効性が高いとさ
れる２），８）。しかしながら，上記の条件を満たしたうえ
でのMTXの全身投与の成功率は約30～40 %と失敗例も
比較的多く８），治療開始時よりMTX全身投与にMTXの

図３　経腟超音波断層法の経過（上段：Bモード，下段：カラードップラー法）
左（MTX開始42日目）：胎嚢の縮小を認めるが，血流は残存している。
右（MTX開始140日目）：胎嚢はさらに縮小し，血流も減少している。
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局所投与を併用した場合，有効率が高くなるとの報告も
ある。施設の状況や，手技的に局所投与が施行可能であ
れば，治療開始時より局所投与を併用することで成功率
を高めることができる可能性がある９）。本症例の場合，
血清hCGが10000 mIU/mℓを超えていたが，絨毛が瘢痕
部に深く侵入するとされる妊娠９～10週以前の妊娠初期
で，かつ胎児心拍陰性の稽留流産であり，症例によって
は待機療法でも根治可能との報告も見られた10）ことな
どから総合的に判断し，処置による患者への負担がより
少なく，投与方法も簡便なMTX全身投与を行う方針と
した。（MTX全身投与のoverviewを表１に示す。）MTX
の絨毛性疾患に対する用法は添付文書上１クールを５日
間とし，成人１日10～30 mgを注射し，休薬期間は通常
７～12日間とされている。異所性妊娠に対する投与量の
50 mg/㎡を参考にし，１回につき67.5 mgを筋注したた
め，休薬期間を14日とし，血清hCGを参考に追加投与す
る方針とした。４回のMTX全身投与で血清hCGは順調
に低下し，子宮内の胎嚢も縮小したため，あえて侵襲的
なD&Cは行わず，超音波フォローを行うこととした。
MTX療法は妊娠組織が長期間残存するため，治療経過
中に破裂し，大量出血を起こし，TAEなどの追加治療
を行ったという報告も散見される。また，感染や絨毛遺
残などが危惧されるため，慎重な経過フォローが必要で
あり，経過不良の場合には手術療法などの追加治療も考
慮する必要がある。諸家の報告では血清hCGが測定感度
以下になるまでの期間は約数週間から半年とされてお
り７），９），本症例も77日間という長期間を要したが，大
出血や感染を起こすことなく，治療を完了することが
できた。本症例で血清hCGが19949.5 mIU/mℓと高値で
あったにも関わらず，MTX全身投与のみで治療が成功

した要因は，絨毛が瘢痕部に深く侵入する以前の妊娠８
週相当で，胎児心拍陰性の稽留流産であったことが考え
られる。MTX全身投与後の妊娠予後については報告が
少なく，今後の症例の蓄積が必要である。

結　　　語

　CSPにMTX全身投与を行い，子宮を温存できた１例
を経験した。CSPに対する治療のプロトコルは確立され
ておらず，個々の症例に応じて柔軟に対応する必要があ
る。本症例のように診断時の血清hCGが高値でも，妊娠
９～10週以前の初期の稽留流産であればMTX全身投与
とその後の慎重な超音波フォローで安全に治療すること
が可能であると考えられた。
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巨大子宮筋腫の腹式単純子宮摘出術における術前子宮動脈塞栓術の有用性の検討
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Usefulness of preoperative uterine artery embolization for the safety of abdominal total 
hysterectomy for giant uterine myomas

Waka Takata １）・Takashi Ushiwaka １）・Tamami Tsuduki １）・Sachio Matsushima １）・Shoko Hashimoto １）

Kayo Taniguchi １）・Ruriko Yamada １）・Nobuo Ikenoue １）・Kenta Ohgi ２）・Rika Yoshimatsu ２）

Kenji Kajiwara ２）・Tomoaki Yamanishi ２）・Hiroki Minamiguchi ２）・Takuji Yamagami ２）・Nagamasa Maeda １）

１）Department of Obstetrics and Gynecology, Kochi Medical School
２）Department of Radiology, Kochi Medical School 

子宮動脈塞栓術（uterine artery embolization: UAE）は，分娩時大量出血や悪性腫瘍に伴う骨盤内出血に対して，止血や出
血量軽減目的に利用されてきた。子宮筋腫に対するUAEは1995年の報告以降世界的に増加し，日本においても2014年より保
険収載され広く施行されている。今回，大きな子宮頸部筋腫や子宮頸部にまで及ぶ子宮体部巨大子宮筋腫など，腹式単純子
宮全摘出術で大量出血が予測される症例に術前UAEを施行しその有用性について検討した。子宮頸部にまで及ぶ巨大子宮体
部筋腫と子宮頸部筋腫の３症例，および頸部筋腫合併の子宮癌肉腫１症例の計４症例に対しUAEを施行した。過去に当科で
術前UAEを行なわずに腹式単純子宮全摘出術を施行した子宮筋腫症例125症例（子宮体部筋腫109例，子宮体部から頸部に及
ぶ筋腫または子宮頸部筋腫16例）を対照群とした。術前々日に入院，硬膜外麻酔を挿入した。術前日に症例によっては尿管
ステント留置（全例）とUAEを施行し手術に臨んだ。持続硬膜外麻酔により，UAEに対する鎮痛は周術期に抑制できた。
UAE群は，対照群の子宮体部から頸部に及ぶ筋腫または子宮頸部筋腫16例と比較し，術中出血量は有意に減少していた。
UAE群では他家血輸血症例は認めなかった。UAEは，術中大量出血が予測される子宮体部から頸部に及ぶ巨大な筋腫または
子宮頸部筋腫の腹式単純子宮全摘出術において出血量を低下させるとともに，硬膜外麻酔の併用により疼痛管理も可能であ
り，安全な手術の遂行のために有用な手技と考えられた。

Uterine artery embolization (UAE) is clinically used to reduce bleeding during birth or pelvic bleeding due to 
malignant tumors. The use of UAE for uterine myomas has been increasing since the first report in 1995. In 
Japan, this procedure became covered by insurance in 2014. We assessed the clinical efficacy of UAE before 
abdominal total simple hysterectomy for massive uterine cervical myomas or giant uterine corpus myomas 
extending to the uterine cervix. UAE was performed for uterine myomas and a uterine carcinosarcoma 
with a massive uterine cervical myoma. For the control group, 125 cases of uterine myomas treated with 
abdominal total simple hysterectomy without UAE were selected for comparison with these 4 cases. Epidural 
anesthesia induction was performed 2 days before surgery. Then, ureteral stenting and UAE were performed 
the day before surgery. The epidural anesthesia enabled pain relief for UAE during the perioperative 
period. Intraoperative bleeding was successfully reduced by UAE, and no patient needed blood transfusion 
from others. Preoperative UAE could reduce the uterine artery blood flow, thus reducing the amount of 
intraoperative bleeding. Moreover, it may have a clinical benefit in patients undergoing abdominal simple 
hysterectomy for giant uterine myomas.

キーワード：子宮動脈塞栓術，巨大子宮筋腫，子宮頸部筋腫，子宮悪性腫瘍
Key words： uterine artery embolization; UAE, giant uterine myoma, uterine cervicalmyoma, 

uterine malignant tumor

緒　　　言

　子宮動脈塞栓術（uterine artery embolization: UAE）

は分娩時大量出血や悪性腫瘍に伴う骨盤内出血に対して
止血や出血量軽減目的に利用されてきた１）。子宮筋腫に
対するUAEは1995年の報告以降世界的に増加し２），日
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本でも2014年保険収載され広く行なわれている。今回，
子宮体部から頸部に及ぶ巨大な筋腫や子宮頸部筋腫な
ど，腹式単純子宮全摘出術において大量出血が予測され
る症例に術前にUAEを施行し，その有用性について検
討した。

対象と方法

１．症例の背景
　術前UAEを施行した患者（UAE群）背景を表１に
示す。症例①～③は40歳代の有経婦人で，最大筋腫径
20cm大の子宮体部から頸部に及ぶ筋腫と子宮頸部筋腫
（頸部筋腫）の症例で，主訴は下腹部膨満・腹部腫瘤・
過多月経・貧血である。症例④は閉経後で主訴は不正
性器出血・貧血。８cm大の頸部筋腫合併子宮癌肉腫症
例である。４症例の術前のMRI検査を図１に示す。症例
①～③は頸部にまで及ぶ体部筋腫と頸部筋腫例で，骨盤
底は強く圧排されていた。症例④は子宮癌肉腫例であっ

たが頸部筋腫があり，内膜と極めて近接していた。これ
ら４症例に対し，腹式単純子宮全摘出術を予定したが，
症例①～③は筋腫の巨大さと頸部に及ぶことから，症例
④は筋腫が内膜と近接し筋腫核出術は腫瘍破綻が危惧さ
れたことから，いずれも子宮摘出術の難易度が高く，術
中出血増加も予想された。この４症例に対して，両側子
宮動脈の走行や腫瘍栄養血管の分布状況を把握し，また
術中出血量を減少させる目的で術前UAEを施行した。

２．対照群
　術前UAEの効果を評価する上で，2007年１月から
2017年12月までに当科でUAEを施行せず腹式単純子宮
全摘出術を施行した子宮筋腫125例を対照とした。過
去の診療録，手術記録，MRIなどから，子宮体部筋腫
（体）群109例，体部から頸部に及ぶ筋腫または頸部筋
腫（体～頸／頸）群16例に群別した。手術時間や出血量
に影響を与える強度の癒着症例や，腸管修復など他の手

図１　MRI検査（T2WI矢状断）を示す。
症例①は体部および頸部筋腫，②と③は頸部にまで及ぶ巨大筋腫であ
った。症例④は頸部筋腫を有する子宮癌肉腫症例であった。

表１　症例の背景
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術施行例，子宮腺筋症症例は検討から除いた。
　なお，本検討に関しては，高知大学倫理委員会の承認
を得ている。また，今回の論文に関して開示すべき利益
相反はない。

UAE手技のプロトコール

１． 術前：造影MRI，造影dynamic CTで画像評価を施
行。また入院までに自己血800ｍlを貯血。

２． 術前々日：入院後，麻酔科医により硬膜外麻酔を留
置。

３． 術前日：泌尿器科医が尿管ステント留置し，その後
放射線科医がUAEを施行。

　　 術前UAE：前処置として鎮痛剤・安定剤を投与。
放射線医師が血管造影室でUAEを施行。局所麻酔
後，大腿動脈を穿刺し骨盤動脈造影で血流分布を評
価，内腸骨動脈起始部や両側子宮動脈を確認。CT
血管撮影法で造影剤の分布範囲を確認し塞栓物質を
注入。塞栓後もCT血管撮影法で筋腫の栄養血管が
塞栓されているかどうか再評価した。塞栓物質は半
永久塞栓物質セレスキューⓇ（ゼラチンスポンジ）
を使用し，動脈が細く屈曲している場合はNBCAⓇ

（ヒストアクリル：リピオドールⓇと混合）を追加
した。

４． 術当日：手術時体位は砕石位とし，全身麻酔下に腹
式単純子宮全摘出術を施行。

５．術直後～術翌日：尿管ステント抜去。

評 価 項 目

　UAE群塞栓効果を血管造影で検討した。摘出子宮重
量と術中出血量の関連性を散布図で示した。また今回の

UAE群と対照群（体群，体～頸／頸群）の，摘出子宮
重量・手術時間・出血量を比較検討した。統計ソフトは
EZRを使用した３）。UAE群と対照群の摘出子宮重量・
出血量の比較はMann Whitney U testで検討し，手術時
間はstudent’s t-testで検討し，p<0.05を有意とした。

結　　　果

１．術前UAE所見
　症例③のUAE所見を図２に示す。左子宮動脈は主に
子宮体部周囲の筋腫を，右子宮動脈は主に子宮頸部周囲
の筋腫を栄養していた。両側子宮動脈は伸展し，筋腫表
面を大きく迂回し子宮本体に達していた。筋腫は両側子
宮動脈から栄養されており，塞栓物質は両側に注入し
た。その結果，塞栓部より先の血流は著しく低下した。
これは他３症例も同様であった。UAEを施行した４症
例の結果を表２に示す。いずれもUAE前に硬膜外麻酔
を行なったため，UAEに伴う疼痛は認めなかった。症
例①は軽度腰痛を認めたが，NSAID内服で制御出来た。

２．術中所見
　症例①～③はいずれも巨大な子宮筋腫であり，開腹は
正中切開で施行した。症例③の術中写真を示す（図３）。
MRI画像の所見どおり，子宮は成人頭大に腫大し，体部
に主座を置く筋層内筋腫が子宮頸部にまで及んでいた。
UAE後の子宮の色調は通常の有経子宮よりやや蒼白で
あった。上部靭帯を結紮切断の上，両側卵巣は摘出せ
ず，広間膜を剥離し両側子宮動脈を露出した。UAEに
より子宮動脈の走行はほぼイメージされ，両側子宮動脈
および基靭帯をヘニー鉗子で挟鉗し結紮切断した。こ
の手技での出血は殆ど認めなかった。尿管はステント触

図２　症例③の術前UAEのDSA所見
塞栓物質セレスキュー®を使用し，左右子宮動脈を超選択的に
塞栓することで，筋腫への血流が遮断されている。

図３　症例③術中写真
子宮は成人頭大に腫大，体部に主座を置く筋層内筋腫
が子宮頸部にまで及んでいた。UAE後の子宮の色調
は通常の有経子宮よりやや蒼白であった。
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知にて位置確認できた。症例①～③の摘出子宮重量は
3190～4400g，手術時間は184～207分，出血量は100～
550mlであった。術中vitalも安定しており，他家輸血の
必要性はなく，術後に自己血を２例返血したのみであっ
た。子宮癌肉腫の症例④は，頸部筋腫が右子宮動脈周囲
に存在し，右基靭帯処理が困難と予測されていた。筋腫
核出も考慮したが，内膜と近接し内膜破綻が危惧された
ため，そのままの子宮全摘出術を行なった。術前イメー
ジどおり右頸部筋腫が子宮動脈付近に張り出し頸部の処
置が困難であった。しかし，両側UAEにより，子宮動
脈処理はほぼ出血なく施行でき，両側骨盤リンパ節郭清

も含め手術時間177分，出血量300mlで手術を完遂でき
た。

３．UAE非施行群（対照群）との比較
　UAEの効果を評価する上で，2007年１月から2017年
12月までに当科で腹式単純子宮全摘出術を施行した子宮
筋腫症例125例を対照群として今回の４症例と比較検討
した。子宮重量と出血量の散布図では，体群は全体的に
小さい領域で，巨大筋腫でも出血量は少ない領域に分布
した。一方，体～頸／頸群は体群より出血量が多い領域
であった。UAE群は重量が大きいが，出血量は少ない

図４　摘出子宮重量と出血量との散布図
対照群：体部筋腫は子宮重量が小さく出血量が少ない領域に分布。大きくて

も出血量は少ない症例も認めた。 対照群：体部～頸部／頸部筋腫は体部筋腫
より大きく出血量も多い。 UAE群：UAE群は体部～頸部／頸部筋腫で重量も
大きいが、出血量は明らかに少ない領域に分布した。

表２　術前UAE施行４症例の臨床結果

TAH：腹式単純子宮全摘出術
BS：両側卵管切除術
BSO：両側卵管卵巣摘出術
PLA：骨盤リンパ節郭清
OMT：大網切除
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領域に分布した（図４）。対照群内では体群に比較し体～
頸／頸群が子宮重量・手術時間・出血量いずれも有意に
高値であった（表３）。UAE群は体～頸／頸群と子宮重
量，手術時間に差がなかったが，出血量が有意に低下し
ていた。また，UAE群は，対照群の体群と比較し有意
に重量は重かったが，手術時間と出血量には有意差を認
めなかった（表３）。

４．術後状態
　本４症例は，術後貧血や疼痛も認めず，通常のクリニ
カルパスどおり術後９～10日目の退院となった。

５．病理所見
　UAEにより，組織学的には部分的に筋腫は硝子化変
性，子宮癌肉腫は凝固壊死を認めたが広範ではなく，症
例①～③は平滑筋腫，症例④は癌肉腫と診断可能であっ
た。

考　　　察

　UAEは，子宮頸癌の性器出血に対する報告が最初
で４），その後分娩時出血に対する報告がなされた５）。
子宮筋腫には，UAE後子宮筋腫が縮小した経験から，
1995年子宮筋腫治療への有用性が報告された２）。この報
告以来，UAEは有症状子宮筋腫に対する侵襲の低い治
療法として普及し，わが国では2014年保険適用となっ
た６）。今回，腟式や腹腔鏡下手術で摘出困難な巨大筋腫
および頸部筋腫の腹式単純子宮全摘出術において，術前
UAEにより子宮動脈の走行の把握と塞栓による術中出
血量を低減できた４症例を経験した。
　UAEの術前処置としては，手術２日前に硬膜外麻酔
を施行し，手術前日にUAEを施行している。子宮筋腫
の栄養血管の多くは左右子宮動脈に由来しており，今回
の４症例とも栄養血管は左右子宮動脈であることを確認
した。血管造影で血流を評価しながら子宮動脈を選択的

に塞栓し，筋腫への血流を効果的に遮断した。塞栓には
一時的塞栓物質であるセレスキューⓇを使用し，より細
く屈曲した血管にはNBCAⓇを使用した。
　巨大子宮筋腫や頸部筋腫に対して，術前に内腸骨動脈
内バルーン閉塞法が施行されている７）。この方法では両
側内腸骨動脈にバルーンカテーテルを留置し，バルーン
を拡張させ子宮動脈の血流を遮断し出血量を低減させ
る。しかし，この方法は動脈血栓や下肢虚血を引き起こ
す可能性，またバルーンのずれや破裂により十分な血流
遮断ができない可能性もある。また総腸骨動脈にバルー
ン留置する場合，遮断前のヘパリン投与や術後持続ヘパ
リン投与も考慮する必要がある８）。一方，子宮摘出の術
前UAEでは，バルーン閉塞法より超選択的に筋腫の栄
養血管である子宮動脈本管の塞栓が可能であり，塞栓部
位のずれや下肢虚血，血栓も極めて稀である。今回の症
例においても，ヘパリン投与は不要であった。
　４症例のUAEの有用性を検討する上で，UAE非施
行の過去の子宮筋腫症例125症例との比較検討を行なっ
た。対照群を，体群と体～頸／頸群に群別し，子宮重量
と出血量の散布図を作成したところ，体～頸／頸群は出
血量が多い領域に分布していた。一方，UAE群は子宮
重量が大きくても出血量は少ない領域に分布し，明ら
かに異なるパターンを示した。摘出子宮重量・手術時
間・出血量についてUAE群と対照群で比較したところ，
UAE群は体～頸／頸群と重量と手術時間に有意差は認
めなかったが，出血量が有意に低下していた。また，
UAE群は体群と比較し，重量は重かったが，手術時間
と出血量には有意差を認めなかった。つまり，UAEに
より，体～頸／頸の筋腫では，出血量が有意に減少する
ことが示された。またUAE群では，体群と比べ重量は
重いが，手術時間・出血量ともに有意差なく，手術難易
度が低下する可能性も示された。以上，骨盤内を占拠し
視野確保が困難な頸部にまで及ぶ巨大筋腫や頸部筋腫に
対する腹式単純子宮全摘出術においては，UAEが有用

表３　UAEの有無における子宮重量・手術時間・出血量の比較検討

ａ）体部筋腫
ｂ）体部～頸部および頸部筋腫
ｃ）中央値（最小値～最大値）
ｄ）Mann-Whitney U test
ｅ）student’s t-test
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であると考えられた。またこれらの入院期間および手術
後退院までの日数も通常のクリニカルパス（術後９～10
日目で退院）で退院可能であった。
　UAEに伴う合併症は重篤なものは稀であるが，疼痛・
塞栓後症候群・卵巣機能不全・膀胱腟瘻などが報告さ
れている８）。この中でUAE後の疼痛は合併症で最も多
く，子宮や子宮筋腫の一過性虚血が原因といわれてい
る９）。今回の４症例は全てUAE施行前日に硬膜外麻酔
を施行しており，これを併用することで疼痛は軽減でき
た。また，UAEによる塞栓後症候群（骨盤痛・嘔気・
嘔吐・筋肉痛・全身倦怠感・発熱・白血球増多など）は
処置後48時間以内に生じ，その後改善するとされてい
る１）。今回の４症例では塞栓後症候群を認めなかった。
有経症例の子宮摘出術で卵巣を温存する場合，卵巣動脈
の塞栓により，卵巣機能不全・更年期様症状を生じる可
能性がある。今回の症例①～③では，術後更年期様症状
を示す症例は認めていない。膀胱腟瘻については，塞栓
物質により膀胱枝が塞栓され，側副血行路が形成される
前に子宮摘出となり，創傷治癒に必要な血流が十分保た
れないことが原因とされている８）。以上の合併症を回避
するためにも，UAEの際に子宮動脈や腫瘍への栄養血
管のみならず，腟・膀胱・卵巣への血管分布を把握し，
塞栓を避けるべき動脈を評価することが極めて重要であ
る。
　UAE施行後，子宮筋腫がある程度縮小してから腹腔
鏡下子宮全摘出術も可能であるが，UAEの合併症であ
る感染症や炎症10）11），それに伴う癒着のリスクを考慮す
るとUAE後，早期に少量の術中出血量で子宮全摘出術
を施行する方が安全と考えられた。
　UAEに伴う病理組織変化としては，梗塞に伴う壊死
と急性炎症によるものがある12）。今回の４症例では，子
宮筋腫内の血管は拡張し，虚血に伴う組織変化は強くな
かった。一部子宮筋腫に硝子化変性，子宮癌肉腫は凝固
壊死を認めたが，病理学的診断を困難にする要因は認め
ず，UAE後24時間以内であれば組織虚血が病理学的診
断に影響する可能性は低いと考えられた。
　今回の検討により，UAE群と過去の同様な子宮形態
の対照群（体～頸／頸群）との間に，術中出血量の低減
が得られ，術前にUAEを施行することの有用性が示さ
れたと考える。良性子宮筋腫のみならず，巨大筋腫・頸
部筋腫を合併した悪性腫瘍にも導入可能と考えられた。
また，当院では，昨年ハイブリッド手術室が装備された
ため，硬膜外麻酔・術前UAE・子宮摘出術を一期的に
行なうシステムを構築することが可能となり，今後より
患者の負担軽減が期待される手技に発展するものと考え
る。

結　　　語

　腟式や腹腔鏡下手術で摘出が困難な，そして視野の確
保困難や子宮動脈結紮切断における手術難易度が高い子
宮頸部に及ぶ巨大筋腫や頸部筋腫に対する腹式単純子宮
全摘出術において，UAEは術中出血量の低減および他
家輸血の回避に寄与する手技として有用であることが示
された。今後更に症例を増やし，その有用性について検
討を重ねたい。
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メトクロプラミドに起因すると思われる急性ジストニアを発症した妊娠悪阻の一例

矢壁　和之・嶋村　勝典・折田　剛志・田邊　学・丸山　祥子・森岡　均・髙﨑　彰久

済生会下関総合病院　産婦人科

A case of metoclopramide-induced acute dystonia during early pregnancy 
with hyperemesis

Kazuyuki Yakabe・Katsunori Shimamura・Takeshi Orita・Manabu Tanabe
Syoko Maruyama・Hitoshi Morioka・Akihisa Takasaki

Department of Obstetrics and Gynecology, Saiseikai Shimonoseki General Hospital

メトクロプラミドは，中枢性嘔吐，末梢性嘔吐のいずれに対しても優れた制吐作用を示し，わが国では，妊娠悪阻に対して
も比較的広く使用されている薬剤であるが，副作用として0.2～0.5%に錐体外路症状を引き起こすと言われている。今回，メ
トクロプラミドに起因すると思われる錐体外路症状の一つである急性ジストニアを発症した妊娠悪阻の一例を経験したので
報告する。
症例は，24歳，１妊０産。前医にて妊娠の診断に至り，管理されていた。妊娠６週時に，食欲不振，嘔吐を主訴に同院を受
診し，妊娠悪阻の診断で入院し，補液が行われた。入院の翌日の夜間に舌痛，舌の動かしにくさ，眼球上転，頭痛などの錐
体外路症状が出現し，当科へ救急搬送となった。血液検査，頭部画像検査からは錐体外路症状の原因となるような異常所見
は認めず，除外診断目的で，前医へ薬剤投与歴を問い合わせたところ，原因薬剤としてメトクロプラミドが疑われた。同剤
の投与を中止し，輸液のみで経過観察としたところ，諸症状は約４時間で改善した。本症例はメトクロプラミドの副作用で
ある薬剤性錐体外路症状であったと考えられる。制吐剤としてメトクロプラミドを投与する際は，投与後，比較的短時間で
急性ジストニアを発症する場合もあるので注意を要し，発症した場合には薬剤投与中止を考慮する必要があると考えられる。

Metoclopramide is used as an antidopaminergic drug that can effectively prevent vomiting and as a prokinetic 
agent for improving upper gastrointestinal motility. It is frequently used for the treatment of hyperemesis 
of pregnancy in Japan. The overall incidence of metoclopramide-induced extrapyramidal reactions is 0.2-
0.5%. We report here a case of extrapyramidal reactions in a patient with hyperemesis of pregnancy during 
treatment with metoclopramide.
The patient was a 24-year-old woman with hyperemesis of pregnancy. She had nausea and vomiting, leading to 
dehydration and weight loss requiring hospitalization. She received intravenous hydration with multivitamins 
and was administered with metoclopramide. On the first night of hospitalization, extrapyramidal symptoms 
including tongue pain, difficulty in moving the tongue, upward deviation of the eyes, and headache appeared. 
Because we considered that these symptoms were induced by metoclopramide, we stopped the drug and the 
extrapyramidal symptoms completely disappeared after 4 h.
The drug history should be sought in patients with an acute dystonic reaction, and administration of 
metoclopramide should be discontinued immediately.

キーワード：妊娠悪阻，メトクロプラミド，錐体外路症状，急性ジストニア
Key words： hyperemesis of pregnancy, metoclopramide, extrapyramidal reactions, acute dystonia

緒　　　言

　メトクロプラミドは，消化管運動調整作用を有し，中
枢性嘔吐，末梢性嘔吐のいずれに対しても優れた制吐作
用を示し，わが国では，妊娠悪阻に対し比較的広く使用
されている薬剤であるが，副作用として0.2～0.5%に錐
体外路症状を引き起こすと言われている１）。産婦人科診
療ガイドライン2017には，メトクロプラミドを長期投与
した際は，錐体外路症状に注意するように記載されてい

るが２），今回，メトクロプラミド投与後，短期間で錐体
外路症状の一つである急性ジストニアを発症した妊娠悪
阻の一例を経験したので報告する。

症　　　例

症例：24歳
産科歴：１妊０産
既往歴：僧帽弁閉鎖不全症，鼠径ヘルニア
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現病歴：
　前医にて妊娠の診断に至り，管理されていた。妊娠６
週時に，食欲不振，嘔吐を主訴に同院を受診した。体
重減少（妊娠前 47.0 kg → 45.5 kg），尿ケトン強陽性で
あり，妊娠悪阻の診断で入院し，細胞外液，ビタミンB
剤，メトクロプラミドの点滴静脈注射が行われた（内容
については来院後に確認した）。入院の翌日の20時頃よ
り舌痛が出現，22時頃より舌の動かしにくさ，眼球上
転，頭痛が出現し，当科へ救急搬送となった。

＜搬送時所見＞
体温 36.9 ℃，血圧 110/80 mmHg，SpO2 98 % （room 
air），意識レベル JCSI-1 
＜身体所見＞
眼球上転，舌の不随意な偏位による構音障害など錐体外
路症状を認めた。四肢麻痺なし。聴覚異常なし。項部硬
直なし。診察中に意識障害，構音障害がやや軽快した
が，しばらくすると，意識レベルの低下，舌の不随意な
偏位，構音障害が再燃し，症状の軽快・増悪を繰返した。

＜血液検査＞
特記すべき異常値を認めなかった（表１）。
＜頭部単純CT検査, 頭部単純MRI検査＞
脳血管障害などの異常所見を認めなかった。

　錐体外路症状の鑑別として，薬剤性，脳梗塞，パーキ
ンソン病，マンガン中毒，原因不明（特発性）がある。
薬剤性の除外診断目的で，前医に薬剤投与歴を問い合わ
せたところ，メトクロプラミドが投与されていた。

＜前医での塩酸メトクロプラミド投与＞
　　 前医への入院日　　11時，19時　それぞれ，10mg 

静注
　　 入院翌日の当科への母体搬送日　９時，19時，21時　

それぞれ，10mg静注

　当院に母体搬送された時点では，細胞外液500ml＋
塩酸メトクロプラミド10mgの点滴静注が行われていた
が，上記薬剤性錐体外路症状が疑われたため，メトクロ
プラミド投与を中止し，細胞外液，ビタミン投与のみで

表１　当院搬送時の血液検査

図１　搬送当日のメトクロプラミド投与と錐体外路症状
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経過観察としたところ，その２時間後には，舌の偏位，
眼球上転は軽減し，４時間後には構音障害も改善した
（図１）。以後，妊娠悪阻に対し細胞外液，ビタミンB
剤の点滴を継続し，２日後に軽快退院した。

考　　　察

　メトクロプラミドは，副作用として錐体外路症状が出
現することがある。錐体外路は，運動が円滑に行えるよ
うに全身の筋肉の動きを調整している神経経路で，この
部分の障害によって起こる症状が錐体外路症状である
が，この症状は，脳内線条体におけるドパミンD2受容
体が遮断されアセチルコリン優位になることにより引き
起こされると考えられている３，４）。錐体外路症状を起こ
す代表的な薬剤を表２に示すが，ドパミンD2受容体へ
の親和性が高く，脳内移行性が良好な薬物ほど，錐体外
路症状を起こしやすく，メトクロプラミドは，その親和
性が比較的高いことがわかる５）。そして，これらの薬は
併用することにより錐体外路症状発現のリスクが増大す
ることも知られている３，６）。薬剤性錐体外路症状には，
急性ジストニア，急性アカシジア，パーキンソニズム，

遅発性ジスキネジアがあり（表３），本症例で出現した
眼球上転，舌の不随意な挙上による構音障害は，急性ジ
ストニアに当たる３，４）。
　メトクロプラミド投与から錐体外路症状の発症までの
期間について，一定の見解は得られていない。Jennifer
らは，妊娠悪阻に対するメトクロプラミド投与につい
て，12週間以上の長期間投与は避けた方がいいと報告
している７）。その一方で，メトクロプラミドの投与開始
後，短期間で出現するという報告も多く，畠山らは，経
口投与では開始して24～72時間で出現し，経静脈投与で
も複数回の静注のみで症状が出現すると報告しており，
本症例でも初回投与から33時間で発症している８）。産婦
人科診療ガイドラインでは，長期投与に注意するように
記載されているが２），短期投与でも起こりうる副作用で
あり留意を要する。また，錐体外路症状から見たとき，
急性ジストニアはメトクロプラミド服用後２～24時間の
短時間で，遅発性ジスキネジアは長期投与（平均24か
月）で出現することが多いとされている３，９）。
　薬剤性の錐体外路症状の治療としては，まず，原因薬
剤を中止し，それでも改善しなければ，次に，抗コリン

表２　錐体外路症状を起こす薬剤とドパミンD2受容体結合親和性
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　文献５より改変

表３　ドパミンD2受容体遮断剤により発現する主な錐体外路症状
　　　                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献3より改変
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薬，抗ヒスタミン薬，ベンゾジアゼピン系抗不安薬の投
与が勧められている４，９）。錐体外路症状で，特に短時間
で発症したものは，原因薬剤の投与中止後，数分から数
時間で消失することが多く，渋谷らは，その自験例８例
（いずれも急性ジストニア，１例は振戦も合併）におい
て，薬剤中止後，いずれも１～24時間（中央値 １時間
30分）で症状が消失したことを報告している10）。錐体外
路症状に対する治療薬である抗コリン薬（ビペリデン，
トリヘキシフェニジル，プロメタジン，ジフェンヒドラ
ミン）に関しては，ジフェンヒドラミンなど妊婦への投
与が比較的安全な薬剤があるものの，薬剤の添付文書に
も，妊婦には投与しないことが望ましいと記載されてお
り，投与の際は十分な説明を要する。本症例では，抗コ
リン薬は投与せずに原因薬剤中止のみとしたところ，諸
症状は約４時間で改善した。
　薬剤性錐体外路症状の危険因子としては，若年女性，
小児，高齢，神経弛緩薬常用者，脳卒中，パーキンソン
病の既往，家族性神経疾患，後天性免疫不全症候群など
が挙げられる11，12，13）。本症例も含め，妊娠悪阻は危険
因子として若年女性が当てはまり，リスクは高いと思わ
れる。なお，投与量について，過剰投与で副作用の頻度
は高くなるという報告が多いが，常容量でも錐体外路症
状を起こすことがあり，個体の感受性にもよると言わ
れている８，13，14）。渋谷らは，メトクロプラミド投与で
錐体外路症状が出現した小児43例の報告において，35例
が小児における常容量（0.5mg/kg/日）を超えた投与を
しており，常容量を超えなかった症例は８例であったこ
とから，常容量を超えた投与はリスクを高めるとしてい
る10）。成人の塩酸メトクロプラミド投与量は１日30mg
（メトクロプラミドとして23.04mg含有）までとされて
おり，本症例の１日の投与量は30mgであり，常容量の
範囲内であったこととなる。個体の感受性について，
Padtらは，CYP2D6（チトクロームP450のサブクラスに
分類される肝酵素）の遺伝子異常がメトクロプラミドを
はじめとする様々な薬物の代謝遅延を引き起こすとし，
CYP2D6の遺伝子異常を認めた34歳と25歳の兄妹が常容
量のメトクロプラミド投与後にジストニア反応を認めた
ことを報告している13）。
　今回，メトクロプラミドに起因すると思われる錐体外
路症状を発症した妊娠悪阻の一例を経験した。制吐剤と
してメトクロプラミドを投与する際は，投与後，比較的
短時間で急性ジストニアを発症する場合もあるので注意
を要し，発症した際には，薬剤投与中止を考慮する必要
があると考えられる。
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臍帯嚢胞から尿膜管開存を出生前診断し得た一例

加藤　宏章・阿部恵美子・矢野　晶子・吉田　文香・阿南　春分・上野　繁
池田　朋子・田中　寛希・森　美妃・近藤　裕司・越智　博

愛媛県立中央病院　産婦人科

A case of patent urachus detected from an umbilical cord cyst

Hiroaki Kato・Emiko Abe・Akiko Yano・Ayaka Yoshida・Haruchika Anan・Shigeru Ueno・
Tomoko Ikeda・Hiroki Tanaka・Miki Mori・Yuji Kondo・Hiroshi Ochi

Department of Obstetrics and Gynecology, Ehime Prefectural Central Hospital

妊娠初期に指摘された臍帯嚢胞から尿膜管開存を出生前診断し得た１例を経験したので報告する。症例は25歳，G1P0。前医
にて妊娠12週及び15週の妊婦健診時に臍帯に付着する臍帯嚢胞と胎児腹部嚢胞を指摘され，精査目的に妊娠16週４日に当科
を紹介受診された。超音波断層検査では，臍帯基部と胎児腹腔内正中に嚢胞を認め，血管の走行から腹腔内嚢胞は膀胱と診
断した。妊娠17週４日に臍帯嚢胞と膀胱との間に交通を認め，尿膜管遺残と診断した。妊娠26週４日の超音波断層検査で臍
帯嚢胞の破裂が疑われ，同日より入院管理を開始した。嚢胞の消失とともに膀胱は縮小した。一方で羊水量には変化なく尿
膜管開存と考えられた。胎児well-beingには異常を認めず，妊娠27週６日に一旦退院とした。妊娠30週４日に胎児MRIを撮影
したが超音波断層検査と同様の診断であった。妊娠31週４日のNSTにて頻回な子宮収縮と，収縮に伴い軽度一過性徐脈を認
めたため，入院し子宮収縮抑制を開始した。胎児所見に変化なく羊水量も正常であった。妊娠36週２日に選択的帝王切開術
を施行し，体重2161g，身長43cm，Apgar score １分後８点，５分後９点の男児を娩出した。出生後，児は尿量増加に伴い臍
部からの尿流出を認め，日齢１の尿路造影検査で尿膜管瘻と確定診断されたため，日齢５に尿膜管瘻摘出術を施行した。日
齢８の膀胱造影検査では造影剤の膀胱外への流出は認めず，その後の経過も順調で日齢27に退院となった。臍帯嚢胞を認め
た場合は本疾患も念頭におき，出生前，出生後に慎重な評価が必要である。

We report a case of umbilical cord cyst with an abdominal cyst detected on fetal ultrasonography that was 
diagnosed as patent urachus in the prenatal period. Routine obstetric ultrasonography revealed a cystic 
mass in the fetal abdomen and umbilical cord at 12 weeks of gestation. The cystic mass was identified as the 
bladder. The connection between the bladder and the umbilical cord was detected at 17 weeks of gestation. 
We diagnosed it as patent urachus. The umbilical cystic mass vanished at 26 weeks of gestation; thus, we 
could not have recognized the enlarged bladder. The male baby was delivered at 36 weeks of gestation via a 
cesarean section and was diagnosed as having patent urachus. He underwent urachus resection on day 5 after 
birth and was discharged on day 27 without any complication. The pathologic diagnosis was abnormal urachal 
duct.
Umbilical cord cysts are rare, and patent urachus is an even rarer condition. The association between a fetal 
umbilical cord cyst and patent urachus has been found owing to advances in fetal diagnostic imaging in recent 
years. Therefore, patent urachus should be considered when umbilical cord cyst is diagnosed on perinatal 
sonography.

キーワード：臍帯嚢胞，尿膜管開存，出生前診断
Key words： umbilical cord cyst, patent urachus, prenatal diagnosis

緒　　　言

　臍帯嚢胞は超音波断層検査で出生前診断が可能な疾患
の１つである１）。18トリソミーなどの染色体異常や胎児
奇形以外にも，近年，尿膜管遺残との関連が指摘されて
いる。今回，我々は，妊娠初期に指摘された臍帯嚢胞か
ら尿膜管遺残を出生前診断し得た症例を経験したため報
告する。

症　　　例

　患者：25歳，G1P0 
　既往歴：特記事項なし
　家族歴：特記事項なし
　現病歴：自然妊娠成立後，近医産婦人科にて妊婦健診
を受けていた。妊娠12週と妊娠15週の妊婦健診時に，臍
帯に付着する嚢胞と胎児腹腔内の嚢胞を認められたた
め，妊娠16週４日に当科を紹介受診した。
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　超音波断層検査：妊娠16週４日に施行した超音波断層
検査（図１）では胎児腹腔内正中に，胎児腹壁に接する
ように嚢胞を認めた。腹壁側へ吊り上るような所見を認
め，胎児腹腔内の嚢胞は，内腸骨動脈の走行より膀胱で
あることを確認した。臍帯嚢胞は30×25mmであった。
妊娠17週４日に施行した超音波断層検査（図２）では，
膀胱頂部と臍帯嚢胞の間に管腔径1.8mm程度の交通が認
められ，解剖学的所見より尿膜管遺残と診断した。それ
以外には明らかな形態異常は認めなかった。
　妊娠経過：胎児発育は順調で，羊水量は正常範囲内で
あった。血流異常も認めず，その後の超音波断層検査で
も所見に変化を認めなかった。
　妊娠26週４日の妊婦健診時に施行した超音波断層検
査（図３）では，これまで認められていた嚢胞が11×
13mmと著明に縮小し，輝度の高い膜様物を認めたこと
から嚢胞の破裂が疑われ，同時に膀胱の縮小も認めた。
妊娠27週０日から妊娠27週６日まで入院管理を行い，胎
児の膀胱は小さいながらも認められていたが，膀胱内に
尿の貯留を確認できないため，膀胱から尿膜管を通じて
破裂した嚢胞から羊水腔へ排尿されていることが考え
られた。入院中，羊水量や胎児心拍に異常は認められ
なかったため外来での管理となった。妊娠30週４日に胎

児MRI検査を施行し，超音波断層検査で得られた所見
と同様に，膀胱から尿膜管が連続した管腔構造として
指摘された。臍帯ヘルニアは否定的であった（図４）。
妊娠31週４日にNSTにてmild variable decelerationを認
め，また子宮収縮も頻回に認めたことから切迫早産と判
断して同日から入院管理開始とした。入院後のNSTで
はreassuring fetal statusで，超音波断層検査でも胎児
所見は変化なく経過した。出生後の児の治療，分娩時
の臍帯血管圧迫による胎児機能不全の影響を考慮し，
新生児内科とも協議した上で，妊娠36週２日に選択的帝
王切開術を施行した。児は体重2161g，身長43cmの男児
で，Apgar Score１分後８点，５分後９点，臍帯動脈血
pH7.30で，精査加療目的にて新生児内科に入院となっ
た。母体は術後経過良好で，術後６日目に退院となった。
　新生児経過：娩出時の児の臍基部（図５）には膜様，
腫瘤状の部分があり，その周囲に臍帯血管を認めた。出
生当日には外尿道口と臍部からの尿の流出を認めなかっ
たが，日齢１に外尿道口と臍帯基部からの尿の流出を認
めたため，尿路造影検査を施行したところ，膀胱頂部か
ら臍部へ逆行性に造影剤が漏出するのを認め尿膜管開存
が確認された（図６）。以上により尿膜管開存と確定診
断され，日齢５に尿膜管切除術を施行した。摘出された

図１　妊娠16週４日　胎児超音波断層検査
左図①腹腔内に認めた嚢胞　右図①膀胱　②内腸骨動脈　③臍帯血管

図２　妊娠17週４日　胎児超音波断層検査
①膀胱　②臍帯嚢胞　③膀胱頂部と臍帯嚢胞間の交通

図３　妊娠26週４日　胎児超音波断層検査
矢印部分にて膜様の構造物を認める。
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病変部の病理組織では嚢胞内に移行上皮に類似した形態
の上皮の裏打ちが確認され，尿膜管開存と診断された。
その後の膀胱造影検査では膀胱からの漏出は確認され
ず，児の体重増加を待って日齢27に退院となった。

考　　　察

　臍帯嚢胞は，単体妊娠の3.4%で見られるとされ，
約80%の臍帯嚢胞は12週以降に消失したとの報告があ
る２）。妊娠第１三半期に認められる臍帯嚢胞は自然退縮
し，胎児異常の発生率は臍帯嚢胞を認めない症例と差が
ないとする報告もあるが，妊娠第２三半期以降まで存
在する嚢胞や多発性の嚢胞を認める場合，染色体異常と
の関連が報告されている３）。臍帯嚢胞は病理学的に嚢胞
内面に上皮を有する真性嚢胞と，上皮を有さない仮性
嚢胞に分類されるが，頻度は仮性嚢胞の方が多いとさ
れる２）。真性嚢胞は尿膜管遺残や卵黄腸管遺残から発生
し２），仮性嚢胞はWharton膠質の浮腫，変性によって発
生すると考えられているが，その成因については明らか
になっていない。仮性嚢胞は13トリソミーや18トリソ

ミーなどの染色体異常や臍帯ヘルニアなどの胎児奇形と
の関連を指摘されている４）が，真性嚢胞と仮性嚢胞の
区別は超音波断層検査では困難であり，出生後の病理組
織学的検索が必要となる２）。一方で妊娠第２三半期以降
に臍帯嚢胞を認めても，児に異常を認めないこともあ
り，臍帯嚢胞を認める胎児の評価については一定のコン
センサスは得られておらず，臍帯嚢胞を認めた場合は，
上記のような胎児疾患を念頭に置きつつ，慎重に管理す
る必要がある。また臍帯嚢胞を合併した症例では胎児心
拍異常をきたした症例の報告が散見され，そのような報
告の中では嚢胞による臍帯圧迫のため心拍異常が発生す
ると考えられている事例もあり，分娩方法は帝王切開術
が選択されることが多い５）。しかし，経腟分娩されてい
る症例も散見され６），個々の症例により十分な検討が必
要である。経腟分娩を選択する際には注意深いモニタリ
ングを行うことが必要である。
　尿膜管開存は，10万人に１～２人に認めるとされる稀
な疾患である。尿膜管は胎生期に臍と膀胱頂部とを交
通する構造物を指し，正常であれば胎生８～10週頃ま

図４　妊娠30週４日　胎児MRI検査
臍帯ヘルニアは否定的であった。

図６　尿路造影検査
膀胱頂部から臍部へ逆行性に造影剤が漏出するのを認めた。

図７　MacNeilyによる尿膜管遺残症の分類（文献８より引用）

図５　娩出時の児の臍基部
膜様，腫瘤状の部分と，周囲に臍帯血管が認められた。
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でに自然閉鎖し，正中臍ヒダとして残存するが，その
閉鎖過程が障害されると尿膜管遺残となる。尿膜管遺
残はMacNeilyらの報告によると５つに分類される７）（図
７）。今回の我々の症例は，膀胱造影にて膀胱と臍に交
通を認めており，尿膜管開存に分類される。尿膜管遺残
の形態や開存の程度によっては，下腹部腫瘤，感染や膿
瘍，尿漏れなどの症状を呈し，成人では尿膜管癌を発生
することもある。治療方法や手術時期については，報告
によりさまざまであるが臍帯結紮のみでは臍からの尿の
漏出や尿路感染の原因となり，遠隔期においては尿膜管
癌の発生のリスクがあることから摘出が必要と考えた。
　本症例では，妊娠初期より臍帯嚢胞を認め，その解剖
学的所見より尿膜管開存の診断をし得た。臍帯嚢胞を認
めた場合は，本疾患も念頭におき，新生児科，小児外科
と早期より連携し，出生前，出生後に慎重な評価が必要
である。
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閉経後高齢者子宮捻転の一例
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A case of postmenopausal uterine torsion in an elderly patient

Misaho Fujiwara １）・Tomoyuki Kusumoto ２）・Hisako Fujiwara １）・Masahiko Nakamura １）

１）Department of Obstetrics and Gynecology, Kousei General Hospital
２）Department of Obstetrics and Gynecology, Kurashiki Central Hospital

子宮筋腫はありふれた疾患であり，かなり大きな筋腫であっても経過観察を希望する例が少なからず見受けられる。今回，
閉経後高齢者の巨大筋腫を有する子宮捻転を経験したので報告する。
症例は90歳女性，２妊２産，高血圧，めまい症に対し内服加療中。73歳頃に他院産婦人科にて子宮筋腫を指摘され手術の説
明も受けたが，腹部腫瘤感以外は自覚症状なく経過観察としていた。X年３月下旬より腹部膨満感悪化，腹痛出現あり。かか
りつけ内科より前医紹介となる。WBC 9850/μl，Hb 7.4g/dl，Ht 22.8%，CRP 1.59mg/dl，CTにて約20cm大の骨盤内腫瘍を
みとめ，婦人科疾患が疑われた。抗凝固剤服用を中止し，精査目的にて当科紹介となった。
初診時，WBC 12400/μl，Hb 6.8g/dl，Ht20.7%，CRP 16.42mg/dl，発熱38.5℃，MRIにて子宮頭側に位置する腫瘍内には出
血を伴う液体貯留腔様の像がみられ，これまでの既往より漿膜下筋腫の捻転が疑われた。CAZ（セフタジジム）にて炎症所
見は改善傾向であったが，腹痛や食欲低下など腫瘍圧迫に伴う症状は持続していた。入院直前まで一人暮らしをしており，
ADL改善を見込み開腹腫瘍切除術を施行することとなった。開腹時，腫瘍は子宮体部筋層内発育で，筋腫を有する体部全体
が峡部付近で時計回りに360度きつく捻転していた。術後，離床は順調であった。巨大筋腫を有する患者が経過観察や腫瘍切
除以外の加療方法を選択された場合，本症例のような経過もあり得ることを念頭に，閉経後女性の診察も配慮していきたい。

Uterine fibroids are common. We encountered a case of postmenopausal uterine torsion in a 90-year-old woman 
with 2 ministries, high blood pressure, and vertigo. At age 73 years, she underwent surgery for a uterine 
fibroid at another hospital. There was no abdominal tumor or other symptoms. From the end of 3/200X, she 
experience worsening pain and abdominal bloating. She presented to a hospital, and her examination revealed 
the following: white blood cells (WBCs) 9850/μl, hemoglobin 7.4 g/dl, hematocrit 22.8%, and C-reactive protein 
(CRP) 1.59 mg/dl. Computed tomography showed a 20 cm large pelvic tumor. A gynecologic disease was 
suspected. She stopped taking anticoagulants and was referred to our hospital for further examination. Her 
blood tests revealed the following: WBC count 12,400/μl, hemoglobin 6.8 g/dL, hematocrit 20.7%, CRP 16.42 
mg/dl, and temperature 38.5℃. Magnetic resonance imaging showed a uterine tumor with hemorrhage, and 
subserosal fibroid torsion was suspected. Symptoms associated with tumor compression, such as abdominal 
pain, appetite loss, and inflammation improved with carbamazepine. The abdominal tumor was resected. 
Laparotomy showed that tumor growth caused 360° uterine torsion. The postoperative course was uneventful. 
Physicians should consider tumor excision and follow-up medical treatment in cases of postmenopausal uterine 
torsion.

キーワード：子宮捻転，子宮筋腫
Key words： uterine torsion, uterine myoma

緒　　　言

　子宮捻転は比較的稀な疾患で，子宮の長軸に沿って45
度以上回転したものと定義される１）。その症状は非特異
的であり，診断に苦慮することも少なくない。今回，閉
経後高齢者の子宮捻転を経験したので報告する。

症　　　例

　90歳女性，２妊２産，高血圧，めまい症に対し内服加

療中であった。73歳頃に他院産婦人科にて子宮筋腫を指
摘され手術の説明も受けていたが，腹部腫瘤感以外は自
覚症状がなく経過観察としていた。
　X年３月下旬より腹部膨満感が悪化し，腹痛が出現
した。翌月初旬，かかりつけ内科より他院外科へ紹介
となる。WBC 9850/μl，Hb 7.4g/dl，Ht 22.8%，CRP 
1.59mg/dl，CT検査にて約20cm大の骨盤内腫瘍をみと
めた。抗凝固剤（クロピドグレル）を服用中であった
が，内服適応も不明瞭なため中止し，止血剤点滴を開始
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された。前医入院時，高齢のため，ご家族も積極的な手
術加療は希望していなかったが，婦人科診察を希望され
当科紹介となった。
初診時所見：
身長154cm   体重43kg   体温38.5℃   血圧117/71mmHg   
脈81/min   SpO2 91%
　臍上までの腹部腫瘤を触知し，同部の自発痛および軽
度圧痛を認めた。 
血液検査： 
WBC 12400/μl（Neu 88%），Hb 6.8g/dl，Hct 20.7%，
PLT 27.5万/μl，PT 12.4秒，APTT 30.9秒，
Fib 434mg/dl，CRP 16.42mg/dl，CRE 0.69mg/dl，
HbA1c （NGSP） 6.5%，TP 5.3g/dl，ALB 2.0g/dl，
AST 14U/l，ALT 12U/l，CA125　383.4U/ml，
CA19-9　<1.0U/ml，CEA  3.2ng/ml
　ほか，生化学所見に著明な異常は認めなかった。 

CT検査（前医にて施行）：
　約20cmの腹部～骨盤内腫瘤を認めたが，消化器病変
等は認めなかった（図１-ａ）。
超音波検査：
　経腹にて内部変性を伴う成人頭大の腹部腫瘤を認め，
経腟にて萎縮小子宮と思われる像を認めた。 
MRI検査：
　約18cmの腫瘤病変あり，子宮との間に捻れる様な構
造がみられた。腫瘤内部は浮腫様のT2WI高信号域が目
立ち，背側に出血を伴う液体貯留腔様の像を認めた（図
２-ａ）。入院時に認めた貧血は，捻転による腫瘤内うっ
血も一因と考えられた。また，腎機能異常は認めなかっ
たが，疼痛による長時間の姿勢保持が困難であったた
め，検査は単純撮影のみとした。
　家族より聴取したこれまでの既往より，漿膜下筋腫の
捻転が疑われた。CAZ（セフタジジム）による保存的加
療を開始し炎症所見は改善傾向であったが（図３），腹

図１　単純CT画像
ａ（冠状断）約20cmの腹部～骨盤内腫瘤を認め，明らかな消化器病変等は認めず。 
ｂ（水平断）後方視的には，直腸上方レベルの子宮下部付近に捻れるような構造（⇦）を認める。

図２　単純MRI　T2強調画像
ａ  （矢状断）約18cmの腫瘤病変は，子宮体部と思われる部分との間に捻れる様な構造（⇦）を認める。腫
瘤内部は浮腫様のT2WI高信号域が目立ち，背側に出血を伴う液体貯留腔様の像（⇩）を認める。 

ｂ  （冠状断）後方視的には子宮体部と思われた部分は頸部であり，峡部付近（⇦）で捻れていた。
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痛や食欲低下など腫瘤圧迫に伴う症状は持続していた。
当科初診時，腹部は腫瘤により膨隆していたが，全身の
皮下脂肪は非常に少なく痩せていた。入院直前まで一人
暮らしをしており，ご本人の話では「数か月前よりあま
り食べられなかったが，たくさんの栄養剤を服用してい
るので大丈夫。」とのことであった。今後も出来る限り
自宅で生活したいとの希望があり，保存的加療のままで
は一人暮らしは困難と考え，ADL改善を見込んで開腹
腫瘤切除を提案した。リスクはあるがご家族とも手術に
同意された。
開腹時所見：
　腹膜は炎症性肥厚で腫瘤と広範に癒着していたが，用
手剥離可能であった。腹腔内には赤褐色腹水を少量認め
た。腫瘤は子宮体部前壁筋層内発育で，筋腫を含む体部
全体が，内子宮口あたりの高さで頭側から見て時計回り
に360度きつく捻転していた（図４-ａ，ｂ）。 
　硬膜外チューブを挿入し全身麻酔導入後，著明な血圧
低下等を認めた。エフェドリン塩酸塩および代用血漿に

より昇圧したが，高齢に加え術前からの発熱や貧血，長
期間の摂食不良等により全身状態は不安定となってお
り，手術時間を短縮するため子宮体部切断および両側付
属器切除術とした（摘出子宮2840g，手術時間55分，術
中出血約100ml）。病理検査では，子宮腫瘤部は変性～
壊死が高度で一部に平滑筋組織を認め，腫瘤部以外はよ
り高度な出血壊死～浮腫により腫大していたが，悪性所
見は認めなかった（図５）。
術後経過：
　閉腹頃よりSpO2低下をきたし，胸部X-Pにて軽度の肺
水腫を認めた。自発呼吸はしっかりしており，酸素投与
（マスク３L）にてSpO2は90台後半まで上昇するため，
抜管してICU観察となった。翌日には肺水腫も軽快傾向
にあり，術後せん妄等も認めなかった。術後１日目に飲
水開始，同日のHb 5.6g/dl，Ht 17.6%でバイタルサイン
の変動はなかった。全身状態の早期回復を図り，赤血球
濃厚液２単位を輸血した。２日目より歩行開始，３日目
より食事開始し，術後回復は概ね順調であった。術後12

図４　開腹時所見
ａ　成人頭大に腫大した子宮体部
ｂ　体部は内子宮口あたりの高さで頭側から見て時計回りに360度きつく捻転していた。

図３　入院後の発熱経過
入院後１～６日目までCAZ ２g/day投与後，７日目に開腹手術を施行した。
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日目に退院し，退院後16日目の検診ではHb 9.3g/dlと貧
血も改善傾向で，創部痛の訴えもなく，歩行や会話も
しっかりしていた。

考　　　察

　子宮捻転とは子宮が長軸を中心に45度以上回転した状
態と定義され１），比較的稀な疾患である。回転の程度は
90度から約900度と報告は様々で，頭側からみて時計回
りの症例が多い２）-10）。捻転原因としては，子宮筋腫，卵
巣腫瘍，骨盤内の高度癒着などが挙げられる。なかでも
巨大子宮筋腫を有する閉経後女性の報告が多いようであ
る２）-５），８）-10）。閉経後は加齢に伴う子宮支持組織の脆弱
化により子宮捻転のリスクが高まると考えられ３），本症
例でも90歳と高齢で，腰椎の変形から前傾姿勢となるこ
とが多く，子宮支持組織の脆弱性と約３kgの子宮体部
の重量が頸部での捻転を生じたと考えられた。稀に小児
での報告もみられ，小児では子宮自体が未発育で小さい
ため子宮より重量の大きい卵巣腫瘍の捻転に引き込まれ
て子宮捻転を生ずる可能性がある12）。また，妊娠子宮に
生ずる場合もあり，妊娠中の捻転では，妊娠前より筋腫
を有する症例13）や，横位などの胎位異常が誘因となる
場合もある。捻転の状態によっては子宮内胎児死亡につ
ながる可能性もあるため，早急な対応が必要とされる。
　有茎性漿膜下筋腫と充実性卵巣腫瘍の鑑別が術前に困
難であった例は複数の産婦人科医が経験するところであ
り，本症例では，筋腫を有する体部を有茎性漿膜下筋腫
の捻転と疑い開腹に至った。しかし，術前の画像検査で
萎縮した子宮体部と思われた部分は，伸展した頸部で
あった。術前には，子宮捻転の概念がなく画像検査を施
行しているため，後方視的にみると，CT画像では直腸
上方レベルの子宮下部付近に捻れるような構造を認めた
（図１-b）。MRI画像においては，捻転が疑われる部分
の前後はこれまで経験した漿膜下筋腫の捻転画像と比較

してやや太い印象であり，矢状断では筋腫背側に子宮腔
と思われる像がみられ，子宮体部ともみてとれる（図
２）。白河らは，子宮捻転症例の造影CTで動静脈と子宮
頸部のらせん状の形態により術前診断し得たと報告し
ている３）。過去の報告では，子宮捻転を疑うMRI画像所
見として，横断像にて腟上部の形態がX字型を呈するこ
と１）11），子宮頸部と体部の境界にくびれがあり，子宮
内膜の連続性が不明瞭となること，子宮頸部に造影効果
があるが体部・筋腫・卵巣などには造影効果を認めない
こと９），などが挙げられている。今回は単純撮影のみで
あったが，撮影可能であれば造影検査も含めた詳細な画
像検討により，子宮捻転の診断に近づくと思われた。 
　本症例は90歳という超高齢の急性腹症症例であった。
婦人科領域の急性腹症では，卵巣嚢腫捻転や，卵巣出
血，内膜症関連疾患など生殖年齢症例が多く，80歳以上
の高齢者での発症は比較的稀である。外科領域の急性腹
症では，イレウス，消化管穿孔，ヘルニア陥頓など手術
を要する症例も稀ではないが14），いずれにおいても高齢
者の急性腹症では，患者背景も様々で，正確な問診が困
難，症状発現から医療機関受診までが遅れる，合併症な
どにより検査や治療法に制限がある，治療後の生活水準
目標をどう設定するかなど，問題点は少なくない。本症
例でも，高齢によるハイリスクという状況が手術決定ま
でに多少時間を要す一因となったことは否めない。

ま　と　め

　近年，未婚，未産婦女性の増加や妊娠年齢の上昇など
に伴い，比較的大きな筋腫を有したままで妊娠や閉経を
迎えることも珍しくない。また，かなり大きな筋腫で
あっても経過観察を希望する例が少なからず見受けられ
る。子宮捻転の報告症例の多くは閉経後であり，今後は
本症例のような超高齢者の発症も増えると懸念される。 
本人希望により経過観察する際には，年齢を問わず本症

図５　摘出標本
病理診断は平滑筋腫で，悪性所見を認めず。
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例のような経過を生ずる可能性があり得ることを念頭に
置き，診療に臨みたい。 
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帝王切開後に発症した頭蓋内慢性硬膜下血腫の１例

笹森　博貴・真鍋　敦・石原とも子・池野屋美智子・澤田　康治・藤脇　律人

松江赤十字病院　産婦人科

A case of intracranial chronic subdural hematoma after a cesarean section

Hiroki Sasamori・Atsushi Manabe・Tomoko Ishihara・Michiko Ikenoya・Kouji Sawada・Ritsuto Fujiwaki

Department of Obstetrics and Gynecology, Matsue Red Cross Hospital

脊髄くも膜下麻酔の稀な合併症として硬膜下血腫がある。今回，脊髄くも膜下麻酔後に硬膜穿刺後頭痛を発症し，軽快退院
後に頭蓋内慢性硬膜下血腫と診断された症例を経験したので報告する。
症例は，28歳女性。１絨毛膜２羊膜双胎妊娠で，第２子骨盤位のため妊娠37週３日に選択帝王切開術となった。麻酔科医師
により脊髄くも膜下麻酔を３度試みられたが，すべての施行で髄液の逆流を認めたものの十分な麻酔域が確保できず，全身
麻酔にて帝王切開術を実施した。帰室後，弛緩出血に対し，オキシトシン投与，Bakriバルーン®を挿入した。産科DIC score
は３点であった。術後２日目，頭部挙上時に頭痛が出現した。神経学的異常所見は認めず，硬膜穿刺後頭痛と診断し，補液
にて経過観察とした。術後７日目には頭痛は著明に改善し退院となった。術後18日目から１週間頭痛が持続するため受診。
頭部CTにてmidline shiftを伴う慢性硬膜下血腫を認め，穿頭洗浄術が施行された。
脳脊髄液の漏出の持続による圧変化が，起立性頭痛，硬膜下血腫の原因となる。本症例では頻回穿刺により，硬膜外腔への
脳脊髄液漏出が起き，頭痛の改善後も微量の脳脊髄液の漏出が持続し，硬膜下血腫が生じたと考えられた。脊髄くも膜下麻
酔後の慢性硬膜下血腫は稀ではあるが重篤な合併症として念頭に置くべきと考えられる。

Intracranial subdural hematoma is a rare complication of spinal anesthesia.
The patient was a 28-year-old woman with a monochorionic diamniotic twin pregnancy. An elective 
cesarean section was performed because of breech presentation at 37 weeks of gestation. Spinal anesthesia 
was attempted 3 times; however, because a sufficient anesthesia level could not be achieved, the operation 
proceeded with the patient placed under general anesthesia. On the second day after the operation, she 
complained of a headache. As no abnormal neurologic finding was found, postdural puncture headache was 
diagnosed. A few days later, the symptom improved and the patient was discharged from the hospital.
She then complained of a headache that lasted for 7‒18 days after the surgery. A head computed tomography 
scan showed chronic subdural hematoma accompanied by a midline shift, which required a burr hole 
irrigation.
Pressure changes due to persistent cerebrospinal fluid leakage can cause postdural puncture headache and 
subdural hematoma. In this case, it was believed that cerebrospinal fluid leakage into the epidural space 
occurred because of the several trials with spinal anesthesia.
Subdural hematoma after spinal anesthesia is a rare but serious complication.

キーワード：帝王切開後，脊髄くも膜下麻酔，硬膜穿刺後頭痛，慢性硬膜下血腫
Key words： cesarean section, spinal anesthesia, postdural puncture headache, chronic subdural hematoma

緒　　　言

　帝王切開時に脊髄くも膜下麻酔が頻用されるが，そ
の合併症として硬膜穿刺後頭痛（postdural puncture 
headache: PDPH），頭蓋内硬膜下血腫がある。PDPHは
脳脊髄液漏出に起因し，しばしば臨床現場で遭遇する。
頭蓋内硬膜下血腫も，脳脊髄液漏出による低髄圧に伴
い，架橋静脈及びくも膜顆粒の破綻が生じることで発生
する１）。その頻度は稀ではあるが，硬膜穿刺後の重篤な
合併症として注意が必要である。
　今回，脊髄くも膜下麻酔後に硬膜穿刺後頭痛を発症

し，軽快退院後に，頭蓋内慢性硬膜下血腫と診断された
症例を経験したので報告する。

症　　　例

年齢：28歳　
身長：157cm　手術時体重：67kg（BMI: 27.2kg/㎡）　
非妊時体重56kg（BMI: 22.7kg/㎡）
妊娠分娩歴：３妊２産（経腟分娩２回，分娩時異常なし）
既往歴：特記事項なし，アレルギーなし
現病歴：自然妊娠成立。前医にて１絨毛膜２羊膜双胎妊
娠と診断され，妊娠経過は良好であった。周産期管理目
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的で妊娠20週４日に当科紹介受診となった。当科での妊
娠経過も良好であったが，第２子骨盤位のため妊娠37週
３日に選択的帝王切開予定とした。
　麻酔科医師による術前リスク評価においても特に問題
はなかった。
〈手術経過〉
　麻酔科医師により，脊髄くも膜下麻酔が試みられた。
第４第５腰椎間より27G Quinke針を用い，傍正中法に
てくも膜下腔に達した。髄液の逆流を確認後にブピバカ
インを注入したが，十分な麻酔域が確保できなかった。
そのため，再度，第３第４腰椎間より27G Quinke針で
脊髄くも膜下麻酔が施行された。やはり髄液の逆流を認
めたものの，十分な麻酔域が確保できず，３度目の施行
でも同様の結果であったため，全身麻酔（気管内挿管）
にて帝王切開術を施行した。
　術中出血量は羊水込みで1010mlであった。
〈術後経過〉
　帰室後，多量の性器出血が認められた。子宮収縮不
良で，弛緩出血と診断した。オキシトシン10単位をリ
ンゲル液500mlに混注し全開で点滴投与，子宮内バルー
ンタンポナーデを行い止血を図った。帰室２時間後，
さらにオキシトシン10単位をリンゲル液500mlに混注し

点滴投与した。麦角アルカロイド等のその他の収縮剤
は使用しなかった。術中出血を含めた総出血量は2424g
であった。Shock Indexは１未満であった。血液検査
では，Plt 214000/μl，PT 89%，APTT 33.2sec，Fib 
308mg/dL，FDP 66μg/ml，ATⅢ 72％と，有意な凝
固異常は認めず，産科DIC scoreは３点であった。術
後１日目の血液検査でHb 6.2g/dLと高度貧血を認めた
が，子宮収縮及び全身状態は良好で，鉄剤の静注にて対
応し輸血は行わなかった。
　術後２日目，頭部挙上時に頭痛あり。神経学的異常所
見は認めず，硬膜穿刺後頭痛と診断し，補液にて経過観
察とした。術後７日目には頭痛は著明に改善し，退院と
なった。
〈当科退院後経過〉
　術後18日目から１週間持続する頭痛が出現。徐々に増
悪傾向にあった。術後25日目に近医脳神経外科を受診
し，頭部MRIにて右慢性硬膜下血腫と診断され，当院脳
神経外科に紹介となった。運動感覚障害は認めず，神経
学的異常所見はなかった。当院での頭部CTでもmidline 
shiftを伴う16mmの右慢性硬膜下血腫が確認された（図
１）。眼底検査ではうっ血乳頭なし。脊髄くも膜下麻酔
時の髄液漏に伴う低髄液圧が原因である可能性が考えら

図１　頭部CT　帝王切開後25日

図３　腰部MRI　穿頭術後１日目

図２　頭部CT　穿頭術後１日目

図４　頭部CT　穿頭術後１か月後
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れた。神経脱落症状は認めないものの重度の頭痛がある
こと，midline shiftを伴う大きな血腫であることが考慮
され，同日，緊急穿頭洗浄術が施行された。
〈穿頭洗浄術後経過〉
　穿頭術後１日目，頭痛は創部痛のみであり，血腫は除
去されており（図２）神経脱落症状も認めなかった。脳
脊髄液の漏出を確認するためにMRI検査を実施したが，
明らかな漏出所見は認めなかった（図３）。術後５日目
の頭部CTでは硬膜下血腫の消失が確認され，midline 
shiftも認めなかった。経過は非常に良好であり，術後６
日目に退院となった。術後１か月後の外来フォロー時に
も頭痛は軽快しており，頭部CTでも異常所見は認めな
かったためフォロー終了となった（図４）。

考　　　察

　脊髄くも膜下麻酔の合併症として生じる硬膜穿刺後頭
痛（postdural puncture headache: PDPH）は，持続的
な髄液漏出に伴う頭蓋内外の神経血管の牽引，頭蓋内圧
を代償性に上昇させるための血管拡張により惹起され
る。国際頭痛学会によれば，PDPHは立位で増悪する拍
動性頭痛であり，穿刺後５日以内に生じ，他の疾患を除
外した場合に診断される。また，大部分は１週間以内に
症状が消失する。リスク因子として最も影響するのは穿
刺針の太さである。また，Quinke針のようなcutting針
よりもnon-cutting針を用いたほうがPDPHの発症リスク
を低下させるとの報告がある１）。本症例では27G Quinke
針にて３度の穿刺が行われており，頻回穿刺がPDPHの
原因となったと考えられる。PDPHは臨床症状から診断
されることが多いが，脳脊髄液の漏出を確認するため
に脊髄MRIを用いることの有用性を示唆する報告があ
る２）。本症例では有意な所見は認めなかったが，MRI 
T2WIにて高信号を呈する所見が硬膜外腔とくも膜下に
認められれば，脳脊髄液の漏出を示す特徴的な所見とな
る。
　一方，硬膜下血腫も脊髄くも膜下麻酔の合併症として
24000（欧米の報告では500000３））症例に１例の頻度で
生じるという報告がある４）。PDPH同様に穿刺に伴う脳
脊髄液漏出で低髄圧をきたし，架橋静脈及びくも膜顆粒
の破綻が生じることで頭蓋内に血腫が発生する５）。中布
らの報告６）等によれば，硬膜穿刺後に頭蓋内硬膜下血
腫をきたした69例の９割以上が硬膜穿刺後早期から頭痛
を訴えており，PDPHから硬膜下血腫へと進展した症例
が多いことが示唆される７）。ただし，本症例のように，
いったん頭痛の軽減や消失が認められた後に硬膜下血腫
形成をきたした例も４割あり，穿刺後１か月は硬膜下血
腫の可能性を考慮していく必要がある。
　本症例においては，弛緩出血による分娩時異常出血が
あったものの，凝固異常はきたしておらず，PDPHや慢

性硬膜下血腫形成に弛緩出血が影響を及ぼした可能性は
否定的と考える。また，弛緩出血時に使用したオキシト
シン（アトニン®）は添付文書によると弱いバソプレシ
ン様作用を有しており，血管収縮及び抗利尿作用によ
り，血圧上昇や頭蓋内出血のリスクを上昇させる。強い
子宮収縮と胎盤血流の減少から血圧上昇をきたす可能性
を示唆する報告もある８）９）が，医薬品医療機器総合機
構によれば子宮収縮剤と出血性脳血管障害との関連は立
証されておらず，オキシトシンと血圧変化の関連は不明
としている。本症例でも術中，術後に異常な血圧上昇は
見られず，オキシトシン投与による血圧上昇がPDPH，
慢性硬膜下血腫の要因となったとは考えにくい。

結　　　語

　脊髄くも膜下麻酔後に硬膜穿刺後頭痛を発症し，その
軽快後に慢性硬膜下血腫を発症した症例を経験した。脳
脊髄液の漏出の持続による圧変化が，起立性頭痛，硬膜
下血腫の原因である。本症例では頻回穿刺により，硬膜
外腔への脳脊髄液漏出が起きたと考えられた。さらに，
頭痛の改善後も微量の脳脊髄液の漏出が持続し，硬膜下
血腫が生じたと考えられた。脊髄くも膜下麻酔後の慢性
硬膜下血腫は稀ではあるが重篤な合併症であり，特に硬
膜穿刺後頭痛が認められた症例では，症状軽減後も硬膜
下血腫発症の可能性を念頭に置く必要があると考えられ
る。
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当院における超緊急帝王切開術（Grade Aカイザー）の検討
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A study of extremely emergent cesarean sections

Rie Hara・Hikaru Kiyokawa・Yoshimasa Akamatsu・Jyunichi Aratake・Ryosuke Kuroda
Sawako Kato・Takashi Nishikawa・Tomoki Nishimura・Michiru Yasui・Yu Tanaka・Akihiro Shoji

Yukihiro Kuroiwa・Ken Fukuhara・Takashi Nakahori・Tetsuro Honda・Masaaki Hasegawa

Department of Obstetrics and Gynecology, Kurashiki Central Hospital

【目的】超緊急帝王切開術（Grade Aカイザー）とは，方針決定後，他の要件を一切考えず，迅速に手術を行い一刻も早い児
の娩出を図る術式のことである。今回，当院で行われたGrade Aカイザーと児の短期予後について検討することを目的とし
た。
【方法】2013年１月から2018年６月までに，当院で施行したGrade Aカイザー54例について，手術決定から児娩出までの時
間（Decision to delivery interval; DDI），出生児のApgar Score，臍帯動脈血pHについて後方視的に検討した。統計解析には
EZR（ver. 3. 5. 2）を用いMann-Whiteney U検定，χ２検定，多変量解析を行い，有意水準をp<0.05とした。
【結果】５年半で75例のGrade Aカイザー症例があり，このうち双胎と詳細不明の症例を除く54例について検討を行った。
勤務帯別では，日勤帯14例，夜間休日帯40例であった。DDIは，中央値で日勤帯19分に比較し夜間休日帯22分と時間を要す
る傾向にあった。当院では目標値を設定しているが，DDI20分以内の目標達成率は日勤帯64%，夜間休日帯48%であった。臍
帯動脈血pH（平均値）は日勤帯7.25±0.07，夜間休日帯7.20±0.15と低い傾向で，臍帯動脈血pH≧7.1の目標達成率は日勤帯で
100%，夜間休日帯で73%であった。臍帯動脈血pHに関わる要因を多変量解析したが，今回の解析では児の短期予後に関連す
る因子を確認できなかった。
【考察】10年前と比較して当院のGrade Aカイザーの成績が向上していることが確認できた。また，DDIと臍帯動脈血pHに
相関を認めないことが明らかになり，診断にかかる時間や診断時の児の重症度も関与している可能性が示唆され，DDI短縮と
同時に早期受診ができるよう患者教育も重要と考えられた。

Extremely emergent cesarean section (grade A CS) is performed in life-threatening fetal and maternal 
conditions. Despite the lack of evidence, there is a consensus that the decision-to-delivery interval (DDI) for 
cesarean sections should be <30 min in obstetric hospitals. We retrospectively examined grade A CS cases 
at our hospital and the neonatal short-term outcomes. There were 54 grade A CS cases (1.1%) among the 
6692 deliveries from January 2013 to June 2018. The major causes were abruptio placenta, nonreassuring 
fetal status, and vacuum extraction failure. More than 80% of the cases were completed in 30 min; however, 
there was a difference in the results of day shift (D) and night and holiday shift (N). The incidence of cord 
pH >7.1 was 100% in D and 73% in N. DDI took more time in N than in D. Cord pH was lower in N than 
in D. Moreover, we compared in-hospital and out-of-hospital onset cases. In out-of-hospital onset cases, DDI 
was significantly shorter, but cord pH was lower. The major causes were abruptio placenta in out-of-hospital 
onset cases. Thus, the system for grade A CS needs to be revised and more effort toward patient education is 
needed for safer deliveries.

キーワード：超緊急帝王切開，Grade A帝王切開，Grade Aカイザー
Key words： extremely cesarean section, Grade A ceserean section, urgent ceserean section

緒　　　言

　超緊急帝王切開術（Grade Aカイザー）とは，方針決
定後，他の要件を一切考えず，迅速に手術を行い一刻
も早い児の娩出を図る術式のことである。手術決定か
ら胎児娩出まで（Decision to delivery interval; DDI）

を30分以内に娩出することで児の予後が改善するとい
うevidenceはない１-２）が，本邦において周産期センター
ではDDI 30分以内の体制をとることが必要とされてい
る３）。当院ではDDI 20分以内，臍帯動脈血pH≧7.1を目
標値としている。今回，当院で行われたGrade Aカイ
ザーの目標達成率およびGrade Aカイザーと児の短期予
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後について検討した。

方　　　法

　2013年１月から2018年６月までに，当院で施行した
Grade Aカイザー75例のうち，手術決定時間等の詳細が
記載されていない４症例，児の未熟性に大きく予後が影
響される32週未満の15症例，事前に緊急帝王切開の準備
を整えた上で経腟分娩トライアルをしている双胎２症例
は検討対象から除外し，残りの54例を対象とした。手術
決定から児娩出までの時間，出生児のApgar Score，臍
帯動脈血pHを検討項目として日勤帯と夜間休日帯およ
び院内発症と院外発症について後方視的に検討した。
統計解析にはfreeware EZR（ver. 3. 5. 2）を用いMann-
Whiteney U検定，χ2検定，多変量解析を行い，有意水
準をp<0.05とした。なお，当院の勤務体制として日勤帯
は平日９時から17時まで，土曜日は９時から13時まで，
夜間休日帯はそれ以外としている。当直体制は，平日は
産科当直医１名と院外拘束医２名の計３名を確保してい
る。緊急手術の場合は院外拘束医を呼び出しすることと
なるが，平日の場合は緊急処置や患者や家族への説明，
各部署への連絡等，多数の業務を産科当直医１名で行う
こととなる。土日祝日は産科当直医２名，院外拘束医１

名という体制である。一方，麻酔科医，小児科医は最低
１名が院内に常駐しているが，手術室看護師は土日祝日
は院外拘束で呼び出しが必要となる。従って，土日祝日
のGrade Aカイザーの際には，手術室看護師の病院到着
を待つことなく助産師が手術室の準備や介助をできるよ
うトレーニングしている。なお，当院の構造上，手術室
と分娩室センターや救急初療室との距離がありそれぞれ
移動におよそ４分を要する。

結　　　果

　当該期間中，22週以降の全分娩件数は6692例，そのう
ち帝王切開は2087例（31.2%）あり，そのうちGrade A
カイザーは75例（3.6%）で，全分娩数の1.1%の割合で
あった（図１）。なお，除外症例を除くとGrade Aカイ
ザーは54例（0.8%）あった。
　適応としては常位胎盤早期剥離24例，胎児機能不全21
例でうち吸引分娩の不成功７例，前置胎盤からの出血１
例，劇症型A群溶連菌感染症１例であった（図２）。勤
務帯別では日勤帯14例，夜間休日帯40例で昼夜問わず発
生していた。また，日勤帯及び夜間休日帯で妊娠週数
（中央値）は39週０日（33週０日～41週０日）および38
週５日（32週０日～41週２日）と有意差を認めなかっ

図１　Grade Aカイザーの割合

図２　Grade Aカイザーの適応疾患
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た。母体基礎疾患としては羊水過少，HDP，HELLP，
FGRなどがあった。 
　DDI（中央値）は日勤帯19分（12-37分）に比較し夜
間休日帯22分（８-48分）と時間を要する傾向にあっ
た。臍帯動脈血pH（平均値）は日勤帯7.239±0.019，
夜間休日帯7.201±0.023と低い傾向にあった。勤務帯別
の目標達成率については，DDI30分以内は日勤帯で12
例（86%），夜間休日帯で32例（80%），DDI20分以内は
日勤帯で９例（64%），夜間休日帯で19例（48%）とい
ずれも有意差はないが，夜間休日帯で時間を要する傾
向を認めた。臍帯動脈血pH≧7.1達成率は日勤帯で14例
（100%），夜間休日帯で29例（73%）と日勤帯の成績が
有意に上回ったが，多変量解析では有意差がなかった
（図３）。なお，Apgar Score（平均値）の比較では日
勤帯，夜間休日帯で１分値5.14±2.7と5.3±2.8，５分値

7.3±2.0と7.6±1.6といずれも有意差を認めなかった。児
は出生後，脳低温療法や挿管管理となった症例もあった
が，生後１ヶ月の時点での予後に差はなかった。挿管率
に関しては夜間休日帯14例（38%）と比較し日勤帯９例
（82%）と有意に高かったが，退院時点で明らかな合併
症を認めた症例はなかった。勤務帯での挿管率の差は日
勤帯に人員が多いことからマンパワーによるものの可能
性も考えられた。挿管すると，抜管から呼吸状態の安定
までに時間を要するため，有意差はないものの夜間休日
帯13.8日に比し日勤帯19.5日と入院日数がやや長い傾向
が認められた（図４）。
　母体合併症は膀胱損傷が１例，頸管裂傷１例，排尿困
難１例，子宮全摘出術２例，輸血を要した例は12例で
あったが，いずれも後遺症を残す重篤な母体合併症は認
めなかった。排尿困難は，もともと二分脊椎術後で排尿

図３　勤務時間帯別の目標達成率

図４　児の挿管率とNICU入院日数
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困難の既往があった。
　次に発生場所により手術室までの経路が異なるため，
院外発生症例と院内発生症例の比較をした。発生場所別
のDDI（中央値）比較では，院内発生22分（８-48分）
に比較し院外発生17分（12-35分）は短い傾向，臍帯血
動脈pH（平均値）では院内発生7.242±0.019と比較し院
外発生7.153±0.044と低い傾向にあるが，いずれも有意
差を認めなかった（図５）。
　更に児の短期予後に関わる因子を解明すべく，臍帯動
脈血pHに相関する因子につき多変量解析を行ったとこ
ろ，妊娠週数，母体基礎疾患，適応，DDIのいずれとも
相関がなかった。 
　また，当院の2005年から2008年までの32週以降での
Grade Aカイザーの検討と比較したところ，10年前は
DDI（中央値）が院内発生で30分，院外発生で19分，臍
帯動脈血pH（平均値）は院内発生で 7.099，院外発生で 
6.981であり４），いずれも成績が向上していることがわ
かった（図６）。

考　　　察

　日勤帯と夜間休日帯での目標達成率に関して，マンパ
ワーに差が出てくることで夜間休日帯の目標達成率が低
くなる要因となっている。日勤帯や夜間帯に入った直後
では人手が多く確保できるため，Grade Aカイザーの準
備を手分けしてできるが，当直帯となると呼び出しから
準備まで１人で行うこととなり時間を要する傾向にあ
る。また，休日では手術室の看護師が院外待期をしてい
た場合，助産師が手術室まで出向いて準備を行うことと
なる。当院では10年前に同様の解析を行い，以降Grade 
Aカイザーについての院内での認知を高める努力を行っ
てきた。また，前回の解析後に病棟の増改築が行われ，
手術室までの距離が延長されてしまった。従って今回，
これらの影響をみるため再度同様の検討を行った。その
結果，30分以内達成率は10年前の63％と比べ，81.5%と
有意差はないもののむしろ達成率の上昇を認めた。この
原因のひとつとして，10年前はGrade Aカイザーの認識
が産婦人科医師以外には薄かった可能性が考えられる。

図５　発生場所別のDDIと臍帯動脈血pH

図６　過去の調査との比較
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また，年々ハイリスク分娩が増えてきておりGrade Aカ
イザーの件数は10年前の8.25件/年に比較し今回の検討
では13.6件/年と増えてきたことにより実践の機会が増
えたことや，適宜症例の振り返りを行うことで１～３年
単位でスタッフが入れ替わる中でも，継続してGrade A
カイザーに対するシステム構築が行われていたことも影
響している可能性が示唆された。スタッフの人数が増え
たことも一因であると考える。
　今回DDI短縮により臍帯動脈血pHの上昇がみられる
ことを期待したが，実際には異なり，DDIが長くても
臍帯動脈血pHが低くない症例が複数含まれていること
が確認された。その原因としてオーバートリアージで
Grade Aカイザーとした可能性を疑い，Grade Aカイ
ザーの妥当性について再検討したが，いずれもその時点
での適応は妥当と考えられた。なお，他の総合周産期セ
ンターのGrade Aカイザーの実施割合と比較をしたとこ
ろ，0.8-1.5％と当院の1.1％と大差を認めなかったことか
らも，極端なオーバートリアージはないものと考えられ
た５-６）。
　Grade Aカイザー施行に関し，シミュレーションやマ
ニュアル化することで児の予後改善に努めている報告が
多数ある５-６）。全身麻酔下での帝王切開術では挿管困難
症例が300例に１例との報告もあり７），誤嚥発生のリス
クもあるため，当院でも安全に行えるよう麻酔科医と
も連携をしてシミュレーションを繰り返している。ま
た，手術室看護師，助産師，小児科医の意見も取り入れ
て，シンプルでわかりやすいように手順の改定をしてい
る。さらにこれまで平日夜は当直産婦人科医１人体制で
Grade Aカイザーの対応をしてきたが，近年ハイリスク
症例が増えたこともあり，最近２人当直体制を導入した
ため，今後平日夜間の対応が迅速となることが期待され
る。ところで，院外発生のうち10例（71%）は常位胎盤
早期剥離が原因疾患となっていた。常位胎盤早期剥離
は特にDDIのみならず事象が発生してから児娩出までの
EDI（Event to delivery interval）が児の予後に関与し
ている可能性があり，分娩中でない場合には，たとえ入
院中の症例であっても，まずは妊婦が異変に気づくこと
がポイントとなる。当院では妊娠後期の両親学級で常位
胎盤早期剥離を含めて注意喚起を行っている。さらに，
妊娠22週の妊婦健診でハイリスク妊婦を抽出し，リスク
がある方には常位胎盤早期剥離等の合併症について特に
注意するよう説明をし，ハイリスクカンファレンスを行
いスタッフ間でも情報共有をできるようにしている。ま
た，ハイリスク症例のみならず，ローリスク症例や地域
の産科クリニックなどでも同様に，性器出血や持続する
腹痛，胎動減少などに一早く気づいてもらえるように患
者への教育が必要であると考える。
　今回当院でのGrade Aカイザーと児の短期予後を検討

し，10年前の調査に比して改善傾向が確認できた。また
2017年から，産婦人科医，助産師，麻酔科医，新生児
科医，手術室スタッフでGrade Aカイザーのシミュレー
ション訓練を始めた。今後はシミュレーショントレーニ
ングによるよりスムースな連携を期待したい。今回の解
析でDDIと臍帯動脈血pHに相関は認めなかったことか
ら，DDI短縮のみが児の予後改善に影響しているわけで
はなく，発症時の児の重症度やEDIが関連している可能
性も考えられ今後の検討課題としたい。今後はDDIの短
縮のみならず，EDI短縮のためイベント発生時の迅速な
判断や，より一層の患者教育が課題であると考えられる。
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胎内死亡を来した臍帯フォーク状付着の一例

中曽　崇也・竹中　泰子・木内　誠・高橋　弘幸

鳥取県立中央病院　産婦人科

A case of furcate insertion that resulted in intrauterine fetal death

Takaya Nakaso・Yasuko Takenaka・Makoto Kiuchi・Hiroyuki Takahashi

Department of Obstetrics ＆ Gynecology, Tottori Prefectural Central Hospital

臍帯フォーク状付着（furcate insertion）は絨毛膜（胎盤）に達する直前で臍帯血管が分岐する稀な異常である。臍帯フォー
ク状付着はワルトンゼリーの欠損を認めることで臍帯血管の保護機能が低下することが知られている。臍帯フォーク状付着
は妊娠第三半期に胎児死亡を引き起こす危険性がある。今回われわれは子宮内胎児死亡（intrauterine fetal death: IUFD）
症例で娩出した胎盤を臍帯フォーク状付着，臍帯テント状付着（amniotic webs）と診断した症例を経験したので報告する。
症例は29歳，２経妊１経産婦。前回40週２日に分娩停止の診断で緊急帝王切開術を施行された。今回の妊娠は他院で初期管
理され，30週０日里帰り分娩希望で当科を初診した。妊娠経過は良好で37週２日の健診では推定体重3195ｇ，羊水量正常，
CTGにてreassuringであった。その後37週４日胎動減少を自覚。38週０日胎動減少を主訴に受診され，経腹超音波検査で子宮
内胎児死亡（IUFD）を確認した。38週１日子宮切開術にて死産児を娩出した。体重3046ｇの女児で明らかな外表奇形は認め
なかった。胎盤重量は650ｇ，臍帯は72cmであった。羊膜は臍帯の一部に付着しているテント状臍帯付着を認めた。臍帯は正
中付着であったが臍帯血管は絨毛膜に達する直前に分岐し，かつワルチンゼリーの欠損を認めフォーク状臍帯付着（furcate 
insertion）と診断した。今回の症例では稀な臍帯付着異常であるフォーク状臍帯付着以外に子宮内胎児死亡の原因は特定でき
なかった。胎内死亡の原因となりうる臍帯付着異常の中に稀ではあるがこのようなフォーク状臍帯付着があることを改めて
認識した。

Furcate cord insertion is a rare abnormality in which the umbilical vessels separate from the cord substance 
before reaching the surface of the placenta. As a result, the vessels lose the protection afforded by Wharton’s 
jelly and become prone to thrombosis and injury. The prognosis is generally very good, except in the rare 
situation when there is hemorrhage from the unprotected portions of the vessels. Furcate insertion can result 
in late third trimester bleeding and fetal death. We report on a case of furcate insertion and amniotic webs 
associated with intrauterine death of the fetus.

キーワード：臍帯フォーク状付着，臍帯テント状付着，子宮内胎児死亡
Key words： Furcate insertion, amniotic webs, IUFD

緒　　　言

　現在，子宮内胎児死亡（intrauterine fetal death：以
下IUFDと略す）においては統一された原因分類法は確
立されておらず，日本産婦人科学会の周産期登録デー
ターベースによる解析では臍帯異常がIUFDの原因の
15％に認められる１）という。したがってIUFD症例にお
いては，原因を究明する上で臍帯異常を形態学的・組織
的に検索することがきわめて重要である。
　臍帯異常の中でも臍帯付着異常は頻度も多く，胎児機
能不全やIUFDとの原因として重要である。臍帯付着異
常には胎盤の辺縁に付着する辺縁付着と卵膜に付着する
膜付着がよく知られているが，それぞれ頻度は辺縁付着
が全妊娠の約５～10％，膜付着が１～２％と報告されて

いる２）。今回われわれが経験した稀な臍帯付着部異常の
特徴は胎盤の正中部位に付着する臍帯血管が絨毛膜に達
する直前に分岐し，かつワルトンゼリーの欠損を認める
もので，その見た目から臍帯フォーク状付着（furcate 
insertion）と称されている３）－５）。IUFDとの関連も指摘
されており，慎重な周産期管理を要すると考えられるが
臍帯フォーク状付着は文献報告が極めて少ない。今回，
IUFD例において臍帯フォーク状付着，臍帯テント状付
着と診断した症例を経験したので報告する。

症　　　例

　29歳，G2P1。前回の分娩は妊娠40週２日に分娩停止
のため緊急帝王切開術を受けた。今回の妊娠は初期から
他院で妊婦健診を受けた後，里帰り分娩希望で妊娠30週
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０日に当院を初診した。その後の妊娠経過に異常は認め
ず，妊娠37週２日の妊婦健診では推定体重は3195g，羊
水量正常で，NSTはreactiveであった。３日後の妊娠37
週５日までは胎動減少を自覚していたが，妊娠37週６日
に胎動を感じなくなった。そのため妊娠38週０日に受診
されたが，IUFDが確認された。既往帝切後妊娠であっ
たため，妊娠38週１日に子宮切開術で死産児を娩出し
た。体重3046gの女児で軽度浸軟を認めたものの，明ら
かな外表奇形は認めなかった。より詳細な死因究明のた
めに剖検や染色体検査，AI検査を提案したが，患者は
希望されなかった。
　胎盤は650gと正常重量で臍帯は正中付着であった。羊
膜が臍帯の一部に付着している臍帯テント状付着を認め
た（図１）。また臍帯血管は絨毛膜に達する直前に分岐
し，かつワルトンゼリーの欠損を認め肉眼所見から臍帯
フォーク状付着と診断した（図２）。血栓や血管の断裂
は認めなかった。病理組織学的検索のため胎盤の連続切
片を作成したところ臍帯付着部に黄色調の結節（梗塞）
を認め（図３），臍帯フォーク状付着部の発生に関与す
る可能性が考慮される。以上，病理学的観点からは臍帯
血管の脆弱性が指摘された。

考　　　察

　臍帯フォーク状付着（furcate insertion）とは1870年
に解剖学者のHyrtle３）によって最初に報告された臍帯付
着異常である。臍帯付着異常の0.1％にしか見られない
稀な異常で，絨毛膜（胎盤）に達する直前で臍帯血管が
分岐しワルトンゼリーの欠損を伴う。付着部は中央であ
ることから膜付着とは区別される４）－10）。
　臍帯付着部異常は前置血管や膜付着以外は臨床上の胎
児へのリスクは高くないが，臍帯フォーク状付着は膜付
着と同様に臍帯血管の保護機能が低下することで血流障
害・臍帯血管断裂や血栓を来し胎内死亡の原因となる
ことが指摘されている６）７）。Laberke et al.８）は摘出し
た胎盤所見より臍帯フォーク状付着を認め，ワルトン
ゼリーの欠損した臍帯静脈が自然破綻しIUFDの原因と
なったと報告している。Tashkova et al.９）も血行障害を
伴ったIUFD症例を報告している。
　臍帯フォーク状付着はこれまで娩出された臍帯・胎盤
の形状から診断されてきたが，近年では経腹超音波によ
る出生前診断の報告もある。Fujita et al.10）は妊娠34週
に経腹超音波カラードップラー法により本症を疑い，妊
娠37週以降に分娩誘発にて生児を得た後，娩出された臍
帯・胎盤の形状から本症を確定診断したと報告している。
　臍帯フォーク状付着の発症原因は不明であるが，
Fujita et al.10）は，胎盤形成時期には正常付着であった
ものに嚢胞が形成されたために，臍帯付着部の臍帯血管
が胎盤から分離したのではないかと推測している。
　図１で示した臍帯テント状付着（amnoiotic webs）も
また比較的稀な異常である。中山11）によると発生頻度
は全出生の１％以下であり，偶発的に発見されるものが
多いという。臍帯に羊膜が付着しているために臍帯が牽
引され可動制限を伴うが，羊膜索症候群とは明らかに区
別される。しかしながら有澤５）は血流異常を起こす可

図１　臍帯テント状付着
羊膜が臍帯の一部に付着しており臍帯が牽引され可動制限を伴うこ
とが予想される

図３　胎盤の連続切片
臍帯付着部に黄色調の結節（梗塞）を認めた

図２　臍帯フォーク状付着
絨毛膜（胎盤）に達する直前で臍帯血管が分岐しワルトンゼリーの
欠損を伴う
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能性もあるが臨床的な検討は現在までのところほとんど
ないとしている。
　これらの臍帯付着部異常は稀ではあるが，臍帯フォー
ク状付着報告例の半数がIUFDを来たしていることを考
えると，超音波検査により早期発見に努めることが重要
で，IUFD前に発見された場合は，IUFD発症リスクを
考慮し厳格な胎児モニタリング，早めの分娩誘発等の管
理が必要ではないかと考えられる。今回の症例でIUFD
の原因が臍帯フォーク状付着であると断定はできない
が，他にIUFDと関連するような異常は認められず，病
理所見から臍帯血管の脆弱性や血流の異常が推測された
ことからIUFDの重要な要因であると考えられた。

結　　　語

　IUFDの要因となりうる稀な臍帯付着異常について報
告した。今回の症例から出生前診断の重要性を痛感させ
られた。
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分娩子癇にて急速遂娩後に周産期心筋症を発症した１例

樫野　千明・甲斐　憲治・田中　梓菜・早瀬　良二・山本　暖

独立行政法人国立病院機構福山医療センター　産婦人科

A case of peripartum cardiomyopathy after rapid delivery owing to intrapartum 
eclampsia

Chiaki Kashino・Kenji Kai・Azusa Tanaka・Ryoji Hayase・Dan Yamamoto

Department of Obstetrics and Gynecology, National Hospital Organization Fukuyama Medical Center

周産期心筋症とは，心疾患既往のない女性が妊娠・産褥期に原因不明の急性心不全を発症する特異な心筋症であり，妊産婦
死亡の重要な原因疾患である。わが国の全国調査で発症率は約２万分娩に１人の割合であったが，発症率が高かった35-39歳
では約１万分娩に１人の割合とされている。
また，子癇は交感神経亢進に伴う血管攣縮が主病態と考えられている。わが国での発症頻度は0.04%，分娩中の発症は37%と
の報告があり，突然発症する子癇発作については予測が難しいとされている。今回，分娩子癇にて緊急帝王切開術を施行し
たが，術後に周産期心筋症を発症した１例を経験したので報告する。
症例は，35歳，２妊０産で腰椎椎間板ヘルニア以外に特記すべき既往歴はなかった。里帰り出産目的に妊娠32週２日に当科
紹介となり，妊婦健診を行っていた。妊娠40週０日に血圧108/68mmHg，尿蛋白（１+）であり，エコーにてAFI2.56cmと羊
水過少を認めたため，妊娠40週１日に入院の上で分娩誘発を行った。分娩進行は緩徐であったが血圧上昇はなく，妊娠40週
３日に分娩誘発終了後も有効陣痛を認めた。破水した約30分後に突然の痙攣発作が出現し，MgSO4，ジアゼパムを投与した
が，胎児心音が70bpmとなり胎児機能不全にて緊急帝王切開術を施行した。児はApgar score１点（１分後），９点（５分後），
臍帯動脈血pH7.042にて出生した。
術後は人工呼吸管理を行い，術後１日目に抜管した。術後３日目より頻脈，呼吸困難感が出現し，術後４日目に自覚症状の
悪化，胸部レントゲンでの胸水少量貯留があり，術後６日目の心エコーにて左室駆出率（LVEF）20.8％と心機能の著明な低
下を認めた。周産期心筋症と診断し，心不全に準じた治療を開始した。

Peripartum cardiomyopathy (PPCM) is a rare cardiomyopathy in which a woman without a history of heart 
disease develops acute heart failure of unknown cause during pregnancy and the puerperium period. In a 
nationwide survey in Japan, the incidence was 1 in about 20000 births. The incidence is especially high in 
women aged 35‒39 years (1 in ～ 10000 births).
Meanwhile, angiospasm with a sympathetic nerve sthenia status is considered the main condition of a patient 
with eclampsia. The onset rate of eclampsia in Japan is 0.04%, and the onset rate during labor was reported to 
be 37%. It is difficult to predict the occurrence of a sudden eclamptic attack.
We report a case of PPCM that developed after an emergency caesarean section performed owing to 
intrapartum eclampsia.
A 35-year-old woman, at 40 weeks gestation, was hospitalized for labor induction because of oligohydramnios. 
Two days later, a sudden eclamptic attack occurred after the end of labor induction. An emergency 
caesarean section was performed because of fetal dysfunction. Dyspnea appeared on postoperative day 3, 
and echocardiography at postoperative day 6 showed a considerable reduction in cardiac function with left 
ventricular ejection fraction of 20.8%. We diagnosed peripartum cardiomyopathy and started treatment.

キーワード：周産期心筋症，心不全，子癇，妊娠高血圧症候群
Key words： peripartum cardiomyopathy （PPCM）, heart failure, eclampsia, hypertensive disorders of 

pregnancy

緒　　　言

　周産期心筋症とは，心疾患既往のない女性が妊娠・産
褥期に原因不明の急性心不全を発症する特異な心筋症で
あり，妊産婦死亡の重要な原因疾患である。わが国の全

国調査で発症率は約２万分娩に１人の割合であるが，発
症率が高かった35-39歳では約１万分娩に１人の割合と
されている１）。
　また，子癇は交感神経亢進に伴う血管攣縮が主病態と
考えられている。わが国での発症頻度は0.04%，分娩中
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の発症は37%との報告があり，突然発症する子癇発作に
ついては予測が難しいとされている２，３）。
　今回，分娩子癇にて緊急帝王切開術を施行したが，術
後に周産期心筋症を発症した１例を経験したので報告す
る。

症　　　例

35歳，２妊０産（自然流産１回）。
既往歴：６年前　腰椎椎間板ヘルニア（内視鏡下腰椎椎
間板摘出術）。
家族歴：祖父 大腸癌。嗜好歴：飲酒・喫煙 なし。
現病歴：自然妊娠にて妊娠成立。前医にて妊婦健診を
施行され，特に問題なく経過していた。里帰り分娩目
的に妊娠32週２日に当科紹介，妊娠40週０日に血圧
108/68mmHg，尿蛋白定性（１+）であり，エコーにて
AFI2.56cmと羊水過少を認めたため，妊娠40週１日に分
娩誘発目的に入院となった。
入院時所見：身長151cm， 体重54 . 5kg（非妊娠時
+10kg）。初期・中期・後期検査に特記すべき異常所見
は認めず。入院前検査（妊娠40週０日）では，心電図
にて心拍数60回/分，右軸偏位があり，胎児推定体重
は3388g（+0.72SD），胎児心拍数図はreassuring fetal 

status，内診所見は子宮口１cm開大，展退度10%，児頭
下降度－３，頸管硬度 硬，子宮口位置 後方であった。
入院後経過：入院当日，翌日はPGF2αにて分娩誘発を
行うが，陣痛発来せず，内診所見も変化はなかった。入
院３日目の妊娠40週３日には定期的な子宮収縮を認めた
が，分娩進行なくPGF2αで分娩誘発を行い，17時に投
与終了した。その後も陣痛あり経過観察したが，その時
点では血圧120-130/80-90mmHgであった。20時15分に
破水し，子宮口６cmと進行を認めた。20時20分にピペ
ラシリンNa投与を開始したが，約20分後に突然の間代
性痙攣発作が出現した。眼球上転し呼びかけに応じず，
呼吸困難を認めた。抗生剤投与を中止し，MgSO4，ジ
アゼパムを投与，気道確保しリザーバーマスク10L/分
で酸素投与を開始したが意識状態は変わらず，その時
点で血圧174/119mmHg，SpO295%であった。20時53分
に胎児心拍数70bpmとなり回復乏しく（図１），分娩子
癇，胎児機能不全にて超緊急帝王切開術を施行した。全
身麻酔にて手術を行い，術中出血量は440ml，児は体重
2858g，身長48.9cmの女児で臍帯動脈血pH7.042，Apgar 
score１点（１分後，心拍のみ），９点（５分後，皮膚色
以外）で21時５分に出生した。胎盤の病理組織学的診断
はPlacenta with chorangiosisであった。子宮収縮不良の

図１　子癇発作前後の胎児心拍数図

図２　帝王切開術直後の頭部CT像

表１　帝王切開術直後の血液検査
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ため，術中にオキシトシンの点滴・局所注射を施行し，
手術終了時には子宮収縮改善傾向にあったが，弛緩出血
のリスクが高いと考え，痙攣予防はフェニトイン投与と
しMgSO4の術後投与は行わなかった。術後，母体は鎮
静下，人工呼吸管理のままICUに入室し，児は新生児仮
死のため，NICUに入院となった。手術直後の頭部CT
（図２）では明らかな出血所見はなく，血液検査では肝
機能異常などは認めなかった（表１）。術後１日目に抜

管し一般病棟へ転出となった。また，術後の１日尿中蛋
白量は術後４日目350mg/day，術後８日目400mg/dayで
あり，術後19日目には80mg/dayまで低下した。血圧上
昇，子癇，１日尿中蛋白量より重症妊娠高血圧腎症と診
断した。
　術後の経過を図３に示す。術後３日目より頻脈，呼
吸困難感が出現し，術後４日目にSpO2の低下，自覚
症状の悪化を認め，術後６日目に単純CTを施行した

図３　術後経過
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ところ，肺水腫が疑われた。循環器内科に診察を依頼
し，血液検査でBNP1234.2pg/mlと著明に上昇し，心エ
コーにて左室駆出率（LVEF: left ventricular ejection 
function）20.8%と心機能低下を認め，心不全の状態であ
り周産期心筋症と診断された。BiPAP（Bilevel Positive 
Airway Pressure）を開始し，心不全に対する治療とし
て，カルペリチド（hANP），フロセミド，ヘパリンNa
投与が開始された。利尿薬は術後９日目よりフロセミ
ド，スピロノラクトンの内服となり，術後16日目よりト
ラセミドに変更した。カルベジロール内服は術後９日目
に0.625mg/dayより開始し，術後25日目の4.375mg/day
まで投与量を漸増した。術後11日目よりカンデサルタン
が開始され，カルペリチドは術後13日目で終了となっ
た。心エコーでLVEF55.8%，胸部レントゲンで心胸郭
比50.2%と改善し，術後26日目に退院となった。
　１か月健診時（術後33日目）は母児ともに特に問題
なく，術後40日目にはLVEF64.2%，心胸郭比42.3%，
BNP9.7pg/mlと改善しておりカルベジロール4.376mg/
day，カンデサルタン２mg/dayの内服を継続した。術
後75日目にはLVEF65.6%と更に改善しており，カルベ
ジロール4.376mg/day内服のみを継続し，現在経過観察
を行っている。

考　　　察

　周産期心筋症は，心疾患の既往がない女性が，妊娠後
期から産褥期に原因不明の心不全を突然発症し，心エ
コーにて心拡大や左室駆出率の低下を認める疾患であ
り，妊産婦死亡の重要な原因疾患である。わが国の全国
調査では，発症年齢は平均32.7歳（22-43歳），発症率は
約２万分娩に１人の割合であったが，発症率が高かった
35-39歳では約１万分娩に１人の割合とされている。リ
スク因子として，高血圧症，不整脈，糖尿病，甲状腺機
能異常，周産期心筋症既往といった既往歴や，妊娠合
併症である妊娠高血圧症候群，多胎，子宮収縮抑制薬
使用が挙げられている。初発症状や所見は呼吸困難が
80%で最も多く，咳，浮腫，倦怠感，動悸，体重増加な
どを認める１）。周産期心筋症の原因はウイルス感染，自
己免疫機序，ホルモン異常，遺伝子異常，中毒，異型プ
ロラクチンなどが指摘されているが，現時点で明らかで
ない４，５）。発症時期は妊娠中31％，分娩後69％とされ，

最も多かったのは，分娩から１週間以内の32.4%であ
る１，６）。
　周産期心筋症の診断基準として確立されたものはない
が，①分娩前１か月から分娩後５か月に発症した心不
全，②心不全の基礎疾患がない，③分娩前１か月以内に
心疾患の既往がない，④心エコーにて，左室機能低下所
見を認める（左室駆出率（LVEF）＜45-55%，左室短縮
率（%FS: percent fractioning shortening）＜30%）の基
準が用いられることが多い４，７）。ただし，発症時期は，
妊娠初期から分娩後５か月とされることもある８）。治療
は，一般的な心不全に対する治療が広く行われ，重症例
には急性期にカテコラミンに加え，大動脈内バルーンパ
ンピング（IABP）や経皮的心肺補助装置（PCPS）を使
用する。慢性期ではACE阻害薬やβ遮断薬，利尿薬な
どの内服治療を行うが，治療抵抗性の症例では，心臓移
植や死に至ることもある５）。
　予後については，様々な国や施設で検討されたが，左
室機能が改善する率が７～50％，死亡率が４～80％と，
報告ごとに大きく異なり，人種や医療水準が影響してい
ると考えられる５）。予後予測因子として初診時もしくは
発症２か月後のLVEF，左室拡張末期径（LVDd），左室
内血栓の有無，人種などが挙げられている６）。
　次回妊娠について，妊娠許可条件は確立されていない
が，妊娠・分娩が本疾患の発症・進行に関与していると
考えられるため，周産期心筋症既往者の再妊娠には，
高いリスクが伴う。Fett et al.は，次回妊娠許可条件は
LVEFが55％以上に回復した症例とすべきと報告してい
る９）。Elkayam et al.は，前回周産期心筋症であった44
例の妊婦の調査において，今回妊娠時に心不全徴候をき
たしたのは，今回妊娠前にLVEFが50％以上に回復して
いた症例では21％，LVEFが50％以上に回復しなかった
症例では44％に認められたと報告した10）（表２）。
　本症例においては，分娩進行中に急激な血圧上昇を認
め，痙攣発作が出現した。発症前に頭痛や嘔吐，めまい
やしびれといった症状はなく，発症時に眼球位置異常は
あったが，瞳孔や対光反射の左右差などの神経学的所見
の異常は認めなかった。また，術後CT画像では明らか
な脳出血や脳浮腫所見はなく，妊産婦痙攣の原因となる
その他の疾患は否定的であり子癇と診断した。子癇は血
管攣縮が関与しているという説もあり，全身で血管攣縮

表２　周産期心筋症の次回妊娠について（文献10より一部改変）
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が起こった場合に，心臓では後負荷増大による心不全や
高血圧，肺では肺うっ血，肺水腫が生じる。そのため，
子癇が周産期心筋症を発症する一因となった可能性が考
えられる。術後のSpO2低下，頻脈から肺動脈塞栓症が
鑑別に挙がるが，夜間に増悪する呼吸困難感や起坐呼吸
などが心不全に特徴的な症状であった。
　また，心機能回復症例においての次回妊娠への対応
は，一定した見解がなく，過去にLVEF62%に回復し再
妊娠した症例でも妊娠中にLVEF54%まで低下し，妊娠
35週で分娩となった報告もある11）。さらに子癇既往妊婦
の約25%は次回妊娠時も妊娠高血圧腎症になり，約２%
が子癇を再発するとされている12）。本症例ではLVEFは
65.6％まで回復しているが，子癇，周産期心筋症ともに
再発のリスクがあり，次回妊娠に関しては慎重な判断を
要する。
　周産期心筋症の発症頻度は稀ではあるが，母体死亡に
つながる重篤な疾患であり，念頭に置き診療にあたる必
要がある。
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Analysis of treatment for postpartum hemorrhage

Maoko Shimizu・Ichiro Miwa・Natsuko Shimizu・Terumi Miwa・Keiko Ootani
Hiromi Asada・Hiromi Sanai・Masakatsu Sase・Yasuhiko Nakamura

Department of Obstetrics and Gynecology, Yamaguchi Grand Medical Center

妊産婦の死因の第１位は出血であり，その要因のほとんどは産後の過多出血である。今回我々は，当院における産後の過多
出血について検討した。2012年１月から2017年12月までの間に当院で分娩管理を行った妊婦4,187例（単胎4,097例，多胎90例）
より産後の過多出血症例を抽出し，患者背景および止血手技について後方視的に検討した。妊婦4,187例のうち，産後の過多
出血症例は1,125例（単胎経腟868例，単胎帝切203例，多胎経腟11例，多胎帝切43例）で，その頻度は26.9%であった。原因疾
患の内訳は，弛緩出血1,067例，前置胎盤19例，常位胎盤早期剥離16例，産道裂傷８例，癒着胎盤８例，低置胎盤７例であっ
た。1,125例のうち1,084例は通常の初期治療で止血可能であった。通常の初期治療で止血不能であった41例のうち37例に対し
てバルーンタンポナーデ法（BT法）が行われ，34例は止血可能であった。BT法で止血不能であった３例に対して経カテー
テル的動脈塞栓術（TAE）が２例に，縫合止血法が１例に行われた。通常の初期治療で止血不能であった残りの４例に対し
て，TAEが２例に，縫合止血法が２例に行われた。子宮動脈結紮術および子宮摘出術を行った症例はなく，母体死亡も認め
なかった。産後の過多出血症例の96.4%は通常の初期治療で止血可能であった。低侵襲手技であるBT法を加えると99.4%の症
例が止血可能であった。初期治療およびBT法を習熟することの大切さを再認識することができた。

Bleeding, primarily postpartum hemorrhage, is the leading cause of maternal death. This study investigated 
cases of postpartum hemorrhage at our hospital. Postpartum hemorrhage cases were identified from among 
4,187 pregnant women who underwent childbirth management at our hospital between January 2012 and 
December 2017, and the patient outcomes and the hand skill of surgeons in stopping hemorrhage were 
retrospectively reviewed. There were 1,125 postpartum hemorrhage cases among the 4,187 pregnant women. 
Postpartum hemorrhage occurred for the following reasons: atonic bleeding in 1,067 cases, placenta previa 
in 19 cases, placental abruption in 16 cases, birth canal injury in 8 cases, placenta increta in 8 cases, and low-
lying placenta in 7 cases. It was possible to stop bleeding in 96.4% of the cases with treatment in the early 
stages. When the balloon tamponade (BT) method, which is a minor operation requiring the surgeon’s hand 
skill, was added, bleeding could be stopped in 99.4% of the cases. This study shows the importance of early-
stage treatment and of mastering the BT method for the treatment of postpartum hemorrhage. 

キーワード：産後の過多出血，バルーンタンポナーデ法，経カテーテル的動脈塞栓術，縫合止血法
Key words： postpartum hemorrhage, intrauterine balloon tamponade, transcatheter arterial embolization, 

compression suture

緒　　　言

　2010～2017年に報告された我が国の妊産婦死亡279例
における死因の第１位は出血であり，その要因のほとん
どは産後の過多出血である１）。産後の過多出血は，迅速
かつ的確な対処によって出血をコントロールすること
で，重篤な状態への進行を回避，ないし遅延させること
が可能な場合も多く，その治療法に習熟することが大切
である。今回我々は，当院における産後の過多出血につ
いて検討した。

研究方法

　2012年１月から2017年12月までの間に当院で分娩管
理を行った妊婦4,187例（単胎4,097例，多胎90例）を
対象とした。産後24時間以内の出血量が経腟分娩では
500ml，帝王切開では1,000mlを超えた症例を産後の過多
出血とし２），患者背景および止血手技について後方視的
に検討した。
　当院では，後産期出血に対する通常の初期治療とし
て，胎盤娩出後にオキシトシン投与（経腟分娩では点滴
静注，帝王切開分娩では子宮筋層内投与および点滴静



270 Vol.67 No.2清水真央子・三輪一知郎・清水奈都子・三輪　照未・大谷　恵子・浅田　裕美・讃井　裕美・佐世　正勝・中村　康彦

注）を開始し，子宮収縮が不良な場合は子宮マッサージ
を行う。オキシトシン投与および子宮マッサージを続け
ているにも関わらず出血が持続する場合は，双合圧迫を
行い，エルゴメトリンやPGF2α投与を行う。
　上記のような通常の初期治療を行っても出血が持続
する場合（経腟分娩では1,000ml，帝王切開分娩では
2,000ml以上）やショックインデックスが１以上の場合
を止血不能の判断基準として検討した３）。

研究成績

　2012年１月から2017年12月までの間に当院で分娩管
理を行った妊婦4,187例のうち，産後の過多出血症例は
1,125例（26.9%）であった。1,125例中696例（61.8%）は
1,000ml未満で，4,000ml以上は５例であった（図１）。
産後の過多出血症例の母体年齢の中央値は31歳，初産婦
が657例（58.4%），経産婦が468例（41.6%）であった。
分娩方法は単胎経腟が868例（77.2%），単胎帝切203例
（18.0%），多胎経腟11例（1.0%），多胎帝切43例（3.8%）
であった。原因疾患の内訳は，弛緩出血が最も多く
1,067例（94.9%）で，前置胎盤19例（1.7%），常位胎盤
早期剥離16例（1.4%），産道裂傷８例（0.7%），癒着胎盤
８例（0.7%），低置胎盤７例（0.6%）であった（表１）。

輸血を施行した症例は32例（2.8%）で，抗DIC療法を施
行した症例は12例（1.0%）であった（表１）。
　1,125例のうち1,084例は通常の初期治療で止血可能で
あった。通常の初期治療で止血不能であった41例のうち
37例に対してバルーンタンポナーデ法（BT法）が行わ
れ，34例は止血可能であった。BT法で止血不能であっ
た３例に対して経カテーテル的動脈塞栓術（TAE）が
２例に，縫合止血法（BT法+B-Lynch suture（uterine 
sandwich法））が１例に行われた。通常の初期治療で止
血不能であった残りの４例に対して，TAEが２例に，
縫合止血法（vertical compression suture）が２例に行
われた。子宮動脈結紮術および子宮摘出術を行った症例
はなく，母体死亡も認めなかった（図２）。各原因疾患
に対して有効であった止血手技の割合を表２に示す。
通常の初期治療およびBT法で止血可能であった症例
は，弛緩出血では1,065例（99.8%），前置胎盤では17例
（89.5%），常位胎盤早期剥離では15例（93.7%），産道裂
傷では８例（87.5%），癒着胎盤では７例（87.5%），低置
胎盤では７例（100%）であった。常位胎盤早期剥離の
１例はBT法+B-Lynch suture（uterine sandwich法）で
止血することが可能であった。産道裂傷では８例中１例
にTAEが行われた。

図１　出血量毎の産後の過多出血症例数
産後の過多出血症例1,125例中696例（61.8%）は1,000ml未満で，
4,000ml以上は５例であった。

表１　患者背景
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考　　　案

　2010～2017年に報告された我が国の妊産婦死亡279例
における死因の第１位は出血であり，その要因のほとん
どは産後の過多出血である１）。産後の過多出血は，迅速
かつ的確な対処によって出血をコントロールすること
で，重篤な状態への進行を回避，ないし遅延させること
が可能な場合も多く，その早期発見が重要であり，その
治療法に習熟することが大切である。しかし，通常の出
血量計測では真の出血量の半分程度しか推定できないと
されている４）。そのため産後24時間以内の出血量が経腟
分娩では500ml，帝王切開では1,000mlを超えた場合は産
後の過多出血と診断し２），系統的な原因検索および治療
を行うことが安全な母体管理につながる。産後の過多出
血のリスク因子には，初産，肥満，巨大児，双胎，羊水
過多，分娩遷延，分娩促進，短時間の分娩，器械分娩，
妊娠高血圧症候群，臨床的絨毛膜羊膜炎，早産などが
ある。産後の過多出血の原因として４つのT（Four Ts: 
Tone（子宮収縮不良），Trauma（裂傷，血腫，子宮内
反，子宮破裂），Tissue（胎盤・卵膜遺残，癒着胎盤），

Thrombin（凝固障害））があげられる５）。本研究では，
全体の26.9%に産後の過多出血を認め，原因疾患として
は弛緩出血が最も多く94.9%であった。
　産後の過多出血を疑った場合は，人員の確保に努めな
がら，通常の初期治療である子宮マッサージや子宮収縮
薬の投与，双合圧迫を行う。子宮収縮薬はオキシトシン
が第一選択であるが，エルゴメトリンおよびプロスタグ
ランディンF2αも使用される６）。子宮マッサージや子
宮収縮薬投与を続けているにも関わらず出血が持続する
場合は，双合圧迫を行う。この手技は簡便に行うことが
でき，持続する出血を抑えることができる６）。治療抵抗
性の場合は，BT法７，８）やTAE８）が考慮される。BT法
は低侵襲で比較的簡便に行える手技であるため，有床診
療所や１次施設でも搬送時の可及的な処置として行うこ
とが可能である。また，後述するTAE，縫合止血法，
子宮動脈結紮術の前段階として行うことも可能である。
BT法の産後の過多出血に対する効果についての検討で
は，TAE，縫合止血法，子宮動脈結紮術と同等である
と報告されており，その止血効果は約９割であった９）。
しかし，BT法施行後15分を経過しても止血効果が得ら

表２　各原因疾患に対して有効であった止血手技の割合

図２　産後の過多出血1,125例に対する止血手技
産後の過多出血1,125例のうち1,084例は通常の初期治療で止血可能であった。通
常の初期治療で止血不能であった41例のうち37例に対してBT法が行われ，34例は
止血可能であった。
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れないようであれば，BT法による止血は不十分と判断
し，侵襲的な止血手技を考慮する必要がある。侵襲的な
止血手技としては，外科的止血手技である縫合止血法や
子宮動脈結紮術と，血管内治療であるTAEがある。縫
合止血法としては，B-Lynch suture10）やparallel vertical 
compression suture11）などがあるが，合併症として子宮
虚血や子宮筋層欠損などの報告もあるので，術後のフォ
ローアップが必要である。子宮動脈結紮術としては，子
宮動脈本管を結紮する方法と子宮動脈の上行枝を子宮筋
層を含めて結紮するO’Leary stitch12）がある。子宮動脈
本管を結紮する場合は尿管の巻き込みに注意する必要が
ある。内腸骨および子宮動脈に対するTAE後の妊孕性
については，さまざまな報告がある。月経は80%以上で
再開するが13，14），無月経や希発月経となった症例の半数
で子宮内癒着が存在するので注意を要する14）。どれを優
先的に行うかについては，妊産婦の全身状態や各施設で
の対応状況により決定される。外科的止血手技や血管内
治療を行っても止血効果が得られない場合は，速やかに
子宮摘出術を行う。
　本研究では，産後の過多出血症例の96.4%が通常の初
期治療で止血可能であった。低侵襲手技であるBT法を
加えると99.4%の症例が止血可能であった。通常の初期
治療およびBT法で止血可能であった症例の割合を原因
疾患別にみると，弛緩出血が99.8%と最も高く，前置胎
盤，常位胎盤早期剥離，癒着胎盤，低置胎盤でも９割前
後と高率であった。本研究では，産道裂傷に対してBT
法を行った症例はなかったが，BT法は産道裂傷に伴う
大量出血にも効果があったという報告もある15）。産後の
過多出血に遭遇した場合は原因を検索し，その原因に対
する治療を行うことが大切ではあるが，簡単に原因が断
定できない場合や複数の原因が併存することもある。通
常の初期治療で止血不能な場合は，原因検索と並行し
て，早期にBT法を行うことで侵襲的な治療や輸血療法
を回避できる可能性が高いと考える。
　本研究より，産後の過多出血に対する初期治療および
BT法を習熟することの大切さを再認識することができ
た。
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当院における妊孕性温存を目的とした初期子宮体がんに対する高用量
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Outcomes of high-dose medroxyprogesterone acetate therapy for early 
endometrial cancer treatment with fertility preservation at our hospital

Toshiaki Yasuoka・Shota Inoue・Shouta Inoue・Matome Imai・Hiroshi Onji・Hitomi Miyaue
Maki Yokoyama・Aya Inoue・Yuka Uchikura・Tomoka Usami・Kazuko Takagi・Yuko Matsubara

Toru Fujioka・Takashi Matsumoto・Keiichi Matsubara・Takashi Sugiyama
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本邦では近年の晩婚化や出産年齢の高齢化など，女性のライフスタイルの変化に伴い若年性子宮体がんの患者が増加してい
る。子宮体がんの根治のためには妊孕性を失うこととなるが，妊孕性温存治療としての高用量酢酸メドロキシプロゲステロ
ン（medroxyprogesterone acetate: MPA）療法が行われその有効性が現在までに示されている。2008年１月から2018年６月
の期間，当院において妊孕性温存を希望したⅠA期かつ類内膜腺がんG1（以下EMG1）の子宮体がん：13例，子宮内膜異型増
殖症（以下AEH）：９例の合計21例を対象として，高用量MPA療法（600 mg/日）を施行した症例について，後方視的に検討
した。初回治療時の年齢の中央値は34.8歳（25-46歳），BMIの中央値は30.3 kg/㎡（15-57 kg/㎡）で，全例で未妊であった。
21例のうち，16例（76.2 %）で病変消失を認めた。病理組織別の内訳は，EMG1は13例のうち９例（69.2 %）で病変消失を認
め，そのうち３例（33.3 %）に再発した。AEHの８例では７例（87.5 %）で病変消失を認め，そのうち２例（28.6 %）で再発
を認めた。再発例３例，病変残存例５例，分娩後１例に対して子宮摘出を行った。術後の病理組織はEMG1：７例，AEH：１
例であった。また，病変残存例のEMG1：２例，AEH：１例，再発のEMG1：１例において，反復して高用量MPA療法を施
行した結果，病変は消失している。他臓器への転移再発，重篤な血栓症の併発および死亡症例は認めなかった。また，子宮
温存例のうち８例（38.1 %）が妊娠に至り，５例が分娩に至り生児を得ている。妊娠例のうち，自然妊娠：１例，排卵誘発：
２例，AIH：１例，IVF：４例であった。高用量MPA療法は妊孕性温存希望のEMG1，AEHにとって，本邦で施行可能な唯一
の治療法である。当院においても分娩まで至る症例を経験しているが，その一方で再発率も高く，慎重かつ長期間の経過観
察が必要である。

We retrospectively examined 21 cases of early endometrial cancer in which the patients wished to preserve 
their fertility. The patients presented to our hospital from January 2008 to June 2018 and underwent high-
dose medroxyprogesterone therapy (600 mg/day). Among the 21 cases, the lesions disappeared in 16 cases 
(76.2 %). Histopathology revealed lesion extinction in 9 cases (69.2 %) and relapse in 3 cases (33.3 %) among 
13 cases with grade 1 endometrioid adenocarcinoma. Meanwhile, there were 7 cases of lesion extinction (87.5 
%) and 2 cases of relapse (28.6 %) among 8 cases with atypical endometrial hyperplasia. Hysterectomy was 
performed in 3 cases of relapse, 5 cases with a remnant lesion, and 1 postpartum case. There were no cases of 
metastasis relapse to multiple organs, complications from serious thrombosis, or death. Eight cases of uterine 
preservation resulted in pregnancy, of which 5 cases resulted in delivery and live birth. The pregnancy cases 
included 1 case of natural conception, 2 cases of ovulation induction, 1 case of artificial insemination with the 
husband’s semen, and 4 cases of in vitro fertilization. Although delivery was possible in some of our cases, the 
recurrence rate was high. Therefore, careful and long-term follow-up is necessary.

キーワード：子宮体がん，MPA療法，妊孕性温存，がん・生殖医療
Key words： endometrial carcinoma, medroxyprogesterone acetate therapy, fertility preservation, Oncofertility

緒　　　言

　本邦では近年の晩婚化や出産年齢の高齢化など，女性
のライフスタイルの変化に伴い若年性子宮体がんの患者

が増加している。日産婦腫瘍委員会報告においても，
子宮体がん患者全体に占める40歳未満の患者の割合は
4.5 %と，総数と共に増加傾向が示されている１）。若年
性子宮体がんでは，type1である場合が多く，病理組織
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学的には高分化型類内膜腺がんであり，子宮内膜異型増
殖症を伴うことが多い。標準治療は子宮，両側附属器切
除であり，ⅠA期症例であれば約90 %の５年生存率が期
待できるが，子宮体がんの根治のためには妊孕性は失わ
れてしまう。妊孕性温存治療としては高用量酢酸メドロ
キシプロゲステロン（MPA）療法が行われその有効性
が現在までに示されている２）－６）。今回，当院において
妊孕性温存を希望されたⅠA期の類内膜腺がんG1（以下
EMG1）と子宮内膜異型増殖症（以下AEH）に対して高
用量MPA療法を施行した症例について，後方視的に検
討した。

方　　　法

　2008年１月から2018年６月の期間，当院において妊
孕性温存を希望したⅠA期かつEMG1の子宮体がん：13
例，AEH：８例の合計21例を対象として，高用量MPA
療法（600 mg/日）を６ヶ月間施行した。治療前には
MRIで筋層浸潤を評価し，血栓予防としてアスピリン
100 mg/日を併用した。治療前診断や治療効果判定のた
め，治療前，８週目と16週目に子宮内膜全面掻爬を行い
病理組織学的な効果判定を行った。６ヶ月間投与後も子
宮内膜細胞診または子宮内膜全面掻爬を行い効果判定し
た。病変残存の場合は基本的には標準治療の子宮，両側
附属器切除を行い，病変消失の場合には速やかに不妊治
療を開始した。

成　　　績

　初回治療時の年齢の中央値は34.8歳（25-46歳），BMI
の中央値は30.3 kg/㎡（15-57 kg/㎡）で，全例で未妊で
あった。21例のうち，16例（76.2 %）で病変消失を認め
た。病理組織別の内訳は，EMG1は13例のうち９例（69.2 
%）で病変消失を認め，そのうち３例（33.3 %）に再発
した。AEHの８例では７例（87.5 %）で病変消失を認
め，そのうち２例（28.6 %）で再発を認めた。再発例３
例，病変残存例５例，分娩後１例に対して子宮摘出を
行った。術後の病理組織はEMG1：７例，AEH：１例，
病変なし：１例であった。また，病変残存例のEMG1：
２例，AEH：１例，再発のEMG1：１例において，反復
して高用量MPA療法を施行し病変が消失している。
　他臓器への転移再発，重篤な血栓症の併発および死
亡症例は認めなかった。また，子宮温存例のうち８例
（38.1 %）が妊娠に至り，５例が分娩に至り生児を得て
いる。妊娠例のうち，自然妊娠：１例，排卵誘発：２例，
AIH：１例，IVF：４例であった。（表１）

考　　　察

　高用量MPA療法の有効性に関しては，1990年代には
単施設での報告が多く見られ，2000年代には多くのまと
まった報告がなされているが，その奏功率や妊娠率など
の治療成績には大きな差があった２）。本邦においては，

表１　当院における妊孕性温存を目的とした高用量MPA療法
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Kaku et al. が高用量MPA療法の妊孕性温存治療の実態
を調査した３）。その結果，対象の適格基準や投与量，投
与期間や，中央病理判定と施設の病理診断においても施
設ごとの差があり，これらが報告による治療成績の差に
関連すると考えられた。Ushijima et al. が行った本邦の
多施設共同第Ⅱ相試験では，39歳以下のAEH：17例と
EMG1：28例を対象として，それぞれ82 %，55 %でCR
が得られた。また３年の観察期間中に20例中11例（55 
%）に12妊娠が成立し，７例に生児が得られた４）。この
ように本邦においても高用量MPA療法の有効性は示さ
れてきたが，まだ使用薬剤・投与量と投与期間に関し
ては明確なコンセンサスはなく，MPA以外に，諸外国
ではmegestrol acetate（MA），levonorgestrel-releasing 
intrauterine system（LNG-IUS）なども使用されてい
る５）。本邦ではMPA 400-600 mg/日の報告が多く，
ESMO-ESGO-ESTROコンセンサス・カンファレンス
2016からは，MPA 400-600 mg/日あるいはMA 160-320 
mg/日が推奨されている６）。
　妊孕性温存療法後は，子宮体がんの病勢進行というリ
スクを抱えつつ生児を得ることが目的であるため，早期
の妊娠が望まれる。近年，生殖補助医療に伴う一時的な
高エストロゲン環境は子宮体がんの発症リスクには影響
しないという報告を散見するが７）８），生殖補助医療が
高用量MPA療法後の再発リスクに影響するかについて
は，未だまとまった報告や比較試験はない。本邦で行わ
れた多施設共同第Ⅱ相試験においても，妊娠例11例のう
ち10例は不妊治療によるもので，７例に排卵誘発が行わ
れ，さらにそのうち５例はIVF-ETにより妊娠に至って
いる４）。妊孕性温存療法後の妊娠例を解析したレビュー
では，挙児希望451例のうち生児を得られたのは，不妊
治療を施行された142例中56例（39 %），不妊治療が行わ
れなかった309例においては46例（15 %）であり，不妊
治療施行例の妊娠率が有意に高率であったと報告されて
いる９）。またさらに，高容量MPA療法で寛解が得られ
たAEH及びEMG1の36例に対し不妊治療を行った国内の
報告では，不妊治療の有無によって再発リスクに有意差
は認められていない10）。若年子宮体がんの患者は，その
背景として肥満，月経異常，排卵障害，多嚢胞性卵巣症
候群などを合併していることも多い。また高用量MPA
療法によって寛解後に十分な子宮内膜厚が得られない可
能性もあり，寛解が得られても妊娠は容易ではない。そ
のため積極的に生殖補助医療が導入されるべきであろ
う。自験例においても妊娠例のうち，自然妊娠は１例の
みで，排卵誘発：２例，AIH：１例，IVF：４例であり，
積極的な生殖補助医療により生児を得られたと考えられ
る。
　以上のように，妊孕性温存のための高用量MPA療法
は，当院でも分娩まで至る症例を経験しているが，その

一方で再発率も高い。子宮体がん治療ガイドラインにお
いてもグレードC1という位置付けであり11），十分なイン
フォームド・コンセントと慎重かつ長期間の経過観察が
必要である。
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腹腔鏡下手術で診断し，治療し得た腹膜妊娠の１例

中本　康介・岡本　啓・野村　奈南・相馬　晶・藤本　英夫

市立三次中央病院　産婦人科

Successful laparoscopic management of peritoneal pregnancy: A case report 

Kousuke Nakamoto・Kei Okamoto・Nana Nomura・Aki Souma・Hideo Fujimoto

Department of Obstetrics and Gynecology, Miyoshi Central Hospital

腹膜妊娠は異所性妊娠の中でも１％以下の頻度であり非常に稀な疾患である。術前診断が難しく，手術施行時に発見される
ことがある。今回われわれは右卵管妊娠と考え，腹腔鏡下手術を施行し，術中所見で腹膜妊娠と診断し，治療し得た１例を
経験したので報告する。症例は38歳，２妊０産。尿中hCG高値だが子宮内に胎嚢を認めないため当科紹介となった。経腟超音
波検査で子宮内に胎嚢を認めず，右卵巣の近傍に50mm大の血腫像を認めた。右卵管妊娠と考え，腹腔鏡下手術となった。腹
腔内を観察すると，ダグラス窩に暗赤色・下鶏卵大の胎嚢を認め，腹膜妊娠と診断した。胎嚢を牽引しながら剥離・除去し
たが，ダグラス窩に絨毛組織の残存を認めた。残存する絨毛組織を剥離して除去したが，剥離面からの持続出血を認め，バ
イポーラー鉗子で焼灼し，アリスタAH®を散布し止血を得た。術後４日目で退院し，８週後に血中hCGの陰性化を確認した。

Peritoneal pregnancy is a rare form of ectopic pregnancy that is difficult to diagnose preoperatively. We 
encountered a case suspected to be right tubal ectopic pregnancy. We performed a laparoscopy and diagnosed 
peritoneal pregnancy. The patient was a 38-year-old woman (gravida 2, para 0) who was referred to our 
hospital because of suspected ectopic pregnancy. She had no pain and no vaginal bleeding. Transvaginal 
ultrasonography revealed a 50-mm hematoma near the right ovary and no gestational sac in the uterus. On 
laparoscopic examination, we found pregnancy tissue on the pouch of Douglas. Resection of pregnancy tissue 
led to massive bleeding, which we stopped using bipolar and microporous polysaccharide hemospheres. The 
serum level of human chorionic gonadotropin decreased after surgery.

キーワード：腹膜妊娠，異所性妊娠，腹腔鏡下手術
Key words： peritoneal pregnancy, ectopic pregnancy, laparoscope

緒　　　言

　近年，腹腔鏡下手術の進歩により卵管妊娠に代表され
る異所性妊娠の治療は腹腔鏡下手術が選択される場合が
多い。腹膜妊娠に関しても腹腔鏡下手術で安全に治療が
できたという報告が散見される１-２）。今回われわれは腹
腔鏡下手術時に診断し，同時に治療をすることが出来た
腹膜妊娠の１例を経験したので報告する。

症　　　例

症例：38歳，女性
主訴：無月経
妊娠歴：２妊０産（自然流産１回）
手術歴：子宮内膜ポリープ（11ヶ月前に経頸管的子宮内
膜ポリープ切除術）
併存症：子宮筋腫，子宮内膜症
現病歴：２ヶ月前に近医で体外受精・新鮮胚移植を施行
された。その１ヶ月後に月経様の性器出血を認めた。
その後に月経がないため近医を受診した。尿中hCGが高

値，子宮内に胎嚢を認めないため，当科紹介となった。
入院時現症：身長161cm，体重46kg。バイタルサインは
正常で，腹部に自発痛・圧痛なく，性器出血は認めな
かった。血中hCGは31,716mIU/mlと高値であった。
経腟超音波検査（図１）：子宮内に胎嚢を認めず，右卵
巣の近傍に50mm大の血腫像あり，その内腔に28mm×
16mm大のeco free spaceを認めた。腹水はごく少量で
あった。右卵巣に25mm大のびまん性に内部すりガラス
状の所見を認め，内膜症性嚢胞と考えた。
　右卵管妊娠と考え，今後の破裂のリスクを考慮し，腹
腔鏡下手術を施行した。
手術所見（図２-４）：全身麻酔で低砕石位とし，臍上部
に５mmのトロッカーを挿入し，ダイヤモンド法（右下
腹部に12mm，下腹部正中・左下腹部に５mm）でトロッ
カーを配置した。腹腔内を観察すると，ダグラス窩に暗
赤色・下鶏卵大腫瘤を認め，胎嚢と血腫と考えた。左附
属器，右卵管は正常所見であったが，胎嚢は内膜症性嚢
胞と強固に癒着していた。胎嚢はモノポーラやクーパー
を用いて牽引・剥離し除去した。その際に胎嚢の被膜が
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破綻し出血を認めた。胎嚢を除去した後にダグラス窩を
観察すると凝血塊を伴った絨毛組織の残存を認めた。剥
離して除去したが，剥離部位からの持続的な出血を認め
た。バイポーラー鉗子で焼灼止血した。S状結腸は左仙
骨子宮靭帯との癒着のため，出血部位の剥離面との距離
が近かった。出血し，視野が確保できていない状況での
焼灼は腸管穿孔のリスクがあると考え，安全に焼灼出来
ない部位はアリスタAH®を散布し，止血を得た。手術
時間は80分，出血量は600g，術後４日目に退院し，血中
hCGは翌日に6,451mIU/Lと低下し，術後８週後に陰性
化を確認した。病理組織検査では，新鮮出血組織を多く
認め，出血組織の中にvilliを認めた。

考　　　察

　体外受精・胚移植などのAssisted reproductive 
technology: ART後に異所性妊娠を発症する頻度は，通
常の妊娠における異所性妊娠よりも高い。その原因とし
て，ART症例におけるクラミジア感染症をはじめとし
た性行為感染症，子宮内膜症などの卵管因子が関係して
いる３）。胚移植において，子宮腔内で移植した胚の一部
が卵管腔内に入るが，生理的な卵管の機能によって子宮
腔内へ戻って着床する。しかし，卵管機能が低下してい
る症例では胚が卵管内に留まり，その部位でhatchingし
着床にまで至るものと推察される４）。また，新鮮胚移植
は凍結融解胚移植と比較して異所性妊娠の可能性が高い
という報告がある５）。その理由として，調節卵巣刺激が

図１　経腟超音波検査
子宮内に胎嚢を認めず

右内膜症性嚢胞の近傍に50mm大の血腫像あり

図２
ダグラス窩に暗赤色・下鶏卵大の胎嚢を認める。

図３
胎嚢は内膜症性嚢胞と強固に癒着を認める。

図４
ダグラス窩に凝結塊を伴った絨毛組織の残存を認める。
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子宮内膜の胚受容能に悪影響を与えていると考察されて
いる。本症例のリスクは，子宮内膜症の既往があるこ
と，新鮮胚移植であった。
　腹膜妊娠は全異所性妊娠の１％程度と稀な疾患であ
る。腹膜妊娠は原発性と続発性があり，原発性は受精卵
が直接腹膜面に着床するものであり，続発性は一次的に
卵管・卵巣などに着床した妊娠卵が何らかの機転で腹腔
内に流出し，腹膜に着床するものである。今回の症例で
はダグラス窩の着床部位の剥離面から絨毛組織を認め着
床部位と考えた。原発性か続発性かの正確な判断はでき
ないが，子宮内に移植された胚が卵管を通じて腹腔内に
着床したと考えた。 
　腹膜妊娠を超音波検査で事前に診断することは困難
で，異所性妊娠に対する手術中に腹膜妊娠と判明する場
合が多い。腹腔鏡下手術は異所性妊娠に対して，診断と
治療を同時に行うことができるため有用である。腹腔内
を広範囲に観察することができ，たとえ腹膜妊娠であっ
てもそのまま治療を行うことが可能である。その他に
も，腹腔鏡下で手術を行う利点として，拡大視効果によ
り良好な術野が得られ繊細な操作が可能であること，気
腹圧による静脈性の出血を減少させることができるこ
と，腹壁損傷が少なく低侵襲であり術後回復において有
用であること，ビデオ画像の利用による教育や定型化が
行いやすいことなどが挙げられる。しかし，欠点とし
て，奥行きの把握が難しく，また感触が得にくいこと，
癒着・出血により視野が妨げられやすいことなどが挙げ
られる６）。
　そのため，腹腔鏡下手術において出血を抑える工夫が
重要である。卵管妊娠では妊娠部位を臓器ごとに摘出す
ることが可能であるが，腹膜妊娠では臓器ごとに摘出で
きず，胎嚢を剥離して除去する必要がある。hCGが高値
であるほど絨毛組織が多く，剥離操作による術中出血の
リスクが上昇するという報告がある７）。出血多量となれ
ば視野確保が困難となり，無理な止血処置による他臓器
損傷のリスクが高まる。バイポーラー鉗子を用いた熱凝
固以外の止血方法として，バソプレッシンを局注したと
いう報告８）や４孔式で出血部位を鉗子で圧迫しながら
縫合結紮したという報告９）がある。胎嚢の大きさや着
床部位，出血のコントロールの可否，他臓器損傷のリス
クなどを総合的に考慮した上で，腹腔鏡下手術を継続す
るか開腹手術に移行するか検討し，必要であれば開腹手
術に移行することもためらってはいけないと考える。
　また，本症例の術前は患者の訴える最終月経より妊娠
５週と考えていた。しかし，症例を改めて考察すると
hCG，胎嚢の大きさなどからは妊娠５週と考えにくく，
２ヶ月前が最終月経と考えられ，妊娠９週の可能性が高
いと考えた。 

結　　　語

　腹腔鏡下手術により診断と治療をすることが出来た腹
膜妊娠の１例を経験した。腹膜妊娠は診断が困難な場合
があるが，診断にも腹腔鏡下手術は有用である。また十
分腹腔鏡下で治療は遂行可能であることが多いが，腹腔
鏡下手術が様々な理由で困難となった場合は開腹手術に
移行することも考えておく必要がある。
　本論文の要旨は第71回中国四国産科婦人科学会学術講
演会において発表した。
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Experience of 15 cases of uterine sarcoma

Kengo Nakashima・Koutarou Sueoka・Maki Okada・Takuya Kajimura
Toshiaki Taketani・Hiroshi Tamura・Norihiro Sugino

Yamaguchi University Graduate School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology

【緒言】子宮肉腫はその発生頻度の低さから，臨床試験の実施が困難であり，標準的治療法が確立していない。今回我々
は，子宮肉腫に対する治療法や臨床経過について，当科で経験した症例について報告する。【対象】当科において1998年１月
から2017年12月の間に診断・治療した子宮肉腫15例（癌肉腫は除く）の後方視的解析を行った。【結果】15例の組織型の内訳は，
低異型度子宮内膜間質肉腫（low grade endometrial stromal sarcoma: LGESS）５例，平滑筋肉腫（leiomyosarcoma: LMS）
４例，未分化子宮肉腫（undifferentiated endometrial sarcoma: UES）/高異型度子宮内膜間質肉腫（high grade endometrial 
stromal sarcoma: HGESS）４例，横紋筋肉腫１例，malignant mesenchymal tumor １例であった。LGESSは５例中３例で酢
酸ヒドロキシプロゲステロン（MPA）を施行し，１例は無効であったが，２例で比較的長期の病勢制御ができた。LMSは４
例あり，初回手術の完全摘出が３例で，術後補助化学療法は１例で行っていた。２例が再発し手術療法を中心とした集学的
治療を行い，比較的長期の生存を得た。UES/HGESSは４例あり，初回手術の完全摘出が３例で，術後補助化学療法を全例で
行っていた。２例が再発し，そのうち１例は集学的治療を行い比較的長期の生存を得た。【結語】LGESSはMPAで長期の病
勢制御が可能であるが，無効な症例もあり，更なる治療法の検討が必要である。LMSでは再発後の集学的治療が長期生存に
寄与する可能性が示された。UES/HGESSでは，完全摘出後の術後補助化学療法が有用であると報告されているが，再発例も
あり，今後も検討が必要である。

[Objective] To present our experience of uterine sarcoma cases.
[Methods] Fifteen patients with uterine sarcoma, except carcinosarcoma, at our hospital from 1998 to 2017 
were retrospectively investigated.
[Results] The histological subtypes were low-grade endometrial stromal sarcoma (LGESS) in 5 cases, 
leiomyosarcoma (LMS) in 4 cases, undifferentiated endometrial sarcoma/high-grade endometrial stromal 
sarcoma (UES/HGESS) in 4 cases, rhabdomyosarcoma in 1 case, and malignant mesenchymal tumor in 1 
case. In 5 LGESS cases, good disease control was achieved in 2 of 3 cases treated with medroxyprogesterone 
acetate (MPA). Among 4 LMS cases, 3 patients underwent complete tumor resection and 1 patient received 
adjuvant chemotherapy. Although 2 of 3 complete resection cases relapsed, long-term survival after 
recurrence was achieved with multimodal therapies including poly-surgery, chemotherapy, and radiotherapy. 
Among 4 UES/HGESS cases, relapse occurred in 2 of 3 patients who underwent complete tumor resection 
followed by adjuvant chemotherapy. Multimodal therapies resulted in long-term survival of 1 of the 2 patients 
after recurrence.
[Conclusion] In LGESS, a new therapeutic strategy is needed for patients with MPA resistance. In LMS, 
aggressive multimodal therapies might be useful for recurrent patients. In UES/HGESS, the present strategy 
of complete tumor resection followed by adjuvant chemotherapy might be insufficient.

キーワード：子宮肉腫，平滑筋肉腫，子宮内膜間質肉腫，未分化子宮肉腫，集学的治療
Key words： uterine sarcoma，leiomyosarcoma，endometrial stromal sarcoma，undifferentiated endometrial 

sarcoma，multimodal therapy

緒　　　言

　子宮肉腫は子宮体部悪性腫瘍の約８％を占めてお
り，女性10万人あたりの年間発生率は0.36とまれな腫
瘍である１），２）。子宮肉腫はWHO分類第４版（2014）
では，平滑筋肉腫（leiomyosarcoma: LMS），低異型

度子宮内膜間質肉腫（low grade endometrial stromal 
sarcoma: LGESS），高異型度子宮内膜間質肉腫（high 
grade endometrial stromal sarcoma: HGESS），未分化
子宮肉腫（undifferentiated uterine sarcoma: UUS），
横紋筋肉腫（rhabdomyosarcoma: RMS）などに分類さ
れる。UUSはWHO分類第３版（2003）では未分化子
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宮肉腫（undifferentiated endometrial sarcoma: UES）
とされており，今回は第３版に従って分類した。それ
ぞれの発生頻度はLMSがもっとも多く63%，その次が
ESS（LGESSとHGESS）で21%，残りはそれ以外とされ
る２）。子宮肉腫は総じて化学療法，放射線療法に抵抗性
であり，予後は極めて不良であるが，それぞれの疾患は
組織像だけでなく悪性度や臨床的特徴，治療反応性にお
いて大きく異なっている。しかし，その発生頻度の低さ
から臨床試験の実施が困難であるため，標準的治療につ
いては確立したものはない。今回我々は，当科で経験し
た子宮肉腫の治療，臨床経過について後方視的に検討し
たので，その結果を組織型ごとに報告する。

研究方法

　1998年１月から2017年12月までに当科において子宮肉
腫（癌肉腫を除く）と診断し，治療を行った15例につい
て患者背景，術前診断，組織型，治療法，予後について
の情報を収集し，後方視的解析を行った。進行期につ
いては，子宮体癌手術進行期FIGO 2008に準じて分類を
行った。

結　　　果

　全15例の組織型の内訳はLGESS ５例，LMS ４例，
UES/HGESS ４例（UES ３例，HGESS １例），RMS １
例，malignant mesenchymal tumor（MMT） １例であっ
た。
　LGESSの５例（表１）であるが，初回診断時の年齢は
36‒75歳であった。進行期はstageⅠが２例，stageⅣが
１例，stage不明が２例であった。stageⅠの症例は２例
とも完全摘出後に術後治療なしで無病生存を継続してい
る。stageⅣの症例は，術前診断としては子宮筋腫であ
り，GnRHa療法を行われた後に子宮筋腫核出術が行わ

れ，術後病理診断でLGESSの診断となった。また，術
前に坐骨嚢胞と思われていた病変の増大があり，結果的
に転移病巣と判断し，stageⅣの診断に至った。子宮全
摘を行った後に，骨転移巣に緩和的放射線療法を行い，
エストロゲン受容体（ER）（－），プロゲステロン受容体
（PR）（－）ではあったが，酢酸ヒドロキシプロゲステ
ロン（MPA）を施行したが病状が悪化し９ヶ月で原病
死となった。stage不明の２例は別の理由で子宮全摘の
既往があった。１例（症例４）は27年前に卵巣癌にて子
宮全摘を受けており，今回骨盤内腫瘤の生検でLGESS
と診断された。ER（+），PR（+）であり，MPAを５年
継続したが，PDとなった。stage不明のもう１例（症例
５）は，子宮筋腫の診断にて子宮全摘を行った４年後
に，腫大した傍大動脈リンパ節の生検にてLGESSと診
断され，MPAを施行したが，２年後に傍大動脈リンパ
節病変が再燃した。傍大動脈リンパ節摘出術を行い，完
全摘出となり，その後もMPAを行った。再燃後治療か
ら10ヶ月で倦怠感と便秘にてMPA中止となったが，現
在も無病生存を継続している。
　LMSの４例（表２上段）であるが，初回診断時の年
齢は28-82歳であった。進行期はstageIが３例，stageⅡ
が１例であった。３例は初回手術で完全摘出となり，１
例が骨盤壁浸潤を残す不完全摘出となった。完全摘出し
た３例のうち術後補助化学療法を施行した１例と未施行
の１例が再発した。再発後の治療の詳細であるが（表
２下段），１例（症例６）は，初回治療から26ヶ月で腹
腔内再発（表中の再発①）し，完全摘出手術を行い，
Ifosfamide・Doxorubicin（IA）療法５コースを追加し
た。再発手術後６ヶ月で腹腔内再々発（表中の再発②）
し，再度手術にて完全摘出を行った。再々発手術後３ヶ
月で肝転移，腹腔内多発播種（表中の再発③）がみつか
り，以後best supportive care（BSC）となった。もう

表１　LGESSの治療内容とその予後

LGESS; low grade endometorial stromal sarcoma, AT; Abdominal simple total hysterectomy
BSO; Bilateral salpingo-oophorectomy, GnRHa; Gonadotropin releasing hormone analogue
RT; Radiotherapy, MPA; medroxyprogesterone acetate
ADR; doxorubicin, BSC; best supportive care
NED; no evidence of disease, DOD; dead of disease, AWD; alive with disease
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１例（症例８）は，初回治療から17ヶ月で肝転移にて再
発（表中の再発①）し，肝部分切除にて完全摘出となっ
た。再発手術後24ヶ月で肝臓と肺に再々発（表中の再発
②）し，肝部分切除と肺部分切除を２回行うも術後に
骨転移にて再再々発（表中の再発③）となり以後BSCと
なった。
　UES/HGESSの４例（表３上段）であるが，初回診断
時の年齢は29-69歳であった。進行期はstageI-Ⅳがそれ
ぞれ１例ずつであった。３例は初回手術で完全摘出とな
り，１例が遠隔転移があり不完全摘出となった。完全摘
出３例のうち全例で術後補助化学療法を施行し，そのう
ち２例が再発した。１例は急激な病状悪化にて治療でき
ないまま再発後１ヶ月で原病死となったが，治療が可能
であった症例の詳細については（表３下段），初回治療
から20ヶ月で腹腔内再発（表中の再発①）し，完全摘出
手術を行い，Docetaxel・Gemcitabine（DG）療法３コー
ス追加した。再発手術後11ヶ月後に肺転移にて再々発
（表中の再発②）となり，再度手術にて完全摘出を行っ
た。再々発手術後４ヶ月で骨盤リンパ節，頭頂骨転移，
腰椎転移で再再々発（表中の再発③）し，緩和的放射線
療法とDG療法２コース行うも，効果なく原病死となっ
た（症例10）。
　RMSとMMTの２例（表４上段）であるが，RMSは
stageIであり，手術にて完全摘出となった。術後補助化
学療法を行い，現在も無病生存している。MMTはstage

Ⅲであり，手術にて完全摘出を行い，術後補助化学療法
を行うも，初回治療から11ヶ月で骨盤内再発（表中の再
発①）した。再発後の治療については（表４下段，症例
15），完全摘出手術を行い，IA療法３コース追加した。
再発手術後４ヶ月で骨盤内再々発（表中の再発②）し，
放射線療法を行うも病変は消失せず，再増大病巣の姑息
的腫瘍減量手術を２回行うも，最終的に原病死となっ
た。

考　　　察

　子宮肉腫は早期に遠隔転移を認め，他癌腫に比べ治療
抵抗性であるため，婦人科腫瘍の中でも予後不良の腫瘍
であるが１），２），標準的治療が確立されていないのが現
状である。現時点では，癌肉腫以外の子宮肉腫は，まず
手術を行い，その術式は腹式単純子宮全摘出術および両
側付属器摘出術が標準とされている３）-５）。しかし，一般
的に化学療法や放射線療法などの有用性は低いとされ，
不完全摘出例や進行・再発症例に対する治療については
一定の見解はない３）-５）。 
　当科の経験したLGESSの特徴としては，２例におい
てそれぞれ骨盤内，傍大動脈領域の腫瘍生検により診
断されているが子宮摘出既往があったことが挙げられ
る。一般的にLGESSは晩期再発することが知られてお
り６），７），長い場合には20年を超えて再発することも報
告されている８）。今回の報告の２例もそれぞれ子宮摘出

表２　LMSのまとめ　上段：初回治療の内容と予後。下段：再発例の治療内容と再発後生存期間

LMS; leiomyosarcoma, AT; Abdominal simple total hysterectomy
BSO; Bilateral salpingo-oophorectomy, IA; ifosfamide・doxorubicin
NED; no evidence of disease, DOD; dead of disease
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表３　UES/HGESSのまとめ　上段：初回治療の内容と予後。下段：再発例の治療内容と再発後生存期間

UES; undifferentiated endometorial sarcoma, HGESS; high grade endometrial stromal sarcoma
AT; Abdominal simple total hysterectomy, BSO; Bilateral salpingo-oophorectomy
pOM; partial omentectomy, DG; docetaxel・gemcitabine
DAP; dacarbazine・doxorubicin・cisplatine, IA; ifosfamide・doxorubicin
RT; Radiotherapy
NED; no evidence of disease, DOD; dead of disease

表４　RMSとMMTのまとめ　上段：初回治療の内容と予後。下段：再発例の治療内容と再発後生存期間

RMS; rhabdomyosarcoma, MMT; malignant mesenchymal tumor
AT; Abdominal simple total hysterectomy
BSO; Bilateral salpingo-oophorectomy, PAN; para-aortic lymphadenectomy
PLN; pelvic lymphadenectomy, pOM; partial omentectomy
VAC; vincristine・actinomycin・cyclophosphamide, DG; docetaxel・gemcitabine
NED; no evidence of disease, DOD; dead of disease

後４年と27年であり，初回の子宮摘出時にLGESSが存
在していた可能性があり，晩期再発の範疇に入ると考え
ている。LGESSの多くは，エストロゲン受容体（陽性
率71%），プロゲステロン受容体（陽性率95%）を発現
しており９），進行・再発症例はホルモン療法が効果があ

るとされ10）-12），プロゲステロン製剤やアロマターゼ阻
害薬，GnRHaなどの治療法の選択肢が示されている。
本邦では保険適応の観点からプロゲステロン製剤が選択
される傾向にあり，当科でもプロゲステロン製剤である
MPA療法を行っている。しかし，LGESSに対するMPA
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療法の奏功率は約50%との報告があり13），また中川らは
ホルモン受容体陰性例ではホルモン療法は有用でないと
報告しており14），LGESSの中にもホルモン療法無効例は
存在する。一方で，肺転移した症例でもMPAにて120ヶ
月以上の長期生存を得たという報告もあり15），ホルモン
療法の位置付けは奏功を目指すというより病勢制御と
いった意味合いもあると考えられる。当科の経験では３
例にMPA療法を行い，１例は効果が乏しいものであっ
たが，残りの２例では病状進行までの24ヶ月，60ヶ月間
MPAが継続できており病勢制御としては一定の効果が
あったものと考えている。
　LMSについては，一般的な予後因子として進行期と
初回手術時の手術完遂度が挙げられる16）。完全摘出後の
術後補助療法については，その症例の希少さや，化学療
法レジメンの多様さから統一した見解は得られておら
ず，現在でもLMSにおいて術後化学療法が無増悪生存
期間の延長に有用であったとする報告17），19）や，有用で
なかったとする報告19）-22）が散見される。今回の研究で
は完全摘出３例のうち１例のみで術後補助化学療法を
行っており，術後補助化学療法を行った症例からも術後
補助化学療法を行わなかった症例からも再発しているた
め，症例数は少ないものの，その有用性については定か
ではない。
　LMSは高率に再発するため２），効果的な再発治療も
過去より検討がなされている。初回治療と同様に化学療
法や放射線療法に比べ，手術療法の有用性に関する報告
が散見される。LMSを含む子宮肉腫の肺転移再発に対
する手術療法は予後を改善すると古くから報告されてい
る23）-25）。近年，LMSにおいて肺転移以外の再発に対し
て，手術療法により予後を改善したとの報告が散見され
る26），27）。Hoang et al.は肺転移も含め，肺転移以外の再
発に対しても手術療法を行い，再発手術での完全摘出
群は不完全摘出群に比べ，２年生存率は36%から76%，
５年生存率は０%から38%と有意に改善したと報告し
た27）。また，手術療法に加え，化学療法，放射線療法も
行う積極的な集学的治療の有用性も報告されており，
Hoang et al.は進行再発LMS 41例において集学的治療を
行い，再発後生存期間は27ヶ月であったと報告し27），
Bernstein et al.は，再発LMS 18例において集学的治療
を行い，全生存期間は43.7ヶ月であったと報告してい
る28）。当科での経験では２例の再発症例に対し，手術療
法に加え，化学療法，放射腺療法と積極的な集学的治療
を行い，再発後生存期間は24，34ヶ月であり，初発から
の全生存期間は50，51ヶ月であった。このように手術可
能であれば手術療法を行い，化学療法と放射線療法も組
み合わせることにより，再発LMSの生存期間の延長に
つながる可能性が示された。
　UES/HGESSは，もともとUESとHGESSとして区別

されていたが，WHO分類第３版（2003）ではHGESSは
UESに含まれることとなった。その後，それぞれの遺伝
子変異の観点から再度区別されるようになり，WHO分
類第４版（2014）ではHGESSはUESから独立した疾患
とされた。今回の報告は疾患概念の過渡期をまたぐた
め，UES/HGESSとひとまとめにして検討した。
　UES/HGESSは，子宮外病変の切除を含めた完全摘出
例は予後が良好であったとの報告がある29）。また，米国
のNational Cancer Databaseをもとにした大規模研究の
結果，UES/HGESSの予後不良因子として，遠隔転移，
リンパ節転移，リンパ節郭清の省略，切除断端陽性など
が挙げられている30）。同報告ではUES/HGESSは術後補
助療法として，化学療法と放射線療法の両方で有用性も
示されている30）。当科での経験では，３例で完全摘出後
に術後補助化学療法を行っているが，３例中２例で再発
を認め，症例数は少ないものの術後補助化学療法の効果
は限定的であったと考えられる。また，再発後の治療に
ついてはほとんど報告がなく，一定の見解がない。当科
では２例の再発症例のうち，１例は急激な病状悪化によ
り治療不能であったが，１例は手術療法を中心とした集
学的治療を行い，再発後生存期間は比較的良好であっ
た。
　その他の肉腫についてはさらに報告が少なくなり，当
科で経験したMMTは，再発後に手術療法を中心とした
化学療法，放射線療法の集学的治療を行い，再発後生存
期間は比較的良好であった。

結　　　語

　今回，当科で経験した子宮肉腫15例をふり返った。
LGESSにおいては，晩期再発に注意を要し，一般に有
用とされているMPAにて長期の病勢制御ができる症例
もあるが，ホルモン療法無効例もあり，そのような症
例に対する新たな治療法の検討が必要であると考えら
れた。LMSにおいては，再発後も手術療法を中心とし
た積極的な集学的治療が生存期間の延長に有効である可
能性が示された。UES/HGESSは完全摘出後の術後補助
化学療法が有用であると報告されているが，再発例もあ
るため，再発後治療戦略とともにさらなる研究が望まれ
る。
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多発転移を来した再発子宮体がんに対し，medroxyprogesterone acetate療法
が著効し長期に再発病巣の進行を抑制できた１例
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愛媛大学医学部　産科婦人科

Long-term control with medroxyprogesterone acetate therapy for recurrent uterine 
endometrial carcinoma with multiple metastasis: A case report

Toshiaki Yasuoka・Shota Inoue・Shouta Inoue・Matome Imai・Hiroshi Onji・Hitomi Miyaue
Maki Yokoyama・Aya Inoue・Yuka Uchikura・Tomoka Usami・Kazuko Takagi・Yuko Matsubara

Toru Fujioka・Takashi Matsumoto・Keiichi Matsubara・Takashi Sugiyama

Department of Obstetrics and Gynecology, Ehime University Graduate School of Medicine

手術不能な再発子宮体がんに対する治療は，化学療法や放射線治療を中心に行われるが，患者の予後や全身状態を勘案し症
例ごとの検討が必要である。今回，左臼蓋骨転移および多発肺転移を来した再発子宮体がんに対し，化学療法と放射線治療
を行なった後，酢酸メドロキシプロゲステロン（medroxyprogesterone acetate: MPA）療法および骨修飾薬によって３年以
上再発病巣の進行を抑制できた症例を経験したので報告する。症例は57歳（初発時），未妊，既往歴に特記すべき事なし。初
回治療として準広汎子宮全摘術，骨盤リンパ節郭清術，傍大動脈リンパ節生検を施行し，pT1bN0M0，類内膜腺がんgrade
１と診断した。術後補助化学療法としてDC療法（ドセタキセル＋カルボプラチン）を３サイクル施行したが，10ヶ月後に左
臼蓋骨転移を来したため放射線治療を施行した。その後はDC療法３サイクル及びゾレドロン酸の投与を施行したが，１年後
には多発肺転移を来した。DC療法を行うと多発肺転移病巣は縮小するも休薬すると再燃する，という経過を辿っていた。
病理組織の免疫組織化学染色では，エストロゲン受容体，プロゲステロン受容体陽性であり，再発から５年後にMPA療法，
RANKL阻害剤の投与に治療を変更した。その１年後には左腸骨，左中臀筋，大臀筋の再発腫瘤が増大し，同部位に放射線治
療を施行したが，その後３年以上再発巣は増大なく経過している。MPA療法は再発子宮体がんにおける有用な治療選択肢と
考えられる。

We herein report on a case of recurrent uterine endometrial carcinoma with craniofacial metastasis and 
multiple lung metastasis that was successfully controlled with medroxyprogesterone acetate (MPA) therapy 
and a bone modifier for >3 years after chemotherapy and radiotherapy. A 57-year-old woman underwent 
modified radical hysterectomy, pelvic lymph node dissection, and para-aortic lymph node biopsy, resulting in 
a diagnosis of pT1bN0M0 and endometrioid adenocarcinoma grade 1. Despite providing 3 cycles of docetaxel/
carboplatin (DC) therapy as adjuvant chemotherapy, radiation therapy was performed 10 months later because 
of metastasis to the left cranial bone. Subsequently, 3 cycles of DC therapy and administration of zoledronic 
acid were implemented; however, multiple lung metastases recurred after 1 year. Although DC therapy 
led to the reduction of multiple lung metastatic lesions, the metastatic tumor relapsed after withdrawal of 
chemotherapy. Finally, the treatment was changed to MPA therapy and RANKL inhibitor administration 5 
years after relapse. Four months after the withdrawal of MPA therapy, radiation therapy was performed at 
the site of recurrence in the left ilium, gluteus muscle, and gluteus maximus muscle because of increased size 
of the recurrent tumor. Thereafter, there has been no increase in the tumor size for >3 years.

キーワード：子宮体がん，MPA療法
Key words： endometrial carcinoma, medroxyprogesterone acetate therapy

緒　　　言

　手術不能な再発子宮体がんに対する治療は，化学療
法や放射線治療を中心に行われるが，患者の予後や全
身状態を勘案し症例ごとの検討が必要である。進行・

再発子宮体がんに対する酢酸メドロキシプロゲステロ
ン（medroxyprogesterone acetate: MPA）療法の有
効性が示された第３相試験は，化学療法の前治療を有
さない進行・再発子宮体がんの患者を対象とした，
Gynecologic Oncology Group（GOG）より報告されてい
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るMPA用量の比較試験のGOG81のみである２）。GOG81
では進行・再発子宮体がんの患者を対象とした化学療法
の臨床試験の結果と比較しても，同等かそれ以上の治療
効果が得られているが５-７），MPAの長期投与の有効性
は不明である。
　今回，左臼蓋転移及び多発肺転移を来した再発子宮
体がんに対し，化学療法と放射線治療を行なった後，
MPA療法及び骨修飾薬の投与によって３年以上再発病
巣の進行を抑制できた症例を経験したので報告する。

症　　　例

57歳（初発時）
【妊娠分娩歴】未妊
【既往歴】特記すべき事項なし。
【現病歴および経過】200X年12月に初回治療として準
広汎子宮全摘術，骨盤リンパ節郭清術，傍大動脈リン
パ節生検を施行し，pT1bN0M0，類内膜腺がんgrade１
と診断した。術後補助化学療法としてDC療法（ドセタ
キセル＋カルボプラチン）を３サイクル施行したが，
10ヶ月後に左臼蓋骨転移を来したため放射線治療（37.5 
Gy）を施行した。その後はDC療法３サイクル及びゾレ
ドロン酸の投与を施行したが，１年後には多発肺転移を
来した。DC療法を行うと多発肺転移病巣は縮小するも
休薬すると再燃する，という経過を辿っていた。病理組
織の免疫組織化学染色では，エストロゲン受容体，プロ
ゲステロン受容体陽性であり（図１），再発から５年後
にMPA療法（200 mg/日），RANKL阻害剤（denosumab: 
120 mg　４週間に１回）の投与に治療を変更した。
アスピリン100 mg/日を併用し，MPA療法を半年間行
い，complete response（CR）を維持できていたため一
旦MPA療法を中止したが，その４ヶ月後には左腸骨，
左中臀筋，大臀筋の再発を来した。そのため同部位に放
射線治療（30 Gy）を施行し，その後はCRが得られたた
め，MPA療法，RANKL阻害剤の投与を継続している
が，３年以上再発巣は増大なく経過している（図２）。

考　　　察

　Ⅰ型の子宮体がんは，エストロゲンによる長期的かつ
過剰な刺激がその発生や発育に関連していると考えら
れ，現在まで多くの臨床試験において黄体ホルモン療法
の有効性が検証されてきている（表１）。本邦でもMPA
が保険承認されており，この治療法は内服治療で行うこ
とが可能で，また副作用も少ないことより，殺細胞性の
抗腫瘍薬と比してQOLを維持できる薬物療法である。
　子宮体がんに対するホルモン療法はMPA療法を始
め，酢酸メゲストロール（megestrol acetate: MA），タ
モキシフェン（tamoxifen: TAM）やアロマターゼ阻害
薬，選択的ER阻害薬の有用性も今までに検討されてい
る（表１）。
　Kaupp i l a１） の報告では， エストロゲン受容体
（estrogen receptor: ER）とプロゲステロン受容体
（progesterone receptor: PgR）陽性の症例がよく反応
するという結果であった。彼らはMPA療法を受けた115
例の進行子宮体がん症例のうち，腫瘍のPgR陽性であっ
た場合の奏効率は75％，PgR陰性であった場合の奏効
率は７％であったと報告している。進行・再発子宮体
がんに対するMPA療法の第３相試験は，Gynecologic 
Oncology Group（GOG）より報告されているMPA用量
の比較試験のGOG81のみである２）。このGOG81では進
行・再発子宮体がんに対するMPAの有効用量の検討を
行い，1,000 mg投与群は200 mg投与群に比べ高い有効
性は示さなかったことから，MPA 200 mg投与が妥当で
あると報告した。生存期間中央値は11.1ヶ月（高分化型
では18.8ヶ月）であり，再発子宮体がんに対する化学療
法の臨床試験の結果と比較しても，同等かそれ以上の治
療効果が得られている５-７）。
　MPAとTAMの併用療法の臨床試験は，進行子宮体
がんにおいて，Whitney et al.３）はTAM 40 mg/dayと
MPA 200 mg/dayを１週に交互に投与するプロトコール
（GOG 119）で，Fiorica et al.４）はMA 80 mgとTAM 

図1　病理組織学的所見（HE染色，×100）ER：90%陽性　PgR：50%陽性
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20 mgを３週間毎に交互に内服するプロトコール（GOG 
153）で治療を行い，それぞれ奏効率は33 %，27 %であ
り，無増悪生存期間（Progression-free survival: PFS）
の中央値も３ヶ月，2.7ヶ月，全生存期間（Overal l 
survival: OS）は13ヶ月，14ヶ月であった。いずれも第
２相臨床試験であるが，その半数近くがgrade ３症例で
あったにも関わらず３割程度の奏効率が認められてい
る。しかし重篤な血栓塞栓症を発症した症例も見られて
おり，安全性に関しては注意が必要である。
　2008年９月より2018年５月の間に当院においてMPA
療法を施行した本症例以外の再発・進行子宮体がんの患
者について検討した（表２）。いずれもプラチナ製剤を
含む化学療法に引き続いて施行した。少数であるが，
CR例や長期間の病巣の抑制ができている症例を認める
ことは特筆すべきである。幸いなことに血栓塞栓症は
本症例も含め全例で発生していない。また，本症例は
ER，PgR共に陽性であった（図２）。MPA療法はER，
PgR陰性例やgrade3でも奏功することもあり，その作用

機序はまだ明らかでない部分も多い。基礎研究により
MPAは，AKT/β-カテニン/ Snail経路を抑制すること
により，マウスモデルにおけるRANK誘導性転移を部分
的に阻害することが示されている８）。本症例では，骨転
移によりRANKL阻害剤をMPAと併用していたため，再
発転移病巣の進行抑制において相乗効果が得られた可能
性は考えられるが，子宮体がんに対するRANKL阻害薬
の有効性については今後のさらなる検証が望まれる。
　子宮体がん治療ガイドライン2018年版では，進行・再
発子宮体がんに対して，「黄体ホルモン療法は，類内膜
腺がんG1あるいはエストロゲン受容体・プロゲステロ
ン受容体陽性の進行・再発がんに対し考慮する（グレー
ドC1）」と記載されている９）。自験例での少ない症例の
検討ではあるが，MPA療法はプラチナ製剤を含む化学
療法の後療法として，QOLを維持できる治療法として
も，再発・進行子宮体がんにおける有用な治療選択肢と
考えられる。治療選択肢が限られた進行・再発子宮体が
んに対して，今後の有望な分子標的薬の開発及びエビデ

表１　進行・再発子宮体がんに対するホルモン療法の臨床試験

MPA: medroxyprogesterone acetate　MA: megestrol acetate　BID: bis in die（twice a day）

表２　当院における進行・再発子宮体がんに対するMPA療法
（2008年９月～2018年５月）
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ンスの構築や，がんゲノム医療による個別化診療の発展
を期待したい。
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放線菌感染症による浸潤性骨盤部腫瘤と診断し保存的加療にて改善し得た
IUD非挿入症例
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A case of pelvic actinomycosis without IUD treated with conservative management

Satomi Arisawa １）・Yuki Ushio １）・Hisashi Masuyama ２）

１）Department of Obstetrics and Gynecology, Japanese Red Cross Society Himeji Hospital
２）Department of Obstetrics and Gynecology, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences

放線菌症は嫌気性～微好気性の放線菌属の細菌（Actinomyces. israeliiが最も頻度が高い）により引き起こされ，多発膿
瘍，肉芽形成や線維化を起こす稀な慢性化膿性肉芽腫性疾患である。婦人科領域においては，その原因として子宮内避妊具
（intrauterine device: 以下IUD）との関連性が注目されているが，IUD非挿入例における症例は極めて稀である。我々は，画
像診断にて放線菌症を疑い，保存的加療が奏功したIUD非挿入症例を経験した。症例は72歳，２妊２産，45歳で閉経されて
おり既往歴は虫垂炎のみであった。下腹部痛，腹部膨満感を主訴に前医受診，整腸剤で経過観察されていたが２か月経過し
ても改善乏しく，精査加療目的に当科へ紹介された。当科初診時には帯下の増加，夜間発熱，体重減少の主訴もみられた。
内診・腟鏡診で特記事項はなく，bulkyな腫瘍は認めなかった。経腟超音波では子宮体部45.3×44.3 mm（辺縁不整で境界不
明瞭），子宮内膜４ mm，右卵巣27.6×21.9 mm，左卵巣は確認できなかった。右尿管は径２ cmと水尿管を呈していた。血液
検査ではWBC13,700 /μL（好中球77.8 %），CRP8.42 mg/dLと炎症反応の上昇を認めた。骨盤腹膜炎や悪性腫瘍の可能性を
考え，早急の骨盤内精査が必要と判断し，腹部造影CTを施行したところ子宮やその周囲に浸潤する広範囲な炎症所見を認め
た。放線菌症を疑い，子宮内容物の病理学的検査（Grocott染色）で放線菌を確認し，放線菌感染症と診断した。AMPC内服
で治療は奏功し，速やかに症状の改善及び炎症反応の低下を認めた。AMPC内服を約２か月半施行し，腹部造影CTで炎症像
の著名な縮小を確認したのち治療終了とした。IUD非挿入例でも，画像検査で充実成分主体の膿瘍形成を認め，周囲に浸潤傾
向のある所見をみれば，放線菌症も念頭に鑑別を行い，必要であればGrocott染色やグラム染色なども考慮すべきである。

Pelvic actinomycosis is a rare disease caused by anaerobic-to-microaerophilic actinomycete bacteria. Cases 
of pelvic actinomycosis in women without an intrauterine device (IUD) are extremely rare. We encountered 
a case suspected to be actinomycosis based on imaging findings in a patient without IUD, which was 
successfully treated conservatively. The patient was a 72-year-old woman (gravida 2, para 2) who had 
menopause at age 45 years and with only appendicitis in her medical history. She presented to our hospital 
with complaints of lower abdominal pain, increased vaginal discharge, fever, and weight loss. Transvaginal 
ultrasonography showed the following findings: uterine body 45.3 × 44.3 mm (irregularly shaped with unclear 
boundary), endometrium 4 mm, right ovary 27.6 × 21.9 mm, and nonvisualized left ovary. The right ureter 
was 2 cm in diameter, hydronephrosis. Blood test revealed increased inflammatory markers. We considered 
normal pelvic inflammatory disease and a malignant tumor; however, computed tomography showed a wide 
range of inflammatory findings in and around the uterus. We suspected actinomycosis, which was confirmed 
by pathologic examination of the uterine contents (Grocott staining). We treated the patient with amoxicillin 
for 84 days, resulting in clinical and radiological remission. She was asymptomatic at the follow-up visit. 

キーワード：放線菌症，子宮内避妊具，骨盤内炎症性疾患
Key words： Actinomycosis, intrauterine device, pelvic inflammatory disease

緒　　　言

　放線菌は，腟，口腔内や気管，消化管内に常在する嫌
気性～微好気性のグラム陽性桿菌であるActinomyces属
によって引き起こされ，多発膿瘍，肉芽形成や線維化
を起こす稀な慢性化膿性肉芽腫性疾患である。好発部

位は頭頸部（40～60 ％），胸部（10～20 ％），腹部骨盤
部（20～30 ％）１）で，婦人科領域においては，その原因
として子宮内避妊具（intrauterine device: 以下IUD）と
の関連性が注目されているが，IUD非挿入例における症
例は極めて稀である。我々は，臨床症状と画像診断，子
宮内容物の鏡検で放線菌症を疑い保存的加療が奏功した
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IUD非挿入症例を経験したため，若干の文献的考察を加
えて報告する。

症　　　例

年齢：72歳
主訴：下腹部痛，下腹部膨満感，夜間発熱，帯下の増
加，体重減少
妊娠分娩歴：２妊２産
月経歴：45歳で閉経　不正性器出血なし　IUD挿入歴な
し
既往歴：虫垂炎（55歳）
家族歴：姉　糖尿病
アレルギー：なし
現病歴：下腹部痛及び腹部膨満感を訴え前医受診，整腸
剤で経過観察されていたが２か月経過しても症状改善に
乏しく，精査加療目的に当科を紹介され受診した。当科
初診時，腟分泌物の増加，４-５ kgの体重減少，夜間38
度前後の発熱の主訴も認めた。
初診時身体所見：身長144 cm，体重40.5 kg（２か月で
４-５ kgの体重減少），血圧127/56 mmHg，体温36.7度

（夜間発熱あり）
内診・腟鏡診所見：子宮体部や付属器は触知せず。圧痛
なし。主訴として腟分泌物増加の訴えがあったが，診察
上腟粘膜や腟分泌物に異常所見は認めなかった。
経腟・経腹超音波所見：子宮体部45.3×44.3 mm（辺縁
不整で腫大），子宮内膜４ mm，右卵巣27.6×21.9 mm，
左卵巣は確認できなかった。右尿管は径２ cmと水尿管
を呈していた（図１）。
血液生化学検査：WBC13,700 /μL（好中球77.8 %），
CRP8.42 mg/dLと炎症反応の上昇と軽度の貧血を認め
た（表１）。CEA，CA125，CA19-9の上昇は認めなかっ
た。
尿検査：尿混濁（－），尿蛋白（+－），尿潜血（２ +），
エステラーゼ（２ +），亜硝酸塩（－）
子宮頸部細胞診：NILM
臨床経過：初診時より炎症反応の上昇，夜間発熱，右
水尿管を認めたため尿路感染症や急性骨盤腹膜炎に対
する対症療法としてLVFX500 mg/日の内服加療を開始
し，婦人科悪性腫瘍の除外のため骨盤内精査を進める予
定とした。翌日の腹部造影CTで子宮やその周囲の脂肪

図１　初診時経腟・経腹超音波所見
Ａ：辺縁不整で腫大した子宮体部44.3×45.3 mm
Ｂ：子宮内膜４mmと肥厚は認めなかった
Ｃ：右卵巣27.6×21.9 mmと軽度腫大
Ｄ：径２cmに拡張した右尿管

表１　初診時～治療終了後までの血液生化学検査の推移
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織濃度上昇を認め，右付属器は軽度腫大，腫瘤様変化を
認め，この病変により右水尿管を呈していた。S状結腸
にも炎症性変化を疑う広範囲の壁肥厚を認めた（図２～
４）。周囲への浸潤傾向の強い炎症でありこの時点で放
線菌症が鑑別に挙げられたため，初診から３日後の再診
時に子宮内容液（膿汁様，汚臭あり）の鏡検及び培養検
査，子宮内膜細胞診を追加し，LVFX内服から放線菌に

感受性の高いAMPC750 mg/日に変更した。子宮内容物
のGrocott染色で放線菌を確認し，骨盤内放線菌症と診断
した。培養検査ではPeptostreptococcus prevotii（グラム
陽性球菌）を認めた。子宮内膜細胞診はclassⅡであり，
悪性所見は認めず，菌塊も認めなかった。内服加療後，
発熱や帯下の増加，下腹部痛といった症状は速やかに
改善し，血液検査所見でも炎症反応低下を認め（表１）， 

図２　腹部造影CT
左（治療前）：子宮やその周囲の脂肪織濃度上昇を認め，腫瘤様変化を認めた 
右（治療後）：腫大した子宮や周囲の脂肪織濃度の著明な改善

図３　腹部造影CT
左（治療前）：S状結腸に炎症性変化を疑う広範囲の壁肥厚を認めた
右（治療後）：炎症性変化を認め肥厚したS状結腸の改善

図４　腹部造影CT
左（治療前）：骨盤内病変により右水尿管を認めた
右（治療後）：右尿管拡張の改善　尿管ステント留置中
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治療効果ありと判断しAMPC治療を継続した。右水尿
管に関しては，泌尿器科と併診し初診から８日後に尿管
ステントを挿入し経過をみた。血液検査フォローを行い
ながら定期的な外来管理を行った。臨床症状や炎症反応
の再燃なく順調に経過し，初診から３か月後の腹部造影
CTで腫瘤影ならびに炎症像の消失を確認した（図２～
４）。AMPCは84日間内服して終了し，その後右尿管ス
テントも抜去したが，尿管拡張は認めなかった。抗生剤
内服終了後も再発なく経過し終診とした。

考　　　察

　今回の症例は，IUD非挿入例で放線菌症を発症した稀
なケースであり，その診断に腹部造影CTと子宮内容液
の鏡検が有用であった。
　女性の骨盤内放線菌症の90 ％にIUD長期装着例を認
めるとされ２），Heger et al.３）の検討ではIUD装着50例で
は８%の頻度でスメアから放線菌を認め，対照群50例で
は放線菌を認めなかったと報告している。IUD長期装着
が放線菌感染のリスクになる理由としては，IUDの表面
にバイオフィルムが形成され，内因性反復感染により炎
症が進展する可能性が指摘されている４）。臨床症状や検
査所見は通常の骨盤内炎症性疾患（pelvic inflammatory 
disease: 以下PID）と同様であるが，腹膜に炎症が波及
すると腹膜炎でも上昇する腫瘍マーカーのCA125が上昇
し，骨盤内腫瘤として手術され，病理学的に放線菌症
と診断される例も少なくない。そのため，IUD装着者で
PIDや悪性腫瘍が疑われる場合は，放線菌症も鑑別疾患
として考慮する必要があると考えられる５）。一方，IUD
非関連の骨盤内放線菌症の症例は，これまでの文献検索
ではわずかであり，田中ら６），Ikeda et al.７）の報告があ
る。IUD非関連の骨盤内放線菌症の原因としては，糖尿
病などの免疫力低下や腸管粘膜防御の局所破綻等が挙げ
られる６）が，本症例では免疫低下を引き起こす基礎疾
患は認めなかった。本症例で放線菌症を惹起した原因は
明らかではなく，今後の更なる症例蓄積による検討が必
要と思われる。
　今回の症例では，腹痛や帯下増加に加え発熱，体重減
少及び血液検査にてWBC，CRPの上昇を認め炎症反応
上昇を示唆する所見があり，超音波所見も踏まえ初診時
の時点では通常のPIDや婦人科悪性腫瘍を疑った。早期
の画像評価が必要と考え，造影CTを施行したところ，
子宮やその周囲の脂肪織濃度上昇を認め，右付属器は
軽度腫大，腫瘤様変化を認めた。S状結腸にも炎症性変
化を疑う広範囲の壁肥厚を認め，周囲への浸潤傾向の強
い炎症であり，腫瘍マーカーの上昇がないことと併せ，
この時点で放線菌症が鑑別に挙げられた。また，右尿管
閉塞の所見も間膜を超えて浸潤性に発育する放線菌症に
矛盾しない所見であった。一般的に骨盤内放線菌症の画

像所見としては，嚢胞性部分と充実性部分の混在した腫
瘤を形成することが多く，時として充実構造内に膿瘍形
成と考えられる小さなリング状の染まりが認められる。
MRIにおいては，腫瘤は豊富な線維成分を反映し，T2
強調像で低信号を呈し，強い増強効果を認める。腫瘤は
腹膜や筋膜を超えて浸潤性に発育し，悪性腫瘍との鑑別
が必要となる。とくに，リンパ節腫大や腹水貯留，腹腔
内に播種を示唆するような広がりを呈さないことが悪性
腫瘍との鑑別点になり８），今症例においてあてはまる。
　放線菌症の確定診断は病理学的な菌塊の証明であり，
子宮腟部や頸管の細胞診が有用であるとされ，藤原ら
の検討２）では骨盤放線菌症例の子宮腟部スメアで91.7 %
が放線菌陽性と報告している。しかし今症例において
は，初診時に施行した子宮頸部細胞診ではNILMの結果
であり放線菌の指摘はできなかった。通常スメアで用い
られるPapanicolaou染色において，放線菌の菌塊は，黒
色，褐色ないしは灰青色に染まり，大きさは顕微鏡の低
倍率で観察できる表層扁平上皮細胞の等倍から数十倍と
不揃いで，形は不定，辺縁は不明瞭とされる。放射状に
filamentを延ばしているようにみえるが，高倍率にして
も菌体の確認は容易ではない８）。放線菌塊は，グラム染
色では陽性に染色され，糸状菌類似の微細な菌塊として
認められ，硫黄顆粒（sulfur granule）といわれる特徴
的な菌塊を認める。Grocott染色では，黒色，灰青色に
染まることで深在性真菌症と鑑別診断される９）。そのた
め，初診時の時点で放線菌症を疑いその旨を病理医に
情報提示し，グラム染色やGrocott染色を考慮していれ
ば，この時点で菌塊が確認できていた可能性はある。細
胞検体提出時には放線菌症を疑っている旨の情報提示や
特殊染色の必要性の有無等を病理医にしっかりと伝えて
おくことが早期の放線菌症診断に重要であると考える。
また，放線菌の感染及び増殖部位について，青木10）ら
の検討では，IUD装着者の腟スメア及び頸管内擦過スメ
アで放線菌を検出したが，内膜吸引スメアにおいては１
例も検出できなかった。したがって，放線菌感染の多く
は腟，頸管までであって子宮内膜での放線菌増殖は稀で
あるとしている。一方，今症例では，子宮内容液を検体
とした鏡検で放線菌塊が確認できたことより，子宮内膜
に放線菌感染が及んでいたことが予想される。
　放線菌症の治療としては，Sanford感染症治療ガイド
ライン201811）によると，ABPC200 mg/kg/日静注４～
６週間後PenicillinVK（本邦では未発売）２～４ g/日経
口６～12か月間を推奨している。実臨床では，AMPCの
３～６か月間の長期投与が行われることが多い。今症例
でも，その治療に則り，症状改善後もAMPC内服投与を
計84日間継続し，画像所見で病変が縮小したことを確認
後内服終了とした。以後，感染の再燃は認めておらず治
療は奏功したと判断した。
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　今回の症例は，悪性腫瘍との鑑別が困難であったが，
特徴的な画像所見で骨盤内放線菌症を疑い，子宮内容液
の鏡検にて菌塊を同定することで確定診断に至り保存的
加療ができた。IUD非挿入例でも稀ではあるが骨盤内放
線菌症が発症することがあることを考慮し，特徴的な画
像所見と適切な鏡検を行うことが本疾患の早期診断に有
用であると思われた。
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羊水量管理のために母体dry weightの調節を行い，正期産経腟分娩となった
透析妊婦の１例
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県立広島病院　産科婦人科

A case of a pregnant woman undergoing hemodialysis managed with strict dry weight 
and amniotic fluid volume control

Hirohiko Morioka・Miho Kodama・Yuka Enokizono・Akiko Ueda
Yumiko Nakashima・Yuko Shiroyama・Katsunori Ueda・Hiroshi Miyoshi

Department of Obstetrics and Gynecology， Hiroshima Prefectural Hospital

透析患者の妊娠例は羊水過多や高血圧などの合併症が多く，早産となることも多い。今回，厳重に母体のdry weight（透析
後の体重）を管理することで，正期産経腟分娩に至った透析患者の１例を経験したので報告する。症例は41歳，初産婦，IgA
腎症，慢性腎不全に対して31歳で血液透析を導入となった。自然妊娠し前医で妊娠管理を行っていたが，妊娠20週頃より頸
管長短縮を認め前医で入院管理となり，子宮収縮の増強のため妊娠23週５日に当院に母体搬送された。入院時の羊水量はAFI 
21 cmで子宮収縮を頻回に認めたため，dry weightの増量を400 g/週から200 g/週に変更したところ羊水量は減少し，子宮収
縮も軽減した。妊娠35週からdry weightの増量を300 g/週とし，妊娠38週２日に自然陣発し経腟分娩に至った。児は2,470 g，
Apgar scoreは１分値８点，５分値９点，で母児ともに経過良好であった。透析患者の妊娠症例においては，dry weightの調
節により厳重に羊水量管理を行うことで子宮収縮をコントロールすることが早産予防の一助になると思われる。

Pregnant women undergoing dialysis experience many complications including polyhydramnios, hypertension, 
and preterm birth. We encountered the case of a pregnant woman undergoing dialysis, who was managed 
with strict dry weight control and had vaginal delivery at full term.
The patient was a 41-year-old woman undergoing hemodialysis because of a history of IgA nephropathy and 
chronic renal failure. She had spontaneous pregnancy and was hospitalized at 20 weeks of gestation because 
of a short cervical length. Despite the hospital treatment, her uterine contraction increased. Thus, she was 
transported to our hospital at 23 weeks of gestation. We observed a large amniotic fluid volume and frequent 
uterine contraction. Therefore, we changed the dry weight gain from 400 to 200 g/week for amniotic volume 
control. After modifying the dry weight control, the amniotic volume and uterine contraction gradually 
decreased. At 35 weeks of gestation, the dry weight gain was increased to 300 g/week for delivery, and she 
had vaginal delivery at 38 weeks of gestation.
Control of amniotic fluid volume according to the change of dry weight is useful for the management of 
pregnant women undergoing dialysis, especially for preventing premature labor.

キーワード：血液透析，妊娠，dry weight，羊水量
Key words：hemodialysis, pregnancy, dry weight, amniotic fluid volume

緒　　　言

　透析患者の妊娠例は，透析療法の進歩に伴い増加傾向
である。透析患者では妊娠・出産に伴う母体への腎予後
を考慮して人工流産を選択されることがあり，一方，妊
娠継続例でも自然流産，子宮内胎児死亡，新生児死亡の
頻度が高く，人工流産例を除いても生児獲得率は76 %
との報告１，２）もある。透析患者では妊娠32週未満での早
産例や低出生体重児の頻度が高いことが周産期予後と関
連しており，その要因として，羊水過多や妊娠高血圧症
候群等の合併症が多いことが挙げられるが，それらを予

防する適切な管理方法は確立していない。今回，厳重に
AFI（amniotic fluid index）と母体のdry weight（透析
後の体重）の調節を行い，正期産経腟分娩に至った慢性
腎不全透析妊婦の１例を経験したので報告する。

症　　　例

年齢：41歳
月経歴：30日周期，整
妊娠・分娩歴：１妊０産
既往歴：９歳でIgA腎症と診断され，31歳から慢性腎不
全に対して血液透析導入となった。
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現病歴：無月経を主訴として前医を受診し妊娠診断さ
れ，透析を３時間×週３回から５時間×週５回に変更し
妊娠管理を継続していた。妊娠20週頃より頸管長25 mm
と短縮を認め前医で入院管理となり，入院時より透析を
５時間×週６回に増加された。妊娠22週から子宮収縮の
増強を認め塩酸リトドリンの経静脈投与を開始された
が，その後も子宮収縮が増強するため，周産期管理目的
に妊娠23週５日に当院に母体搬送となった。
入院時検査所見（血液透析後）：WBC 12,500 /µl，
RBC 386×10４ /µl，Hb 12.2 g/dl，Plt 18.7×10４ /µl，
TP 6 . 5 g/d l，Alb 2 . 9 g/d l，BUN 11 . 4 mg/d l，
Cr 3 . 3 0 mg/d l，Na 140 mEq/ l，K 3 . 2 mEq/ l， 
Cl 101 mEq/l，Ca 9.0 mg/dl，P 2.3 mg/dl，T-bil  
0.4 mg/dl，AST 11 IU/l，ALT 7 IU/l，LDH 160 IU/l， 
γ-GTP 11 IU/l

入院後経過
　日本透析学会のガイドラインとGammill et al.３）が提
示している妊娠中の透析基準（表１）では，妊娠中期か
ら後期にかけてのdry weightの増加は300 g～500 g/週
とされており，前医ではこれらに則りdry weightの増加
は400 g/週として管理されていた。当院入院時，児の推
定体重は628 g（±0.0SD），血流異常はなく，羊水量は
AFI 21 cmであった。塩酸リトドリンの経静脈投与を行
われていたが，子宮収縮を頻回に認め頸管長は25 mmと
短縮し，羊水過多ではないものの，羊水量が多いことが
子宮収縮の一因であると考えられた。そこで児の発育が
良好で，血流異常がないことから，羊水量コントロール
による子宮収縮軽減を目的にdry weightの増加を200 g/
週に変更した。以降は週６回（月～土曜日）の透析後の
毎週土曜日にAFIを測定し，その値を基に腎臓内科と相
談の上，翌週のdry weightの増加量を決定することとし

血行動態 
頻回の血圧測定 
水分出納に注意 
母体仰臥位低血圧症候群の予防 

血清 BUN 50～60 mg/dl 未満を維持 
血清 Cr ５～７mg/dl を維持 

母体体重 
妊娠初期：基準体重から １～2.5 kg 増 
妊娠中期～後期：300～500 g/週増 

胎児心拍数モニタリングと子宮収縮 
十分な胎児胎盤管理が保たれているかを確認する 
切迫早産，羊水過多に注意する 

ビタミン・葉酸の補充，貧血 
透析によって喪失するため，妊娠中も継続する 
鉄剤の継続，エリスロポエチンの使用 

表１　妊娠中の透析基準（文献３を一部改変）

図１　dry weightとAFIの推移
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た。当院入院から１週間でAFIは徐々に減少し，それに
伴い子宮収縮が軽減したため，塩酸リトドリンを経静脈
投与から内服に変更した。AFIは妊娠25週時には18 cm
まで低下し（図１），子宮収縮を認めず頸管長も変化
がなかったため塩酸リトドリン内服も中止した。dry 
weightの増量は200 g/週で継続していたが，透析中や
透析後に血圧が低め（収縮期血圧80～90 mmHg）とな
ることがあったため，その都度300 g/週増に調節を行っ
た。AFIは妊娠34週頃までは徐々に減少し，羊水過多に
なることなく推移した。その間の胎児発育は良好で，血
流異常は認めなかった（図２）。また，血清BUN，Crは
それぞれガイドラインに示されている60 mg/dl未満，
６ mg/dl未満の目標を維持し（図３），妊娠中に母体の
高血圧・浮腫は認められなかった。
　妊娠34週から分娩に向けてdry weightの増量を300 g/

週に変更すると徐々にAFIは増加しはじめ，妊娠38週２
日に陣痛発来し，同日経腟分娩に至った。児は2,470 g，
女児，Apgar score １分値 ８点，５分値 ９点，臍帯動
脈血pH 7.320で，神経学的異常は認めなかった。産褥１
日目から５時間×週３回での透析を再開し，母児ともに
経過良好で産褥６日目に退院となった。

考　　　察

　慢性腎不全の管理・治療の向上により，慢性腎不全患
者における妊娠・出産の割合は増加しており，2017年に
は日本腎臓学会から「腎疾患患者の妊娠診療ガイドライ
ン」が刊行された。透析患者では妊娠・出産に伴う母体
への腎予後を考慮して人工流産を選択されることもある
が，透析療法の進歩により妊娠・出産の報告例は増加し
てきている。しかし，依然として合併症のない妊婦と比

図２　胎児発育と臍帯動脈RI

図３　母体血清BUN，Crの推移
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較すると周産期予後は良好とは言えない１）。透析患者の
妊娠の予後と合併症についてまとめたシステマティック
レビューでは，生児獲得率は68 %，自然流産，子宮内
胎児死亡，新生児死亡の頻度が高く，人工流産例を除い
ても76 %と低いこと２）が報告されている。その要因と
して透析患者に多くみられる合併症として羊水過多や妊
娠高血圧症候群により長期の妊娠継続が困難となり，早
産，なかでも妊娠32週未満で分娩となる症例が多いこと
が挙げられる。
　特に羊水過多の頻度は高く，Asamiya et al.の報告で
は39 %で認めた４）とされている。羊水過多の原因とし
ては，母体の高BUN血症による胎児の浸透圧利尿が想
定されており，妊娠期間中の透析を頻回，長時間にする
ことで母体のBUN値が低下し，羊水過多を改善させる
可能性が示唆されている５）。羊水過多は子宮収縮増強に
よる切迫早産・早産につながることがあるため，妊娠期
間中を通して羊水量を適切に調節し，羊水過多を防止
することが重要となる。「腎疾患患者の妊娠診療ガイド
ライン」では，透析前のBUN値を50 mg/dl未満を目標
に，週４回以上，週当たりの透析時間を20時間以上とし
て行うことが推奨されており，透析量を週当たり20時間
以上に増やすことで妊娠期間が延長し，生児率などの
周産期予後が改善したことが報告６）されている。しか
し，具体的に羊水過多やそれに伴う子宮収縮の抑制を目
的とした羊水量の調節を行った報告はなく，適切な管理
の方法は確立しておらず，その管理には苦慮している。
　一般的に透析患者の妊娠例では，妊娠中のdry weight
の増加を300～500 g/週とし，母体の適切な循環血液量
の指標として血圧や浮腫，下大静脈径，hANPなどを参
考に調整するとされている。母体の循環血液量と羊水
量との関係については明らかではないが，dry weightの
調節により適切な循環血液量を保つことで羊水過多の
予防につながる可能性がある。今回，我々は子宮収縮
抑制を念頭に置いた羊水量の調節を目的として，AFIを
指標としてdry weight増加量の調節を行った。大坪は適
切なdry weighではなかった場合の余剰な水分が羊水過
多の原因となる可能性を指摘している７）。透析中はAFI: 
18～25 cm以上にならないように適切なdry weightの設
定をすることが重要である。
　本症例では当院入院時点（妊娠23週）のAFIが21 cm
とやや多く，子宮収縮を頻回に認めていたが，dry 
weightの増加を400 g/週から200 g/週と少なめに変更す
ることで徐々に羊水量は減少し，それに伴い子宮収縮は
軽減した。一方，妊娠期間中のdry weight増加を少なく
することによる懸念として，母体循環血液量減少，さら
には胎児血流の減少・胎児発育不全がある。本症例で
は，妊娠期間中に母体の血圧がやや低めになることは
あったものの，胎児発育は良好で血流異常は認めず，妊

娠38週まで妊娠を継続することが可能であった。

結　　　語

　血液透析維持中の慢性腎不全妊婦に対して，dry 
weightの調節により羊水量管理を行うことで正期産経
腟分娩に至った症例を経験した。透析妊娠患者において
は，羊水量を指標にdry weightの増加量を適切に調節す
ることにより子宮収縮のコントロールが可能で，早産を
予防する一助になると思われる。
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腹腔鏡で手術後に診断した，卵巣甲状腺腫性カルチノイドを合併した
成熟奇形腫の１例

甲斐　一華・仙波　恵樹・加藤　俊平・花岡　美生・兒玉　尚志
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A case of mature teratoma with strumal carcinoid tumor of the ovary diagnosed after 
laparoscopic surgery

Itsuka Kai・Nobuki Senba・Shunpei Kato・Mio Hanaoka・Takashi Kodama

Depertment of Obstetrics and Gynecology, National Hospital Organization Higashihiroshima Medical Center

卵巣カルチノイドは胚細胞腫瘍，境界悪性腫瘍に分類され，全卵巣がんの0.2%と非常に稀である。卵巣カルチノイドは，画
像検査や腫瘍マーカーで特定されるものはほぼないとされ，下痢や顔面紅潮を認めるカルチノイド症候群や，強固な便秘・
多毛を有する新カルチノイド症候群といった臨床症状が特徴である。しかしこれらが認められない場合，術前診断は非常に
困難である。今回，腹腔鏡手術後，卵巣成熟奇形腫に合併した甲状腺腫性カルチノイドと診断した一例を経験したので報告
する。症例は55歳，２妊２産，外陰部掻痒感を主訴に近医婦人科を受診し，経腟超音波検査にて骨盤内腫瘍を指摘され，当
院を紹介された。当院での経腟超音波検査・単純CT検査で２cm大の壁在結節を伴う７cm大の単房性嚢胞性腫瘍を認めた。
また，骨盤造影MRI検査で腫瘍内容はT1・T2強調画像で高信号を示し，脂肪抑制で抑制され，壁在結節には造影効果は認め
なかった。腫瘍マーカーはCA19-9のみ61.6U/mlと軽度上昇していた。右卵巣成熟奇形腫の診断で腹腔鏡下両側付属器切除術
を行い，摘出物は回収袋に入れて体外に搬出した。右卵巣腫瘍の内容物は脂肪成分と毛髪であり，腫瘍壁に柔らかい，1.2cm
大の乳頭状結節を認めた。病理組織学検査にて，右卵巣成熟奇形腫に合併した甲状腺腫性カルチノイドと診断した。追加治
療の希望はなく経過観察を行い，手術後３年間再発を認めていない。術前に良性の成熟奇形腫と診断した症例においても，
悪性腫瘍・境界悪性腫瘍合併の可能性を念頭に入れ，内容液漏出のない手術方法への配慮が必要である。

Ovarian carcinoid is categorized as a germ cell tumor and a tumor of borderline malignancy. It accounts for 
0.2% of all ovarian cancers. Although it has no characteristic medical imaging findings or tumor markers, it 
manifests characteristic symptoms. However, a patient with an ovarian carcinoid may have no symptoms, 
which makes the tumor very difficult to diagnose before surgery. Here, we report the case of a patient with 
a mature teratoma with a strumal carcinoid tumor of the ovary diagnosed after laparoscopic surgery. The 
patient was a 55-year-old woman who complained of itching of the vulva. Vaginal ultrasonography revealed a 
7-cm tumor with a 2-cm node. Magnetic resonance imaging showed that the tumor included fat and the node 
had no contrast enhancement. We thus performed a laparoscopic bilateral salpingo-oophorectomy. The tumor 
contained fat and hair and had a 1.2-cm papillary node. The tumor was diagnosed as a mature teratoma with 
a strumal carcinoid tumor of the right ovary. The patient refused additional surgery, and no recurrence has 
been observed for 3 years. Even when a mature teratoma is suspected, it is important to ensure that the cyst 
contents are not leaking into the abdominal cavity.

キーワード：成熟奇形腫，カルチノイド，境界悪性腫瘍，腹腔鏡手術
Key words：mature teratoma, carcinoid, borderline malignancy, laparoscopic surgery

緒　　　言

　卵巣カルチノイドは，胚細胞腫瘍・境界悪性腫瘍に分
類され，全卵巣がんの0.2%と非常に稀である１）。また，
卵巣成熟奇形腫においてカルチノイドの合併率は0.1%未
満であり２），下痢や皮膚紅潮といったカルチノイド症候
群などの特徴的な臨床症状が認められない場合，画像検
査や腫瘍マーカーでの術前診断は非常に困難である。今
回，腹腔鏡手術後，卵巣成熟奇形腫に合併した甲状腺腫

性カルチノイドと診断した一例を経験したので報告す
る。

症　　　例

患者：55歳　
妊娠出産歴：２妊２産
既往歴：甲状腺機能亢進症
現病歴：外陰部掻痒感を主訴に近医婦人科を受診，経腟
超音波検査にて骨盤内腫瘍を指摘され，当院へ紹介と
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なった。子宮頸部細胞診はNILMだった。
経腟超音波検査所見（当院）：骨盤内腫瘍は約７cm大の
単房性嚢胞性腫瘍で，内部に２cm大の壁在結節を認め
た。
単純CT検査所見：骨盤内腫瘍の内部はlow densityであ
り，画素値が-157HUであることから脂肪成分が疑われ
た。
骨盤造影MRI検査所見（図１）：骨盤内腫瘍は右卵巣由
来で，腫瘍内部はT1・T2強調画像で高信号を示し，脂
肪抑制で抑制され，脂肪成分を含む皮様嚢腫が疑われ
た。壁在結節に造影効果は認めなかった。左卵巣は異常
所見を認めなかった。

腫瘍マーカー：CA19-9  61.6U/ml，CA125  6.0U/ml,  
CEA 1.6ng/ml，SCC  0.6ng/mlと，CA19-9のみ軽度高
値を示した。
臨床経過：画像所見より，右卵巣成熟奇形腫と診断し，
腹腔鏡下両側付属器切除術を行った。腹腔内に癒着や腹
水は認めず，右卵巣が鷲卵大に腫大していた。腹膜の上
より右尿管の走行・蠕動を視認した後，卵巣堤索・卵巣
固有靭帯をLigaSure®で切断し，右付属器を摘出した。
左付属器も同様にして摘出した。メモバッグ®に両側付
属器を収納し，卵巣腫瘍の内容液が腹腔内へ漏出しない
ように，臍創部から腹腔外へ搬出した。
摘出物肉眼像（図２）：腫瘍内容は脂肪成分と毛髪であ

図１　骨盤造影MRI検査
骨盤内腫瘍は右卵巣由来と思われ，腫瘍内容はT1・T2強調画像で高信号を示し，脂肪抑制で
抑制された。
壁在結節に造影効果は認めなかった。

図２　摘出物肉眼像（両側付属器）
腫瘍内容は脂肪成分と毛髪であり，腫瘍壁に1.2cm大の弾性軟・
乳頭状に突出する結節（矢印）を認めた。
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り，腫瘍壁に1.2cm大の弾性軟・乳頭状に突出する結節
を認めた。
病理組織所見：結節部分では，皮膚・皮膚付属器・呼吸
器上皮・末梢神経節・内胚葉腺管から成る典型的な成熟
奇形腫を背景に認め，その一部に，均一な核と淡好酸性
細胞質を持つ腫瘍細胞が篩状構造，充実胞巣，索状リ
ボン状配列，濾胞構造を示した（図３）。免疫染色にて
chromogranin A・synaptophysin ・CD56が陽性であり，
神経内分泌的性格を表した。thyroglobulinも陽性であっ

たことから甲状腺腫性カルチノイドと診断した（図４）。
また，術前の全身CT検査にて明らかな他臓器転移・リ
ンパ節転移を疑う所見は認めず，卵巣成熟奇形腫に合併
した卵巣甲状腺腫性カルチノイドと診断した。
術後経過：卵巣境界悪性腫瘍の治療に準じた追加治療に
ついて説明を行ったが，本人が追加治療を希望しなかっ
たため経過観察とした。手術後３年間経過したが再発は
認めていない。

図３　病理組織学検査（HE染色）
結節部分では，皮膚・皮膚付属器・呼吸器上皮・末梢神経節・内胚葉腺管から成る典型的な成熟奇形腫を背景に認め，
その一部に，均一な核と淡好酸性細胞質を持つ腫瘍細胞が篩状構造，充実胞巣，索状リボン状配列，濾胞構造を示し
た。

図４　免疫染色
chromogranin A・synaptophysin ・CD56が陽性であり，神経内分泌的性格を表し，
thyroglobulinも陽性であることから甲状腺腫性カルチノイドと診断した。
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考　　　察

　カルチノイドは，原腸系臓器に広く分布する内分泌系
細胞の低異型度腫瘍である。原発部位としては消化管
（直腸24.9%，胃16.0%，十二指腸12.0%）が68.3%と多
く，その他に肺・気管（18.1%），胸腺（5.9%）などにみ
られるが，卵巣は2.1%と報告されている３）４）。卵巣腫瘍
におけるカルチノイドは，組織学的に胚細胞腫瘍に分類
される。さらに島状，索状，粘液性，甲状腺腫性および
混合型の５型に亜分類され１），本邦では甲状腺腫性，索
状の順に多いと言われる。今回報告した甲状腺腫性カル
チノイドは，濾胞を有する甲状腺組織とカルチノイド細
胞が隣接・混在する組織像を呈し，ほとんどが片側性発
生であり，成熟奇形腫合併例が多いとされている５）。
　卵巣カルチノイドは，画像検査所見や腫瘍マーカーで
特徴的なものはほぼない。下痢や顔面紅潮を認めるカル
チノイド症候群や，強固な便秘・多毛を有する新カルチ
ノイド症候群といった特徴的な臨床症状はあるが，そう
いった症状は腫瘍の最大径が７cm以上の症例でよく認
めると言われる３）。今回の症例においても術前に特徴的
な臨床症状は認めておらず，腫瘍径が小さく特徴的な臨
床症状を呈さないカルチノイドは術前診断が非常に困難
であった。治療は手術が原則であり，卵巣上皮性境界悪
性腫瘍に準じた内容（単純子宮全摘術，両側付属器摘出
術，大網切除術）となる。しかし術後に初めて診断され
る症例がほとんどであるため，若年者で妊孕性温存の希
望がある場合などは追加治療を行わず，腫瘍摘出術や患
側付属器切除術にとどめるとの報告も多い６）。卵巣カル
チノイドは臨床的には境界悪性腫瘍に分類されるが，大
部分がⅠ期で発見されており，治癒切除できた場合は
５年生存率が91.3％と言われる３）。しかし転移や浸潤を
認める場合は５年生存率が33%と極端に悪くなる７）。ま
た，成熟奇形腫に合併したものは，腫瘍が小さい・転移
が少ない・５年生存率が有意に良いとされるが８），患者
が追加治療を希望しない場合にも，境界悪性腫瘍は手術
後の再発・転移の可能性があることを十分に説明し，定
期的な経過観察を行う必要がある。
　一方，甲状腺腫性カルチノイドの発生母地となった成
熟奇形腫は，外胚葉・中胚葉・内胚葉由来の構成成分
が多彩な組織所見として無秩序に出現する良性胚細胞
性腫瘍であり９），その構成成分の一部が悪性化すること
が１-２%程度あると言われる10）。内訳は，外胚葉性の
皮膚成分から生じる扁平上皮癌が最も多く（74.6%）９），
次いで肉腫が7.0％，腺癌が6.3％，カルチノイドが5.1%
となる11）。また，悪性胚細胞腫瘍である未熟奇形腫のう
ち，未熟組織が少なく，成熟組織と混在するgrade1の場
合，術前には成熟奇形腫と診断されることもある12）な
ど，術前診断が困難な症例も存在する。術前に良性の成

熟奇形腫と診断した症例でも，悪性腫瘍・境界悪性腫瘍
が混在する可能性を念頭に入れ，腹腔内への内容液漏出
のない手術方法への配慮が必要である。
　今回我々は，腹腔鏡手術後，卵巣成熟奇形腫に合併し
た甲状腺腫性カルチノイドと診断した一例を経験した。
術前の画像診断で成熟奇形腫と診断した症例において，
特に腫瘍内に充実部分を認めた症例に対し腹腔鏡手術を
選択する場合は，悪性腫瘍または境界悪性腫瘍の可能性
を考慮した手術方法（内容液の腹腔内漏出を避ける術式
や，術中迅速病理検査の計画など）の検討が望ましい。
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腹腔鏡下に部分切除した後腹膜神経鞘腫の１例
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Laparoscopic partial resection of retroperitoneal schwannoma: A case report
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神経鞘腫は頭頸部や四肢に好発する腫瘍であり，後腹膜領域に発生することはまれである。今回，神経鞘腫が疑われる後腹
膜腫瘍に対し腹腔鏡下に手術を行い，部分切除することによって重度神経障害を回避しえた。文献的考察を加え後腹膜神経
鞘腫に対する部分切除術の有用性を検討する。症例は80歳女性。胃疾患の精査でCTを撮影した際に右卵巣腫瘍が疑われた。
症状はなく，腫瘍マーカーは陰性であった。MRIではT1強調像で低信号，T2強調像で高信号を呈する直径6.4cm大の多房
性嚢胞性腫瘍を子宮の右側に認めた。造影CTでは後腹膜腔に発育する腫瘍であることが判明した。画像所見より後腹膜に
発生した神経鞘腫を疑い，腹腔鏡下手術の方針となった。手術所見で子宮と両側付属器は正常であったが，子宮右側の後腹
膜腔に発育する腫瘤を認めた。腫瘤は表面平滑な嚢胞性腫瘍で，剥離の途中で被膜破綻したが，内容は淡黄色透明の漿液で
充実成分を認めなかった。腫瘍の剥離を可及的に進めたところで腰仙骨神経幹と腫瘍との連続性を認め，神経性腫瘍である
と疑った。腫瘍の全摘出による重大な神経損傷を回避するため，一部嚢胞壁を残し部分切除を行った。組織学的所見は良性
神経鞘腫であった。術後に右下肢の痺れ，疼痛と軽度筋力低下による歩行障害を認めたが，外来でリハビリテーションを継
続することとし，術後６日目に退院した。右下肢の症状は理学療法とプレガバリン内服により術後１か月目には改善した。
神経鞘腫に対する治療に関し，腫瘍全摘術は部分切除術や腫瘍核出術と比較し術後の神経障害の発生が増加するという報告
がある。神経鞘腫はほとんどが良性であることを考えると，周囲臓器を損傷させずに全摘出を行うことが困難な場合は部分
切除術を行うことも妥当であると考えられる。後腹膜神経鞘腫はまれな疾患であるため，治療法につき患者から十分なイン
フォームドコンセントを得た上で個々の症例に応じ手術方法の決定を行うことが重要である。

We report the case of a retroperitoneal benign schwannoma that was partially resected using laparoscopic 
surgery. An 80-year-old woman was referred to our hospital with a right ovarian tumor incidentally detected 
on computed tomography (CT). She was asymptomatic and negative for tumor markers. Magnetic resonance 
imaging showed a 6.4cm multilocular cyst on the right cranial side of the uterus. It showed hypointensity 
on T1-weighted images and hyperintensity on T2-weighted images. Contrast-enhanced CT showed a 
retroperitoneal tumor between the retroperitoneal organs. We performed laparoscopic surgery. The uterus 
and adnexa were small in size. The surface of the tumor was smooth, and the cyst contained serous liquid 
without a solid part. We dissected the tumor and suspected that it originated from the pelvic nerve. We 
performed partial resection so as not to damage the nerves. The histologic diagnosis was benign schwannoma. 
The patient presented hypesthesia and right-leg pain postoperatively. She had difficulty in walking because of 
slight muscle weakness in the right leg. She was discharged on the 6th day postoperatively. A month later, 
her right-leg symptoms improved with conservative treatment. We report our experience with a partially 
resected retroperitoneal benign schwannoma without severe complication caused by a nerve injury.

キーワード：後腹膜神経鞘腫，腹腔鏡，部分切除術，神経損傷，良性腫瘍
Key words：retroperitoneal schwannoma, laparoscopy, partial resection, nerve injury, benign tumor

緒　　　言

　神経鞘腫は神経鞘のSchwann細胞から生じる腫瘍であ
る。好発部位は頭頸部や四肢であり，後腹膜領域に発生

することはまれである１）２）。神経鞘腫はほとんどが良性
腫瘍であるが，まれに悪性化を認めるため全摘出術を行
われることが多い３）。しかし全摘出術を行う場合，重大
な神経損傷を起こすことにより術後に神経機能障害を生



314 Vol.67 No.2市川冬輝・菅野潔・戸枝満・手石方康宏・白根照見・坂手慎太郎・紀平知久・澤田麻里・濱崎洋一郎・白根晃・柳井しおり・太田啓明・大森昌子・安藤正明

図１　腹部造影CT
骨盤内に径6.5cm×5.6cm×5.5cm大の多房性嚢
胞性腫瘤を認める。内・外腸骨静脈と骨盤壁と
の間に位置していることから，後腹膜腔に発育
する腫瘍が疑われた。被膜は薄く均一で，一部
の隔壁がやや厚く造影効果が認められた。

図２　骨盤部単純MRI
ａ：T1強調水平断像。低信号を呈する6.4cm×5.5cm×5.5cm大の腫瘤を認める。
ｂ： T2強調水平断像。高信号を呈する多房性嚢胞性腫瘤を認める。一部の隔壁は肥厚
している。

ｃ：拡散強調像。腫瘍の隔壁が一部高信号を呈している。

じる場合がある４）。今回，画像検査および腹腔鏡下手術
所見で神経鞘腫を疑った後腹膜腫瘍に対し，部分切除術
を施行した。術後に軽度の下肢運動障害を認めたが，短
期間の理学療法で症状は改善した。文献的考察を加え本
症例につき報告し，後腹膜神経鞘腫に対する部分切除術
の有用性を検討する。

症　　　例

患者：80歳，女性
主訴：特になし
既往歴：虫垂炎手術
妊娠分娩歴：２妊２産（経腟分娩２回）
月経歴：閉経52歳
現病歴：
　胃粘膜下腫瘍の精査目的に近医で腹部CTを施行した
際，偶発的に右卵巣腫瘍が疑われた。自覚症状は特に認
めていなかった。精査加療目的に当科紹介受診となった。
初診時現症：
　身長150cm，体重52kg。双手診で子宮は委縮してい
た。腹部に腫瘤を触れず，圧痛を認めなかった。

血液検査所見：
血算：WBC 4,900/μl，Hb 15.1g/dl，Ht 44.4%，Plt 
18.4×10４/μl
生化学：肝機能に異常なし，BUN 14.7mg/dl，Cre 

0.86mg/dlと軽度の腎機能障害を認めた。
腫瘍マーカー：CEA 3.3ng/ml，CA19-9 <2U/ml，
CA125 19U/mlと上昇を認めなかった。

画像検査所見：
経腟超音波検査：子宮は後屈。子宮の右側に径６cm大
の多房性嚢胞性腫瘤を認めた。腫瘍内容は低輝度の液体
であったが一部に不均一に見える部分を認めた。
腹部造影CT：骨盤内に6.5cm×5.6cm×5.5cm大の多房性
嚢胞性腫瘤を認めた（図１）。内・外腸骨静脈と骨盤壁
との間に位置していることから，後腹膜腔に発育する腫
瘍が疑われた。被膜は薄く均一で，一部の隔壁がやや厚
く造影効果が認められた。子宮と両側付属器は正常で
あった。腹水貯留やリンパ節腫大は認められなかった。
骨盤部単純MRI：子宮の右側にT1強調像で低信号，T2
強調像で高信号を呈する6.4cm×5.5cm×5.5cm大の多房
性嚢胞性腫瘤を認めた（図２ａ，ｂ）。一部の隔壁は肥
厚し拡散強調像で高信号を認めた（図２ｃ）。周囲への
浸潤所見を認めなかった。

　上記より，後腹膜に発生した神経鞘腫，リンパ管腫な
どを疑った。嚢胞壁の軽度肥厚や造影効果を認めたこと
から，境界悪性の嚢胞腺腫などが鑑別疾患として挙げら
れた。画像検査で両側付属器は正常に認められたため，
卵巣腫瘍の可能性は低いと判断した。患者から十分なイ
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ンフォームド・コンセントを得た上で，腫瘍の検索と治
療目的に腹腔鏡下腫瘍切除術を行う方針となった。

手術所見：
　全身麻酔下に砕石位にて手術を開始した。臍部に
12mmポート，下腹部正中とその左右外側部に５mm
ポートの計４ポートを留置し操作を行った。
　腹腔内を観察すると，腹水や癒着を認めず，子宮は年
齢相応に委縮していたが正常であり，両側付属器も異常
所見は認められなかった。子宮右側の後腹膜腔に発育す
る径６cm大の嚢胞性腫瘤を認めた（図３ａ）。腹膜を切

開し腫瘍周囲を剥離すると，腫瘍は内外腸骨血管の間に
位置していた（図３ｂ）。剥離操作の途中で被膜が破綻
し腫瘍内容液が一部漏出した。内容は淡黄色透明の漿液
様であり，充実成分は認められなかった。腫瘍の背側に
腰仙骨神経幹を同定した。神経と腫瘍との剥離は困難で
あり，腫瘍が神経と連続していると判断した（図３ｃ）。
神経性腫瘍の可能性を念頭に置いた上で，腫瘍の全摘出
による重大な神経損傷を回避するため，神経との剥離が
困難であった嚢胞壁の一部を残し部分切除を行った。摘
出重量は９g，出血量は225ml，手術時間は75分であっ
た（図３ｄ）。

図４　病理組織像
ａ： HE染色像（強拡大）。紡錘形細胞の増生を認め，一部に細胞核の柵状配列を認
めた。

ｂ：S100染色像（強拡大）。免疫染色ではS100がびまん性に陽性であった。

図３　手術所見
ａ： 子宮と付属器に異常所見を認めなかった（⇦）。子宮右側の後腹膜腔に発育する径６cm大の腫
瘤（◁）を認めた。

ｂ：後腹膜腫瘍は内外腸骨血管の間に位置していた。
ｃ：腫瘍（◁）の背側に腰仙骨神経幹（⇦）を同定し，腫瘍との連続性が疑われた。
ｄ：腫瘍は表面平滑な嚢胞性腫瘍であり，内部に充実成分を認めなかった。
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病理組織学的所見：
　組織は紡錘形細胞の増生を認め，一部に細胞核の柵
状配列を認めた（図４ａ）。核分裂像の増加を認めな
かった。免疫染色ではS100がびまん性に陽性であり（図
４ｂ），良性神経鞘腫（schwannoma）と診断された。

術後経過：
　術直後より右下肢の痺れ，疼痛と歩行障害を認めた。
腱反射や触覚・痛覚は正常であったが，徒手筋力テスト
で右股関節外転筋などに軽度の筋力低下を認めた（表
１）。腫瘍切除の影響による運動障害を疑い，歩行リハ
ビリテーションを開始した。術後経過は順調で６日目に
退院となった。右下肢の症状はリハビリテーションとプ
レガバリン内服により術後１か月目には改善した。術後
２年６か月が経過するが，現在まで残存腫瘍の増大を認
めていない。

考　　　察

　神経鞘腫は末梢神経のSchwann細胞に由来する腫瘍
である。神経線維腫症１型に合併するもの以外では悪性
化は極めてまれであり１），年齢や性別による発生頻度の
差はなく，発生部位の約８割は頭頸部や四肢である２）。
神経鞘腫のうち後腹膜由来のものは0.3-3.2%とまれであ
る５）。症状は腹痛や腹部膨満感などを呈する場合がある
が無症状のことも多い。診断にはCT，MRIが用いられ
る。典型的には，CTでは表面平滑な嚢胞で内部に出血
や壊死を認める。またMRIではT1強調像で低信号，T2

強調像で高信号を呈する４）。しかし多くの場合，これら
の画像所見は非特異的なものであり，画像検査のみによ
る診断は困難であると考えられている。
　治療方法について，後腹膜神経鞘腫82例に対する手術
治療をまとめた報告によると，腫瘍全切除術を行われた
例が60例（73%），部分切除術や生検のみを施行された
例が22例（27%）であった。悪性の神経鞘腫がまれに認
められることから，周囲の臓器を損傷させずに摘出でき
る場合は腫瘍の完全切除を行うことが理想的であると述
べられている３）。頭頸部神経鞘腫に対する摘出術後の神
経障害についての報告では，手術６か月後の神経障害は
完全切除を施行した群で100%，腫瘍核出術を施行した
群で31%に生じた。他の腫瘍とは異なり，神経鞘腫は外
科的切除によって重大な神経障害を生じる可能性がある
ため，神経機能を温存する手術が望ましいと結論づけら
れている４）。術後の再発は16-54%に起こり，ほとんど
は６か月以内に発生するとされている６）。腫瘍の完全切
除と部分切除で再発率に差が生じるかを検討した報告は
これまでにない。本症例では術中所見より神経性腫瘍が
疑われ，腫瘍の全摘出による重大な神経損傷を回避する
ために部分切除術を行ったが，術直後より右下肢の軽度
運動障害を認めた。障害部位の神経支配は右第４腰神
経～第１仙髄神経であり，腫瘍が右腰仙骨神経幹周囲に
発生していたことから腫瘍切除に伴う合併症と考えられ
た。幸い症状は軽度であり，保存療法で手術１か月後に
軽快した。後腹膜神経鞘腫はまれな疾患であり切除方法
についてのgold standardはないが，悪性化がまれであ
ることや腫瘍の全切除により重大な神経障害が生じる可

表１　神経学的検査
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能性があることを考えると，部分切除術のみを行うとい
う選択も妥当であると考える。本症例は高齢であり術前
に症状を認めていなかったが，画像検査にて境界悪性腫
瘍が鑑別診断として挙げられたため，十分なインフォー
ムド・コンセントを得た上で手術治療を選択した。まれ
な腫瘍であるため，治療方針については個々の症例に応
じ決定を行うことが必要である。
　1996年に初めて後腹膜神経鞘腫に対する腹腔鏡下腫瘍
摘出術が施行されて以来，これまでに20例以上の腹腔鏡
下腫瘍摘出術が報告されている７）。後腹膜神経鞘腫に対
する開腹手術と腹腔鏡下手術の治療成績を比較した研究
によると，両群の手術成績には差を認めず，入院期間は
腹腔鏡下手術群の方が短かった８）。後腹膜腫瘍は尿管等
の臓器や神経，大血管が近くに位置しており，周囲臓器
の損傷による機能障害や血管損傷による大出血を起こさ
ず腫瘍を切除しなければならない。腹腔鏡による拡大視
効果や高い深部到達能は後腹膜腫瘍切除において利点と
なる一方，癒着や腫瘍サイズなどにより鏡視下に腫瘍切
除を行うことが困難な場合や悪性腫瘍を積極的に疑う場
合は開腹手術を選択すべきである。本症例では腹腔鏡の
視野により後腹膜腫瘍と周囲臓器との位置関係を明瞭に
知ることができ，重大な周囲臓器の損傷を起こすことな
く手術を施行することができた。

結　　　論

　腹腔鏡下に部分切除した後腹膜神経鞘腫のまれな１例
を経験した。神経鞘腫の多くは良性であるため，腫瘍全
摘による重度の神経障害を回避するために，確定診断を
目的とした部分切除術に留めることを念頭に置くべきで
ある。しかしながら，部分切除であっても術後に神経障
害を来すことがあり，十分なインフォームド・コンセン
トを得た上で個々の症例に応じ治療方針を決定すること
が重要である。手術療法を選択する場合，拡大視野と深
部到達能に優れた腹腔鏡下手術は有用な治療選択肢の一
つであると思われる。
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Oncologic and reproductive outcomes in fertility-sparing management of endometrial 
adenocarcinoma and atypical hyperplasia: 

Reconsideration of recurrence cases

Kayo Taniguchi １）・Chiaki Izumiya ２）・Tamami Tuzuki １）・Nagamasa Maeda １）

１）Kochi Medical School Department of Obstetrics and Gynecology
２）Hata Kenmin Hospital Department of Obstetrics and Gynecology

【緒言】近年の晩産化の影響により，子宮体癌および子宮内膜異型増殖症において妊孕性温存を希望する症例が増加してい
る。当科で妊孕性温存療法としてMPA（medroxyprogesterone acetate）療法を行った症例について検討した。
【方法】2013年１月から2018年５月に，当科で妊孕性温存療法としてMPA療法（ヒスロン®600mg/日26～50週間服用）を施
行した６症例において，患者背景，治療効果，転帰について検討した。
【結果】患者背景について，平均年齢30.5歳，平均BMI25.1，PCOS４例（66.6%），既婚４例（66.6%），子宮体癌ⅠA期（高分
化型類内膜癌）４例，子宮内膜異型増殖症２例であった。治療効果について，MPA服用26～50週間で全例が寛解となった（奏
効率100%）。転帰について，挙児希望のあった４例のうち１例がART １周期で妊娠に至った。６例のうち２例が再発した（再
発率33.3%）。再発例のうち１例は挙児希望があり，PCOSによる排卵障害があったにもかかわらず，本人の希望によりMPA
療法で寛解後に不妊治療を行わずに自然観察した時期が２年に及んだ。その後に短期間不妊治療を行ったが妊娠にいたらず
再発となり子宮全摘した。
【結論】MPA療法は，治療後の妊娠・出産を目的として行う治療であるが，奏効率が高い一方で再発率も高いことが問題と
なる。再発までの限られた期間での早期の妊娠成立を目指して，MPA療法で寛解した後の不妊治療の計画を事前に検討して
おくことが肝要である。

BACKGROUND: The requirement for fertility-sparing treatment of endometrial cancer increases with the 
trend of late marriage and late delivery. We aimed to investigate cases of endometrial carcinoma (EC) and 
atypical endometrial hyperplasia (AEH) treated with medroxyprogesterone (MPA), and to review the clinical 
features and oncologic and reproductive outcomes. Further, we reconsidered the treatment problems in 
recurrence cases.
METHODS: Six young female patients with EC (G1, stage IA) and AEH were treated with MPA as fertility-
sparing therapy at our hospital. A daily oral dose of 600 mg MPA was administered with low-dose aspirin. 
The treatment continued for 26 weeks (>24 weeks in nonresponders). Histological examination of endometrial 
tissue was performed every 8-12 weeks.
RESULTS: Complete remission was achieved in 100％ . There were 2 recurrence cases (21 and 42 months). 
Four women wished for pregnancy. One pregnancy case from assisted-reproductive technology resulted in 
premature birth. A recurrent patient had no fertility treatment for 2 years but still wished to be pregnant.
CONCLUSION: Fertility-sparing therapy with MPA for EC and AEH is useful; however, the recurrence rate 
is high. Planning of infertility therapy between therapists and patients is important to achieve conception as 
soon as possible.

キーワード：妊孕性温存，MPA療法，異型ポリープ様腺筋腫
Key words：fertility-sparing, medroxyprogesterone acetate therapy, atypical polypoid adenomyoma



320 Vol.67 No.2谷口　佳代・泉谷　知明・都築たまみ・前田　長正

緒　　　言

　近年のライフスタイルの欧米化に伴い子宮体癌患者数
は増加傾向にある。子宮体癌の好発年齢は閉経前後であ
るが，40歳以下の若年子宮体癌は子宮体癌全体の２～
14%とも言われる。日産婦婦人科腫瘍委員会報告では，
2014年の子宮体癌患者全体に占める40歳未満の患者の割
合は5.1％，40～49歳の患者の割合は15.4％であった１）。
子宮体癌の標準的治療は内性器切除および後腹膜リンパ
節の郭清であるが，近年の晩婚・晩産化の影響により，
子宮体癌および子宮体癌の前癌病変である子宮内膜異型
増殖症において妊孕性温存療法を希望する症例は増加し
ており，今後も増加すると考えられる。
　高容量プロゲステロン（medroxyprogesterone 
acetate; MPA）療法（以下MPA療法）は，子宮体癌（類
内膜腺癌〔G1相当〕）で子宮内膜に限局するもの，およ
び子宮内膜異型増殖症において妊孕性温存を目的とした
治療として有用であるが，一方で，MPA療法の奏効率
は高いが，再発率も高いことが問題となっている２）３）。
　本稿では，当科において，子宮体癌および子宮内膜異
型増殖症に対して妊孕性温存を目的にMPA療法を行っ
た６症例について検討した。とくに２例の再発症例を経
験したため，若年子宮体癌および子宮内膜異型増殖症症
例に本療法を行う際の留意点について考察した。

対象・方法

　2013年１月から2018年５月に，当科で子宮内膜癌お
よび子宮内膜増殖症に対して，妊孕性温存療法として
MPA療法を行った症例は６例である。
　MPA療法の適応としては，①子宮内膜全面掻爬を行
い，病理組織診断が高分化型類内膜癌または子宮内膜異
型増殖症である，②超音波・CT・MRI検査で遠隔転移

がなく，病変が子宮内膜に限局する，③挙児希望があ
る，ものとした。標準治療は子宮全摘を含む手術療法で
あること，再発率が高いこと，治療中に進行する可能性
があることなどについて，十分にインフォームドコンセ
ントを行った上で治療開始した。
　MPA療法の方法は，MPA（ヒスロン®600mg/日）を
全例26週間服用し，８～12週毎に子宮内膜全面掻爬にて
組織診断を行った。26週の時点で癌病変が残存している
場合は，子宮摘出を含めた手術療法を推奨した。それで
も，本人の強い子宮温存希望がある場合，病理組織学的
にMPAが効果的であること，子宮外への進展がないこ
とを画像検査で確認した上で，さらにMPA服用を追加
し，12週おきに子宮内膜掻爬を行いながら，合計50週間
まで継続投与した。MPA療法前・治療中には，血算・
生化学・血液凝固系・腫瘍マーカーなどの検査を行い，
経腟超音波検査で子宮内膜厚を測定しながら慎重に経過
観察した。また，MPAによる血栓症対策として，バイ
アスピリン（100mg/日）を投与した。

結　　　果

　MPA療法を施行した６症例について，患者背景，治
療効果，MPA療法後の経過について検討した。
　患者背景について表１に示す。平均年齢30.5歳，平均
BMIは25.1であった。内分泌疾患はPCOSが４例，排卵
障害が２例に見られた。結婚歴は既婚４例，未婚２例で
あった。治療前の病理組織診断は，高分化型類内膜癌４
例，内膜異型増殖症２例であった。
　組織学的治療効果について表２に示す。MPA服用26
週で４例，50週間で他の２例の全例が寛解に至った（奏
効率100%）。
　MPA療法後の経過と転帰について表３に示す。６例
中４例（症例①②③⑥）は既婚であり，挙児希望にした

表１　MPA療法を施行した患者背景
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がい妊娠計画を行った。症例①はクロミフェン療法３
周期の後，ART １周期で妊娠に至った。症例②③は現
在ART施行中，症例⑥は不妊治療中に再発が疑われ子
宮摘出となった。６例中２例（症例④⑤）は未婚のた
め，症例④では低用量エストロゲン・プロゲスチン配合
剤（LEP）投与，症例⑤ではプロゲスチン（デュファス
トン®）を13か月投与の後，不正出血のためLEPに変更
し，２～３か月おきの超音波検査による子宮内膜の観察
と内膜細胞診を行いながら経過観察した。全体で２例
（症例④⑥）が再発し（再発率33.3%），再発までの期間
は症例④で21か月，症例⑥で42か月であった。
　症例④は類内膜癌（G1）でMPA療法26週時に内膜組
織のごく一部に異型腺管を認めたが癌組織は認めなかっ
たことから，MPAは終了とし，上記のごとく２か月お
きの内膜細胞診を行いながらLEP投与とした。MPA終
了後18か月時点で内膜肥厚を認め，内膜全面掻爬での組
織診断で類内膜癌再発と診断された。このとき術前の内
膜細胞診では正常であった。再発が判明した時点も挙児
希望はなく子宮全摘を施行した。摘出子宮には異型腺管

を認めたが癌は認められなかった。
　再発症例⑥は，MPA療法26週で寛解した後，排卵障
害がありLEPで６か月間の経過観察を行い，内膜細胞診
で異常がないことを確認の上で妊娠許可とした。その後
本人が自然妊娠を希望し，自然観察していた期間が約２
年に及んだ。自然観察中は３か月おきに超音波検査によ
る子宮内膜厚のチェックと内膜細胞診を施行し，経過中
異常所見は見られず経過していた。排卵障害のため自然
妊娠は困難と考えられ，不妊治療の必要性を繰り返し説
明し，MPA終了後２年６か月の頃から人工授精を開始
したが，排卵障害があり排卵誘発に難渋し，６か月で人
工授精は２クールしか施行できなかった。不妊治療中の
MPA療法終了後３年（36か月）で子宮内膜肥厚を認め，
子宮鏡検査および子宮内膜組織検査で異型ポリープ様
腺筋腫（Atypical polypoid adenomyoma; APAM（以下
APAM））と診断された。APAMは良性疾患であるが，
癌との併発が8.2～17.2％に見られることが報告されてい
る４）。そのため根治術を勧めたが，本人は不妊治療を強
く希望したため，ARTを２クール施行したが妊娠は成

表２　MPA療法による病理診断の経過

表３　MPA療法後の転帰
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立しなかった。子宮内腔にAPAMの腫瘤が突出してお
り着床障害をきたしている可能性もあり，これ以上の不
妊治療の成功は見込めないことを説明したところ本人の
了承が得られ，根治術を施行した。摘出子宮の病理結果
は類内膜癌（G1），APAMから癌が発生した可能性があ
るとされ，MPA療法後３年６か月（42か月）での再発
と診断した。病変は子宮内膜に限局しており，他臓器や
リンパ節への転移は見られなかった。
　妊娠に至った症例①は，寛解後クロミフェン療法を５
クール行い妊娠成立せず，long法で採卵，全胚凍結し，
融解胚移植初回で妊娠成立した。MPA療法終了後10か
月での妊娠成立であった。他院で妊娠管理されていた
が，妊娠24週で頸管無力症が原因と思われる子宮頸管の
開大をきたし，入院治療を開始したが，妊娠25週３日で
子宮頸管からの胎胞脱出がみられたため，緊急帝王切開
での児娩出（出生体重778g，アプガスコア１分：３点，
５分：７点）となった。

考　　　察

　MPA療法は，子宮体癌（類内膜癌G1相当）で子宮内
膜に限局するもの，および子宮内膜異型増殖症において
妊孕性温存を目的として有用である。しかし，一方で
MPA療法の奏効率は高いが，再発率も高いことが問題
である。
　本邦での多施設共同前方視的研究３）では，40歳以下
の子宮体癌28例と子宮内膜異型増殖症17例に対して，
MPA600mg＋低容量アスピリンを26週行った結果，
子宮体癌の55%，子宮内膜異型増殖症の81％，全体で
は67％が寛解した。挙児希望のあった20例のうち11例
（55％）が妊娠し，７例（35％）に生児が得られてい
る。一方，寛解した症例の47%に再発が認められ，再発
までの期間は子宮体癌で平均34.6か月，子宮内膜異型増
殖症で平均44.2か月であった。他には，再発までの期間
は中央値が15か月（４～66か月）であったとの報告５）

や，累積再発率は６か月，12か月，18か月，24か月の時
点でそれぞれ10％，17％，26％，29％であり５年間は増
加するという報告６）もある。このようにMPA療法は再
発率が高く，寛解後にはできるだけ速やかに妊娠をはか
ることが求められる。
　しかし一方で，子宮体癌および子宮内膜異型増殖症
の患者は背景にPCOSなどの内分泌異常があることが多
く，不妊治療を行わなければ妊娠に至らないものが多
い。限定的な期間で早期に妊娠を成立するためには排卵
誘発が必要だが，子宮内膜癌はエストロゲン依存性腫瘍
であることから，排卵誘発による血中エストロゲン値の
上昇が再発リスクになることが懸念される。しかし，不
妊治療や排卵誘発が再発を有意に増加させるという報告
はなく７），必要ならば排卵誘発や生殖補助医療含む不妊

治療を行いできるだけ早期の妊娠をはかることが重要で
ある。
　また，先の多施設共同前方視的研究３）では，寛解後
に未婚のため妊娠計画を行わなかった例での再発例は，
経過観察中にエストロゲン・プロゲスチン投与を行って
いたものに比べて，無投薬で無排卵が持続した例におい
て明らかに再発が多かった。MPA療法後すぐに妊娠希
望のないものや未婚者について，その管理方法は定まっ
ていないが，エストロゲン・プロゲスチンの投与は無治
療で無排卵が持続する状態と比較すれば再発への影響は
低いと考えられる。
　子宮内膜癌へのOC・LEPの投与については，OC・
LEPガイドライン（2015年度版）では，子宮内膜癌は服
用禁忌から除外されており，WHOMEC（WHOのOC使
用に関する医学的適応基準）では，子宮内膜癌はカテゴ
リー１（使用制限なし）である。ただし，LEPの添付文
書上では，エストロゲン依存性悪性腫瘍への投与は禁忌
となっており矛盾が生じている。MPA療法で寛解した
後に，無排卵状態がある場合には，内膜癌の再発を予防
する観点から，OC・LEPを投与することは選択肢と考
えるが，LEP投与時は上記の内容を十分説明し，本人の
理解および了承を得ることが必要である。
　再発例に再度黄体ホルモン療法を行うことについて，
有効であるというエビデンスは十分ではないが，再発例
へのMPA療法の成績は概ね良好で３）７），初回治療と遜
色ないとの報告もある８）。また，KauppilaはMPA療法
をうけた115例の進行子宮体癌症例について，プロゲス
テロン受容体（PR）陽性であったものの奏効率は75％
であり，PR陰性例では奏効率はわずかに７％であった
と報告している。再発症例に再度MPA療法を行う際に
はPR発現の有無は重要な参考となると考える９）。一方
で，再度のMPA療法中に短期間に急速に進行し化学療
法にも反応せず死亡に至った例３）や治療中に卵巣癌を
発症した例10）などの報告がある。本来の子宮体癌治療
は外科的切除であり，温存療法に固執することで外科的
切除が遅れる可能性があることを常に念頭において診療
にあたることが肝要である。
　MPA療法をめぐるこれらの諸問題のなかで，今回
我々が経験した再発症例を検討してみる。
　再発症例⑥は，挙児希望があったものの，本人の希望
により不妊治療を計画せず自然経過観察をした時期が２
年に及んだ。結果的にAPAMに類内膜癌が併発してお
り，再発にいたった（図１）。PCOSであり無排卵が持
続していたと推察され，再発に影響した可能性がある。
当症例での反省点は，腫瘍治療担当医と不妊治療担当医
が異なり，寛解後の限られた期間で妊娠に向けるための
不妊治療の必要性について患者の理解が十分になく，不
妊治療に入る時期が遅くなったことである。MPA療法
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は妊娠・出産を前提とした治療であり，腫瘍治療担当医
と不妊治療担当医が連携して患者にあたり，MPA治療
前から後の不妊治療や妊娠待機期間について検討し，患
者の理解を得ておくことが望ましかったと考える。
　再発症例④については，MPA療法26週で異型腺管が
残存していたが，MPAは終了してLEPに変更した。26
週時の内膜組織でPR発現は中等度（50-60％）陽性で
あった（図２）ため，26週から追加でMPAを継続投与
することで異型腺管の消退に効果があった可能性はあ
る。また，症例④（図２）および⑥（図１）いずれに
おいても，再発時の癌組織ではPR発現は陽性（90％以
上）であった。このことから，再発時に再度MPA投与
を行うことを検討できたのかもしれない。ただしそれで
も手術療法と比較すると治療成績が劣ることは明らか
であり，再度のMPA療法には，十分な病状評価やイン
フォームドコンセントのうえで，さらに慎重な経過観察
を要することはいうまでもない。

結　　　語

　妊孕性温存目的でMPA療法を行う際には，再発リス
クを十分に説明し，再発までの限られた期間での早期の
妊娠成立を目指して，MPA療法で寛解した後の不妊治
療の計画を事前に検討しておくことが肝要である。
　再発症例に対する取扱いは今後の課題であるが，諸問
題について十分に検討し，本来の治療は手術療法であ
り，MPA療法はあくまでもオプションであることを常
に念頭におき，慎重に方針決定を行うべきである。
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ABCC8遺伝子変異による糖尿病合併妊娠の１例
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A case of pregestational diabetes mellitus caused by mutation in the ABCC8 gene

Ikumi Wada・Takashi Uegaki・Yasuko Takenaka・Makoto Kiuchi・Hiroyuki Takahashi

Department of Obstetrics and Gynecology, Tottori prefectural central hospital

ABCC8遺伝子の変異はKATPチャネル閉鎖障害により膵β細胞機能低下を引き起こし，インスリン分泌を抑制することで糖尿
病を発症する。30～50万人に1例とされる新生児糖尿病の13%程度に認められる。
第１子が新生児糖尿病を発症したことを契機に母子ともにABCC8遺伝子変異が判明し，第２子も同様の遺伝子変異を認めた
症例を経験したので報告する。
症例は25歳，G2P1。13歳時に２型糖尿病と診断され，インスリン療法を行っていた。第１子妊娠時は妊娠35週にケトーシス
による胎児機能不全の診断で，緊急帝王切開術となった。児は新生児糖尿病を発症し，原因検索目的に実施した遺伝子検査
で母児ともにABCC8遺伝子の変異が判明した。
今回，第２子を自然妊娠後，前医で管理されていた。妊娠前より糖尿病性腎症による蛋白尿を認めていた。妊娠初期の
HgA1cは7.7%であった。妊娠22週に加重型妊娠高血圧腎症のため当院紹介となり，その後入院管理とした。インスリン療法
を継続したが血糖コントロールが困難であり，低血糖発作や高血糖を繰り返していた。妊娠31週０日，妊娠高血圧症候群お
よび糖尿病腎症を背景にした急性肺水腫のため緊急帝王切開術を施行した。術後は利尿剤と降圧剤により病状が改善し，術
後９日目に退院となった。児は新生児糖尿病を発症し，ABCC8遺伝子変異に起因する糖尿病と診断した。
ABCC8遺伝子変異による糖尿病は稀な疾患であるが，本症例のように重大な周産期合併症や新生児糖尿病を生じる可能性が
あり，より厳重な管理が必要となる。

Mutation in the ABCC8 gene causes diabetes by suppressing insulin secretion. It is detected in about 13% of 
neonatal diabetes cases.
A 25-year old woman (gravida 2, para 1) visited our hospital at 22 weeks of gestation because of superimposed 
preeclampsia. She was diagnosed as having diabetes at age 13 years, and ABCC8 mutation was detected after 
her first delivery because her first baby had the same mutation. Because the maternal plasma glucose level 
showed marked fluctuations, glycemic control was difficult. Acute pulmonary edema caused by preeclampsia 
and diabetic nephropathy occurred at 31 weeks of gestation, and an emergency caesarean section was 
performed. The child developed neonatal diabetes and was also diagnosed as having diabetes caused by 
ABCC8 gene mutation.
Although diabetes due to ABCC8 gene mutation is a rare disease, it may cause serious pregnancy 
complications when present. Therefore, patients with this mutation need more stringent treatment.

キーワード：糖尿病合併妊娠，ABCC8遺伝子変異，糖尿病性腎症
Key words：pregestational diabetes mellitus, mutation in the ABCC8 gene, diabetic nephropathy

緒　　　言

　新生児糖尿病は30～50万人に１例の稀な疾患であり，
生後数ヶ月以内に寛解する一過性新生児糖尿病とそれ以
降も永続する永続型新生児糖尿病に分類される。一過性
新生児糖尿病では約50%程度が思春期以降に２型糖尿病
を発症すると報告されている１），２）。
　ABCC8（ATP-binding cassette, sub-familly C, 
member8）遺伝子変異による糖尿病は，一過性新生児
糖尿病の13%程度に認められる。大多数は突然変異によ
るものだが，常染色体優性または常染色体劣性に遺伝す

る２）。ABCC8遺伝子変異による糖尿病は発症年齢や発
症様式が多岐にわたるため２），３），正確な診断が困難で
ある。そのため本症例のように新生児糖尿病の原因検索
により診断されなければ単に糖尿病合併妊娠として管理
されてしまうケースが多いと考えられる。
　糖尿病性腎症は一般的に糖尿病発症から約10～15年の
後に発症し，２型糖尿病が大部分を占める本邦では，成
人発症が多いため糖尿病性腎症合併妊娠の頻度は少な
い４）。糖尿病性腎症合併妊娠では，周産期合併症の頻度
が高くなり，また妊娠により母体の腎機能悪化を招く可
能性が指摘されている５）。従って糖尿病内科など他科と
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連携した厳重な管理を要する。
　今回，非常に稀なABCC8遺伝子変異による糖尿病合
併妊娠の症例を経験したので報告する。

症　　　例

患者：25歳
妊娠歴：G2P1
第２子妊娠以前の経過：13歳時に２型糖尿病と診断され
た。インスリン療法を行っていたが，血糖コントロール
は不良であり，糖尿病網膜症と糖尿病性腎症第３期を認
めていた。腎機能は正常であった。
　21歳で第１子を妊娠した。他院で管理され妊娠35週に
ケトーシスによる胎児機能不全の診断で，緊急帝王切開

術を施行された。児は新生児一過性糖尿病を発症した。
両親の同意を得て遺伝子解析を行った結果，ABCC8遺
伝子にmissense変異を認めた。c.622G>A，E208Kヘテロ
接合体変異を認め，両親の遺伝学的検査で母親に同様の
遺伝子変異が検出された。母方家系には本人と児以外に
糖尿病の家族歴はなく，母親の突然変異による発症と常
染色体優性遺伝による児への遺伝と考えられた（図１）。
現病歴：自然妊娠し，前医で妊娠管理されていた。妊娠
初期のHbA1cは7.7％と不良であった。妊娠22週４日血
圧140/90mmHg，尿中蛋白/クレアチニン比6.56と加重
型妊娠高血圧腎症を呈したため，当科紹介受診となっ
た。妊娠24週３日より管理目的に入院とした。
入院後経過：インスリン療法による血糖管理を継続した

図１　本例（Ⅱ-3）の家系図

図２　入院中の血糖値とインスリン投与量の推移
入院時の基礎インスリン量は20単位であった。追加インスリン回数が多いため，基礎
インスリンを増量すると低血糖発作を頻発した。
帝王切開後はインスリン持続投与を行い，術後４日から皮下注射へ変更した。

図３　尿中蛋白/クレアチニン比の推移
入院後に増悪傾向を認め，妊娠31週０日に尿中P/Cr14.6となった。
同日緊急帝王切開術を施行し，以降は改善傾向を認めた。
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が，血糖コントロールに難渋し，低血糖発作や高血糖
を認めた（図２）。また，血圧は収縮期血圧150mmHg
台，拡張期血圧90mmHg台で推移していたが，緊急帝
王切開の前日から一時的に160/100mmHgとなったので
α-Metyledopa750mgの内服を開始した。尿蛋白は増悪
傾向であった（図３）。胎児に関しては，初診時の23週
０日に推定体重が515g－0.5SDとやや小さめであった。
その後も－0.5から－1.0SDで推移したが，胎児発育は認
めていた。また臍帯動脈や中大脳動脈の血流は正常範囲
内で，羊水量も問題なかった。妊娠31週０日に尿中蛋
白/クレアチニン比14.6となり，呼吸状態の悪化を認め
た。胸部レントゲンで心拡大と胸水貯留，すりガラス陰
影の増強を認めた（図４）。心臓超音波検査では周産期
心筋症は否定的であった。糖尿病性腎症および妊娠高血
圧腎症を背景とした急性肺水腫と診断し，緊急帝王切開
術を施行した。体重1271gの女児をApgar Score8/9（１
分値/５分値）で娩出した。臍帯動脈血pHは7.345であっ
た。血圧管理は術前から術後３日までNicardipineの持
続静注で降圧し，その後はNifedipine 40mg/日とACE阻

害薬のEnalapril Maleate ５mg/日の内服を継続した。
利尿にはFurosemideの静注・内服が60mg/日を要した。
術後４日目に胸水穿刺で800ml排液したことにより症状
が改善し，術後９日目に退院可能となった。
　術後９ヶ月で転院となったがその時点でNifedipine 
40mg/日とEnalapril Maleate ５mg/日の内服は継続，
Furosemideはそれまでに漸減し中止した。また，
ABCC8遺伝子変異による糖尿病と判明した後も母体は
インスリン治療期間が長期に渡るため，スルホニル尿素
薬（SU薬）へ変更せずにインスリン療法で血糖管理を
行っている。
児の経過：出生直後に肺サーファクタント投与と気管
挿管を行い，以降はNICUで全身管理を継続した。日齢
６に高血糖を認め，インスリン療法を開始したが，血
糖変動が著しくコントロールは不良であった。血清イ
ンスリン（IRI）7.8μU/mLと正常であった。家族歴か
らABCC8遺伝子変異による新生児糖尿病である可能性
を考慮し，日齢19にSU薬での血糖管理へ変更したとこ
ろ，血糖値は安定した（図５）。その後，遺伝学的検査

図４　胸部レントゲン写真
左）妊娠28週
右）妊娠31週，呼吸苦症状出現時
　　心拡大と右胸水貯留，すりガラス陰影の増強を認める。

図５　児の血糖値推移（１日の最高血糖値の推移）
日齢６に空腹時高血糖を認め，インスリン療法が開始された。
日齢19にSU薬での血糖管理へ変更した。



328 Vol.67 No.2和田　郁美・上垣　崇・竹中　泰子・木内　誠・高橋　弘幸

を行い，ABCC8遺伝子に母や兄と同じmissense変異を
認め，ABCC8遺伝子変異による新生児糖尿病と診断し
た。月齢８でSU薬を離脱し，その後も血糖値は安定し
て経過している。

考　　　案

　ABCC8遺伝子はインスリン分泌に重要な役割を担う
膵β細胞のATP感受性KATPチャネルのサブユニットの
１つであるsulfonylurea receptor（SUR）１をコードす
る遺伝子である。膵β細胞では，血糖値が上昇すると細
胞内に取り込まれたグルコースがATPを産生し，ATP/
ADP比が上昇することでATP感受性KATPチャネルが閉
鎖する。チャネルの閉鎖により細胞膜の脱分極が生じ，
カルシウムイオンが細胞内に流入することでインスリン
が分泌される。ABCC8遺伝子の変異では，チャネルの
閉鎖障害が引き起こされ，β細胞のインスリン分泌抑制
により糖尿病を発症する１），３）。
　SU薬はSUR1に直接結合し，細胞内のグルコース代謝
ステップを介さずにATP感受性KATPチャネルが閉鎖す
ることによってインスリン分泌を促進する１）。ABCC8
遺伝子変異による糖尿病患者のうち，約90%がインスリ
ンからSU薬へ切り替え可能であり６），インスリンを離
脱できれば，血糖値の変動が軽減できる１）。
　本症例は病識が低く，妊娠以前の血糖コントロールが
不良であった。第２子妊娠時は入院管理後，インスリン
による厳格な血糖コントロールを試みたものの，頻回に
低血糖発作や高血糖を認め，血糖コントロールに難渋し
た。これはABCC8遺伝子変異による糖尿病に特有な問
題であったと考えられる。したがって血糖コントロール
困難な糖尿病合併妊娠においては１型，２型以外に本症
例のような遺伝子変異による糖尿病の可能性も考慮し管
理する必要がある。
　また，本症例では第１子妊娠前にはABCC8遺伝子に
よる糖尿病と診断されておらず，13歳から２型糖尿病と
して長期にインスリン治療を受けていたため，第２子妊
娠時にはすでに糖尿病性腎症３期に進行していた。糖尿
病性腎症合併妊娠では妊娠高血圧腎症，早産，胎児先天
異常，子宮内胎児発育不全などの周産期合併症の頻度が
高くなる５）。さらに糖尿病腎症３期以上もしくは腎機能
低下症例においては妊娠後の腎機能増悪により透析に至
る症例も多い４），５）。若年発症のケースでは疾病への理
解も乏しく，糖尿病罹患期間が長期となるため，継続し
た管理によって糖尿病合併症の進行を予防することが極
めて重要である。特に初回妊娠時に妊娠高血圧腎症，早
産，低出生体重児を合併した妊婦は長期的には末期腎不
全や死亡のリスクが高いとされており７），本症例でも今
後，厳重な糖尿病の管理が重要である。
　本症例の出生児はともにABCC8遺伝子変異による新

生児一過性糖尿病であったため，思春期以降に２型糖尿
病を再発する可能性がある。SU剤での治療が有効であ
ることや次世代へ遺伝することの可能性を念頭におき，
長期にわたる管理が必要である。

結　　　語

　ABCC8遺伝子変異による糖尿病合併妊娠の１例を経
験した。
　ABCC8遺伝子変異による糖尿病は稀な疾患である
が，本症例のように重大な周産期合併症や新生児糖尿病
を生じる可能性があり，より厳重な管理が必要となる。
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当院における良性疾患に対する腹腔鏡下子宮全摘術時の経腟的検体回収法
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Transvaginal extraction
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低侵襲手術である腹腔鏡下子宮全摘術（以下TLH）における体外搬出経路は，経腟，経トロッカー，小切開の３つであ
る。小切開は安全性が担保されるのであれば侵襲と整容性を考慮し避けたい手技である。当院では良性疾患に対するTLH
時に，創追加切開を避けるため全例で経腟回収を行っている。当院の経腟回収法について手順を述べ，必要不可欠なcoring 
techniqueについて説明する。（手順）（１）検体を腟管に誘導。検体が大きく腟管に誘導できない時は，腹腔内で長柄メスを
用いて検体を細切・変形させた後に誘導。（２）視野確保のため側板を０時方向，腸ベラを５時方向に腟から腹腔内まで挿入
し，膀胱，腟壁及び直腸を保護。（３）経腟的に検体を明石式双鈎鉗子で把持・牽引し，患者左側で側板と腸ベラの間で，安
全性を確保し長身の剪刀を用いて切断し回収。この際に必要なのがcoring techniqueである。coring techniqueとは，検体を牽
引・回転させながら剪刀で螺旋状に押し切ることで，最終的に細長く線状にするものである。2017年９月～12月までの良性
疾患に対するTLH100例において，摘出検体重量，回収時間の中央値は370g（60-4400），2.0分（0.1-132）。全例で経腟回収時
の合併症は認めなかった。腟は有用な回収経路であり，工夫により大きさの制限が少なくなり，様々な検体の回収も可能で
ある。

There are 3 routes for extracting specimens in laparoscopic hysterectomy: transvaginally, with a trocar, or 
with an additional scar. For particularly huge specimens, it can be difficult to choose among these routes. 
At our hospital, we extract specimens transvaginally to avoid additional incisions. This paper describes our 
adjustments and technique for transvaginal extraction, and explains the “coring technique.”
To secure the field of view, a retractor and spatula are placed into the vagina up into the peritoneal cavity 
in the 0 o’clock and 5 o’clock directions, respectively, to protect the bladder and rectum. The specimen is 
guided into the vaginal canal, and grasped and pulled transvaginally using forceps. The specimen is resected 
and extracted only in the space between the retractor and spatula by using surgical scissors. The “coring 
technique” involves placing the specimen split in a spiral manner while pulling and rotating it to make it into 
a thin, long linear shape.
Between September and December 2017, 100 patients underwent laparoscopic hysterectomy for benign 
disease. The mean specimen weight was 370 g, and the mean extraction time was 2.0 min.
The vagina is a useful extraction route. With some adjustments, even very large specimens can be extracted 
transvaginally.

キーワード：腹腔鏡下子宮全摘術，経腟回収
Key words：total laparoscopic hysterectomy, transvaginal extraction

緒　　　言

　 低 侵 襲 手 術 で あ る 腹 腔 鏡 下 子 宮 全 摘 術（T o t a l 
Laparoscopic Hysterectomy, 以下TLH）における検体
の体外搬出経路は３つある。経腟，経トロッカー，小切
開による回収である。低侵襲手術であることを考慮する
と，小切開は避けたい手技であり，特に巨大な検体に対
しどの経路を用いるかは難しい選択となる。小切開だけ

でなく，近年では電動モルセレーターを用い回収袋内で
検体のモルセレーションを行う手技も広まってきてい
る１）。当院では年間約800例の良性疾患に対するTLHを
行っており，特別な道具が不要でコストがかからず，
創の追加切開を避けることができる低侵襲な経腟回収
を全例で行っている。これを基に，当院のTLH時の経
腟回収方法について手順及び工夫，そして我々がcoring 
techniqueと呼んでいる回収のテクニックについて説明
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する。また，2017年９月から12月までに当院で行った
良性疾患に対するTLH100例の手術成績について報告す
る。

対象と方法

　2017年９月から12月までに当院で行った良性疾患に
対するTLH100例を対象とした。これは全て同一術者に
よって施行された。本稿では回収時間は，後述の側板，
腸ベラでの術野確保開始時点から完全に検体を体外へ搬
出するまでと定義した。
　まず，当院でのTLH時の経腟回収の手順を以下に示
す。

１）検体の腟管への誘導
　全周性に腟管切開し子宮切離した後，第１助手が子宮
頸部を鉗子で把持し腟管へ誘導する。検体が大きく誘導
できない場合には，下腹部正中の５mmポートの創部か
ら長柄メスを直接挿入し，腹腔内で検体に割を入れ変形
させた後に誘導する（図１）。変性子宮筋腫や卵巣腫瘍
を合併した症例では腹腔内で大型の回収バッグに入れ，

その縁取りの糸を腟管へ誘導する。

２）経腟操作のための術野確保
　術者は経腟操作へ移行する。側板，腸ベラを用いる
（図２）。側板を０時方向に，直角に折り曲げた腸ベラ
を５時方向に腟から腹腔内まで挿入し，膀胱，直腸及び
腟を圧定，保護する。側板は第１助手，腸ベラは第２助
手が片手で把持する（図２）。

３）検体の細切，回収
　この過程で必要となるのがcoring techniqueである
が，これについては後述する。検体の把持，牽引には
ミュゾー双鈎鉗子及び明石式双鈎鉗子，細切にはロング
剪刀クーパー（TAKASAGO®）を用いる（図３）。基
本的な操作は，検体を持続的に牽引，回転させながら，
切断もしくは押し切りを繰り返し細切することである。
前述の術野確保後，まず第１助手が誘導している子宮頸
部を把持，牽引する。小さい子宮であれば，この操作の
みで回収できる。細切は検体左側より細切を開始する。
必ず患者左側の側板と腸ベラで保護された間のみで行う

図１　長柄メスと腹腔内での検体の変形
（Ａ）長柄メス
（Ｂ）長柄メスを用いて腹腔内で検体を変形させる

（Ａ） （Ｂ）

図２　経腟操作のための術野確保
（Ａ）上：側板　下：腸ベラ
（Ｂ）側板を０時方向に，腸ベラを５時方向に腟から腹腔内まで挿入する

（Ａ） （Ｂ）
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（図４）。また，骨盤内臓器損傷を防ぐため，基本では
あるが検体を継続的に牽引し可視範囲内のみで操作を行
うことが重要である。途中で検体が分離してしまうこと
もしばしばあり，検体を把持し直す必要がある。その際
に骨盤内へ検体が上昇していることがあり，他臓器を
誤って把持しないように側板，腸ベラで再度術野を確保
することが大事である。最終的に検体を細長い線状の状
態にして回収することが理想である（図４）。

４）coring technique
　我々が呼ぶcoring techniqueとは，検体を牽引・回転
させながら螺旋状に押し切ることで，最終的に検体を細
長く線状にするものである。イメージ図を示す（図５）。

結　　　果

　患者年齢の中央値は47歳（33-77），全手術時間の中央
値は65分（40-355），摘出検体重量の中央値は370g（60-
4400），回収時間の中央値は2.0分（0.1-132）であった（表
１）。全例で経腟回収中の合併症は認めず，術後経過は
良好であった。

考　　　察

　近年婦人科領域において腹腔鏡下手術が広く行われる
ようになってきている。低侵襲手術であるため，大きな
術創を作るのは回避したいのは言うまでもない。そのた
め巨大な子宮に対する腹腔鏡下子宮全摘術では低侵襲
性，安全性を担保しながら手術時間の延長にもつながる
検体の回収をどのように行うか苦慮することが多い。当
院では2017年までに良性疾患に対し7346例のTLHを施
行しているが，前述の手順，方法に従い経腟回収を定型
化している。定型化することで様々な症例に対応するこ
とができる。巨大な子宮だけではなく，経腟分娩歴のな
い腟が非常に狭い症例でも経腟回収は困難となる印象が
あるが，前述の長柄メスを使用し腹腔内で変形させ，通
常より細い側板，腸ベラを用いることで経腟回収は可能
である。
　最近では電動モルセレーターを用い回収袋内で検体の
モルセレーションを行う手技（In-bag morcellation）を
施行している施設も多くなってきた。コスト面において
は特別な道具の必要のない経腟回収にメリットがある

図３　術野確保に使用する器械
（Ａ）上：通常のクーパー剪刀　下：ロング剪刀クーパー（TAKASAGO®）
（Ｂ）明石式双鈎鉗子

（Ａ） （Ｂ）

図４　細切と回収
（Ａ）細切は患者左側の側板と腸ベラで保護された間（矢印）のみで行う
（Ｂ）最終的に検体を細長い線状の状態にして回収する

（Ａ） （Ｂ）
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と思われる。また，Rimbach et al.の報告１）では49例の
TLHの子宮回収にIn-bag morcellationを用いており，摘
出検体重量の中央値は195g（18-1110）で，回収時間（袋
を体内に入れて出すまで）の中央値は19.5分（８-82）
であった。それぞれの手技の習熟度の問題はあるが，こ
の値からはIn-bag morcellationと比して経腟回収でより
大きい検体を短い時間で回収できるのではないかと考え
られた。
　回収袋を使用しない場合，検体の細切による組織飛散
が気になるところである。当院ではTLHを行うほぼ全
例で術前に骨盤MRI検査を行い，変性子宮筋腫や卵巣腫
瘍を合併した症例では腹腔内で大型の回収袋に入れ経腟
回収している。我々のcoring techniqueは腟管内で牽引
しながらの細切であり，腹腔内に破片が入りにくい方法
で回収している。大きさが大きく長柄のメスで腹腔内細
切を行うが，これもメスで切開するだけであり，電動モ
ルセレーターに比べ破片の飛散はほぼ見られない。ま
た，全症例で手術終了時に骨盤内を生理食塩水で洗浄
し，腹腔内をくまなく観察し遺残した検体破片を回収し
ている。このように予防を行っているが，回収袋を使用
しない場合には，やはり組織片を腹腔内に飛散させてし
まう可能性があると思われる。組織飛散のひとつに術後
の異所性子宮筋腫があるが，回収袋を使用せずモルセ
レーションを行った腹腔鏡下子宮筋腫核出術では0.12～
0.95％に発生すると言われている２）。Lee KC et al.の報

告３）では腟式子宮全摘術後に異所性子宮筋腫が発生し
ており，類似の経腟回収方法をとるTLHでも組織飛散
がおこることは十分に考えられる。一方で経腟回収を行
うTLH後に異所性子宮筋腫が発生したという報告は石
塚らの報告４）のみである。しかし，異所性子宮筋腫は
直腸や膀胱にできた場合には排便障害，頻尿などの症状
をおこすことがあるが，無症候性であることが多いとさ
れている５）。そのため，まだ発見されていないだけの患
者が多数いる可能性があり，自験例も含めて今後の検討
が必要である。
　手術において安全性の担保は非常に重要なポイントで
ある。今回の検討症例では経腟回収時の合併症は認めな
かったが，過去に２例確認できた。１例は広汎な膀胱損
傷で，術中に腹腔鏡下に修復した。もう１例は尿管損傷
が術後２日目に判明し，腹腔鏡下に尿管膀胱新吻合を
行った。いずれも検体を把持する段階での臓器誤認，可
視範囲外での剪刀操作によっておこったと考えられた。
経腟回収は術野が狭くなるため，検体を把持する時の側
板，腸ベラによる術野確保，検体の継続的な牽引及び可
視範囲内のみで細切を行うことが重要である。

結　　　語

　当院のTLHにおける経腟的検体回収法について報告
した。腟は有用な回収経路であり，工夫により大きさの
制限が少なくなり，様々な検体の回収も可能だと考え

図５　coring technique
（Ａ）検体を牽引，回転させながら切開を入れる
（Ｂ）繰り返すことで検体が螺旋状に切れる
（Ｃ）螺旋状に切れることで，検体が線状になる
　　　縦矢印：牽引　横矢印：回転　斜矢印：切開

表１　手術成績（ｎ＝100）
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る。今後も合併症に注意しながらデータを蓄積していき
たい。
　今回の報告に関して開示すべき利益相反状態はありま
せん。
　本論文の要旨は第71回中国四国産科婦人科学会におい
て発表した。
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母児間輸血症候群により重症胎児貧血となった２例

梅木　崇寛・佐々木　晃・田中　教文・坂下　知久

JA 尾道総合病院　産婦人科

Two cases of severe fetal anemia due to fetomaternal transfusion syndrome

Takahiro Umeki・Akira Sasaki・Norihumi Tanaka・Tomohisa Sakashita

Department of Obstetrics & Gynecology, JA Onomichi General Hospital

母児間輸血症候群（fetomaternal transfusion syndrome: FMT）は胎盤のバリア機構が破綻することで，胎児血が胎盤を介し
て母体血へ移行し，胎児貧血をきたす疾患で，胎児水腫や胎児死亡の原因となる。
生後の予後が異なる重症貧血のFMT症例を２例経験したので検討する。
症例１は30歳，３妊１産。妊娠33週，胎動減少を自覚した２日後に前医受診，胎児徐脈のため母体搬送された。搬送時の
胎児心拍は90－100 bpm，その後80－90 bpmへ低下し，non-reassuring fetal status（NRFS）の診断で超緊急帝王切開術を
行った。児は女児，2,218 g，Apgar score ０/０点，臍帯動脈血pH 6.881，Hb 1.5 g/dLであった。母体血HbF 1.98%，AFP 
27,636 ng/mLでFMTと診断した。赤血球製剤輸血を行い生後30分で児の心拍は再開した。高頻度振動換気を施行し，日齢52
で気管切開を行い，以降は人工呼吸器管理を継続し，生後９か月で退院となった。
症例２は32歳，２妊０産。妊娠29週に胎動減少を自覚，翌日前医を受診し，NRFSのため母体搬送となった。搬送時に高度遷
延一過性徐脈を認め，NRFSの診断で超緊急帝王切開術を施行した。児は男児，1,323 g，Apgar score１/３点，臍帯動脈血
pH 6.869，Hb 1.6 g/dLであった。母体血HbF 1.36%，AFP 30,227 ng/mLでFMTと診断した。出生後はFMTによる循環血漿
量減少性ショック，心不全，新生児遷延性肺高血圧症に対して治療を行い，日齢10で抜管，呼吸状態も安定したため日齢84
で退院した。
２例とも児はFMTによる重症貧血であった。推定失血量が症例１では102 mL（46.2 mL/児体重kg）と症例２の50 mL
（37.4 mL/児体重kg）に比し多かった。
pH，Hbは同程度であったが，推定失血量が多い症例１がより重症であり，推定失血量は重症度の推定に有用な可能性があ
る。また，２例とも急性の出血であったと思われ，そのような場合胎動減少から児娩出までの時間が予後に影響している可
能性があり，胎動カウント等を用いて，リスクを軽減できるよう啓発する必要がある。

Fetomaternal transfusion syndrome (FMT) is a disorder in which fetal blood is transferred to maternal blood 
through the placenta, resulting in fetal anemia, or fetal edema and death in severe cases.
We report on 2 cases of FMT with severe anemia with different prognosis.
Case 1: An ultra-emergency cesarean section was performed 2 days after decreased fetal movement was 
detected at 33 weeks’ gestation. The Apgar score was 0/0 and the hemoglobin level was 1.5 g/dL. FMT 
was diagnosed after delivery, and the estimated blood loss was 102 mL. After red blood cell transfusion, the 
heartbeat of the infant restarted. Ventilator management was needed.
Case 2: An ultra-emergency cesarean section was performed the day after decreased fetal movement was 
detected at 29 weeks’ gestation. The Apgar score was 1/3 and the hemoglobin level was 1.6 g/dL. FMT 
was diagnosed after delivery, and the estimated blood loss was 50 mL. The infant was withdrawn from the 
ventilator at age 10 days, with improved respiratory condition.
Both infants had severe anemia due to FMT. The estimated blood loss correlated with prognosis. Moreover, 
both cases seemed to have acute onset. The time from decrease of fetal movement to delivery may be crucial.

キーワード：母児間輸血症候群，胎児貧血，推定出血量，胎動減少
Key words：fetomaternal hemorrhage（FMH）, fetal anemia

緒　　　言

　母児間輸血症候群（fetomaterna l t rans fus i on 
syndrome: FMT）は，胎児血が経胎盤的に母体循環に
流入する病態であり，その詳細な原因，メカニズムはい
まだ不明である。胎児血の母体循環への流入は全ての

妊娠において生じていると考えられているが１）通常は
その出血量は２ mL以下であり問題にはならない２）。一
方，FMTでは何らかの原因で胎盤のバリア機構が破綻
し，胎児血が多量に母体循環に流入することで，重症例
では胎児貧血をきたし，胎児水腫や胎児死亡の原因とな
る。
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　胎動減少を主訴に前医を受診し，胎児心拍数異常のた
め緊急母体搬送となり，緊急帝王切開を施行した２例を
経験した。２例ともFMTによる児の重症貧血と診断し
たが，児の予後に差が生じており，この２症例の予後に
関する因子およびなし得る対策について考察した。

症　例　１

　30歳，３妊１産。人工流産歴が１回あり，その他既往
歴に特記事項はなかった。妊娠33週までの妊娠経過に異
常はなかったが，妊娠33週３日に胎動減少を自覚し，妊
娠33週５日に前医受診した。胎児心拍数モニタリングが
行われたが，９分間の測定で脱落拍が多く解読が困難で
あった。経腹超音波検査で，胎児心拍数90－100 bpmで
あり，non-reassuring fetal status（NRFS）の診断で当
院へ母体搬送された。搬送時の経腹超音波検査で胎児心
拍は80－90 bpmであり，NRFSの診断で超緊急帝王切開
術を行った。
　児は2,218 g，女児，Apgar score 0/0，臍帯動脈血
pH6.881，ヘモグロビン（Hb） 1.5 g/dLであった。母体
血ヘモグロビンF（HbF） 1.98%，α-フェトプロテイン
（AFP） 27,636 ng/mLでFMTと診断した。児の推定失

血量は，（（母体Ht/胎児Ht）×%胎児赤血球×母体循環
血液量）の式３-６）を用いて102 mLであった（表）。
　出生時は蒼白で胎動も心拍もなく，直ちに人工呼吸，
胸骨圧迫による蘇生を行ったが，心拍は出現しなかっ
た。アドレナリンを投与したが無効で，臍カテーテルを
挿入し，赤血球濃厚液の輸血を行ったところ，生後30分
で児の心拍は再開した。日齢16での頭部MRIで側脳室体
部近傍の深部白質から後頭葉白質にT2強調画像で広範
な低信号域と脳室拡大を認め，重度の低酸素性虚血性脳
症の診断であった（図１）。自発呼吸を認めず，日齢52
で気管切開し，以降人工呼吸管理を継続している。生後
９か月で退院となった。

症　例　２

　32歳，２妊０産。人工流産歴が１回あり，その他既往
歴に特記事項はなかった。妊娠29週までの妊娠経過に異
常はなかったが，妊娠29週６日に胎動減少を自覚し，翌
朝に前医を受診した。胎児心拍数モニタリングを施行
し，50分間の測定中にsinusoidal patternを４回（計27分
間）認め，またその他に軽度変動一過性徐脈３回と遷延
性一過性徐脈を１回認めた（図２）。再検時でも，基線

図１　症例１の児の頭部MRI　　A，B：T2スター強調画像
側脳室体部近傍の深部白質から後頭葉白質にT2スター強調像で
低信号域が広がっており，脳室は拡大している。

表　症例の比較
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細変動の消失と軽度遷延一過性徐脈を１回認めたため，
NRFSの診断で当院に母体搬送となった。到着時の胎児
心拍数陣痛図（CTG）で高度遷延一過性徐脈を認め，
NRFSの診断で超緊急帝王切開術を行った。
　児は1,323 g，男児，Apgar score 1/3，臍帯動脈血
は虚脱のため検査を施行できず，足底採血を行い，
pH6.869，Hb 1.6 g/dLであった。母体血HbF 1.36%，
AFP 30,227 ng/mLでFMTと診断し，児の失血量は
50 mLと推定された（表）。
　児は高度な貧血のため，赤血球濃厚液の輸血を行っ
た。その後，循環血漿量減少性ショック，心不全，新生
児遷延性肺高血圧症に対して加療し，日齢10で抜管し
た。日齢68での頭部MRIのT2強調画像では，右後頭葉
に出血を認め，側脳室周囲の白質には左優位両側でT1
低信号，T2高信号の領域が認められ，脳室周囲白質軟
化症の診断であった（図３）が，呼吸状態も安定したた
め日齢84で退院した。生後８か月の時点で神経学的後遺

症は認めていない。

考　　　察

　FMTは胎盤のバリア機構が破綻することで，胎児血
が胎盤を介して母体血へ移行し，胎児貧血をきたす疾患
である。FMTの80%以上は原因が特定されておらず，
因果関係が認められるものとして臍帯穿刺，絨毛採取，
人工妊娠中絶既往，異所性妊娠既往，流産既往，常位胎
盤早期剥離，腹部外傷，外回転術，胎盤腫瘍などの報告
がある７）が，症例１と２のいずれも人工妊娠中絶歴以
外にはリスク因子を認めなかった。
　FMTの診断は，①胎児貧血を生じる他の原因疾患
が存在せず，②母体血中に胎児血液成分が認められる
ことにより診断され，胎児血液成分の証明には母体血
HbF，AFPを測定する。今回の症例ではいずれも母体
血HbF，AFPの上昇を認め，出生後にFMTと診断した。
　高度なFMTで最も多い症状は胎動の減少８-９）であ

図２　症例２の前医でのCTG
50分間の測定でsinusoidal patternを４回（計27分間）認め，軽度変動一過性徐脈３回と軽度遷延性一過性徐脈を１回認
めた。

図３　症例２の児の頭部MRI　　　A：T2スター強調画像　　B，C：T1強調画像　　D：T2強調画像
T2スター強調像では右後頭葉に低信号域が認められ，出血が示唆された。
側脳室周囲の白質には左優位両側でT1低信号，T2高信号の領域が認められ，脳室周囲白質軟化症が疑われた。
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り，CTG所見としては基線細変動消失，遅発一過性徐
脈などのnon-reassuring fetal status（NRFS）を示す
所見が非特異的に認められ，57%の頻度でsinusoidal 
patternが認められた10）との報告がある。本症例では，
ともに胎動減少を主訴に前医を受診しており，そこで胎
児心拍数モニタリングが行われ，どちらもNRFSで当院
に搬送された。また胎児貧血では，超音波検査で胎児水
腫や中大脳動脈収縮期最高血流速度（middle cerebral 
artery-peak systolic velocity: MCA-PSV）の上昇11）が認
められることが知られている。自験例では，ともに胎児
水腫は認めなかった。またMCA-PSVについては超緊急
帝王切開を要したため，超音波計測ができなかった。高
度な貧血を認めるが胎児水腫を認めない症例では急性の
FMTが疑われ，児の予後予測や出生後の管理を行う上
でも参考になると考えられる。
　FMTの予後の予測に関しては様々な報告があり，出
生直後の新生児Hb値が4.0 g/dL未満は新生児死亡や神
経学的予後不良な因子であるという報告12）がある。本
症例では新生児Hb値は，症例１と２でそれぞれ1.5 g/
dL，1.6 g/dLであり，ともに予後不良と考えられた。
また，児の予後に影響を与えうる因子として母体への
出血量があり，Rubod et al.13）は20 mL/kg以上の出血
があると26.1%で死産，17.4%で早産での娩出が必要で
あり，34.8%でNICUへ入院し，21.7%で出生後に輸血が
必要であること，80 mL/kg以上の出血があると３分の
２で胎児死亡となったと報告している。また，150 mL
以上の出血で胎児死亡のリスクが高くなる14）との報告
もある。推定出血量は，胎児Htからの推定式を用いる
ことで算出することができ，本症例でも推定出血量を
算出した。２例とも児のpH，Hbは同程度だったにも
関わらず，推定出血量が多い症例１が症例２よりも重
症であり，推定出血量は重症度と相関している可能性
が示唆された。また，予後に関しては出血量だけでな
く，胎児血の母体への移行速度が関与している15）との
報告もある。急性の出血例では50 mL程度の出血でも
hypovolemic shockや死産となり16），胎児心拍数異常の
ため緊急帝王切開となることが多く，速やかな循環血液
量の回復のためには輸血を必要とし，出血速度が速い場
合には緊急帝王切開を施行しても予後不良の場合が多
い。慢性の出血例では出血の速度が緩徐で，胎児が貧血
に適応する時間的猶予があるため，総出血量が多くても
ショックをきたすことは少ないと言われており，児の
Hb値は低く鉄剤による治療を要するが，予後は比較的
良好である。本症例はどちらも，出生した児の循環血液
量不足のため輸血が必要だったこと，血中半減期が３～
５日であるAFPが症例１と２でいずれも異常高値を呈
していた点，そして出生した児の経過からも急性の出血
であったと思われる。また胎動減少の自覚から，症例１

では２日後，症例２では翌日に分娩となっており，症例
１の方が分娩までに時間を要し，それだけ出血量も増加
したと考えられ，急性の出血例においては娩出までの時
間が予後に大きく影響を与えた可能性がある。このよう
に出血量のみならず急性か慢性かもふまえて評価するこ
とがFMTの予後を予測する上で重要と思われる。もし
急性の出血であれば，時間経過と共に子宮内胎児死亡，
また新生児重症貧血や新生児死亡を引き起こすリスクも
高くなるため，最初の胎動減少から児娩出までの時間を
短縮することが，児の予後の改善につがなる可能性があ
る。発症の予知が困難であるため，胎動カウント法等を
用いた胎動回数の自己管理を指導しておくとFMTの予
後改善につながる可能性がある。
　今回我々は，胎動減少を主訴に受診したFMTの２症
例を経験した。出生時のpH，Hbは同程度であったが，
推定失血量が多い症例１がより重症であり，推定失血量
は重症度の推定に有用な可能性がある。また，２例とも
急性の出血であったと思われ，そのような場合胎動減少
から児娩出までの時間が予後に影響している可能性があ
り，胎動カウント等を用いて，リスクを軽減できるよう
啓発する必要がある。また，妊婦に対し胎動減少を自覚
した場合，速やかに医療機関を受診するように指示する
事が大事である。更にはFMTの有用な予測法の開発が
望まれる。
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後腹膜に発生した巨大Lipoleiomyomaの一例
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A case of a large lipoleiomyoma occurring in the peritoneum
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Lipoleiomyomaは稀な良性腫瘍であり，その多くは子宮体部発生であり後腹膜発生は稀である。今回我々は，術中に後腹膜
由来と判明したLipoleiomyomaの１例を経験したので文献的考察を交えて報告する。症例は58歳女性，１か月前より急速に
進行する腹部膨満感を主訴に前医を受診した。MRI検査にて，腹腔内を占める30cm超の巨大腫瘤を指摘された。卵巣癌が疑
われ，当院を紹介受診された。当院で画像を再読影し，画像所見から子宮筋腫変性が第一に疑われたが発生由来臓器は特定
できなかった。治療と診断目的にて開腹手術の方針となった。腫瘍は柔らかく後腹膜腔に存在しており，子宮との連続性は
認められなかった。腫瘍は内容液を含め10kgを超えていた。子宮と両側付属器は肉眼的に異常所見を認めなかったが，腫瘍
が子宮由来である可能性も考慮し，子宮全摘出術と両側付属器切除を施行した。術中出血は1250mlと多く，輸血を必要とし
た。術後病理検査ではLipoleiomyomaであり，術後経過は良好であった。Lipoleiomyomaは閉経前後の女性に多く認められ，
急速増大した症例報告も認められている。後腹膜発生の症例も報告されているが，画像診断のみでは発生由来の判別は困難
な場合もある。脂肪組織を含有する巨大な骨盤内腫瘍を認めた場合には当疾患も念頭において，十分な準備の後に手術を選
択する必要がある。

Lipoleiomyomas are rare benign tumors. In most cases, they are generated in the corpus uteri; however, 
they can be generated in the retroperitoneum in several cases. We encountered a case of a lipoleiomyoma 
generated in the retroperitoneum.
A 58-year-old postmenopausal woman visited the local clinic with abdominal distension. A huge abdominal 
tumor was found on magnetic resonance imaging (MRI). She was referred to our hospital on suspicion of 
ovarian cancer. We reviewed the MRI images and suspected the tumor to be a degeneration of a uterine 
myoma; however, the site of tumor generation was not specified. We performed surgical treatment. The tumor 
weighed >10 kg and existed in the retroperitoneal cavity. There was no continuation between the tumor and 
the corpus uteri. The pathological diagnosis was lipoleiomyoma, and the patient had a good postoperative 
course.
Lipoleiomyomas occur in perimenopausal women. In some cases, they rapidly increase in size, as in our case. 
When a huge tumor including adipose tissue is encountered, it is necessary to consider the possibility of a 
lipoleiomyoma.

キーワード：脂肪平滑筋腫，腹膜発生腫瘍，後腹膜，軟部腫瘤
Key words：lipoleiomyoma, retroperitoneum

緒　　　言

　女性の骨盤内巨大腫瘍には，良悪性を含んだ様々
な鑑別診断が存在する。Lipoleiomyomaは稀な良性腫
瘍であり，その多くが子宮から発生する。今回我々
は，発生部位を含め術前画像診断が困難であった巨大
Lipoleiomyomaの症例を経験したので，文献的考察を含
め報告する。

症　　　例

患者：58歳女性

主訴：腹部膨満感
妊娠出産歴：なし
月経歴：53歳閉経
既往歴：特記なし
現病歴：
　１か月前より急激に進行する腹部膨満感と尿閉症状を
認め近医を受診した。画像検査にて30cmを超える腹腔
内腫瘤を認め，卵巣由来が疑われたため当院紹介となっ
た。
入院時検査所見：表１　
経腟超音波検査：骨盤腔に巨大嚢胞あり。壁在結節は認
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めず。
腹部CT検査：腹部に30cm大の嚢胞と腫瘤性病変あり。
由来臓器は特定できず。
骨盤MRI検査：腹部に30cm大の嚢胞性腫瘤を認めた。
嚢胞辺縁部は線状に造影され，嚢胞周囲のT2強調像で
高信号を呈する充実部には血管走行を認め子宮筋層に類
似した構造を認めた（図１）。腫瘤左側はT2強調像で低
信号を呈し，chemical shift imagingにて微細脂肪組織を
疑う異常信号を認め，腫瘤内に脂肪組織を有すると考え
られた。腫瘤左尾側には正常子宮頸管を疑う輪状のT2
強調像低信号を認めた。子宮内腔は保たれており，子宮
右側より発生した腫瘤の可能性が指摘された。腫瘍の由

図１　骨盤MRI
30cm大の嚢胞性腫瘤を認め，左側にT2強調像で低信号の腫瘤を認めた。両腫瘤を取り
囲む脈管は同一の脈管に収束しており，一つの腫瘤の異なるcomponentであると考えら
れた。嚢胞辺縁部は線状に造影され，嚢胞周囲のT2強調像で高信号を呈する充実部には
血管走行（矢印）を認め子宮筋層に類似した構造を認めた。

表１　術前血液検査
低アルブミン血症，貧血を認めた。LD，腫瘍マーカーの有意な上
昇は認めなかった。

図２　骨盤MRI
腫瘤左側はT2強調像で低信号を呈し，chemical shift imagingにて微細脂肪組
織を疑う異常信号を認めた（黄矢印）。腫瘤左尾側には正常子宮頸管を疑う輪
状のT2強調像低信号（赤矢印）を認めた。脂肪成分を認め複数のcomponent
を有し，子宮筋層様の血管が貫通する構造を有することから子宮筋腫変性が
疑われた。
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来臓器は明らかではなかったが，脂肪成分を認め複数の
componentを有し，子宮筋層様の血管が貫通する構造を
有することから子宮筋腫変性が疑われた（図２）。また
脂肪成分を有し複雑なcomponentを有する卵巣腫瘍とし
て未熟奇形腫が鑑別に挙げられた。
PET-CT検査：嚢胞の隔壁にFDG集積がSUVmax4と軽
度認められたが，積極的に悪性を疑う集積は認めなかっ
た（図３）。
　上記の画像所見より子宮由来の腫瘍が最も疑われた。
急速に増大してきている腫瘍であり悪性の可能性も十分
考えられ，診断治療目的に開腹子宮全摘術および両側付
属器切除の方針となった。卵巣由来であれば術中迅速病
理検査を追加しリンパ節郭清も行う予定であった。骨盤
内全体を占拠する腫瘍であり発生部位も不明なため，術
中の尿管損傷の危険性を考慮し尿管ステントを術直前に
留置した。Dダイマー高値であり術前に血栓スクリーニ
ング施行したが陰性であった。
手術所見：恥骨上より季肋部まで正中縦切開を加える

も，腫瘍の全体像を把握することが困難であった。一部
腫瘍を切開して内容液を除去した。内容液は褐色漿液
性，4.4kg吸引された。視認できるところより後腹膜を
剥離し，膜様構造を展開すると腫瘍を挙上できた。腫
瘍は右後腹膜発生であり，子宮との連続は認めなかった
（図４）。腫瘍を後腹膜より剥離切除し，その後子宮全
摘，両側付属器切除を行った。術中出血量は1250mlと
多くなったため，麻酔科に依頼しRBC２単位，FFP６単
位，血小板10単位，５%アルブミン製剤500mlの輸血に
て止血を得た。
摘出標本：腫瘍内容液は4.4kg，腫瘍6.6kgであり，大き
さは長径で46cm大であった。腫瘍表面は平滑で，光沢
のある膜状組織で被われていた。割面は弾性，唐草模様
であり，一部脂肪組織と思わしき黄色部分を認めた（図
５）。
病理所見：充実性腫瘍に出血や嚢胞状の壊死を認めた。
組織的には紡錘形核と好酸性胞体を有する腫瘍細胞が束
状に増殖しており，繊維化も見られた。部分的には粘液
様基質や成熟した脂肪組織を含有しており，異形細胞や
核分裂像の増加は認めなかった（図６）。病理組織学的
診断として，Lipoleiomyomaの診断となった。
術後経過：術翌日より経口摂取可能，腟断端より液体漏
出を認めたが，低アルブミン血症による腹水の影響と判
断し経過観察となった。術後17日目に退院，その後低ア
ルブミン血症と液体漏出は外来通院中に改善した。追加
治療は無しの方針となり，当院での外来通院は終了し
た。

考　　　察

　Lipoleiomyomaは成熟脂肪細胞と平滑細胞を含む稀な
良性腫瘍であり，子宮良性腫瘍の0.03-0.2%に認められ
ると報告されている１）。閉経前後の女性に多く認めら
れ，糖尿病，高脂血症，肥満などの合併を認めやすく，
脂質代謝異常が発生・増殖に寄与しているとされてい
る。予後が不良である平滑筋肉腫とは異なり，良性で

図3　PET-CT検査
充実部にFDG集積がSUVmax4と軽度認められたが，積極的
に悪性を疑う集積は認めなかった。

図４　術中所見
腫瘍は右後腹膜発生であり，子宮との連続は認めなかった。
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あるLipoleiomyomaは無症候性では治療は不要であり，
臨床的には平滑筋腫と同等に扱う。ただしSmookler et 
al.の報告２）では高倍率で10視野に１個以上の有糸分裂
像を認めるか，腫瘍径が7.5cm以上ある場合に悪性の可
能性があるとしている。また，巨大腫瘤として認められ
る場合もあり生命予後よりも圧迫所見による臨床症状が
問題になり手術の方針となる場合が多い。発生部位は子
宮体部が９割を占めており，後腹膜発生は約１%と極め
て稀である。Lipoleiomyomaの典型的な画像所見として
はMRIで脂肪を反映しT1強調像で高信号，T2強調像で
高信号，脂肪抑制像で信号低下を認める。CTでは明瞭
な脂肪濃度を含むこともある。
　骨盤内の脂肪を含有する巨大腫瘍は脂肪肉腫，成熟奇
形腫の悪性転化などの悪性腫瘍や，脂肪腫，成熟奇形
腫，腸間膜腫瘍などの良性腫瘍の鑑別が挙げられる３）。

特に後腹膜発生のLipoleiomyomaは脂肪肉腫と間違えら
れることが多く，これは後腹膜発生の脂肪を含有する巨
大軟部腫瘍の大部分を脂肪肉腫が占めているためであ
る４，５）。
　Lipoleiomyomaでは本症例のように閉経後に急速増大
した症例報告も認められている６）。
　骨盤内で増大する脂肪を含有する腫瘍を認めた場合に
は，悪性腫瘍を念頭におくことは重要であるが，本疾患
も鑑別に挙げる必要がある。本症例で急速増大した原因
としては，病理学的所見では核分裂像の増加は認めずホ
ルモン産生性腫瘍も認めなかったことから，脂肪平滑筋
腫が液状変性したことにより腫瘍が嚢胞状となり，巨大
成長したのではないかと思われる。液状変性巨大子宮筋
腫と巨大卵巣腫瘤との鑑別に苦慮した症例も報告されて
おり７），今回も鑑別に難渋した一因となった。

図５　摘出標本
腫瘍内容液は4.4kg，腫瘍6.6kgであり，大きさは長径で46cm大であった。腫瘍表面は平滑で，光沢の
ある膜状組織で被われていた。割面は弾性，唐草模様であり，一部脂肪組織と思わしき黄色部分を認め
た。

図６　病理標本（HE染色×100）
充実性腫瘍に出血や嚢胞状の壊死を認めた。組織的には紡錘形核と好酸性胞体を有する腫瘍細胞が束状に増
殖しており，繊維化も見られた。部分的には粘液様基質や成熟した脂肪組織を含有しており，異形細胞や核
分裂像の増加は認めなかった。Lipoleiomyomaの診断となった。
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　後腹膜発生のLipoleiomyomaの報告は非常に少なく，
本邦では渡邉ら８）が報告しているが，本症例と同じく
術前の発生臓器の診断はついていなかった。後腹膜発生
の平滑筋腫の報告は数十例と少なく，Lipoleiomyomaは
本邦では一例と非常に稀ではあるが報告はある。今回の
症例では，発生部位を含め診断に苦慮した症例であっ
た。MRIの画像で子宮腫瘍が最も疑われていたが，子宮
内腔は保たれて観察された。腫瘤が骨盤内を占拠し多臓
器を圧迫していた上，腫瘤と子宮の境界が不明瞭であっ
た。このような症例は術中に後腹膜に発育している腫瘍
と判明する場合があるという認識を持つ必要があると思
われる。後腹膜由来の腫瘍は手術時に周囲の血管損傷や
尿管損傷などのリスクを伴う。今回の手術でも腫瘍は骨
盤内を占有しており，開腹時にはオリエンテーション
がつかない状態であった。実際に出血が１L以上認めら
れ，術前に低アルブミン血漿症となっていたこともあり
輸血が必要となった。また，本症例では卵巣腫瘍なども
念頭におき留置していた尿管ステントがなければ尿管損
傷のリスクは高かったと思われる。骨盤内巨大腫瘍は術
前画像検査では診断が困難な場合も多いが，あらゆる発
生部位を念頭に置いて，術前尿管ステント挿入や輸血確
保などの適切な準備が必要と思われる。

結　　　語

　Lipoleiomyomaは稀な良性疾患であり，閉経後女性に
おいて増大する場合がある。後腹膜から発生する症例も
報告されており，鑑別診断に苦慮することも少なくな
い。
　脂肪組織を含有する巨大な骨盤内腫瘍を認めた場合に
は当疾患も念頭において，十分な準備の後に手術を選択
する必要がある。
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胎盤ポリープ経過観察中に自然妊娠し癒着胎盤となった１例

杉井　裕和・河原　義文・岡　真由子・佐藤麻夕子

津山中央病院　産婦人科

A case of natural pregnancy and placenta accreta during placental polyp monitoring

Hirokazu Sugii・Yoshifumi Kawahara・Mayuko Oka・Mayuko Sato

Department of Obstetrics and Gynecology, Tsuyama Chuo Hospital

胎盤ポリープとは遺残した妊娠組織が血管浸潤，フィブリン沈着によりポリープ状に増大したものであり，産褥期出血の原
因にもなる疾患である。今回我々は胎盤ポリープの経過観察中に自然妊娠し経腟分娩となったが分娩後癒着胎盤による大量
出血で子宮摘出となった１例を経験したので報告する。
症例は25歳，２妊１産。第１子を経腟分娩後に悪露持続あり。産後８週目に経腟超音波検査で子宮腔内に33×19mm大の境界
明瞭な高輝度腫瘤像，また子宮鏡検査でポリープ状の腫瘤を認め，胎盤ポリープと診断した。性器出血は減少傾向，ポリー
プの大きさも縮小傾向であったため，外来で経過観察の方針としていたところ，第２子を自然妊娠した。第１子の分娩から
第２子の妊娠までは約５か月であった。妊娠経過に特に問題なく妊娠39週５日に自然頭位分娩したが娩出した胎盤に欠損部
位を認めた。性器出血が持続し，出血性ショック，産科DICとなった。輸血療法を行ったが，子宮からの出血は制御不可能で
あり救命の為，子宮腟上部切断術を施行した。摘出標本では子宮内腔に発育する64×30mm大の腫瘤を認めた。病理学的にこ
の腫瘤は胎盤組織であり，一部で絨毛成分が子宮筋層に接している部分を認め癒着胎盤に相当する所見であった。
妊孕性温存を希望する胎盤ポリープの症例では待機療法も検討されるが，予め子宮内腔を観察し次回妊娠時の評価をするこ
と，また胎盤ポリープの既往が次回妊娠時において癒着胎盤のリスクと認識することが必要であると考えられた。

Placental polyps can cause postpartum hemorrhage. We report a case of placenta accreta during placental 
polyp monitoring.
A 25-year-old woman (gravida 2, para 1) had persistence of lochia after her first vaginal delivery. Eight weeks 
after the first delivery, we diagnosed a placental polyp. We observed the shrinkage of the polyp. During the 
follow-up observation in the outpatient clinic, she became pregnant. The timing was estimated to be about 5 
months after the first delivery. She had a successful delivery at 39 weeks and 5 days of gestation. A defective 
part in the placenta was found after the second delivery. Her genital bleeding continued, and obstetric 
disseminated intravascular coagulation occurred. During uncontrolled blood transfusion, hysterectomy was 
performed. A 64×30 mm tumor was found in the uterine cavity in the excised specimen. The tumor was 
pathologically proven to be placenta accreta.
When fertility preservation is desired, watchful waiting is considered in the case of placental polyps. However, 
it is necessary to examine the uterine lumen and evaluate the results in consideration of the next possible 
pregnancy. Physicians should be prepared to explain in advance the high risk of placenta accreta to the 
patients.

キーワード：胎盤ポリープ，癒着胎盤，自然経過
Key words：placental polyp, placenta accreta, natural history 

緒　　　言

　胎盤ポリープは分娩後や流産後に遺残した妊娠組織に
血管浸潤やフィブリン沈着を伴い変性，器質化しポリー
プ状に増大したものである。産褥期出血の原因の一つと
なる疾患であり，超音波カラードプラー法で豊富な血流
を有し不均一な高輝度腫瘤像を示す。出血が少量であれ
ば子宮収縮薬投与のみで経過観察可能であるが，出血が
多量の場合には子宮全摘術，子宮動脈塞栓術，子宮鏡手
術，MTX療法などが考慮される。今回，我々は胎盤ポ

リープの経過観察中に自然妊娠し経腟分娩したが，分娩
後癒着胎盤による大量出血で子宮摘出となった１例を経
験したので報告する。

症　　　例

【患者】25歳，２妊１産
【既往歴】特記事項なし
【現病歴】第１子を当院で経腟分娩。産後１か月検診時
に悪露持続の訴えがあり，経腟超音波検査で子宮内腔に
52×13mmの境界明瞭な高輝度エコー像が指摘された。
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産後６週目には腫瘤は44×23mm大，産後８週目には
33×19mm大になった。同時に子宮鏡検査を施行したと
ころ子宮後壁から子宮頸管に向かって発育するポリープ
を認め，この時点で胎盤ポリープと診断した（図１）。
悪露も減少傾向，腫瘤も縮小傾向であったため，このま
ま外来で経過観察の方針とした。しかし，患者判断で通
院が中断となっていた。
【妊娠・児娩出までの経過】第１子分娩後，約５か月経
過時点で自然妊娠した。妊娠初期より他院にて妊婦健診
を施行されていたが，分娩目的に妊娠33週で当院紹介と
なった。当院での経腹超音波では胎盤は後壁付着で胎盤
実質や付着部位に特記すべき所見は指摘できなかった。
妊娠39週５日に自然陣痛発来し，分娩時間２時間で経腟
分娩となった（男児，3022g，Apgar Score ８/９点）。
【児娩出後の経過】児娩出後，通常通りオキシトシンの
投与，子宮底輪状マッサージ，臍帯牽引を行ったところ

10分後に530gの胎盤が娩出したが，確認したところ５×
５cm大の胎盤実質の欠損部位があった。産後出血が持
続しており，この時点では遺残胎盤による弛緩出血を
疑った。経腹超音波ガイド下に胎盤鉗子を用いて遺残胎
盤と思われる組織を娩出した（図２）。分娩時と処置時
の出血量は合計で2990mlであった。Hb5.2g/dlと低下あ
り（分娩前10.4g/dl），RBC輸血とオキシトシン持続点滴
を行った。一旦出血は落ち着きバイタルも安定したが，
分娩後８時間経過時に再度出血があり集中治療室に転棟
し，RBC，FFP，PLT輸血を行った。凝固系が改善した
ところ再度止血が得られたが，分娩後16時間経過時点に
も強出血ありHR170/分，収縮期血圧50mmHg，Shock 
Index>3となり，母体救命の為，子宮摘出の方針とし
た。この時点で分娩時からの出血は約10000mlであっ
た。全身麻酔下に手術開始。腹腔内に液体貯留なし，子
宮は小児頭大に腫大，両側附属器腫大なし。早急に止血

図１　産後８週目での子宮鏡所見
子宮後壁から子宮頸管に向かって発育するポリープを認める。

図３　摘出子宮標本の正面像

図２　娩出した胎盤と胎盤欠損部位，遺残胎盤と思われた組織
胎盤には５×５cm大の欠損部位を認める。

図４　摘出子宮標本の側面像
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を得る為に子宮腟上部切断術を施行した。手術時間１時
間40分，術中出血量560mlであった。摘出した子宮標本
を切り開いてみると子宮後壁から内腔に向けて発育する
３cm程度の茎をもつポリープ状の腫瘤（64×30mm）を
認めた（図３，図４）。この腫瘤は胎盤欠損部位と一致
しており，産後出血の原因と考えられた。病理学的には
腫瘤は胎盤組織であり，絨毛成分はフィブリン沈着，脱
落膜様の間質を伴い子宮壁と接していた。一部では絨毛
成分が子宮筋層と接している部分を認め，癒着胎盤に相
当する所見であった（図５）。患者は術後翌日に抜管，
術後経過は良好で術後８日目に退院となった。

考　　　察

　産科婦人科用語集・用語解説集では胎盤ポリープは「残
留胎盤片から発生した子宮腔内のポリープで，凝血など
が加わって次第に増大する。産後数週から数か月後に
出血を起こす。」と定義されている１）。鑑別疾患として
は，胎盤遺残，癒着胎盤，粘膜下筋腫，子宮内膜ポリー
プ，絨毛性腫瘍などが挙げられる。
　本邦においては胎盤遺残と胎盤ポリープは区別されて
いる。胎盤遺残は分娩直後に発症して血流が乏しく血
中hCGが高値になることが多い。その一方，胎盤ポリー
プは産後数週経過してから発症し，画像検査では強い
造影効果を有するが血中hCGは低値であることが多い。
しかし，欧米では胎盤ポリープと胎盤遺残は“retained 
placenta”として一括して扱われている概念である。
Williams Obstetricsにおいては「通常遺残した胎盤片
（retained placenta）はフィブリンの沈着を伴った壊死
をきたし，最終的にはいわゆる胎盤ポリープ（placental 
polyp）といわれる状態を形成する。胎盤ポリープの痂
皮が剥離すると激しい出血が起こりうる。」とされてい
る２）。

　胎盤ポリープの診断は経腟超音波検査，MRI検査で診
断されることが多い。Bモードエコーでは子宮内腔に突
出する不均一な高エコー腫瘤として描出され，カラード
プラでは腫瘤内部に強い血流信号が認められる。近年こ
の血流信号の強度が，経過観察と外科的治療の選択にお
いて有用であるという報告があり３），今後さらなる症例
の蓄積が望まれる。MRI検査ではT1強調で低信号，T2
強調で高信号を示す腫瘤像として描出され，造影MRIで
は強い造影効果を持ち，基底部には血流が速いため欠損
を示す無信号域（flow void）を認めることが多い４）。
　治療法は，挙児希望がない症例では子宮全摘出術が確
実な方法である。妊孕性温存が必要な症例では子宮鏡下
経頸管的切除術（transcervical resection: TCR）や子宮
動脈塞栓術（uterine artery embolization: UAE）が報
告されている。またTCRとUAEを組み合わせることが
より出血が少なく安全な治療に繋がるという報告もあ
る５）。薬物療法としてメトトレキサート（MTX）投与
も報告されているが，絨毛性腫瘍と異なり，前述のよう
に血中hCG活性の低い胎盤ポリープの患者にMTXを投
与する有用性については一定の見解を得ない。
　胎盤ポリープのリスク因子の一つに生殖補助医療
（ART）が挙げられる。Baba et al.はARTの既往は胎
盤ポリープの発生率を20%高めたと報告している６）。本
邦でもART既往のある患者は増加傾向であり，今後よ
り注意が必要である。
　近年，胎盤ポリープに対して経過観察のみを行いポ
リープの血流が消失，自然消退した症例が多く報告さ
れている７）８）。これはTCRが粘膜下筋腫，子宮内膜ポ
リープといった子宮腔内病変に対して低侵襲であり積極
的に行われてきた一方，TCR術後の妊娠例に癒着胎盤
や前置胎盤といった胎盤異常が合併症として報告されて
いる９）背景があると思われる。TCRでは手術操作時に
正常子宮内膜の損傷や手術瘢痕部での脱落膜の発育障害
が起こる可能性がある。この部分に着床することで癒着
胎盤を合併しやすいと考えられている９）。
　南らは胎盤ポリープの経過観察中に７例中５例で妊娠
継続，あるいは生児が得られたと報告している10）。また
藤村らは経過観察での胎盤ポリープ消失までの時期は中
央値で163日と報告している11）。
　本症例では妊孕性温存希望があったこと，性器出血は
減少傾向でポリープも縮小傾向であったことから経過観
察を選択した。しかし，経過観察中に第１子分娩後約５
か月で第２子を自然妊娠した。藤村らの報告から推測す
ると，胎盤ポリープが消失もしくは消失しかけている時
点で妊娠成立し，胎盤ポリープ発育部位の上に被さる形
で胎盤付着，発育したことから第２子分娩時に癒着胎盤
を引き起こしたものと思われた。
　胎盤ポリープ症例での挙児希望例では，予め子宮鏡に

図５　摘出子宮標本組織像　HE染色（×40倍）
絨毛成分はフィブリン沈着，脱落膜様の間質を伴い子宮壁と接す
る。絨毛成分が子宮筋層と接している部分を認め，癒着胎盤に相当
する。
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て子宮内腔を観察し，切除部の治癒を確認後に妊娠を許
可する必要がある。また経過観察を選択した症例でも患
者に次回妊娠時のリスクを十分説明し，ポリープの消失
が確認できるまでは避妊についても指導する必要があっ
た。本症例では避妊については指導できていなかったこ
とが反省点である。

文　　　献

１） 日本産科婦人科学会編：産科婦人科用語集・用語解
説集　改訂第３版，2013：262.

２） Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Spong 
CY, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, Sheffield 
JS.: Williams Obstetrics, 24th ed. McGraw-Hill 
Education 2014: 670-671.

３） Mori M, Iwase A, Osuka S, Kondo M, Nakamura 
T, Nakahara T, Goto M, Kikkawa F.: Choosing the 
optimal therapeutic strategy for placental polyps 
using power Doppler color scoring: Transarterial 
embolization followed by hysteroscopic resection 
or expectant management? Taiwanese Journal of 
Obstetrics and Gynecology 2016, 55: 534-538.

４） 亀田隆，宮本愛子：胎盤ポリープの画像診断．産婦
人科治療，1998，76：607-611.

５） Sorano S, Fukami T, Goto M, Imaoka S, Ando 
M, To Y, Nakamura S, Yamamoto H, Eguchi F, 
Tsujioka H.: Choosing the uterine preservation 
surgery for placental polyp determined by blood 
flow evaluation: A retrospective cohort study 
Annals of Medicine and Surgery 2017, 23: 13-16.

６） Baba T, Endo T, Ikeda K, Shimizu A, Morishita 
M, Kuno Y, Honnma H, Kiya T, Ishioka S, Saito 
T.: Assisted reproductive technique increases the 
risk of placental polyp Gynecological Endocrinology 
2013, 29: 611-614.

７） 奥田靖彦，小笠原英理子，笠井真祐子，平田修司：
胎盤遺残，胎盤ポリープ．産科と婦人科，2012，
79：1102-1108.

８） 漆川敬治，山田正代，岡田真澄，横山裕司，鎌田正
晴，斎藤誠一郎，大頭敏文：経過観察を行った臨床
的胎盤ポリープの６例．現代産婦人科，2012，61：
85-90.

９） 佐藤健二，浅井哲，末盛友浩，加藤直子，岩田卓，
白石悟：子宮鏡下子宮内膜ポリープ切除術（TCR）
後妊娠における癒着胎盤の１例．日産婦内視鏡学会
雑誌，2005，21：347-349.

10） 南晋，脇川晃子，上野晃子，國見祐輔，永井立平，
山本寄人，小松淳子，林和俊：待機療法を行った胎
盤ポリープ２症例の検討．現代産婦人科，2016，

65：75-79.
11） 藤村大志，三輪照未，三輪一知郎，中島博予，大谷

恵子，讃井裕美，佐世正勝，中村康彦，上田一之：
経過観察が可能であった胎盤ポリープ症例の検討．
現代産婦人科，2017，66：335-338.

【連絡先】
杉井　裕和
津山中央病院産婦人科
〒 708-0841　岡山県津山市川崎 1756
電話：0868-21-8111　FAX：0868-21-8201
E-mail：me19037@s.okayama-u.ac.jp



現代産婦人科　Vol.67 No.2， 2018 年，pp.351-356

転移性卵巣癌についての検討
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Clinical analysis of metastatic ovarian tumors from nongynecologic organs

Yorito Yamamoto・Naruhiko Takahashi・Chiaki Katata・Satomi Morita・Akiko Wakikawa
Akiko Ueno・Humie Kawase・Ryuhei Nagai・Junko Komatsu・Susumu Minami・Kazutoshi Hayashi

Department of Obstetrics and Gynecology, Kochi Health Sciences Center

転移性卵巣癌は，胃癌原発が多いとされていたが，大腸癌の増加に伴い，大腸癌原発も認められるようになってきている。
2005年９月から2018年８月の間に，当科で手術を行い，病理組織学的に原発が子宮・卵管・腹膜以外の転移性卵巣癌と診断
された24例を対象とし，臨床的特徴について後方視的に検討した。平均年齢は58.5歳（27‒84歳）で，原発巣は，胃癌７例，
大腸癌11例，虫垂癌２例，乳癌３例，原発不明癌１例であった。転移性卵巣癌の発見契機は，卵巣腫瘍の精査中に原発巣が
発見されたものが７例，原発巣癌治療後の経過観察中に卵巣腫大を認めたものが９例，原発巣癌の化学療法中に卵巣腫大を
認めたものが８例であった。術前の腫瘍マーカー値がカットオフ値を超えた頻度はCA125（≧35U/ml）では，全例：60.0%，
胃癌：40.0%，大腸癌：66.7%，CA19-9（≧37U/ml）では，全例：39.1%，胃癌：57.1%，大腸癌：30.0%，CEA（≧5.0U/ml）
では，全例：47.8%，胃癌：14.3%，大腸癌：70.0%であった。画像所見として両側卵巣腫大を認めた例は，全例：12例（50.0%），
胃癌：１例（14.3%），大腸癌：７例（63.6%）であった。画像検査で片側性卵巣腫大を呈していた12例中９例に両側付属器切
除術が行われ，病理組織学的に両側転移であった例は，全例：５例（55.6%），胃癌：３例（60.0%），大腸癌：１例（33.3%）
であった。画像所見で充実性腫瘍の形態を呈した例は，全例：13例（54.2%），胃癌：６例（85.7%），大腸癌：２例（18.2%）
であり，嚢胞＋充実性腫瘍の形態を呈した例は，全例：11例（45.8%），胃癌：１例（14.3%），大腸癌：９例（81.8%）であった。
原発巣は大腸癌が約半数を占めていた。多くの胃癌は充実性腫瘍，大腸癌は嚢胞＋充実性腫瘍の形態を呈していた。

In this retrospective study, 24 women with metastatic ovarian tumors from nongynecologic organs, which 
were surgically treated at our center between September 1, 2005, and August 31, 2018, were included. The 
average age was 58.5 years (range, 27‒84 years). The primary malignancy was stomach cancer in 7 patients, 
colon cancer in 11 patients, appendix cancer in 2 patients, breast cancer in 3 patients, and occult cancer in 
1 patient. Concerning the discovery of metastatic ovarian tumors, the primary malignancies were found 
during probing of ovarian tumors in 7 patients; ovarian tumors were found during the follow-up after primary 
cancer treatment in 9 patients; and ovarian tumors were found during primary cancer chemotherapy in 
8 patients. The frequencies by which the tumor marker level exceeded the cutoff value were as follows: 
CA125 ‒ stomach cancer 40.0%, colon cancer 66.7%; CA19-9 ‒ stomach cancer 57.1%, colon cancer 30.0%; and 
carcinoembryonic antigen ‒ stomach cancer 14.3%, colon cancer 70.0%. About half of the metastatic ovarian 
tumors arose from colon cancer. Most of the ovarian tumors from stomach cancer were solid tumors, whereas 
those from colon cancer were solid-cystic tumors.

キーワード：転移性卵巣癌，胃癌，大腸癌
Key words：metastatic ovarian tumor, stomach cancer, colon cancer

緒　　　言

　転移性卵巣癌の頻度は，日本産科婦人科学会・卵巣
腫瘍委員会報告によると1971年１月～12月の期間での
境界悪性・悪性卵巣腫瘍1336例中213例（15.94％）が転
移性卵巣癌であったと報告されている１）。本邦において
は，これ以降，大規模な転移性卵巣癌の報告がなされて
いないのが現況である。転移性卵巣癌の原発巣は，胃，
大腸，直腸，乳房，胆嚢，すい臓などがあるが，胃癌

原発が多いとされていた２-６）。近年，大腸癌の増加に伴
い，大腸癌原発例も多く認められるようになってきてい
る６）。
　今回，当科で経験した転移性卵巣癌の原発巣，臨床的
特徴について検討した。

対象と方法

　2005年９月から2018年８月の間に，当科で手術を行
い，病理組織学的に原発が子宮・卵管・腹膜以外の転移
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性卵巣癌と診断された24例を対象とし，臨床的特徴につ
いて後方視的に検討した。

成　　　績

　当院における，子宮・卵管・腹膜以外の転移性卵巣癌
の頻度は7.6％であった。平均年齢は58.5歳（27‒84歳）。
原発巣は，胃癌：７例，大腸癌：11例，虫垂癌：２例，
乳癌：３例，原発不明癌：１例であった（表１）。転移
性卵巣癌の発見契機は，A群：卵巣腫瘍の精査中に原
発巣が発見されたものが７例，B群：原発巣癌初回治
療後の経過観察中に卵巣腫大を認めたものが９例，C
群：原発巣癌の化学療法中に卵巣腫大を認めたものが
８例であった（表２）。術前の腫瘍マーカー値がカット
オフ値を超えた頻度は，CA125（≧35U/ml）では，全
例：60.0%，胃癌：40.0%，大腸癌：66.7%であった（図
１）。CA19-9（≧37U/ml）では，全例：39.1%，胃癌：
57.1%，大腸癌：30.0%であり（図２），CEA（≧5.0U/
ml）では，全例：47.8%，胃癌：14.3%，大腸癌：70.0%
であった（図３）。

　術前の画像検査で両側に卵巣腫大を認めた例は，全
例：12例（50.0%），胃癌：１例（14.3%），大腸癌：７例
（63.6%）であった。画像検査で片側性卵巣腫大を呈し
ていた12例中９例に両側付属器切除術が行われ，病理組
織学的に両側転移であった例は，全例：５例（55.6%），
胃癌：３例（60.0%），大腸癌：１例（33.3%）であった。
卵巣腫瘍所見で，充実性部分は全例に認め，多房性嚢胞
は，全例：11例（45.8%），胃癌：１例（14.3%），大腸癌：
９例（81.8%）に認めた。腹水は，全例：13例（54.2%），
胃癌：４例（57.1%），大腸癌：５例（45.5%）に認めた
（表３）。卵巣腫瘍の形態を充実性腫瘍と嚢胞＋充実性
腫瘍に分類する（図４）と，充実性腫瘍の形態を呈した
例は，全例：13例（54.2%），胃癌：６例（85.7%），大腸
癌：２例（18.2%）であり，嚢胞＋充実性腫瘍の形態を
呈した例は，全例：11例（45.8%），胃癌：１例（14.3%），
大腸癌：９例（81.8%）であった（表４）。
　当院では原則的には，両側付属器切除術を施行してお
り，21例で両側付属器切除術（そのうち７例で単純子宮
全摘術も施行）が施行されていた。３例で片側付属器切

表１　患者背景

表２　転移性卵巣癌の発見契機



2018年 353転移性卵巣癌についての検討

図１　術前のCA125値

図２　術前のCA19-9値

図３　術前のCEA値
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除術が施行されていた。１例はC群で腹部膨満症状緩和
のため紹介となった27歳の症例で妊孕性温存を強く希望
された症例，２例はB群で卵巣腫瘍の茎捻転のため緊急
手術となった症例と腹腔鏡下胆嚢摘出術時に卵巣腫瘍も
摘出した症例であった。子宮摘出症例７例中１例に子宮
への転移を認めたが，膀胱子宮窩腹膜に播種病巣を認め

ていた症例であった。
　卵巣転移切除後の生存期間は，全例では平均27.9か月
であった。A群では17.1か月，B群では43.2か月，C群で
は24.3か月であり３群間に有意差は認めなかった（図
５）。

表３　術前の画像所見

表４　卵巣腫瘍の画像所見

図４　MRI画像（T2強調画像　矢状断）
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考　　　察

　転移性卵巣癌の原発巣として胃癌の占める割合は欧米
では12.1～23.3%と報告されている７-９）が，以前，本邦
ではその割合は極めて高く69.6～90.5%10，11）とされ80%
台の報告が最も多くされていた。一方，大腸癌原発は
比較的まれで本邦では1.6～3.5%12）と報告されていた。
近年，大腸癌の増加に伴い，大腸癌原発例も多く認め
られるようになり報告例も増えている６）。国立研究開発
法人国立がん研究センターのがん登録・統計によると，
1996年より女性の大腸癌罹患率は胃癌罹患率を上回って
いる。大腸癌罹患率の増加のためか今回の検討では，
原発巣は，胃癌が７例（29.2%）に対して大腸癌は11例
（45.8%）で約半数を占めていた。転移性卵巣癌の発見
契機として，原発巣癌治療後の経過観察中に卵巣腫大を
認めたものが９例であった。原発巣癌治療後５年経過し
ていた症例もあり既往歴の聴取は診断の手助けとなる。
　転移性卵巣癌（特に印環細胞癌）は，旧来Krukenberg 
腫瘍という用語が汎用されてきたが，Krukenberg腫瘍
の画像所見の特徴として両側性の充実性腫瘍があげられ
る12，13）。術前の画像検査で両側に卵巣腫大を認めた症
例は12例で，片側性卵巣腫大を呈していた症例は12例で
あった。片側性卵巣腫大症例の12例中９例に両側付属器
切除術が行われ，病理組織学的に両側転移であった症例
は５例（55.6%）で認めており（表３），術式は両側付属
器切除術が望ましいと思われる。しかし，AYA世代な
どで妊孕性温存を強く希望される場合も考えられる。肉
眼的に異常所見を認めない場合でも卵巣に転移をしてい
る可能性が高いことを十分にインフォームドコンセント
をしておく必要がある。今回の検討で妊孕性温存を行っ
た症例は，幸いにも化学療法が有効であり寛解状態とな

り，卵巣転移切除後24か月経過したが再発・転移所見は
認めていない。長期生存を認める症例もあり，手術によ
り可能な限り局所コントロールを行い，化学療法を施行
することで生存期間の延長が期待できる可能性がある。
　術前の画像検査で充実性腫瘍の形態を呈した症例は13
例（54.2%）であり，嚢胞性部分と充実性部分が混在す
る嚢胞＋充実性腫瘍の形態を呈した症例は11例（45.8%）
であった。胃癌の６例（85.7%）は充実性腫瘍の形態を
呈し，大腸癌の９例（81.8%）は嚢胞＋充実性腫瘍の形
態を呈しており（表４），大腸癌罹患率の増加に伴い嚢
胞＋充実性腫瘍の形態を呈する転移性卵巣癌は増加する
と思われる。卵巣原発性粘液性腺癌も嚢胞＋充実性腫
瘍の形態を呈する場合が多い13，14）ため鑑別が問題とな
り，術前に上部・下部消化管検査を行うことは重要であ
る。また，乳癌の全３例は充実性腫瘍の形態を呈してお
り，充実性腫瘍を認めた場合は消化器癌だけでなく乳癌
も原発巣として念頭におく必要がある。
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第71回 中国四国産科婦人科学会理事会議事録
理 事 会：　2018年９月22日（土）　11：45-12：30
　　　　　　於：松山市総合コミュニティセンター　２階　第９会議室
出 席 者：　会　長　杉山　　隆（愛媛）
　　　　　　理　事　苛原　　稔（徳島）　京　　　哲（島根）　工藤　美樹（広島）
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　　　　　　（欠席者：江尻　孝平）

会長挨拶：
　杉山会長より，理事会開催の挨拶があった。
　第71回中国四国産科婦人科学会を開催させていただくこととなりました。２日間宜しくお願いいたします。
　今回のテーマとしましては，若手の先生にご参加いただきたいのがあります。そこで本日午後からですが，教
育講演を多く組んでいます。また本学会では初めて託児所を設けましたところ，７名の先生より申し込みがあり
ました。一般演題は116題が集まりました。ありがとうございました。
報告事項：
１） 杉山会長より指名を受け，鎌田幹事より平成29年度会員数および会費納入状況，平成30年度会費納入状況，

会誌発行状況について報告があった。
　　杉山会長：ほぼ全員が会費を払っているとなると，未納者は会費免除者と考えて宜しいでしょうか。
　　鎌田幹事：その通りです。
２） 杉山会長より，先程開催された学術委員会で今年度の学会賞（八木賞）につき審議され，鳥取大学の谷口

文紀先生の論文Analysis of pregnancy outcome and decline of anti-Mullerian hormone after laparoscopic 
cystectomy for ovarian endometriomas.（J Obstet Gynaecol Res, 2016, 42（11), 1534-1540）が採択されたと
の報告がなされた。

３） 杉山会長より，平成30年度臨床公募研究に岡山大学の光井　崇先生から「妊娠高血圧症候群の母体より出生
した児の６歳までの身体発育の調査」に関する応募があり，学術委員会での審議の上で採択されたことが報
告された。

　　 また採択の条件として，研究プロトコールについては，理事間のメールのやり取りにより今後詰めていくこ
とが報告された。

４） その他の報告事項として，杉山会長より，学会賞の八木賞は格調高い賞であり，今後も継続していくが，そ
れとは別に若手をencourageするような賞を創設してはという意見が学術委員会であった。新賞創設に関して
は今後も検討していくとの報告があった。

協議事項：
１）平成29年度決算書
　　 杉山会長より指名を受け，鎌田幹事より平成29年度会計の報告があった。
　　 機関誌収入の掲載料が956,204円であるが，第66号第２巻の発行が遅れたために，平成30年６月末時点での未

納金が523,120円ある。これらを合計すると1,479,324円となり，ほぼ例年通りの金額となる。　
　　 続いて，池谷東彦監事より監査報告があった。
　　そして平成29年度決算書は，全会一致で承認された。

　　下屋理事：繰越金が１年間で200万円減ったのですか。
　　 鎌田幹事：先述の通り，機関誌掲載料の未収分が約50万円あるので，実際には150万円減ったことになりま
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す。
　　 下屋理事：150万円だと６年間で繰越金の1,000万円が底をつく。その際に学術基金の4,000万円を切り崩して

いくのか，それとも会費を上げるのか，この会で考えていきたい。

２）平成30年度予算案
　　 鎌田幹事より報告があった。すでに各財務委員からの承認を頂いている旨が伝えられた。
　　 収入の部については，今年度の会費納入の義務のある会員数は1,249名で，会費納入率は例年99%以上である

こと，また若干名の過年度会費納入と併せて考え1,249人分で計算した。また機関誌収入について，刊行協力
費は例年厳しいため５万円減額して25万円を，掲載料は過去３年間の投稿件数および１編あたりの掲載料よ
り150万円を計上した。利息は昨年同様で策定した。

　　 支出の部については，機関誌刊行費の印刷費を過去３年間の状況より410万円のままで，発送費を30万円に増
額。また昨年の総会で決定した通り，Plus One産婦人科セミナー開催の予算として100万円を計上した以外
は，例年通りに策定したと説明がなされた。なお公費研究助成金の平成30年度予算が研究取り下げによりゼ
ロになった件につき，杉山会長より説明があった。

　　 杉山会長：平成29年度の臨床公募研究として高知大学の牛若先生から「再発子宮頸がんに対するベバシズマ
ブ」に関する応募があったが，それ以前に愛媛大学よりほぼ同様の研究をJGOGに申請していたことが判明
し，杉山より前田教授に報告の上，高知大学から取り下げの決定を頂いた。この経緯を理事全員にメールに
て報告の上，承認頂いた。ちなみに，愛媛大学からJGOGに申請したプロジェクトは，平成30年６月29日に開
催されたJGOG子宮頸がん委員会で不採用となった。その理由は，JCOG 1311のスタディ「進行（再発）子宮
頸がんに対するconventional TC療法vs. dose-dense TC（各群210例)，BEVを投与してよい前向き研究」にお
いて同様の検討が行えるためとのことであった。

　　 苛原理事：4,000万円持っていて，会費を上げるのはいかがか。会員の同意が得られないと思われる。学会が
プール金を持ちすぎるのもよくない。今後上手に使っていくようにしたほうがいい。

　　下屋理事：4,000万円からPlus Oneセミナーすなわち若手のために有意義に使っていくのが良いと思います。
　　 杉山会長：Plus Oneセミナーの予算をどうするか。今回開催してわかったが50万円でもできるかもしれな

い。今後どうしていくべきか考えていきたい。
　　そして予算案は，全会一致で承認された。

３）次期および次々期開催の件
　　 杉山会長から，順番に従って，来年の第72回は2019年９月21，22日に米子市の米子コンベンションセンター

で原田教授が開催されること。また第73回（2020年）は，岡山大学の増山教授にお願いしますとの報告が
あった。

４）役員交代について
　　 杉山会長から，各役員の交代については別紙の如く改選され，期間は2018年９月24日から2019年９月22日ま

でとするとの報告があった。
　　工藤理事より，名誉会員である田中敏晴先生のご逝去につき報告があった。

５）名誉会員推戴について
　　杉山会長から，本年度は「推薦無し」が伝えられた。

６）プロジェクトPlus One産婦人科セミナー収支報告について
　　工藤理事より収支報告が伝えられた。

　　 工藤理事：Plus OneセミナーはⅠとⅡをしました。ⅠがJ-CIMELSで，Ⅱが腹腔鏡セミナーです。足すと
1,459,527円。日産婦本部から50万円の補助があったため，残りの959,527円を中四から拠出していただきまし
た。
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　　 杉山会長：参加者からは参加費は取らなかったのでしょうか。本来ですと参加費を取らないのはハードルが
低くなってよいのですが，今回の学会ではダブルヘッダーで計４回J-CIMELSを開催して，16人×４回で計64
名が参加，さらに講師陣がいてお金が回らない状態でした。結局インストラクターコースは１人10,000円で，
ベーシックコースは１人15,000円で計88万円ほどいただいた。参加費を取ったらJ-CIMELSは20万円くらいの
出費で収まる。またインストラクターの方が中四で増えているので，中四の方にお願いすると交通費・宿泊
費等が少なくなり謝礼のみになる。そのような形にしたら50万円でもできそうかと思いました。

　　 下屋理事：本来Plus Oneセミナーは学生，初期研修医が対象。Plus One対象外の専門医以上や看護師からは
取ってよいと思うが，初期研修医や学生からは取らないほうがencourageされてよいのでは。

　　杉山会長：ご指摘の通りと思います。
　　京　理事：今回は学生，研修医の参加はあったのですか。
　　 杉山会長：看護師と専攻医（後期研修医）のみです。ホームページで募集すると学生や初期研修医は集まら

なかった。しかしこういう学会を機会に，愛媛県の看護師が多かったが，母体救命を幅広く全体として勉強
するきっかけとしてはよいのでは。

　　 増山理事：Plus Oneセミナーは会長の一存で内容を考えてよいのですね。ただ学生，研修医が参加しやすい
ようにするとお金がかかります。

　　 杉山会長：やはり一定のお金を予算として計上していただくとやりやすいです。興味がある学生に声掛けを
して何とか参加者を集めていく。

　　 藤岡幹事：ハンズオン腹腔鏡セミナーへの参加者は14名。学生が10名，初期研修医が４名でした。
　　 鎌田幹事：昨年の理事会で宿題となりました，過去４回のPlus Oneセミナーでいったいどれだけの参加者が

産婦人科医になっているのかを各大学の医局長で調査いたしましたのでご報告いたします。ハンズオンセミ
ナーについてまとめますと，参加者のべ137人中，産婦人科入局者数が90人（65.7％)，うち中四大学への入局
が79人（57.7％)。複数回参加を除外した参加者119人中，産婦人科入局者数が75人（63.0％)，うち中四大学
への入局が65人（54.6％)。このデータの解釈についてはいろいろあるかと存じますが，ご参考にしてくださ
い。

　　 京　理事：J-CIMELSは初期研修医や学生にも対応しているのでしょうか。どちらかというとより高度な内容
と思われます。

　　 工藤理事：本来Plus Oneセミナーは学生，初期研修医を対象としたもので，各大学の入局者を１人ずつ増
やしたら，全国で１年に80人の産婦人科医が増えるという内容のものです。医局長とかが，ある程度来そう
な，入局可能性のある人に声掛けしていくのが良いと思います。

　　 京　理事：J-CIMELSはどういう経緯で入ったのですか。
　　下屋理事：J-CIMELSはこの数年で急速に広まってきた。
　　 京　理事：Plus OneセミナーとJ-CIMELSを分けて２本立てにしてみては。Plus Oneセミナーは腹腔鏡とか

で，J-CIMELSは一般の医師や看護師が対象でお金を取って行う。若い人からはお金は取らない。
　　 下屋理事：初期研修医の入局予定者が来るのにはそれなりに意味があるのでは。周りに同じような人がいる

のを知って安心する。
　　 工藤理事：ハシイ先生はあまりお金のことを言わない人。シミュレータは各県のどこかに大体持っているの

でそれを使用しては。
　　原田理事：次の学会では，これらのことを参考に何をするか決めていきたいと思います。
　　 杉山会長：Plus Oneセミナーは今後も継続して，会長の裁量で内容を決定していくということでお願いしま

す。

杉山会長より閉会の辞あり，閉会。

以上
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第71回 中国四国産科婦人科学会理事会議事
１．会　長　挨　拶
２．報　告　事　項
　１）2017年度会員数および会費納入状況 

県 名 会員数 会費納入者数 会費納入額（円）

鳥　　　取 86 79 395,000 

島　　　根 93 93 465,000 

山　　　口 152 136 680,000 

広　　　島 320 274 1,370,000 

岡　　　山 288 242 1,206,000 ※

徳　　　島 136 121 605,000 

高　　　知 78 68 340,000 

愛　　　媛 151 133 665,000 

香　　　川 105 100 500,000 

計 1,409 1,246 6,226,000 

会員数（免除者を含む，2017．8．31現在）    　  会費納入者数　2018．6．30現在
※　学生会員１名：会費1,000円含む

　２）2018年度会費納入状況（2018．8．31現在）

県名 会員数 会費納入状況 会費免
除者数 県名 会員数 会費納入状況 会費免

除者数

鳥　取 86 390,000 7 徳　島 134 555,000 16

島　根 93 460,000 0 高　知 83 305,000 11

山　口 156 650,000 20 愛　媛 159 515,000 21

広　島 307 470,000 39 香　川 107 505,000 10

岡　山 285 1,005,000 37  計 1,410 4,855,000 161 

会員数（免除者を含む）

　３）会誌発行状況

2017年度
第66巻１号 １，７００部 207頁 原著35
第66巻Supplement １，７００部  76頁 演題93
第66巻２号 １，７００部 172頁 原著29

2018年度
第67巻１号 １，７００部 182頁 原著32
第67巻Supplement １，７００部 93頁  演題116



3612018年

３．協　議　事　項
　１）2017年度　中国四国産科婦人科学会決算書

　収　入　の　部
科　　　目 予　算　額 決　算　額 増　　　減 備　　　考

１．会　　　  費 6,260,000 6,226,000 △ 34,000
当年度会費 6,260,000 6,206,000 △ 54,000 @5,000×1,241名 @1,000×1名
過年度会費 0 20,000 20,000 @5,000×4名

２．機 関 誌 収 入 1,840,000 1,219,801 △ 620,199
刊行協力費 300,000 230,000 △ 70,000 広告費
掲　載　料 1,500,000 956,204 △ 543,796 投稿料・超過別冊代

文献許諾・包括利用使用料・ 
許諾抄録利用料 40,000 33,597 △ 6,403 メディカルオンライン・

医学中央雑誌
３．利　　　  息 20,000 6,904 △ 13,096

小　　　計 8,120,000 7,452,705 △ 667,295
４．前年度繰越金 11,509,751 11,509,751 0

収 入 合 計
＊＊

19,629,751 18,962,456 △ 667,295
　
　支　出　の　部

科　　　目 予　算　額 決　算　額 増　　　減 備　　　考
１．総 　会　 費 1,500,000 1,500,000 0 広島大学へ
２．機関誌刊行費 5,450,000 5,453,069 3,069

印　刷　費 4,100,000 4,025,808 △ 74,192
発　送　費 250,000 339,528 89,528
編集協力費 1,000,000 1,000,000 0
英文校正代 100,000 87,733 △ 12,267

３．委 員 会 費 100,000 100,000 0
４．学 会 賞 費 30,000 0 △ 30,000
５．名誉会員表彰 90,000 103,680 13,680 ４名分
６．管　 理 　費 1,200,000 1,109,679 △ 90,321

事務局人件費 1,000,000 1,000,000 0
通 信 事 務 費 100,000 33,340 △ 66,660
消 耗 品 費 100,000 76,339 △ 23,661 文具・コピー代等

７．ホームページ 150,000 86,400 △ 63,600 サーバレンタル料・ 
メンテナンス料

８．公募研究助成金 300,000 300,000 0 島根大学へ

９． Plus One産婦人科セミナー 1,500,000 959,527 △ 540,473 J-CIMELSおよび腹腔鏡 
セミナー開催費

小　　　計
＊

10,320,000 9,612,355 △ 707,645
予　備　費 9,309,751 △ 9,309,751

○

次 年 度 繰 越 金 9,350,101
支 出 合 計 19,629,751 18,962,456 △ 667,295

　　収入合計 支出合計 次年度繰越金
　　18,962,456 ＊＊－ 9,612,355＊ = 　9,350,101○

　　中国四国産科婦人科学会学術基金 40,000,000

　2017年度決算につき慎重に監査いたしましたところ，正確かつ妥当であることを認めます。
　　2018年８月    
 監事　江　尻　孝　平　　㊞
 　　　　池　谷　東　彦　　㊞
　中国四国産科婦人科学会
　　　会長　杉　山　　　隆　殿
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　２）2018年度　中国四国産科婦人科学会予算案
　収　入　の　部

科　　　目
2017年度
予　　算

2018年度
予　　算

増　　減 備　　考

１．会　　　  費 6,260,000 6,245,000 △ 15,000 @5,000×1,249名分
２．機 関 誌 収 入 1,840,000 1,790,000 △ 50,000

刊行協力費 300,000 250,000 △ 50,000 広告費
掲　載　料 1,500,000 1,500,000 0 投稿料・超過別冊代

文献許諾・包括利用使用料・ 
許諾抄録利用料 40,000 40,000 0 メディカルオンライン・

医学中央雑誌
３．利　　　  息 20,000 20,000 0

小　　　計 8,120,000 8,055,000 △ 65,000
４．前年度繰越金 11,509,751 9,350,101 △ 2,159,650

＊＊

収 入 合 計 19,629,751 17,405,101 △ 2,224,650

　支　出　の　部

科　　　目
2017年度
予　　算

2018年度
予　　算

増　　減 備　　考

１．総 　会　 費 1,500,000 1,500,000 0 愛媛大学へ
２．機関誌刊行費 5,450,000 5,500,000 50,000

印　刷　費 4,100,000 4,100,000 0
発　送　費 250,000 300,000 50,000
編集協力費 1,000,000 1,000,000 0
英文校正代 100,000 100,000 0

３．委 員 会 費 100,000 100,000 0
４．学 会 賞 費 30,000 30,000 0
５．名誉会員表彰 90,000 90,000 0 @30,000 × 3 名分
６．管　 理 　費 1,200,000 1,200,000 0

事務局人件費 1,000,000 1,000,000 0
通 信 事 務 費 100,000 100,000 0
消 耗 品 費 100,000 100,000 0 文具・コピー代

７．ホームページ 150,000 150,000 0
８．公募研究助成金 300,000 0 △ 300,000 公募無し
９．Plus One産婦人科セミナー 1,500,000 1,000,000 △ 500,000

＊

小　　　計 10,320,000 9,570,000 △ 750,000
○

予　備　費 9,309,751 7,835,101 △ 1,474,650
支 出 合 計 19,629,751 17,405,101 △ 2,224,650

　　収入合計 支出合計 （繰越金以外）
　　17,405,101＊＊－ 9,570,000＊ = 7,835,101○



3632018年

2018年度
第43回岡山産科婦人科学会
総会ならびに学術講演会

日時：2018年11月18日（日）
会場：岡山県医師会館　三木記念ホール

開会（10：30） 増　山　　　寿　会長

　第１群（10：35～11：25） 座長　岡山大学　中　村　圭一郎　先生

　１．消化管GISTが疑われた子宮癌肉腫の１例
 岡山赤十字病院　産婦人科
 〇樫野　千明・楠元　理恵・渋川　昇平・片山　典子・佐々木佳子
 　大村由紀子・林　　裕治

　２．多関節炎を併発した卵巣奇形腫の１例
 岡山市立市民病院　産婦人科
 〇徳毛　敬三・桐野　智江・根津　優子・新家　朱理・小橋　勇二
 　平松　祐司

　３．右卵巣甲状腺腫の術後に左卵巣に再発し大網播種も認めた一例
 倉敷中央病院　産婦人科
 〇 加藤　爽子・西川　貴史・赤松　巧将・荒武　淳一・黒田　亮介
 　西村　智樹・原　　理恵・安井みちる・田中　　優・障子　章大
 　黒岩　征洋・清川　　晶・福原　　健・中堀　　隆・本田　徹郎
 　長谷川雅明

　４．妊娠初期の黄体出血と考えられた１例
 岡山市立市民病院　産婦人科
 〇新家　朱理・小橋　勇二・根津　優子・桐野　智江・徳毛　敬三
 　平松　祐司

　５．奇胎後hCG存続症から絨毛癌Ⅲ期に至り治療に難渋している一症例
 川崎医科大学附属病院　産婦人科学
 〇松本　　良・齋藤　　渉・松本　桂子・鈴木聡一郎・羽間夕紀子
 　杉原　弥香・佐野　力哉・石田　　剛・村田　卓也・中井祐一郎
 　中村　隆文・塩田　　充・下屋浩一郎

昼食（11：30～12：20）
役員会（11：30～12：20）岡山県医師会館５階　501会議室

総会（12：25～12：40）

地 方 学 会 欄
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特別講演（12：40～13：40） 座長　岡山大学　増　山　　　寿　先生 
　　　　「子宮筋腫の取り扱い」

広島大学医学部産科婦人科学教室　工　藤　美　樹　教授
休憩（13：40～13：50）

　第２群（13：50～14：40） 座長　倉敷中央病院　長谷川　雅　明　先生

　６．帝王切開後に発症し治療に難渋したMycobacterium fortuitumによる創部感染症の一例
 倉敷中央病院　産婦人科
 〇西川　貴史・赤松　巧将・荒武　淳一・黒田　亮介・加藤　爽子
 　西村　智樹・原　　理恵・安井みちる・田中　　優・障子　章大
 　黒岩　征洋・清川　　晶・福原　　健・中堀　　隆・本田　徹郎
 　長谷川雅明

　７．卵管間質部妊娠の２例
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　産科・婦人科学教室１）

 保健学研究科２）

 〇長谷川　徹１）・鎌田　泰彦１）・光井　　崇１）・久保光太郎１）

 　酒本　あい１）・中塚　幹也２）・増山　　寿１）

　８．癒着胎盤が疑われ大量輸血と動脈塞栓術を行った１例
 岡山済生会総合病院　産婦人科
 〇秋定　　幸・角南　華子・関　　典子・小池　浩文・坂口　幸吉
 　江尻　孝平・平野由紀夫

　９．流産手術における手動真空吸引法（MVA）有用性の検討
 三宅医院１），三宅医院問屋町テラス２），三宅おおふくクリニック３）

 〇三宅　貴仁１），２），３）・柴田　真紀１）・高吉　理子１）・清川麻知子１）

 　小田　隆司１）・小國　信嗣２）・宮木　康成３）・橋本　　雅１）

 　高田　智价１）

　10．妊娠初期の無心体双胎の診断におけるDual Gate Doppler法の有用性
  岡山医療センター　産婦人科 
 〇大岡　尚実・沖本　直輝・福井　花央・吉田　瑞穂・塚原　紗耶
 　立石　洋子・政廣　聡子・熊澤　一真・多田　克彦

休憩（14：40～14：50）

　第３群（14：50～15：40） 座長　川崎医科大学総合医療センター 
 本　郷　淳　司　先生

　11．胎児体重推定値の数理生物学的計算式
 三宅おおふくクリニック１），岡山医療センター２）

 三宅医院問屋町テラス３），三宅医院４）

 〇宮木　康成１）・多田　克彦２）・小國　信嗣３）・高吉　理子４）

 　柴田　真紀４）・清川麻知子４）・小田　隆司４）・橋本　　雅４）

 　高田　智价４）・三宅　貴仁４）
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　12．人工知能によるクラスタ分類を用いた分娩時大量出血例における血液凝固障害の概念と産科DICスコアの弱み
 岡山医療センター１），三宅おおふくクリニック２）

 Medical Data Labo３），サン・クリニック４）

 国立病院機構成育医療ネットワーク共同研究グループ　産科研究班５）

 〇多田　克彦１），５）・宮木　康成２），３）・吉田　瑞穂１），５）

 　萬　　もえ４）・福井　花央１）・大岡　尚実１）・塚原　紗耶１）

 　沖本　直輝１）・政廣　聡子１）・立石　洋子１）・熊澤　一真１）

　13．災害時小児周産期リエゾンの取り組みと『平成30年７月豪雨』での活動について
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　産科・婦人科学教室
 〇早田　　桂・牧　　尉太・大平安希子・谷　　和祐・江口　武志
 　玉田　祥子・衛藤英理子・増山　　寿

　14．当院での腹腔鏡補助下腟式子宮全的術（LAVH）の工夫と過去５年の成績
 三宅医院グループ
 三宅おおふくクリニック　婦人科１），三宅医院　生殖医療センター２）

 三宅医院　産婦人科３），三宅医院問屋町テラス４）

 〇小田　隆司１），２）・宮木　康成１）・柴田　真紀２），３）・高吉　理子１），３）

 　清川麻知子２）・小國　信嗣４）・橋本　　雅１），３）・高田　智价３）

 　三宅　貴仁１），３）

　15．婦人科がんサバイバーにおける化学療法誘発性末梢神経障害のQOLに対する影響の検討
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　産科・婦人科学教室
 〇松岡　敬典・中村圭一郎・松原　侑子・依田　尚之・西條　昌之
 　西田　　傑・小川千加子・増山　　寿

休憩（15：40～15：50）

　第４群（15：50～16：30） 座長　岡山大学　鎌　田　泰　彦　先生

　16．帝王切開時の頸部側壁筋腫核出術の工夫
 岡山市立市民病院　産婦人科
 〇根津　優子・平松　祐司・桐野　智江・新家　朱理・徳毛　敬三
 　小橋　勇二

　17．当院におけるRobson ten group classificationによる帝王切開率の検討
 岡山愛育クリニック
 〇野口　聡一・菊井　敬子・中田　高公

　18．HIVキャリアー健康男性と陰性女性の間の顕微授精
 倉敷中央病院　産婦人科
 〇障子　章大・本田　徹郎・赤松　巧将・荒武　淳一・黒田　亮介
 　加藤　爽子・西川　貴史・西村　智樹・原　　理恵・安井みちる
 　田中　　優・黒岩　征洋・清川　　晶・福原　　健・中堀　　隆
 　長谷川雅明
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　19． 緊急事態の県内施設内・間の妊産婦情報の共有を効果的・効率的に行うシステムの構築（OKAYAMA-Picss）
と今後の展望

 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　産科・婦人科学教室１）

 岡山県医師会医事紛争委員会理事２）

 岡山県産婦人科医会会長３），岡山産科婦人科学会会長４）

 〇牧　　尉太１）・早田　　桂１）・大平安希子１）・谷　　和祐１）

 　玉田　祥子１）・江口　武志１）・光井　　崇１）・衛藤英理子１）

 　田淵　和久２）・山崎　善久３）・平松　祐司４）・増山　　寿１）

閉会（16：30） 増　山　　　寿　会長
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