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原稿募集のお願い
現代産婦人科第62巻第２号（平成26年２月発行予定）の原稿を募集しております。
応募者は，本号に掲載の投稿規程に従い御投稿下さい。多数の御投稿をお願い申し上げ
ます。
また，該当地方部会におかれましては，地方部会欄の原稿もよろしくお願い申し上げま
す。

締切日

平成25年12月25日（水）（必着）
※年末は郵便事情が悪化いたします。

出来ましたら12月20日頃迄には御投函下さい。

＜送付先＞
〒700−8558
岡山市北区鹿田町２丁目５番１号
岡山大学医学部産科婦人科学教室内
現代産婦人科編集委員会
TEL 086-235-7320（直通）
FAX 086-225-9570
e-mail：obgyn@cc.okayama-u.ac.jp

中国四国産科婦人科学会

中国四国産科婦人科学会々則
（会
第１条

則）

本会は中国四国産科婦人科学会と称す。

（内
第１条

機関誌の発行

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

１）機関誌「現代産婦人科」の発行は毎年２回行

れ，各県産科婦人科学会々員は本会々員となる。

う。（２月と7月）

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

２）編集は本会事務所において行う。

の親睦をはかることを目的とする。

3）刊行費は運営費によってまかなわれる。

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。

4）機関誌は各地方部会を通じて会員に配布され

１）学術集会の開催。

る。

２）機関誌の発行。

５）原著掲載料として組上り6頁を越える印刷代及

3）優秀論文の顕彰。

び30部を越える別刷代は著者の負担となる。

4）その他必要事業。
第５条

6）投稿規定は別に定める。

本会に次の役員を置く。
１）評議員

第２条

本会の運営

若干名

本会は運営の円滑化を計るため，理事会の諮問機関

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

として次の委員会を組織する。
⑴

若干名

委員会の種類
１）運営委員会

各県の地方部会長および大学医学科の産科婦人

委員会の設置改廃，日本産科婦人科学会，各県

科領域の教授を理事とする。

産科婦人科学会，産婦人科医会との連絡，その

3）会

長

１名

他本会の運営に必要な事項。

学術集会開催地の理事の中の１名がこれに当

２）学術委員会

る。
4）監

学術集会に関すること。特に学術集会に関する
事

２名

年次計画の作成，特別講演，シンポジウムの主

評議員会で選出され，会務を監査する。
５）幹

事

題の選択ならびに担当者の選定，学会賞（八木

２名

賞）候補の推薦，公募臨床研究の選定。

事務所に１名，開催地に１名とし会長がこれを

3）編集委員会

任命する。これら役員の任期は特に規定された

編集方針の検討立案その他機関誌発行に必要な

ものの他は，１ヵ年とする。但し，重任を妨げ

事項。

ない。

4）財務委員会

第6条 本会に名誉会員を置くことができる。
第7条
第8条

第9条
第10条

規）

本会の運営は評議員会の審議を経て理事会がこれに

本会の予算，決算に関する事項。
⑵

委員会の構成

当る。

委員会委員は原則として，評議員をあて理事会で

本会の運営に必要な経費は会員数に応じて各県産科

選考されるが必要により理事会の推薦するものを

婦人科学会の分担とする。但し，学術集会に必要な

加えることができる。委員長は理事の互選により

経費については，他に参加費を徴収するものとす

選出される。但し運営委員会は，会長を委員長と

る。

し，前期並びに次期会長を副委員長とする。委員

本会則の改定は評議員会の議を経て総会に報告する

会委員の任期は１ヵ年とし，重任を妨げない。各

ものとする。

委員会の定数は次の通りとする。

本会の事務所は当分の間

運営委員会

若干名

〒700-8558岡山市北区鹿田町2-5-1

学術委員会

若干名

岡山大学医学部産科婦人科学教室内に置く。

編集委員会

若干名

財務委員会

若干名

改定

昭和49. 10. 27

改定

昭和56. 10. 10

改定

平成21. 9. 27

委員会は年１回総会開催時に行われる。委員長は

改訂

平成22. 9. 19

必要により臨時委員会を招集しあるいは通信委員

※定数は理事会において検討
⑶

委員会の運営

会により，協議することができる。
第3条

科婦人科学会の発展に功労のあった会員がその

学会賞（八木賞）の選定

対象となる。

１）学会賞受賞の対象となる論文は過去２年間に本

3）日本産科婦人科学会名誉会員および功労会員は

学会機関誌「現代産婦人科」，The Journal of

合同地方部会名誉会員となる。

Obstetrics and Gynecology Research，あるい

4）名誉会員の会費は徴収しない。

はピアレビュー制度のある雑誌に印刷，公表さ

５）名誉会員には，名誉会員証を贈る。

れたもので，かつ論文内容が中国四国産科婦人

第５条

運営費は当分の間，会員１人当り年間5,000円とし

科学会で既に発表されたものとする。また，応

て各県産科婦人科学会毎にとりまとめ，毎年9月ま

募者は関連論文５編以内と履歴書を添付する。

でに本会事務所に納入する。本会の会計年度は7月

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

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。

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

改定

昭和49. 10. 27

題目は全評議員に公示されるものとする。

改定

昭和50. 10. 19

５）応募者は論文別冊の指定部数を本学会総会開催

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

7）学会賞受賞者には，次回の本学会学術講演会に

改定

平成8. 10. ５

おいて受賞論文の内容について講演する機会を

改定

平成10. 10. 17

与える。

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。

第4条

改定

平成15. 9. 19

中国四国産科婦人科学会名誉会員の選出

改定

平成18. 10. 8

１）本学会に対し特に功績のあった会員を名誉会員

改定

平成21. 9. 27

改訂

平成22. 9. 19

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評議員会に申請され，
評議員会がこれを審議決定する。長らく各県産

中 国 四 国 産 科 婦 人 科 学 会
役員及び委員会（平成25年9月23日〜平成26年9月14日）

会

長
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工
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幹

事

田

村

博

史（山口）

鎌

田

泰

彦（岡山）

委員長

杉

広（山口）

谷

夫（高知）

下

委員長

杉

広（山口）

那

波

明

宏（愛媛）

苛

原

稔（徳島）

工

杉

野

法

広（山口）

原

田

省（鳥取）

秦

深

谷

孝

夫（高知）

宮

﨑

委員長

平

司（岡山）

池

谷

東

彦（愛媛）

勝

部

泰

裕（広島）

江

尻

孝

平（岡山）

小

安

井

敏

之（徳島）

岩

部

富

夫（鳥取）

樋

口

和
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沼
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脇

弘

暉（高知）

宏（愛媛）

鎌

田

泰

彦（岡山）

委員会委員名
運営委員会
（副）深
学術委員会
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中 国 四 国 産 科 婦 人 科 学 会
評

議

員（平成25年9月23日〜平成26年9月14日）
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中
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和
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藤
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高
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彦
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光
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名
（鳥取）長

田
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尾

（岡山）工

藤

尚

堀

章
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会

員

前
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一
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関
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量

宏

原

昭

誉

学
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内

啓
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井

敬

三
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良

祐
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井

研

吉

博

佳

明

茂

学 術 論 文 投 稿 規 定
■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。
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。
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。
（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を使用のこと。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，㎝，㎜，g，㎎，μg，ℓ，mℓ，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
名全員と論文の表題を入れ次のように掲載する。
本邦の雑誌名は，日本医学雑誌略名表（日本医学図書館協会編）に，欧文誌はIndex Medicsによる。
7．症例について記載する時には，プライバシーの保護の観点から，必要最小限の情報のみ記載することと
する。（例えば，明確な日付けは記載せず，第3病日，3年後，7日前といった記載法とする。摘出標
本，病理組織、画像の中に含まれている個人を特定できる番号などは削除する｡）
8．図表は学会発表に用いたPower pointをそのまま使用せず，投稿に適した見やすい形に修正すること。ま
た，他雑誌からの図表を引用する場合は，投稿者の責任で使用許諾をとっておくこと。
■文献記載について
１．記載例に従い，記載順，カンマ，ピリオド等を正確に記載すること。
【記載例】
学術雑誌

著者名（全員)：表題．雑誌名，発行年（西暦)，巻：頁―頁．

新井太郎，谷村二郎：月経異常の臨床的研究．日産婦誌，1976, 28：865-871.
Langer O, Berkus MD, Huff RW, Samueloff A.: Shoulder dystocia should the fetus weighing
greater than or equal to 4000 grams be delivered by cesarean section? Am J Obstet Gynecol
1991,165:831-837.
単行本

著者名：表題．編者名．書名．発行所所在地：発行所，発行年（西暦)，引用頁―頁
岡本三郎：子宮頸癌の手術．塚本 治編．現代産婦人科学Ⅱ．東京：神田書店，1975, 162-180.
Hoffman MS, Cavanagh D: Malignancies of the vulva. Thompson JD and Rock JA, eds. TeLinde’s
Operative Gynecology, 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 1997, 13311384．
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腹腔鏡下手術で治療し得た腹膜妊娠破裂の２例
関野 和・玉田 祥子・浅野 令子・香川 幸子・中務日出輝・依光 正枝
舛本 明生・小坂由紀子・石田 理・児玉 順一・野間 純・吉田 信隆
広島市立広島市民病院

産科婦人科

Successful treatment of peritoneal pregnancy using laparoscopic surgery: 2 case reports
Madoka Sekino・Syoko Tamada・Reiko Asano・Yukiko Kagawa・Hideki Nakatsukasa・Masae Yorimitsu
Akio Masumoto・Yukiko Kosaka・Makoto Ishida・Junnichi Kodama・Jun Noma・Nobutaka Yoshida
Hiroshima City Hospital Department of Gynecology
異所性妊娠は全妊娠の１％程度に発生し，その中でも腹膜妊娠は非常にまれである。今回我々は腹腔鏡下で治療した腹膜妊
娠破裂症例を２例経験したので報告する。症例①は24歳未経産。仕事中に突然の下腹部痛を主訴に来院。尿中β-hCGは陽性
だが経腟超音波検査では子宮内に胎嚢をみとめず，ダグラス窩に出血と思われる液体貯留を認めた。妊娠部位は同定できず
異所性妊娠の診断で緊急腹腔鏡下手術となる。手術直前ショック状態となり，Hg4.6g/dlのため濃厚赤血球（以下RCC）を4
単位輸血した。腹腔内には大量の出血を認めた。両側卵管は正常で子宮後壁表面に破裂した妊娠組織と持続する出血を認めた。
妊娠組織を取り除きよく洗浄して終了した。症例②は21歳未経産。少量性器出血あり外来を受診。血中β-hCGは1994と高値
であったが経腟超音波検査では子宮内に胎嚢をみとめず，流産疑いで帰宅。6日後強い下腹部痛を主訴に来院。超音波にて
ダグラス窩に液体貯留と17mmの胎嚢を認めた。異所性妊娠の診断で緊急腹腔鏡下手術を施行。腹腔内には古い出血の貯留を
みとめた。両側卵管は正常で，吸引洗浄を行うと出血がダグラス窩より持続しており，よく観察するとダグラス窩に妊娠組
織を認めた。妊娠組織を取り除き終了した。２例とも術後の経過は問題なく５日目に退院し，外来にて血中β-hCGの陰性化
を確認した。腹膜妊娠は異所性妊娠の約１％とまれな疾患で，生殖補助医療や骨盤内炎症性疾患（PID）がリスク因子となる。
近年腹腔鏡下で診断治療される報告が増えている。卵管妊娠よりもさらに診断が難しく，大きくなり破裂すると大出血を起
こすことがある。異所性妊娠の場合は腹膜妊娠の可能性も念頭におく必要がある。

Peritoneal pregnancy is a rare form of ectopic pregnancy. The risk factors for peritoneal pregnancy are
previous history of extrauterine pregnancy or tubal surgery, pelvic post-inflammatory status, and presence
of an intrauterine device. Here, we present 2 cases of primary peritoneal pregnancy. A 24-year-old patient
presented with lower abdominal pain and vaginal bleeding. Transvaginal ultrasonography revealed a
small amount of free peritoneal fluid but no intrauterine sac or adnexal mass. Laparoscopy was performed
and hemoperitoneum (1500mL) observed. Pregnancy tissue was found on and removed from the uterine
peritoneum. The 2nd patient was a 21-year-old who complained of pelvic pain. We suspected tubal ectopic
pregnancy, performed laparoscopy, and found pregnancy tissue on the pouch of Douglas.
Peritoneal pregnancy is any implantation in the peritoneal cavity excluding tubal, ovarian, or intraligamentary
implantation. This is a rare obstetric complication associated with high maternal mortality. The secondary
type is most common. Early diagnosis of peritoneal pregnancy is difficult, but laparoscopic surgery is useful
for early diagnosis and treatment. Methotrexate may be used for conservative treatment, and attempts at
treating abdominal pregnancy with laparoscopic intra-embryonic injection of methotrexate have been reported.
The treatment must be chosen according to the clinician’s abilities and resources.
キーワード：腹膜妊娠，異所性妊娠，ショック，腹腔鏡
Key words：abdominal pregnancy, ectopic pregnancy, shock, laparoscope
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腹膜妊娠は全異所性妊娠の１％程度とまれである。

24歳

卵管などの異所性妊娠と比較すると術前診断が難し

現病歴：２週間前より少量の出血が持続していた。仕

女性

く大量出血を起こしてから発見されることもある。今

事中に突然の下腹部痛が出現し深夜救急車で当院救急

回我々は腹腔鏡下に治療し得た腹膜妊娠破裂を２例経

外来に搬送となる

験したので報告する。

職業：CSW（commercial sex worker）
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妊娠歴：１経妊０経産

22歳

人工妊娠中絶

既往歴，家族歴：特記すべき事項なし
来院時身体所見：意識清明，血圧146/70mmHg，脈拍
97/分，体温℃，SpO2
腹部

平坦

98%

軟，下腹部正中〜左側腹部に

圧痛を認める
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血液検査所見：WBC9500/μl，Hb10.7g/dl，PLT13万/
μl，CRP0.3mg/dl，尿中β-hCG陽性
超音波所見：子宮内には胎嚢をみとめず，ダグラス窩
に出血と思われる
液体貯留を認めた
両側付属器には明らかな異常所見なし

腹膜刺激兆候あり

臨床経過
最終月経からは妊娠7週相当であり，着床部位はあ
きらかではなかったが異所性妊娠破裂の疑いで緊急腹
腔鏡手術を施行した。麻酔は全身麻酔とし，患者体位
は仰臥位，トロッカーは4孔式でパラレル法にて配置。
麻酔開始直後，血圧が70台まで低下，血液ガス検査で
Hb4.9g/dlと急速な腹腔内出血増加のためRCC4単位を
しながらの手術となった。CO2ガスによる気腹法で手術
を開始し，腹腔内は肝表面まで広がる出血を認めた（図
１）
。通常は口径５mmの吸引管を使用するが，急速な
血液除去を必要としたため口径10mmの吸引管にて速や
かに吸引（約1500ml）した。骨盤高位とし腹腔内を詳

図１ 肝臓まで広がる腹腔内大量出血（約1500ml）

図２

子宮左側後壁表面に破裂した妊娠組織を認める

図３ー２ 摘出後少量の出血が持続，子宮内腔とは交通なし

しく観察すると，腹腔内に癒着はなく両側卵管・卵巣

図３ー１

図３ー３

絨毛組織を摘出

１−０バイクリル糸で縫合

2013年
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は正常であった。子宮後壁左側より新鮮な出血が持続

い下腹部痛を主訴に再受診となる。

しており絨毛と思われる組織を認め（図２）
，それを鉗

職業：学生

子で取り除いた。内部を洗浄し出血が持続するため鉗

妊娠歴：０経妊０経産

子で圧迫しながら縫合の準備を行い，１-０バイクリル

既往歴，家族歴：特記すべき事項なし

糸でZ縫合し止血した（図3-１，２，3）。止血確認後，

身体所見：意識清明，歩いて入室

温めた生理食塩水２Lで腹腔内をよく洗浄し手術終了と

体 温36.4 ℃，血 圧92/56mmHg，脈 拍85/分，

した。手術時間は67分であった。術後の病理組織診断

SpO2 98％

ではchronic villiを認め腹膜妊娠の診断となった。術後

下腹部全体に圧痛あり

の経過は良好で，通常の腹腔鏡下手術と同一の術後５

血液検査所見：WBC12700/μl，Hb10.9g/dl，PLT18万/

日目に退院となり，術後１ヶ月で血中β-hCGの陰性化
を確認した。

μl，CRP16mg/dl，β-hCG5052mIU/ml
超音波所見：経膣超音波にて子宮内には胎嚢をみとめ

症
21歳

腹膜刺激兆候陽性

例

ず

２

ダグラス窩に凝血塊と17mmの胎嚢を示唆す

女性

るcystic lesionを認めた（図4）

現病歴：少量性器出血，軽度下腹部痛あり婦人科外来

臨床経過

を受診。経腟超音波では子宮内に胎嚢をみとめず，付
属器は腫大しておらずダグラス窩には少量の液体貯留

β-hCG高値，子宮内に胎嚢を認めないことから異所

を認めた。血液検査ではβ-hCG1994mIU/mlであり流産

性妊娠として緊急腹腔鏡手術を施行した。前症例と同

疑いで帰宅となった。その後痛みが持続し，6日後強

様，全身麻酔，トロッカーは4孔式でパラレル法にて
配置しCO2ガスによる気腹法で手術を開始した。腹腔内
は茶色の出血でみたされ血塊を多数認めた（図５）。吸
引管にて速やかに吸引，洗浄し腹腔内を詳しく観察す
ると，両側卵管は軽度腫大を認めたが，あきらかな妊
娠部位は認めず正常であった（図6）
。子宮をマニピュ
レーターにて持ち上げるとダグラス窩より新鮮な出血
が少量持続しており胎嚢らしき部分を認めた（図7１）
。その組織を鉗子で取り除き，内部を洗浄し止血を
確認した（図7-２，
3）
。手術時間は90分，出血量は
10ml（腹腔内出血分は含まず），術後の病理組織診断で
はchronic villiを認め腹膜妊娠と診断された。手術翌日
の検査所見ではHb10.5g/dl，炎症所見も改善傾向にあ
り術後の経過は良好で術後５日目に退院となった。術

図４

ダグラス窩に胎囊みとめる。White ring, yolk sacあり

図５

腹腔内には血塊が貯留

図６

両側卵管は軽度腫大していたが，あきらかな妊娠
部分なし

関野 和・玉田 祥子・浅野 令子・香川 幸子・中務日出輝・依光 正枝・舛本 明生・小坂由紀子・石田 理・児玉 順一・野間 純・吉田 信隆

4

後２ヶ月で血中β-hCGの陰性化を確認した。

考

察
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い例が多いとされている。
最近ではβ-hCG測定と経腟超音波の発達により，異
所性妊娠と診断はされるが，腹膜妊娠では妊娠部位の

異所性妊娠は生殖補助医療，性感染症の増加により

同定が難しいことが多く，妊娠部位の鑑別診断にMRI

近年増加傾向にある。その中でほとんどが卵管妊娠で

T ２強調画像が利用されることもある。妊娠初期の腹

あり，腹膜妊娠は全異所性妊娠の１％以下とまれであ

膜妊娠では腹腔鏡下での診断・治療が増加している。

る１）。

今回破裂を伴った腹膜妊娠の２例を経験したが，ど

腹膜妊娠は受精卵が腹膜面に着床し発育する状態で

ちらも自然妊娠であった。１例目はCSWでありPIDの

受精卵が着床した原発性と卵管や卵巣妊娠の流産組織

リスクが高く，そのことが今回の腹膜妊娠につながっ

が着床した続発性とがある。大部分が続発性であり，

た可能性が高いと考えられた。また２例目は腹痛のエ

生殖補助医療，骨盤内炎症性疾患（PID）
，子宮内膜症

ピソードが２回あり卵管流産から続発性に腹膜妊娠が

などがリスク因子とされる２）。また体外受精用カテーテ

おこった可能性があるとも考えられるが原発性か続発

ルの穿孔による腹膜妊娠も報告されている3）。着床部

性かの明確な判断は困難である。また２例とも異所性

位としてはダグラス窩が最も多く，ついで膀胱子宮窩，

妊娠であることは診断できていたが，術前に腹膜妊娠

仙骨子宮靭帯，円靭帯，広間膜などがあげられる。そ

であることを診断するのは困難であった。今回のよう

の他まれなものとして肝臓・腸管・横隔膜などの骨盤

な破裂時には患者の痛みも強く長時間の超音波検査や，

4）

外腹膜の報告もある 。

全身状態が不安定となりやすい中MRIで精査を行うの

着床部位により症状も様々であり，卵管妊娠に比較
し自由空間が広いため進んだ妊娠週数まで診断されな

は困難であり，実際の手術時に診断となることが多い
と考えられる。
治療については妊娠9週未満あるいは病巣4cm未満
であれば腹腔鏡下で完遂できる可能性が高いと報告さ
れている５）。
着 床 部 位 や 大 き さ に よ っ て はMethotrexate（ 以 下
MTX）も選択されるが，卵管妊娠と比較すると腹膜妊
娠はMTX療法が成功しにくいとの報告がある6）。また
異所性妊娠の早期診断がMTX療法による保存的治療の
成功率を上昇させ，早期診断には血中hCG，血清プロ
ゲステロン濃度，経腟超音波，子宮内容除去，腹腔鏡
が有用であるとしている7）。病巣が大きい場合や止血
困難な場合は選択的動脈塞栓術により止血を得られた
という報告やMTX局中療法が有効であったという報告
がある8）。現在，異所性妊娠ではほとんどが腹腔鏡下

図７−１

ダグラス窩より出血あり，胎嚢を認めた

図７−２

妊娠組織を摘出

で治療されているが，破裂し大量出血している場合は

図７−３

摘出後の止血を確認
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腹腔鏡下手術で治療し得た腹膜妊娠破裂の２例

開腹を選択される例も多い。当院では麻酔科が常時いる

Minim Invasive Gynecol. 2010; 17(6): 794-797.

こと，手術室の体制がよく機材を迅速にセットアップで
きることなども腹腔鏡下手術での完遂を可能にしてい
る。また素早く吸引を行えば出血部位の検索も容易に可
能である。症例①では手術直前にショックバイタルとな
るほど大量に腹腔内に出血していたが，口径10mmの吸
引管を用いて素早く腹腔内の出血を吸引し，速やかに出
血部位を見つけることができた。また4孔式で行うこと
により，出血部位を鉗子で圧迫して出血を抑えながら，
スムーズに次の縫合の準備を行うことができた。症例①
のように止血には腹膜縫合を要することがあるため，腹
腔鏡下の縫合手技を日頃より会得しておく必要がある。
しかしながら腹腔鏡下手術を選択した場合でも，出血
のコントロールが困難であると判断された場合は速やか
に開腹に移行し出血部位を同定して止血操作を行う必要
がある。術者の技術に応じての判断も重要と考えられる。
腹膜妊娠の頻度は少ないが，卵管妊娠よりも重症とな
る場合があり，破裂がない初期では腹腔鏡下でも気づか
ないことがある。異所性妊娠の診療では腹膜妊娠を念頭
において診断・治療にあたる必要がある。また腹膜妊娠
であっても腹腔鏡下手術で対応可能なように日頃の訓練
をしておくことも必要である。
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塩酸リトドリンの長期大量投与により胎児心拡大と
両房室弁逆流をきたした一例
田村 貴央１）・河見 貴子１）・坂本 塁１）・濵田 信一１）
尾崎 夏子２）・西村 幸士２）3）・日野ひとみ２）
１） 公立学校共済組合 四国中央病院 産婦人科
２） 公立学校共済組合 四国中央病院 小児科
3） 愛媛大学大学院医学系研究科 地域医療再生学講座

A case of fetal cardiac enlargement and bilateral atrioventricular valve regurgitation
due to long-term and high-dose administration of ritodrine hydrochloride
Takao Tamura１）・Takako Kawami１）・Rui Sakamoto１）・Shin-ichi Hamada１）
Natsuko Ozaki２）・Koji Nishimura２）3）・Hitomi Hino２）
１）Department of Obstetrics and Gynecology, Shikoku Central Hospital of the Mutual Aid Association of Public School Teachers
２）Department of Obstetrics and Pediatrics , Shikoku Central Hospital of the Mutual Aid Association of Public School Teachers
3）Department of Regeneration of Community Medicine, Ehime University Graduate School of Medicine
本邦における切迫早産治療の第一選択薬は塩酸リトドリンである。リトドリンは子宮筋弛緩作用に対する選択性の高いβ2作
用を有する反面で，共存するβ1作用のために母体および胎児の循環器系へ影響を及ぼすことが知られている。さらに海外で
の大規模比較試験の結果，リトドリンは投与開始後48時間以内の分娩は防止するものの，早産率の低下や児の周産期予後の
改善には貢献しないことが示され，すでに欧米では使用されなくなっている。
今回我々は，長期間高用量のリトドリンを投与した結果，胎児の心拡大と両房室弁逆流を認め，心不全徴候をきたした症例
を経験した。出生後にこれらの所見は自然軽快した。
長期間高用量のリトドリンを用いて切迫早産を管理する場合には，母体の副作用だけでなく胎児の副作用，特に心機能につ
いても厳重な管理が必要である。また，硫酸マグネシウムなど他の治療薬を有効に使用し，早産防止とあわせて有害事象の
発症を防ぐ必要がある。

Ritodrine hydrochloride (ritodrine), a highly selective beta-2 adrenergic receptor agonist that causes
myometrial relaxation, is most frequently used to treat preterm labor in Japan. However, ritodrine is well
known to affect the maternal and fetal cardiovascular systems via beta-1 adrenergic stimulation. Furthermore,
several randomized controlled studies and systematic reviews have shown that although ritodrine might
prevent preterm birth within 48 hours after the start of administration, it did not reduce the ultimate
frequency of preterm birth or improve neonatal outcomes. Therefore, it is generally no longer used in Europe
or the United States.
We experienced a case of fetal cardiac enlargement and bilateral atrioventricular valve regurgitation resulting
from long-term administration of ritodrine at a high dose. Eventually, we detected signs of fetal cardiac failure;
however, these symptoms resolved spontaneously after birth.
The management of preterm labor using long-term and high-dose administration of ritodrine requires attention
to fetal side effects, especially cardiovascular impairment, and to maternal side effects. It is important to use
other effective therapeutic agents, such as magnesium sulfate, to prevent adverse events associated with
ritodrine treatment as well as preterm birth.
キーワード：切迫早産，塩酸リトドリン，胎児心機能障害
Key words：tocolytic therapy, beta-sympathomimetics, ritodrine hydrochloride, fetal cardiovascular complications

緒

言

塩酸リトドリン（以下リトドリン）は本邦において最も
頻用されている切迫早産治療薬である。子宮筋弛緩作用
に対する選択性の高いβ2 作用を有する反面で，共存する

β1 作用のため，母体における副作用として頻脈など心機
亢進をもたらす。さらにその胎盤移行性の高さから，長
期大量投与例における胎児心機能への影響も指摘されて
いる。
今回，リトドリンの長期大量投与により胎児心拡大と両

田村

8

貴央・河見

貴子・坂本

塁・濵田

房室弁逆流を引き起こした症例を経験したので報告する。
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（cardio-thoracic area ratio; CTAR，正常≦35％）は34週
時に40.2％，36週時に48.7％と，明らかな心拡大の増悪を

例

認めた。
（図２）両房室弁逆流の所見は顕著となり，さら

患者：30歳，初産婦

に下大静脈PLI（preload index，
正常＜0.5）値の上昇（0.61）

既往歴：特記すべきことなし

と臍帯静脈血流の拍動を認め，胎児心不全の状態が疑わ

現病歴：妊娠19週時，子宮頚管長の短縮（19mm）を認

れたため，妊娠36週２日に総合周産期母子医療センター

めて入院管理とし，安静とリトドリン持続点滴にて管理を

へ母体搬送した。当院における臨床経過を（図3）にま

行った。リトドリンは50μg/minより開始し，子宮収縮の

とめる。

程度に応じて増量した。投与開始後より母体の心拍数は

転院後の経過：胎児超音波検査にて心拡大に加え，軽度

90 〜 120bpm，胎児も150 〜 160bpmと軽度頻脈の状態で

の心肥大を指摘された。さらに両房室弁逆流（軽度MR+

推移した。

中等度TR）と臍帯静脈血流の拍動，高心拍出を認めたが，

妊娠31週の胎児超音波検査で，心横径（total cardiac

明らかな心構築異常やその他の胎児異常は認めなかった。

dimension; TCD，22週 以 降 で は ほ ぼ 週 数mm）36mm

児の推定体重は2847ｇ（+1.6SD）とややHFDであった。

と，心拡大を認めた。さらに妊娠32週には両房室弁逆流

母体のHbF，パルボウイルスB19抗体は陰性で，胎児中大

（MR+TR）を認めた（図１）が，両心室流出路狭窄を含

脳動脈血流流速も正常であり，胎児貧血は否定的であっ

め明らかな心構築異常は認めなかった。妊娠33週より子

た。このため，胎児心異常はリトドリン長期大量投与によ

宮収縮抑制のためリトドリン投与量は200μg/minに達し

る胎児心負荷の増大が主な原因であると考えられた。

たが，母体と胎児の心拍数はそれまでと変わらなかった。
しかし胎児のTCD値は高値を維持し，心胸郭断面積比

図１

図２

転院翌日の36週3日に自然陣痛が発来し，3044ｇの男
児を経腟分娩した。出生後の超音波検査で軽度〜中等度

胎児心臓カラードプラ所見

胎児心胸郭断面積比（CTAR）の推移
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塩酸リトドリンの長期大量投与により胎児心拡大と両房室弁逆流をきたした一例

9

の両房室弁逆流と心拡大を認めたが心不全徴候はなく，

用による糖代謝亢進や血管拡張作用のほか，これらの相

小児循環器科にて経過観察となった。１か月検診時は両

互作用による肺水腫や横紋筋融解などの重篤な合併症を

房室弁逆流は消失し，心拡大も認められなかった。また，

引き起こす可能性が指摘されている。また胎盤移行性が

胎児の染色体核型も46XYで正常であった。

考

高いため胎児・新生児にも影響を及ぼし，頻脈や出生後
の麻痺性イレウス，低血糖，低Ca血症などの副作用が報

察

告されている。特に，切迫早産管理のためにリトドリンを

リトドリンは強いβ2 作用と比較的弱いがβ1 作用も併

長期間高用量で投与した場合には胎児心機能にも影響を

せ持つ薬剤であり，母体に対する副作用としてβ1 作用に

与え，心拡大や不整脈，心不全などを引き起こす可能性

よる頻脈，収縮期血圧の上昇と拡張期血圧の低下，β2 作

があり，これまでにも（表１）に示すような報告がある。

図３

表１

臨床経過

リトドリン長期投与による胎児心障害の報告例

10
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薬となっている。

快・消失するものがほとんどである。また最近は，超音

一方で，本 邦における多施 設 共同調 査14）
（2006）で

波検査による胎児心スクリーニングの浸透により，早期に

は，リトドリンは妊娠持続期間を有意に延長し，特に

発見され管理されることが多い。しかしながら，心房粗

Tocolysis index ≧7の重症切迫早産例にも48時間以上の

動などの不整脈をきたしてジギタリス投与を必要とした

長期妊娠延長効果をもたらし，さらに児の周産期死亡率

り，心不全や胎児水腫に至るなど予後不良となるケース

減少にも貢献した。海外での報告と真逆の結果となった

もあり，注意を必要とする。

わけであり，本邦においてリトドリンが切迫早産治療の第

今回の症例においては，リトドリンの投与が妊娠19週

一選択薬である正当性が示された。その理由として，本

から36週まで長期間に及んだこと，特に妊娠27週からは

邦では長期入院が可能である社会的背景や，NICUベッド

子宮収縮が頻回となり，投与量が150 〜 200μg/minと高

などの設備不足や搬送システムの不備ゆえの厳重な安静

用量に至ったことが，胎児心機能に大きな影響を与えた

管理が福音となっているのかもしれない。すなわち，欧

と考えられる。妊娠31週に心拡大，妊娠32週には両房室

米では「胎児肺成熟促進や脳出血予防のための母体ステ

弁逆流に気付いていたにも関わらず，漫然とリトドリンを

ロイド療法」と「高次周産期管理施設への母体搬送」の

投与し続けたことは大いに反省すべき点である。リトドリ

ための時間稼ぎを主眼とした short term tocolysis が主体

ンを減量あるいは中止し，
硫酸マグネシウム製剤（MgSO4）

であるのに対し，本邦では「在胎週数の延長」を主眼と

を導入しておれば，最終的に心不全徴候の出現には至ら

した long term tocolysis に重点が置かれている15）。結果
的には，本邦の早産率は５〜6％程度と米国の約半分で

なかった可能性は否定できない。
切迫早産の治療に関して，Canadian Preterm Labor

あり，本邦での治療は早産防止に貢献しているといえる。

（1992） や，11お よ び14の
Investigators Groupの 報 告 8）

以上，リトドリンの長期大量投与により胎児心拡大と

RCTメタ 解 析 に 基 づ くCochrane Systematic Review

9）

両房室弁逆流を引き起こした症例を報告した。リトドリン

（2004）
，Tan et al.の報告10）
（2006）によれば，リトドリン

による長期管理を行う際には，母体の副作用だけでなく

は48時間以内の分娩を有意に抑制するものの，37週以前

胎児の心拍数や心エコー所見に注意を払い，必要に応じ

の早産減少には貢献せず，周産期死亡やRDS発症など児

てMgSO4の併用や移行を検討すべきである。またCa拮抗

の周産期予後の改善にもつながらない。加えて，母体の

剤やPG合成阻害剤など，これまで本邦において一般的に

11）

副作用が有意に増加する

ことからも，すでに海外では

使用されなくなりつつあり，米国では2003年に製造中止と
なっている。
（表２）に各種切迫早産治療薬の副作用と効
果について，報告をまとめる。

使用されなかった治療薬についても，さらに安全性や有
効性に関する研究が進むことを期待する。
最後に，今回母体搬送後に母児管理をいただきました，
国立病院機構香川小児病院（現

これらの報告に基づき，現在のところ米国ではMgSO4
が，欧州ではCa拮抗剤が切迫早産治療における第一選択

表２

四国こどもとおとなの

医療センター）の医療スタッフの皆様に厚く御礼申し上げ
ます。
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Ovarian cancer with rapid tumor progression following abnormal uterine and cervical
cytology findings: a case report
Tatsushi Nakagawa・Fumitaka Numa・Mayumi Takano・Hiroko Hirata
Jun Ito・Kei Hirabayashi・Takehisa Ito・Masahiko Nakata
Department of Obstetrics and Gynecology, Tokuyama Central Hospital
卵巣の大きさが正常大の卵巣癌は腹膜癌や卵管癌と同様，早期発見の難しい稀な疾患である。今回，子宮頸部細胞診異常を
契機に受診されたが，組織学的にも画像所見上も明らかな異常所見を認めなかったため診断に苦慮した卵巣癌の一例を経験
したので報告する。症例は40歳，子宮頸がん検診にて子宮頸部上皮内腺癌と判定され当科受診。しかし，コルポ診および組
織診では明らかな異型上皮を認めなかった。超音波およびMRIでは少量の腹水を認めたものの子宮内膜肥厚や卵巣腫大，腹
膜播種病変等を認めなかった。そのため，診断的円錐切除術および子宮内膜全面掻把術を施行したが，悪性所見は得られな
かった。術後１ヵ月の診察時，経腟超音波にて左卵巣腫大を認め，その後急性イレウスを発症したため緊急手術となった。
術中所見では腹腔内に多数の播種病変を認め，腸管との癒着のため子宮および両側付属器は同定さえ不可能であった。播種
病変および大網の摘出標本による病理診断で漿液性乳頭状腺癌の転移と診断され，のちの腫瘍減量手術後に左卵巣原発と診
断された。本症例は当初，正常大卵巣癌症候群を呈していたと考えられ，短期間のうちにイレウスを引き起こすほど急速に
進行した。子宮がん検診で異常，とくに腺系異型細胞を認めた場合には，画像上骨盤内病変を認めない場合であっても卵巣
癌の可能性を念頭に置く必要がある。

Normal-sized ovarian cancer is a rare disease that, like peritoneal cancer and carcinoma of the fallopian tube,
is difficult to detect early. We report the clinical course and outcome of a case of normal-sized ovarian cancer
with rapid progression following abnormal uterine cervical cytology without significant histopathological or
imaging findings. A 40-year-old woman was referred to our hospital after cervical cancer screening for further
examination due to suspicion of cervical adenocarcinoma in situ. However, colposcopy and biopsy showed no
malignancy. Ultrasonography and magnetic resonance imaging revealed slight ascites but no abnormalities
of the pelvic organs. Cervical conization and endometrial curettage were performed for further diagnosis but
showed no abnormality. One month postoperatively, the patient developed ileus due to rapid ovarian tumor
progression. Emergency laparotomy revealed that the disease had adhered and disseminated throughout
the pelvic cavity, so a temporary stoma was created. The final pathological diagnosis was serous papillary
adenocarcinoma with the left ovary as the primary focus. This was presumed to be a case of normal-sized
ovary carcinoma syndrome that progressed rapidly to cause acute ileus. Ovarian cancer should be considered
as a possible cause of abnormal cervical cytology, particularly of glandular atypical cells, even without
significant imaging findings.
キーワード：卵巣癌，正常大卵巣癌症候群，漿液性腺癌，子宮頸部細胞診
Key words：ovarian cancer, normal-sized ovary carcinoma syndrome, serous adenocarcinoma, uterine cervical
cytology

緒

言

合，腹膜癌や卵管癌と同様に早期発見は難しい。術前診
断は理学的所見，画像所見や腫瘍マーカーなどを総合的

卵巣癌の初発症状は無症状のことが多く，スクリーニ

に評価するが，術後の病理診断によって判明するケース

ング方法として確立されたものはない１）。子宮がん検診

も多い。また一方で，卵巣癌が進行して見つかった場合

と同時に施行する超音波検査等で卵巣腫大や充実成分の

には，子宮頸部・内膜細胞診が陽性になることが知られ

有無を調べることで対応しているのが現状である。その

ている２），3）。今回われわれは，定期検診としての子宮

ため，卵巣の大きさ・形態が正常範囲内と判定された場

頸部細胞診で異常を指摘されたが，術前の組織診，画像
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診断で有意な所見がなく診断に苦慮した卵巣癌の一例を

あった。コルポ診では有意な所見がなく，組織診でも悪

経験したので報告する。

性所見は認められなかった。経腟超音波およびMRIにて

症

例

少量の腹水を認めたが，子宮内膜肥厚や卵巣腫大，腹
膜播種病変は認められなかった（図２）
。腫瘍マーカー

患者：40歳

はCA125が148.4U/mℓと 高 値 を 示 し た が，CA19-9等

主訴：子宮頸部細胞診異常，自覚症状なし

他の腫瘍マーカーは陰性であった。診断目的で子宮頸

既往歴：特記事項なし

部円錐切除術および子宮内膜全面掻把術を施行したが，

家族歴：特記事項なし

それぞれの病理診断はglandular atypia, no evidence of

産科歴：２経妊２経産

malignancyで，組織学的に悪性所見は認められなかっ

現病歴：職場の子宮がん検診を毎年受けており，今回

た。術後経過は順調であったが，術後１ヵ月の内診時に

の子宮頸部細胞診でAIS（adenocarcinoma in situ）と

軽度の腹部膨満感を認め，経腟超音波にて一部に充実成

判定され，精査目的で当科受診となった。内診上，子

分を伴った左卵巣の腫大と腹水貯留を認めた（図3）。

宮は前屈で正常大。子宮がん検診時のスライドを取り

この時のCA125値は2233U/mℓと急上昇していた。す

寄せて当院病理部でレビューしたところ，AIS, class Ⅳ

ぐに試験開腹術のための手術日確保やPET-CTなどの術

で同様の結果であった（図１）
。当科で再検査した子宮

前検査に着手したが，その6日後に急性イレウスを発症

腟部細胞診はNILM（negative for intraepithelial lesion

し緊急手術を施行することとなった。イレウス発症時の

or malignancy）
， 子 宮 頸 管 細 胞 診 はAGC（atypical

CTを図4に示した。小腸の液面形成とともに左付属器

glandular cells）
，子宮内膜細胞診は疑陽性，class Ⅲで

領域に嚢胞性病変を認め，腹水や腹膜播種の存在から癌

図１ 子宮がん検診時の細胞像
比較的きれいな背景に，N/C 比が高く，クロマチン増量，核不整，核小体を有する腺系異型細胞の集
塊を認め，一部では好中球を取り込んでいた。子宮体部由来の可能性も否定できなかった。

図２ 骨盤 MRI
少量の腹水を認めたものの，子宮内膜肥厚や卵巣腫大，腹膜播種病変は認められなかった。両
側卵巣の大きさは正常範囲内であった（矢頭）。

2013年

子宮頸部細胞診異常を契機に受診し急速に進行した卵巣癌の一例

図３ 経腟超音波
左卵巣の腫大が疑われ，一部に充実成分を認めた。

図４ イレウス発症時の CT
小腸は拡張し，多量の腸液貯留と液面形成がみられた。左付属器領域に嚢胞性病変および腹水貯留を
認め（矢印）
，腹壁直下に帯状の軟部陰影がみられた（矢頭）。

図５ 術中所見と摘出標本
膀胱上部に長径 12cm 以上の播種病変を認め，大網と小腸を巻き込んでいた。
膀胱上部腫瘤，小腸表面の播種病変等を可及的に摘出した。
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性腹膜炎に伴うイレウスと診断した。術中所見では，膀

邦では子宮内膜細胞診陽性が発見の契機となったという

胱上部に長径12cm以上の播種病変が存在し大網と小腸

報告が多いが，子宮頸部細胞診で異常を示す場合も少な

を巻き込んで一塊になっており，腹膜表面や小腸表面に

くない。ただし，腹膜播種や癌性腹膜炎を併発した進行

も大小多数の結節性病変を認めた（図５）
。広範囲の播

癌であることが多い3）-５）。子宮頸部への初発転移という

種病変と強固な癒着により左卵巣腫瘍，右卵巣および子

報告例もあるが，多くは腹水中の癌細胞が卵管を介して

宮の同定さえ不可能な状態であった。腸管狭窄部位は回

子宮内腔，頸管内へ移動することに起因している２）。子

盲部と考えられたが直視不可であった。そのため，可及

宮頸部細胞診で腺癌が推定された場合，子宮頸部腺癌は

的に播種病変を摘出し，回腸ストーマを造設した。いず

もとより子宮体癌，そして卵巣癌，腹膜癌，卵管癌など

れの摘出標本においても，病理学的に漿液性乳頭状腺癌

が鑑別に挙がるが，細胞像のみから原発巣を推測するの

の転移と診断された（図6）
。

は不可能である6）。とくに本症例のように卵巣腫大を認

治療経過：術後速やかにdose dense-TC療法（paclitaxel

めない場合には，その原発巣として卵巣癌を想定するの

80mg/㎡, carboplatin AUC6）を開始した。５コース終

は難しい。原発卵巣癌と断定するには開腹手術もしくは

了後のPET-CTにて異常集積を認めず，左卵巣腫瘍や腹

腹腔鏡手術により卵巣を摘出する必要があり，腹水細胞

膜播種病変の著明な縮小を認め，CA125は陰性化した。

診陽性や腹膜播種病変の存在など卵巣が正常大であっ

化学療法の治療効果はCR（complete response）であっ

ても悪性腫瘍を疑う根拠が術前に必要である。そこで，

た。引き続き，腫瘍減量手術としての単純子宮全摘術，

卵巣が正常大であっても卵巣癌を疑うべきいくつかの

両側付属器摘出術，傍大動脈・骨盤リンパ節郭清，大網

ポイントを以下のようにまとめた。１. 子宮頸部細胞診

切除術を施行した。褐色調の腹水を認めたが，腹膜播種

で腺系異型細胞を認めるが子宮に悪性所見を認めない，

病変はほとんど消失し，腹腔内癒着は解除されていた。

２. 細胞診のスライド標本において，背景が比較的きれ

摘出標本の術後病理にて，左卵巣実質内に融合腺管構造

いであるにもかかわらず異型細胞の集塊形成を認める，

を呈した腫瘍細胞の残存部を認め，左卵巣原発の漿液性

3. 少量であっても腹水を認める，4. 腫瘍マーカー

乳頭状腺癌と診断された。膀胱子宮窩に癒着していた大

CA125が高値，などである。これらすべてが当てはまる

網の一部に腺癌の残存病巣を認めたが，その他の臓器に

場合には卵巣癌や腹膜癌を疑わなければならない。子宮

腺癌成分を認めず，リンパ節転移陰性，腹水細胞診陰性

頸部細胞診異常が扁平上皮系であればまず子宮頸部病変

であった。最終的に卵巣癌ⅢC期と診断した。術後補助

と考えて間違いない。子宮体部の扁平上皮癌は極めて稀

化学療法を3コース追加し，卵巣癌に対する初回治療を

であり，卵巣の場合も同様で成熟嚢胞奇形腫の悪性転化

終了した。それから6ヵ月後にストーマ閉鎖術を施行し，

がほとんどである。子宮がん検診において腺系異型細胞

現在まで初診後２年経過するが再発は認めていない。

の検出には留意する必要がある。前述したように，スラ

考

察

イド標本の細胞像のみから原発巣を同定することは困難
である6）。しかし，背景がきれいであること，腺系異型

卵巣癌もしくは腹膜癌，卵管癌由来の細胞が子宮がん

細胞が集塊を形成しているなどのスライド標本の特徴に

検診にて検出されることは以前より知られている２）。本

ついては参考材料になる4）。実際，本症例においても同

図６ 摘出標本の病理診断
大小不同で，クロマチン豊富な核，明瞭な核小体を有する腫瘍細胞が乳頭状，充実性に増生していた。
一部の腫瘍細胞の胞体には空胞がみられた。子宮がん検診時の細胞像と同一起源と考えられた。

2013年

子宮頸部細胞診異常を契機に受診し急速に進行した卵巣癌の一例

17

様の所見を呈していた。そして，生理的範囲の腹水と鑑

常大であっても卵巣癌等の可能性を念頭に置く必要があ

別を要するものの，少量であっても腹水の存在を認める

ると考えられた。

ことが重要である。腹水の有る場合は無い場合に比べて

文

子宮頸部細胞診での検出率が高い傾向にある3），4）。悪性

献

腫瘍の存在を疑う症例で腹水を認めた場合には，積極的

１）van Nagell JR Jr, DePriest PD, Ueland FR,

にダグラス窩穿刺などを考慮すべきである。CA125値は

DeSimone CP, Cooper AL, McDonald JM, Pavlik

卵巣癌の診断に有用な腫瘍マーカーの代表である。子宮

EJ, Kryscio RJ.: Ovarian cancer screening with

頸部腺癌においても陽性のことがあるが，Ⅰ期での陽性

annual transvaginal sonography: findings of 25,000

7）

率は34%と低く細胞診の精度には遠く及ばない 。

women screened. Cancer 2007, 109: 1887-1896.

卵巣癌は進行するまで自覚症状に乏しく，約半数が進

２）竹島信宏，手島英雄，南敦子，片瀬功芳，梅澤聡，

行癌で発見される8）。本症例は当初自覚症状がなく，画

清水敬生，藤本郁野，山内一弘，荷見勝彦，都竹正

像上明らかな異常所見を認めなかったにもかかわらず，

文：卵巣癌，卵管癌における増淵式反復吸引法の有

短期間のうちにイレウスを引き起こすほど急速に進行し

用性について．日臨細胞誌，1994, 33：1086-1091.

た。漿液性腺癌は他の組織型に比べ急速に進行すること

3）笹川基，西野幸治，本間滋，児玉省二，高橋威：

が知られているが１），9），術中所見での腹膜播種病変の大

卵巣癌における子宮細胞診の意義．日臨細胞誌，

きさと広がりは当初の画像検査では予測困難であった。

2003, 42：1-4.

それゆえ今回のMRI所見は，de novo 発生した卵巣癌が

4）山本阿紀子，小松京子，百村麻衣，平野和彦，寺戸

ちょうど高悪性度を獲得した早期段階であったのではな

雄一，藤原正親，坂本穆彦：子宮癌検診を契機に発

いかと推測された。漿液性腺癌の多い欧米では，卵巣

見された正常大卵巣癌症候群を呈した卵巣癌の１

癌の分子生物学的特徴によりType Ⅰ, Type Ⅱに分類し

例．日臨細胞誌，2011, 50：181-185.

ている9），10）。Type Ⅰはいわゆる境界悪性腫瘍から発生

５）Mendez LE, Majmudar B, Horowitz IR.: Atypical

する進行が遅い腫瘍で，low-grade漿液性腺癌，粘液性

presentation of microscopically advanced ovarian

腺癌，類内膜腺癌，明細胞腺癌が含まれる。Type Ⅱは

carcinoma. South Med J 2000, 93: 321-322.

前癌状態のない進行の速い腫瘍で，high-grade漿液性腺

6）竹川義則，木村千明，榊原美由貴，吉井理子，志方

癌，癌肉腫，未分化癌がこれにあたる。卵巣に限局した

俊夫：正常大卵巣癌症候群を呈する卵巣癌について

Ⅰ期から腹膜播種を伴ったⅢ期への進行期間は，同じ組

の病理組織学，細胞学的および免疫組織化学的検

織型であってもまちまちであり，癌遺伝子の変異や発生

討．臨床病理，2001, 49：66-70.

母地により異なると考えられる。卵巣の大きさが正常大
の卵巣癌には正常大卵巣癌症候群（normal-sized ovary
carcinoma syndrome: NOCS）という概念が提唱されて
11）

いる 。これは開腹時の肉眼所見として，卵巣が正常も
しくは正常大で，かつ腹腔内にびまん性転移が広がった
状態をいう。この症候群には腹膜癌，腹膜悪性中皮腫，
転移性腫瘍や卵巣癌が含まれるが，病理学的に診断され

7）木村英三：子宮頸がんにおける腫瘍マーカーの臨床
応用と問題点．日婦腫瘍会誌，2011, 29：265-271.
8）婦人科腫瘍委員会報告．2011年度卵巣悪性腫瘍患者
年報．日産婦誌，2012, 64, 2366-2388.
9）Lengyel E.: Ovarian cancer development and
metastasis. Am J Pathol 2010, 177: 1053-1064.
10）Kurman RJ, Visvanathan K, Roden R, Wu TC, Shih

た原発卵巣癌の報告は腹膜癌に比べて圧倒的に少ない。

IeM.: Early detection and treatment of ovarian

本症例は卵巣が正常大のときの肉眼所見が得られていな

cancer: shifting from early stage to minimal volume

いためNOCSとは断定できない。しかし，NOCSを呈す

of disease based on a new model of carcinogenesis.

る原発卵巣癌の中には，卵巣実質内（封入嚢胞内）に発

Am J Obstet Gynecol 2008, 198: 351-356.

生した癌が表面へ浸潤し腹膜播種が始まった段階のも

11）Feuer GA, Shevchuk M, Calang A.: Normal-sized

の，つまり本症例のような漿液性腺癌を含むのではない

ovary carcinoma syndrome. Obstet Gynecol 1989,

かと推察された。NOCSは臨床的病態であるがゆえに，

73: 786-792.

子宮がん検診の浸透や画像診断の向上，病理学的な統一
見解により多様な疾患を含んでいる可能性がある。
本症例は当初，正常大卵巣癌症候群を呈していたと考
えられ，その後短期間のうちに進行し急性イレウスを発
症するまでに至った比較的稀な症例であった。子宮頸が
ん検診で腺系異型細胞が認められた場合には，子宮頸部・
体部の悪性腫瘍の鑑別が重要であるが，画像上卵巣が正
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卵巣癌化学療法中に発症した気腫性腎盂腎炎の一例
中野
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２）広島記念病院 産婦人科

康平２）

産婦人科

A case of emphysematous pyelonephritis during chemotherapy for ovarian cancer
Masaaki Nakano １）・Shoko Habara ２）・Manami Yoshimoto ２）・Kohei Yokota ２）
１）Departement of Obstetrics and Gynecology National Hospital Organization Kure Medical Center・Chugoku Cancer Center
２）Departement of Obstetrics and Gynecology Hiroshima Memorial Hospital
気腫性腎盂腎炎は，腎実質および腎周囲組織にガスの産生を認め，急激に進行する敗血症，それに伴う播種性血管内凝固症
候群（DIC)，意識障害，ショックなどをひき起こし，しばしば重症化し腎摘などの外科的治療が必要となることもある疾患
である。今回我々は卵巣癌術後に施行した化学療法中に発症した気腫性腎盂腎炎の一例を経験したので報告する。
症例は65歳女性で，卵巣癌stageⅢｃ術後化学療法4コース終了後１週間経過したとき右季肋部痛と全身倦怠感を訴え当院を受
診した。血液検査ではWBC：3300/μl，RBC：235×104/μl，Hb：7.3g/dl，Plt：7.3×104/μl，BS：515㎎/dl，CRP：47.01㎎
/dl，BUN：53.1㎎/dl，Cre：1.86㎎/dと著明な高血糖と炎症，血小板減少と腎機能低下を認めた。重症感染症によるDICと急
性腎不全を疑いインスリン投与による血糖コントロールと抗生剤投与を開始した。第3病日の血液検査ではWBC：5200/μl，
RBC：221×104/μl，Hb：7.0g/dl，Plt：1.3×104/μl，BS：309㎎/dl，CRP：41.46㎎/dl，BUN：37.5㎎/dl，Cre：1.24㎎/dl，
PT：86.4%，PT(INR)：1.07，APTT：35.0，Fib：737㎎/dl，FDP：29.3μg/dl，ATⅢ：71.8%と血糖値の低下と腎不全の改
善は認めるも血小板減少の進行と炎症およびDICは持続しており，CT検査で右腎が腫大し腎実質にガス像を認めたため気腫
性腎盂腎炎と考えられた。外科的治療の必要性も考え近医の高度救命救急センターに転院後同日に同院の泌尿器科にて右腎
全摘除術を施行した。術後経過良好で血小板数も改善しDICからも離脱できたため術後3日目に一般病棟に転棟し術後13日目
（第16病日）に当院に逆搬送となった。

We report a case of emphysematous pyelonephritis during postoperative chemotherapy for stage Ⅲc ovarian
cancer. A 65-year-old woman visited our hospital 1 week after her 4th chemotherapy treatment for stage Ⅲc
ovarian cancer complaining of right hypochondrial pain and general fatigue.
Routine blood analysis showed hyperglycemia, inflammation, thrombocytopenia, and decreased renal
function. Severe infection causing disseminated intravascular coagulation (DIC) and acute renal failure was
suspected, so we started insulin therapy to control her blood sugar and administered antibiotics. On the 3rd
day of treatment, blood analysis showed resolution of the hyperglycemia and renal failure but persistence of
thrombocytopenia, inflammation, and DIC. Computed tomography showed gas in the right renal parenchyma,
and emphysematous pyelonephritis was diagnosed. We considered surgical treatment necessary and transferred
her from our hospital to a nearby intensive care unit (ICU) for same-day urgent nephrectomy in the urology
department. She made steady progress after surgery, with an increased platelet count and alleviation of the
DIC, and she moved from the ICU to a general ward on the 3rd day after surgery. On the 13th day after
surgery (the 16th day after onset) she was transferred back to our hospital.
キーワード：気腫性腎盂腎炎，卵巣癌，化学療法，糖尿病，DIC
Key words：emphysematous pyelonephritis, ovarian cancer, DIC

緒

言

気腫性腎盂腎炎は，腎実質および腎周囲組織にガスの

今回我々は卵巣癌stageⅢcの術後に施行した化学療法
中に発症した気腫性腎盂腎炎の一例を経験したので若干
の文献的考察を加えて報告する。

産生を認め，通常の腎盂腎炎で認められる腰背部の叩打

症

痛や発熱に加え，急激に進行する敗血症，それに伴う播

例

種性血管内凝固症候群（DIC）
，意識障害，ショックな

患者：65歳

どを起こし，しばしば重症化し外科的治療を必要とする

妊娠分娩歴：２経妊２経産

こともある疾患である。

既往歴：糖尿病（血糖降下剤内服中），卵巣癌（化学療
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法中）
，
高血圧症（降圧剤内服中）甲状腺機能低下症（乾
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は同定されなかった。
第２病日には酸素の投与がなければSaO2が80%まで

燥甲状腺末内服中）
，喘息
家族歴：母，姉：糖尿病

低下するようになり，努力様呼吸を呈し呼吸窮迫状態

現病歴：58歳頃より糖尿病でかかりつけ医にて血糖降

となった。血液検査所見（表２）では血液ガス分析で

下剤の治療を受けていた。当科では今回の疾患が発症

代謝性アシドーシスを示し，血糖値の低下と腎不全の

する１年前より左卵巣癌stageⅢcを治療しており，初

改善は認めるも血小板減少の進行と炎症およびDICは

回手術施行後weeklyTC療法を6コース施行し２回目の

持続しており，血小板濃厚液（PC）20単位と新鮮凍結

手術を行った後追加化学療法としてweeklyTC療法を4

血漿（FFP）4単位の輸血を行い，遺伝子組み換えトロ

コース終了し１週間後に右季肋部痛と全身倦怠感を訴

ンボモジュリン製剤（リコモジュリン®）の投与を開始

え当院を受診した。来院した２日前から全身状態の異

した。抗生剤をユナシンS®からメロペネム水和物（メ

常を訴えており来院した時は上記に加え傾眠傾向と見

ロペン®）1.5g/日とクリンダマイシンリン酸エステル注

当識障害も観られた。糖尿病を合併していたため糖尿

射液（ダラシンS®）1200㎎/日に変更し，pH4処理酸性

病性ケトアシドーシスあるいは高浸透圧性高血糖症候

人免疫グロブリン（日赤ポリグロビンN５%®）2.5ｇも

群と疼痛の部位より胆道系の感染症を疑った。

投与した。CT検査（図１）を行ったところ，右腎が腫

入院時現症：血圧：77/47mmHg，脈拍数：115回/分，体温：

大しガス像を認めたため気腫性腎盂腎炎と考えられた。

38.1℃，SaO2：99%（O2：3L）見当識障害を認め（JCS：

第3病日に当院泌尿器科に紹介したところ外科的治療

Ⅰ-２）体力低下著明で自力歩行困難な状態であった。

の必要性もあるため一旦近医の高度救命救急センター

入院時血液所見（表１）ではBS：515㎎/dlと著明な

に転院し呼吸循環機能と血液凝固系の改善を図り可能

高血糖と炎症反応，血小板減少と腎機能低下を認めた。

であれば右腎摘出を考慮するとのことであった。手術

化学療法終了後１週間経過した時点であるため骨髄抑

可能と判断し同日に同院の泌尿器科にて右腎全摘除術

制による血小板減少も疑われたがこれまでの治療後の

を施行した。手術所見では右腎は一部融解するなど著

血液所見と比較し重症感染症によるDICによるものと考

明な膿腎症を呈しており，特に腎門部は強固に癒着し

えられた。直近の血糖値の結果に応じてインスリンの

ていた（図２）
。術後は呼吸状態も改善し人工呼吸から

注射量を加減するスライディングスケールを用いてイ

離脱可能となった。血小板数も改善しDICからも離脱で

ンスリンを投与し血糖のコントロールを行い，スルバ

きたため術後3日目に経口摂取を開始し一般病棟に転

クタムナトリウム・アンピシリンナトリウム（ユナシ

棟した。術後8日目に摘出部位付近に血腫の形成が観

®

ンS ）9g/日の投与を開始した。抗生剤を開始する前に

られHbが6.6㎎/dlまで低下したがRCC 4単位の輸血で

動脈および静脈血の細菌培養検査を施行したが起炎菌

改善し術後13日目（第16病日）に当院に逆搬送となった。

表１

入院時血液検査所見

WBC
RBC

3300/μl
235×104/μl

Hb
Ht
Plt

7.3g/dl
21.10%
4.5×104/μl

CRP
BS

47.01
515㎎/dl

表２

TP

5.1g/dl

Alb
T.bil
AST

2.9g/dl
0.66mg/dl
36IU/l

ALT
LDH
γ- GTP
ALP
Amy
CPK
BUN
Cre
Na
K
Cl

32IU/l
367IU/l
83IU/l
372IU/l
24IU/l
357IU/l
53.1㎎/dl
1.86㎎/dl
123mEq/l
4.2mEq/l
88mEq/l

WBC
RBC
Hb
Ht
Plt
CRP
BS
PT
PT（INR）
APTT
Fib
FDP
AT-Ⅲ
（血液ガス）
pH
pO2
pCO2
HCO3−
BE

第２病日血液検査所見

5200/μl
221×104/μl
7.0g/dl
19.70%
1.3×104/μl
41.46
309㎎/dl
86.40%
1.07
35.0秒
737㎎/dl
29.3μg/dl
71.80%
7.301
109.6mmHg
39.3mmHg
19.3mmol/l
−6.2mmol/l

TP
Alb
T.bil
AST
ALT
LDH
γ- GTP
ALP
Amy
BUN
Cre
Na
K
Cl

4.1g/dl
2.2g/dl
0.84mg/dl
51IU/l
36IU/l
725IU/l
53IU/l
354IU/l
13IU/l
37.5㎎/dl
1.24㎎/dl
128mEq/l
4.6mEq/l
97mEq/l

2013年
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ドレナージ等の治療方法また抗DIC,抗ショック治療の

考

察

進歩などにより最近の死亡率は7 〜 20%と改善傾向にあ
る6，7）。自験例も糖尿病を患っており，入院時の血糖値

気腫性腎盂腎炎は腎実質内外にガス産生を認め，急

が515㎎/dl，HbA1cが12.0%（NGSP値）とコントロー

激に増悪する尿路感染症で1898年にKellyらにより初め

ル不良でありまた化学療法中の骨髄抑制により免疫力

１）

て報告された 。1962年のSchultzらにemphysematous
pyelonephritisという病名で報告されて以来，統一の名
２）

称となった 。本邦では1974年に黒田らが初めて報告
3）

の低下している状態であった。
発症の機序や腎実質内外へのガス産生の原因につい
てはまだ解明されていない。海外では糖尿病により組

した 。野村らは本邦で発症した気腫性腎盂腎炎119症

織内グルコース濃度が上昇し，起炎菌により発酵が行

例を集計し，それによると性差は1：4.8で女性に多く，

われるとする報告や組織障害による虚血などから嫌気

94.1%に糖尿病の合併を認め，その中に血糖コントロー

性代謝が進行することでグルコースが分解され，二酸

ルの不良な例を多く認め，そのほか高齢であったり抵

化炭素など種々のガスが生じるとする報告がされてい

抗力が低下している状態のときに発症しやすく起炎菌

る7，8）。

としては大腸菌が64.7%と最も多く，次にクレブシエラ

初発症状としては急性腎盂腎炎に観られる38度以上

が13.4%であったと報告している4）。1985年のAhlering

の発熱や腰背部の叩打痛，膿尿などであるが来院時の

らの報告５） では死亡率58%と高率であったが抗生剤や

病状が既に敗血症性ショックやDICにまで至っている
症例の報告9，10，11）も散見され，全身状態の悪化により
腎盂腎炎特有の症状がカバーされ，症状のみでは炎症
のフォーカスを同定することが困難となる。診断に有
用とされるのは造影CT検査で，腎実質がガスの発生に
よりまだらに造影された所見や多発する不染領域に境
界明瞭なairや液面形成が認められるなどの所見があれ
ば気腫性腎盂腎炎と診断される。Huangらは腹部CT検
査におけるガスや膿瘍の進展状況でクラス分類を行い
治療や予後の判定に有用であると報告した7）。自験例
でも来院時は血圧低下や傾眠傾向，見当識障害のプレ
ショック状態，血液検査では重症感染症とDICを疑わせ
る血小板減少など全身状態が悪化した状態となってお
り，また右季肋部痛の訴えもあったため尿路系でなく
胆道系の感染症を疑ったがCT検査にて右腎にガス像を

図１

図２

腹部 CT 像（右腎実質にガス像を認める）

摘出腎臓標本肉眼所見（著明な膿腎症を呈している）

図３

入院後経過
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床検討．西日泌尿，2004, 66：23-29．

治療は感染症と糖尿病に対するものと敗血症性ショッ

５）A h l e r i n g T E , B o y d S D , H a m i l t o n C L ，

クによる呼吸循環不全やDICも合併していればそれに対

Chandrasoma PT, Lieskovsky G, Skinner DG:

する治療も必要となり集学的なものとなる。基礎疾患の

Emphysematous pyelonephritis．A 5-experience

気腫性腎盂腎炎に対してはカルバペネム系などの強力で

with 13 patients. J Urol, 1985, 134: 1086－1088．

抗菌スペクトルの広い抗生剤の投与や人免疫グロブリン

6）Huang JJ, Chen KW, Ruaan MK: Mixed acid

の投与，経皮的，経尿道的ドレナージによる排膿，高血

fermentation of glucose as a mechanism of

糖を呈している場合は速やかにインスリン投与によるコ

emphysematous urinary tract infection. J Urol,

ントロールを行う必要がある。敗血症性ショックによ

1991, 146: 61-66．

る呼吸循環不全やDICを発症しているものには抗ショッ

7）H u a n g J J , T s e n g C C . E m p h y s e m a t o u s

ク治療を行う。また最近ではエンドトキシン吸着療法

pyelonephritis: clinicoradiological classification,

（PMX）やPMXと持続的血液濾過透析（CHDF）を併用

management，prognosis and pathogenesis. Arch

して保存的治療で救命できた症例12，13，14）も報告や将来

Intern Med, 2000, 160: 797－805．

的に糖尿病性腎症から腎不全となる可能性も考慮しなる

8）Shokeir AA, El-Azab M, Mohsen T, El-Diasty

べく保存的は治療を行い，腎臓摘出に対しては慎重に判

T: Emphysematous pyelonephritis: a 15-year

断する必要があるという報告

15）

もあるが，薬物治療や

ドレナージでは炎症所見の正常化に至らず腎臓摘出を勧

experience with 20 cases. Urology, 1997, 49: 343346.

めるも希望されず死に至った症例の報告16） もあり，保

9）山田泰司，大西毅尚，西川晃平，長谷川嘉弘，曽我

存的治療で大丈夫か腎臓摘出を必要とするかを見極める

倫久人，金原弘幸，有馬公伸，杉村芳樹：敗血症性

判断が重要となってくる。

ショック，ARDS，DICを合併した気腫性腎盂腎炎

自験例では第２病日からメロペネム水和物1.5g/日と

の1例．西日泌尿，2007, 69：159-161．

クリンダマイシンリン酸エステル注射液1200㎎/日に変

10）松浦広英，中村太一，井上剛，吉川和寛，日ノ下文

更しpH4処理酸性人免疫グロブリンも使用した。DICに

彦：敗血症および播種性血管内凝固をきたした気腫

対してFFP，PCの輸血と遺伝子組み換えトロンボモジュ

性腎盂腎炎の１例．日腎会誌，2008，50(2)：140-

リン製剤を投与した。薬物治療により若干の炎症所見の

146．

改善が観られたが完全に制圧することはできず，全身状

11）森田慎一，風間順一郎，長谷川奏恵，三間渉，佐藤

態の改善に至らなかったため腎臓摘出することとなった

暢夫，肥田誠治，木下秀則，本田忠幸，遠藤裕：救

（図3）。

命に成功した気腫性腎盂腎炎の１例．日内会誌，

血糖コントロール不良の糖尿病患者で，悪性腫瘍の治

2009, 98(6)：142－144．

療中などで免疫力が低下している状態の患者が重症感染

12）徳山佳子，藤田哲夫，平山貴博，松下一仁，岩村正

症を起こした時は気腫性腎盂腎炎を疑うことが必要であ

嗣，馬場志郎：エンドトキシン吸着療法と尿管ステ

り，その際は腹部CT検査により確定診断が可能であり

ント留置により救命しえた気腫性腎盂腎炎の１例．

早期に治療を開始することができる。また保存的治療に
対して反応が鈍いときには速やかに腎臓の摘出などの外
科的治療に踏み切ることで救命が可能となる。
稿を終えるにあたり，手術をしていただきました広島
大学医学部付属病院泌尿器科井上省吾先生に深謝いたし
ます。

泌尿紀要，2009, 55：421-424．
13）倭正也，石原隆行，筒井久善，和泉雅章，西村哲
郎，山本茂生：長時間PMX-CHDF併用療法が有効
であった気腫性腎盂腎炎に伴う敗血症性ショックの
１例．ICUとCCU，2009，33別冊号：125-126．
14）初鹿野俊輔，鳥本一匡，影林頼明，三馬省二，森本
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海外卵子提供で双胎妊娠となった48歳抗リン脂質抗体症候群不育症の一例
野口
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敬子・中田

高公

岡山愛育クリニック

A case report of twin pregnancy achieved after oocyte donation abroad
in a 48-year-old patient with a history of recurrent pregnancy loss due to
anti-phospholipid antibody syndrome
Soichi Noguchi・Keiko Kikui・Takakimi Nakata
Okayama Aiiku Clinic
加齢による卵巣機能低下に対して，日本ではまだ困難ではあるが，海外では提供卵子による体外受精で妊娠することは可能
である。今回，海外で卵子提供を受け，双胎妊娠となった分娩時48歳の不育症症例を経験したので，その妊娠分娩経過を報
告する。（症例）初診時年齢は47歳。妊娠歴は4妊０産で第Ⅰ子，第Ⅱ子，第Ⅲ子は５週で自然流産となった。第Ⅳ子は海
外卵子提供で妊娠し，他院で低用量アスピリン（LDA)+heparin療法を行うも9週でIUFDとなった。絨毛染色体検査は異
常なかった。今回の妊娠経過は，抗リン脂質抗体陽性であり妊娠前よりLDA及び柴苓湯の内服を開始し，妊娠反応陽性後
heparin注射を開始することとした。提供卵子による体外受精・胚盤胞移植にて二絨毛膜双胎となった。以後，胎児・母体と
もに経過に異常を認めなかったが，33週4日に前期破水のため入院した。羊水穿刺・マイクロバブルテストにて胎児肺成熟
確認し，34週１日に陣痛発来したため両児とも経膣分娩となった。（第１子：頭位，2166g，男児，AS：５/9，pH：7.38。
第２子：頭位，2248g，女児，AS：4/8，pH7.14）母体は分娩後５日目に，児は両児とも呼吸管理不要で生後30日目に退院
した。

Oocyte donation is still not permitted in Japan. We report a case of a 48-year-old woman with a history of
recurrent pregnancy loss due to anti-phospholipid antibody syndrome who achieved a twin pregnancy after
oocyte donation abroad. CASE: A 47-year-old woman, gravida-4 para-0, with anti-phospholipid antibody-positive
recurrent pregnancy loss was referred to our clinic for treatment with low-dose aspirin, heparin, and Saireito.
The patient was confirmed to have conceived a twin pregnancy after in vitro fertilization using donated
oocytes and embryo transfer performed abroad. At 33 weeks and 4 days of gestation, she was admitted to
our clinic because of preterm premature rupture of membrane. At 34 weeks and 1 day of gestation, the twins
were delivered vaginally (Ⅰ: cephalic presentation, 2166g, male, Apgar score: 5/9, Um. a. pH: 7.38; Ⅱ: cephalic
presentation, 2248g, female, Apgar score: 4/8, Um. a. pH: 7.14).
キーワード：高年齢妊婦，卵子提供，抗リン脂質抗体症候群，抗凝固療法，漢方療法
Key words：advanced maternal age, oocyte donation, anti-phospholipid antibody syndrome, heparin, Saireito

緒

娩時48歳の抗リン脂質抗体症候群を伴った不育症症例に

言

対し，漢方薬併用した抗凝固療法により生児を得ること

生 殖 補 助 医 療 が 進 化 し た 現 在 で も45歳 以 上 の 分 娩
は， 平 成22年 の 母 子 保 健 統 計 に よ る と 岡 山 県 で 9 例
１）

（0.05％）
，全国でも792人（0.07％）と非常に稀である 。
40歳を超えると加齢による卵巣機能低下を起こし妊娠率

ができた症例を経験したので，その妊娠分娩経過を報告
する。

症

例

は低下するが，45歳を超えると更に妊娠率の低下は顕著

初診時年齢：47歳。家族歴・既往歴：特記事項なし。月

となる。海外では高年齢による卵巣機能不全に対し，提

経歴：初経：10歳。周期：30日。

供卵子による体外受精が行われている国もあるが，日本

妊娠歴：4経妊０経産：第Ⅰ子，第Ⅱ子，第Ⅲ子は妊娠

では現在のところ加齢による卵巣機能不全症例に対する

５週で自然流産。第Ⅳ子は海外卵子提供で妊娠し，他

２）

卵子提供は非常に困難である 。今回私たちは，高年齢

院で低用量アスピリン（LDA）+heparin（5,000IU/day）

のために海外で卵子提供を受けて双胎妊娠となった，分

療法を行うも妊娠9週で子宮内胎児死亡（IUFD）となっ
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た。その際に行った流産絨毛染色体検査は異常を認めな

児の肺が成熟していることを確認した。妊娠34週１日に

かった。

自然陣痛発来したため分娩の方向とした。本人より硬膜

妊娠経過：不育症治療のために当院受診された。抗リン

外無痛分娩の希望があり，LDA最終内服後５日であっ

脂質抗体陽性であり（表１）
，前回妊娠時LDA（81mg/

たが出血時間は3分30秒と異常なかったため，腰椎L3-

day）
+heparin（5,000IU/day）療法を行うも染色体異常

4から硬膜外カテーテルを挿入した。その約19時間後

の無いIUFDとなったため，妊娠前（胚盤胞移植５日前）

に，第１子は体重2166gの男児で，Apgar score（１分/

よりLDA（81mg/day）及び柴苓湯（3g/day）の内服

５分）：５点/ 9点，臍帯動脈血pH：7.38。第２子は，

を開始し，妊娠反応陽性後heparin注射（10,000IU/day）

体重2248gの女児で，Apgar score（１分/ ５分）
：4点/

を開始するとともに柴苓湯を9g/dayに増量することと

8点，臍帯動脈血pH：7.14であり，ともに頭位で経腟分

した。海外で提供卵子による体外受精・胚盤胞移植（２

娩となった。母体は産褥経過に異常を認めず，分娩後５

個）が行われ，卵胞ホルモン・黄体ホルモンを補充され

日目に退院した。児は両児とも保育器に収容したが，呼

ることで妊娠成立した。妊娠4週２日より当院に入院し

吸管理は不要で生後30日目に両児とも退院した。

てheparin自己注射を開始し，出血傾向や肝機能異常な

考

どの副作用を認めなかったため，妊娠4週５日より外来
管理とした。妊娠6週に二絨毛膜双胎と診断し，以後，

察

加齢を含め種々の原因で卵巣機能不全となるが，その

両児の胎児発育に異常を認めず（図１）
，母体も妊娠糖

際に自己の卵子による妊娠は生殖補助医療が進化した現

尿病（GDM）や妊娠高血圧症候群（PIH）などの発症

在でも非常に困難である。日本での卵子提供による妊娠

も認めなかった。妊娠33週4日に前期破水にて入院した

に関しては，現在のところ社会的にコンセンサスが完全

ため，同日より抗凝固療法を中止し抗生剤投与を開始し

に得られているとは言えない上に法的整備が整っておら

た。同時に羊水穿刺・マイクロバブルテストを行い，胎

ず，技術的には実施可能であるが実際に行うことは非常

表１

不育症スクリーニング検査（他院での検査結果含む）

図１

妊娠経過

2013年
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に困難である２）。従って，特に加齢による卵巣機能不全

生児を得ることができた。柴苓湯の作用機序に関しては，

例は，比較的容易に卵子提供を受けることできる海外で

東洋医学的な立場からは利水作用による子宮周辺の循環

の提供卵子による体外受精を行う症例が増加していると

改善の可能性が報告14） されている。また，免疫学的に

3，
4）

思われる

は抗CL抗体量を低下させる可能性が報告13，14）されてお

。

卵子提供による妊娠の問題点として，以前より完全
allograftである胚とrecipient母体との間に免疫学的異常

り，今後，症例の積み重ねにより，更に柴苓湯の有効性
が証明されることを期待したい。

が起こり，様々な異常が起こる可能性があると報告され

結

ている５）。PIHもその一つで，卵子提供による妊娠では

語

母児のHLAの違いにより，trophoblastの侵入不全・ラ

海外卵子提供で双胎妊娠となった分娩時48歳の抗リン

セン動脈形成不全を引き起こすことによりPIHを発症さ

脂質抗体症候群不育症症例に対し，漢方薬併用抗凝固療

せる可能性が考えられている6）。

法を行うことにより，早産となったが生児を得ることが

また，加齢による卵巣機能不全例に対する卵子提供に

できた。

よる妊娠に関しては，recipientの年齢が問題になる。Le

高年齢のための卵子提供による妊娠はハイリスクであ

Ray et al．は，43歳以上の卵子提供recipientは同年齢の

り，今後，日本でどのように扱うべきか，十分な議論お

自己卵子による体外受精と比較してもpre-eclampsiaの

よび法的整備が必要と思われる。

リスクが高く，高年齢recipientはよりハイリスクである

LDA+heparin療法抵抗性抗リン脂質抗体陽性不育症

と報告している 。更に，50歳のrecipientが分娩後に頭

に対して漢方療法（柴苓湯）を併用することは有用であ

蓋内出血で死亡したとの症例報告も認められ8），オラン

る可能性があると思われる。

7）

ダのように卵子提供recipientに対する年齢制限をもうけ

文

ている国も存在する8）。本邦では前述の通り，特に高年
齢による卵巣機能不全に対する卵子提供に関して十分な
議論がなされているとはいえず，今後の課題として考え

１）岡山県ホームページ保険統計情報：http://www.
pref.okayama.jp/page/detail-3645.html
２）岡 垣 竜 吾 ， 石 原

る必要がある。
抗リン脂質抗体症候群による不育症に対する治療とし
て，LDA+heparin療法が効果的であり，有効率が70%以
上と報告されている9）。当院でも生児獲得率は75%くら
いであるが，LDA+heparin療法を行っても流産となる率
は25%程度存在する。また，当院ではその流産症例の中
で染色体検査を行った症例の約半数は染色体異常を伴っ
ていない。それら染色体異常のない症例は，
他の異常（子

献

理，出口

顯：卵子提供の現

況とその倫理的諸問題．J Mamm Ova Res, 2007,
24：142-152.
3）中山摂子，安達知子：卵子提供妊娠の問題点とその
周産期管理．産婦治療，2011, 103：383-388.
4）高井

泰，神谷恵理，関

博之：卵子提供による妊

娠症例の管理．産と婦，2007, 57：1073-1077.
５）van der Hoorn MLP, Lashley EELO, Bianchi

宮形態異常，内分泌的異常など）を合併していなければ，

DW, Claas FHJ, Schonkeren CMC, Scherjon SA:
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Pregnancy outcomes in women aged 40 years and over at our clinic
Soichi Noguchi・Keiko Kikui・Takakimi Nakata
Okayama Aiiku Clinic
晩婚化などの社会情勢に加えて生殖補助医療の進歩により，高年齢出産が増加している。特に40歳以上の高年齢出産は，岡
山県の母子保健統計によると平成12年から平成22年の間に２倍以上となっている。40歳以上の妊娠・分娩は，流産率の増
加，胎児奇形・染色体異常の増加，産科合併症の増加などが報告されている。今回，当院における40歳以上の高齢妊婦に関
して検討を行った。2009年１月から2012年12月までに当院で分娩となった3944例中，40歳以上の高齢妊婦は102例（2.6%）
で，初産婦37例，経産婦65例であった。40歳以上と40歳未満を比較すると，分娩週数・分娩児体重・Apgar score・内科的疾
患合併率・重症PIH発症率・GDM発症率に有意差を認めなかったが，不妊治療歴・子宮筋腫核出術の既往・帝王切開分娩の
割合・分娩時出血量・胎児奇形・12週以降の流産・IUFDは40歳以上で有意に高かった。内科的合併症の割合が低く比較的低
リスク症例が多い当院でも，40歳以上の妊娠・分娩は様々な産科的異常・胎児異常が増えるため，そのことをこれから妊娠
を考えている世代にも情報として知らせることが重要である。

Maternal age at the time of delivery has increased because of social and technological changes. Several
reports have indicated that women aged ≥40 years at the time of delivery are at increased risk for
miscarriage, gestational diabetes (GDM), pregnancy-induced hypertension (PIH), and Caesarean delivery. This
study encompassed women aged ≥40 years who delivered at our clinic from January 2009 through December
2012. The study group was compared with a control group of women aged <40 years who delivered during
the same period. The weeks of gestation, weight of newborn, Apgar score, and rates of PIH and GDM did not
differ significantly between the groups; however, the women aged ≥40 years were noted to be at increased
risk for Caesarean delivery, postpartum hemorrhage, fetal anomalies, fetal chromosomal anomalies, pregnancy
loss at >12 weeks gestation, and intrauterine fetal death. It is important to inform women who wish to become
pregnant of these increased risks.
キーワード：高年齢妊娠，高年齢分娩，40 歳以上，合併症，周産期予後
Key words：advanced maternal age, over 40 years old, perinatal outcome

緒

言

対象・方法

女性の社会進出や晩婚化などの社会情勢に加えて生殖

2009年１月から2012年12月までに当院で28週以降に

補助医療の進歩などにより，高年齢妊娠・分娩が増加し

分娩となった3944例を対象として，分娩時年齢40歳以

ている。特に40歳以上の高年齢出産は，岡山県の母子保

上の妊婦と40歳未満の妊婦を後方視的に比較・検討し

健統計によると平成12年は189人（全体の0.99%）であっ

た。対象の内訳は，40歳以上の妊婦102人中，初産婦37

たのが平成22年は403人（全体の2.40%）と，出産数・

人（36.3%）経産婦65人（63.7%)，40歳未満の妊婦3842

全体に対する割合ともに10年間に２倍以上となってい

人中，初産婦1963人（51.1%）経産婦1879人（48.9%）で

る１)。40歳以上の高年齢出産は，内科的合併症を有して

あった（表１)。なお，12週以降の流・死産の検討は，

２）

ことや，出産に至らず流産する率が

上記の期間に当院で取り扱った12週以降の流産・死産

4）

（人工流産含まない）37例を加えて合計3981例で検討を

や，児の奇形・染色体異常の増加 ５）などが報告されて

行い，羊水穿刺の検討では更に結果の判明した27例を

いる。今回，比較的内科的合併症を有する妊婦の割合が

加えて，3901例で検討した。比較・検討項目は表２・

低いと考えられる当院（有床診療所）における40歳以上

表3の22項目であり，統計学的検討はχ２ 検定または

の高齢妊婦に関して検討を行った。

Welch’s t-testで行い，有意水準５%未満を有意差ありと

いる割合が高い
高い

3）

こと，出産に至っても帝王切開分娩率の増加
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（11.8% vs. 4.1%）であった。経膣分娩を行った例で

成

は，分娩所要時間は両群に差はなく，分娩時出血量は

績

40歳以上の群で有意に多かった（515±461g vs. 411±

年齢毎の人数分布は，初産婦は18歳から48歳で平均

364g)。多胎率・早産率は両群間に有意差を認めなかっ

29.9歳，経産婦は19歳から46歳で平均31.6歳であった。

た。妊娠に至る過程では40歳以上で有意に不妊治療歴

40歳以上の妊婦の割合は，全体の2.6%であった。(図

が多く（31.3% vs. 15.4%)，不妊治療の中でも生殖補助

１）

医療による妊娠の割合は37.5％であった。子宮筋腫核出

年齢40歳以上の妊婦と40歳未満の妊婦を比較すると

術既往の割合は40歳以上群で有意に高かった（6.9% vs.

（表２)，身長・非妊時体重・分娩週数・分娩児体重・

0.6%）が，重症PIH，GDMの発症率は両群に有意差を

Apgar score（１分・５分)・臍帯動脈血pHは両群に差

認めなかった。高血圧や糖尿病，甲状腺疾患などの内

を認めなかった。帝王切開率は40歳以上で有意に高率

科的な合併症を有している割合も両群に有意差を認め

表１

当院での 40 歳以上の高年齢妊婦（対象）

図１

表２

年齢分布

当院での 40 歳以上の高年齢妊娠（1）

2013年

当院における40歳以上の妊婦の検討
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以上の高年齢妊婦は，今までに報告の多い総合病院や周

なかった。
分娩児の染色体異常は，40歳以上で１例（21trisomy：
出生前診断なし)，40歳未満で4例（21trisomy 3例：

産期センターと異なり，比較的低リスクの症例が集まっ
ていると考えられる。

出生前診断なし、18trisomy １例：出生前診断あり）で

高年齢以外に合併症が少ないこともあり，今回の検討

あり，40歳以上で有意に高率（1.0% vs. 0.1%）であっ

では分娩時週数，早産率，分娩児体重，Apgar Score，

た。胎児奇形（１ヶ月健診以降に当院で判明したVSD

臍帯動脈pH，重症PIHの発症率，GDMの発症率などの

等も含む）も40歳以上で有意に高率（3.9% vs. 1.3%）で

周産期予後に関して，40歳以上と40歳未満では有意差

あった（表3)。

は認められなかった。この中でGDMに関しては，当院

12週以降の流産（人工流産を含まない)・子宮内胎児

でのGDMスクリーニング法が随時血糖法のため，全体

死亡は全体で37例認められ，40歳以上５例，40歳未満

的に検出率が低下している可能性がある 10)。ただし，

32例であり，40歳以上で有意に高率 （4.7% vs. 0.8%）

GDMで問題になることが多い4000g以上の巨大児の分娩

であった。羊水穿刺は40歳以上で24例（22.0%）に行わ

に関しては，40歳以上で１例（1.0%)，40歳未満で22例

れ，その中で２例（8.3%）が染色体異常（18 trisomy；

（0.6%）と両群に有意差は認めなかった。

２例）であった。40歳未満では68例（1.7%）に行われ，

高年齢以外に合併症の少ない当院であっても，40歳以

その中で２例（2.9%）が染色体異常（18 trisomy；１

上では帝王切開率の上昇や分娩時出血量の増加，さらに

例，21 trisomy；１例）であった。全症例での染色体異

染色体異常・胎児奇形の増加，12週以降の流産・IUFD

常の割合は，40歳以上で有意に高率（2.7% vs. 0.1%）で

の増加が認められた。
帝王切開率の上昇は，40歳以上で筋腫核出術後が多い

あった（表3)。

考

ことや，前回帝王切開症例でVBACを希望しない例が多

案

い（反復帝王切開率：63.6% vs. 33.5%）ことも影響して

40歳以上の高年齢分娩は全国的に増加傾向で，厚労省

いると考えられる。また，高年齢妊娠では前置胎盤や

の統計では平成12年で40歳以上の分娩は全体の1.3%で

常位胎盤早期剥離の頻度が増えるとの報告もあり11)，そ

6)

あったのが，平成22年では3.3%となっている 。岡山県

のために帝王切開率が増加する可能性がある。当院の結

でも割合としては全国平均より低いものの，平成12年か

果では前置胎盤は40歳以上で１例（1.0%)，40歳未満で

ら平成22年で前述の通り0.99%から2.4%まで増加してい

7例（0.2%）と40歳以上で頻度は高いものの統計学的有

る１)。特にハイリスク症例が集まりやすい都市部の総合

意差は認めなかった（p=0.0681)。また，常位胎盤早期

病院や周産期センターでは，40歳以上の分娩は全体の

剥離の発症頻度は，40歳以上で重症PIHの発症が増加し

7）

6%

8）

や10.6%

と更に割合が高いと報告されている。

有床診療所である当院での40歳以上の高年齢妊婦は

ていないこともあり，当院では両群に差を認めなかった
（0.0% vs. 0.2%)。

2.6％と岡山県の統計とほぼ同頻度である。ただし，一

分娩時出血量の増加に関しては，村山は原因として常

般的に高年齢となると内科的合併症を有する割合が増加

位胎盤早期剥離，前置胎盤，癒着胎盤，子宮筋腫・子

すると考えられ，実際に高血圧合併妊娠や糖尿病合併妊

宮腺筋症合併や軟産道損傷などが考えられるとしてい

２，9）

が，

る12)。当院では前述の通り常位胎盤早期剥離は40歳以上

当院での検討では内科的合併症に関して40歳以上と40歳

で増加しておらず，前置胎盤は全例帝王切開分娩なので

未満の群で有意差は認めなかった。従って当院での40歳

経腟分娩時出血量の増加には関与していない。癒着胎

娠などが40歳以上で増加するとの報告が多い

表３

当院での 40 歳以上の高年齢妊娠（2）
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盤（1.0% vs. 0.2%）および軟産道損傷（Ⅲ度以上の会陰

文

裂傷および頚管裂傷，腟壁・外陰血腫含む）（1.0% vs.
0.8%）は40歳以上で頻度は多いものの，統計学的な有意
差を認めなかった。子宮筋腫・子宮腺筋症の頻度に関し

Vol.62 No.1
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14）

もある。また，奇形部位

によって年齢の影響が認められ，20歳未満で無脳症が
増加し，40歳以上で心・血管系の異常が増加するとの
報告

15）

もある。更に，全体で3.7%の奇形率が40歳以上

で5.0%となる報告

16）

もあり，当院の結果も同様に，40

歳以上で奇形率が有意に上昇していたが，症例数が少な
く，奇形部位には一定の傾向は認められなかった。
今回は12週未満の自然流産に関しては実数の把握が困
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娩に影響するか．周産期新生児誌，2012, 48：585-

卵の異常の可能性が高く，妊娠経過に伴って妊娠維持の

594.

ための胎児―母体環境が流産・IUFDに影響を与える割

9）高橋宏典，渡邉典芳，青海咲子，堀谷まどか，穴見
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Cerebroplacental ratio は胎児発育不全児において胎児機能不全の発症を
鋭敏に予測する
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産科婦人科学分野

The cerebroplacental ratio predicts non-reassuring fetal status
in growth-restricted fetuses
Takeshi Orita・Ryo Maekawa・Susumu Murata・Lifa Lee・Yoshiaki Yamagata
Hiroshi Tamura・Norihiro Sugino
Department of Obstetrics and Gynecology, Yamaguchi University Graduate School of Medicine
【目的】胎児発育不全児は胎児機能不全を発症する例が多く，しばしば緊急帝王切開による急速遂娩が必要となる。そ
のため，胎児機能不全を予測する有用な指標の確立が望まれる。今回，胎児発育不全症例に対して，当科で設定した
cerebroplacental ratio（中大脳動脈/臍帯動脈血流RI比：CPR）のカットオフ値1.1が胎児機能不全の発症予測に有用であるか
について検討した。【方法】当科で妊娠管理を行った単胎の胎児発育不全症例（胎児推定体重が当該妊娠週数の―1.5 S.D.未
満）48例を対象とし，分娩に至るまで１週毎にCPRの測定を行った。分娩直近のCPRが1.1未満の症例をCPR不良群，1.1以
上の症例をCPR良好群として，両群間において妊娠37週未満および妊娠37週以降における胎児機能不全発症の有無を検討し
た。【成績】CPR不良群12例のうち妊娠37週未満に胎児機能不全に至ったのは8例（66.7%）であったのに対し，CPR良好群
では36例のうち２例（5.6%）が胎児機能不全に至っており，CPR不良群において有意に高かった（p<0.01)。妊娠37週以降で
は，CPR不良群4例は全例（100%）が胎児機能不全に至ったのに対し，CPR良好群34例のうち５例（14.7%）が胎児機能不全
に至っており，CPR不良群において有意に高かった（p<0.01)。【結論】CPRのカットオフ値1.1は妊娠37週未満および37週以
降いずれにおいても胎児機能不全の発症予測に有用であることが明らかとなった。

Aim: Fetal growth restriction (FGR) is a major cause of non-reassuring fetal status (NRFS), making the
prediction of NRFS in growth-restricted fetuses an important issue for obstetricians. This study aimed to
confirm our previous finding that a cerebroplacental ratio (CPR) of < 1.1 predicts NRFS in growth-restricted
fetuses. Methods: FGR infants (N = 48) delivered at 24-42 weeks of gestation at our hospital were enrolled.
FGR was defined as an estimated fetal body weight of >1.5 standard deviations below the mean. Doppler
measurement of the CPR was performed weekly until delivery. The CPR was classified as abnormal or
normal (<1.1 or 1.1, respectively). We compared the incidence rates of NRFS before and after 37 weeks of
gestation between the abnormal and normal CPR groups. Results: The CPR was abnormal in 12 and normal in
36 of 48 cases. NRFS was disproportionately likely in the abnormal CPR group both before (8 of 12 abnormal
versus 2 of 36 normal, p < 0.01, Fisher’s exact test) and after (4 of 4 abnormal versus 5 of 34 normal, p < 0.01,
Fisher’s exact test) 37 weeks. Conclusions: A CPR of 1.1 is a valuable predictor of NRFS in preterm and
term growth-restricted fetuses.
キーワード：胎児発育不全，胎児機能不全，超音波パルスドプラー法
Key words：Celebroplacental ratio, fetal growth restriction, non-reassuring fetal status, cerebroplacental ratio,
resistance index

緒

言

胎児発育不全（fetal growth restriction: FGR）は，胎
児期・新生児期における周産期罹患や周産期死亡の主要
１)

要がある２)。そのため，発育不全児において胎児機能不
全を発症する可能性が高い児を何らかの手法であらかじ
め判別し，そのような児を厳重に観察することは極めて
重要である。

原因となっている 。FGR症例では胎児機能不全が分娩

これまでに超音波パルスドプラー法による発育不全児

に先行することが多く，娩出が遅れると胎児死亡や後遺

の血流計測が胎児機能不全の発症予測において重要な役

症を残す可能性が高まるため，適切な時期に娩出する必

割を持つことが報告されている。臍帯動脈の拡張期血流
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の途絶または逆流（umbilical artery absent or reversed

の比をとることで，胎児胎盤機能低下における臍帯動脈

end-diastolic velocity: UA-AEDV, UA-REDV）が認め

血管抵抗の上昇と中大脳動脈血管抵抗の低下を鋭敏に

られた場合は児の周産期死亡率が高まることや，発育不

捉えることが可能となり，それぞれ単独で評価した場

全児において中大脳動脈血流のPalsatility index（PI）

合と比べて児の予後の予測により有用であると考えら

が低下した場合には胎児機能不全の発症頻度が高まるこ

れている6-9)。また，CPRの変化は，UA-AEDV，UA-

とが報告されている3，4)。また，発育不全児において静

REDV，UA-PI上昇，MCA-PI低下などの単独パラメー

脈管の拡張期血流の途絶または逆流が児の予後不良因子

タと比較するとより早期に出現することが報告されてい

５)

る10，11)。

となることも報告されている 。
近年，胎児機能不全の発症を鋭敏に予測する指標と

我々はこれまでに，妊娠37週以降のFGR症例を対象と

して，cerebroplacental ratio（CPR）が注目されてい

した検討で，胎児機能不全を発症した例では非発症例に

る。CPRは，超音波パルスドプラー法を用いて胎児の

比較して分娩直前のCPRが有意に低値であることを示し

中大脳動脈（middle cerebral artery: MCA）と臍帯動

た12)。更に，胎児機能不全発症例の予測にCPRのカット

脈（umbilical artery: UA）の血管抵抗値（resistance

オフ値1.1が有用である可能性を示してきた 12)。そこで

index: RI）を測定し，その比（MCA-RI/UA-RI）を算

今回，CPRのカットオフ値1.1が実際に胎児機能不全の

出したものである。中大脳動脈と臍帯動脈の血管抵抗値

発症予測に有用であるかを明らかにすることを目的とし

Figure １．パルスドプラー法での血流計測．
A：Resistance indexの算出法（S：収縮期血流速度，D：拡張期血流速度）
B：正常な臍帯動脈血流波形 C：正常な中大脳動脈血流波形

Table １．CPR 不良群および良好群の背景，超音波所見および妊娠転帰．

年齢（歳）
初産婦
PIH症例
身長（cm）
妊娠前体重（kg）
分娩直近BMI
診断時の妊娠週数（週）
診断時のCPR
診断時の胎児推定体重SD
分娩直近のCPR
分娩直近の胎児推定体重SD
分娩週数（週）
出生体重（g）
出生体重SD
臍帯動脈pH

CPR不良群
（n=12）
31.8±3.49
8例（66.7%）
4例（33.3%）
155.6±4.61
45.8±4.88
21.3±2.06
30.8±4.75
0.97±0.20
-2.31±0.44
0.86±0.18
-3.03±0.55
32.8±4.66
1245±573.2
-3.00±0.66
7.27±0.05

CPR良好群
（n=36）
29.1±5.39
23例（63.9%）
6例（16.7%）
156.4±5.76
46.5±6.35
22.4±2.48
33.3±3.40
1.35±0.16
-2.11±0.36
1.31±0.16
-2.17±0.45
38.0±2.57
2172±394.9
-2.05±0.67
7.27±0.06

出生体重のS. D. スコアは文献19に基づき算出した。
p-valueはMann-Whitney test及びFisher’s exact testにより算出した。

P値
0.095
1.00
0.24
0.57
0.98
0.31
0.17
0.000000029
0.17
0.0000000033
0.000041
0.00010
0.0000023
0.00020
0.71
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た。
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線細変動の消失，いずれかの異常波形を認めた時，あ

研究方法
2009年8月から2012年9月の間に当院で分娩となっ
たFGR症例48例を対象とした。多胎妊娠，染色体異常

るいはBiophysical profile score（BPS）低値14）の場合
に行った。

研究成績

及び胎児奇形を認めた症例は除外した。FGRの診断

対象症例48例のうち，CPR不良群は12例，CPR良好

は，2003年に日本超音波医学会より公示された「胎児

群は36例であった。CPR不良群とCPR良好群との間

体重の妊娠週数ごとの基準値」 13）において該当週数の

で，母体の年齢及び体格，初産婦及びPIH症例の割合に

―1.5 S. D. の基準値を下回る場合に行った。FGRと診

有意差は認めなかった（Table 1)。CPR不良群とCPR

断された症例に対して，診断時から分娩となるまで，

良好群とでは，診断時の胎児推定体重S. D. スコアには

週に１回の頻度で経腹超音波検査を行い，胎児推定体

有意差は認めなかったが，CPR不良群の方が分娩週数

重，超音波パルスドプラー法による胎児MCAおよび

が有意に早く，また分娩直近の胎児推定体重および出

UAのRIの計測を行ってCPRを算出した（Figure 1)。

生体重のS. D. スコアは有意に小さかった（Table 1)。

対象症例のうち，分娩直近のCPRが1.1未満の症例を

臍帯動脈pHには有意差は認めなかった。

CPR不良群とし，1.1以上の症例をCPR良好群とした。

まず妊娠37週未満で胎児機能不全に至った例を検討

CPR不良群，良好群における胎児機能不全の発症率に

したところ，CPR不良群は12例中8例（66.7%)，CPR

ついて，妊娠37週未満，妊娠37週以後でそれぞれ比較

良好群は36例中２例（5.6%）であり，CPR不良群で有

検討した。また，CPR不良群および良好群において，

意に高率であった（p=0.00005，Figure ２A，２B)。

妊娠週数の進行に伴うCPRの推移を検討した。胎児機

妊娠37週以降に分娩となった38症例のうち，CPR不

能不全の診断は，従来の旧日本母性保護産婦人科医会

良群は4例全例（100%）で胎児機能不全を発症し，

の分類に則って，胎児心拍陣痛図において反復する遅

CPR良好群は34例のうち５例（14.7%）で胎児機能不

発一過性徐脈，遷延性徐脈，高度変動一過性徐脈，基

全を発症しており，CPR不良群で有意に高率であった

Figure ２．対象症例の妊娠転帰．
A：CPR不良群および良好群それぞれの胎児機能不全発症の有無と発症週数のフローチャート
B：妊娠37週未満における胎児機能不全の発症
C：妊娠37週以降に分娩となった症例での胎児機能不全の発症
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Figure３．妊娠週数とCPR値の推移．

Table ２．胎児機能不全となった CPR 不良群 12 例，CPR 良好群 7 例．

症例No. 年齢
CPR不良群
１
29
２
27
3
37
4
32
５
33
6
35
7
35
8
31
9
32
10
34
11
32
12
24
CPR良好群
13
30
14
34
15
27
16
33
17
35
18
29
19
24

初／経

分娩直近
出生体重 出生体重
分娩週数
CPR
（g） （S. D.）

PIHの
合併

備

考

初
初
初
初
経
経
初
初
経
経
初
初

0.593
0.610
0.650
0.721
0.733
0.853
0.918
0.958
0.987
1.069
1.081
1.097

27週５日
25週０日
26週3日
36週０日
31週５日
39週3日
31週０日
37週５日
32週５日
37週１日
38週２日
34週3日

634g
390g
462g
1576g
1028g
1746g
730g
1926g
1296g
1648g
2204g
1304g

-2.99
-3.40
-3.48
-2.76
-2.95
-4.19
-3.80
-2.53
-2.16
-3.25
-1.73
-2.73

なし
なし
なし
hp-LO
なし
h-LOS
なし
なし
HP-LO
hp-LO
なし
なし

BPS低値
24週時に子宮内胎児死亡
陣発前に遷延性徐脈，術中に早剥
陣発前に反復遅発一過性徐脈
分娩第１期に反復遅発一過性徐脈
分娩第１期に遷延性徐脈
30週時に子宮内胎児死亡
分娩第１期に反復遅発一過性徐脈
BPS低値
陣発前に反復遅発一過性徐脈
分娩第１期に遷延性徐脈
分娩第１期に遷延性徐脈，術中に早剥

初
経
初
経
初
初
経

1.135
1.185
1.209
1.280
1.327
1.391
1.397

25週１日
37週１日
37週２日
36週6日
40週１日
42週０日
39週０日

500g
2050g
2050g
1944g
2402g
2772g
2674g

-2.27
-1.85
-1.95
-2.10
-1.93
-1.67
-1.20

なし
なし
hp-LO
なし
なし
なし
なし

24週時に子宮内胎児死亡
陣発前に遷延性徐脈
分娩第１期に遷延性徐脈
陣発前に遷延性徐脈
分娩第１期に遷延性徐脈
分娩第１期に遷延性徐脈，術中に早剥
分娩第１期に遷延性徐脈，術中に早剥

出生体重のS. D. スコアは文献19に基づき算出した。
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（p=0.0017，Figure ２A，２C)。
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こり得る予測困難な胎児機能不全がCPR良好群において

妊娠37週未満および37週以降を合わせた検討では，

も発症して感度及び陰性的中率の低下に寄与していると

CPR不良群は12例全例（100%）が胎児機能不全を発症

考えられ，CPRの本質的な意義を失わせるものではない

しており，一方CPR良好群は36例のうち7例（19.4%）

と考えられる。むしろ，CPRが1.1未満であれば高率に

が胎児機能不全を発症していた。胎児機能不全の発症

胎児機能不全になることを重視すべきであり，CPRが

予測においてCPRカットオフ値1.1は感度63.2%，特異

1.1未満の場合には厳重な管理が必要であると考えられ

度100%，陽性的中率100%，陰性的中率80.6%であった

る。

（Figure ２A)。

CPRがFGR症例における胎児予後予測に有用である週

本検討において，CPR良好であっても7例（19.4%）

数について，Bahado-Singhらは妊娠34週未満に限り有用

が胎児機能不全を発症していた。そこで，CPR良好群に

であったと報告している9)。また，Ariasは妊娠27週か

おいて，胎児機能不全を発症した7例と発症しなかった

ら37週7)，Habekらは妊娠28週から42週 15)，Makhseed

29例とで各因子について比較検討したが，母体の年齢及

らは妊娠29週から42週16)，Gramelliniらは妊娠30週から

び体格，初産婦及びPIH症例の割合，診断時及び分娩直

41週6)，Devineらは妊娠41週以降8)，El-Sokkaryらは妊

近それぞれのCPRと胎児推定体重S. D. スコアに有意差

娠42週以降 17）において有用であったと述べており，早

は認めなかった。

産期から正期産期まで多岐に渡っている。今回の我々の

次にCPR値の妊娠経過中の推移について検討した。

検討では，対象症例は妊娠24週から妊娠42週と広範囲で

CPR良好群36例は経過中に一度もCPRが1.1未満となる

あり，妊娠37週未満と37週以降において検討を行った

ことなく推移していた（Figure 3)。一方，CPR不良群

が，CPR不良群ではいずれにおいても高率に胎児機能不

では，12例中10例はFGR診断時の測定当初から1.1未満

全を発症していた。つまりCPR カットオフ値1.1は早産

となっており，経過中にCPRが1.1未満へと低下した例

期，正期産期いずれにおいても胎児機能不全の発症予測

は２例のみであった。また，CPR不良群においてCPR値

に有用であると考えられる。

は妊娠週数の進行とともに低下する一方であり，CPR値
の上昇を認めた症例は認めなかった（Figure 3)。

考

中に1.1未満へ低下したのは２例に過ぎず，一旦CPRが

CPRの胎児予後予測において有用なカットオフ値に
15)

ついて，Ariasは1.0 ，Habekらは1.0 ，Makhseedら
16)

6)

断時である初回観察時から継続してCPR 1.1未満であっ
た。一方で，FGR診断時にCPR 1.1以上であって経過

案

7)

本検討において，CPR不良群12例のうち10例はFGR診

8)

1.1未満となった後で再度1.1以上へ改善した例は認めな
かった。この点は臨床応用を考える上で極めて興味深

は1.05 ，Gramelliniらは1.08 ，Devineらは1.05 ，El-

い。つまり，CPR不良な児はFGRの診断時点で既に大

Sokkaryらは1.1817）としており，概ね1.0-1.1の範囲で同

部分がCPR不良となっていることを意味しており，CPR

程度の報告である。我々も以前の検討において胎児機

の測定はFGR診断時の測定を含めて，随時の測定でも後

能不全の発症予測におけるカットオフ値を1.1としてお

に発症する胎児機能不全の予測に有用であると考えられ

り 12)，今回の検討において実際にカットオフ値1.1を用

る。

いたところ，胎児機能不全発症予測における特異度は

血流異常所見と胎児機能不全の発症時期について，上

100%，陽性的中率は100%と極めて高い値を示した。し

田らは胎児心拍異常のため緊急帝王切開となった例を後

かし，感度及び陰性的中率はそれぞれ63.2%，80.6%と比

方視的に検討し，胎児機能不全が近づくにつれて臍帯動

較的低値であった。感度及び陰性的中率が低い理由とし

脈と中大脳動脈の血流比が直線的に増悪していたことを

て，CPR良好群36例のうち7例（19.4%）が胎児機能不

報告している18)。我々の検討においても，CPR 1.1未満

全に陥ったことが原因と考えられる。しかし，胎児機能

となった以降は，CPR不良群は妊娠週数の進行とともに

不全を発症した7例と発症しなかった29症例の間には，

CPRの持続性の低下を認め，最終的に胎児機能不全へ

母体年齢，初産婦およびPIH症例の割合，FGRの診断週

至っていた。今回の検討では胎児機能不全に至った症例

数，FGR診断時の胎児推定体重およびそのSDスコア，

数が少なく，具体的にCPRがどの値へ達したら胎児機能

診断時および分娩直近のCPRに有意差は認めず，CPR良

不全に至るかということまでは言及できなかった。しか

好群における胎児機能不全発症の予測因子は抽出できな

し，CPRの低下の度合いにより胎児機能不全の発症時期

かった。そこで，同時期に当院で経腟分娩を試みた単胎

が推定出来る可能性があり，特にCPRの経時的な低下を

満期の正常発育児における胎児機能不全の発症頻度を検

示す症例には慎重なモニタリングが必要であると思われ

討したところ，512例のうち69例（13.5%）が胎児機能不

る。

全を発症しており，両者の間に有意差は認めなかった

CPRと児の予後について，CPR不良群において児の

（p=0.47)。すなわち，全症例において一定の頻度で起

予後も不良であるとする報告が多数みられる 4，6-11) 。

折田
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Gramelliniら6）は，CPR良好群の方がCPR低下群よりも

a predictor of adverse perinatal outcome. Obstet

臍帯動脈pHが有意に高かったと報告している（7.33±

Gynecol, 1992 79: 416-420.

0.04 vs 7.25±0.03, p<0.001)。一方，我々の検討症例で

7）Arias F.: Accuracy of the middle-cerebral-to-

は，CPR良好群とCPR低下群との間で，出生児の臍帯動

umbilical-artery resistance index ratio in the

脈pHには有意差はみられなかった。この要因として，

prediction of neonatal outcome in patients at high

我々の検討症例には臍帯動脈の拡張期途絶または逆流を

risk for fetal and neonatal complications. Am J

伴う高度のFGRで超早産を余儀なくされるような症例が

Obstet Gynecol, 1994 171: 1541-1545.
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卵巣明細胞腺癌に合併した Trousseau 症候群の一例
浦山

彩子・内藤 博之・野坂 豪・藤本 悦子・広岡由実子・占部
児玉 美穂・熊谷 正俊・上田 克憲
県立広島病院
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A case of Trousseau syndrome secondary to an ovarian clear cell adenocarcinoma
Saiko Urayama・Hiroyuki Naito・Suguru Nosaka・Etsuko Fujimoto・Yumiko Hirooka
Satoshi Urabe・Miho Kodama・Masatoshi Kumagai・Katsunori Ueda
Department of Obstetrics and Gynecology, Hiroshima Prefectural Hospital
悪性腫瘍に伴う血液凝固異常により脳梗塞などの血栓症を生じる病態はTrousseau症候群として知られている。今回我々は，
多発性脳梗塞による精神神経症状を契機に，卵巣癌が診断された一例を経験したので報告する。
症例は47歳女性。意思疎通不良，健忘，妄想，失語などを主訴に当院精神神経科を受診し，統合失調症が疑われたが，
D-dimer 40.8µg/ml，FDP 89.6µg/dlと上昇しており，頭部MRIで多発性脳梗塞を認めた。原因検索のCTで腹水と骨盤内腫瘤
を認め，当科紹介となり，卵巣癌によるTrousseau症候群が疑われた。抗凝固療法後に開腹手術を施行し，明細胞腺癌（pT3c
pNx pM0，stageⅢC）と診断した。術後は抗凝固療法を再開し，精神神経症状は改善を認めた。D-dimerは陰性で経過したた
め，抗凝固療法を終了し，術後14日目より術後化学療法を開始した。化学療法中に，D-dimerの再上昇と脳梗塞の再発を認め
たため，ヘパリンによる抗凝固療法を再開し，以後はワーファリン内服に切り替えた。現在，発症後１年経過するが，化学
療法，抗凝固療法を継続中である。
本症例のように，血栓性素因のない脳梗塞患者では，Trousseau症候群の可能性を念頭におき，悪性腫瘍の検索を行う必要が
ある。経過中の脳梗塞再発もしばしばあり，定期的なD-dimer測定と，再発予防に抗凝固療法を考慮する必要がある。

Cerebral infarction secondary to hypercoagulation induced by malignant disease is termed Trousseau
syndrome. We report the case of a 47-year-old woman with multiple cerebral infarcts caused by ovarian
cancer. She had been suffering from amnesia and aphasia for 6 months. Her plasma D-dimer level was
markedly elevated, and magnetic resonance imaging (MRI) showed multiple small infarcts in the cerebrum and
cerebellum. Computed tomography (CT) demonstrated a large ovarian tumor. On the basis of these findings,
we diagnosed Trousseau syndrome. The patient was treated with heparin for the cerebral infarction followed
by surgery to remove the ovarian tumor. After 3 cycles of chemotherapy without concomitant anticoagulant
therapy, she developed recurrent cerebral infarction. Therefore, anticoagulation with warfarin was added
to her treatment plan and she continued chemotherapy. Cerebral infarction in the absence of thrombotic
diathesis requires screening for cancer because of the possibility of Trousseau syndrome. Cerebral infarction
often recurs in patients with Trousseau syndrome, as described in this case. Therefore, measurement of the
plasma D-dimer level and use of anticoagulant therapy are necessary to prevent recurrent infarction.
キーワード：Trousseau 症候群，脳梗塞，卵巣癌
Key words：Trousseau syndrome, cerebral infarction, ovarian cancer

緒

言

主訴：意思疎通不良，健忘，妄想，失語
妊娠分娩歴：２経妊２経産

悪性腫瘍に伴う血液凝固異常により脳梗塞などの血

既往症：特記なし

栓症を生じる病態はTrousseau症候群として知られてい

家族歴：特記なし

る。今回我々は，多発性脳梗塞による精神神経症状を契

現病歴：意思疎通不良，健忘，妄想，失語などを主訴に

機に，卵巣癌が発見され，その治療中に脳梗塞を再発し

当院精神神経科を受診し，統合失調症が疑われていた

た一例を経験したので報告する。

が，D-dimer 40.8µg/ml，FDP 89.6µg/dlと上昇してお

症
患者：47歳，女性

例

り, 頭部MRIで多発性脳梗塞を認めた。心電図，心臓超
音波検査は異常なく，各種自己抗体は陰性，抗カルジオ
リピン抗体，ループスアンチコアグラント，プロテイ
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ンC，プロテインＳなどの凝固因子の異常も認めなかっ

骨盤部MRI検査：9×10cm大の嚢胞部分と壁在する充

た。原因検索のCTで腹水と骨盤内腫瘤を認めたため，

実性部分より成り，不均一な造影効果を示す腫瘤を認め

当科紹介となった。

た（図２)。

入院時現症：身長 157cm，体重 47kg，Japan Coma

治療経過：卵巣原発の悪性腫瘍とそれに伴うTrousseau

Scale（JCS)１-3，運動性失語を認めるほかに，神経学

症候群と診断し，ヘパリンによる抗凝固療法後，第19病

的所見では特記なし。腹部は膨隆し，下腹部に圧痛あ

日に開腹手術を施行した。

り。

手術所見：腹腔内には約3500mlの淡血性腹水の貯留
6

入院時検査所見：WBC 13,200/µl，RBC 3.98×10 /µl，
4

を認めた。左卵巣は超手拳大，多房性腫瘤で，子宮

Hb 10.4g/dl，Ht 31.9%，Plt 2.75×10 /µl，LDH 771U/l，

や腸管と広範囲に癒着しており，さらに直腸，S状結

CRP 9.4mg/dl，APTT 29.3sec，PT-INR 1.16，D-dimer

腸を中心に腹腔内全体に播種病変を多数認めた。PS

40.8µg/ml，FDP 89.6µg/ml，CEA 1.8ng/ml，CA19-9

（performance status）3であり，精神状態も不良のた

76U/ml，CA125 261U/ml

め，患者および家族は大きな手術は希望せず，左付属器

頭部MRI検査：拡散強調画像で大脳半球，小脳半球に高

切除および大網切除のみ施行した。

信号域が散在し，広範囲にわたる新鮮梗塞を認めた（図

病理診断：腹水細胞診陽性，卵巣明細胞腺癌（pT3c

１)。

pNx pM0，stageⅢC)（図3）

図１ 初診時 頭部 MRI 画像
拡散強調画像で左右の小脳半球，大脳半球に広範にわたり新鮮梗塞を認める。

図２ 骨盤部 MRI
嚢胞部分と壁在する充実性部分よりなり，Gd-DTPA 造影 T1 WI で不均一な造影効果を示す腫瘤を認める。
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術後経過：抗凝固療法を再開し，D-dimerは正常範囲ま

め転院を希望された。転院後１カ月で，PSは２程度に

で低下し，精神神経症状は改善傾向で，PSも１まで回

改善していたが，腹水増加を認め，CA125 106U/mlと

復した。抗凝固療法を終了し，術後14日目よりパクリタ

再上昇していた。卵巣癌の再燃と診断し，化学療法を再

キセル（175mg/㎡)，カルボプラチン（AUC6）によ

開した。全身状態が安定したため，抗凝固療法としてヘ

る術後化学療法（TC療法）を開始した。3コース終了

パリンカルシウム皮下注の自己注射の指導を行ったが，

後，第101病日に突然意識レベルの低下と左不全麻痺が

患者にとって手技が難しく，継続が困難であり，ワー

出現した。D-dimerは24µg/mlと再上昇しており，MRI

ファリン内服に切り替えた。現在，治療開始より１年経

で右中大脳動脈領域の広範な脳梗塞を認めた（図4)。

過するが，ワーファリンコントロールの目標をPT-INR

ヘパリンによる抗凝固療法を再開し，D-dimer低下後，

2.0-2.5としながら，化学療法を継続中である（図５)。

脳梗塞の再発予防にワーファリン化した。脳梗塞再発時

考

はPS4であったが，抗凝固療法により3まで改善し，

察

化学療法4コース目を施行した。PET-CTでFDGの集

Trousseau症候群は，悪性腫瘍により血液凝固亢進状

積像はなく，病状も安定したため，患者および家族はこ

態を生じ，脳の動静脈血栓症を併発して様々な神経症状

れ以上の化学療法は希望されず,リハビリを優先するた

を呈する病態である１)。この病態は，1865年にArmand

図３ 病理標本（HE 染色 ×200）
病理診断は clear cell adenocarcinoma であった。不規則に壊死を伴う，乳頭状，管状，充実性
に増殖する腫瘍組織を認めた。Hobnail 細胞もみられ，間質には硝子様物質の沈着を認める。

図４ 脳梗塞再発時 頭部 MRI
拡散強調画像（左）および磁気共鳴血管画像（右）

浦山 彩子・内藤 博之・野坂 豪・藤本 悦子・広岡由実子・占部 智・児玉 美穂・熊谷 正俊・上田 克憲
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Trousseauが胃癌症例で静脈血栓併発率が高いことを指

る。本症例では急性期にヘパリン投与を行ったが，手術

摘したことに始まる２)。現在では，悪性腫瘍患者の多く

後は精神的な理由で，自己管理は困難と考え，血液凝固

が何らかの血液凝固亢進状態を示しているといわれてお

マーカーの正常化を確認し，抗凝固剤の投与を中止し

り，本症例も，血栓性素因のない若年患者の脳梗塞を契

た。また，脳梗塞再発後の再発予防にヘパリンカルシウ

機として，卵巣癌と診断された。

ムの皮下注を試みたが，手技などの問題で継続投与が難

腫瘍細胞による凝固活性化機序は，腫瘍細胞が産生す

しく，自宅退院に向け，維持療法としてワーファリンを

る種々の物質が関与しているとされる。凝固カスケード

選択した。血液凝固マーカーの正常化により，抗凝固剤

を活性化する組織因子（TF)，腫瘍プロコアグラント，

の投与を中止し，リハビリ中に脳梗塞を再発した。腺癌

第V因子受容体などの発現，サイトカインや腫瘍抗原と

にともなう血管イベントは，静脈系の血栓・塞栓症に加

その免疫複合体を介した血小板や内皮細胞との細胞間相

えて脳梗塞の発症危険率が有意に高く，脳梗塞の発症予

互作用の惹起などがあるといわれている。腫瘍細胞から

防に対し，抗凝固剤に加え抗血小板剤の投与も継続的に

放出される凝固因子により，凝固カスケードが活性化す

検討されるべきであるとの報告もあり6)，これは今後検

るため，血中FDPやD-dimerが高値となる3)。また，組

討されるべき課題である。

織型別では圧倒的に腺癌が多く，癌由来のムチンが血小

ま

板凝集の促進や凝固因子（第Ⅹ因子）を活性化するとい

と

め

われており，ムチン産生腺癌での発症頻度が高い4）５)。

我々は，多発性脳梗塞を契機に卵巣癌と診断しえた症

特に肺癌の腺癌症例においてstageの進行とともに凝

例を経験したので報告した。本症例のように，血栓性

固・線溶系が亢進し，免疫系も活性化されることで血

素因のない脳梗塞患者では，Trousseau症候群の可能性

管内皮細胞やTF産生を亢進することが示唆されてい

を念頭におき，悪性腫瘍の検索を行う必要があると考

。同文献では，脳梗塞を発症した群（いずれも

える。Trousseau症候群はD-dimer高値が特徴であり，

stageⅢB〜Ⅳ）において，stageの進行とともにTF産生

D-dimerの定期的な測定により発症・再発の予測因子と

が亢進し，TFが血栓・塞栓症の発症に深く関係してい

なる可能性がある。また，原疾患の積極的な治療により

ると報告されている。文献によりばらつきはあるもの

脳梗塞の症状も劇的に改善したが，治療中にも再発を認

の，本症候群をきたす悪性腫瘍として，臓器別には肺

め，継続した抗凝固療法が必要であった。

る

6)

癌，膵臓癌，卵巣癌などが知られており，婦人科悪性腫

文

瘍は比較的頻度が高いといわれている4）6)。
Trousseau症候群に対する治療法は，原疾患のコント

献

１）内山真一郎，清水優子：悪性腫瘍患者にみられる

ロールに加え，抗凝固療法を行うことである。抗凝固療

脳梗塞（Trousseau症候群)．神経内科, 2003, 58

法として，ヘパリンはムチン−セクレチンの結合を阻害

(5)：463-467.

することが知られている。CLOT試験をはじめとした大

２）Trousseau A, Phlegmasia alba dolens: Clinique

規模試験では，静脈血栓塞栓症の再発予防を行う場合，

medicule de l’Hotel-Dieu de Paris. London: New

ワーファリンより低分子ヘパリンが効果的であると報告

Sydenham Society, 1865: 3: 94.

6)

されており ，塞栓症であるTrousseau症候群も該当す

図５

3）和田英夫，野間桂：癌と血栓症―総論（基礎)．血

治療経過

2013年

卵巣明細胞腺癌に合併したTrousseau症候群の一例

栓と循環，2010, 18(4)：240-244.
4）小西晶子，松本隆万，高田眞一，野口大斗，宇田川
治彦，川端絢子，石井晶子，鈴木二郎，鈴木美智
子，新美茂樹，落合和彦：卵巣癌術後化学療法中
にTrousseau症候群が疑われた１例．東京産婦会誌,
2012, 61(1)：79-82.
５）門馬智之，仕垣幸太郎，小野澤寿志，石亀輝英，
菅野英和，左雨元樹，中村泉，大木進司，竹之下
誠一：化学療法中にTrousseau症候群を呈した大
腸癌肝転移の１例．日本大腸肛門病会誌，2012,
65：150-154.
6）岡崎智治，新名主宏一：悪性腫瘍に伴う血栓・塞栓
症の発症率および発症機序に関する検討．医学検
査，2011, 60(1)：3-9.
7）Agnes Y.Y. Lee, Mark N. Levine, Ross I. Baker,
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当科で経験した子宮動静脈奇形の１例
今福

紀章・青江
福山市民病院

尚志・中山

雅人

産婦人科

A case report of uterine arterio-venous malformation in our department
Noriaki Imafuku・Hisashi Aoe・Masato Nakayama
Fukuyama City Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Fukuyama, Hiroshima, Japan.
閉経後の女性において不正性器出血をきたす疾患としては子宮頚がん・体がんなどの悪性腫瘍が一般的である。その他のも
のとして，比較的稀ではあるが子宮動静脈奇形といった血管系病変の存在が指摘されている。今回我々は子宮動静脈奇形の
症例を経験したのでその経過とともに文献的考察を加えて報告する。
症例は64歳，不正性器出血を主訴に受診した。来院時の頚管・内膜細胞診は陰性であった。
経腟超音波にて体部後壁にわずかな低エコー病変を認め，カラードプラー法にて同病変にはモザイク状の血流パターンを示
していた。MRI・造影ダイナミックCT検査にて子宮内に不均一腫瘤と骨盤内血管の著明な拡張像とを認めたため子宮動静
脈奇形を疑い，骨盤内血管造影検査を行った。同検査にて子宮動静脈奇形と確定診断し，両側子宮動脈，左卵巣動脈が強く
関与していた。根治治療として子宮全摘術を予定し，術前に両側内腸骨動脈へバルーンカテーテルを挿入併用し手術に臨ん
だ。最初に流入動脈である左右子宮動脈，左骨盤漏斗靭帯より処理し，最後に右骨盤漏斗靭帯を処理することで問題なく手
術を遂行することが可能であった。手術時間は２時間32分，術中出血量は150gであった。術後病理検査にて体部後壁の腫瘤
内には多数の血管病変を伴っており子宮動静脈奇形の診断であった。

Most post-menopausal vaginal bleeding is due to malignant tumors, such as uterine cervical and corpus cancer,
but vascular lesions such as uterine arterio-venous malformation are a rare cause. Here, we report a case
of uterine blood vessel deformity. A 64-year-old woman visited our hospital complaining of post-menopausal
bleeding. Cervical and endometrial cytology yielded negative results. Transvaginal ultrasonography showed
slightly hypoechoic lesions in the posterior uterine wall with a mosaic pattern on color Doppler examination.
Magnetic resonance imaging and dynamic computed tomography showed a heterogeneous intrauterine mass
with remarkable pelvic vascular expansion. Pelvic angiography provided a definitive diagnosis of uterine
arterio-venous malformation and indicated a close relationship between the bilateral uterine arteries and the
left ovarian artery. Treatment consisted of hysterectomy with preoperative balloon catheter obstruction of
the bilateral internal iliac arteries. In order to remove the inflow arteries first and the outflow veins last, we
removed first the right and left uterine arteries, then the left infundibulopelvic ligament, and, finally, the right
infundibulopelvic ligament.
The surgery was completed without incident in 2 hours and 32 minutes with 150g of intraoperative
hemorrhage. Postoperative pathological examination revealed extensive vascular disease in the mass and
confirmed the diagnosis of uterine arterio-venous malformation.
キーワード：子宮動静脈奇形，閉経後出血
Key words：uterine arterio-venous malformation, post menopausal bleeding

緒

言

多量の性器出血を生じる疾患として，子宮動静脈奇形

症

例

64歳，身長148cm，体重46kg

は稀であり診断および治療には苦慮する例が多い。今回

妊娠分娩歴：3経妊２経産１流産，閉経53歳

我々は閉経後の性器出血を生じ，経腟超音波および，

既往歴：24歳虫垂切除術，29歳鼠径ヘルニア手術，63歳

CT，MRI，血管造影検査にて子宮動静脈奇形と診断，

胃ポリープ切除

子宮全摘術を行った症例を経験したので報告する。

家族歴：特記事項なし
現病歴：月経量より多い不正出血を10日間断続的に認め
たために，当科を初診となった。

今福

50

紀章・青江

尚志・中山

雅人

Vol.62 No.1

初診時所見：腟内に中等量の鮮血を認め，子宮は前屈で

骨盤内静脈と卵巣静脈の著しい拡張を認め血管病変の

萎縮して小，可動性良好，両側附属器は触知しなかっ

存在が示唆された（写真②)。追加で行った造影ダイナ

た。経腟超音波では子宮内腔に軽度の血液貯溜を疑う像

ミックCT撮影にて両側子宮周囲の著明な血管蛇行・拡

と体部右後壁筋層内にわずかな低エコー病変とを認め，

張像があり，左右子宮動脈から右卵巣静脈への還流像が

カラードプラー法にて腫瘤内の血流豊富でモザイク状の

疑われ，右卵巣静脈は動脈相で動脈と同等の造影効果を

血流パターンであった。同時に子宮筋層内および周囲血

有していた（写真③④)。

管の著しい怒張も認めていた（写真①)。

更なる血行動態把握のため行った血管造影検査では，

子宮頸管および内膜細胞診はclassⅡで異常なく，採

左子宮動脈から子宮内腫瘤を介して右子宮静脈，卵巣静

取した内膜組織は出血成分が主体で悪性所見は認めな

脈への造影早期の短絡様流出がみられた（写真⑤)。右

かった。初診時の血液検査では血算で貧血は認めず，止

子宮動脈からも同側への早期短絡様流出がみられた。左

血目的に止血剤を投与したが，その後は不正出血の症状

右卵巣動脈造影ではいずれも拡張がめだち，特に左卵巣

は強くなく経過した。精査のため行った骨盤MRIにて子

動脈からの造影では，子宮内腫瘤を介しての右卵巣静脈

宮底部右にT2 強調画像にて低信号〜不均一な造影効果

への早期短絡様描出が明瞭であった（写真⑥)。以上の

のある26×25㎜大の腫瘤に加え，右側優位だが，両側の

結果から子宮動静脈奇形と確定診断した。術前に行っ

写真① 経腟超音波像
a：B モード画像ではわずかな低エコー病変を認めるのみであった
b：カラードプラー画像では腫瘤性病変の内部および周囲筋層は血流豊富でモザイク状パ
ターンを示していた

写真② MRI 冠状断 T2 強調画像
a：子宮底部右に低信号〜不均一な造影効果のある腫
瘤を認めた
b：両側の骨盤内静脈と卵巣静脈の拡張を認め，特に
右側に優位で血管病変の存在が示唆された

写真③ 造影ダイナミック CT 画像
両側子宮周囲の著明な血管蛇行・拡張像
を認めた
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た心電図，胸部XP，呼吸機能検査では特に異常は認め

に蛇行拡張し，子宮周囲の靭帯はいずれも血管径が太く

ず，心臓超音波検査でも心機能は良好で心不全兆候は認

なっていた（写真⑦)。手術操作としては，まず左子宮

めなかった。

動脈，右子宮動脈と側臍靭帯を同定処理し，次いで左骨

閉経後でもあり，子宮動静脈奇形の根治療法として子

盤漏斗靱帯，左頚部靭帯，右頚部靭帯，右骨盤漏斗靭帯

宮全摘術を選択した。手術に際し動脈からの血流量低下

の順に処理を行った。特に病巣側の右では子宮動脈，側

を目的とし放射線科へ依頼し両側内腸骨動脈へバルーン

臍靭帯をそれぞれ剥離同定し二重結紮し切除した。右骨

カテーテルを留置した上で手術に臨んだ。

盤漏斗靱帯は最後に処理切除したが，著明に怒張してい

術中所見では子宮は正常大，底部右に母指頭大の腫瘤

た。手術時間は２時間32分，術中出血量は150gであっ

を認めた。子宮周囲の血管，特に右骨盤漏斗靱帯は著明

た。摘出した子宮および両側附属器は130gであった。術

写真④ CT アンギオ像（矢印は AVM）
左右子宮動脈から右卵巣静脈への還流像
が疑われ，右卵巣静脈は動脈相で動脈と
同等の造影効果を有していた

写真⑥
a：右卵巣動脈造影では血管拡張がめだち，子宮内腫
瘤を介して同側静脈へ還流していた
b：右内腸骨動脈造影では子宮動脈以外にも血管の関
与が疑われた
c：左卵巣動脈造影では子宮内腫瘤を介しての右側静
脈への早期短絡様描出が明瞭であった
d：左内腸骨動脈造影では子宮内腫瘤へは左子宮動脈
からの血流が主であった

写真⑤ 左子宮動脈造影（矢印は AVM）
左子宮動脈から子宮内腫瘤を介して右子宮静脈，卵巣
静脈への造影早期の短絡様流出がみられた

写真⑦

開腹時（写真左が頭側、矢印は右骨盤漏斗靭帯）
右側優位に子宮周囲の血管怒張を認めた
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後の経過は順調で術後8日目に退院となった。術後の

venous fistula of the uterusなどの呼称でも報告され

病理組織検査で腫瘤内に不規則に拡張した大小血管増

ている 6）7) 。国内では1975年に最初の症例報告があ

生像を認め子宮動静脈奇形が確認された（写真⑧⑨)。

り 8）9)，検索する限りでは現在までに30論文程度の報

考

告数があるのみである。最近はcirsoid aneurysmまたは

察

AVMでの報告が多いが，明確な定義はされていないよ

他領域では一般的に動静脈奇形（arterio-venous

うである 7)。脳や肺の動静脈奇形では多くは先天性の

malformation，以下AVM）とは動脈と静脈との間の

ものであるのに対し，子宮ではdiethylsilbestrolの曝露

１）２)

，

といった先天性のものもあるが，むしろ外傷，帝王切

先天性のものと後天性のものがあるとされる。先天性

開，子宮内容除去などの子宮手術既往，絨毛性疾患，

では胎生期における動静脈共通の原基が動脈と静脈に

感染といった後天性によるものが多く報告され 8)，そ

わかれる過程において発育が障害されたことが原因と

の発生機序としては外科的侵裂による損傷の治癒過程

されている。好発部位は頭頚部，肺，四肢であり子宮

で，動静脈の異常吻合が形成されるものと考えられて

に発生するものはまれで １)，正確な発生率，罹患率は

いる 10)。今回の症例では流産既往があり，後天性によ

知られておらず症例報告に限られている 3）4)。子宮の

るものと考えられた。また先天性では他臓器の動静脈

動静脈奇形は1926年にフランスのDubreuilらによって

奇形を合併することがある11）といわれているが，CTで

最初の報告例があるが５)，Cirsoid aneurysm, arterio-

検索する限りには指摘できなかった。

毛細血管を通らない異常短絡であると定義され

venous malformation(AVM)of the uterus, arterio-

好発年齢は20-40歳で，症状としては多量の性器出
血，過多月経が主なものである 12）13)。多臓器に発生す
るものでは局所症状に加え，シャント血流量の増加に
よる心負荷が生じることがある 14)。不正出血の症状を
起こす原因としては腫瘤血管が子宮内膜に接するか露
出する場合6）や，その腫瘤内の吻合が破綻することで
生じると考えられている 12）13)。また加齢による血管の
脆弱化，血圧の一時的な上昇なども発症の誘因と考え
られているようである15)。
診断として典型的には内診で子宮・腟円蓋・傍組織
に拍動・振戦を触知するとのことである１）13）が，今回
の症例ではAVMは底部に存在していたためか内診では
同定することが困難であった。画像検査では経腟超音
波で子宮筋層内，内膜内に拡張血管を多発性のエコー
フリースペースとして認めたり 7)，カラー・パルスド

写真⑧ 摘出標本（写真は腫瘤を後壁より切開したもの）
腫瘤内に不規則に拡張した大小血管増生像を認めAVMの診断
であった

プラー法で，動脈性と静脈性の血流が複雑に絡み合っ
て混在した異常血流像が観察でき 10)，今回の症例も同

写真⑨ 摘出標本病理所見
筋層から周囲結合織にかけ不規則に拡張した大小の血管増生を認め，壁の菲薄化や肥厚など多
彩な像を呈し動静脈奇形が考えられた
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様であった。古くから侵襲的ではあるものの確定診断に

malformation diagnosed by transrectal

は血管造影検査が行われており16)，信頼性が高いとされ

ultrasonography: Canadian Urological Association

17)

る 。

Journal 2012, 6(2): 61-63.

特徴としては拡張した多数の栄養動脈と造影早期の

3）Ilse Castro-Aragon MD, Irma Aragon MD,

静脈への還流像を認め動静脈吻合部の存在が確認され

Rodrigo Urcuyo MD, Jodi Abbott MD, Deborah

10）18）19）20)

Levine MD.: Conservative Management of a

病理学的特徴は，子宮筋層内に拡張，怒張，肥厚した

Uterine Arteriovenous Malformation Diagnosed in

罹患血管を多数認め，その罹患血管が異常に増殖し互い

Pregnancy. Journal of Ultrasound Medicine 2004,

る

。

に痩孔を形成するため，静脈内圧が上昇して血管壁が厚

23: 1101－1104.

くなる結果，動静脈の区別がつきにくく，内弾性板の欠

4）Padraig O’Brien MD, Amir Neyastani MD, Anne

如等壁の構造異常や硬化性変化，内膜や中膜の変性，静

R. Buckley MD, Silvia D. Chang MD, Gerald M.

8）16)

。

脈壁の弾性線維の増加が認められるとされる

治療法は部位・大きさ・全身状態等によって手術，カ
テーテル寒栓術，直接穿刺による硬化療法等が選択され
るが14)，子宮の動静脈奇形では出産歴と年齢によるもの
が選択に対して大きな要因であるが，根治療法としては
15）17）

Legiehn MD.: Uterine Arteriovenous Malformations
From Diagnosis to Treatment. Journal of
Ultrasound Medicine 2006, 25: 1387－1392.
５）Dubreuil G, Loubat E.: Aneurysme cirsoide de
l’uterus. Ann Anat Pathol 1926, 3: 697-718.

や，特に生殖年齢では子宮温存を目的

6）Fleming H, Ostor AG, Pickel H, Fortune DW.:

とした動脈塞栓術の報告がある。今回の症例では閉経後

Arteriovenous malformations of the uterus. Obstet

でもあり，根治的治療である子宮全摘術を選択した。初

Gynecol 1989, 73: 209－213.

子宮全摘術

診時以降は出血症状が落ち着いており，血管造影検査で
栄養血管としての卵巣動脈など子宮動脈以外の多数の側
副血行路を認めていた症例で動脈塞栓術を行うも結果的
11)

7）上者郁夫，浅川徹，三森天人：cirsoid aneurysm.
画像診断，2006, 26(2)：204-205．
8）太田順子，堀中俊孝，友部勝実，濱田佳伸，根岸秀

に子宮全摘術を余儀なくされたとの報告もあり ，再発

明，小池和徳，矢追正幸，星本和倫，榎本英夫，林

リスクから動脈塞栓術のみの治療は行わず根治治療を

雅敏，大蔵健義：子宮動静脈吻合奇形の１例．日産

行った。術中の出血量軽減を図ることを目的に，両側内

婦関東連会報，2000, 37：441-445．

腸骨動脈へバルーンカテーテルを留置し，実際術中出血

9）大 野 雅 弘 ， 土 田 勲 ， 尾 崎 進 ： 子 宮 の c i r s o i d

量の軽減に有用であった。術中所見で特に右骨盤漏斗靱

aneurysmの１例．産科と婦人科，1975, 42：1123-

帯は著明に蛇行拡張していたが，血行動態を考え流入血

1126.

管のある左右の頚部靭帯，左骨盤漏斗靱帯の順に処理を

10）矢澤浩之，林章太郎，古川茂宜，大関健治，添田

行い，最後に病巣側の右骨盤漏斗靱帯を処理することで

周，菅沼亮太，山田秀和，佐藤章：子宮動静脈奇形

安全に手術が遂行できた。特に子宮動脈，側臍靭帯をそ
れぞれ剥離同定し処理することで出血の軽減が可能で
あった。

の２症例．福島医学雑誌，2008, 58(4)：273－281．
11）武内享介：胎盤ポリープおよび子宮動静脈奇形

そ
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今回我々は子宮動静脈奇形の症例を経験したが，閉経

56(3)：415-416．

後の多量の不正出血を生じる症例に対し，稀な頻度であ

12）高村郁世，田中昭宏，武田智彦：子宮血管異常のた

るが本疾患を念頭に置くことが重要であると考えられ，

めに大量性器出血をきたした3症例．産婦人科の実

また治療に際しては基本的な血行動態の理解とそれに応

際，1992, 41：575-580．

じた手術操作の工夫に加え，内腸骨動脈バルーンカテー

13）高荷理子，鈴木留美，石川賀子，井嶋真理，稲本

テルなどの出血軽減の補助的治療を加えることで安全に

裕，小林隆夫：子宮動静脈吻合奇形の１例．日本産

行うことができると考えられた。

婦人科・新生児血液学会誌，2004, 13(2)：32-37．
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子宮底部より発生した子宮癌肉腫により非産褥期子宮内反症を呈した１例
勝部

貴子・信實

孝洋・平田

広島大学大学院医歯薬保健学研究科

英司・工藤

美樹

産科婦人科学

A case report of non-puerperal uterine inversion caused by uterine carcinosarcoma
Takako Katsube・Takahiro Nobuzane・Eiji Hirata・Yoshiki Kudo
Department of Obstetrics and Gynecology, Graduate School of Biomedical & Health Sciences, Hiroshima University
子宮底部より発生する子宮体部癌肉腫に伴う非産褥期子宮内反症を経験したので報告する。子宮内反症の多くは産褥期に発
症し，非産褥期子宮内反症は比較的稀だが本邦での報告は本症例を含め42例ある。その半数は子宮筋腫が原因で，悪性腫瘍
に伴うものや腫瘍性病変のない子宮内反症も報告されている。症例は63歳，3経妊２経産，不正性器出血を主訴に子宮筋腫
を疑われ当科紹介受診となった。初診時，下腹部に新生児頭大の腫瘤があり，腟内には超鵞卵大の壊死性組織が充満してい
た。子宮頸癌あるいは筋腫分娩を鑑別に画像検査を進め，骨盤MRI検査で子宮底部に腫瘍性病変を認め子宮底は内反してい
た。PET-CT検査で内反した子宮底部の腫瘍にSUVmax13.4のFDG集積を認めたが，その他に異常集積を認めなかった。腫瘍
生検で肉腫を認めたが，壊死が強く免疫染色による詳細な組織診断は困難であった。以上より，子宮底部より発生する子宮
肉腫による子宮内反症と診断した。下肢浮腫や尿量減少があり尿管ステントを留置し，Dynamic造影CTで腫瘍栄養血管や子
宮動脈の評価を行うなど，術前に骨盤内オリエンテーションの把握や手術手順などを十分に検討して開腹手術とした。開腹
所見では子宮底部は陥没内反しており，両側付属器は子宮底部に引き込まれていた。内反子宮および小骨盤内を占拠する腟
内腫瘍のため，子宮側方は術野が狭く処理が困難であった。子宮および腫瘍の主たる栄養血管と術前に判断していた左卵巣
動静脈を結紮切断した後，腟内に充満した約300gの壊死性腫瘍を経腟的に摘出し腫瘍減量することで，子宮内反の整復が可
能となった。同処置による出血は少量で，その後子宮摘出術，両側付属器摘出術を施行できた。術後病理組織診断は子宮体
部癌肉腫であった。肉腫は底部腫瘍にとどまっていたが，癌腫の子宮頸部浸潤を認め臨床進行期Ⅱ期と判断され，現在化学
療法中である。

Non-puerperal uterine inversion is a rare condition. We report a case of non-puerperal uterine inversion,
the 42nd reported in Japan, caused by uterine fundal carcinosarcoma. A 63-year-old menopausal woman,
gravida 3, para 2, visited a clinic with abnormal vaginal bleeding and was referred to our hospital. Internal
examination and ultrasonography revealed a 9-cm-diameter necrotic tumor resembling uterine cervical
cancer or myoma delivery filling the vagina. Magnetic resonance imaging showed a large tumor located in
the uterine fundus that had caused uterine inversion. Positron emission tomography-computed tomography
showed 18-fluorodeoxyglucose accumulation only in the tumor. The tumor was biopsied, and histopathological
examination showed necrotic uterine sarcoma. After evaluation of the arterial supply to the tumor and
uterus, we performed surgery. The intraoperative findings were a concave uterine fundus into which the
bilateral Fallopian tubes and ovaries had been pulled. After ligation of the left ovarian artery, which was
thought to be the main artery supplying the uterus, we resected the tumor via a transvaginal approach. The
vaginal bleeding was mild, which enabled us to reposition the uterine inversion and perform total abdominal
hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy in safety.
キーワード：非産褥期子宮内反症，子宮癌肉腫，MRI
Key words：Non-puerperal uterine inversion, uterine carcinosarcoma, MRI

緒

言

子宮内反症は，通常多量出血をともなう産褥期産科救

症
【患者】63歳

急の代表的疾患であるが，子宮底部の腫瘍が内腔から腟

【月経歴】初経12歳，閉経49歳

内に陥凹して非産褥期に発症する報告が稀にある。

【妊娠歴】3経妊２経産

子宮底部に発生した子宮体部癌肉腫により，進行子宮

例

【家族歴】特記事項なし

頸癌と見間違うような腟内腫瘤を呈した非産褥期子宮内反

【既往歴】49歳

症の症例を経験したので文献的考察を加えて報告する。

【現病歴】3週間前から持続する少量出血を下血と判断

乳癌
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し前医内科を受診した。大腸内視鏡検査では異常所見は

査で肉腫と診断されたが，大部分が壊死性組織のため，

なく不正性器出血と判断された。経腹超音波検査にて下

免疫染色によってもそれ以上の詳細な組織診断は困難で

腹部腫瘤を認め子宮筋腫が疑われたため，当科紹介受診

あった。以上より子宮底部に発生した子宮肉腫による非

した。また，受診１週間前から37度前半の発熱が継続し

産褥期子宮内反症と診断し，下肢浮腫が増悪傾向で尿量

ていた。

減少を認めたため緊急入院とした。

初診時内診所見では，腹部は平坦で圧痛はなく，下腹

【入院時現症】表１

部腫瘤は新生児頭大で内診にて腟内に超鵞卵大弾性軟の

【入院時血液所見】表２

腫瘤を認めた。腟鏡診では壊死性腫瘍が腟内に充満し，

【入院後経過】尿量減少や浮腫出現があり，手術に向け

壊死性分泌物を含む薄赤色帯下を認め，前腟壁に沿って

て尿管の走行を検索する目的で，入院当日膀胱鏡検査お

子宮ゾンデは15cm挿入可能であった。直腸診で腫瘍の

よび両側尿管ステントを留置した。低蛋白血症による浮

露出はなく子宮傍組織の肥厚も認めなかった。経腹超

腫，壊死に伴う局所感染に対し入院後よりアルブミン

音波検査で下腹部腫瘤は12×8.5cm大であったが，子宮

製剤などの輸液と抗生剤投与を開始した。しかし，食

内膜は同定できなかった。子宮筋腫分娩あるいは子宮

事を全量摂取しているにも関わらず，第4病日にはAlb

頸癌が鑑別にあげられ，腫瘍部分の擦過細胞診と生検

1.2g/dlと低蛋白血症は進行し，下肢浮腫は増悪傾向で

を行った。骨盤MRI検査では，子宮底部に腫瘍性病変が

大腿屈曲が困難となった。骨盤内を占拠する病変および

あり子宮底は内反していた。腫瘍の基部には造影で濃染

内反子宮により，手術時に子宮動脈周囲の操作が困難と

される放射状の充実成分と，腫瘍辺縁部には壊死を反映

なることが予想されたため，Dynamic造影CT検査によ

していると考えられる多数の嚢胞性部位を認めた（図

り腫瘍周囲の血管再構築および主栄養血管の評価を行っ

１，２)。PET-CT検査では内反した子宮底部の腫瘍に

た。左右の子宮動脈は非常に細く，左卵巣動静脈は拡張

SUVmax13.4のFDG集積を認めたが，その他に異常集積

しており子宮底部の内反部分から内腔へ引き込まれてい

を認めなかった。腫瘍表面擦過細胞診で異型細胞を認め

た。手術日前日にIVR下で子宮動脈塞栓術を試みたが，

たが，変性が強く良悪性の鑑別は困難であった。病理検

子宮動脈の同定は困難であり塞栓は不可能であった。

図２ MRI T2 強調画像水平断
bull’s eye 像を呈している。
図 1 MRI T2 強調画像矢状断
子宮腔が U 字型を示している。
表1

入院時現症

表２

入院時血液所見（

）内は基準値

2013年
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【術中所見】子宮体部の大部分は内反し，左右付属器は
底部陥凹部に引きよせられ，同部より約6cｍにわたり
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察

陥凹していた（図3)。術前の予測通り，内反子宮およ

子宮内反症とは子宮底が陥没または下垂反転した状態

び小骨盤内を占拠する腟内腫瘍のため，子宮動脈および

を言い，ときには子宮内壁が腟内または外陰に露出する

膀胱や尿管トンネルの位置の把握が困難であった。子宮

こともある１)。多くは産褥期に発症し，非産褥期に発症

側方の操作を安全に行なうため，腟内の腫瘍を減量して

するのは比較的稀ではあるが，本邦においてこれまでの

術野を確保することとした。術前の画像検査にて主たる

報告は本例を含めて42例ある。

子宮への栄養血管は左卵巣動脈であったため，まず両側

非産褥期子宮内反症は原因により腫瘍性と特発性に分

の卵巣動静脈を結紮切断し，腹側から腫瘍を腟内に押し

類されるが，ほとんどが腫瘍性で２）3)，原因疾患として子

出しながら，経腟的に腫瘍を摘出して術野を確保した。

宮筋腫，子宮肉腫，子宮体癌，子宮内膜ポリープなどがあ

約300gの壊死性組織を摘出したが，出血は少量であっ

る。なかでも子宮筋腫が海外の報告では80〜87％２）3)，

た。腫瘍減量することにより内反は整復され，また子宮

本邦の報告でもほぼ半数を占める。また本邦での報告で

側方の処理を行うことが可能となり，子宮摘出術，両側

は，発症年齢は16歳から84歳で30代から50代の子宮筋腫

付属器摘出術を行うことができた。術中出血量は400gで

好発年齢に多かった。また悪性腫瘍（子宮内膜癌4例，

あった。

癌肉腫7例）が11例，特発性は１例であった。

【摘出標本】摘出子宮および付属器は200gであった。子

腫瘍による子宮内反症の発症機序としては，子宮内腔

宮を切開して内反を整復すると，子宮底部から発生する

に存在する腫瘍が大きく発育し，子宮内腔を拡大させ子

7×５cm大の腫瘍が残存し，付着径は約3㎝で，筋層

宮頸部も開大させる。次いで子宮底や子宮壁が菲薄化し

浸潤の有無は肉眼的には不明瞭であった（図4)。

脆弱となり，腫瘍茎付着部の筋の緊張がなくなり弛緩す

【病理組織診断】子宮体部癌肉腫で，腫瘍の肉腫成分は

る。そして，腫瘍周囲の子宮筋が腫瘍を排出させようと

外向発育が主体で間質筋層浸潤は乏しかったが，癌腫成

収縮することにより腫瘤が子宮内腔から腟内に排出する

分は類内膜腺癌（Grade 2）で子宮頸管まで広範囲に浸

と考えられている4)。腫瘍による牽引力の強さは，腫瘍

潤して静脈侵襲を認めており，pT2NxM0, ly0, v1と診断

茎の底面積に比例して増加するとされている５)。腹腔内

した。摘出子宮断端には異型のない扁平上皮組織を認め

圧を上昇させるような咳，くしゃみ，大声などが促進因

た。

子として挙げられる4）6)。

【術後経過】癌腫成分の頸管浸潤により子宮体部癌肉腫

症状には，不正性器出血，過多月経や貧血，腟外脱出

Ⅱ期であったため，子宮内膜癌術後再発中リスク群に準

感，腫瘍による尿道圧迫による頻尿，尿閉，水腎症など

ずると考え，術後21日より術後化学療法としてTC療法

がある3）6）7）8)。慢性的な経過をとることが多く，腹

（パクリタキセル+カルボプラチン）を開始し現在まで

痛を認めないことも多いが，突発的に腫瘍が排出され子

継続中である。術後の退院診察時には通常の腟断端所見

宮が内反した際は突然の陣痛様の疼痛を訴えることもあ

であったが，術後２か月後の腟鏡診にて子宮腟部右側が

る9)。また，腫瘍壊死による感染や骨盤臓器の循環障害

一部遺残していることを認めた。

による肺塞栓の報告もある3)。

図４ 摘出子宮
内反を解除し切開した子宮。

図３

開腹時所見
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内診所見として，示指を腟内に挿入すると，腫瘍は

界が不明瞭であったためと考える。残存した子宮腟部に

種々の大きさで触れ，その上端は固くリング状を呈し，

関しては追加手術も検討したが，摘出子宮の断端には悪

本来の位置に子宮底を触れないことが特徴とされる。腟

性所見を認めなかったこと，残存腟部は右側のみであり

内に大きな腫瘤が存在する場合には，内診および経腟・

解剖学的構造の把握が困難であると判断したことから，

経腹超音波検査では発見できないこともある。以前は，

追加切除は行わず術後化学療法を優先している。このよ

内反子宮は開腹後に初めて診断されることが多かった

うに変形した子宮腟部と腟壁組織を安全かつ必要十分に

が，現在はMRI検査の普及により，術前診断がより可能

切除する判断は難しく，今後の課題である。

となっている。T2 強調画像矢状断で子宮腔がU字型を示

文

し，水平断にて子宮が腟内に存在するbull’s eye像が特
徴的である２）4）7)。本症例でも，内診と超音波検査では
子宮頸癌，筋腫分娩との鑑別が困難で子宮が内反してい
ることが判断できなかったが，MRI検査により腫瘍の性
状，腫瘍原発部位や子宮内反を診断することができた。
治療法は良悪性の鑑別，年齢，挙児希望の有無，内
反症の程度，全身状態を考慮して決定され，用手的整
復，手術による整復，腫瘍のみを切除する子宮温存法
や子宮全摘術などが考慮される

7）8)

。用手的整復，

手術による整復術は産褥期に準じた様々な方法がある
が，一般的に産褥期子宮内反症と異なり，慢性的な
経過のため子宮は拘縮しており用手的に整復するこ
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おこさず安全な手術を行うことができたと考える。
本症例は，術前検査から子宮底部より外向発育する子
宮肉腫と診断したため，単純子宮全摘術を目的として手
術を施行した。肉眼的に腟管と判断して子宮摘出とした
が，実際には子宮腟部の右側が一部遺残した。残存腟部
は長期間引き伸ばされたことにより肉眼的に腟壁との境
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当科における妊娠糖尿病新基準による管理
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Management of gestational diabetes by the new diagnostic criteria in our hospital
Mika Sugihara・Yukiko Hazama・Rikiya Sano・Tsuyoshi Ishida・Mihyon Song・Takuya Murata
Shinji Fuke・Takuji Tomimatu・Yuichiro Nakai・Takafumi Nakamura・Koichiro Shimoya
Department of Obstetrics and Gynecology Kawasaki Medical School
【緒言】2010年6月に日本産科婦人科学会・日本糖尿病妊娠学会より妊娠糖尿病診断基準変更が提案され，新たな新基準が導
入された。本研究では当院における新基準導入による妊娠糖尿病管理の成績，ならびにその周産期予後に関して検討した。
【対象と方法】2010年１月より2012年12月までに当院にて妊娠中期の50gGCTを行った697例を対象とし，妊娠糖尿病症例に関
してその周産期予後について後方視的に検討した。なお，本研究は川崎医科大学および同附属病院の倫理委員会の承認を得
て施行した。
【結果】スクリーニング検査を行った697例中50gGCT陽性となったのは109例（15.6%）であり，そのうち75gOGTT陽性となっ
たのは20例（2.9%）であった。妊娠糖尿病20例のうちインスリンを導入したのは3例であった。妊娠糖尿病と診断された妊
婦から産まれた児の体重は2186-3426gでありHFD児はなく，分娩時外傷も認めなかった。
【考察】新診断基準における当院での妊娠糖尿病の頻度は2.9％であり，10%前後と言われている一般的な報告より低頻度で
あった。これは当院が助産院と提携しており比較的low riskの症例も含まれていること，また対象妊婦の平均年齢が30歳と比
較的若かったことが影響しているかと考えられる。今回の当院での検討では厳格な管理を行うことによって新生児予後，周
産期予後は良好であり，新しい診断基準に基づく対応は良好な予後を得られると考えられた。

Aim: To examine the usefulness of the new 2010 Japanese diagnostic criteria for gestational diabetes and the
perinatal outcomes of gestational diabetes in our hospital.
Methods: Pregnant women (N = 697) who underwent 1st-trimester blood sugar testing and a 50-g glucose
challenge test (GCT) at 24-26 weeks of gestation were enrolled. Those with glucose levels of >140 mg/dl after
the 50-g GCT underwent a 75-g oral glucose tolerance test. Overt diabetes in pregnancy is diagnosed on the
basis of a fasting blood sugar level over 126mg/dl, a hemoglobin A1c level over 6.5%, identification of diabetic
retinopathy, or any blood glucose reading over 200 mg/dl. The neonatal and maternal outcomes of the patients
with gestational diabetes were analyzed retrospectively.
Results: Of the 697 patients, 109 (15.6%) screened positive after the 50-g GCT, and gestational diabetes
was diagnosed in 20 (2.9%). Three cases required insulin treatment. Only 5 cases would have qualified as
gestational diabetes under the former criteria. The birth weights of the babies of mothers with gestational
diabetes diagnosed using the new criteria were 2186-3426g, and neonatal outcomes were good.
Conclusion: The new diagnostic criteria for gestational diabetes are useful for the management of gestational
diabetes.
キーワード：妊娠糖尿病，新基準，周産期予後
Key words：gestational diabetes, perinatal outcome, diagnostic criteria

緒

言

妊娠時に診断された明らかな糖尿病（overt diabetes
in pregnancy）は含めないと定義され，75gOGTTに

2010年6月に日本産科婦人科学会・日本糖尿病妊娠学

おいて空腹時血糖値≧92mg/dl（5.1mmol/l)，１時間

会より妊娠糖尿病診断基準変更が提案され，新基準が導

値≧180mg/dl（10.0mmol/l)，１時間値≧153mg/dl

入された。妊娠糖尿病は妊娠中にはじめて発見または

（8.5mmol/l）のいずれか１点を満たした場合に診断す

発症した糖尿病にいたっていない糖代謝異常であり，

るとされた。妊娠糖尿病は従来，妊娠前に発症した糖尿
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病も含んでいたが，妊娠糖尿病を「妊娠中にはじめて発

誘発分娩を考慮した。インスリン治療中で血糖コント

見または発症した糖尿病にいたっていない糖代謝異常で

ロール良好の症例では妊娠38週で，誘発分娩の方針とし

ある。あきらかな糖尿病は含めない」と定義し，一般

た。血糖コントロール不良，産科合併症を発症した症例

１)

的な糖尿病と区別した 。従来のわが国の妊娠糖尿病の

では分娩時期，分娩法を個別に検討した。胎児適応で人

75gOGTTでの診断基準は，空腹時100mg/dL以上，１

工早産させる以外の人工早産では児娩出前には胎児の成

時間値180mg/dL以上，２時間値150mg/dL以上のいず

熟の評価を行うようにしている。当院で分娩を管理する

れか２つ以上を満たすものであった。しかし，妊娠糖尿

場合には分娩中は絶飲絶食としインスリン注射を中止

病の診断基準は世界的な統一がなされておらず，2002

し，表２のような管理を行っている。インスリンを投与

年から，軽い母体高血糖と周産期合併症との関連を調

している場合には分娩後は原則インスリン投与を中止

べるための国際的大規模臨床試験（Hyperglycemia and

し，血糖値をみながらインスリン量を調整した。なお，

Adverse Pregnancy Outcome（HAPO）study）が開始

本研究は川崎医科大学および同附属病院の倫理委員会の

され，この結果から軽度の母体高血糖と児の成長，帝王

承認（課題番号1450）を得て施行した。

切開率や新生児低血糖症などの周産期合併症との関連が
明らかとなり２)，IADPSG（International Association of

結

果

Diabetes and Pregnancy Study Groups）での検討から

妊婦の年齢は16歳から44歳まで（平均30.1歳，標準偏

2010年3月世界共通の妊娠糖尿病の新しい診断基準が提

差5.36)，分娩週数は29週２日から42週５日，児の出生

唱され，本邦においても妊娠糖尿病の新基準が用いられ

体重は1177-4331gまでであった。妊娠中期に50gGCT

るようになった。

陽性となったのは109例（15.6%）であり，そのうち

本研究では当院における新基準導入による妊娠糖尿

75gOGTT陽性となったのは20例（2.9%）であった。20

病管理の成績，ならびにその周産期予後に関して検討

例についてまとめたものが表１である。妊娠糖尿病と診

した。なお，当院では原則全例に妊娠初期の随時血

断された妊婦は食事療法を行い，それでも血糖コント

糖値測定および妊娠24〜26週での50gGCTを施行し，

ロール不良の場合はインスリン導入とした。妊娠糖尿病

75gOGTTを施行して妊娠糖尿病の診断を行ってい

20例のうちインスリンを導入したのは3例であった。イ

る。さらに死産歴，尿糖持続，羊水過多などの妊娠糖

ンスリンを導入した症例は症例５，11，18の3例であっ

尿病あるいは糖尿病のリスク因子を有する場合，適宜

た。いずれの症例も母体・周産期予後は良好であった。

75gOGTTを施行して妊娠糖尿病あるいは糖尿病の診断

分娩後はインスリンの投与は必要としなくなったが，症

を行っている。

例11は産褥期にも糖尿病と診断され，産後継続して内科

対象と方法

にて血糖コントロール治療を行っている。分娩様式は，
２例が前回帝王切開術の適応による帝王切開分娩であ

2010年１月より2012年12月までに当院にて妊娠初期の

り，２例が緊急帝王切開分娩であった。症例4は破水

随時血糖測定および妊娠中期の50gGCTを行った697例

後，陣痛促進を行うも分娩停止のため帝王切開となった

を対象とした。妊娠初期の随時血糖のカットオフ値につ

ものであり，症例9は妊娠33週にて妊娠高血圧症候群の

いては擬陽性の確率や，全例に妊娠中期で50gGCTを施

ため入院し，降圧薬投与していたが，入院3日目の胎児

行することなどを考慮して110mg/dL以上とやや高めに

心拍モニタリングで基線細変動消失，変動一過性徐脈を

設定した。50gGCTにて１時間値140mg/dL以上であっ

認め，胎児機能不全で緊急帝王切開となった。また，分

た場合には75gOGTTを施行し，妊娠糖尿病の基準を満

娩誘発後に続発性微弱陣痛となり吸引分娩となった症例

たした場合には入院の上で血糖値の日内変動を評価し，

が１例あった。誘発分娩を施行した7症例はいずれも妊

食事コントロール，6分割食の導入さらにはインスリン

娠糖尿病合併を適応としたものであった。妊娠糖尿病と

導入を行った。糖尿病および妊娠糖尿病の管理として毎

診断された妊婦から産まれた児の体重は2186-3426gであ

食前，食後２時間と眠前の１日7回血糖自己測定（self-

りHFD児はなく，分娩時外傷も認めなかった。今回の

monitoring of blood glucose: SMBG）を行い，血糖管理

20例のうち妊娠糖尿病の旧基準で妊娠糖尿病と診断され

目標を食前100mg/dL以下，食後２時間120mg/dL以下

る症例は５例のみであった。また，インスリンを導入し

とした。また，HbA1cは5.8％以下を目標とした｡妊娠32

た3例のうちで２症例は旧基準では妊娠糖尿病とは診断

週以降は週２回の胎児心拍モニタリングを用いた胎児の

されず，治療の対象とはならない症例であった。また，

well-beingの評価を行い，問題がある場合は入院管理を

妊娠糖尿病症例のうち早産は妊娠高血圧症候群のため入

行った。分娩時期について食事療法で良好な血糖コント

院，胎児機能不全で緊急帝王切開となった１例（５%）

ロールの得られている症例では経膣分娩の方針とし，自

のみで，軽症も含め新生児仮死と診断されたものは２例

然の陣痛発来を待つが，子宮頸管熟化良好である場合は

（10%）であった。同期間中に妊娠糖尿病と診断されな
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表１

症例
１.
２.
3.
4.
５.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

年齢
（歳）
37
30
22
38
40
20
43
33
38
38
30
32
29
35
29
34
37
29
30
22

分娩歴
経
経
経
初
経
初
経
経
初
経
経
経
経
初
経
経
経
初
経
初
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2010年１月から2012年12月までの検査で妊娠糖尿病と診断された症例

75gOGTT
（mg/dl）
69-125-183
72-145-156
93-171-132
74-139-158
74-166-167
83-184-106
57-180-174
91-209-176
100-103-112
73-165-154
94-228-185
52-155-171
61-183-126
74-180-161
70-168-164
85-167-193
61-191-188
81-153-189
90-179-196
59-155-183
表2

治療法

分娩週数

食事療法
食事療法
食事療法
食事療法
インスリン
食事療法
食事療法
食事療法
食事療法
食事療法
インスリン
食事療法
食事療法
食事療法
食事療法
食事療法
食事療法
インスリン
食事療法
食事療法

40w2d
40w4d
37w5d
39w2d
38w2d
37w0d
38w0d
38w1d
33w2d
39w3d
39w4d
40w0d
39w5d
40w3d
38w2d
38w3d
37w6d
38w2d
37w1d
38w2d

出生児体重
AS
性別
（g）
(１分/５分)
3375
9/9
男
2925
7/8
男
2813
8/9
女
3130
9/9
男
2517
8/9
男
2536
9/9
男
3299
8/9
女
3123
8/9
男
2186
2/7
男
3048
10/10
女
2823
8/9
女
3148
9/10
女
2740
9/9
女
2953
9/9
男
2669
8/9
女
3134
8/9
女
2608
9/10
男
3185
9/9
男
3426
9/9
男
3152
9/10
男

分娩方法
自然
誘発
反復帝切
緊急帝切
誘発
自然
反復帝切
誘発
緊急帝切
自然
誘発
自然
自然
誘発
誘発
誘発，吸引
自然
自然
自然
自然

糖尿病・GDM の分娩中・産褥の管理

• 分娩中は絶飲食とし，糖質を含む輸液と別ルートからのインスリン投与によって血糖コントロールを図る
• インスリンの自己注射を中止する
• ５％グルコール含輸液（当院ではソルラクトD）を輸液速度125ml/hにて輸液ポンプで持続投与する｡（誘発の場合
はオキシトシン入りのボトルとなしのボトルを２つ作成し，合計量120ml/hにて輸液管理をする）
• 血糖測定を１時間おきに行う
• 血糖値の目標は70〜120mg/dlに維持する
• 血糖値が120mg/dlを越えればインスリンを別ルートから開始する
• インスリン10単位+生理食塩水500mlを以下の量を参考に用いる
血糖値120〜140mg/dl
50ml/h （ １ 単位/h）
血糖値140〜180mg/dl
75ml/h （1.5単位/h）
血糖値180〜220mg/dl
100ml/h （ ２ 単位/h）
血糖値220mg/dl以上
125ml/h （2.5単位/h）
• 血糖値が180mg/dl以上になればメインの輸液ルートを生理食塩水に変更することも考慮する
• 原則的には分娩後24時間はインスリンを中止する
• 分娩後は血糖値150〜200mg/dl程度であれば問題ない
• 分娩後も絶食が続く場合（帝王切開術など)，輸液をグルコース入りのものからラクテックまたはソリタT１に変更
して125ml/hで持続する
• 血糖測定は分娩直後，１時間後，２時間後さらに経口摂取を開始している場合は食前及び就寝前に行い，絶食の場
合4〜6時間ごとに行う。なお，分娩直前のインスリン必要量を考慮して頻度を増やす
• 排尿のたびに，尿糖および尿ケトンを調べる。尿糖（２+）以上または尿ケトン陽性の場合は血糖測定を行う
• 尿ケトンが陽性の場合は５％グルコール含輸液（当院ではソルラクトD）を輸液速度125ml/hに変更する
• 血糖値が60mg/dl以下あるいは200mg/dl以上でドクターコール
• 血糖値が200mg/dlを越えればインスリンを再開する
• 血糖値200〜250mg/dl
２単位
• 血糖値251〜300mg/dl
4単位
• 血糖値301〜350mg/dl
6単位
• 血糖値350mg/dl以上
要相談
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かった妊婦で早産は34例（５%)，新生児仮死と診断さ

対象となった。さらに，本検討では20症例中3症例にお

れたものは46例（7%）であった。

いて食事コントロールのみでは血糖の制御ができず，イ

考

察

ンスリンの導入を必要とした。しかも，この3例中２例
は旧基準では治療しえなかった症例であった。また妊娠

我が国の糖尿病人口は急増しており，厚生労働省発表

糖尿病症例の早産率５%，新生児仮死率10%はほぼ耐糖

の｢平成18年国民健康・栄養調査の概要｣によると，｢糖

能正常妊婦と変わらない割合であったといえる。今回の

尿病が強く疑われる人｣は約820万人，｢糖尿病の可能性

当院での検討では厳格な管理を行うことによって表１に

が否定できない人｣は約1,050人で，合計すると約1,870万

示すように新生児予後，周産期予後は良好であり，新し

人と報告された。種々の対策が進行中であるが，平成14

い診断基準に基づく対応は予後良好の結果をもたらすと

年度の調査と比較すると｢糖尿病が強く疑われる人｣は約

考えられた。一方で過剰な介入をもたらす可能性やコス

80万人，｢糖尿病の可能性が否定できない人｣は約170万

トベネフィットの検討も今後重要になると考えられる。

人増加しており，40歳以上の3人に１人が糖尿病または

妊娠糖尿病症例で産褥3〜18ヵ月におけるメタボリッ

糖尿病予備群であるという状況になっている。さらに本

クシンドローム関連因子の有意な上昇が認められたとの

邦では出産の高齢化が進行しており，全分娩の60%以上

報告があり6)，妊娠糖尿病からの糖尿病発症率が高いこ

を30歳以上の女性が占めている。このため，妊娠中の糖

とが知られていることから，産後の厳重フォローアップ

代謝異常は増加している。また妊娠中の耐糖能異常の管

が重要となり，境界型では3〜6ヵ月ごとの検診，正常

理は妊娠中の母児合併症の軽減のみだけでなく，その後

型でも最低年１回の検診が必要であるとされている。今

の母児の糖尿病，メタボリックシンドローム予防の観点

回の検討では居住区の近くの内科医などでのフォローを

からも非常に重要である。妊娠糖尿病の診断基準が改め

指示しており，正確なフォローアップ率は不明である。

られ，診断基準などを変更することで，軽い高血糖の妊

しかし，フォローアップ率が非常に悪いのが現状である

婦にも治療を促すこととなった。妊婦においても妊娠糖

とされており，内科と協力し厳重フォローアップしてい

尿病（gestational diabetes mellitus: GDM）は増加傾向

くことが，将来の糖尿病，メタボリックシンドローム発

にあり，｢妊娠糖尿病のスクリーニングに関する多施設

症予防に重要であると考えられる。

共同研究｣の集計では2.9％である。これに妊娠前から糖

文

尿病の判明している症例を加えると，耐糖能異常妊婦の
頻度は4〜５％と推測されている3)。当院でのスクリー
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当院における HPV ワクチンの接種完遂率の検討
羽間夕紀子・杉原 弥香・佐野 力哉・石田 剛・宋 美玄・村田 卓也・福家
冨松 拓治・中井祐一郎・中村 隆文・下屋浩一郎
川崎医科大学

信二

産婦人科学１

Analysis of the completion rate of the human papilloma virus vaccination program
in our hospital
Yukiko Hazama・Yuka Sugihara・Rikiya Sano・Tsuyoshi Ishida・Mihyon Song・Takuya Murata
Shinji Fuke・Takuji Tomimatu・Yuichiro Nakai・Takafumi Nakamura・Koichiro Shimoya
Department of Obstetrics and Gynecology Kawasaki Medical School

【緒言】HPVワクチンが本邦で導入されたが15歳以上のキャッチアップ接種は任意とされ，その普及は進んでいない。接種間
隔および3回接種完遂率のデータはまだ少なく，キャッチアップ接種の問題点を把握することは重要である。
【方法】
当院において２価ワクチン接種者719人および4価ワクチン接種者227人を対象に施行状況を後方視的に検討した。なお，本
研究は川崎医科大学および同附属病院の倫理委員会の承認（課題番号1195）を得て施行した。
【結果】
対象は医療関係者8％，
医療系大学生76％であった。２価ワクチンと4価ワクチンを併せた946人の接種完遂率は77.2％だった。
２価ワクチン83.7％，4価ワクチン56.4％であり両者に有意差が認められた。２価ワクチン接種者および4価ワクチン接種者
の１回接種後脱落率は4.5％，12.3％，２回接種後脱落率は14.3％，31.7％であった。２価ワクチン接種者の１〜２回目の接種間
隔は40.0±34.9日，１〜3回目の接種間隔は197.0±30.7日。4価ワクチン接種者の１〜２回目の接種間隔は72.2±23.3日，１〜
3回目の接種間隔は200.5±23.9日であった。
【考察】
対象が問題意識の高い集団の検討であるが，接種完遂率は80％弱に留まった。２価ワクチン接種が4価ワクチン接種に比べ
て有意に接種完遂率が高かった理由については不明だが，接種間隔が要因となっている可能性がある。接種完遂率の向上に
向けて更なるアプローチが必要である。

Aim: Human papilloma virus (HPV) vaccination of women aged >15 years is arbitrary and has not become
popular. The present study aimed to determine the completion rate of HPV vaccination in our hospital and
identify the factors associated with completion of HPV vaccination.
Materials and Methods: Women who received the HPV-16/18 vaccine (N = 719) or the quadrivalent vaccine (N
= 227) against HPV were analyzed retrospectively.
Results: Almost 8% and 76% of the women who received HPV vaccination were medical service workers
and college students studying medical subjects, respectively. The overall completion rate of HPV vaccination
among the 946 women was 77.2%. The completion rate was significantly higher for the HPV-16/18 vaccine
than for the quadrivalent vaccine (83.7％ vs. 56.4％). The dropout rates after the 1st inoculation with the HPV16/18 vaccine and quadrivalent vaccine were 4.5% and 12.3%, respectively. The dropout rates after the 2nd
inoculation were 14.3% and 31.7%, respectively.
Conclusion: The reason for the difference between the completion rates for the HPV-16/18 and quadrivalent
vaccines is unknown. Identifying effective approaches to improving the HPV vaccination and complete
inoculation rates is important.
キーワード：HPV ワクチン，接種完遂率
Key words：HPV vaccination, complete ratio of HPV vaccine, inoculation

緒

言

子宮頸癌の原因がヒトパピローマウイルスの感染によ

るものであることが見出されて １-２）HPVワクチンが開
発され，子宮頸癌の前癌病変であるCIN2/3に対する予
防効果が証明された 3)。海外でHPVワクチンの定期接
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種が導入され，本邦においても日本産婦人科学会などの
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した。

3学会からのステートメントとして優先接種対象として

成

11〜14歳女児として接種の費用は全額公的負担とすべき

績

とし，その他の接種対象を15〜45歳女性としなんらかの

対象は医療関係者8％，医療系大学生76％，一般女性

公費支援が望まれるとした。産婦人科学会ガイドライン

16％であった。図１にHPVワクチン3回接種完遂率を

2011 婦人科外来編CQ206においても同様にHPVワクチ

示す。２価ワクチンと4価ワクチンを併せた946人の接

ン接種の対象は最も推奨される年齢として10〜14歳の女

種完遂率は77.2％であった。２価ワクチン83.7％，4価

性，次に推奨される年齢として15〜26歳とされている。

ワクチン56.4％であり両者に有意差が認められた。２価

本邦においても平成25年4月より定期接種として導入

ワクチンに関して２価ワクチンしか選択できなかった

されたが16歳以上のキャッチアップ接種は任意とされ，

2010年3月から2011年8月までの期間と２価ワクチンと

その普及は進んでいない。さらに，本ワクチン接種は3

4価ワクチンのいずれかを選択できる2011年9月以降に

回の接種を必要としており，海外においてもその普及率

分けて検討すると前者の期間での4価ワクチン接種完遂

が報告され

率は86.6％，後者の期間の完遂率は72.0％で有意に前者

ている。しかしながら，本邦におけるキャッチアップ接

の期間における接種完遂率が高かった。2011年9月以降

種における接種間隔および3回接種完遂率のデータはま

に限って検討しても２価ワクチンと4価ワクチンの接種

だ少なく，キャッチアップ接種におけるこれらの問題点

完遂率に有意差が認められ，２価ワクチン接種完遂率が

を把握することは重要である。当院では積極的に16歳以

4価ワクチン接種完遂率よりも高かった。２価ワクチ

上のキャッチアップ接種を行ってきた。本研究では当院

ン接種者および4価ワクチン接種者の１回接種後脱落

における16歳以上のキャッチアップ接種における接種間

率は4.5％，12.3％，２回接種後脱落率は14.3％，31.7％

4)

が低いこと ，3回接種完遂率が低いこと

５）

隔および3回接種完遂率のデータを解析し，その問題点

であった。２価ワクチン接種者の１〜２回目の接種間

を抽出し，改善の可能性を見出すことを目的として本研

隔は40.0±34.9日，１〜3回目の接種間隔は197.0±30.7

究を行った。

日。4価ワクチン接種者の１〜２回目の接種間隔は72.2

対象と方法

±23.3日，１〜3回目の接種間隔は200.5±23.9日であっ
た。

当院において2010年3月から2012年6月までに当院

考

で行った２価ワクチン接種者719人および4価ワクチン

案

接種者227人を対象に，施行状況を後方視的に検討し

当院におけるキャッチアップ接種の対象者は医療関係

た。接種状況として接種間隔，接種完遂率について検討

者や医療系大学生が80％以上を占める問題意識の高い集

を行った。なお，統計学的検討は統計解析ソフトSPSS

団であり，なお且つ接種場所の利便性や費用負担補助が

（ver17.0）を用いて分析し，p<0.05をもって有意差あ

ある等の比較的好条件での検討であるが，接種完遂率は

りと判断した。なお，本研究は川崎医科大学および同附

80％弱に留まった。米国における2010年の18〜28歳女

属病院の倫理委員会の承認（課題番号1195）を得て施行

性のワクチン接種完遂率が65.7％であると報告されてい

表１

図1

当院における HPV ワクチン３回接種完遂率

オーストラリアにおける年代別３回接種完遂率

2013年

当院におけるHPVワクチンの接種完遂率の検討
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る4)。表１はオーストラリアにおける2011年の年代別接

papillomavirus DNA, its presence in genital cancer

種完遂率をまとめたもの ５）であるが，接種年齢が上昇

biopsies and in cell lines derived from cervical

すると3回完遂率が低下している。本研究とほぼ同一年

cancer EMBO J. Heidelberg: 1984, 1151-1157.

齢層では58-59％の接種完遂率である。これらの報告に

3）FUTURE II Study Group: Quadrivalent vaccine

比べると本研究での接種完遂率77.2％という数字は悪い

against human papillomavirus to prevent high-

ものではないが，上述したような好条件であることを考

grade cervical lesions N Engl J Med.: 2007, 1915-

えるとより接種完遂率が高くなってほしいと考えられ

1927.

る。HPVワクチンが3回接種であることから米国でも

4）Centers for Disease Control and Prevention

他のワクチンに比べて接種率が低く，他のワクチンが

（CDC): National and state vaccination coverage

80-90％の接種率であるのに比べて32.0％と際立って低

among adolescents aged 13 through 17 years--

4)

くなっている 。

United States, 2010 MMWR Morb Mortal Wkly

２回目以降の接種を行った者の接種間隔をみると２

Rep. 2011, 1117-1123.

価ワクチン接種者の１〜２回目の接種間隔は40.0±34.9

５）Gertig DM, Brotherton JM, Saville M.: Measuring

日，１〜3回目の接種間隔は197.0±30.7日。4価ワクチ

human papillomavirus(HPV)vaccination coverage

ン接種者の１〜２回目の接種間隔は72.2±23.3日，１〜

and the role of the National HPV Vaccination

3回目の接種間隔は200.5±23.9日であったことから２日

Program Register, Australia. Sex Health. 2011, 171-

目以降の接種が遅れて以後の接種を忘れてしまっている

178.

可能性があると考えられる。したがって，２回目以降の
接種を忘れさせないようにする方策が重要ではないかと
考えられた。
２価ワクチン接種に関して２価ワクチンしか選択でき
なかった2010年3月から2011年8月までの期間と２価ワ
クチンと4価ワクチンのいずれかを選択できる2011年9
月以降に分けて検討すると有意差に前者の期間における
接種完遂率が高かった原因としては正確なことは不明で
あるが，HPVワクチン導入当初に接種した者の方が子
宮頸癌予防に対する問題意識や社会的関心が高かった可
能性があるのではないかと思われる。一方，２価ワクチ
ン接種の方が4価ワクチン接種に比べて有意に接種完遂
率が高かった理由については不明だが，２価ワクチン接
種の方が次回接種までの接種間隔が短いことが要因と
なっている可能性があるのではないかと思われる。ま
た，２価ワクチン接種と4価ワクチン接種の間で疼痛の
副反応に若干差が見られることも要因となっている可能
性があるのではないかと思われる。
今回の検討で対象が問題意識の高い集団の検討である
にもかかわらず，接種完遂率は80％弱に留まっており，
接種完遂率の向上に向けて更なるアプローチが必要であ
ると考えられた。
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皮脂腺癌への悪性転化をきたした卵巣成熟嚢胞性奇形腫の一例
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A case of mature cystic teratoma of the ovary with sebaceous carcinomatous
transformation
Yuko Teraoka１）・Yosuke Kawakami１）・Eimi Rai１）・Shuji Yonehara２）・Masaru Sasaki１）
１）Department of Obstetrics and Gynecology, JA Onomichi General Hospital
２）Department of Pathology, JA Onomichi General Hospital

卵巣成熟嚢胞性奇形腫は卵巣腫瘍の中で頻度が高く臨床上重要である。そのほとんどは良性であるが，まれに悪性化するこ
とがあり，その組織型は多くが扁平上皮癌とされている。今回，皮脂腺癌への悪性転化を伴った成熟嚢胞性奇形腫の一例を
経験したので，文献的考察も含め報告する。
症例は27歳，未経妊。半年前から動悸と息切れを自覚し近医を受診したところ，下腹部腫瘤，胸腹水貯留を指摘され当科紹
介となった。初診時，内診では小児頭大の腫瘤を触知し，超音波検査では単房性で充実成分を伴う右卵巣腫瘍を認めた。CT
とMRI検査では右卵巣腫瘍内に脂肪成分を認め，腫瘍の一部は造影効果を伴っていた。大網やダグラス窩には播種性転移が
示唆された。左の卵巣には成熟嚢胞性奇形腫を認めた。以上の画像診断から右卵巣未熟奇形腫が疑われ，妊孕性温存希望が
あることから，右付属器切除，大網切除，左卵巣腫瘍切除を施行した。病理組織学的には移行上皮癌に類似しており，部分
的に明瞭な角化や皮脂腺への分化，毛幹を認める箇所があり，成熟嚢胞性奇形腫から発生した皮脂腺癌と診断された。成熟
嚢胞性奇形腫の悪性転化は，閉経後に起こりやすいとされているが，画像診断で悪性の奇形腫が疑われる場合，若年であっ
ても鑑別診断に入れる必要がある。本症例は特殊組織型の妊孕性温存希望例であり，治療に関して一定の知見が得られてお
らず，今後は適切な治療を確立するために症例累積と詳細な検討が必要であると考えられた。

Mature cystic teratoma is reported to be the most common germ cell tumor of the ovary. Malignant
transformation mostly to squamous cell carcinoma occurs in 1-2% of cases. We report a case of mature cystic
teratoma of the ovary with sebaceous carcinomatous transformation. A 27-year-old woman (gravida 0, para
0) presented with a 6-month history of an abdominal mass and heart palpitations due to ascites and pleural
effusion.
Computed tomography and magnetic resonance imaging demonstrated a right ovarian tumor containing fat
and solid areas with contrast effects and dissemination to the omentum and pouch of Douglas suggesting
malignant transformation of teratoma with abdominal extension as well as a small left teratoma. After
providing fully informed consent, the patient underwent right salpingo-oophorectomy, left ovarian cystectomy
and omentectomy as fertility-sparing surgery. The histological diagnoses were sebaceous carcinoma of the
right ovary arising within a mature cystic teratoma and benign teratoma of the left ovary.
Although most malignant transformation of teratoma is reported in post-menopausal women, it occurs
occasionally even in young women. Therefore, we need to consider it as a differential diagnosis in young
patients. Further consideration will be needed to establish the appropriate treatment strategy for these rare
cases.
キーワード：奇形腫，卵巣癌，皮脂腺癌，悪性転化，化学療法
Key words：teratoma, ovarian cancer, sebaceous carcinoma, malignant transformation, chemotherapy

緒

言

卵巣成熟嚢胞性奇形腫において悪性転化は１〜２%と
されており，その組織型は扁平上皮癌がほとんどとされ
ている。

今回，若年発症の卵巣成熟嚢胞性奇形腫で，皮脂腺癌
への悪性化を認めたきわめてまれな１例を経験したので
報告する。
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リンパ節腫大は認めなかった。骨盤MRIではT1 強調画
像で右卵巣腫瘤内部に造影効果を認め，骨盤腔内に濃

症例：27歳，未婚.

染結節と腹水貯留を認めることから，悪性卵巣腫瘍と

主訴：動悸，息切れ.

播種が疑われた。左卵巣奇形腫には悪性を疑う所見は

月経歴：初経

認めなかった。以上の所見から右卵巣未熟奇形腫なら

10歳.

妊娠分娩歴：未経妊.

びに，左卵巣成熟嚢胞性奇形腫が考えられた。

家族歴：特記事項なし.

入院後経過：胸水貯留による呼吸苦のため胸腔穿刺

生活歴：喫煙歴なし.

（胸水細胞診陰性）を，低蛋白血症と食欲不振の改善

既往歴：鼠径ヘルニア手術（3歳，５歳).

目的に中心静脈栄養を行い，開腹手術を施行した。右

現病歴：半年前から労作時の動悸と息切れを自覚し，

卵巣は新生児頭大で表面に約3mmの小孔を認めそこか

増悪傾向を示したため近医内科を受診したところ，右

ら内容液が流出しており，内部には脂肪組織や毛髪を

胸水貯留と下腹部に10cm大の嚢胞性腫瘍，腹水貯留を

認めた（図２)。左卵巣は母指頭大で脂肪成分と皮膚組

認めたため，当院へ紹介となった。

織の内容液流出を認めた。肥厚した大網は右骨盤壁と

初診時所見：身長 155cm，体重 71kg，BMI ; 29と軽

円靭帯に癒着していた。膀胱子宮窩腹膜やダグラス窩

度肥満であった。腹部は全体的に緊満しており，下腹

腹膜は発赤，肥厚を認めたが，明らかな播種病変はな

部に腫瘤を触知した。血液検査ではWBC 16250/μl，

く，触診では骨盤，傍大動脈リンパ節の腫大も認めな

CRP 29.1mg/dlと炎症反応が上昇しており，ALB 3.1g/

かった。右卵巣腫瘍の術中病理診断では移行上皮癌と

dlの低アルブミン血症を認めた。腫瘍マーカーは

され，腹水の術中細胞診では悪性細胞を認めた。 大網

CA125；1206.9U/ml（基準値 25.0U/ml以下)，CEA；

の術中病理診断では悪性所見を認めず，炎症性腫瘤と

43.5ng/ml（同5.5ng/ml以下)，CA19-9；55.9U/ml（同

された。術前のインフォームドコンセントでは，術中

37.0U/ml以下）と高値を示したが，SCC，AFPは正常

病理検査で悪性とされても，腹腔内への肉眼的ながん

範囲内であった。

の進展や腫大リンパ節がない場合は患側付属器切除の

画像所見：経腹超音波検査では8.5cm×12.5cmの，充実

みとし，永久病理診断の結果にてリンパ節郭清を含め

性成分を伴う腫瘤を認め卵巣腫瘍が疑われた。胸腹部

た二期的手術を検討する方針であったため，右付属器

CTでは骨盤右側から腹部に10cm超の腫瘍を認め，一部

切除，大網切除を行い，左側は卵巣腫瘍部のみを摘出

に脂肪成分を認めたことから奇形腫由来の右卵巣腫瘍

して正常部は温存した。また触診で明らかなリンパ節

が疑われた。なお腫瘍の一部は造影効果を伴っており

の腫大はなく，リンパ節郭清は行わなかった。

悪性病変が示唆された（図１)。またダグラス窩に小結

術後の病理検査では，右卵巣腫瘍は毛細血管からな

節，大網や腹膜の造影増強効果を認め，播種と考えら

る間質を伴い，N/C比の大きい腫瘍細胞が乳頭状に増

れた。骨盤左側には3cm大の脂肪成分が主体の腫瘤を

殖する尿路上皮癌に類似した所見であったが，一部に

認め，充実成分はなく良性の左卵巣奇形腫と考えられ

明瞭な角化，毛幹を認めた（図3- a)。また腫瘍細胞は

た。遠隔転移を疑う所見はなく，腹部や縦隔に有意な

内部に淡明な脂肪を有し核異型を伴って増殖し，上皮

図１ 腹部造影 CT
骨盤右側から腹部に 10cm 超の腫瘍を認め，脂肪成分を含む腫瘤
の一部は造影効果（矢印）を伴っていた。

図２ 右卵巣の肉眼像
腫瘍内に脂肪組織や毛髪を認め , 成熟嚢胞性奇形腫から発生した
充実性腫瘤であった。
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細胞に特異的なEMA（Epithelial Membrane Antigen）

に変更したDC療法を3サイクル施行した。治療終了後

染色で陽性であったことから，尿路上皮癌ではなく成熟

より無月経となったため，カウフマン療法を6サイクル

嚢胞性奇形腫から発生した皮脂腺癌と考えられた（図

施行し，治療中は消退出血を認めたが，終了後に月経の

3)。左卵巣腫瘍は皮膚付属器や皮下組織を認め，未熟

発来を認めなかったため，クロミフェン療法中である。

な成分はなく，成熟嚢胞性奇形腫とされた。大網には組

手術後12か月が経過しているが腫瘍マーカー値，画像診

織学的に転移を認めず一部中皮過形成を伴っていた。術

断から再発徴候は認めていない。

前に画像診断で指摘されていた腹膜播種や大網への転移

考

は炎症性腫瘤であったと考えられた。以上より最終的に

案

は右卵巣成熟嚢胞性奇形腫の悪性転化の組織診断で，臨

卵巣成熟奇形腫は若年女性に好発する良性腫瘍であ

床進行期に関しては，術中腹水細胞診陽性所見のみで卵

り，卵巣腫瘍取り扱い規約によると，肉眼的な形態から

巣外進展が確認されたため，pT1c(a)NXM0，Ic期とさ

充実性，嚢胞性，胎児性に分類されている１)。嚢胞性の

れた。二期的手術による左付属器，子宮，リンパ節の摘

ものは皮様嚢腫とも呼ばれ，全卵巣腫瘍の10-20%を占

出はいずれも希望されなかった。

める頻度の高い腫瘍である２)。成熟した２〜3胚葉の体

術後はパクリタキセル（T)，カルボプラチン（C）に
よるTC療法を施行したが，１サイクル目でパクリタキ
セルに対する過敏症を認めたため，ドセタキセル（D）

細胞組織からなり，表皮や毛髪，皮脂腺，汗腺，軟骨，
平滑筋，脂肪組織などが認められる。
悪性化を伴う例は全成熟嚢胞性奇形腫の１〜２%とさ
れており，閉経後の症例が大半で一般的に予後は不良で
ある3，4)。組織型としては扁平上皮癌が大部分で次いで
腺癌が多く，その他まれではあるが悪性黒色腫，カルチ
ノイド，基底細胞癌，未分化癌などの発生が報告され，
悪性転化の多くは一側性で腫瘍径は成熟嚢胞性奇形腫よ
りも大きい傾向を示す２-4)。
皮脂腺癌への悪性化の報告は極めて少なく，検索範囲
では8症例の報告のみであり，いずれも術後の組織検査
にて診断されていた５-12)。病理学的には，皮脂腺分化を
伴う基底細胞癌や皮脂腺腺腫との鑑別が必要となる。皮
脂腺癌は基底細胞癌と比較して，より好酸性に富む細胞
質を持ち，浸潤性増殖を伴う核異型を多く認める。また
皮脂腺腺腫と比較して，細胞は大きく非対称で一部壊死
を伴っていることが多い9，11)。
本疾患8症例の詳細を表１に示す。50歳以上の症例は
6例，腹部膨満感を主訴としたものは５例あり，一般的
な悪性転化症例と同様に50歳以上に多く，腫瘍径が大き

図３

右卵巣の組織像，矢印は毛幹を示す（a）
表1

皮脂腺癌への悪性化を伴った卵巣成熟嚢胞性奇形腫

症例 年齢(歳） 最大腫瘍径 局在 臨床進行期
術式
術後補助化学療法
無再発生存期間
１
53
8cm
右
Ⅲb
TAH, BSO, OMTx
CPA, ADM
3週後他病死
＊
TAH, BSO, OMTx
施行せず
72か月
２
31
10.5cm
左
3
64
24cm
左
Ⅰa
TAH, BSO
CDDP, BLM, VLB
54か月
＊
左
Ⅱb
TAH, BSO, OMTx
CBDCA
24か月
4
77
５
76
19cm
右
Ⅰ
TAH, BSO, PLA
施行せず
7か月
＊
左
Ⅰa
TAH, BSO
施行せず
16か月
6
39
7
63
15cm
右
Ⅰ
RSO
施行せず
4か月
8
74
14cm
右
Ⅰa
TAH, BSO, OMTx
施行せず
19か月
TAH; total abdominal hysterectomy, BSO; bilateral salpingo-oophorectomy, OMTx; omentectomy,
RSO; right salpingo-oophorectomy, CPA; cyclophosphamide, ADM; adriamycin, CDDP; cisplatin,
BLM; bleomycin, VLB; vinblastin, CBDCA; carboplatin
＊

報告なし
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５）
6）
7）
8）
9）
10）
11）
12）
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骨盤内臓器全摘出術および化学療法が奏効した子宮平滑筋肉腫の１例
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A case of uterine leiomyosarcoma effectively treated with pelvic exenteration
and adjuvant chemotherapy
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子宮平滑筋肉腫は極めて予後不良な疾患である。今回我々は子宮平滑筋肉腫に対し，骨盤内臓器全摘出術施行後
Docetaxel + Gemcitabine 療法を追加し無病生存中の症例を経験したので報告する。症例は52歳女性。他院にて子宮筋腫の診
断のもとに経過観察されていたが，腫瘍の急激な増大による尿閉をきたし当科に緊急紹介となった。初診時，膣内は腫瘍で
占拠され，orientation がつかず，血液検査ではLDHが285U/l，CRPが4.02mg/dl と高値を示した。MRIでは骨盤腔内に12×
13cm の巨大な腫瘍を認めた。腫瘍は分葉状多結節癒合型の形態を呈し，膀胱後部と子宮頸部から膣左側，直腸前面との間に
存在した。PETでは同様に腫瘍辺縁部を中心に不均一かつ高度な集積を認め，中心壊死が推測されたが，遠隔転移は指摘さ
れなかった。腫瘍の可動性は不良で，直腸鏡，膀胱鏡では内腔に腫瘍の突出はないものの壁浸潤が疑われた。初診より２週
後に手術を行った。
開腹時，腫瘍は膀胱直腸と固着しており，また骨盤壁とのfree space がわずかのため摘出は極めて困難であった。まず単純子
宮全摘出術ならびに両側附属器切除術を施行し，腫瘍組織の一部を迅速診断に提出した。結果，leiomyosarcoma の診断を得
たので，引き続き骨盤内臓器全摘出術および人工肛門造設術ならびに尿管皮膚瘻造設術を行った。最終病理診断は子宮平滑
筋肉腫pT2bNx0M0。術後 Docetaxel+Gemcitabine 療法を計6クール追加した。２年５か月経過の現在まで無再発生存。周知
のことではあるが，閉経周辺期における筋腫の急速増大は要注意である。子宮平滑筋肉腫治療の基本は手術による完全摘出
であり，また Docetaxel+Gemcitabine 療法は補助化学療法として期待できる。

Uterine leiomyosarcoma is a rare tumor with a notoriously poor prognosis. A 52-year-old woman, who had
been under a practitioner’s care with a diagnosis of uterine myoma, was admitted to our hospital with a
chief complaint of acute urinary retention. Physical examination revealed a large tumor protruding from the
uterine cervix with deformity of its original shape. The serum lactate dehydrogenase (LDH) and C-reactive
protein (CRP) levels were elevated to 285 U/l (120-230) and 4.02mg/dl (≦ 0.30), respectively. Magnetic
resonance imaging showed a 13×12-cm lobular pelvic mass originating from uterine cervix with a central
non-dying area suggestive of broad necrosis. Positron emission tomography showed abnormal accumulation of
18-fluorodeoxyglucose (FDG) at the tumor site, with higher FDG uptake at the margin (standard uptake value,
8.4), but not at any other site. Upon laparotomy, the tumor was found to have originated from the uterine
cervix and was attached to the bladder and rectum. Total abdominal hysterectomy with bilateral salpingooophorectomy was performed first. As intraoperative frozen-section examination of the tumor revealed
sarcoma, pelvic exenteration was performed. The patient received adjuvant chemotherapy with gemcitabine
and docetaxel and remained progression-free for 29 months. Further follow-up is essential.
キーワード：子宮平滑筋肉腫，骨盤内臓器全摘出術，Docetaxel+Gemcitabine 療法
Key words：uterine leiomyosarcoma, pelvic exenteration, Docetaxel+Gemcitabine chemotherapy

緒

言

子宮平滑筋肉腫は極めて予後不良で，唯一有効な治療
は早期の完全摘出とされている。我々は子宮肉腫の治療

法と予後についての検討を報告してきたが１，２)，今回進
行子宮平滑筋肉腫に対し，骨盤内臓器全摘出術施行後
Docetaxel+Gemcitabine療法を追加し２年５か月無病生
存中の症例を経験したので報告する。
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宮頸部から膣左側，直腸前面との間に存在した。子宮

例

体部には筋腫が多発していた。PETでは同様に腫瘍辺

［年齢］52歳

縁部を中心に不均一かつ高度な集積を認め，中心壊死

［妊娠歴］２経妊２経産。閉経50歳

が推測されたが，遠隔転移は指摘されなかった（図２-

［家族歴］特記すべきことなし

4)。腫瘍の可動性は不良で，直腸鏡，膀胱鏡では内腔

［既往歴］特記すべきことなし

に腫瘍の突出はないものの壁浸潤が疑われた。

［現病歴］

初診日より10日目の深夜に大量性器出血および意識

他院にて子宮筋腫の診断のもとに経過観察されてい

消失を来し当院救急外来受診。意識消失は一過性で

たが，１年4か月間受診せず放置。平成22年，腫瘍の

あったが，Hb8.3g/dlで出血性ショックの診断のもと

急激な増大による尿閉をきたし当科に緊急紹介となっ

に入院。手術を前倒しし，入院6日後に手術を行っ

た。初診時，膣内は腫瘍で占拠され，子宮膣部等全

た。開腹時，腫瘍は膀胱直腸と固着しており，また

くorientation がつかず，とりあえず施行した腫瘍表面

骨盤壁とのfree spaceがわずかのため摘出は極めて困

の擦過細胞診はNILMであった。血液検査ではLDHが

難であった（図５，6)。腹腔洗浄細胞診は陰性。ま

285U/l，CRPが4.02mg/dlと高値を示したが，CA125は

ず単純子宮全摘出術ならびに両側附属器切除術を施行

11.6U/mlと正常範囲内であった（表１)。MRIでは骨

し，摘出中組織の一部を迅速診断に提出した。結果，

盤腔内に12×13cmの巨大な腫瘍を認めた（図１)。腫

leiomyosarcomaの診断を得たので，引き続き骨盤内

瘍は分葉状多結節癒合型の形態を呈し，膀胱後部と子

臓器全摘出術ならびに人工肛門造設術ならびに尿管

図１ a. T2 強調 MRI 矢状断像 b. 造影 MRI 矢状断像
子宮体部には辺縁が比較的明瞭で内部が低信号の多発筋腫を認める。一方骨盤内を占拠する腫
瘤は境界不明瞭で低信号〜高信号域が混在しており，中心部は造影されず壊死が示唆される

表１

血液検査所見

図２ ［18F ］fluorodeoxyglucose(FDG)Positron emission tomography(PET)
骨盤腔内の腫瘤には辺縁部を中心に不均一かつ高度な集積が認められる。

2013年

骨盤内臓器全摘出術および化学療法が奏効した子宮平滑筋肉腫の１例

図 3 PET/CT 所見 a. 水平断像 b. 矢状断像
骨盤内腫瘤の辺縁は集積が高く，中心部は集積が低い。中心部壊死が推測される。子宮体部には集
積の低い石灰化を伴った筋腫がみられる（矢印）。

図 4 PET/MRI 所見 a. 水平断像 b. 矢状断像
PET-CT と同様の所見だが，より解剖学的に理解しやすい。
腫瘤前方の赤い大きな集積は膀胱の生理的集積である（矢印）。

図 6 摘出標本肉眼像
（子宮および両側付属器重量 1,070g）

図５ 開腹時腹腔内所見
上方に圧排拳上された腫大子宮がみられ
る。体部には通常の筋腫が多発している。
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皮膚瘻造設術を行った（手術時間6時間13分，出血量

期の完全摘出とされている。予後不良の要因の一つとし

2,920g，RCC12U+FFP4U輸血)。

て術前診断の困難さが挙げられる。平滑筋肉腫の場合，

永久標本による病理診断も迅速診断と同様で，免

子宮内膜細胞診等で術前に異型細胞が検出されることは

疫組織染色では一部α-smooth muscle actin陽性で，

極めて稀である１，3)。従って子宮筋腫の経過観察中にお

S-100蛋白陰性，desmin陰性であった。最終病理診

いて平滑筋肉腫を疑うきっかけになるものとしては，腫

断は子宮平滑筋肉腫pT2bNx0M0（図7，8)。術後

瘍の急速増大，血中LDH値，CA125値高値，MRIの異

Docetaxel+Gemcitabine療法［gemcitabine（800mg/㎡

常所見等が挙げられる。今回の症例においても他院にて

D1&8)，docetaxel（70mg/㎡，D8)］を計6クール追

子宮筋腫の診断のもとに経過観察されており，子宮頸

加した。その後特に大きな合併症もなく２年５か月経過

部，内膜細胞診等の異常は指摘されていなかった。急激

の現在まで無再発生存である。

な腫瘍増大に伴う尿閉が発見の契機である。

考

察

MRI，PET-CT，PET-MRIでは腫瘤は膀胱後部と子
宮頸部から膣左側，直腸前面との間に存在することが判

子宮肉腫は婦人科腫瘍の中でも予後の悪い腫瘍の一つ

明した。さらに腫瘤辺縁は高度集積を，内部は集積の低

である。中でも平滑筋肉腫は子宮内膜間質肉腫や癌肉腫

い部位を伴っていることより壊死を伴った悪性腫瘍が推

と比較して，さらに予後が不良で，唯一有効な治療は早

察され，子宮頸部をoriginとする肉腫が最も疑われた。

図 7 病理組織像
hyperchromatic で大小不同がみられる核を有する腫瘍細胞が瀰漫性に増生し，多数の核分裂像がみら
れる（a）
。下部に凝固壊死がみられる（b）。

図８ 病理組織像
a. 免疫組織染色ではα-smooth muscle actin 陽性部を広範囲に認める。
b. c. 腸間膜に腫瘍細胞の浸潤を認める。

2013年

骨盤内臓器全摘出術および化学療法が奏効した子宮平滑筋肉腫の１例

遠隔転移は指摘されなかったが，直腸鏡および膀胱鏡で

に深謝致します。

は内腔への明らかな浸潤は認めないものの壁浸潤が疑わ

文

れた。
子宮平滑筋肉腫の診断で現在，広く受け入れられてい
る病理組織学的基準はBell, Hendricksonらにより提唱さ
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１）平林

献

啓，他：子宮肉腫16症例の治療法と予後につ

いての検討．産婦中四会誌，2004, 53(1)：11-16.

れた基準である 。「核分裂指数（強拡大10視野中の核

２）Numa F, et al.: Retrospective study of management

分裂数)｣，｢細胞異型の有無｣，｢腫瘍細胞凝固壊死の有

of uterine sarcoma. The XXth Asian and Oceanic

無」を3大指標として総合的に評価するもので通常摘出

Congress of Obstetrics and Gynaecology 2007,

4)

標本から多数の組織切片を作製し，その中で最も異常の

Abstracts 233.

程度の強い領域をもって行われる。Kawamuraら ５）は

3）Sagae S, et al.: Preoperative diagnosis and

間葉系子宮腫瘍病変において経子宮頸管的針生検を行い

treatment results in 106 patients with uterine

スコアリングすることによる良悪性の鑑別診断を試みて

sarcoma in Hokkaido, Japan. Oncology 2004, 67: 33-

いる。今回の症例では尿閉，出血性ショックと症状が逼

9.

迫していたため手術以外に選択の余地はなく，十分なIC

4）Bell SW, et al.: Problematic uterine smooth muscle

のもとに術前生検は施行せず急遽手術の運びとなった。

neoplasms. A clinicopathologic study of 213 cases.

開腹したところ腫瘍は骨盤内深部に及び操作は困難を

Am J Surg Pathol. 1994, 18: 535-58.

極めた。腫瘍塊を摘出しないことには膀胱直腸等の操作

５）Kawamura N, et al.: Transcervical needle biopsy

もできないことから，骨盤深部は一部盲目的操作となっ

for the differential diagnosis between uterine

たが幸い腫瘤を含む単純子宮全摘出術ならびに両側付属

sarcoma and leiomyoma. Cancer 2002, 94: 1713-20.

器摘出術は可能であった。この腫瘍の一部を迅速診断に
提出し，leiomyosarcomaの診断を得たため，さらに骨

6）Brunschwig A.: Complete excision of pelvic viscera
for advanced carcinoma. Cancer 1948, 1: 177-183.

盤内臓器全摘出術＋尿路変更術＋人口肛門造設術を追

7）Numa F, et al.: Pelvic exenteration for the the

加した。腸間膜に一部浸潤を認めたものの腫瘍は完全

treatment of gynecological malignancies. Arch

摘出されたと考えられ，最終的にpT2bNx0M0の診断で

Gynecol Obstet 1997, 259: 133-8.

あった。リンパ節廓清に関してははっきりしたエビデ

8）藤 田 宏 行 ， 他 ： 子 宮 肉 腫 の 臨 床 病 理 学 的 検 討 ―

ンスがないため施行しなかった。骨盤内臓器全摘出術

KCOGおよび平成14年度厚生労働省子宮肉腫研究班

はBrunschwig

6）

により報告された比較的古い手術法で

あるが，症例を適切に選択されれば有効な治療法であ

によるretrospective study―．産婦の進歩，2004,
56：463-5.

る7)。完全摘出例にしか長期生存を望めない平滑筋肉腫

9）Hensley ML, et al.: Fixed-dose rate gemcitabine

の予後の厳しさを考慮すると妥当な選択であったと考え

plus docetaxel as first-line therapy for metastatic

る。まだ２年５か月と経過が短いため今後も注意深く経

uterine leiomyosarcoma: A Gynecologic Oncology

過観察を行う予定である。

Group phase II trial. Gynecol Oncol 2008, 109: 329-

平滑筋肉腫に対しての化学療法として従来よく用いら
れていたCYVADIC（シクロフォスファミド＋ビンクリ

34.
10）平林

啓, 他：難治性進行，再発卵巣癌に対する

スチン＋アドリアマイシン［ドキソルビシン］＋ダカル

docetaxel+gemcitabine therapyの臨床効果．産婦

バジン）療法は本邦の報告ではその有効性は明確でな

人科の実際，2009, 58：645-50.

いと報告されており 8)，最近注目されているDocetaxel
（DOC)+Gemcitabine（GEM）療法 9） を術後補助療
法として追加した。投与法としてはGEM 800mg/㎡
［day1,8］+DOC 70mg/㎡［day8］を１サイクルとし4
週ごとに6クールを施行した。DOC+GEM療法におけ
る有害事象として好中球減少が報告されているが10)，今
回も同様でその他重篤なものはなかった。安全で有用な
治療法として期待できる。
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帝王切開創部に異型栄養膜細胞を認めた臨床的絨毛癌の一例
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Clinical choriocarcinoma with atypical trophoblasts on a cesarean scar:
a case report
Norifumi Tanaka・Sayaka Inoue・Hiroshi Miyoshi
Department of Obstetrics and Gynecology, Higashihiroshima medical center
絨毛性疾患は化学療法の奏効率が高く，初回治療として化学療法が行われることが多い。そのため，治療前に充分な病理学
的な検索ができず，臨床診断のみに留まることも多いが，その中には多彩な病態が含まれている可能性がある。一方，帝王
切開創部妊娠では絨毛性疾患と同様に化学療法が有効であり，メトトレキサートが治療に利用されている。
創部妊娠の稽留流産と臨床的絨毛癌との治療前の鑑別診断が困難であり，化学療法を先行した症例について報告する。35
歳，3経妊２経産。２回の帝王切開既往あり，最終妊娠は4年前の人工妊娠中絶であった。月経周期は整，最終月経開始か
ら14日目の不正出血のため前医を受診した。内膜生検で断片化した合胞体栄養膜細胞を認め，尿中hCG値が73451mIU/mlと
高値を示したため，当科紹介となった。経腟超音波検査では子宮内の帝王切開創部付近に不整な嚢胞を有する血流豊富な病
変を認め，MRIでも絨毛癌に矛盾しない所見であり，絨毛癌診断スコアは13点と臨床的絨毛癌の範疇であった。しかし，子
宮内組織の生検では正常絨毛組織を認め，CT上転移は認めず，血中hCG値が２週間で366000から179917mIU/mlに自然に漸
減したため，創部妊娠の稽留流産も考えられた。患者とも相談を行い，メトトレキサートによる化学療法（20mg/body，Day
１〜５，２週毎）を開始，6サイクル施行後に血中hCGはカットオフ値以下に低下し，更に２サイクル施行後に子宮摘出を
行った。摘出子宮では帝王切開創部に異型栄養膜細胞を認め，胎盤内絨毛癌などの悪性腫瘍であったことが疑われた。術後
3ヶ月現在，再発兆候なく経過している。

Trophoblastic disease responds well to chemotherapy. Therefore, chemotherapy is often used as the primary
therapy for any trophoblastic disease. On the other hand, an accurate histopathologic diagnosis can be
difficult to obtain. Such cases may include various conditions. Cesarean scar pregnancy also responds well
to chemotherapy, and methotrexate (MTX) is commonly used. We report a case of successful management
of clinical choriocarcinoma with atypical trophoblasts on a cesarean scar. A 35-year-old woman, gravida 3,
para 2, presented with irregular genital bleeding. Her previous doctor suspected trophoblastic disease, and
she was referred to our hospital. We found a hyperechoic intrauterine lesion surrounding an irregular cyst
near the patient’s cesarean scar. The choriocarcinoma diagnostic score was 13 points, indicating clinical
choriocarcinoma. However, endometrial biopsy showed normal villi, no metastatic lesion was demonstrated,
and the patient’s serum level of human chorionic gonadotropin (hCG) decreased spontaneously. These
findings suggested that the lesion represented incomplete miscarriage of a cesarean scar pregnancy. We
chose MTX as the first-line treatment. The patient’s serum hCG level reached the cutoff level after 6 cycles
of chemotherapy. Hysterectomy was performed after 8 cycles, and atypical trophoblasts were found on the
cesarean scar, indicating the possibility of a malignancy such as intraplacental choriocarcinoma.
キーワード：臨床的絨毛癌，絨毛癌診断スコア，創部妊娠，メトトレキサート，hCG
Key words：Clinical choriocarcinoma, choriocarcinoma diagnostic score, Cesarean scar pregnancy,
methotrexate, hCG

緒

言

みに留まることも多いが，その中には多彩な病態が含ま
れている可能性がある。一方，帝王切開創部妊娠では絨

絨毛性疾患はその多くが妊孕性の温存を望む生殖年齢

毛性疾患と同様に化学療法が有効であり，メトトレキ

に発症し，化学療法の奏効率も高いため，初回治療とし

サート（MTX）が治療に利用されている。帝王切開創

て化学療法が行われることが多い。そのため，治療前に

部妊娠からの発症が疑われた臨床的絨毛癌について報告

充分な病理学的な検索ができず，臨床所見による診断の

する。
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泌期内膜とともに断片化した合胞体栄養膜細胞を認め
た。ついで施行された尿中hCG値が73451mIU/mlと高

＜年齢＞35歳。

値を示し，精査加療目的で当科紹介となった。

＜妊娠分娩歴＞3経妊２経産，２回の帝王切開既往あ

＜検査所見および治療経過＞患者には妊孕性温存の希

り，最終妊娠は4年前の人工妊娠中絶であった。

望はなかった。初診時の帯下は少量の暗赤色帯下であ

＜月経歴＞初経12歳，30日周期，整。

り，子宮には軽度の圧痛を認めた。経腟超音波検査で

＜合併症＞全身性エリテマトーデス（プレドニン１日

は長径10cmの子宮の帝王切開創部付近に3×2.5cm径

2.5mgの内服で病状は安定)。

の嚢胞を有する血流豊富な高輝度の病変を認めた（図

＜現病歴＞最終月経開始から14日目，不正性器出血の

１)。骨盤MRI検査では同部位に漿液性成分と血腫を

ため前医を受診した。経腟超音波検査で粘膜下筋腫様

包むようにT1 強調像でやや高信号，T2 強調像で高信

の腫瘤を認めたため，内膜生検が行われ，頸管腺と分

号，拡散強調像で高信号を示し，かつ造影効果を認め

図１ 超音波検査所見
治療前は嚢胞を含む病変を創部付近に認め，血流豊富である（左上：矢状断，左下：横断）。治療
に伴い，病変の形状は変化し，子宮には血液の貯留を認めるが，血流は低下している（MTX によ
る治療５サイクル後，中央上：矢状断，中央下：横断）。MTX による治療終了後には子宮は正常大
となり，病変での血流は消失した（右上：矢状断，右下：横断）

図２ 骨盤 MRI 検査所見
創部に相当する部位に漿液性成分と血腫を包むように T1 強調像でやや高信号（左上：横断），
T2 強調像で高信号（左下：横断）の造影効果を認める病変がある（中央上：横断）
。拡散強
調像では拡散現象が抑制されている（中央下：横断）
。また，病変部の筋層の菲薄化も疑わ
れた（右上：造影 T1 強調像，矢状断）。MTX による治療終了後，病変は消失し，帝王切開
創部と考えられる筋層の欠損を認める（右下：造影 T1 強調像，矢状断）。
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る病変があり，その部位の筋層の菲薄化も疑われた（図

創部妊娠の稽留流産あるいは臨床的絨毛癌を念頭にお

２)。一方，吸引組織診で得られた少量の子宮内組織

いて管理方針を検討した。治療前に両者の鑑別はでき

検体には正常絨毛組織を認め，細胞性栄養膜細胞およ

ず，双方に有効と考えられた子宮全摘出術かMTXによ

Kip2

も陽性であった（図3)。ま

る化学療法を行う方針とした。考えられる病態および

た，CT上は遠隔転移を認めず，血中hCG値が２週間で

各々の治療法のメリット・デメリットを患者に説明し，

366000mIU/mlから179917mIU/mlまで自然に漸減した

後者を選択したため，初回治療としてMTXによる化学

（図4)。

療法（20mg/body，Day１〜５，２週毎）を開始した。

び絨毛間質細胞ではp57

以上より，絨毛癌診断スコアは先行妊娠（流産：3

6サイクル施行後には血中hCG値はカットオフ値以下に

点)，潜伏期（3年以上：５点)，転移（なし：０点)，

低下し，経腟超音波検査上は病変への血流はしだいに減

hCG値（106mIU/ml未満：０点)，月経周期（整調：５

弱した（図１，表１)。MTXによるGrade 2 以上の有害

点）の13点であり，臨床的絨毛癌の範疇であった

１)，２)

。

事象として口内炎，悪心，食欲不振，白血球減少および

また，国際的なFIGO 2000 systemでのスコアリング

好中球減少を認めた。また，4サイクル後に自宅で突然

では，新生物の広がり（子宮に限局：stageⅠ)，年齢

多量の不正性器出血を起こし，ヘモグロビン値は6.3g/dl

（40歳未満：０点)，先行妊娠（流産：１点)，潜伏期

まで低下した。RCC 4IUおよびFFP 2IUを輸血したが，

（13ヵ月以上：4点)，hCG値（10５IU/l以上：4点)，

性器出血は自然に消失した。

腫瘍径（3cm以上５cm未満：１点)，転移や化学療

MTXによる治療は8サイクルで終了した。8サイク

法治療歴はなく，stageⅠ：10，high risk gestational

ル後（治療開始から4か月後）もhCG値はカットオフ値

trophoblastic neoplasia（GTN）であった3)。

以下であり，病変は指摘困難となっていた（図１，図

しかし，病変が帝王切開創部付近にあり，正常な胎嚢

２)。

を認めないにもかかわらず子宮内に正常絨毛組織が存在

その後の管理について再度患者とも相談し，自己血

し，遠隔転移を認めず，血中hCG値が自然に漸減したこ

400g貯血後に単純子宮全摘出術および両側卵管摘出術を

とから，創部妊娠の稽留流産も考えられた。

行った。

図３ 吸引組織診による子宮内組織検体
正常絨毛組織を認め（左：HE 染色，対物×10），細胞性栄養膜細胞および絨毛間質細胞では
p57Kip2 も陽性である（右：p57Kip2 染色，対物×10）。
表１

治療経過表
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摘出子宮は80g，子宮内腔の体部下端前壁に帝王切開

が，胎盤内絨毛癌の筋層浸潤，創部の部分胞状奇胎から

創部と思われる楔状の窪みがあり，その右端には絨毛組

の絨毛癌の発生，創部への侵入奇胎などが考えられ，残

織の遺残と思われる病変が存在した（図4)。ヘマトキ

存した栄養膜細胞の異型性からは侵入奇胎よりは絨毛癌

シリン・エオジン（HE）染色にてその病変は漿膜側ま

を疑った。

で貫通する肉芽組織を形成していた。大部分は硝子化
していたが，その周辺に少数の異型栄養膜細胞の小集
塊を認めた（図５)。免疫組織化学的検査ではその異型
細胞はcytokeratin AE 1/AE 3 およびα-inhibinに陽性で

術後3ヶ月現在，血中hCG値はカットオフ値以下であ
り再発兆候なく経過している。

考

察

あり，胎盤組織由来の上皮細胞と考えられた（図５)。

前述のごとく，絨毛性疾患では病理学的な確定診断が

しかし，β-hCGは沈着物や組織球への貪食像を認める

できないまま，化学療法による治療を開始することが多

のみで，細胞質がβ-hCG陽性である異型細胞は認めな

く，本邦では絨毛癌診断スコアを用いて臨床診断を行っ

かった（図５)。以上より，確定診断はできなかった

ている１)，２)。このスコアを実際の絨毛癌および侵入奇胎

図４ 摘出子宮の肉眼像
肉眼的に子宮内腔の体部下端前壁に帝王切開創部と思われる楔状の窪みがあり（左：全体像），
その右端には絨毛組織の遺残と思われる病変が存在した（右：病変の拡大像）。

図５ 摘出子宮の病理学的検査
硝子化した芯の周辺に異型栄養膜細胞を認める（左上：HE 染色，対物×10）（左下：HE 染色，
対物×40）
。細胞質は α-inhibin に染まり（右上：α-inhibin 染色，対物×10），胎盤組織由
来の上皮細胞と考えられたが，β-hCG 陽性である異型細胞は認めなかった（右下：β-hCG
染色，
対物×10）
。
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に当てはめた場合，臨床的侵入奇胎の正診率は94.1％，

広島医療センター臨床研究部長万代光一先生および放射

臨床的絨毛癌の正診率は91.4％であり１)，4)，精度のよい

線科部長富吉秀樹先生に深謝いたします。

スコアと考えられる。しかし，本症例の絨毛癌診断スコ
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胞を取り除くことができる可能性もあった。以上のこと
を患者に十分説明したところ，手術を選択された。
本症例の真の病態は不明であるが，MTXによる治
療は奏効し，結果的には絨毛癌でしばしば施行される
EMA/COやMEAなどのより強力ではあるが有害事象の
強い化学療法を回避して寛解に至ることができた。この
ようにMTX単剤のみで治療が奏効した背景として，絨
毛癌であったとしても早期の低リスクな状態であったこ
とが考えられた。本症例では治療前に正常絨毛を認めて
おり，4年前の人工妊娠中絶が先行妊娠とは考えにくい
状態であった。このような場合は絨毛癌診断スコアや
FIGO 2000 systemの点数をつける際に今回の妊娠を先
行妊娠とし，より低いスコアとして治療方針を考えるこ
とも検討の余地があるかもしれない。
病理学的には絨毛癌の確定診断はできなかったが，胎
盤内絨毛癌などが考えられた臨床的絨毛癌を経験した。
臨床的絨毛癌には様々な病態が含まれている可能性があ
り，このような症例を集積していくことは重要である。
また，本症例のような非典型例では，可能な限り評価を
行い，個々の症例について検討することで，各症例に適
した治療・管理を行うことが可能と考えられた。
稿を終えるにあたり，診断にご協力いただきました東
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子宮内膜症性嚢胞の悪性転化症例の検討：定期観察の重要性
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Importance of follow-up and observation for the early detection of ovarian carcinoma
arising in an endometrial cyst
Shingo Io・Mamoru Shigeta・Akihiro Yanai・Sayaka Oishi・Satoe Kirino・Kosuke Murakami
Akane Ueda・Yuko Otsuka・Takafumi Uchida・Ken Fukuhara・Takashi Nakahori
Akira Takahashi・Masaaki Hasegawa
Department of Obstetrics and Gynecology, Kurashiki Central Hospital
卵巣子宮内膜症性嚢胞（以下，子宮内膜症性嚢胞）の0.5%から1.0%が卵巣癌に悪性転化する可能性が示唆されている。子宮
内膜症性嚢胞から発生する卵巣癌は，明細胞腺癌と類内膜腺癌が主体である。当院で子宮内膜症性嚢胞のため3〜6ヶ月ご
との経過観察中に発症した卵巣癌症例は2001年１月から2012年５月までに５例であった。明細胞腺癌stage Ⅰaが3例，stage
Ⅰc(b）が１例，類内膜腺癌stage Ⅰaが１例であり，早期発見が可能であり，手術および化学療法ののち全症例現在まで生存
している。一方で，子宮内膜症性嚢胞を認めていたにも関わらず，患者の自己判断によって経過観察が行えずに，食欲不振・
腹部膨満感の症状発現後に卵巣癌と診断した症例は２例であった。各々明細胞腺癌stage Ⅳ，Ⅱc 期であり，手術療法，術後化
学療法を施行するも，生存期間は各々6，38 ヶ月であった。
卵巣明細胞腺癌は比較的予後不良と考えられているが，Ⅰ期，Ⅱ期の５年生存率は70％以上が期待できる。子宮内膜症性嚢胞
に対して手術療法を行わない場合，悪性化を早期に発見するために，子宮内膜症性嚢胞を慎重に経過観察することは意義が
あると考えられる。

Ovarian carcinoma carcinogenesis in endometrial cysts is reported to occur in approximately 0.5-1% of
patients with such cysts and results mainly in type I tumors, predominantly clear cell adenocarcinomas
and endometrioid adenocarcinomas. Between January 2001 and May 2012, ovarian carcinoma arising in an
endometrial cyst was diagnosed in 7 patients at our hospital. Five patients were diagnosed during every 3-to-6month follow-up examination for endometrial cysts. Among them, 4 patients had clear cell carcinoma (stage Ia
[3] or stage Ic (b) [1]) and 1 had endometrioid adenocarcinoma (stage Ia). After surgery and selective adjuvant
chemotherapy, all 5 of these patients are currently alive without any documented relapse. The remaining 2
patients were not receiving regular follow-up, and ovarian cancer was discovered when they presented with
loss of appetite and abdominal distension. Both were diagnosed with clear cell carcinoma, stage Ⅱc and stage
Ⅳ, and survived for 6 and 38 months, respectively. Ovarian clear cell adenocarcinoma generally carries a poor
prognosis; however, the 5-year survival rate for stage I and Ⅱ tumors is estimated to be >70%. Follow-up and
observation of endometrial cysts every 3-6 months seemed to be essential for the early detection of associated
ovarian carcinoma.
キーワード：子宮内膜症性嚢胞，悪性転化，卵巣癌，明細胞腺癌
Key words：endometrial cyst, ovarian cancer, malignant transformation, clear cell adenocarcinoma,
endometrioid adenocarcinoma

緒

言

のである。卵巣子宮内膜症性嚢胞は子宮内膜症患者
の17〜44%に合併し ２)，卵巣子宮内膜症性嚢胞の0.5〜

日本人女性全体の子宮内膜症受療者数は10万人と推

1.0%が卵巣癌に悪性転化する可能性が示唆されてい

定され，子宮内膜症潜在罹患者は50万から100万人と

る3-５)。卵巣明細胞腺癌や卵巣類内膜腺癌では子宮内膜

も推定されている １)。卵巣子宮内膜症性嚢胞（以下，

症の合併頻度が20〜50%と高く，組織学的にも子宮内

子宮内膜症性嚢胞）は卵巣内に子宮内膜様組織が異所

膜症と卵巣癌が隣接して認められることが多いため，

性に増殖し，月経様の出血が貯留し嚢胞を形成したも

子宮内膜症が卵巣明細胞腺癌と卵巣類内膜腺癌の発生
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母地となっていることが明らかになりつつある。

か否かを評価する目的で，当院における症例を検討し

我が国において，明細胞腺癌の卵巣癌全体に占める
割合は23.7%（図１)
12%

7，8）

6）

16.2%

た。

で，欧米やアジア諸国の3〜

対象と方法

に比較し，発症頻度が極めて高い傾向がある。

類内膜腺癌についても，卵巣癌全体に占める割合は
6）

で，欧米の9.8%

7，8）
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に対してやや高い傾向を示

2001年１月から2012年５月までに当院で加療を行っ
た卵巣明細胞腺癌，卵巣類内膜腺癌と診断された症例
は61例であった。そのうち54例は当科初診時に卵巣明

している。
子宮内膜症性嚢胞の悪性転化を早期発見すること

細胞腺癌，卵巣類内膜腺癌と診断されていた。一方，

が，我が国における卵巣癌症例の予後改善につながる

子宮内膜症性嚢胞のために当院へ通院歴があった症例

と考えられる。悪性転化の早期発見に定期検診が有用

は7例であり，今回その7例につき，患者背景，腫瘍
径，腫瘍マーカー，組織型，臨床進行期，治療，予後
について後方視的に検討した。

結

果

当院で加療を行った卵巣明細胞腺癌，卵巣類内膜腺
癌と診断された61例の年齢は32〜86歳，中央値は54.5歳
で47例（77%）が閉経後であった。臨床進行期はⅠ期
35例（57%)，Ⅱ期５例（8%)，Ⅲ期15例（25%)，Ⅳ
期6例（10%）であった。
当院で通院歴があった7例のうち，子宮内膜症性嚢
胞診断後に3〜6か月ごとの超音波検査，腫瘍マー
図1

卵巣癌の組織型分布
表１

表２

定期観察群症例のまとめ

放置群症例のまとめ
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カー採血を行っていたものを定期観察群（表１，n=

がら，放置群の１例では摘出病変がほぼ全て悪性細胞に

５）とし，子宮内膜症性嚢胞を指摘し，定期的な通院を

より置換されていたため，腫瘍内に良性の内膜症性病変

指示したにも関わらず，患者の自己判断で通院していな

と，良性から悪性への移行像は認めず，病理学的子宮内

かった群を放置群（表２，n=２）とした。対象全例で

膜症悪性化診断基準を満たさなかった。

初診時に子宮内膜症性嚢胞を認めた。定期観察群の初診

定期観察群のまとめを表１，放置群のまとめを表２に

時主訴は子宮癌検診希望が3例，貧血精査が１例，右腰

示した。以下に各症例の概要（症例１〜５：定期観察

部痛にて当院泌尿器科を受診した際に卵巣腫瘍を指摘さ

群，症例6〜7：放置群）を記載する。

れ紹介となった１例であった。

症

定期観察群における癌診断時の平均年齢は48.6歳で，
40%の症例が閉経後であり，放置群の癌診断時年齢は44
歳と50歳で，１例が閉経後であった。

例

１

癌診断時年齢は37歳で，8年前他院にて右子宮内膜
症性嚢胞を摘出後，同院で経過観察されていた。妊娠

定期観察群において，初診から癌診断までの平均観察

分娩を契機に当院を受診した際に3cmの左子宮内膜

期間は40ヶ月であり，初診時の平均腫瘍径は4cm，癌

症性嚢胞を指摘した後，経過観察し，１年後に腫瘍径

診断時の平均腫瘍径は5.6cmであった。癌診断前の最終

が3cmから6cmへ増大し，CA125値67U/ml，経腟

定期検診は4例で6ヶ月前，１例は3ヶ月前であった。

超音波検査およびMRIにて嚢胞内に充実性部分を認め

癌診断の契機は，腫瘍径増大（全例）および経腟超音

た。TAH+BSO+OMTを施行し，類内膜腺癌stage Ⅰa

波により腫瘍内に充実性成分を認めたこと（全例）で

と診断し，術後補助化学療法としてweekly TC療法

あった。CA125正常例は4例で，１例のみ64U/mlと軽

（PTX+CBDCA）を6コース施行した。５年間再発な

度上昇を認めていた。組織型は類内膜腺癌１例，明細胞

く経過している。

腺癌4例であり，臨床進行期は4例がstage Ⅰa，１例

症

がstage Ⅰc(b）であった。手術に際しては，なるべく

例

２

癒着を剥離することなく，en blocに切除するように心

癌診断時年齢は46歳で，５年前に急性の右腰部痛の

がけ，完全切除が可能と判断した場合は積極的に骨盤

ため泌尿器科を受診した際に，水腎症と6cmの右子宮

および傍大動脈リンパ節廓清を施行した。５例全例で

内膜症性嚢胞を指摘され，当科で嚢胞穿刺術及びエタ

単純子宮全摘術（TAH)，両側附属器摘出術（BSO)，

ノール固定術を施行した。翌日，水腎症は軽快した。

大網切除術（OMT）を施行し，3症例では両側骨盤リ

嚢胞内容液の細胞診はclassⅠであった。GnRH agonist

ンパ節郭清術（PLN）および傍大動脈リンパ節郭清術

を6回投与し，子宮内膜症性嚢胞が消失したことを

（PAN）を行った。５例全例で肉眼的に完全切除が可

確認した後は，6ヶ月ごとの経過観察を行っていた

能であった。当院ではhigh gradeおよびstagingが不十分

が，子宮内膜症性嚢胞消失から12ヶ月後に嚢胞内に充

な卵巣癌の場合，術後補助化学療法を施行することを基

実性を含む4cm大の右子宮内膜症性嚢胞を認め，経

本としているが，１例は入院を要する双極性障害合併の

腟超音波検査およびMRIにて嚢胞内に充実性部分を認

ため，本人，家族と相談し化学療法を施行せず経過観察

めた。TAH+BSO+OMT+PLN+PANを施行し，明細

としている。各症例の治療開始時期が異なっており，化

胞腺癌stage Ⅰaと診断し，術後補助化学療法として

学療法のレジュメは各症例の施行時期に推奨されていた

weekly TC療法（PTX+CBDCA）を4コース施行し

レジュメを選択した。全例再発なく現在も経過観察中で

た。その後末梢神経傷害性疼痛のためweekly DC療法

ある。

（DTX+CBDCA）に変更，２コース施行し，3年間再

放置群２例の初診時主訴は子宮癌検診希望であり，無

発なく経過している。

症状であった。初診後は腹部膨満感が出現した3年後，

症

6年後まで産婦人科受診はなかった。それぞれ癌診断

例

３

時の腫瘍径は14cm，16cmで，腹水貯留を認め，CA125

癌診断時年齢は66歳で，癌診断５年前の子宮癌検

が196U/ml，1267U/mlであった。臨床進行期がstage Ⅳ

診時に3cmの子宮内膜症性嚢胞を指摘後，6ヶ月ご

期，Ⅱc期の明細胞腺癌で，癌性癒着のため１例は両側

との経過観察中，腫瘍径が５cmに増大し，経腟超

附属器摘出術のみ，もう一例は単純子宮全摘術および両

音波検査およびMRIにて嚢胞内に充実性部分を認め

側附属器摘出術を行った。寛解導入化学療法を施行した

た。TAH+BSO+OMT+PLN+PANを施行し，明細胞

が，全生存期間は6ヶ月と38ヶ月であった。

腺癌stage Ic(b)と診断した後，術後化学療法として

病理学的検討については，SampsonとScottによって
定義された病理学的な子宮内膜症の悪性化診断基準を定
期観察群全例と放置群の１例で満たしていた。しかしな

CDDP+CPT-11療法3コース施行した。２年間再発な
く経過している。
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に至るTypeⅠと，癌化過程が不明なTypeⅡに分類され
る。言い換えれば，境界悪性腫瘍や子宮内膜症を経て

癌診断時年齢は54歳で，癌診断4年前の子宮癌検診

発癌するTypeⅠと，高異型度の漿液性腺癌や未分化癌

時に3cmの子宮内膜症性嚢胞を指摘後，6ヶ月ごとの

などのde novo発癌と考えられているTypeⅡとに分類

経過観察を行っていたが，腫瘍径が6cmに増大し，

される9)。TypeⅡ卵巣癌では，１年毎のスクリーニン

経腟超音波検査およびMRIにて嚢胞内に充実性部分を

グを施行しても，卵巣癌の早期発見は困難だが，子宮

認めた。入院療養を必要とした躁うつ病に罹患してお

内膜症性嚢胞を発生母地として出現する低異型度類内

り，本人および家族がリンパ節廓清術を希望されず

膜腺癌と明細胞腺癌が該当するTypeⅠ卵巣癌において

TAH+BSO+OMTを施行し，明細胞腺癌stage Iaと診断

は悪性転化後の発育も緩徐であり 10，11)，定期的な経過

した。術後補助化学療法についても本人および家族が

観察にて早期に発見することが可能と考えられる。

同意されず，化学療法は施行せず，１年間再発なく経
過している。

また，近年子宮内膜症性嚢胞の悪性化に関して多数
例でのフォローアップ研究の結果が発表され，腫瘍

症

例

５

径，充実性部分，年齢，急激な上昇を認めるCA125
値，または異常高値のCA125値がリスクファクターと

癌診断時年齢は40歳で，貧血精査のため婦人科受診

考えられており５，12，13)，子宮内膜症取扱い規約では子宮

した際に５cmの子宮内膜症性嚢胞を認め，１ヶ月後，

内膜症性嚢胞の直径が4cm以上，年齢が40歳以上の条

4ヶ月後に経過観察し，腫瘍径が５cmから7cmへ増大

件を満たすものについては予防的に子宮内膜症性嚢胞

し，経腟超音波検査およびMRIにて嚢胞内に充実性部

の摘出を薦めている14)。

分を認めた。TAH+BSO+OMT+PLN+PANを施行し，

今回の検討において，定期観察群では3〜6ヶ月ご

明細胞腺癌stage Iaと診断し，術後補助化学療法として

との超音波検査および腫瘍マーカー採血を行い，５例

CPT-11+MMC療法を3コース施行し，11年間再発なく

全例が臨床進行期Ⅰ期で診断可能であったことより，

経過している。

実際に定期観察により早期に子宮内膜症性嚢胞の悪性

症

例

６

癌診断時年齢は44歳で，癌診断18年前4cmの子宮
内膜症性嚢胞をエタノール固定し，癌診断6年前の子
宮癌検診時に子宮内膜症性嚢胞を指摘された。CA125
採血，経腟超音波検査およびMRIでの精査予定とし
ていたが，自己判断により放置していた。腹部膨満
感，食欲不振を機に再受診した。TAH+BSOを施行
し，明細胞腺癌stage Ⅱcと診断し，寛解導入化学療法
としてweekly TC（PTX+CBDCA）療法⑨コース，
CDDP+CPT-11療法③コース，GEM+DOC療法⑥コー
ス施行するも，全生存期間は38ヶ月で原病死に至っ
た。

転化を発見できたと考えられる。定期観察群では化学
療法の内容，期間の差異や，化学療法未実施症例を認
めるが，１〜11年間のフォローアップで全例無病生存
している。一方，放置群では臨床進行期Ⅳ期，Ⅱc 期で
発見されており，全生存期間が6ヶ月と38ヶ月で予後
不良であった。
定期的な経過観察の評価項目として，経腟超音波検
査以外にCA125値を使用していたが，悪性転化発見時
のCA125は正常または軽度上昇に留まっており，今回
の検討からは悪性転化を早期発見する上で必ずしも有
効ではない可能性がある。
今回検討した症例の組織型は類内膜腺癌が１例，明
細胞腺癌が6例であった。卵巣癌の組織型別に検討す

症

例

７

癌診断時年齢は50歳で，癌診断3年前の子宮癌検診
時に５cmの子宮内膜症性嚢胞を認め，その後自己判
断で放置していたが，腹部膨満感を主訴に来院した際
に，腫瘍径14cmの嚢胞と嚢胞内充実性成分，癌性腹
水，癌性胸水を認めた。BSOを施行し，明細胞腺癌
stage Ⅳと診断し，寛解導入化学療法を施行したが，全
生存期間は6ヶ月で原病死に至った。

考

察

Kurman et al.により，卵巣癌を２つに分類する考え
方が提唱されている。特定できる前癌病変を経て癌化

ると，卵巣明細胞腺癌は比較的予後不良の癌と考えら
れているが，Ⅰ期，Ⅱ期の５年生存率は70％以上であ
り 15)，子宮内膜症性嚢胞に対して手術療法を行わない
場合悪性転化の早期発見のため，慎重に経過観察する
ことは意義が大きいと考えられる。
しかしながら，患者の自己判断により3〜6ヶ月ご
との経過観察が中断されてしまう場合が少なからず認
められる。未受診となる要因としては，無症状である
ことや，子宮内膜症が良性疾患である意識が強いこ
とが考えられる。子宮内膜症性嚢胞の悪性転化率は
0.5〜1.0%と報告されているが，卵巣癌の自然発生頻度
0.07%16）に比較して，高い確率であり，患者が若年者だ
としても，子宮内膜症性嚢胞が前癌病変であることを

2013年

子宮内膜症性嚢胞の悪性転化症例の検討：定期観察の重要性

認識し，悪性転化の可能性について情報提供を行うべき
である。
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Nine cases of primary peritoneal cancer
Shigeki Taga・Junko Haraga・Mari Sawada・Aya Nagai・Dan Yamamoto・Ryoji Hayase
Department of Obstetrics and Gynecology NHO Fukuyama Medical Center

【目的】原発性腹膜癌の治療内容を検討する。
【方法】2004年から2012年までに当科にて原発性腹膜癌の診断で加療した9例
を対象として症状，臨床進行期，腫瘍マーカーの値，細胞診の結果，転移部位，治療方法，成績について検討を行った。【成績】
初発症状は腹部膨満・腹痛や食欲不振・全身倦怠感食などであり，8例は最初に内科を受診していた。当科受診までに8例
が腹水を指摘されており，うち５例は腹水穿刺を行い腺癌細胞が検出されていた。臨床進行期分類ではⅢ期が8例，Ⅳ期が
１例であった。腫瘍マーカーの値はCA125が9例全例で高値を示し，CA19-9 が9例中２例で高値であった。頸部細胞診は6
例中２例が悪性疑い，内膜細胞診は4例中3例が悪性で１例が悪性疑いであった。治療開始時の転移部位は，１例が癌性胸膜
炎で8例が腹腔内転移であった。治療方法は，１例は試験開腹なしでneoadjuvant chemotherapy(NAC)を行った後に手術を
行った。１例はprimary debulking surgeryを行った。残りの7例については試験開腹術を行った後にNACを行った。これら
の7例のうち１例は転院し，
１例はNACの効果がなく，根治術に至らなかった。術後化学療法はpaclitaxel+carboplatin療法を
8例に，docetaxel+carboplatin療法を１例に行った。転院例を除く8例の治療成績は，無病生存２例，原病死4例，担癌生存
２例であった。7例の手術例の完遂度別では，suboptimal surgery １例が担癌生存，optimal surgery ２例が死亡および担癌
生存。complete surgery 4例中２例が無病生存，２例死亡であった。【結論】9例中無病生存例はNAC後にcomplete surgery
を行った4例中の２例のみであり，complete surgeryの重要性が示唆された。

Nine patients with primary peritoneal cancer were treated from 2004 to 2012. Their median age was 68.9
years, and their chief complaints were abdominal distension, appetite loss, genital bleeding, and general
malaise. Eight patients first visited internists and were referred to our department. Eight cases were stage Ⅲc
and 1 was stage Ⅳ.
All cases showed elevated cancer antigen 125 levels, with a mean level of 1847U/ml. A cervical smear yielded
abnormal results in 2 of 6 cases examined, and endometrial cytology was abnormal in all 4 cases examined.
One patient underwent major surgery after neoadjuvant chemotherapy (NAC). Another patient underwent
major surgery first. The remaining 7 patients underwent NAC after exploratory laparotomy. Five patients
underwent interval debulking surgery, whereas 3 had no residual disease. The surgical result was optimal
(residual disease < 1cm) in 2 patients. One patient changed hospitals; of the other 8 patients, 2 show no
evidence of disease, 2 are alive with disease, and 4 have died of the disease.
キーワード：原発性腹膜癌
Key words：primary peritoneal cancer

緒

言

膜癌は9例であった。原発性腹膜癌の診断は1993年の
Gynecologic Oncology Group（GOG）の診断基準を満た

癌性腹膜炎が疑われ，開腹手術を行ったところ腹膜に

すものとした（表１)。年齢は44〜85歳で平均68.9歳で

広汎な播種性病変を認めるが卵巣に病変を認めず，原発

あった。これらの症例について臨床進行期，初発症状，

巣が不明の場合は腹膜原発と考えられ，原発性腹膜癌

腫瘍マーカーの値，細胞診の結果，治療方法，術式，手

（primary peritoneal cancer）として扱われる。当科に

術完遂度，治療成績について検討を行い，最近の文献を

おいて原発性腹膜癌と診断し加療した9症例を後方視的

reviewした。臨床進行期はFIGOの卵巣癌進行期分類に

に検討した。

準じて行った。

対象と方法
2004年から2012年までに当科にて加療した原発性腹

結

果

臨床進行期分類ではⅢc 期が8例，Ⅳb期が１例で
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あった。初発症状は腹部膨満・腹痛や食欲不振・全身

生検を行ったが，病理検査の結果は陰性であった。初

倦怠感食などが見られた。症例3以外の8例は最初に

回の化学療法はpaclitaxel+carboplatin（TC）を8例

内科を受診しその後当科紹介されていた。症例4は最

に投与したが，１例はpaclitaxelでアレルギーが見られ

初癌性胸膜炎と診断されたが，その後癌性腹膜炎と診

たためdocetaxel+carboplatin（DC）に変更し4コース

断され，近医産婦人科に紹介され卵巣癌が疑われたた

投与した。治療成績は，転院した１例を除く8例で，

め当科に紹介された。当科受診までに8例が腹水を指

無病生存２例，原病死3例，担癌生存3例であった。

摘されており，うち５例は腹水穿刺を行い腺癌細胞が

7例の手術例を完遂度別に検討すると，suboptimal

検出されていた。腫瘍マーカーの値はCA125が156-

surgery １例が原病死，optimal surgery ２例が原病死

4618.5（平均1847U/ml）と9例全例で高値を示した。

および担癌生存。complete surgery 4例中２例が無病

CA19-9 は9例中２例で高値，CEAは7例で測定したが

生存，２例原病死であった。

いずれも正常値であった。子宮頸部細胞診は6例中２

考

例が擬陽性，内膜細胞診は4例中3例が悪性で１例が

察

癌性腹膜炎が疑われ，開腹手術を行ったところ腹膜

擬陽性であった（表２)。
治療方法は，１例は最初にneoadjuvant chemotherapy

に広汎な播種性病変を認めるが卵巣に病変を認めず，

（NAC）を行った後に手術を行った。１例はprimary

原発巣が不明の場合がある。このような場合は腹膜原

debulking surgeryを行った。残りの7例については

発と考えられ原発性腹膜癌として扱われる。本疾患は

試験開腹術を行った後にNACを行った。これらの7

様々な呼称で報告されてきたが，2010年の卵巣がん治

例のうち１例は希望で転院となり，１例はNACの効

療ガイドライン１）ではprimary peritoneal cancerとい

果がなく，手術に至らなかった。手術例7例のうち4

う表現とその和訳である原発性腹膜癌という表記が用

例においてcomplete surgeryを行った。２例はoptimal

いられている。本疾患は1959年Swerdlow ２）によって

surgery，１例がsuboptimal surgeryであった。手術時

報告され，現在診断基準としては1993年にGynecologic

合併症は腸管損傷が１例あった。リンパ節については

Oncology Groupが発表した診断基準（表１）が一般に

１例のみで骨盤リンパ節郭清および傍大動脈リンパ節

用いられている3)。これより以前にFeuer et al4）が提

表１

Gynecologic Oncology Group の提唱した診断基準

１．両側卵巣の大きさは，正常大，もしくは良性変化による腫大でなければならない
２．卵巣外の病変が，卵巣表層の病巣より大きくなければならない
3．顕微鏡的に卵巣の病変は，以下の１つを満たさなければならない
（a）卵巣に病巣がない
（b）病巣は卵巣表層上皮に限局し，間質への浸潤がない
（c）卵巣表層上皮および間質に病巣があるが，病巣は５× ５mm以内である
（d）卵巣表層の病巣の有無にかかわらず，卵巣実質内の病巣が５× ５mm以内である
4．腫瘍の組織学的および細胞学的特徴は，卵巣漿液性腺癌と類似もしくは同一でなければならない

表２

腹膜癌９症例のプロファイル

症例

年齢

臨床進行期

症状

CA125(U/ml)

頸部細胞診

内膜細胞診

１

85

Ⅲｃ

食欲不振

1366

−

−

２

61

Ⅲｃ

腹部膨満

2368

良性

悪性

3

70

Ⅲｃ

不正出血

1505

擬陽性

擬陽性

4

57

Ⅳｂ

胸膜炎

4619

−

悪性

５

66

Ⅲｃ

嘔吐

497

−

−

6

84

Ⅲｃ

全身倦怠

1851

良性

−

7

78

Ⅲｃ

排尿痛

2761

良性

−

8

44

Ⅲｃ

下腹痛

156

良性

−

9

75

Ⅲｃ

腹部膨満

1498

擬陽性

悪性

2013年
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唱した正常大卵巣癌症候群という概念があったが，これ

に準じた治療が一般に行われている。卵巣がん治療ガ

は特定の病理学的診断名ではなく，開腹時に腹腔内にび

イドラインでも治療の原則は進行上皮性卵巣癌（漿液

まん性に病巣が広がり，卵巣は肉眼的に正常あるいは表

性腺癌）に準ずるとなっている。骨盤リンパ節および

面が細顆粒状である状態を指し，中皮腫，転移性腫瘍，

傍大動脈リンパ節郭清に治療的意義について，安江

性腺外ミュラー管腫瘍，卵巣癌が含まれる５)。原発性腹

ら 10）は卵巣癌漿液性9例でリンパ節転移が５例であっ

膜癌はこの中で性腺外ミュラー管腫瘍に該当するもので

たのに対し原発性腹膜癌５例で０例であり有意に少な

あり，腹膜のsecondary müllerian systemを発生母地と

かったと報告している。それに対してDubernard et

する。臨床進行期としては一般に卵巣癌の臨床進行期分

al12）は骨盤・傍大動脈リンパ節とも19例中11例58％で陽

類を適用するが，多くの例がⅢ期に分類される。

性であったと報告している。Eltabbakh et al13）は原発

臨床症状は，今回の我々の症例では食欲不振，全身倦

性腹膜癌対卵巣漿液性腺癌で72.7%対77.8％のリンパ節

6）

転移を認めたと報告している。卵巣がん治療ガイドラ

の報告でも全例腹水貯留があり腹部膨満感や呼吸困難で

インでは腹腔内残存腫瘍最大径が１cm未満の場合は，

受診した例が多い。また9例中8例が最初に内科を受診

骨盤・傍大動脈リンパ節の系統的郭清もしくは後腹膜

していた。腹水があり，細胞診で悪性であり，画像検査

リンパ節生検を積極的に考慮するとなっている。最初

で原発不明の場合には通常本症を疑うことになるが，海

に試験開腹を行う場合もあるが，まず術前化学療法を

怠などであり（表２)，全例腹水が見られた。中西ら

の7例中3例は腹水も卵巣の腫大もなく，開腹

行うこともあり，中西ら 6）の6例では、いずれも術前

手術を行った結果原発性腹膜癌と診断されていた。細胞

化学療法を行い，optimal surgeryを施行しえたと報告

診については，内膜細胞診で悪性細胞が見られることが

している。海野ら 7）の報告では，初回手術を行った3

あり，子宮体癌 8）あるいは卵管癌 9）の診断で開腹手術

例中２例でoptimal surgeryが可能であり，術前化学療

を行い術後に原発性腹膜癌と診断された例も報告されて

法を行った4例ではいずれもcomplete surgeryが可能

いる。安江 10）らは6例中3例で内膜細胞診が陽性であ

であったと報告している。一般に初回手術でのoptimal

り原発性腹膜癌発見の契機となることを示唆している。

surgeryは困難であり，術前化学療法を勧める意見が多

野ら

7）

11）

も報

い。今回の我々の症例では，手術施行7例中最初に手術

告されている。腫瘍マーカーとしては血中CA125が高値

を行ったのは１例であり6例は術前化学療法を行った。

また，最近では腹腔鏡下手術により診断した例
6）

の

前者はsuboptimal surgeryであり，後者の6例中２例で

7例中５例が高値であった。今回はCA125が9例全例

optimal surgeryを行ない，4例はcomplete surgeryで

で高値を示し，平均値は1846U/mlと高値であった（表

あった。この4例のうち２例が無病生存しており，摘出

２)。CA19-9は9例中２例で高値であり，CEAは7例

物に癌細胞を認めなかったのはそのうち症例５のみで長

で測定したがいずれも正常値であった。

期間無病生存している。なお，柿沼ら 14）は，腹腔鏡検

を示すことが多い。中西ら

の6例全例，海野ら

7）

標準的な治療法は確立していないが，腹膜播種を伴

査により確定診断した6例中，化学療法で治療後に腹腔

うことから卵巣癌Ⅲ期と類似した状態であり，卵巣癌

鏡検査で病変の消失を確認し，卵巣癌根治術を省略した

表３

治療内容

試験開腹

NAC

手術完遂度

術後化学療法

1

なし

TC×4

complete

TC×2

7

原病死

2

なし

なし

optimal

TC×6

31

担癌生存

3

あり

TC×3

complete

TC×3

21

無病生

4

あり

TC×4

complete

TC×2

22

原病死

5

あり

TC×4

complete

TC

110

無病生存

TP×1，NDP×1

4

担癌生存

6

あり

TC×5

7

あり

TC×6

optimal

生存期間 (月)

転院

結果

不明

8

あり

DC×4

施行せず

なし

2

原病死

9

あり

TC×3

optimal

TC×3

9

原病死

TC: paclitaxel+carboplatin

DC: docetaxel+carboplatin

TP: paclitaxel+cisplatin

NDP: nedaplatin

NAC: neo adjuvant chemotherapy
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3例について，再発所見なく最長4年経過していると報

腹膜原発漿液性乳頭状腺癌の一例．乙訓医会集録，

告している。

2007, 53-55．

化学療法は卵巣がん治療ガイドライン

１）

ではTC療

10）安 江

朗，長谷川清志，石川くにみ，加藤利

法が標準的化学療法とされ，DC療法やdose denseTC

奈，黒木

療 法 が 選 択 さ れ る こ と も あ る 。 東 矢 ら 15）は T C 療 法

（EOPPC)8例の臨床病理学的検討．東海産婦会

が 有 効 で あ っ た 3 例 を 報 告 し て お り ， 大 島 ら 8）は

遵，宇田川康博：卵巣外原発腹膜癌

誌，2004, 41：97-102．

docetaxel+cisplatin（DP療法）が奏功した例を報告して

11）坂本能基，中西俊一郎，内田学：腹腔鏡下手術によ

いる。彼らは9例の経験からプラチナ系とタキサン系

り診断した卵巣外原発性腹膜癌の１症例．産婦内視

の組み合わせではDP療法が最も奏功したと報告してい

鏡会誌，2007, 23：193-197．

る。放射線療法については，一般には行われていない

12）Dubernard G, Morice P, Rey A, Camatte S, Pautier

と思われるが，武田ら 16）は放射線療法により延命効果

P, Lhommé C, Duvillard P, Castaigne D: Gynecol

を認めたと報告している。今回の経験から無病生存例
はcomplete surgery例のみであり，長期生存のためには
complete surgeryを目指すべきであると考えられる。

文

Oncol 2005, 97: 136-41.
13）Eltabbakh GH, Mount SL: Lymphatic spread among
women with primary peritoneal carcinoma. J Surg
Oncol 2002, 81: 126-31．

献

14）柿 沼 敏 行 ， 長 田 尚 夫 ， 佐 藤 伊 知 朗 ， 永 石 匡 司 ，

１）腹膜癌．日本婦人科腫瘍学会．卵巣がん治療ガイド
ライン．東京：金原出版，2010, 109-120．

山本
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of the ovary; a case report. Am J Obstet Gynecol
1959, 77: 197-200.

腹腔鏡検査の有
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15）東 矢 俊 光 ， 氏 岡 威 史 ， 山 口 宗 影 ： P a c l i t a x e l ,
Carboplatin併用化学療法が奏効した原発性腹膜癌

3）Bloss JD, Liao SY, Buller RE, Manetta A, Berman
ML, McMeekin S, Bloss LP, DiSaia PJ: Extraovarian

の3症例．癌と化学療法，2008, 35：153-155．
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peritoneal serous papillary carcinoma: a case-
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control retrospective comparison to papillary

線療法の効果．産婦実際，2005, 54：1477-1482．
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Two cases of clear cell adenocarcinoma of the cervix
Shigeki Taga・Junko Haraga・Mari Sawada・Aya Nagai・Dan Yamamoto・Ryoji Hayase
Department of Obstetrics and Gynecology NHO Fukuyama Medical Center
子宮頸部腺癌の中でまれな組織型である明細胞腺癌の２症例を経験したので報告する。症例１は69歳，２経妊２経産。鬱病に
て当院精神科に通院中，意識消失発作があり，CTを撮影した際に子宮頸部腫大を指摘され当科に紹介された。組織検査の結
果は明細胞腺癌で子宮頸癌ⅢB期と診断した。精神疾患があり化学療法は行えなかったため，放射線単独で全骨盤外照射50Gy
を施行したが，腫瘍の残存を認めたため，準広汎子宮全摘術，両側付属器摘出術および骨盤リンパ節郭清術を施行した。現
在術後２年4か月で再発所見を認めていない。症例２は74歳，１経妊１経産。１か月前に不正出血のため近医を受診し，組
織検査にて明細胞腺癌疑いで紹介となった。頸部から腟円蓋に突出する長径５cmの腫瘍を認め，子宮頸癌ⅡB期と診断した。
広汎子宮全摘術，両側付属器摘出術を施行した。術後の組織検査の結果も明細胞腺癌であった。後療法は行わず現在術後10
か月で再発所見を認めていない。

We report 2 cases of clear cell adenocarcinoma of the uterine cervix．Patient 1, a 69-year-old woman who
was taking medication for depression, lost consciousness. Computed tomography (CT) revealed a cervical
mass. Cervical biopsy revealed clear cell adenocarcinoma, and stage IIIB cervical cancer was diagnosed.
Although she underwent external beam radiotherapy (50 Gy), residual disease was evident. She underwent
semi-radical hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy, and pelvic lymphadenectomy．She remains alive
without disease 2 years and 4 months after the initial therapy. Patient 2, a 74-year-old woman, presented with
genital bleeding. Cervical biopsy revealed suspected clear cell adenocarcinoma, and stage ⅡB cervical cancer
was diagnosed. Radical hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy were performed. Postoperative
histopathology confirmed clear cell adenocarcinoma. She was discharged without postoperative therapy and
remains alive without disease 10 months after the surgery.
キーワード：子宮頸癌，明細胞腺癌
Key words：cervical cancer, clear cell adenocarcinoma

緒

言

意識消失発作のため救急車で来院した。その際CTで子
宮頸部の腫大を指摘され当科紹介された。内診で子宮

子宮頸部明細胞癌は子宮頸部腺癌の中でも約4％と

膣部から腟内に突出する腫瘤を認め，子宮腟部細胞診

まれな組織型である。米国では流産予防に用いられた

では大型異形細胞が大小の集塊を形成して多数出現。

Diethylstilbestrol（DES）との関連が報告されている

一部の集塊では腺管形成もうかがえ，N/C比の増大，核

が，本邦では使用されておらず，報告例は少ない。最近

の腫大，大小不同，クロマチン増量を認め，腺癌細胞

当科にて子宮頸部明細胞腺癌の２症例を経験したので報

が示唆された（図１)。組織検査では淡好酸性〜淡明な

告する。

細胞質を持つ腫瘍細胞が小胞巣状に増生する癌で明細

症

例

１

胞腺癌と考えられた （図２)。直腸診では両側骨盤壁に
達する子宮傍組織浸潤を認め子宮頸癌ⅢB期と診断した

患者：69歳。

（T3bN0M0)。

月経歴：閉経53歳。

入院時検査所見：腫瘍マーカーの値はCEA2.10ng/ml，

妊娠歴：２経妊２経産。

CA125

既往歴：30歳

虫垂切除，50歳

胆嚢摘出。

現病歴：鬱病のため当院精神科に通院中であったが，

11.8U/ml，CA19-9

5.67U/ml，SCC0.9ng/ml

で異常を認めなかった。MRIでは子宮腟部から腟内に大
きく突出する腫瘤を認めたが，腟への浸潤はあまりな
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く，直腸への浸潤は見られなかった。子宮傍組織浸潤は

既往歴：アルツハイマー病，喘息。

あるが軽度と考えられた（図3)。

現病歴：3か月前より施設に入所中であったが，１か月

入院後の経過：入院後，鬱病があり化学療法は行えな

前に不正出血のため近医受診した。子宮頸部細胞診（図

かったため，放射線単独で全骨盤外照射50Gy施行し

6）の結果は悪性で，組織検査で明細胞腺癌が疑われ紹

た。肉眼的に腫瘍の残存が明らかであり，MRI（図4）

介となった。内診および超音波検査で頸部に49×38×

でも腫瘤は一回り縮小したが概ね残存しており，追加照

34mmの腫瘤がみられ，直腸診で軽度の右子宮傍組浸潤

射しても根治は不可能と判断し，準広汎子宮全摘術，

を認め，子宮頸癌ⅡB期と診断した（T2bN0M0)。

両側付属器摘出術および骨盤リンパ節郭清術を施行し

入院時検査所見：腫瘍マーカーの値はSCCが2.1ng/mlで

た（図５)。術後の組織検査では放射線による変性が加

やや高値であった。CEAは1.99ng/ml，CA125が11.4U/

わっていたが，部分的に典型的な明細胞腺癌の残存を認

ml，CA19-9 が4.22U/mlでいずれも正常範囲であった。

めた。子宮傍組織，リンパ節，付属器には異常はなかっ

骨盤MRI（図7）では頸部から腟円蓋に突出するように

たが腟壁浸潤を認めた（pT2a2N0M0)。現在術後２年4

広がる長径５cmの腫瘍を認め，左側の傍子宮組織浸潤

か月で再発所見を認めていない。

が疑われた。腫瘍は大きいが可動性は良好で摘出可能と

症

例

判断した。

２

入院後経過：広汎子宮全摘術および両側付属器摘出術を

患者：74歳。

施行した（図8)。術後の組織検査で明澄あるいは淡好

月経歴：閉経53歳。

酸性顆粒状の細胞質を有する細胞が主に充実性胞巣状に

妊娠歴：１経妊１経産。

増殖する癌で明細胞腺癌と診断した（図9)。子宮傍組

図１

症例１

子宮腟部細胞診（Pap.×400）

図２

症例１

図３ 症例１ 骨盤 MRI
左・中 T2 強調：子宮傍組織浸潤は軽度と考えられた
右 T1 造影：頸部腫瘤は周囲が強く造影されている

子宮腟部病理組織（H.E.×100）

2013年

図４

子宮頸部明細胞腺癌の２症例

症例１ 放射線治療後 MRI T2 強調
腫瘍は一回り縮小したが概ね残存

図６
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図５

症例２

子宮腟部細胞診（Pap.×400）

図７ 症例２ 骨盤 MRI（T2 強調像）
右：左側傍組織浸潤（矢印）が疑われた

症例１
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織，リンパ節，両側付属器は異常なく，腟壁浸潤もみら

これに相当する。淡明化はグリコーゲン蓄積と関連して

れず（pT1b2N0M0)，後療法なしで退院となった。現在

いる。また乳頭型，腺管嚢胞型では，充実型に比して

術後10か月で再発所見を認めていない。

hobnail cellが出現することが多く診断の決め手になる

考

とされる8）が，本症例ではhobnail cellは見られなかっ

案

た。病変が子宮体部に進展している場合は子宮体癌と

子宮頸部明細胞腺癌は子宮頸部腺癌の4％とされる

の鑑別が問題になり，明細胞型の腫瘍細胞のみから本疾

まれな組織型である１)。米国では流産予防に用いられた

患を推定することは困難である。梅澤ら 11）は自験例か

DESとの関連が報告されている２)，3）が，本邦では使用

ら大型裸核腫瘍細胞を同時に認めた場合は，本疾患を推

4）

の

定診断することが十分可能であろうと述べている。加勢

報告によると子宮頸癌621例中２例（0.3％）が明細胞腺

ら 4）は自験例２例に共通して見られた所見として，大

癌であった。発症年齢についてはおよそ24歳までに発症

型核小体を持つ散在性腫瘍細胞を指摘しており，組織像

する群と45歳以上で発症する群に分けられ，本邦で発表

では大きく豊富な明るい胞体に多形性の核を持つ淡明細

されている症例は主に45歳以上であるが，若年者の例と

胞と大型で大小不動の核を持ち，細胞質をほとんど持た

されておらず，非常にまれな疾患である。加勢ら

して，藤森ら

５）

が19歳，児玉ら

6）

が29歳の症例を報告

している。海外でもDESに暴露されていない14歳 7）と
24歳

8）

の例が報告されている。

ない細胞から構成されていたと述べている。
子宮頸癌治療ガイドラインでは明細胞腺癌については
述べられていないが，頸部腺癌についてみるとⅠB期，

細胞所見としては，主として淡明細胞やhobnail cell
9)

Ⅱ期には手術を推奨しており12)，Ⅲ，Ⅳ期に対しては同

（鋲釘細胞）から構成される腫瘍であり ，胞体の淡

時化学放射線療法（CCRT）を推奨している13)。米国の

明な細胞が乳頭状やシート状配列を示して増殖する。

3452例を対象としたCCRTに関する系統的レビューとメ

細胞診での診断が困難であった例も報告されており，

タアナリシスの結果では扁平上皮癌，腺癌，腺扁平上皮

Gottawald et al8）の報告例では２回目の細胞診で癌と

癌と組織型の違いによる治療効果の差はなかったとさ

５）

は２回細胞診が陰性であった

れている14)。しかし明細胞腺癌単独に対するデータは示

例を報告しているが，その理由として腫瘍を取り囲むよ

されていない。一般に腺癌は予後不良という報告が多

うにカプセル形成が認められたためであろうと述べてい

いが，差がなかったというものもあり，明確なエビデ

る。組織所見では，増殖形態が乳頭型，腺管嚢胞型，充

ンスはない。術後補助療法としては，腺癌では扁平上

実型の3型に分けられ，それぞれの型により腫瘍細胞の

皮癌と比べて放射線による骨盤内制御率は低いという

診断している。藤森ら

10）

は乳頭状増殖を

意見と変わらないという意見がありはっきりしない15)。

主体とした明細胞腺癌ではミラーボール状や花弁状小集

Peters et al16)は，腺癌では術後補助療法として放射線療

塊が特徴であり，細胞診でこれらが見られた場合は明細

法単独よりもCCRTの方が有効であると報告しており，

胞腺癌を推定する必要があると述べている。腺管嚢胞

シスプラチンを含むCCRTを勧めている。次に，明細胞

型，充実型では明るい豊富な細胞質を持つ腫瘍細胞が

癌に対する化学療法について考えてみると，卵巣癌の場

シート状に認められるのが特徴であるとされ，本症例も

合標準的治療としてパクリタキセル・カルボプラチン併

出現形態が異なるとされる。小林ら

図８

症例２

摘出標本

図９

症例２

病理組織（H.E.×400）
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21）
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Three cases of squamous cell carcinoma of the vulva
Shigeki Taga・Junko Haraga・Mari Sawada・Aya Nagai・Dan Yamamoto・Ryoji Hayase
Department of Obstetrics and Gynecology NHO Fukuyama Medical Center
当院で治療した外陰扁平上皮癌3症例について報告する。症例１は81歳，外陰搔痒感あり，近医受診し組織検査で疣状癌と
診断された。CTで両側鼠径リンパ節の腫大を認め，両側鼠径リンパ節摘出，外陰部生検を行った。病理組織検査の結果リン
パ節転移を認め，外陰癌Ⅳa期と診断した。DocetaxelとCarboplatinの併用療法を２コース行った結果，外陰腟前庭の病変は
縮小し，単純外陰切除術を行った。術後放射線外照射を行ったが，術後２か月のCTで両側多発性肺転移を認めた。Paclitaxel
およびCarboplatin（TC療法）の併用療法を行ったが，術後５か月で死亡した。症例２は69歳，外陰部尿道右側に腫瘤があり，
右鼠径リンパ節腫脹がみられ，生検を行った結果，中分化扁平上皮癌で外陰癌Ⅳa期と診断した。TC療法を3コース施行し，
原発巣およびリンパ節の縮小を認め，単純外陰切除，両側鼠径リンパ節摘出術を行った。術後の組織検査では癌組織を認め
なかった。術後TC療法を１コース追加し，現在術後3年で無病生存中である。症例3は59歳，１年前に外陰白斑を指摘され
ていたが細胞診で異常なく経過観察していた。近医皮膚科で外陰部の組織検査で扁平上皮癌と診断された。クリトリスを含
む両側外陰癌を認めたが，鼠径リンパ節の腫大はなかった。TC療法を3コース行ったところ，硬結が消失し，尿道口・肛門
への浸潤もあるため広汎外陰切除術および両側鼠径リンパ節摘出術を行った。病理組織検査でリンパ節転移は認めなかった。
現在術後3年で無病生存中である。

We report 3 cases of squamous cell carcinoma of the vulva. Patient 1, an 81-year-old woman, presented with
stage IVa vulvar cancer with bilateral inguinal lymph node metastasis and underwent bilateral inguinal
lymphadenectomy. After administration of chemotherapy consisting of docetaxel and carboplatin, simple
vulvectomy followed by radiation therapy was performed. She presented with multiple lung metastasis 2
months after the surgery and died 3 months later. Patient 2, a 69-year-old woman, presented with stage IVa
vulvar cancer with right groin lymph node swelling. Following chemotherapy consisting of paclitaxel and
carboplatin (TC), simple vulvectomy and bilateral inguinal lymphadenectomy were performed and removed
all cancerous tissue. She remains alive with no disease 3 years after the surgery. Patient 3, a 59-year-old
woman, exhibited no lymph node swelling in her groin. She underwent 3 courses of TC, and regression of
the induration of the vulva was noted. Radical vulvectomy and bilateral inguinal lymphadenectomy were
performed. She remains alive with no disease 3 years after surgery.
キーワード：外陰，扁平上皮癌，外陰癌
Key words：vulva, squamous cell carcinoma, vulvar cancer

緒

言

外陰癌の症例は，頻度が少ない上に比較的高齢者が多

症

例

１

患者：81歳

く，進行症例が多いという特徴があり，取り扱いに苦慮

既往歴：特記すべきことなし

することが多い。1988年にFIGOが外陰癌の進行期分類

現病歴：２か月前に外陰搔痒感を主訴に近医産婦人科受

を臨床進行期分類から手術進行期分類（2008年改訂）に

診。組織検査で疣状癌と診断され，当科に紹介された。

変更し，新FIGO進行期分類（FIGO 2008）が2009年か

内診では外尿道口前側に病変（図１）があり，腟内には

ら発効となったが，治療方針については最初から手術療

異常を認めなかった。外陰癌の診断で入院となった。

法を選択するのに戸惑う症例もあるのが実情である。

入院時検査所見：腫瘍マーカーの値はSCCが4.2ng/mlと

2000-2009年の10年間に当院で治療した外陰癌扁平上皮

高値であったが，CEAは3.6ng/dl，CYFRAは1.98と正

癌3例について報告する。

常範囲内であった。CT（図２）で両側鼠径リンパ節の
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入院後の経過：まず両側鼠径リンパ節摘出，外陰部生検
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２

を行った。右鼠径リンパ節は6-7cmに腫大し鼠径管の

年齢：69歳

開口部に固着しており，左リンパ節は比較的容易に摘出

月経歴：48歳閉経

できた。病理組織検査の結果は疣状癌でリンパ節転移

妊娠歴：１経妊１経産

を認め，外陰癌Ⅳa期（T3Ｎ2Ｍ0）と診断した。化学療

既往歴：糖尿病，高血圧

法としてDocetaxel（60mg/㎡）とCarboplatin（AUC=

現病歴：外陰部と鼠径部の腫瘤を主訴に当院内科を受診

５）投与（DC療法）を２コース行った結果，外陰腟前

し，当科に紹介された。内診では外陰部尿道の右側に腫

庭の病変は縮小し（図１)，単純外陰切除術を行った

瘤があり，右鼠径リンパ節腫脹がみられた。外陰癌疑い

（図3)。病理組織検査の結果は扁平上皮癌（図4）で

で生検を行った結果，中分化扁平上皮癌（図５）で外陰

あった。術後，右鼠径部56Gray，下腹壁58Gray，右大

癌Ⅳa期（T2bN2M0）と診断した。

腿内側30Grayの放射線外照射を行ったが，術後２か月

入院時検査所見：腫瘍マーカーの値はSCCが0.7ng/mlで

のCTで両側多発性肺転移を認めた。Paclitaxel 180ｍg/

CYFRA3.41ng/mlと正常範囲内であった。

㎡とCarboplatin（AUC=５）の併用療法（TC療法）を

入院後の経過：TC療法を3コース施行し，触診および

行ったが，術後５か月で死亡した。

画像上で原発巣とリンパ節の縮小を認め（図6)，単純
外陰切除，両側鼠径リンパ節摘出術を行った。術後の組
織検査では癌組織を認めなかった。術後にもTC療法を
１コース追加したところ肺炎を合併し１コースで終了し

図１ 症例１ 外陰所見
左：初診時 右：化学療法後
病変（矢印）は縮小している

図２ 症例１ 骨盤 CT
右鼠径リンパ節転移を認める

2013年
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た。 現在術後約3年で無病生存中である。

症

例
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既往歴：13歳

虫垂炎，46歳

痔核

現病歴：１年前外陰部に違和感あり近医を受診し，外陰

３

白斑を指摘されたが細胞診で異常を認めず経過を見てい

年齢：59歳

た。１か月前から帯下あり，近医皮膚科を受診し，外陰

妊娠歴：4経妊3経産

部の組織検査で扁平上皮癌と診断され，当科紹介となっ

図３

症例１

外陰切除時（左），修復後（右）

図５
図４

症例１

症例２

病理組織（H.E.×100）
：扁平上皮癌（疣状癌）

図６

症例２ CT 左：NAC 前 右：NAC 後
右鼠径リンパ節（矢印）はかなり縮小

病理組織（H.E.×100）：扁平上皮癌
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た。クリトリスを含む両側外陰癌を認めたが，鼠径リ

広汎外陰切除術および両側鼠径リンパ節摘出術を行った

ンパ節は腫大していなかった（図7)。外陰癌の診断で

（図8)。手術は形成外科医、肛門外科医と合同で行っ

入院となった。腫瘍マーカーの値はSCCが1.5ng/ml.，

た。外陰腫瘍切除後は皮膚移植せず縫合した（図8)。

CYFRAが1.34ng/mlで正常範囲内であった。TC療法を

病理組織検査の結果は扁平上皮癌（図9）で，リンパ節

3コース行ったところ，肉眼的にはあまり変化がなかっ

転移は認めず，断端は陰性であった。現在術後3年で無

たが硬結が消失した。尿道口・肛門への浸潤もあるため

病生存中である。

図７ 症例３ 外陰所見
左：治療前 右：化学療法後
肉眼的にはあまり変わらないが硬結がなくなった

図８

図９

症例３

症例３

摘出標本（左），修復後（右）

病理組織（H.E.×200）：扁平上皮癌
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考

察

外陰癌は，高齢女性に多い稀な疾患である。婦人
科癌の５％を占め，女性の癌の１％に過ぎない １) 。

105

の扁平上皮癌は進行例でもNAC後に手術を行うことに
よりかなり治療可能であると考えられた。また，進行例
の手術は必要に応じて形成外科医，肛門外科医と共同で
対処すべきである。

Ramanah et al２）によると進行外陰癌2630例の平均年齢

文

は72歳であった。組織型としては扁平上皮癌が最も多く

献

75％を占める3)。臨床進行期は，新FIGO進行期分類が

１）Ghurani GB, Penalver MA: An update on vulvar

2008年に発表され，腫瘍型に関係なくリンパ節転移が重

cancer. Am J Obstet Gynecol http://www.ncbi.nlm.

要な予後因子となっている。治療法は最近20年間で大き

nih.gov/pubmed/?term=Ghurani+GB 2001, 185:

く変化した。従来広汎外陰切除が標準術式とされてきた

294-299.

が，過度な緊張で縫合を行うため，創部離解，感染など

２）Ramanah R, Lesieur B, Ballester M, Rouzier

の合併症が高率であった 4）ため，それに代わってQOL

R: Trends in of late-stage squamous cell

を重視したより個別化された治療法が行われるように

vulvar carcinomas: analysis of the surveillance,

なった。近年では術後に放射線や化学療法を追加するこ

epidemiology, and end results（SEER）Database.

とにより手術の縮小と個別化が図られている。外陰拡大

Int J Gynecol Cancer 2012, 22: 854-859.

局所切除や単純外陰切除術を行い，鼠径リンパ節生検や
５）

3）Saraiya M, Watson M, Wu X, King JB, Chen

が1981年に分割皮膚切開法

VW, Smith JS, Giuliano AR: Incidence of in situ

を報告して以来，合併症を減らすための治療の個別化が

and invasive vulvar cancer in the US, 1998-2003.

図られてきており，創部離解，感染等の合併症が少なく

Cancer 2008, 113（10 Suppl): 2865-2872.

郭清を行う。Hacker et al

なったとされている。いずれもリンパ節転移が疑われる

4）Soliman AA, Heubner M, Kimmig R, Wimberger

場合はその上の皮膚をつけて切除する。再建が必要な場

P: Morbidity of inguinofemoral lymphadenectomy

合は形成外科医と打ち合わせをしておく必要がある。外

in vulval cancer. Scientific World Journal 2012, ID

陰癌の予後因子としては，腫瘍の大きさと鼠径リンパの

341253.

転移の有無が重要であり，それに基づいて治療法が大幅
に見直されている。
外陰に限局する癌であれば腫瘍から少なくとも１
cm，可能なら1.5-２cm離れた切開線での切除で良好な

５）Hacker NF, Leuchter RS, Berek JS, Castaldo TW,
Lagasse LD: Radical vulvectomy and bilateral
inguinal lymphadenectomy through separate groin
incisions. Obstet Gynecol 1981, 85: 574-579.

成績を得られる。またT1 腫瘍，１mm未満の間質浸潤

５）Hacker NF, Van der Velden J: Conservative

症例に対する鼠径リンパ節転移は10％未満であり郭清は

management of early vulval cancer. Cancer 1993,

５)

省略できる 。T1 腫瘍で患側鼠径リンパ節陰性例での
対側鼠径リンパ節郭清の省略などである。最近ではセン

71（4 Suppl): 1673-1677.
6）上野山麻水，喜多川亮，佐藤歩美，近藤一成，佐

チネルリンパ節の同定および転移の有無の検索による鼠

藤加奈子，忠内

径リンパ節郭清の省略，進行外陰癌治療における放射線

肇：Cisplatinを用いた同時化学放射線療法が奏効し

治療の代わりとしての同時化学放射線治療（CCRT）の

たⅣb期外陰部扁平上皮癌の１例．癌と化学療法，

検討などが行われている。このように最近20年間で手術

2011, 38：1723-1725．

切除範囲の縮小と放射線療法の増加がみられるが, 生存

7）今井

幸，須賀

薫，杉田匡聡，豊田達也，角田

新，尾崎理恵，利岡あゆみ，木村

率には影響していない２)。CCRTの報告は増えてきてお

美葵，寺尾泰久，加藤聖子，竹田

り，Ⅳb 期に対してCCRTが奏功した例も報告されてい

郎．産婦東京会誌．2011, 60：56-60．

る

6)，7)，8)

。進行外陰癌に対してCCRTを行った後に縮

8）加藤一朗，有行泰秀，岩成

省，宮井健太

治，倉田和巳，上田敏

小手術を行うという方法もあるが，合併症が問題であっ

子，栗岡裕子，吉野直樹，森山政司，長谷川明広，

たため，Neoadjuvant chemotherapy（NAC）の後に

若山聡雄，吾郷浩厚．化学療法併用放射線療法が奏

縮小手術を行うことが試みられている。Achilli et al9）

功した進行期外陰部癌の１例．島根中央病院誌．

はStage Ⅲaの症例に対してtopotecanとcisplatinによる

2006, 30：63-65．

NAC後にCRとなり縮小手術を行った例を報告してい

9）Achilli C, Palaia I, Perniola G, Donato VD,

る。NACのレジメンについては一定ではなく，他にも

Marchetti C, Benedetti Panici P: Complete

様々なものが報告されている。今回は3症例全例NAC

remission after neoadjuvant chemotherapy of an

後に手術を行った。症例１は疣状癌で扁平上皮癌の特殊

advanced vulvar cancer patient: A case report. J

型であるが，あまり病変は縮小しなかった。しかし通常

Obstet Gynaecol Res 2012, 38: 1036-1039.
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耐糖能異常を合併した高度肥満妊婦における子宮内胎児発育遅延の１例
池田
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A case of a morbidly obese woman with hyperglycemic disorders during
pregnancy
Tomoko Ikeda １）・Emiko Abe １）・Natsuyo Ugumori １）・Yoshiaki Kozuka １）
Tamaki Kaneishi １）・Yuji Kondo １）・Hiroshi Ochi １）・Kiyohumi Noda２）
１）Department of Obstetrics and Gynecology, Ehime Prefectural Central Hospital
２）Department of Obstetrics and Gynecology, Iwakuni clinical center
肥満妊婦は妊娠中の合併症頻度が増加するだけでなく，分娩時にもさまざまな合併症を引き起こすことがありハイリスク妊
娠と位置づけられる。今回われわれは，BMI 53.1の耐糖能異常を合併した高度肥満妊婦の妊娠分娩管理を経験したので報告
する。
症例は26歳，２回経妊１回経産。続発性無月経のため当科受診し妊娠確認された。初診時，BMI 49.8，身長167cm，体重
139kgと高度肥満を認め，また随時血糖216mg/dlと異常高値を示しており，当院糖尿病内科に教育入院した。HbA1c 6.1%
（JDS）でありovert diabetesの診断にて食事療法（23.8kcal×標準体重：18単位）と運動療法を開始した。妊娠26週6日から
は子宮内胎児発育遅延（fetal growth restriction: FGR）の管理目的に産科入院し胎児評価を行うとともに食事療法を継続し
た。妊娠30週５日で胎児発育停止にて脊椎麻酔下に帝王切開術を施行し，体重587g，身長28cm，Apgar Score 6/8の男児を
娩出した。手術時BMI46.3，体重129kg，妊娠中最大体重から19kgの体重減量となった。術中術後は合併症を認めることなく
術後6日目に退院した。

We present a case of a 26-year-old morbidly obese (body mass index 53.1) pregnant woman with
hyperglycemic disorders. Overt diabetes was diagnosed in her 12th week of gestation, and she was admitted
to the endocrinology/diabetes department in our hospital. She achieved body weight loss and good blood sugar
control with dietary therapy (23.8 kcal × standard body weight: 18 U) and exercise alone. After 26 weeks
of gestation, she was admitted to our department after fetal biometry revealed fetal growth restriction, and
dietary therapy was resumed. Accurate ultrasonographic estimation of fetal body weight was difficult due to
her degree of obesity. Fetal growth arrest was diagnosed, and cesarean section was therefore performed at 30
weeks of gestation. She delivered a male baby weighing 587g with Apgar scores of 6 at 1 min and 8 at 5 min
and was discharged without complications.
キーワード：肥満妊婦，耐糖能異常，インスリン抵抗性，子宮内胎児発育遅延
Key words：obesity and pregnancy, hyperglycemic disorders, insulin resistanc

緒

言

肥満は従来大きな社会問題であり，また近年増加傾向

症

例

年齢：26歳

にある。肥満妊婦は，耐糖能異常，妊娠高血圧症候群，

妊娠分娩歴：２回経妊１回経産

帝王切開率，異常分娩の増加など種々の周産期合併症の

第１子の妊娠分娩経過：非妊時体重109kg，妊娠中体重

発症が高くなることが知られており，妊娠全般にわたる

増加7kg。妊娠18週6日，75gOGTTの結果96−154−

ハイリスク妊娠と位置づけられ，日常診療でも肥満妊婦

111mg/dlであり妊娠糖尿病旧基準では正常の診断であ

に遭遇する機会は増加している。今回われわれは耐糖能

り妊娠中は経過観察されていた。妊娠35週０日，妊娠高

異常を合併した高度肥満妊婦において妊娠分娩管理を

血圧症候群管理目的に入院し，妊娠38週５日より4回に

行った症例を経験したので報告する。

わたり分娩誘発を行ったが分娩に至らず，妊娠41週０
日，帝王切開術を施行し3887gの男児を娩出した。術後
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は創部感染，離開を起こしたため創部の加療を要し術

波検査による胎児の描出は，児頭大横径と胎児心拍が

後14日目に退院した。

かろうじて確認できる程度であり正確な胎児成長の評

既往歴：喘息，17歳

価は困難であった。糖尿病内分泌内科退院後は外来通

扁桃腺摘出術

家族歴：実父，夫，第１子に肥満を認める

院にて経過観察していたが，その後，胎児発育の評価

職業：介護職

が可能になると，妊娠26週５日，推定胎児体重502g

嗜好：喫煙なし，飲酒なし

（−4.2SD）とFGRを指摘され精査管理目的に産科入院

現病歴：自然妊娠成立し当科を初診，妊娠6週と診断

した。自宅では著しいカロリー過剰摂取の状態であり

した。初診時体重139kg（非妊時体重141kg)，BMI 49.8

入院後は18単位の食事療法を再開し，尿中ケトンは陰

と高度肥満を認め，また血圧160/90mmHgと高血圧も

性で経過したため，これを継続した。分食を導入した

みられたが自宅血圧測定では正常範囲上限で推移して

が患者の自己判断で分食分を摂取しないことが多かっ

いた。妊娠10週に経腟超音波断層法下に頭殿長から分

た。また入院後血圧140−150/70−80mmHgと上昇傾向

娩予定日を決定した。妊娠12週５日，初回妊婦健診に

となったため塩分6g制限食（蛋白67g/日）としその後

て随時血糖216mg/dlと異常高値を示し高度肥満も合併

の血圧は正常範囲で推移した。尿蛋白は１＋に留まり

していたため，当院糖尿病内分泌内科にコンサルトし

増悪は認めなかった。食事療法による耐糖能異常管理

妊娠17週3日より教育入院管理となった。

にてHbA1cは6.1%から5.4%に低下，GAは16.1%から低

入院時現症：身長1.67m，体重148.0kg，BMI 53.1，血圧

下し12%前後で維持，体重は妊娠30週時には129kgと妊

118/72mmHg

娠中最大体重から19kgの減量となった（図１)。

血液検査：HbA1c 6.1%（JDS)↑，グリコアルブミン

入院後，妊娠27週4日の胎児超音波検査ではBPD

（GA）16.1%↑

58mm（−3.8SD)，FTA 20cm２（−4.3SD)，FL 35mm

CPR（前）3.0ng/ml，CPR（120分）7.9ng/ml

（−5.2SD)，臍帯動脈PI値 1.875と上昇，子宮動脈PI値

総ケトン体 108μmol/l，アセト酢酸 39μmol/l，3ヒ

右2.135，左1.775と著明な上昇とnotchを認め，胎盤は

ドロキシ酪酸 69μmol/l

小胎盤であった。CTGはreassuring patternを示してい

尿検査：蛋白（−)，糖（−)，ケトン体（−）

た。母体血液検査ではFGRの原因となるようなTORCH

臨床経過：overt diabetesの診断にて糖尿病内分泌内科

症候群や自己抗体は陰性であった。Severe FGRが推定

に教育入院し，食事療法（23.8kcal×標準体重

18単

されたが，母体の胎動自覚は良好でCTGはreassuring

位）を開始した。食後２時間血糖はほぼ120mg/dl未満

patternであり，発育停止はまだ確認されなかったた

で推移したためインスリン分泌は保たれていると判断

め，妊娠26週という週数も考慮し妊娠継続の方針と

しインスリン導入を行わず，妊娠21週3日退院時には

し，以後繰り返し胎児評価を行った（図3)。妊娠30

体重138kgまで減量できた。以前より家族から睡眠時無

週頃，超音波検査にて胎児発育停止が確認され，臍帯

呼吸を指摘されており，夜間覚醒，日中眠気の症状も

動脈途絶傾向，羊水過少の出現を認め，胎児心拍数陣

あり閉塞性睡眠時無呼吸症候群の診断にてCPAP導入し

痛図ではmild variable decelerationが散発するように

た。そのことで日中活動量が増加し，エルゴメーター

なったためterminationの方針とした。妊娠30週５日脊

やチューブ体操などの運動療法も取り入れることがで

髄くも膜下麻酔下に帝王切開術を施行した。体重587g

きた。妊娠経過に関しては高度肥満のため，経腹超音

（−5.5SD)，身長28cm，Apgar Score 6/8，臍帯動
脈血pH 7.23の男児を娩出，胎盤は164gの小胎盤で，病
理組織学的検査にて梗塞や炎症，血管奇形などは認め
なかった。周術期管理は，麻酔は母児双方のリスク面
から脊髄くも膜下麻酔を選択，座位で超音波ガイド下
に施行することができた（図２)。術中は，帝王切開創
部は上腹部からの脂肪下垂で視野確保が困難であった
ため，第２介助者が手術終了時まで脂肪保持し，術野
の確保のためにWound Retractorを使用した。腹壁は脂
肪層が非常に厚く，術後感染のハイリスクと考えられ
閉創時に脂肪層にJ-VACドレナージシステムを留置し
た。
児は明らかな形態異常を認めず，NICU入院し気管内

図１

妊娠期間中の HbA1c，GA，体重の推移

挿管を行い，HFOにて呼吸管理を開始し呼吸状態は安
定，日齢9に抜管した。また，出生後一時的な低血糖
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に対し輸液管理を要したが早産児に伴う低血糖治療の

たことは，必ずしも適切であったとは言えず，食事療

範囲内であった。その後は，脳室周囲白質軟化や脳室

法，FGRとの関連の観点から考察する。

内出血などの重篤な合併症を認めることはなく，日齢
93に体重2327gで退院した。

耐糖能異常妊婦に対してのエネルギー必要量は，い
まだ世界的に統一された指針はないが，耐糖能異常妊

術後は，２時間後より血栓塞栓症予防の目的でへパ

婦の食事療法の基本的な考え方として，①母児ともに

リンナトリウム10000単位/日の投与とフットポンプの

健康に妊娠を維持できるために必要なエネルギーを供

装着を行った。術後7時間，定期血糖測定にて血糖

給する，②食後の高血糖を誘発しない，③空腹時のケ

44mg/dlと低血糖を認めたため，輸液を10%ブドウ糖電

トン体産生を亢進させない，という3つの条件を満た

解質液に変更し血糖値は安定した。術後２日目に創部

す至適カロリー制限食が提案されている １)。妊娠時は

ドレーンを抜去，抗生剤は術後感染予防目的で術後２

食事制限によって空腹時のケトン体産生が亢進しやす

日目までピペラシリンナトリウム投与を継続した。術

く，特に肥満GDM妊婦ではその傾向が顕著になる。

後５日目に抜鉤し創部感染や離開を認めず翌日退院し

妊娠第3三半期の母体血中ケトン体濃度が3歳時の児

た。

の知的発達に影響するという報告２)，3）もあり，米国糖

考

尿病学会は，ケトン尿出現閾値のカロリー設定で，耐

察

糖能異常肥満群（BMI>29）の場合12〜18kcal/kg（現

一般的に肥満を伴った女性に対しては，妊娠前より

体重）を推奨している 4)。また米国産婦人科学会は，

体重管理を開始し減量を試みたあと計画妊娠とするこ

肥満GDM妊婦の食事療法に関しては30〜33%程度のカ

とが理想とされるが，実際にはそうでない場合が多く

ロリー制限にとどめておくべきと勧告している ５)。本

妊娠中の管理に苦慮する。

邦でも耐糖能異常妊婦に対してのエネルギー必要量の

今回の妊娠経過を第１子の経過と比較すると（表

設定は施設によって異なるが，一般的には標準体重×

１)，第１子出産後から30kg体重増加しての妊娠となっ

30kcalに妊娠時の付加量を加えて計算し，肥満を伴っ

たが，overt diabetesを認めたため妊娠中の食事や生

ている場合には妊娠時の付加量を加えない設定とする

活の管理を積極的に行うことで周術期合併症は認めな

報告6)，7）が散見される。また妊娠中の体重増加に関し

かった。しかしながら，結果的にではあるが妊娠期間

ては厚生労働省「健やか親子21」で肥満（BMI≧25.0）

中19kgという著しい体重減量となり児がSFDであっ

の場合，おおよそ５kgの体重増加を目安に個別対応す

図３

図２

超音波ガイド下脊椎麻酔の様子

表１

第１子と第２子の妊娠経過の比較

推定胎児体重の推移
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ることが推奨されている8)。本症例では妊娠判明後，妊

（HOMA-IR）が広く用いられている。本症例では妊娠

娠17週で糖尿病内科入院となるまでにすでに9kgの体

期間中に詳細なインスリン抵抗性の評価を行ってはいな

重増加を認めていたため18単位，標準体重×23.8kcalで

いものの，耐糖能異常合併高度肥満妊婦でありながら食

の食事療法を開始し，一般的な耐糖能異常肥満妊婦より

事療法のみで血糖コントロールが良好であったことか

も厳しくカロリー制限を行った。それに加え分食の方法

ら，妊娠中の生理的インスリン抵抗性の獲得ができてい

を取り入れていたが，体重減少が患者の減量意欲を必要

なかった可能性が推測される。母体がインスリン抵抗性

以上に刺激したのか，患者の自己判断で分食分を摂取し

獲得に失敗すると，胎児発育は阻害され胎盤形成も不良

ないこともあり総摂取カロリーとしてはさらに低くなっ

となるため，胎盤由来のhPLなどのインスリン抵抗性を

ていた可能性がある。塩分制限食を選択したことに関し

惹起する因子が不足し，結果的にさらに胎児・胎盤の発

ては，重症のPIHでは，塩分制限を指導して循環血液量

育を低下させるという悪循環になることが考えられ12)，

の低下を促しても，すでに循環血液量は減少しているた

今回のFGRの原因と一つと考えられた。

め，充分に降圧効果を得られない可能性や血管内脱水傾

現在，肥満妊婦に対するエビデンスに基づいた栄養指

向を助長させ，腎血流量や子宮胎盤循環への血流供給が

針はなく，肥満妊婦に関しエネルギー制限をするべきで

低下する可能性が危惧されるが，本症例ではまだ軽症高

あるという考え方と，するべきではないという考え方が

血圧のみ認める段階であり，また2009年の日本妊娠高血

ある。安全であるという根拠が確立されるまでは現在の

圧学会ガイドラインでも塩分摂取を7－8ｇに制限が推

ところ極端なエネルギー制限はするべきではないのであ

奨グレードＢとして勧められており，本症例でもそれに

ろう11)。エネルギー制限を行っている妊婦に著しい体重

従い塩分制限を行った。当院での食事選択の都合上，塩

減少を認め始める場合には，摂取エネルギー量の見直し

分6ｇ制限食となった。

が必要と思われ，その上で血糖コントロールを行ってい

本症例におけるFGRの原因を考察すると，第１に，

くことが望まれる。今回，母体の周術期管理に関しては

妊娠中の食事摂取不足による総エネルギー量の不足，第

良好な経過を得られたものの，胎児管理を含めて考えた

２に，妊娠26週の時点で子宮動脈PIの異常高値と著明な

場合，肥満妊婦に対するエネルギー摂取量や至適体重増

notchを認めていたことから慢性的な胎盤機能不全が存

加量に関する今後のさらなる検討が必要と考えられた。

在した可能性が考えられる。また第3に，インスリン抵

本症例は第１子分娩後30kgの体重増加の後に自然妊

抗性との関連が考えられる。母体は生理的インスリン抵

娠に至っており，第１子妊娠時よりもさらに今回の妊娠

抗性の獲得により食後高血糖が認められ，この一過性高

管理には苦慮した。妊娠可能年齢にある肥満者に対す

血糖により，胎児のエネルギー源となるグルコースが胎

る，耐糖能異常発見，血糖コントロール，体重管理など

盤を濃度依存性に通過し胎児発育に利用される。このイ

の妊娠前管理が非常に重要であると考えられた。そのた

ンスリン抵抗性の発生機序として，インスリン拮抗ホル

めには，我々医療従事者も積極的に啓蒙活動に取り組む

モンとして知られている，胎盤ホルモンであるヒト胎盤

姿勢が必要であろう。

性ラクトーゲン（human placental lactogen: hPL）や，
脂肪細胞から産生されるアディポネクチン，レプチン，

結

語

レジスチン，TNF-α，プラスミノゲンアクチベーター

今回，耐糖能異常を合併した高度肥満妊婦において，

インヒビター１型などのアディポサイトカインの関与

食事療法にて血糖・体重コントロールを行ったことで妊

が考えられており9)，肥満者では脂肪細胞が肥大化しア

娠継続をはかり良好な周術期管理をし得たものの，胎児

ディポサイトカイン分泌異常を引き起こし，インスリン

管理に苦慮した症例を経験した。母体管理，また胎児へ

抵抗性と相関することが報告されている10)。肥満妊婦に

の影響を考慮すると，妊娠可能年齢の女性に対しては妊

おいては，妊娠前から存在するインスリン抵抗性に妊

娠前からの教育，適切なコントロールが重要であるとと

娠中に生じる生理的インスリン抵抗性が加わり，さら

もに，母児の管理は慎重に行うことが必要である。

なるインスリン感受性低下が起こることが考えられる
が，BMIが30以上の肥満妊婦では，妊娠前のインスリン
抵抗性が妊娠期間中のそれと比し著変がみられないと
11)

の報告もある 。妊婦のインスリン抵抗性は，従来グル
コースクランプ法，近年は経口糖負荷試験（OGTT）を
用いた指標であるinsulin sensitivity index from OGTT
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子宮筋腫分娩，巨大頸管ポリープに対してループ式結紮器を使用した
外来治療に関する検討
高本

晴子・松岡
広島鉄道病院

直樹・藤本

英夫

産婦人科

Study of the use of a loop ligator in the removal of myoma delivery and
large cervical polyps
Haruko Takamoto・Naoki Matsuoka・Hideo Fujimoto
Department of Obstetrics and Gynecology, Hiroshima General Hospital of West Japan Railway Company
当科では，子宮筋腫分娩，巨大頸管ポリープに対して，外来でループ式結紮器を使用して結紮後，切除するという方法をとっ
ている。2011年１月から2013年4月までに治療を行った11症例について後方視的に検討した。
症例の年齢は34歳から64歳で，閉経後の症例が3例，妊娠中の症例が１例あった。7例で不正性器出血を認め，１例は出血
多量で高度の貧血を認めた。ポリープが膣入口部より脱出し，腫瘤感を伴っていた症例が２例，特に症状がなく，健診で指
摘された症例が4例あった。結紮回数は一番多い症例で3回，無効であった症例が２例あった。初回に結紮してから切除す
るまでの平均は7.22日であった。２例が自然脱落した。処置に伴う合併症としては，外来で縫合が必要な出血があった症例が
１例，悪臭を伴う帯下を認めた症例が１例であった。摘出した組織の大きさは，数mm大のものから40〜50mm大のものまで
あり，病理診断ではleiomyoma が５例，polypやpolypoid lesionが５例であった。
大きな合併症を認めず，有用な治療法であることが示唆された。

In the present study, we examined 11 patients who received ligatures using a loop ligator for the removal
of myoma delivery or large cervical polyps in our hospital between January 2011 and April 2013. Among
the 11 women aged 34-64 years, 3 were menopausal and 1 was pregnant; moreover, 7 patients exhibited
abnormal bleeding and 1 had severe anemia. Two patients exhibited tumor symptoms, whereas 4 were
asymptomatic. One patient underwent 3 ligations, which is the maximum number of ligations performed in
a single patient in this cohort. The average duration between the first ligature and resection was 7.22 days.
Ligation had no effect in 2 women. The tumors dropped off spontaneously in 2 patients. One woman required
suturing, and a malodorous fluid was noted in 1 woman. The tumor size ranged from very small to 40-50 mm.
Histopathological examination revealed leiomyoma in 5 patients and cervical polyps or polypoid lesions in 5
patients. Therefore, we believe that ligation using a loop ligator is an effective treatment for myoma delivery
and large cervical polyps and is associated with minimal complications.
キーワード：子宮筋腫分娩，巨大頸管ポリープ，ループ式結紮器
Key words：loop ligator, myoma delivery, large cervical polyp

緒

言

子宮頸管部のポリープ状病変は日常診療でよく遭遇す
る所見である。大部分は頸管粘膜ポリープであるが，内

法をとっている。これまでに行った症例について検討を
試みた。

対象および方法

膜ポリープや粘膜下筋腫の下垂，ポリープ状に発育した

広島鉄道病院産婦人科において2011年１月から2013年

悪性腫瘍などとの鑑別が必要である。また，不正性器出

4月までに治療を行った11例について年齢，月経などの

血や帯下の異常などの症状を生じる場合も多く，加療，

患者背景，結紮回数や結紮してから切除または脱落まで

精査を行うことが求められる。

の日数，出血などの治療経過，摘出物の大きさ，病理組

当科では，子宮筋腫分娩，巨大頸管ポリープに対し
て，外来でループ式結紮器を使用し，茎部を結紮，虚血
になって縮小，または壊死した組織を切除するという方

織診断などを後方視的に検討した。
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9は１回目の結紮の3日後に脱落した。結紮が無効で

果

あった症例は２例あった。処置に伴う出血は，あっても

患者は34歳から63歳までの11例で，平均年齢は48.36

ほとんどが少量で，縫合などの処置を追加する必要が

歳であった。閉経後の症例が3例，妊娠中の症例が１例

あった症例は，手術室で核出を行った症例11と症例8の

あった。症状があった症例は7例で，すべてで不正性器

みであった。その他，悪臭を伴う帯下を症例１で認めた

出血を認めた。出血多量で高度の貧血を認めたのは症例

が，それ以外の症例では特に合併症を認めなかった（表

１の１例のみであった。ポリープが細長く垂れ下がり，

２)。

膣入口部より脱出したための腫瘤感を伴っていた症例が

摘出した組織の大きさは，数mm大のものから大きな

２例あった。特に症状がなく，健診で指摘された症例が

ものでは，40〜50mm大のものまであった。病理診断で

4例で，閉経後の症例3例のうち２例が無症状の症例で

はleiomyomaが５例，polypやpolypoid lesionが５例で

あった（表１)。

あった。症例7では，結紮したことが原因と思われる変

切除または脱落するまでに必要な結紮の回数は，一番
多いもので症例１の3回，２回結紮したものが3例，１

性，壊死にて病理診断困難であったが，悪性所見はな
かった。（表3）

回のものが５例あった。最初に結紮してから切除または

考

脱落までの日数は，結紮後すぐに切除できた症例が3

察

例，それ以外は3日から21日で，平均7.22日であった。

子宮頸管部のポリープ状病変は，日常の外来診療にお

症例7，9の２例では自然脱落しており，症例7は２回

いて，子宮癌検診希望や不正性器出血を主訴で来院の患

目の結紮の3日後（１回目の結紮からは10日後)，症例

者にしばしば認める所見である。ほとんどは良性である

表１

患者背景

表２

治療経過

表３

摘出標本

2013年
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が，癌化 １）や子宮頸部腺肉腫 ２）のなど悪性疾患の報告

このように日にちをおいた場合，結紮した先が壊死し

もあるため，症状がある場合は特に，切除し，組織学的

て自然に脱落する場合があり，自宅で脱落する場合もあ

検査を行うことが求められる。「産婦人科診療ガイドラ

る。今回の検討でも２症例が自然脱落しており，いずれ

イン−婦人科外来編2011」においても‘原則的には切除

も自宅で排便時などに膣外に排出されていた。患者には

し，組織学的検査を行う’ことが推奨レベル（Ｂ）で

脱落し，排出する可能性があること，また，組織検査の

勧められている。通常，切除は外来で行われることが

ための処置でもあり，排出された場合は早めに外来まで

多く，捻除術ではほとんど出血することもない3)。しか

持参されることを，十分に説明することが必要と考え

し，子宮筋腫分娩や巨大頸管ポリープでは，茎が太いも

る。

のが多く，捻除術では疼痛を伴う場合や，切除後に大出

また，当科でも１例経験したが，結紮し，虚血，壊死

血する可能性もあり，結紮後切除する方法や焼灼切除な

したポリープ状病変に感染を起こし，悪臭や帯下の増量

どの方法がとられ，外来では処置しにくい場合もある。

を訴えられる場合がある。壊死性筋腫分娩からsepsis・

当科で使用しているループ式結紮器はENDOLOOP

ARDSを起こしたとの報告4）もあり，結紮してから切除

PDS Ⅱ ETHICON®である（図１)。内視鏡手術用のも

または脱落までに時間がかかるような場合は途中で洗浄

ので，結紮糸にはモノフィラメント吸収糸を使用してい

や抗生物質の膣座剤を使用するなどの対応が必要であ

る。先がループ状になっており，ループからのびた糸の

る。特に妊婦で行う場合は感染予防が重要である５)。

端を牽引するとループが縮小し，結紮されるような仕組
みになっている（図２)。

結紮が無効であった症例は症例10，11の２例あった。
症例10は前医で２回結紮されたにもかかわらず，血流が

このループ式結紮器を用いて，茎のなるべく根元で結

遮断されず，当院に紹介となった症例である。膣鏡診で

紮を行い，血流を遮断してから切除を行っている。茎の

確認できる範囲で，茎の部分は太く，硬い組織で，前医

太さによっては１回の結紮では十分に血流を遮断できな

でかけた糸を認めた。付着部位は頸管内ではっきりと確

い場合もあり，一回目の結紮である程度遮断されて縮小

認できなかった。捻除を試みたところ，付着部が細かっ

した茎を，後日さらに奥で何度か結紮してから切断する

たためか，容易に捻転が可能であり，外来で捻除できた

場合や，すぐには切除せずに，日にちをおいて血流が十

症例である。

分になくなったことを確認してから切除する場合もあ

症例11は不正性器出血を認め，近医を受診し，子宮筋

る。そのため，切除後の出血はほとんどなく，あっても

腫分娩疑いとのことにて当院に紹介となった症例であ

少量のことが多い。症例8では近医から紹介された巨大

る。こちらも太い茎を認め，結紮したものの効果がな

ポリープの症例で，子宮膣部から発生しており，茎が

く，捻除もできなかったため，入院し，手術室で麻酔下

6mm程度で細長く，膣口から先が見える状態であっ

に切除を行った。頸管内から発生した子宮筋腫であり，

た。２回目の結紮の１週間後の診察で，組織が結紮糸

茎と思った部分も筋腫核であった。核出するような形で

の部分から脱落しかけており，切除時に，糸が滑脱し

切除した。付着部は径１cm程度で出血を認めたため，

たが，少量の出血が持続したため，１針縫合を必要とし

3針ほど縫合した。
有効例では子宮筋腫やポリープ本体より根部に近い茎

た。

図１ 内視鏡手術用ループ式結紮器
（ENDOLOOP PDS Ⅱ ETHICON®）

図２

ループ式結紮器による子宮頸管部ポリープ状病変の
結紮イメージ

高本
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部で結紮できていたが，無効例では，いずれも茎部と考
え結紮した部分が子宮筋腫やポリープ本体の硬い部分で
あったため，血流が遮断できず，結紮が無効であったと
考えられる。
ループ式結紮器を使用して，子宮筋腫分娩や巨大頸管
ポリープを結紮切除する治療法の利点としては，低侵襲
であること，外来レベルで治療でき，入院が回避できる
ことなどが挙げられる6）7)。感染や自然脱落などいくつ
か注意するべき点はあるが，それ以外は特に大きな合併
症を認めず，子宮筋腫分娩や巨大頸管ポリープに対する
ループ式結紮器を使用した外来治療は有用であると示唆
された。
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当院における円錐切除術後妊娠の早産についての臨床的検討
河崎あさひ・栗岡 裕子・宮本 純子・高橋 也尚・西村 淳一・奈良井曜子
上田 敏子・松岡さおり・吉野 直樹・山本 和彦・森山 政司・岩成 治
島根県立中央病院
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Obstetric outcomes following cervical conization
Asahi Kawasaki・Hiroko Kurioka・Junko Miyamoto・Narihisa Takahashi
Junichi Nishimura・Yoko Narai・Toshiko Ueda・Saori Matsuoka・Naoki Yoshino
Kazuhiko Yamamoto・Masashi Moriyama・Osamu Iwanari
Department of Obstetrics and Gynecology, Shimane Prefectural Central Hospital
近年，子宮頸がんの若年化と妊娠の高齢化に伴い子宮頸部円錐切除術（円錐切除）後の妊娠例に多く遭遇する。円錐切除後
妊娠は流早産のリスクが高く，慎重な産科的管理が必要といわれている。流早産の原因として，円錐切除による頸管粘液の
分泌減少により子宮頸管炎・絨毛膜羊膜炎が発症しやすくなることが指摘されている。今回，2008年１月から2011年12月
の4年間に当院で分娩した4036例を，円錐切除既往のある群（円錐切除後妊娠群：64例）と円錐切除既往のない群（対照
群：3972例）に分け，それぞれの切迫早産入院率，子宮頸管縫縮術率，早産率，帝王切開率を比較検討した。円錐切除は，
適応をCIN3（生検組織診）とし，半導体レーザーを使用した。円錐切除後妊娠群における切迫早産での入院加療率は18.8％
（12/64）で，対照群10.9％（431/3972）と比較し有意に多かった（p＝0.045)。円錐切除後妊娠群のうち子宮頸管縫縮術を施
行した症例は9.4％（6/64）で，対照群1.0％（39/3972）と比較し有意に多かった（p<0.001)。しかし37週未満の早産率は，
円錐切除後妊娠群12.5％（8/64)，対照群は10.5％（417/3972）で，有意差はなかった（p＝0.605)。34週未満の早産率は，円
錐切除後妊娠群4.7％（3/64)，対照群は3.5％（139/3972）で，有意差はなかった（p＝0.609)。また頸管裂傷，出生時の児の
体重にも差はなく，帝王切開率は対照群に多かった（p＝0.009)。円錐切除後妊娠は切迫早産の入院管理や子宮頸管縫縮術を
増加させるが，妊娠初期から慎重な妊娠管理（細菌性腟症治療，頸管長検査など）をすれば，早産率，頸管裂傷，帝王切開
率は増加しないことが分かった。また妊娠の可能性のある円錐切除は，切除を浅く広くし，最小限にとどめることが重要と
思われる。

OBJECTIVE: The purpose of the present study was to examine the obstetric outcomes of pregnant patients
following conization.
METHODS: We studied pregnant patients who had delivered from 2008 through 2011. This was a
retrospective, case-control study comparing pregnancies following conization with those in patients who had
not undergone the procedure.
RESULTS: Out of 4,036 deliveries, 64 (1.6%) were in patients who had undergone conization. Hospitalization
for treatment of threatened premature delivery and cervical cerclage were significantly associated with
conization. The rates of hospitalization for treatment of threatened premature delivery and cervical cerclage
were significantly higher and the rate of cesarean section lower in the conization group than in the control
group. The maternal age, birth weight, rate of cervical laceration, and risk of preterm delivery did not differ
significantly between the conization and control groups. Cervical conization does not necessarily increase the
risk of preterm delivery in a subsequent pregnancy.
CONCLUSIONS: Conization is clearly associated with risk of hospitalization for treatment of threatened
premature delivery and cervical cerclage. Careful surveillance for early detection of preterm contractions and
cervical shortening is required in pregnant patients who have undergone conization.
キーワード：円錐切除後妊娠，早産，子宮頸管縫縮術
Key words：pregnant patients following conization, preterm delivery, cervical cerclage

緒

言

多い。円錐切除後妊娠は流早産のリスクが高く，慎重な
産科的管理が必要と言われている１)〜6)。流早産の原因

近年，子宮頸がんの若年化と分娩の高齢化に伴い，子

としては，円錐切除による頸管粘液の分泌減少が，子宮

宮頸部円錐切除術（円錐切除）後妊娠に遭遇することが

頸管炎・絨毛膜羊膜炎を起こりやすくすることや，切除
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体積の大きさなどが頸管無力症を引き起こすことを指摘

帝王切開率は，円錐切除後妊娠群14.1％(9/64)，

されている 7)〜10)。総合周産期母子医療センターである

28.9％(1147/3972）で，対照群の方が有意に高かった( p＝

当院では，円錐切除後妊娠の早産防止対策として，妊娠

0.009)。

初期から細菌性腟症の検査治療や経腟超音波断層法によ
る頸管長の観察を行い，必要であれば入院管理，治療的

頸管裂傷は，円錐切除後妊娠群4.7％(3/55)，対照群
6.1％（241/2825）で，有意差はなかった（ p=0.646)。

子宮頸管縫縮術を行っている。今回我々は，当院におけ

37週未満の早産率は，円錐切除後妊娠群12.5％（8/

る円錐切除後妊娠の周産期予後を検討することにより，

64)，対照群は10.5％（417/3972）で，有意差はなかっ

当院の円切後妊娠の管理の検証を行った。

た（ p＝0.605)。34週未満の早産率は，円錐切除後妊娠

研究方法

群4.7％（3/64)，対照群は3.5％（139/3972）で，有意
差はなかった（ p＝0.609）(表3)。

対象：2008年１月から2011年12月の4年間に当院で妊娠

円錐切除後妊娠群の中で早産となった8例のうち，臨

22週以降に分娩した4036例を対象とし，円錐切除既往の

床的絨毛膜羊膜炎が原因であった症例は3例（37.5％）

ある群（円錐切除後妊娠群：64例）と円錐切除既往のな

で，分娩時週数は28週，34週，35週であった（表4)。

い群（対照群：3972例）に分け，後方視的に周産期予後

3例とも前期破水で入院となっており，入院時に炎症反

に関し比較検討を行った。円錐切除術は，適応をCIN3

応上昇と子宮収縮増強が認められた。他の５例は入院時

（生検組織診）とし，半導体レーザーを使用した。妊娠

の採血と腟培養では明らかな感染を疑う所見はなく，妊

の可能性のある症例に対する円錐切除術は，コルポ診で

娠20週時の子宮頸管長も25㎜以上で，早産の原因は不明

病変を確認後，浅く広く必要最小限の切除を心がけた。

であった（１例は前置胎盤のため36週に選択的帝王切開

検討内容：患者背景，切迫早産による入院率，子宮頸管

分娩となった症例であった)。

縫縮術の有無，分娩週数，出生児体重，帝王切開率，分

円錐切除後妊娠群で頸管縫縮術を施行したのは6例

娩時の子宮頸管裂傷の有無，37週未満および34週未満の

で，妊娠16週〜27週で行っていた。頸管縫縮術を施行し

早産率について，円錐切除後妊娠群と対照群において

た6例のうち５例が切迫早産で入院加療を行った。頚管

比較検討した。統計学的検討には，T検定およびχ２検

縫縮術6例のうち，１例（16.7％）が34週で破水後早産

定を用い，有意差は p<0.05で判定した。分娩数，母体年

し，５例は正期産であった。

齢，分娩週数，児の出生体重には，T検定，切迫早産入
院，子宮頸管縫縮術，分娩方法，子宮頸管裂傷，早産に
ついては，χ２検定を使用した。

研究成績

考

案

子宮頸部円錐切除術は，若年者の検診受診率（特に
HPV検査併用検診）が今後向上すればますます増加
し，浸潤がんは減少する 11)。それに伴い円錐切除後妊

母体年齢は，円錐切除後妊娠群31.2±3.8歳，対照群

娠も増加してくることが予想される。しかし円錐切除

30.5±5.0歳で，両者の間に統計学的有意差を認めなかっ

後妊娠は流早産のリスクが高いことが指摘されてい

た（表１)。

る１)〜6)。これまで早産やpreterm PROMのリスクが上

円錐切除後妊娠率は，2008年1.54％（15/976)，2009

昇する原因として，切除する組織が大きいことが指摘さ

年1.41％（14/996)，2010年1.78％（18/1013)，2011年

れている ５)，7)，12)。最近，円錐切除により子宮頸管腺上

1.62％（17/1051）であり，4年間の増減はなかった

皮の多くが切除されることで免疫学的感染防御機構が消

（図１)。

失すること，頸管短縮による頸管構造上の脆弱性が増す

円錐切除後妊娠は，10歳代０％（０/42)，20歳代

こと，抗菌作用を有する頸管粘液の分泌が減少すること

1.2％（20/1684)，30歳代2.0％（44/2112)，40歳代０％

で絨毛膜羊膜炎から前期破水が誘発されること，などの

（０/134）であった（図２)。

原因の機序にまで言及されている6)，8)〜10)，12)，13)。

切迫早産入院率は円錐切除後妊娠群18.8％（12/64)，

今回の検討の結果，円錐切除後妊娠は切迫早産の入院

対照群10.9％（431/3972）で，円錐切除後妊娠群が有意

率や子宮頸管縫縮術の施行率を増加させたが，早産率や

に多かった（ p＝0.045)。子宮頸管縫縮術率は円錐切除

帝王切開率の増加はなかった。このことから，円錐切除

後妊娠群9.4％（6/64)，対照群1.0％（39/3972）で，円

の方法を浅く広くすることを心がけ，円錐切除後妊娠の

錐切除後妊娠群が有意に多かった（ p<0.001)（表２)。

管理を十分行えば，早産率は上昇しないことが判明し

分娩週数は円錐切除後妊娠群38.1±2.2週，対照群38.3

た。帝王切開分娩に関しては，円切後妊娠群が対照群に

±2.3週（ p=0.461)，出生児の体重は円錐切除後妊娠群

比し有意に少なかったが，我々が調べ得た範囲で，円錐

2880.0±497.5g，対照群2851.7±500.0g（ p=0.653）で，

切除後妊娠が帝王切開率を下げるという文献は認められ

両群間に有意差を認めなかった。

なかった。妊娠合併症の有無や過期産の割合などに関し

2013年

当院における円錐切除術後妊娠の早産についての臨床的検討

ても，今後さらなる検討が必要と思われた。
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いては，｢早産既往などの早産ハイリスク妊婦には，検

当院では現在，全妊娠症例に対し妊娠12週頃に細菌性

出のための検査と抗生物質による早期の治療を考慮する

腟症の検査を行い（行政の検査費用助成あり)，細菌性

（C)」と記載されており，現時点で，全ての妊婦にス

腟症例は妊娠20週までに治療を終了することを指標にし

クリーニング検査と治療を行うことについて有用性を断

ている。『産婦人科診療ガイドライン産科編2011』にお

定できるだけのエビデンスはないとされている。しかし

表１

症例背景

表２

表３

表４

図１

円錐切除後妊娠の頻度

切迫早産加療と子宮頸管縫縮術

分娩転帰

円錐切除後妊娠の早産症例

図２

円錐切除後妊娠の分娩時年齢
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術前に卵巣癌との鑑別に苦慮した小腸癌の１例
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A case of small intestinal cancer in the differential diagnosis of ovarian cancer
Haruhisa Konishi・Kazuhiro Takehara・Shinichi Okame・Atsumi Kojima・Yuko Shiroyama
Takashi Matsumoto・Takashi Yokoyama・Takayoshi Nogawa
Department of Gynecology, National Hospital Organization Shikoku Cancer center
転移性卵巣癌は，我が国では悪性卵巣腫瘍の8.4〜19.2％を占め，原発臓器は多岐に渡る。特に粘液性腺癌は他臓器からの転移
であることが多く，消化管癌との鑑別が重要とされる。一方で小腸癌は全消化管癌の0.1〜1.0％と低く，その卵巣転移で発見
される症例は極めて稀である。今回，卵巣腫瘍で発見され，術前に原発性卵巣癌との鑑別に苦慮した小腸癌の１例を経験し
たので報告する。
症例は44歳。不正性器出血を主訴に前医を受診。経腟超音波断層法にて内部に充実成分を伴う卵巣腫瘍を認め，精査加療目
的に当科に紹介となった。MRIで右12cm，左4cmの内部に充実成分を含む両側卵巣を認め，粘液性腺癌や転移性卵巣癌が疑
われた。消化管内視鏡検査やマンモグラフィー検査では異常は指摘されず，PET/CTでFDGの集積を伴う両側卵巣腫瘍と腹
膜播種病変を認めた。特に左腎前方にSUVmax値9.4とFDGが強く集積する腫瘤を認め，腹膜播種病変の小腸浸潤の可能性が
疑われた。卵巣癌Ⅲc期を疑い開腹手術を施行した。卵巣は右15cm，左５cmの腫瘍を形成し，小腸浸潤が疑われていた部分
は，鳩卵大の腫瘤を空腸がひきつれて取り囲むような病巣が腸壁外より確認された。空腸切除術を含む卵巣癌の根治術を施
行した。空腸腫瘤は粘膜面より発生する3.7×3.1cmの潰瘍浸潤型で一部漿膜面まで露出しており，漿膜面から粘膜面に向かっ
て浸潤していく腹膜播種病変とは異なる所見であり，空腸原発が推察された。両側卵巣は多結節状で硬く，病理検査で粘液
腺癌を認めたが両側とも卵巣皮質はほぼ原形のまま確認された。空腸腫瘍，卵巣腫瘍ともにCDX- 2 が陽性であった。以上よ
り両側卵巣転移，腹膜播種を伴う空腸粘液腺癌Ⅳ期と診断した。
本症例では，PET/CTで小腸癌の可能性を想定しえたが確定診断には至らず，術中の病変の肉眼所見と合わせると診断しえ
た可能性がある。小腸癌からの転移性卵巣癌は，術前の画像診断に加え術中にも消化管病変など原発巣の検索を行う必要が
ある。

Most ovarian mucinous adenocarcinoma is metastatic and must be differentiated from primary gastrointestinal
cancer. Small intestinal cancer is uncommon. We present a rare case of small intestinal cancer with ovarian
metastasis.
A 44-year-old woman presented to a local clinic with atypical genital bleeding. Because ovarian cancer was
suspected, she was referred to our hospital, where magnetic resonance imaging showed bilateral ovarian
tumors. Positron emission tomography/computed tomography showed 18-fluorodeoxyglucose accumulation
in both ovaries and the small intestine and peritoneal dissemination. Peritoneal dissemination associated with
small intestinal invasion was suspected. We presumptively diagnosed stage IIIc ovarian cancer and performed
complete cytoreductive surgery including resection of the small intestine. Intraoperatively, a pigeon’s eggsized tumor adhered to the small intestine was identified at the site of suspected invasion of the small
intestine. Histopathological examination of this small intestinal tumor, which arose from the mucosal surface
and extended to the serosal surface, showed mucinous carcinoma, whereas the ovarian tumor consisted of
the same type of carcinoma and normal cortex. Accordingly, the small intestinal tumor was diagnosed as the
primary lesion.
In cases of ovarian metastasis from the small intestine, intraoperative investigation of the primary lesion is
important in addition to preoperative imaging.
キーワード：小腸癌，卵巣転移，転移性卵巣癌
Key words：small intestine cancer, ovarian metastasis, metastatic ovarian cancer
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を示したがCEA，CA19-9，SCC，NSEは正常範囲内

言

だった。便潜血検査は陽性であった。

転移性卵巣癌は我が国では悪性卵巣腫瘍の8.4〜19.2％

画像所見：MRIで右卵巣は12cmの多房性嚢胞性腫瘤

を占め １)，原発臓器は多岐に渡る。特に粘液性腺癌は

で，内部は主にT 1 強調画像で低信号，T 2 強調画像で

他臓器からの転移であることが多く ２)，消化管癌との

高信号であった。隔壁は厚く充実成分があることから

鑑別が重要である。一方で小腸癌は消化管癌の0.1〜

粘液性腺癌が疑われた。左卵巣は4cmの充実性腫瘤で

1.0％と低く，その卵巣転移で発見される症例は稀であ

あった（図１)。腹水は認めず，CT上リンパ節転移や

る。今回，術前に原発性卵巣癌との鑑別に苦慮した小

遠隔転移巣は認めなかった。転移性卵巣癌も考慮し，

腸癌の１例を経験したので報告する。

消化管内視鏡検査やマンモグラフィー検査を行うも異

症

常は指摘されず，PET/CTでは両側卵巣腫瘍と腹膜播

例

種病変にFDGの集積を認めた。特に左腎前方の37mm

患者：44歳

の腫瘤に強い集積を認め，腹膜播種病変の小腸浸潤が

主訴：不正性器出血

疑われた（図２)。

妊娠分娩歴：２経妊２経産

治療経過：卵巣癌Ⅲc期と考え開腹手術を行った。開

月経歴：28日周期 整 過多月経あり 月経困難症あり

腹時，卵巣は右15cm左５cmの腫瘍を形成し，多発腹

既往歴：33歳時急性虫垂炎にて手術

膜播種（空腸，小腸間膜，S状結腸および直腸表面，

家族歴：特記なし

大網，子宮表面）を認めた。小腸浸潤が疑われていた

現病歴：中間期出血で前医受診時に内部に充実成分を

部分は，鳩卵大の腫瘤を空腸がひきつれて取り囲むよ

含む約10cmの右卵巣腫瘍を指摘され，悪性腫瘍が疑わ

うな状態で，病巣が腸壁外より確認された。右付属器

れたため精査加療目的に当科に紹介となった。消化器

を迅速病理検査に提出し，粘液性腺癌との結果であっ

症状はなかった。

たが原発巣までは不明であった。卵巣癌の根治術とし

理学的所見：身長161cm体重55kg

下腹部は膨隆し，

腫瘍に軽度の圧痛あり

て空腸切除を含む，子宮全摘出術，両側付属器摘切除
術，骨盤および傍大動脈リンパ節郭清術，大網亜全摘

腟鏡診：子宮腟部は鳩卵大

子宮からの出血なし

術，腹腔内播種病変摘出術を施行し，残存病変は認め

内診所見：子宮体部は鶏卵大，右付属器は新生児頭大

なかった（図3)。

でダグラス窩に圧痛を認め癒着が疑われた。左付属器

病理組織所見：空腸病変は3.7×3.1cmの3型（潰瘍浸

は触知しなかった。経腟超音波断層法で右卵巣は11cm

潤型）で一部漿膜面まで露出していた（図4)。異型を

の内部に充実成分を含む多房性嚢胞性腫瘤を，左卵巣

伴った粘液腺上皮が乳頭状に浸潤増生し，粘液も豊富

は4cmの充実性腫瘤を認め，共に充実部分は血流豊富

に含み，空腸原発粘液腺癌が考えられた。口側，肛門

であった。

側ともに断端陰性であった。右卵巣は15×13×7cm，

検査所見：ヘモグロビン8.9mg/dlの小球性貧血を認め

多結節状で硬く内部に粘性の淡黄色の液体と10cmの充

た。生化学，凝固系検査では異常は認めず，腫瘍マー

実性病変を認めた。左卵巣は５×4.7×3.8cmの充実性病

カーはCA125が69.2U/ml，CA72-4が208.7U/mlと高値

変で，病理組織にて左右ともに空腸病変と同様の粘液

図１ MRI T2 強調画像
右卵巣は 12cm の多房性性嚢胞性腫瘤を，左卵巣は４cm の充実性腫瘤を認めた
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腺癌を認めた。両側とも正常卵巣皮質は保たれており転

炎などの緊急手術で発見されることが多いのも特徴で，

移性卵巣癌が示唆された。腹膜播種病変，大網にも同様

術前診断率は6〜23％との報告がある3)。特徴的な腫瘍

の粘液腺癌を認めた。免疫組織化学では，十二指腸から

マーカーもない。近年はダブルバルーン内視鏡やカプセ

直腸に渡る腸上皮に広く発現を認めるCDX- 2 が空腸腫

ル内視鏡などが取り入れられ，早期発見による予後改善

瘍，卵巣腫瘍ともに陽性であった。両側卵巣転移を伴う

が期待されているものの，36.1%がStageⅣであり進行癌

空腸癌Ⅳ期と診断した。

で発見されることが多い。転移臓器は，リンパ節，腹膜

術後当院外科に転科し，化学療法を提示したが希望さ

播種，肝臓の順に多く，卵巣転移の頻度は0.9％とされ

れなかった。術後3ヶ月で肝転移，腹膜播種再発を認め

ている4)。組織型は，低分化腺癌11.1％，粘液腺癌3.2％

ている。

であり，大腸癌に比べ低分化腺癌や粘液腺癌の割合が高

考

い。術後５年生存率は17.5〜28％と予後不良である。稀

察

な疾患であるため，定まった取扱い規約や治療方針はな

原発性小腸癌は全消化管癌の0.1〜1.0％と稀な疾患で

く大腸癌に準じた取扱いや治療が行われている。大腸癌

ある。臨床症状に乏しく，腸閉塞や腸管穿孔による腹膜

Ⅳ期では，原発巣，転移巣とも切除可能な場合は切除が

図２ PET/CT
左腎前方に強い集積を認める腫瘤を認め，腹膜播種病変の小腸浸潤が疑われた

図３
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CTで小腸腫瘍を疑う所見を指摘できなかったため，
小腸原発ではなく腹膜播種病変の小腸浸潤を疑った。
PET/CTが原発性卵巣癌と転移性卵巣癌の鑑別に有用で
あるという報告はなく，今後の検討により有用となる可
能性もある。
本症例ではPET/CTで小腸癌の可能性を想定しえたが
確定診断には至らなかった。手術摘出標本で，肉眼的に
空腸粘膜面から筋層に広く発生し，一部が漿膜面へ露出
している潰瘍浸潤型の腫瘍が確認できた。主病変が漿膜
面で，粘膜面に向かって浸潤していく腹膜播種病変とは
異なる肉眼所見であったことから，術前の画像診断と，
術中に摘出標本に割を入れるなどして病変を評価するこ
とで空腸が原発であることが推察可能であったと考えら
れる。卵巣粘液性腺癌が疑われる場合は消化管病変の検
索を行う必要があるが，本症例のような小腸癌の場合，
術前に診断することは困難で，術前の画像診断に加え術
図４ 空腸割断面
上）空腸粘膜面より発生する潰瘍浸潤型の腫瘍を認める
下）腫瘍の一部は漿膜面まで露出している

中にも消化管病変など原発巣の検索を行う必要がある。
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が高いと考えられている7）が，本症例では血清CEA値
は正常範囲内であった。特徴的な腫瘍マーカーがない小
腸癌ではこの基準は当てはまらない可能性もある。
PET/CTで卵巣よりも小腸に強い集積を認めたこと
が本症例の特徴と思われる。小腸癌は稀であることや，

【連絡先】
小西 晴久
国立病院機構四国がんセンター婦人科・臨床研究センター
〒 791-0280 愛媛県松山市南梅本町甲 160
電話：089-999-1111 FAX：089-999-1100
E-mail：haru.524@hotmail.co.jp

現代産婦人科

Vol.62 No.1，2013 年，pp.12７-131

進行・再発子宮体癌に対してMPAが奏功した３症例
大道

千晶・清水

美幸・木下
香川労災病院

敏史・大倉

磯治・川田

昭徳

産婦人科

Three cases of recurrent and advanced endometrial cancer effectively controlled
with medroxyprogesterone acetate
Chiaki Omichi・Miyuki Shimizu・Toshifumi Kinoshita・Isoji Okura・Akinori Kawada
Department of Obstetrics and Gynecology, Kagawa Rosai Hospital
子宮体癌は罹患率・死亡率ともに増加傾向で，当院の症例数も10年前の約2.5倍に増加している。今回MPAを併用した進行・
再発子宮体癌の3症例を報告する。
症例１：70歳，２経妊２経産，不正出血・多発肺腫瘍にて近医より紹介。多発肺転移，多発骨転移を認める子宮体癌Ⅳb期
としてMPA400mg/day内服を開始し，weekly TC療法6コース施行した。多発肺転移は縮小し，その後TAH+BSO施行。類
内膜腺癌G２，depth:c（ER陽性，PgR陽性）と診断された。術後もweekly TC療法中で，骨転移肺転移は著明に縮小も，胸
膜等に新規病変が認められている。症例２：59歳，未経妊，不正出血にて当院受診。多発肺転移を認める子宮体癌Ⅳb期で
TAH+BSO+PLN+OMTを施行。adenoacanthoma G１，depth:c（ER陽性，PgR陽性）と診断された。術後weekly TC療法10
コースし，また術後6ヶ月よりMPA200mg/dayの内服を開始した。術後２ヶ月で多発肺転移は縮小し，術後２年以降は右上
肺野に単発する結節影のみとなった。MPA内服を継続し術後５年経つが，再発は認めていない。症例3：71歳，18年前に子
宮体癌Ⅰc 期根治治療後，治療後10年目に腹壁転移再発。外科的切除後は新規病変の出現なく経過するも4年後に腹壁，骨盤
内再発。同時化学放射療法施行しCRとなっていたが再発治療後１年で肝転移出現。weekly TC療法施行するも縮小なく本人
も化学療法継続希望がなく，MPA400mg/day内服開始となる。開始後２ヶ月で転移腫瘍は著明に縮小効果を認めた。縮小後
の外科的治療を視野にいれ現在も内服継続中である。
進行再発子宮体癌の治療には，MPAを始め種々のホルモン療法も期待されるところである。

Morbidity and mortality from endometrial cancer is increasing, and the number of cases of our hospital has
increased about 2.5-fold in the past 10 years. We report 3 cases of recurrent or advanced endometrial cancer
effectively controlled with medroxyprogesterone acetate (MPA).
(Case 1) A 70-year-old woman (gravida 2, para 2) presented with abnormal genital bleeding and multiple lung
tumors. We diagnosed endometrial cancer stage IVb with multiple lung and bone metastases and administered
MPA (400mg/day) and weekly TC therapy (CBDCA, PTX; 6 courses).
Hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy was performed. The histopathological diagnosis was
endometrioid adenocarcinoma G2, (estrogen receptor (ER)-positive, progesterone receptor (PgR)-positive). We
continued the weekly TC therapy postoperatively, and her lung metastases have almost disappeared. (Case
2) A 59-year-old woman (gravida 0, para 0) visited our hospital because of abnormal genital bleeding. She
underwent hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy, pelvic lymphadenectomy, and omentectomy
for endometrial cancer stage IVb with multiple lung metastases. The histopathological diagnosis was
adenoacanthoma G1 (ER-positive, PgR-positive). Postoperatively, MPA (200mg/day) and weekly TC therapy
(10 courses) were administered. The lung metastases had shrunk within 2 months after surgery. In the 5
years since, the patient has taken only MPA with no recurrence. (Case 3) A 71-year-old woman presented
with a history of endometrial cancer stage Ⅰc diagnosed 18 years previously, abdominal wall metastasis
10 years after initial treatment, and pelvic recurrence 4 years after surgical resection. She underwent
chemoradiotherapy but exhibited liver metastases 1 year after treatment. As she declined aggressive
treatment, we administered MPA (400mg/day). The metastases had shrunk markedly after 2 months of
treatment.
Treatment of recurrent and advanced endometrial cancer is difficult, but hormone therapy such as MPA may
be useful.
キーワード：進行再発子宮体癌，MPA
Key words：Reccurent and advanced evdometrial cancer, MPA(medroxyprogesterone)
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全摘術＋両側付属器切除術を行い，病理組織診断は類
内膜腺癌G２，筋層浸潤１/２以上で固有深層の深部ま

近年，本邦では子宮体癌の著明な増加が指摘されて

で浸潤，ER陽性，PgR２-3%陽性，p53陽性，MIB-１

おり，治療成績の向上には予後因子を含めた適切な治

index highとの結果であった。術後weekly TC療法を継

療方法が求められる。特にⅢ期，Ⅳ期の進行子宮体癌

続し，多発骨転移，多発肺転移は著明に縮小するも胸

や再発子宮体癌には個々の状況に応じた，個別化した

膜等に新規病変が認められている。

治療方針の立案が必要となる。今回，MPAを併用し治

症

療が奏功している進行再発子宮体癌の3症例を経験し
たので報告する。

例

２

59歳，未婚，０経妊０経産

症

例

１

主訴：不正性器出血，腰痛，下肢倦怠感
既往歴：特記事項なし

70歳，２経妊２経産

家族歴：叔母

受診契機：不正出血，貧血，転移性肺腫瘍

現病歴：200X年初めより上記症状出現し，同年4月に

子宮癌，卵巣癌

既往歴・家族歴：特記事項なし

当科受診。初診時エコーでは子宮内に血流豊富な腫瘍

現病歴：200Z年１月，近医内科で貧血と腫瘍マーカー上

が認められ，MRIでも深い筋層浸潤が疑われる腫瘍を

昇を指摘。CTにて子宮腫瘍と転移性肺腫瘍が疑われ精査

認めた（図4)。頸部細胞診classⅡ，内膜細胞診class

加療目的に当科紹介。初診時エコーでは子宮内膜の全面

Ⅳ，内膜生検で類内膜腺癌G１であった。CTでは肺に

を置換するように血流豊富な腫瘍が認められ，MRIでも

多発する小結節を認め，PET-CTでは子宮頚部〜底部

同様（図１)。またCTでは肺に多発する小結節を認め，肺

への集積と，肺の小結節への集積も認められ，多発肺

転移が強く疑われた。PET-CTでは縦隔リンパ節，肺，

転移を伴う子宮体癌Ⅳb期として治療開始となる。

胸椎・腰椎・上腕骨・肩甲骨・肋骨・仙骨・坐骨・大腿骨

治療経過：単純子宮全摘術＋両側付属器切除術＋骨盤

などに集積が認められ（図２）多発肺転移，多発骨転移

リンパ節廓清術＋大網切除術が施行され，組織診断は

を認める子宮体癌Ⅳb期として治療開始となる。

adenoacanthoma G１，筋層浸潤１/２以上，子宮頸管

治療経過：weekly TC療法＋MPA400mg/dayの内服を
開始し，１コース終了時のCTで肺転移は著明に縮小を
認めた（図3)。weekly TC6コース終了後に単純子宮

図１ 【症例 1】治療前 MRI（T2 強調像）

図３ 【症例１】胸部 CT 経過（左から初診時，１コース終了時，３コース終了時）

図２ 【症例１】治療前
PET-CT

2013年
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内膜上部まで浸潤あり。ER陽性，PgR陽性，右内鼠徑

癌）にて準広汎子宮全摘術＋骨盤内リンパ節廓清術

リンパ節に転移が認められた。術後weekly TC療法10

（術後化学療法あり）

コース施行，また術後6ヶ月目よりMPA200mg/day内

家族歴：特記事項なし

服開始となる。術後3ヶ月のCTにて多発肺転移は縮

現病歴：Y年，腹壁腫瘤にて当院形成外科で切除術施

小傾向を認め，術後２年以降は右上肺野に単発する結

行。病理診断で腺癌であり，子宮体癌の転移が強く疑

節影を認めるのみとなった（図５)。MPA内服を継続

われた。以降当科でフォロー継続し，Y+3年に腹壁

し，術後67ヶ月経過するが再発等は認めていない。

転移，左骨盤内転移出現。weekly TC療法7コース施

症

例

行，一時縮小するも消失なく，放射線療法追加し（左

３

骨盤40Gy，boost 20Gy)，CRとなっていた。Y+7年4

71歳，経産歴あり

月フォロー目的のCTで肝S５領域にLDA出現，3ヶ月

既往歴：18年前に子宮体癌Ⅰc 期（高分化型類内膜腺

後のCTで増大傾向あり治療介入となる（図6)。
治療経過：当初外科的切除予定であったが，根治手術
困難と判断，当科にて化学療法先行となる。weekly
TC療法１コース施行するも肝転移は急速に増大傾向で

図５ 【症例２】胸部 CT 経過（左から初診時，治療開始後３ヶ月後）

図４ 【症例 2】治療前 MRI（T2 強調像）

左図から Y+７年４月腹部 CT で LDA 指摘→ Y+７年７月

左図から Y+7 年 9 月，Y+7 年 11 月
図６

腹部 CT

大道

130

千晶・清水

美幸・木下

敏史・大倉

磯治・川田

昭徳

Vol.62 No.1

あり，また治療が長期に渡っており本人の化学療法継

て抗エストロゲン作用を持つ黄体ホルモン製剤であり，

続希望が弱く，外来治療にてMPA内服を開始すること

内膜のER産生を減少させ，エストロゲンの代謝酵素を

となる。Y+7年12月中旬よりMPA400mg/day内服開

増加させる働きをもっている。子宮体癌治療ガイドライ

始し，２ヶ月後のCTで転移腫瘤は著明に縮小を認めた

ン2009年版では，黄体ホルモン療法は類内膜腺癌G１あ

（Y+7年11月CTにて44mmの腫瘤→24mmに縮小)。内

るいはプロゲステロン受容体陽性の進行再発症例に用

服継続し，５ヶ月後のCTでは18mmまで縮小している

いられる（グレードB) １）とされ，NCCNガイドライン

（図7)。現在，外科的切除を視野にいれ，内服継続中

では，無症状または低悪性度の播種性転移例ではER陽

である。

性，PgR陽性の患者における黄体ホルモン製剤によるホ

考

ルモン療法が推奨されている２)。Decruzeらは，５つの

察

ランダム化比較試験と29の臨床第２相試験からなるホル

近年，本邦では子宮体癌の著明な増加が指摘されてい

モン治療を受けた，進行または再発子宮体癌の2471名に

る。当院において初回治療を行った子宮体癌症例は過

つき文献的なシステマティックレビューを行い，未治

去10年間で約2.5倍となり，増加の一途をたどっている

療の組織学的gradeがG１またはG２の子宮体癌ではホル

（図8)。このような状況の中で治療成績の向上には，

モン療法の奏功率が11-56％であり，無増悪生存期間が

予後因子を含めた適切な治療方法が求められるが，特に

2.5-14ヶ月と報告している3)。

Ⅲ期，Ⅳ期の進行子宮体癌においては，個々の状況に応

GOG81では用量比較試験をしており，用量は200mg

じた治療方針の立案が必要である。また，再発例の根治

と1000mgとで効果に差異はなく，有害事象の観点から

は非常に困難であり，治療法の選択にあたっては病巣の

200mgが適切であるとされている １)。有害事象として

局在や患者のPS，合併症などに基づき患者のQOLへの

は血栓性静脈炎，浮腫，貧血，肺塞栓症などがあり，

配慮も必要である。

特に肺塞栓症は最も患者のQOLを損なう有害事象であ

MPA（medroxyprogesterone）は，子宮内膜におい

図７

り，本邦での発症率は0.11%である4)。当科では予防的

腹部 CT（左図から Y+８年２月，Y+８年５月）

図８

当院における子宮体癌症例数年次推移

2013年

進行・再発子宮体癌に対してMPAが奏功した3症例

にaspirin 100mg/dayを併用している。また，特に血栓
ハイリスクである症例１に対しては化学療法施行時に
heparin Caの投与も併用している。幸い3例とも肺塞栓
症を含め重篤な有害事象は発生していない。
また，新たなホルモン療法としてはmTOR経路の阻
害を介してPgR発現を誘導する，プロゲスチン感受性
が回復するとされているメトホルミンや，mTOR阻害
剤，アロマターゼ阻害剤等も挙げられている。
今回，進行再発子宮体癌にMPA療法を併用し，重度
な有害事象なく治療効果を認めた3症例を経験した。
進行，再発子宮体癌の治療においては特にER陽性，
PgR陽性である高分化〜中分化類内膜腺癌の場合に治
療の選択肢としてMPA療法も積極的に考慮すべきであ
ると思われた。
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１）Thigpen T, Brady MF, Homesley HD, Soper JT,
Bell J. Tamoxifen in the treatment of advanced or
recurrent endometrial carcinoma a Gynecologic
Oncology Group study. J Clin Oncol 2001; 19: 364367.
２）http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/
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3）Decruze SB, et al: Hormone therapy in advanced
and recurrent endometrial cancer: a systematic
review. Int. J Gynecol Cancer 2007; 17: 964-978.
4）厚生省薬務局安全課：乳癌，子宮体癌患者におけ
る高用量酢酸メドロキシプロゲスチン投与中の血
栓症の発現．医薬品研究

1992；23：664-671.
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２生児を出産した妊娠許可基準を満たさない慢性腎不全合併妊娠の１例
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A case report of pregnant woman with severe chronic renal failure
who delivered two healthy babies
Takeshi Eguchi・Chiaki Omichi・Mayuko Ojima・Shiho Nomi・Junko Haraga・Naoki Okimoto
Etsuko Nobumoto・Seiji Inoue・Tomoyuki Segawa・Hisashi Masuyama・Yuji Hiramatsu
Department of Obstetrics and Gynecology, Okayama University Graduate School of Medicine,
Dentistry and Pharmaceutical Sciences

慢性腎不全患者は年々増加し，妊娠，分娩についての報告も次第に増加しているが，今もハイリスク妊娠であり厳重管理を
要する疾患である。今回，腎・尿路結石を基礎疾患とし，妊娠許可基準を満たさない慢性腎不全合併妊娠で２人の出生児を
得た症例を経験したので報告する。【症例】27歳，０経妊０経産。9年前より多発する腎・尿路結石で経過観察中に左腎膿
瘍を合併して左腎摘出術の既往あり。術後52日目に妊娠を契機に当科紹介受診。初診時に体重増加や浮腫，高血圧は認めな
かったが血液・尿検査でBUN 31.8mg/dl，CRTN 2.92mg/dl，Ccr 11.6ml/minと妊娠継続困難な所見を認めた。しかし本人の
強い希望で妊娠継続の方針とした。妊娠27週に尿管閉塞と腎盂腎炎を合併し尿管ステント留置し当院泌尿器科，腎臓内科併
診のもと妊娠36週に誘発分娩で出生体重1940gの児を出産した。第１児出産後も他科で経過観察されていたが，産後11ヶ月後
に受診した際，月経発来後3ヶ月間無月経であると訴えあり，妊娠反応陽性であったため当科紹介となった。前回同様，妊
娠継続の強い希望があり，協議の結果，妊娠継続の方針としたが，前回同様尿管ステントに加え腎瘻留置も行ない腎瘻留置
下で妊娠37週に誘発分娩により出生体重2226gの児を出産した。その後産褥１ヶ月で血圧上昇，腎機能悪化を認めたが降圧薬
が開始され，その後増悪はない。

The number of patients with chronic renal failure is increasing each year, and while information regarding
pregnancy and delivery is also increasing, pregnancy in these patients is still considered high-risk and requires
strict management. This is a report on a patient who gave birth to two children while suffering from chronic
renal failure which developed secondary to urolithiasis and nephrolithiasis, a health condition under which
pregnancy is a risk and therefore non-compliant with pregnancy permission standards. [Case] 27 years old, 0
previous pregnancies, 0 previous births. The patient had a history of excessive occurrence of kidney/urinary
tract stones starting 9 years ago and left nephrectomy due to left renal abscess complication. The patient
was referred to our department 52 days after surgery due to pregnancy. At first examination, symptoms
such as weight gain, swelling, and high blood pressure were not observed, but blood and urine test results
showed findings such as BUN, 31.8mg/dl; CRTN, 2.92mg/dl; and Ccr, 11.6 ml/min, indicating that pregnancy
was difficult. However, due to the patient’s strong desire, pregnancy was maintained. To ensure safe delivery,
regular examinations were conducted by urology and nephrology departments, and delivery was induced at
36 weeks, leading to the birth of an infant weighing 1940g. Postpartum follow-up examinations were continued
in other departments, but 11 months later, the patient complained of amenorrhea going on 3 months after
recommencing menstruation and was referred to our department after testing positive for pregnancy. As
before, the patient wished to maintain pregnancy, and in addition to the ureteral stent that was used in the
first delivery, a nephrostomy catheter was placed, and labor was induced at 37 weeks, leading to the birth of
an infant weighing 2226g. A month after giving birth, blood pressure increased and renal function worsened,
but initiation of hypotensive medication prevented worsening of the problem.
キーワード：慢性腎不全合併妊娠，腎・尿路結石，胎児発育不全
Key words：pregnancy with chronic renal failure, urolithiasis and nephrolithiasis, fetal growth retardation
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た。術後感染は改善し水分バランスも特に問題なく，術
後13日目に退院となる。しかし現在の状態であれば妊娠

慢性腎不全患者は年々増加の傾向を示しており腎透析

の許可は認められず腎移植後に検討するよう指示されて

中もしくは腎移植後の妊娠・分娩についての報告が多く

いたが，術後52日目の泌尿器科受診の際，妊娠反応が陽

みられるようになってきたが，2011年慢性透析患者に関

性であると訴えあり同日当科紹介となる。

する基礎集計（日本透析医学会）では透析導入した腎不

妊娠許可基準は満たしておらず，妊娠は通常許可でき

全原因の第17位（全患者数の0.2％)，平均年齢69.4歳と

ないことを患者および家族に説明したが，妊娠に伴う危

妊娠可能年齢で透析が必要になるほど重症化を認めるこ

険性を十分理解された上で妊娠継続を希望されたため，

とは少なく，妊娠，分娩に至った報告は非常に稀であ

妊娠管理を行うこととした。

る。症例は腎・尿路結石を基礎疾患とする慢性腎不全合

妊娠経過

併妊娠で妊娠許可基準を満たさない妊婦の妊娠，分娩管
理に苦渋し片腎摘出，尿管ステント留置，腎瘻造設を行

妊娠10週５日（初診)：CRLで分娩予定日修正，NT異常

ない２児の出産に至った症例を経験したため報告する。

なし

症
患者：27歳

例

０経妊０経産

既往歴：9年前；腎結石

86.9mg/dl CRTN 5.30mg/dl, K 5.7mmol/lと腎機能悪化
あり経尿道的右尿管ステント術施行

２ヶ月前；左腎膿瘍に対し腎

摘出術
生活歴：喫煙なし

妊娠26週１日：背部痛出現し右腎盂拡大，BUN

妊娠27週１日：羊水過多傾向（羊水ポケット7.1cm
AFI 25.5cm）超音波検査では胎児に明らかな異常は認

飲酒なし

められなかった。

家族歴：特記事項なし

妊娠28週１日：38.4℃の発熱あり急性腎盂腎炎の診断で

現病歴：

抗生剤加療，以後一旦腎機能改善認めたが徐々に悪化。

9年前に背部痛主訴で近医受診し右尿管結石を認めた

妊娠36週3日

BUN 59.3mg/dl，CRTN 4.22mg/dl，ま

が保存的加療で経過観察とされていた。6年前にも同様

た推定体重2126gで，２週間の胎児発育停止を認めたた

の所見で受診した際，左尿管にも結石があり体外衝撃波

めterminationの方針とし，PGF2α点滴で誘発分娩にて

結石破砕術（Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy：

翌日（妊娠36週4日）出産となる。分娩経過は特に問題

ESWL）を施行。以後近医で経過観察されていたが再

は無かった。

発を繰り返し3年前に左尿管ステント留置術施行した

分娩情報

が，徐々に左腎結石は増大し，また腎皮質の萎縮も出
現してきたため１年２ヶ月前に前医を紹介受診。受診

体重 1940g

Apgar score 8/9（１分値/５分値）

時腎盂全体に珊瑚状結石を形成していてCRTN 3.0mg/

胎盤重量 370g

dl，Ccr 11.6ml/minと腎機能低下を認めESWLを複数回

長 34cm

厚さ 2.0cm

大きさ 18×13.5cm

臍帯

太さ 12×11mm

施行したが腎機能は改善しなかった。今後の妊娠希望が

母体は産褥１日目でpH 7.259，pCO2 27.9mmHg，

あったため腎移植を考慮し１年前に当院泌尿器科を受

HCO3 12.6mmHg，BE −12.6mmol/lと代謝性アシドー

診。CRTN 5.0mg/dl以上で先行的腎移植（Preemptive

シスを呈していたためNaHCO3投与。分娩前と比べて腎

transplantation：PET）の予定として腎臓内科併診のも

機能はCRTＮ 3.35g/dlと悪化を認めなかったため産褥５

と食事療法のみで経過観察とされた。経過中renogram

日目に退院となる。

を施行し，左腎は無機能pattern，右腎は閉塞patternを
呈していた。

児は出生直後には活気良好で啼泣も問題無かった
が，その後皮膚色不良となり酸素投与を継続するも，

２ヶ月前に左側腹部痛が出現し，超音波検査で腎盂拡

陥没呼吸，多呼吸出現しアシドーシスを認め（pH

大を認め，血液検査でWBC 24510/μl（NE 22059/μl）

7.202，pCO2 36.8mmHg，BE −14.2mmol/l，HCO3

CRP 28.8mg/dl，尿細菌（+++）であり膿腎症と診断

13.9mmol/l)，胸部XPでBomselⅡ度で呼吸窮迫症候群

し抗生剤，左尿管ステント留置術目的で入院管理とし

の診断でSiPAP管理となったが日齢7日目に呼吸状態

た。入院時採血でBUN 31.2mg/dl，CRTN 2.84mg/dl，

が安定したため中止。また出生後よりBUN 53.7mg/

eGFR 18.4ml/min/1.72㎡と以前に比べると腎機能の悪

dl，CRTN 3.94mg/dlと腎機能悪化の所見を認めたが２

化は認めないがFDP 13.5μg/ml，D-dimer 6.3μg/ml

日目には改善を認めた。体重増加もなく日齢18日目に退

（DIC score 3点）と凝固系の亢進も認め，もともと左

院となる。その後の検診では特に異常所見は認めていな

腎は無機能patternを呈していたことから腎摘出術を選

い。

択し入院後13日目に後腹膜鏡下左腎摘出術施行となっ

以後腎機能はCRTN 3.0-3.5mg/dlで推移していたが妊

2013年
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娠前と比較して悪化はみられないが，妊娠終了により明

めなかったが羊水量の増大（最大で妊娠29週：羊水ポ

らかな改善は認めなかった。

ケット 8.9cm AFI 30.4cm）と，それによる切迫早産の

当科，泌尿器科，腎臓内科ともに今後の妊娠許可は認
めず避妊指導をおこない，分娩後も泌尿器科，腎臓内科
で経過観察されていたが，分娩から11ヶ月後にfollow up

悪化を認め塩酸リトドリン増量で経過観察とした。
羊水量は32週頃より徐々に正常化され胎児発育も問題
なく妊娠36週１日塩酸リトドリンを中止とした。

CTのため受診した際，月経発来後3ヶ月間無月経であ

その後も更なる腎機能悪化は認めなかったが，妊娠終

ると訴えあり妊娠検査を施行したところ陽性であり紹介

了には十分な検査所見であったためterminationの方針

となった。

として妊娠37週１日オキシトシン点滴静注誘発にて出産
となる。分娩経過は問題なかった。

妊娠経過
妊娠14週５日（初診)：BPDで分娩予定日修正

分娩情報

CRTN

２-3mg/dlで推移

体重 2226g

Apgar score 8/9（１分値/５分値）臍帯

妊娠22週５日：BUN 48.4mg/dl, CRTN 4.39mg/dl WBC

動脈pH 7.269

12430 （NE 11700）CRP 14.6mg/dl著明な腎盂拡大を認

胎盤重量 465g

厚さ 2.0cm

め水腎症，腎盂腎炎の再発と診断し右尿管ステント留置

石灰沈着なし

臍帯長 41cm

目的で入院し同日施行。一旦水腎症，腎盂腎炎，腎機能

量：100g

大きさ15×19cm
太さ 15×10mm

梗塞，
出血

腎瘻留置後自己排尿は消失していたが，産褥１日目よ

は改善し退院
妊娠25週１日：高度貧血出現（Hb 6.1g/dl)，鉄剤，葉

り自己排尿があったため泌尿器科医師と相談して腎瘻を

酸，VitB12内服加療を行った。

挟鉗してみたが水腎症の悪化は認めず産褥２日目に腎瘻

妊娠26週２日：背部痛，発熱が出現し腎盂腎炎の診断で

抜去とした。入院中に尿管ステント抜去を試みたが，疼

尿管ステント交換のため入院

痛により膀胱鏡挿入困難であり留置のままとした。腎機

妊娠26週4日：羊水は正常高値（羊水ポケット 5.6cm，

能悪化認めず産褥５日目に退院となる。産褥14日目に

AFI 23.9cm）であったが超音波検査で明らかな胎児異

尿管ステントの自然排出あり抜去。産褥25日目に１週

常は指摘されず。

間前より尿量減少，退院時より3kgの体重増加，血圧

妊娠26週５日：BUN,CRTNの上昇は認めなかったが，

上昇（BP 146/94mmHg），CRTN3.13mg/dl（退院時

急激な体重増加（+５kg）あり，著明な腎盂拡大を認め

2.50mg/dl）と上昇，尿蛋白定性（２＋）と腎不全の悪

今後の腎機能悪化を危惧されたため緊急で経皮的腎瘻造

化を認めたためまずは降圧目的でCa２+ch blocker，ルー

設術施行となる。

プ利尿薬が開始となり産褥32日目には浮腫は改善し，血

妊娠27週２日：腎機能改善を認めたが，下腹部緊満感と

圧も正常化した。

頚管長短縮（20mm）を認め当科に転科のうえ入院管理

児に関しては，出生後は活気良好で啼泣も問題無かっ

とした。同日より塩酸リトドリン持続点滴を開始した。

た。前回同様日齢０日目のCRTN値は2.50と高値であっ

腎瘻造設後利尿期となり１日尿量4000mlあったため慎

たが，日齢3-５日目と日を追うごとに正常化した。当

重な水分コントロールを行った。以後腎機能の悪化は認

科基準である新生児体重2200gを超えたため日齢14日目

図１

AFI 推移
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に退院となる。現在のところ特に腎機能低下など異常所

回目の産後に血圧上昇を認めた原因として，妊娠終了に

見はない。

伴い産褥の循環動態の変化，また腎瘻抜去後に尿管ステ

考

ントの自然排出をそのまま経過観察したことによる腎後

察

性腎不全の悪化を認めたことが本症例の反省点といえ

本症例は，多発する尿路結石を基礎疾患とする腎後性

る。その根拠として幾分か妊娠子宮の増大による尿路圧

腎不全合併妊娠で妊娠許可基準を満たさないが妊娠継続

迫が妊娠中期の腎機能悪化に寄与していると考えられた

を強く希望した症例であった。本人に妊娠継続に伴って

が，本症例では子宮増大による尿路圧迫の解除は産後大

循環血漿量，腎血流や糸球体濾過量が一般成人女性の

きく腎機能改善に寄与していなかった。

1.5倍になり腎臓自体に負担をかけること，また子宮自

妊娠中の尿管ステント留置に関しては多数の報告があ

体が増大することによる物理的な尿路圧迫も加えられ更

るがいずれの報告でも効果的で，シンプルかつ安全な方

なる腎不全悪化が危惧されると説明をおこなった。腎機

法であると結論している。２）3）4）

能に関しても妊娠許可基準として腎・尿路結石による腎

また妊娠中の経皮的腎瘻造設術や腎瘻留置中の分

不全の妊娠許可基準は示されていないため慢性腎炎症

娩に関する報告はほとんどない。本症例のように

候群の指導指針を用いて24時間クレアチニンクリアラ

terminationが必要となるほど急激な腎機能の悪化は認

ンスを指標として妊娠可能な値は70ml/min以上で，50-

めないが著明な腎盂拡大が出現したため止む無く腎瘻留

70ml/minは原則として勧められず，50ml/min未満は勧

置に至った例は，Zwergelら3）の報告によると妊娠中の

められないと伝えたが，妊娠継続の強い希望があり当科

尿路結石患者30名のうち腎盂尿管移行部狭窄，嵌頓結石

だけでなく泌尿器科，腎臓内科と併診し厳重な管理のも

の２例で経皮的腎瘻造設術が必要となったと報告してい

と周産期管理を行った。

るがいずれの症例もシンプルかつ安全な効果的な方法で

妊娠中は一般成人女性でも腎・尿路結石が生じやすく

あったと述べている。本症例では，泌尿器科と協議の結

生理的水腎症，プロゲステロンの分泌増加による尿管の

果，腎瘻留置中の分娩方法として腎瘻挿入部をテープで

蠕動低下や，尿管平滑筋の緊張低下による尿管拡張が関

強く固定するだけで，特に自然抜去など問題は起こらな

係していると考えられる。腎・尿路結石と妊娠に関して

かった。仮に自然抜去したとしても腎不全の急性増悪や

は，腎・尿路結石による疼痛刺激で子宮収縮が誘発され

尿毒症症状の出現がないかぎり分娩後に再挿入すること

流早産が生じる。本症例は結石による疝痛発作の頻度は

で問題ないと考えられる。

それほど頻繁ではなかったが，結果的に切迫早産となっ
た。その理由の一つに羊水過多が挙げられる。羊水量の

結

語

推移を（図１）に示す。羊水過多の原因は明らかではな

妊娠許可基準を満たさない多発する腎・尿路結石によ

いが，母体の循環血漿量の過剰が関係していると考えら

る腎後性腎不全合併妊娠で２児を出産した症例を経験し

れ，本症例も生理的に増加する妊娠20週から28週と一致

た。本症例は，血圧管理は良好であったが妊娠中期にか

していた。また胎盤における高BUN血症により胎児の

け羊水過多，腎機能の悪化を認めたがほぼ妊娠満期まで

１）

もある。いずれにし

妊娠継続することができ，低出生体重以外は胎児には問

ても羊水過多による切迫流早産に気をつけて管理するべ

題なかった。しかし出産後に腎機能悪化がすることもあ

きである。

るため妊娠時だけでなく産褥期の管理も大切である。

浸透圧性利尿がおこるという説

腎機能と母体胎児予後としてCRTN 2.0mg/dl以
上と1.4-2.0mg/dlを比較すると子宮内胎児発育不全
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一絨毛膜二羊膜双胎一児死亡後の生存児に発症した先天性腸管閉鎖症と
先天性皮膚欠損症の経験
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Two case of congenital intestinal atresia and aplasia cutis congenita after
the intrauterine death of a monochorionic co-twin
Mariko To・Emiko Abe・Youko Hagiyama・Haruchika Anan・Yoshiaki Kozuka
Natsuyo Ugumori・Tamaki Kaneishi・Yuji Kondou・Hiroshi Ochi
Department of Obsterics and Gynecology, Ehime Prefectural Central Hospital

一絨毛膜二羊膜双胎の一児死亡の予後については国内外から様々な報告がある。一児死亡後に子宮内で生存した生存児の40〜
50%の症例は，新生児・乳児死亡もしくは神経学的合併症を有するが，他の異常の報告も散見される。今回，我々は一絨毛
膜二羊膜双胎において双胎一児死亡後の生存児に発症した先天性腸管閉鎖を認めた１例と先天性腸管閉鎖と先天性皮膚欠損
を認めた１例を経験した。症例１は妊娠16週０日で一児死亡確認し，当科紹介となった。妊娠29週頃より超音波検査にて腸
管拡張を認めていた。妊娠36週4日に自然陣痛が発来し，2659gの女児を分娩し，児は先天性空腸閉鎖症の診断で同日空腸空
腸吻合術，拡張腸管切除術を施行した。症例２は妊娠15週１日で双胎一児死亡と診断し，妊娠20週頃より超音波にて腸管拡
張を認めていた。妊娠36週１日に帝王切開にて2283g 男児を分娩，多発小腸閉鎖とS状結腸閉鎖および先天性皮膚欠損を認め
た。日齢２に空腸空腸吻合術および結腸結腸吻合術施行し，皮膚病変に対しては対症療法施行した。一絨毛膜二羊膜双胎一
児死亡の生存児への影響は多彩であり詳細な経時的観察と慎重な管理が必要である。

We report 2 cases of a surviving monochorionic twin with multiple intestinal atresia and aplasia cutis
congenita that developed after the intrauterine death of the co-twin. Case 1: A 27-year-old woman (gravida 0,
para 0) was informed of single intrauterine fetal demise at 16 weeks of pregnancy. The surviving fetus was
delivered at 36 weeks of gestation. The baby girl weighed 2659g, and her Apgar scores were 8 at 1 min and
9 at 5 min. Congenital intestinal atresia was identified, and surgery was performed on the day of birth. Case
2: A 30-year-old woman (gravida 2, para 1) was informed of single intrauterine fetal demise at 15 weeks of
pregnancy. The surviving baby was delivered by cesarean section. The baby boy weighed 2283g with Apgar
scores of 8 at 1 min and 9 at 5 min. He had intestinal atresia and aplasia cutis and underwent surgery on the
day after birth.
キーワード：一絨毛膜二羊膜双胎，双胎一児死亡，先天性腸管閉鎖症，先天性皮膚欠損症
Key words：monochorionic twin, single IUFD, congenital intestinal atresia, aplasia cutis congenita

緒

言

症

例

１

一絨毛膜二羊膜双胎（MD双胎）において，妊娠中の双

年齢：27歳

胎一児死亡は決して稀ではなく，双胎一児死亡の際には

妊娠分娩歴：０回経妊０回経産

生存児の死亡や神経学的後遺症の発生が問題になるが，

既往歴：特記することなし。

その他にも多彩な児への影響の報告も散見される。今回

家族歴：特記することなし。

我々は，MD双胎における一児死亡後の生存児に腸管閉

現病歴：自然妊娠成立後，前医にてMD双胎と診断し

鎖を認めた１例と腸管閉鎖と皮膚欠損を認めた１例を経

た。その後，双胎一児死亡を認め，妊娠16週０日当院へ

験したので報告する。

紹介受診となった。妊娠29週より超音波検査にて多発性
の腸管拡張を認めるも腹水貯留はなく，羊水量および胎
動ともに良好に経過していた。妊娠経過中を通して胎児
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の体重増加は良好であり中大脳動脈PI，臍帯動脈PI，

蠕動亢進を認めた。腹水貯留なく羊水量および胎動と

臍帯静脈などの血流異常や羊水量の異常は認めなかっ

もに良好であった。妊娠29週より子宮内胎児発育不全

た。腸管拡張は多発性であり蠕動を認めた。妊娠36週

が疑われ，妊娠30週１日管理入院とした。妊娠経過

4日に自然破水，陣痛発来しApgar Score 8/9点（１

中，児の推定体重は−1.5〜1.7SDで推移したが発育の

/５分値)，2659gの女児を正常経腟分娩となった。臍帯

停止はなく中大脳動脈PI，臍帯動脈PI，臍帯静脈など

動脈血pHは7.31であった。続いて速やかに胎盤ととも

の血流や羊水量の異常は認めなかった。腸管は多発性

に19g の児を死産した。死産児は紙様児であり臍帯は卵

に拡張し蠕動を認めた。既往帝王切開後妊娠のため選

膜付着であった。胎盤所見は梗塞，絨毛膜羊膜炎の所

択的帝王切開を予定していたが妊娠36週１日，陣痛発

見はなかった。生児において，腹部は軽度膨満してお

来し緊急帝王切開術を施行した。Apgar Score 8/9点

り腹部X線写真では消化管ガスは少量貯留，注腸造影

（１/５分値)，2283gの男児を分娩した。臍帯動脈血

では虫垂までは造影されるがその口側は造影されず先

pHは 7.31であった。続いて速やかに胎盤娩出とともに

天性空腸閉鎖の診断で出生当日，空腸空腸吻合術およ

25gの児を死産した。死産児は紙様児であり胎盤所見は

び拡張腸管切除術を施行した（図１)。術後経過は良好

白色梗塞等の所見は認めなかった。生児は出生直後よ

であり，術後33日目に退院となり外来経過観察となっ

り腹部膨満を認め，また両側膝前面に多発するびらん

た。

と両側腹部や背部にも膝よりは軽度であるが多発する

症

例

びらんを認めた。腹部膨満は，EDチューブ挿入し減圧

２

をはかり上部消化管造影検査および下部消化管造影検

年齢：30歳

査を施行した。上部では空腸から肛門側は造影されず

妊娠分娩歴：２回経妊１回経産

下部ではS状結腸途中より口側は造影されなかった。以

既往歴 ：帝王切開術（分娩停止）

上より，多発小腸閉鎖，S状結腸閉鎖と診断し日齢２に

家族歴：特記することなし。

空腸空腸吻合術および結腸結腸吻合を施行とした（図

現病歴：自然妊娠成立後，前医にてMD双胎と診断し

２)。また，皮膚病変に対して生検にて先天性水疱症が

た。妊娠15週１日，当院に初診となった。その際双胎

疑われたが確定診断には至らず，先天性皮膚欠損症と

一児死亡と診断した。妊娠20週より生児の腸管拡張と

診断され創傷被覆剤貼付など対症療法を行い，その後

図１

症例１

図２

小腸多発閉鎖（妊娠 35 週超音波検査および術中所見）

症例２

小腸多発閉鎖（妊娠 29 週超音波検査，術中所見）

2013年

一絨毛膜二羊膜双胎一児死亡後の生存児に発症した先天性腸管閉鎖症と先天性皮膚欠損症の経験

141

出生後１年にわたって新たな病変の発生なく経過してい

小腸閉鎖症はどの部位にでも起こりうるが，実際には

る（図3)。術後経過は良好であり日齢83に退院となり

近位側空腸あるいは遠位側回腸に発生することが多く，

外来経過観察となった。

当院の症例のように多発性閉鎖症となるものは約6%で

考

ある。これらの原因としては，腸軸捻転，腸重積，内ヘ

察

ルニア，脈管障害などがあり間接的あるいは直接的な循

双胎一児死亡においては，生存児に様々な影響をもた

環障害の結果と考えられている。また，閉鎖腸管の遠位

らすことが知られているが，MD双胎ではそのリスクが

側の内腔には胆汁（妊娠11週頃初めて出現)，扁平上皮

有意に高くなることが知られている。日本産科婦人科学

（妊娠12週頃より出現)，うぶ毛（妊娠6-7ヶ月頃出

会の調査によると70名のMD双胎一児死亡後の生存児で

現）が見られるため小腸閉鎖の発生時期は器官形成が

は児死亡は13%，神経学的予後不良は38%と報告されて

終了した後に起こっていることが示唆される。腸間膜

１)

いる 。国内外からの諸家の報告でもほぼ同様の結果で

脈管障害説と合致するように，空腸回腸閉鎖症に合併

あり，一児死亡後に子宮内で生存した生存児の40〜50%

する染色体異常や腸管外奇形の頻度は極めて低い3)。自

の症例には新生児・乳児死亡，もしくは神経学的合併症

験例においても生児には腸管や皮膚以外の異常所見は

を伴うこととなる。生存児には重篤な中枢神経障害（水

認めず，胎生期における一児死亡によるacute feto-fetal

頭無脳症，孔脳症，二分脊椎など)，心奇形，口唇口蓋

hemorrhage が引き起こされ循環障害が起こった結果生

裂や腸管壊死，腎皮質壊死，肝壊死，皮膚欠損などの発

じたと考えられる。大腸閉鎖の病因も，小腸閉鎖症と類

生も報告されている。当院の症例においては消化管閉鎖

似しており胎生期での腸間膜血行障害や二次的に腸捻転

症と先天性皮膚欠損症を認めた。

のような機械的な障害が生じ循環障害が起こることに

これらの予後不良の原因として古典的には死亡胎児か

よって生じると考えられている3)。

らの塞栓説やDIC説が唱えられてきた。これは吻合血管

また，症例２で認めた双胎一児死亡後における先天

を通じて死亡胎児と胎盤からの血栓塞栓物質の移行によ

性皮膚欠損症との関連については本邦でも報告されて

り塞栓やDICを引き起こすことで中枢神経系をはじめと

いる。先天性皮膚欠損症は，全分娩の0.3%に発生し，

した多臓器障害を引き起こすという学説に基づく。最近

Friedenの分類（表１）では，形状，欠損部位，原因

では，これらの病態が関与する症例の頻度は極めて低い

（感染症や抗甲状腺薬などの母親の内服歴)，合併症に

と考えられており，吻合血管を通じて生存児から死亡児

よって9グループに分類されている4)。先天性皮膚欠損

への急速な血液流入が起きその結果生存児の諸臓器に広

の大部分を占めるのは頭皮の部分欠損で体幹部などの欠

範な虚血性変化が生じるacute feto-fetal hemorrhageが

損は稀である。本症例ではグループ５「紙様児および

２)

主要な因子であると考えられるようになってきた 。

胎盤梗塞に関連するもの」に分類される。本症の成因

表１

図３

症例２

腹部膨満，皮膚欠損

先天性皮膚欠損症分類（Frieden, 1986）
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については，①羊膜の癒着，②子宮外からの圧迫によ
る外傷，③皮膚の発生異常などの説が提唱されてきた
が，少なくともグループ５については，一児死亡によ
りできた血栓が胎盤および胎児に移行し血栓が潅流域
の壊死をもたらし皮膚欠損が出現するという説が唱え
られている。しかし，双胎一児死亡の生存児予後不良
の原因として死亡胎児からの塞栓説やDIC説からacute
feto-fetal hemorrhageが主要な因子と考えられるように
なってきたように，皮膚病変に関してもacute feto-fetal
hemorrhageによる虚血性変化が原因となっている可能
性は否定できない。しかし，これには胎内における皮膚
とそれを潅流する血管との関係が明らかにされる必要が
あるが，現時点の発生学ではまだ十分に解明されている
とは言い難い。臨床的には個々の症例に対して注意深く
観察することが重要であると考える。

結

語

今回MD双胎一児死亡における生存児に消化管閉鎖と
先天性皮膚欠損症を認めた。MD双胎一児死亡における
生存児への影響は多彩であり慎重に管理する必要があ
る。
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乳房温存手術を施行した乳癌合併妊娠の１例
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A case of pregnancy-associated breast cancer treated with breast-conserving surgery
Junichi Nishimura・Asahi Kawasaki・Junko Miyamoto・Narihisa Takahashi・Yoko Narai
Toshiko Ueda・Saori Matsuoka・Naoki Yoshino・Hiroko Kurioka・Masashi Moriyama
Kazuhiko Yamamoto・Osamu Iwanari
Department of Obstetrics and Gynecology, Shimane Prefectural Central Hospital

我々は，妊娠中に乳房温存手術を施行した乳癌合併妊娠の一例を経験したので報告する。症例は40歳１経妊１経産，帝王切
開の既往あり。妊娠4か月ごろより右乳房腫瘤を自覚していた。前医にて妊娠21週時に右乳房腫瘤の生検を施行され，乳癌
と診断された。妊娠22週，乳癌治療および周産期管理の目的で当院を紹介され受診。乳房超音波検査にて右A〜AB領域に40
×16mmの境界不明瞭で不整な腫瘤を認めたが，CT検査ではリンパ節転移，遠隔転移を認めなかった。妊娠24週，右乳房部
分切除術を施行した。術中，センチネルリンパ節陽性を認め，腋下リンパ節郭清を追加した。術後，浸潤性乳管癌，Ⅱb 期，
pT2N1M0，切除断端陰性と診断され，エストロゲン受容体（+)，プロゲステロン受容体（+)，HER2（１+）であった。術
後11日目に退院し，妊娠34週まで前医にて妊婦健診を受けていた。妊娠36週4日当科にて，帝王切開術を施行した。術後7
日目より化学療法を開始し，化学療法後５日目に退院。以後，近医および当院にて追加治療を行い，現在，再発を認めてい
ない。

We report a case of a woman who developed breast cancer during pregnancy and underwent breastconserving surgery with axillary lymph node dissection. The patient was a 40-year old woman, gravida 1,
para 1. She noticed a lump in her right breast in the 4th month of gestation and received a histopathological
diagnosis of right breast cancer at 21 weeks of gestation. She visited our hospital, where ultrasonographic
examination showed a 40×19-mm tumor in her right breast. Computed tomography showed neither lymph
node involvement nor distant metastasis. She underwent breast-conserving surgery with axillary lymph node
dissection at 24 weeks of gestation. Histopathological examination showed invasive ductal cancer, Stage Ⅱb
(pT2N1M0), positive for estrogen receptor, progesterone receptor, and HER2. She subsequently underwent
cesarean section at 36 weeks of gestation and started chemotherapy 7 days after delivery. To date, she has
experienced no recurrence.
キーワード：乳癌，妊娠，乳房温存手術
Key words：Breast cancer, pregnancy, breast-conserving surgery

緒

症

言

妊娠授乳期乳癌は，妊娠中あるいは産後１年以内に
診断された乳癌と定義されている。発症頻度は3000〜
10000分娩に１例と言われている

１)

。乳癌罹患率の増

例

患者：40歳
主訴：右乳房腫瘤
妊娠・分娩歴：１経妊１経産

前回，帝王切開

加 ２)，女性の晩婚化，それに伴う妊娠，出産年齢の高

既往歴：特記事項なし

齢化のため，妊娠授乳期乳癌に遭遇する機会は増加す

家族歴：糖尿病

ることが考えられる。今回，我々は妊娠中に乳癌と診

現病歴：自然妊娠後，近医にて妊婦健診を受けてい

断され，乳房温存手術を施行した症例を経験したの

た。妊娠4か月の頃より右乳腺腫瘤を触知。妊娠21週

で，若干の文献的考察を加え報告する。

時に，乳腺外科を受診し，生検にて浸潤性乳癌を認め
た。周産期管理および乳癌治療のため当院を受診し
た。
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入院後経過：当院で施行した乳房超音波検査では右A〜

パ節生検にて，転移を認めたため，腋窩リンパ節郭清

AB領域に40×16mm大の，不整形，境界明瞭粗雑，内

を追加施行した。創部ドレーンを挿入し，手術を終了

部は不均一な腫瘤を認めた（図１)。胸部CT検査では

した。手術時間は3時間27分，出血量は52gだった。術

右A-AB領域に18×13×27mm大の腫瘤を認めた（図

前，子宮収縮を認めなかったため，子宮収縮抑制剤は

２)。マンモグラフィでは右乳房にスピキュラを伴う腫

使用しなかった。術中，術後も子宮収縮を認めず，子

瘤を認めた（非表示)。患者およびその家族に，右乳癌

宮収縮抑制剤は使用しなかった。創部ドレーンを術後

の診断で，右乳房部分切除およびセンチネルリンパ節

10日目に抜去し，術後11日目（妊娠26週２日）に退院

生検を施行することを説明した。切除断端が陽性であ

した。

れば，切除範囲が広がる可能性もあり，乳頭を超える

病理検査：肉眼的に30×27×20mm大の比較的境界が明

切除となれば乳房全摘の可能性も説明した。また，セ

瞭な，灰白色充実性腫瘍を認めた（図3)。組織学的に

ンチネルリンパ節生検で転移を認めた場合は，腋窩リ

は浸潤性乳管癌で，浸潤巣を越える乳管内進展は認め

ンパ節郭清を追加施行することも説明した。妊娠24週

られなかった（図4)。

５日，右乳癌の診断で全身麻酔および硬膜外麻酔下に

術後，経過：術後病理検査の結果，右乳癌

右乳房部分切除術を施行した。術中，胎児心拍の連続

pT2N1M0，エストロゲン受容体（+90％)，プロゲス

モニターを施行した。術中に施行したセンチネルリン

テロン受容体陽性（+80-90%)，HER2（１+）と診断

Ⅱb期

した。日本乳癌学会の乳癌診療ガイドラインでは術後
3か月以内に，化学療法を開始することが望ましいと
されていることを説明した。患者および家族が最大限
の妊娠期間延長を希望したことも考慮し，分娩後，乳
腺部分切除後3か月目に化学療法を開始する事となっ
た。退院後は，近医にて妊婦健診を引き続き受けた。
妊娠36週3日既往帝切後妊娠のため，当院にて帝王切
開を施行した。女児，2600g，Apgar 8点（１分)，
9点（５分）で，産褥５日目まで，母乳栄養を施行し
た。
産褥7日目より，化学療法（エピルビシン，シクロ
フォスファミド，フルオロウラシル）を施行した。副
作用なく，産褥12日目に退院した。断乳したまま，上
記化学療法を4コース施行後，ドセタキセル投与を4
図１ 乳房超音波（右乳房）
右 A〜AB（３時）40×16mm 大，不整形，境界明瞭粗雑，内部不
均一な腫瘍を認めた。前方後方乳腺境界線の断裂も認めた。

コース施行した。その後，放射線療法，タモキシフェ

図２- a 胸部 CT 検査
右乳腺 A−AB 領域に約 18×13×27mm 大の淡い造影効果を示す
腫瘤性病変を認めた。

図２- b 胸部 CT 検査（右乳房の拡大像）
A−AB 領域に腫瘤性病変を認めた。

2013年

乳房温存手術を施行した乳癌合併妊娠の１例

ン内服治療を行い，現時点では，再発を認めていない。

考
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達，変化のため高濃度乳腺を呈し，その感度は63-78%
と言われている。そのため，その読影には注意を要す

察

る9)-10)。超音波検査は，胎児に対する被爆の危険性はな

妊娠授乳期乳癌は，妊娠中あるいは産後１年以内に

く，簡便で有用な検査である。妊娠中の乳癌患者の腫瘤

診断された乳癌と定義され，発症頻度は，3000〜10000

は，超音波検査にて100％抽出できるとされている 11)。

分娩に１例と言われている１)。しかし，乳癌罹患率の増

病変の進展や転移を評価し，進行期を決定する際には，

加２)，女性の晩婚化，それに伴う妊娠，出産年齢の高齢

さらに検査が必要である。その精査には胸部X線，CT

化のため，妊娠授乳期乳癌に遭遇する機会は今後，増加

検査，骨シンチグラフィ，MRI検査を用いる。胸部X線

することが考えられる。

は腹部遮蔽を行えば，胎児被爆を減少させ，比較的安全

妊娠，産褥による乳房の変化が，妊娠授乳期乳癌の診

に使用できる。CT検査は遠隔転移を検索するのに有用

断の遅れや困難さを引き起こす。そのため，妊娠授乳

であるが，胎児被爆の問題があり注意を要する。骨シン

期乳癌は進行癌が多く，予後不良とされている3)。一方

チグラフィは骨転移の検索に有用であるが，放射性物質

で，臨床進行期を合わせると予後は非妊娠時の乳癌と差

の胎児骨や胎盤への蓄積が報告されている。一方で，放

4)

がないとする報告もある 。また，妊娠は乳癌の診断，

射性物質の濃度を減らし，利尿を促すことで，胎児への

評価，治療の遅れをもたらすが，35歳以下の妊娠授乳期

危険度を減らすことができるという報告もあるが，現時

乳癌は非妊娠時と比較して，局所再発，遠隔転移，生存

点では，妊娠中は控えるべきであるとする報告が多い。

５)

率に差は無いとする報告もある 。

MRI検査は，胎児被爆の危険性はないが，造影剤は胎盤

乳癌の診断には触診，視診だけでなく，良悪性の判断

を通過することが報告されている 6)，7)，12)。いずれの検

のための病理検査，乳房局所における病変の進展，拡が

査も，転移の精査には有用であるが，その施行には検査

り，遠隔転移の有無を調べるための画像検査が必要であ

の有用性と，胎児への影響を考え施行しなければならな

る。吸引細胞や針生検は，比較的安全に施行でき，腫瘤

い。

を認める場合に，行うべき検査と言われている。病理検

妊娠中絶は，乳癌の予後を改善しないと報告されてお

査結果を判断する際には，妊娠中や授乳中は，過形成変

り，予後改善のための中絶は勧められない。しかし，進

化を認めることに注意しなければならない。また，授乳

行癌において，妊娠中絶が乳癌の予後に与える影響に関

中の生検では膿瘍や瘻孔形成に注意しなければならな

しての報告は少なく，また妊娠第１三半期に診断され

い6)-7)。通常施行される２方向性マンモグラフィ検査で

た場合，治療の遅れが懸念される。現時点では，個々

は，胎児への被爆量は0.004Gyで，腹部遮蔽を行えば，

の症例によって，妊娠継続か中絶かを協議する必要が

7)-8)

。

ある 6)，12)。妊娠中の乳癌の治療方法は，基本的に非妊

しかし，比較的若い女性が多く，妊娠による乳腺の発

娠期乳癌と同様であるが，内分泌療法，放射線療法は

妊娠時でも安全に施行できると報告されている

図４

図３ 摘出乳腺の割面
30×27×20mm 大の境界比較的明瞭な灰白色充実性腫瘤を認めた。

病理組織像（右乳腺 H-E 染色
浸潤性乳管癌を認めた。

×100）
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時期などを症例ごとに決定しなければならない。

フェンは，妊娠中に投与しても，胎児に影響しないと

妊娠授乳期乳癌に遭遇する機会は今後，増加するこ

いう報告もあるが，Goldenhar症候群や生殖器異常が発

とが考えられる。痛みを伴わない乳房腫瘤は，妊娠

生したという報告もある。Golednhar症候群は，1952年

期乳癌でよく見られる症状である 12)。腫瘤を認める際

にGoldenharによって，眼球上類皮腫，副耳介，耳介瘻

は，妊娠期乳癌の可能性を考慮し，適切な精査，管理

を三主徴とした症例として報告された。その後，Gorlin

を行わなければならない。

は脊椎異常の合併を高頻度に認めるため，眼・耳介・

文

脊椎症候群（oculoauriculov vertebral syndrome）と

献

名付けた。その多くは，孤発性で，3500〜5600の出生
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半側に生じ，第１，第２鰓弓由来の組織，器官の発育
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性があり，妊娠中には推奨されない 。手術術式は，

Schlegelberger, Monika Keller, Sebastian Harder,

基本的には妊娠期乳癌と非妊娠期乳癌で変わりはな
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ば腋窩リンパ節の郭清を省略でき，上肢浮腫等の術後

Recommendations from an Expert Meeting.
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【連絡先】
西村 淳一
島根県立中央病院産婦人科
〒 693-8555 島根県出雲市姫原 4 丁目 1-1
電話：0853-22-5111 FAX：0853-21-2975
E-mail：izumosoba 2010@ybb.ne.jp

147

2013年

149

地 方 部 会 欄
平成25年度
鳥取産科婦人科学会
鳥取県産婦人科医会
総会ならびに学術講演会
日時：平成25年５月19日（日）
場所：米子コンベンションセンター

特別講演（13：30−14：30）
（共催：富士製薬工業株式会社）
座長

鳥取産科婦人科学会会長

原

田

省

「子宮内膜症を管窺する」
熊本大学大学院生命科学研究部
教授

片渕

秀隆

産科婦人科学

先生

一般講演
Session1（16：00−16：27）
座長

皆

川

幸

久（鳥取県立中央病院）

１．急速な転帰をたどった子宮肉腫の２例
鳥取市立病院
○久保光太郎・早田

裕・長治

誠・清水

健治

明子・佐藤

２．進行卵巣癌におけるInterval debulking surgery（IDS）の意義に関する検討
鳥取大学
○佐藤

誠也・島田

宗昭・浪花

潤・工藤

大石

徹郎・板持

広明・紀川

純三・原田

慎也

省

3．歴史からみた帝王切開を担った人々
安来市立病院
○水田

正能

Session2（16：30−16：57）
座長

岩

部

富

夫（鳥取大学）

4．保存的治療を施行した帝王切開瘢痕部妊娠の１例
鳥取県立厚生病院
○周防

加奈・門脇

浩司・澤住

和秀・大野原良昌

５．当院で管理した胎児乳糜胸水症例の検討
鳥取大学
○荒田

和也・経遠

孝子・原田

崇・岩部

富夫・原田

省
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6．当院における胎盤位置異常症例の検討
鳥取県立中央病院
○上垣

憲雅・野中

皆川

道子・竹中

泰子・大畠

順恵・岡田

誠

幸久

Session3（17：00−17：27）
座長

大野原

良

昌（鳥取県立厚生病院）

7．当院における卵巣チョコレート嚢胞術後再発症例の検討
鳥取県立中央病院
○野中
皆川

道子・竹中

泰子・上垣

憲雅・大畠

文紀・東

幸弘・上垣

順恵・岡田

誠

幸久

8．TCRによる子宮穿孔を防ぐための対策
鳥取大学
○高井

絵理・谷口

岩部

富夫・原田

崇・出浦伊万里

省

9．ヒト初期胚におけるMNB胚形成過程の動的解析
ミオ・ファティリティ・クリニック
○井庭裕美子・井庭

貴浩・錦織

恭子・見尾

保幸
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平成25年度
山口産科婦人科学会・山口県産婦人科医会
総会ならびに学術講演会
日時：平成25年6月9日（日）
場所：山口県医師会館

アフタヌーンセミナー
特別講演Ⅰ

13：00〜14：00

（共催：日本新薬株式会社）
座長

山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学

教授

杉

野

法

広

先生

俊

夫

先生

『産婦人科における幹細胞研究』
演者
加
薬剤情報提供

九州大学大学院医学研究院生殖病態生理学
藤

聖

子

教授

先生

14：00〜14：10

ルナベル配合錠
『子宮内膜症および機能性月経困難症治療薬の最近の話題』
日本新薬株式会社
谷
特別講演Ⅱ

口

典

中四国学術センター

所長

久

14：20〜15：20
座長

山口県産婦人科医会長・藤野産婦人科医院長

藤

野

『子宮腺筋症合併不妊症に対する治療成績および妊娠予後について−日本産科婦人科学会生殖内分泌委員会報告−』
演者
田

山口大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター
村

博

史

准教授

先生

一般演題Ⅰ（９：00〜10：52）
９：00〜９：24
１

腫瘍Ⅰ

座長

沼

文

隆

paget病との鑑別診断に苦慮した膀胱癌局所進展の一例
山口大学
○矢壁

２

和之・縄田

修吾・西本

裕喜・村上

明弘・杉野

法広

正人・高橋

弘幸・申神

正子

卵巣境界悪性類内膜腺線維腫の１例
周東総合病院
○松原

3

正和・津山

重夫

TC療法が奏効した砂粒癌の１例
山口赤十字病院
○小松

宏彰・金森

月原

悟・夏秋

康展・辰村
伸平

先生
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９：24〜９：48
4

腫瘍Ⅱ

座長

縄

田

修

吾

先生

子宮腺筋症から発生したと考えられる子宮体部類内膜腺癌の１例
山口県立総合医療センター
○品川

征大・三輪一知郎・吉永しおり・坂本

鳥居麻由美・藤田
上田
５

麻美・讃井

裕美・佐世

義則・澁谷

文恵

優香・鈴川

彩子

正勝・中村

康彦

一之

脂肪平滑筋腫の１例
済生会山口総合病院
○古谷

6

信三

当院で経験したSTUMP症例
山陽小野田市民病院
○平野絵美子・住浪

９：48〜10：20
7

手術・子宮外妊娠

座長

金

森

康

展

先生

卵巣腫瘍の術後にヘパリン起因性血小板減少症（HIT）をきたした１症例
山口大学
○西本

8

裕喜・矢壁

和之・村上

明弘・縄田

修吾・杉野

法広

薄い子宮内膜と血流−子宮内膜掻爬術の子宮内膜厚および子宮内膜血流に対する影響−
済生会下関総合病院

9

○丸山

祥子・高崎

彰久・梶邑

坂口

優子・嶋村

勝典・森岡

匠彌・水本久美子・菊田

恭子

圴

帝王切開瘢痕部妊娠の１例
下関市立豊浦病院
○岡田

理

山口大学
岡田
10

真紀・杉野

法広

当科の子宮外妊娠症例の検討
徳山中央病院
○平田

達史・伊藤

雅彦・伊東

文隆

中田

博子・鷹野真由美・中川

10：20〜10：52
11

武久・沼

周産期Ⅰ

座長

淳・平林

佐

世

正

啓

勝

当科におけるD-dimer基準値に基づく妊婦の深部静脈血栓症スクリーニング
山口大学
○折田
杉野

12

剛志・三原由実子・李

理華・村田

晋・前川

亮

恭子・坂口

優子

法広

重症妊娠悪阻による脱水を契機に発症したと考えられる深部静脈血栓症の一例
済生会下関総合病院
○水本久美子・梶邑
嶋村

勝典・高崎

匠彌・丸山
彰久・森岡

祥子・菊田
圴

先生
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当院における胎児超音波検査と胎児奇形の現状について
山口大学
○三原由実子・前川
杉野

14

亮・折田

剛志・李

理華・村田

晋

法広

平成24年山口県周産期死亡調査報告
山口県周産期医療研究会
○佐世

正勝・森岡

圴

一般演題Ⅱ（15：30〜16：50）
15：30〜15：54
15

周産期Ⅱ

座長

中

田

雅

彦

先生

当院における骨盤位分娩の取り扱いと周産期予後の検討
津永産婦人科
○津永

16

長門・津永

甲次

救命し得た子宮型羊水塞栓症の２例
済生会下関総合病院
○梶邑
嶋村

匠彌・水本久美子・丸山

17

勝典・高崎

彰久・森岡

祥子・菊田

恭子・坂口

優子

圴

帝王切開術後に急性肺水腫を来した１例
山口労災病院
○近藤

15：54〜16：18
18

実・富士岡

隆・末廣

泰子

周産期Ⅲ

座長

高

崎

彰

久

先生

分娩後に診断されたTwin anemia-polycythemia Sequenceの自然発生例
徳山中央病院
○鷹野真由実・中田
平林

19

啓・伊東

雅彦・平田

博子・中川

武久・沼

文隆

達史・伊藤

淳

二絨毛膜二羊膜性双胎の一児に胎盤腫瘍を合併し，子宮内胎児発育不全と心拡大を認めた一例
済生会下関総合病院

20

○菊田

恭子・梶邑

匠彌・水本久美子・丸山

嶋村

勝典・高崎

彰久・森岡

祥子・坂口

優子

悟・申神

正子

圴

軟骨異栄養症合併妊娠の１例
山口赤十字病院

16：18〜16：50
21

○高橋

弘幸・夏秋

伸平・小松

金森

康展・辰村

正人

不妊症

宏彰・月原

座長

中

村

康

彦

早発閉経に対する排卵誘発と成績
山口大学
○中島

健吾・岡田

真紀・田村

田村

博史・杉野

法広

功・浅田

裕美・山縣

芳明

先生
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22

体外受精における胚盤胞到達率に関与する因子の検討
山口大学
○岡田
杉野

23

真紀・田村

功・浅田

裕美・山縣

芳明・田村

博史

利枝・田中

知代・岩崎

直子

敏子・河野

弘美

法広

生殖補助医療（ART）における妊婦例の周産期予後−移植胚のグレードに基づく検討
山下ウィメンズクリニック
○山下

24

三郎・山下久美子・半田

福田

薫・渡辺

和美・山下

芳香・高杉

影山

英子・高橋

美子・石井

雅子

当院における40才以上の女性に対するART治療成績の検討
山口県立総合医療センター
○鈴川

康彦・藤田

麻美・品川

征大・坂本

優香

鳥居麻由美・三輪一知郎・讃井

彩子・中村

裕美・佐世

正勝・上田

一之

査読者一覧
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信夫（高知)・泉谷

知明（高知)・苛原

稔（徳島)・金西
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田中
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那波
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