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原稿募集のお願い

　現代産婦人科（中国四国産科婦人科学会雑誌）第67巻第１号（平成30年11月発行予定）の

原稿を募集しております。

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

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

締切日　平成30年６月30日（土）（必着）

＜送付先・問い合わせ先＞

〒700－8558

岡山市北区鹿田町２－５－１

岡山大学医学部産科婦人科学教室内

中国四国産科婦人科学会

TEL 086－235－7320（直通）

FAX 086－225－9570

E-mail　obgyn@cc.okayama-u.ac.jp

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

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

締切日は厳守くださいますようお願い申し上げます。
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（会　　　則）

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

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

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

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

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

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

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

当る。
第８条  本会の運営に必要な経費は会員数に応じて各県産科

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

第９条  本会則の改定は評議員会の議を経て総会に報告する
ものとする。

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

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

（内　　　規）

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

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

る。
　　　　５） 原著掲載料として組上り６頁を越える印刷代及

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

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

産科婦人科学会，産婦人科医会との連絡，その
他本会の運営に必要な事項。

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

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

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

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

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

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

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

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

　　　　　　 また，応募者は関連論文５編以内と履歴書を添
付する。

　　　　２） 学会賞に応募，又は推薦を希望するものは本学
会々員に限る。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第６条  本内規の改変は評議員会の議を経なければならな
い。

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



会　長　　杉　山　　　隆（愛媛）

理　事　　苛　原　　　稔（徳島）　京　　　哲　　（島根）　工　藤　美　樹（広島）　下　屋　浩一郎（岡山）

　　　　　杉　野　法　広（山口）　杉　山　　　隆（愛媛）　秦　　　利　之（香川）　原　田　　　省（鳥取）

　　　　　前　田　長　正（高知）　増　山　　　寿（岡山）

監　事　　池　谷　東　彦（愛媛）　江　尻　孝　平（岡山）

幹　事　　藤　岡　　　徹（愛媛）　鎌　田　泰　彦（岡山）

委員会委員名

運営委員会　　委員長　杉　山　　　隆（愛媛） 

　　（副）工　藤　美　樹（広島）　原　田　　　省（鳥取）　

　　　　　藤　岡　　　徹（愛媛）　谷　口　文　紀（鳥取）

学術委員会　　委員長　杉　山　　　隆（愛媛） 

　　　　　苛　原　　　稔（徳島）　京　　　哲　　（島根）　工　藤　美　樹（広島）　下　屋　浩一郎（岡山）

　　　　　杉　野　法　広（山口）　杉　山　　　隆（愛媛）　秦　　　利　之（香川）　原　田　　　省（鳥取）

　　　　　前　田　長　正（高知）　増　山　　　寿（岡山）

財務委員会　　委員長　増　山　　　寿（岡山） 

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

　　　　　内　藤　博　之（広島）　沼　　　文　隆（山口）　濱　脇　弘　暉（高知）　藤　田　卓　男（香川）

　　　　　安　井　敏　之（徳島）

編集委員会　　委員長　増　山　　　寿（岡山）

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

中 国 四 国 産 科 婦 人 科 学 会
役員及び委員会（平成29年9月25日～平成30年9月23日）



（鳥取）伊　藤　隆　志　　岩　部　富　夫　　谷　口　文　紀　　

（島根）金　崎　春　彦　　栗　岡　裕　子　　中　山　健太郎　　

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

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

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

（山口）田　村　博　史　　沼　　　文　隆　　藤　野　俊　夫　　

（徳島）春　名　　　充　　前　川　正　彦　　安　井　敏　之　　

（香川）金　西　賢　治　　田　中　宏　和　　藤　田　卓　男　　

（愛媛）越　智　　　博　　矢　野　浩　史　　横　山　幹　文　　

（高知）池　上　信　夫　　林　　　和　俊　　濱　脇　弘　暉

中 国 四 国 産 科 婦 人 科 学 会
評　　議　　員（平成29年9月25日～平成30年9月23日）

（鳥取）長　田　昭　夫　　前　田　一　雄　　寺　川　直　樹　　

（島根）北　尾　　　学　　宮　﨑　康　二　　小　村　明　弘　　

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

　　　　平　野　隆　茂　　武　田　佳　彦　　奥　田　博　之　　平　松　祐　司

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

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

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

（徳島）青　野　敏　博　　奈　賀　　　脩　　吉　本　忠　弘　　鎌　田　正　晴　　三　谷　　　弘

　　　　中　山　孝　善　　　　

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

　　　　樋　口　和　彦　　　　

（愛媛）福　井　敬　三　　池　谷　東　彦

（高知）相　良　祐　輔　　玉　井　研　吉　　深　谷　孝　夫

中国四国産科婦人科学会
名　誉　会　員



■名称について

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

■投稿について

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

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

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

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

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

■原稿の採否について

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

■論文の種類と原稿枚数

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

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

■論文の書き方

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

学 術 論 文 投 稿 規 程



他ソフトで入力時はテキストファイルで保存のこと。
　　査読のため各頁下に頁数，各頁左端に行番号を印刷すること。行番号は次の手順で設定できる。
　　　Windows：ページレイアウト→行番号
　　　Macintosh：書式→文書のレイアウト→その他→行番号
２．論文の記述の順序は，
　　１頁目：表題，所属，共著者名（日本語，英語），筆頭著者のメールアドレス
　　２頁目：概要（邦文800字以内）とキーワード（日本語５つ以内，英語５つ以内）
　　３頁目：英文抄録200語以内（double spaceで入力のこと）
　　４頁目以降に緒言，研究（実験）方法，研究（実験）成績，考案，文献，図，表の順に記載する。
　　図表は１頁に１枚ずつ貼り付け，説明をつける。
３．単位，記号はm, cm, mm, g, mg, μg, ℓ, ㎖, μℓ, ℃, pH, N, Ci, mCi, μCiなどとする。
４．英語のつづりは米国式とする（例：center, estrogen, gynecology）。
　　外国の人名，地名は原語のまま記載する。
５．学術用語は日本産科婦人科学科用語集および日本医学会の用語集に従う。
６． 文献の引用は論文に直接関係あるものにとどめ，文献番号を１，２，３，・・・と付ける。文献は著者名全
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当院における腹腔鏡下子宮筋腫核出術　―myoma pseudocapsuleの温存と
電動モルセレーターを用いないin-bag morcellation―

田村　貴央・林　亜紀・乾　宏彰・鎌田　正晴
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Laparoscopic intracapsular myomectomy and in-bag manual morcellation

Takao Tamura・Aki Hayashi・Hiroaki Inui・Masaharu Kamada

Department of Obstetrics and Gynecology, Shikoku Central Hospital of the Mutual Aid Association of Public School Teachers

腹腔鏡下子宮筋腫核出術（laparoscopic myomectomy; LM）では，myoma pseudocapsule（MPC）と筋腫核との間を丁寧に
剥離することで，出血の少ない容易な核出が可能となる。神経－血管線維束であるMPCからは創傷治癒を促進するさまざま
な神経伝達物質や増殖因子が分泌され，MPCを温存することにより術後早期の創傷治癒が期待される。LM後の妊娠では子
宮破裂のリスクが問題となるため，パワーソースによる熱損傷を最小限とし，重層縫合による筋層修復を行うことが望まし
い。また，単結紮縫合は連続縫合よりも血流回復が早く，術後早期の創傷治癒が得られる可能性がある。核出した筋腫の搬
出では，組織片の飛散による後発合併症を防ぐため，回収袋内で電動モルセレーターを使用するin-bag morcellation（IBM）
が普及しているが，当院では電動モルセレーターを使用せず，搬出口より直視下に回収袋内で細切を行うことで，低コスト
のIBMを実現している。

In laparoscopic myomectomy, intracapsular enucleation is utilized to ease the procedure and reduce the 
bleeding. The myoma pseudocapsule (MPC), the neurovascular bundle surrounding the nodule, has been 
shown to secrete various neurotransmitters and growth factors that promote wound healing. Early uterine 
myometrial recovery is expected by preserving the MPC. There is a risk of perinatal uterine rupture 
after surgery. Therefore, myometrial thermal damage due to the excessive use of power source should be 
avoided and multiple-layer suturing should be used for repairing the myometrial defect. It was reported that 
vascularization of the myometrium was faster when repaired with an interrupted suture rather than with 
a running suture. Postoperative early wound healing might be obtained with interrupted suture. An in-bag 
morcellation (IBM) procedure, contained power morcellation to avoid the late complications by tissue fragment 
scattering, has been standardized recently. In our institution, direct manual morcellation within a contained 
bag is adopted and low-cost IBM has been achieved.

キーワード：腹腔鏡下子宮筋腫核出術，myoma pseudocapsule，in-bag morcellation
Key words：laparoscopic myomectomy, myoma pseudocapsule, in-bag morcellation

緒　　　言

　腹腔鏡下子宮筋腫核出術（laparoscopic myomectomy; 
LM）は，現在子宮筋腫に対する子宮温存手術の標準術
式となっている。単に妊孕性を温存するだけではなく，
LM後の妊娠では子宮破裂のリスクが問題となるため，
術後早期に良好な創傷治癒を得られるよう，子宮へのダ
メージを最小限にする配慮が必要である。近年，正常
筋層との間で筋腫核を包み込むように存在するmyoma 
pseudocapsuleが，創傷治癒に重要な役割を果たすこと
が明らかとなり，注目されている。
　核出した筋腫は電動モルセレーターで細切して搬出
するのが一般的であるが，組織片の飛散によるparasitic 
leiomyomaなどの後発合併症が問題となるため，回収袋

内で細切を行うin-bag morcellationが普及している。現
在多くの機材が入手可能となっているが，基本的にディ
スポーザブル製品であるためコストが問題となる。
　今回，当院で行っているLMの手術手技について報告
し，術後の創傷治癒や子宮破裂について文献的考察を加
える。

手 術 手 技

　当院の腹腔鏡下手術は，通常はダイヤモンド法による
多孔式を基本とし，症例によって単孔式で行っている。
一方，LMは主としてパラレル法で行い，臍底部2.5cm
の小開窓孔に７cm径ラッププロテクターTM/E・Zアクセ
ス（八光）をプラットホームとして装着し，カメラポー
トと搬出口を兼用する。次いで左右下腹部に操作鉗子用
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５mmトロッカーを挿入するが，助手側は核出の際に筋
腫をできるだけ頭側に牽引できるように，通常よりも上
方に挿入する（図１）。
　出血の軽減のため100倍希釈バソプレシンを周囲の筋
層内に局注した後，筋腫核頂部の筋層を超音波メスで切
開する。この際，筋腫核に切り込むまで深く広く切開す
ることによって，正常筋層との境界が明瞭となる。子宮
体部の弓状動脈，放射状動脈は子宮に対して水平方向
に走行しているため，血管の断裂による出血と血流不
全を減少させる目的で，筋層は横切開を基本としてい
る（図２-a）。核出に際しては，スクリューや有鈎把持
鉗子による牽引のトラクションと子宮マニピュレーター
の操作によるカウンタートラクションを利用して，でき

るだけパワーソースを用いずに剥離を進める。核出が進
むにつれて，牽引に加えて捻るようなトラクションを加
えると，筋腫核と筋層の境界がいっそう明瞭となる。正
常筋層との間には，毛細血管や神経線維を豊富に含む
myoma pseudocapsule（MPC）が筋腫核を包み込むよ
うに存在し，目視することが可能である。MPCと筋腫
核の間を剥離していくことで出血の少ない容易な核出が
可能となるばかりでなく，子宮内膜穿破や血腫形成など
の合併症の予防となる（図２-b）。
　筋層縫合は浅い場合を除いて重層縫合とし，熱損傷に
よる血流障害や創傷治癒遅延を避けるために，出血も可
能な限りパワーソースを用いず縫合止血する。当院で
LMをパラレル法で行っているのは，ダイヤモンド法で

図１　LMにおけるトロッカー配置

図２　手術手技

（a）100倍希釈バソプレシンに局注後、頂部の筋層を超音波メスを用いて筋腫核に達するまで深く広く横切開
（b）筋腫核をスクリューで固定して牽引し、筋腫核とmyoma pseudocapsule（＊）の間を鈍的に剥離して核出
（c）死腔を残さないように筋層を２～３層で単結紮縫合　　（d）搬出口より直視下に回収袋内で細切して搬出
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は横切開創の縫合の際，持針器の軸と運針が接線方向と
なって難しいためである。一方，筋腫の位置や個数に
よっては，縦切開の方が核出に有利なこともある。この
場合は逆にパラレル法での縫合が困難となるため，E・Z
アクセスに操作用トロッカーを追加するなどしてダイヤ
モンド法で対処する。それでも子宮後壁の縦切開は縫合
が困難であり，通常の運針では対応できない。この場合
は針をやや鈍角で把持し，持針器を持つ前腕を回内して
針を180度回転させ，創の反対から刺入して運針する。
　緩みのない確実な縫合結紮を行うため，当院では単結
節縫合を基本としている（図２-c）。連続縫合よりも時
間を要するため，出血を増加させないよう迅速な縫合結
紮が求められる。このため，普段からドライボックスで
様々な方向や角度，深さの創をシミュレーションし，繰
り返しトレーニングを行っている。あらかじめ針の刺入
点と刺出点をマーキングしておき，狙ったところに一秒
でも早く運針することを心掛けている（図３）。
　核出した筋腫は，小さいものは搬出口より直接，大き
いものは回収袋（E・ZパースTMラージタイプ：八光）に
収納し，搬出口から直視下に袋の中で細切して摘出して
いる。この際，筋腫を双鈎鉗子で把持牽引して回転させ
ながら，尖刃刀でリンゴの皮を剥くようになるべくひと
続きで切り出していく（図２-d）。筋腫と袋の間に筋鈎
を挿入して視野を十分に確保し，尖刃刀を小刻みに見え
る範囲でしか動かさないことが，回収袋の破損や腸管損
傷を防ぐために必要である。
　最後に出血や臓器損傷，筋腫の断片遺残がないことを
十分に確認し，創面をインターシード®（エチコン）で

被覆して手術を終える。

考　　　案

　筋腫核出後の妊娠では子宮破裂が最も問題となり，
LM後における頻度は0.3～1.0%１）～３）と報告されてい
る。LM後の子宮破裂のリスク因子として，止血目的で
のパワーソースの多用による熱損傷・創傷治癒不全４）５）

が挙げられている。LM後の子宮筋層を超音波やMRIで
経時的に評価すると，術後３ヶ月で治癒レベルに達する
と推定される６）７）ことが報告されており，一般にいわ
れるように術後３～６ヶ月の避妊期間は妥当であると考
えられる。しかしながら，術後数年を経過した例におけ
る発症もあり，子宮破裂と術後避妊期間の間に明らかな
相関性は見出されない。
　近年，正常筋層の間で筋腫核を取り囲むように存在す
るMPCが注目されている８）～10）。MPCは筋腫増大に伴っ
て伸展した正常筋層由来の組織であり，毛細血管や神
経線維を含むコラーゲン線維束である。LMにおいて，
MPCをできるだけ損傷しないように筋腫核との間を剥
離する（intracapsular myomectomy）ことで，出血の
少ない容易な核出が可能となる。さらに，MPCからは
創傷治癒を促進するさまざまな神経伝達物質や成長因子
が分泌されている11）～14）ことが示されており，MPCの温
存により早期の良好な創傷治癒が期待でき15），ひいては
妊娠後の子宮破裂の予防につながると考えられる。
　筋層縫合に関しては，単層縫合は子宮破裂のリスク因
子であるとされる４）５）。また，単結節縫合では連続縫合
よりも術後３ヶ月におけるMRIの造影不領域が有意に小

図３　ドライボックスによる縫合トレーニング
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さく，逆に連続縫合では術後６ヶ月を経過しても単結紮
縫合の術後３ヶ月より有意に大きかった16）。すなわち，
連続縫合は単結紮縫合よりも血流回復が不良であり，創
傷治癒が遅延する可能性がある。このような理由から，
当院では単結節による重層縫合を基本としている。現時
点では本術式の症例数は５例，平均核出数も1.4個と希
少であるため，創傷治癒における有効性を明示すること
は困難である。しかしながら，術後１ヶ月での超音波検
査による評価では，核出部筋層のエコーパターンに不整
は認められず，良好な創傷治癒が得られているものと推
察される。また，術後の妊娠・出産例は未だ１例のみで
あるが，妊娠中および分娩時（帝王切開）においても子
宮破裂の兆候は認められなかった。
　従来，核出した筋腫の搬出は，腹壁小切開や電動モル
セレーターを用いて経腹的に行われたり，ダグラス窩を
切開して経腟的に行われるのが一般的であった。2014年
４月に米国食品医薬品局（FDA）から，「術前に想定さ
れていなかった子宮肉腫を腹腔内に播種させるリスクが
あり，電動モルセレーターを用いた細切除去を奨励しな
い」との安全性通知が出されたことを受け，ジョンソ
ン・エンド・ジョンソン社は電動モルセレーターの製造
販売を停止し，カール・ストルツ社は出荷を一時停止し
た。日本産科婦人科内視鏡学会は認定研修施設および技
術認定医在籍施設に緊急アンケート調査を行い，術後
に初めて悪性と判明する頻度は0.03～0.11％とFDAの発
表（0.28％）よりも極めて低いことから，2014年９月に
「MRI検査など適正な悪性除外診断が行われ，十分なイ
ンフォームドコンセントにより承諾が得られているケー
スでは，電動モルセレーターの使用は適切である」との
見解を示した。
　子宮肉腫による腹腔内播種だけでなく，良性平滑筋腫
においても飛散した組織片によるparasitic leiomyomaの

リスクが存在する。このようなことから近年，アイソ
レーションバッグなどの収納袋内で電動モルセレーター
を使用して組織片の飛散を防止するin-bag morcellation
（IBM）が普及し17）～20），2016年４月にFDAも組織片飛
散防止回収袋の販売を許可した。表１に示すように，
現在筋腫搬出に関するさまざまな機材が入手可能であ
る。一方，回収袋は全て，電動モルセレーターもドラ
イブユニット以外は基本的にディスポーザブル製品で
あるためコストが問題となる。リユーザブル機器は初
回投資がかなり高額であり，ディスポーザブル機材も
搬出一回あたり定価10万円前後を必要とする。当院で
行っている方法は特別な機器を必要とせず，回収袋内
での細切が直視下に行えるため簡便である。さらに，
回収袋とプラットホームを併せて搬出一回あたり定価
1.6万円と最も低コストである。唯一の難点は回収袋と
ラッププロテクターTMの破損が生じ得ることであり，特
に前者は組織片の飛散につながるため注意が必要であ
る。愛護的な手術操作に加え，できるだけひと続きで細
切を行うよう配慮が必要である。

結　　　語 

　当院でのLMは，①MPCの保護と温存，②筋層の重層
単結節縫合，③電動モルセレーターを用いず直視下に回
収袋内で細切，を基本手技とすることで，術後早期の創
傷治癒と子宮破裂の予防，および低コストの組織片飛散
防止の実現を目指している。
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腹腔鏡下手術で診断された片側卵巣卵管欠損および異所性卵巣の１例
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讃井　裕美・佐世　正勝・中村　康彦・上田　一之

山口県立総合医療センター　産婦人科

A case of absence of unilateral ovary and fallopian tube with ectopic ovary found 
in laparoscopic surgery

Ichiro Miwa・Taishi Fujimura・Hiroyo Nakashima・Terumi Miwa・Keiko Ootani
Hiromi Sanai・Masakatsu Sase・Yasuhiko Nakamura・Kazuyuki Ueda

Department of Obstetrics and Gynecology, Yamaguchi Grand Medical Center

卵巣卵管欠損および異所性卵巣は非常に稀な疾患である。今回我々は，右卵巣嚢腫の腹腔鏡下手術を契機に発見された左卵
巣卵管欠損および異所性卵巣の１例を経験したので報告する。症例は26歳，０妊０産。右卵巣成熟嚢胞性奇形腫の診断で腹
腔鏡下右卵巣嚢腫摘出術を行った。左卵巣卵管および卵巣固有靭帯，骨盤漏斗靭帯は欠損していたが，左円靭帯は認めた。
MRIで左卵巣と考えられた腫瘤は，子宮体下部後壁に癒着する状態で存在したので，異所性卵巣と診断した。本症例は，左
卵巣卵管および卵巣固有靭帯，骨盤漏斗靭帯は欠損していたが，発生学的に同じ導帯に由来する左円靭帯が認められたの
で，性腺の形成不全は考え難く，左卵巣卵管茎捻転とそれに引き続いて生じた梗塞による左卵管欠損と左卵巣が自動切断し
た後に再移植したものと推察する。

Absence of an ovary and fallopian tube with ectopic ovary is very rare condition. A 26-year-old woman 
underwent laparoscopic surgery of mature cystic teratoma on the right ovary. We noticed the absence of 
left ovary and fallopian tube. The left round ligament was present, however, the left infundibulopelvic and 
ovarian ligaments were not present. The ectopic ovary existed in a state of adhesion to the posterior wall 
of the uterus. These findings suggest that autoamputation of the ovary by torsion is the mechanism for the 
formation of an ectopic ovary.

キーワード：腹腔鏡下手術，卵巣卵管欠損，異所性卵巣，成熟嚢胞性奇形腫
Key words：laparoscopic surgery, absence of ovary and fallopian tube, ectopic ovary, mature cystic teratoma

緒　　　言

　卵巣卵管欠損の成因としては主に性腺やミューラー管
の形成不全によるものと，捻転とそれに引き続いて生じ
た梗塞によるものの２つが考えられている１）。異所性卵
巣とは卵巣組織が正常卵巣とは別の部位に存在する疾患
であり，卵巣組織が卵巣固有靭帯，子宮広間膜，骨盤漏
斗靭帯と連続性を持たずに確認されるものとされてい
る。その成因としては骨盤内手術や炎症性疾患，卵巣腫
瘍茎捻転に伴う自動切断後の再移植などが考えられてい
る２，３）。今回我々は，右卵巣嚢腫の腹腔鏡下手術を契機
に発見された左卵巣卵管欠損および異所性卵巣の１例を
経験したので報告する。

症　　　例

患者：26歳，未婚。
月経歴：初経11歳，月経周期は30～40日，持続期間は
５～７日。

妊娠歴：０妊０産。
既往歴：特記すべき事項なし。
家族歴：特記すべき事項なし。
現病歴：婦人科検診で右卵巣腫瘍を指摘されたので，当
院を紹介受診した。
超音波検査所見：右付属器領域に66×39mm大の低エ
コー嚢胞性腫瘤を認め，その内部全体に線状エコーを有
していた。
MRI検査所見：右卵巣に63×45×41mm大のT1，T2強
調像ともに高信号，さらに脂肪抑制を認める嚢胞性腫瘤
を認め，左卵巣は子宮後方に認められた（図１a，b）。
腫瘍マーカー：CA19-9 242.1 U/ml。
　以上より，右卵巣成熟嚢胞性奇形腫の診断で腹腔鏡下
右卵巣嚢腫摘出術を行った。
手術所見：子宮は鶏卵大で，子宮後面に大網が癒着して
いた。右卵巣は手拳大に腫大し，右卵管は正常外観で
あった（図２）。左付属器領域を観察すると，左卵巣卵
管および卵巣固有靭帯，骨盤漏斗靭帯は欠損していた
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が，左円靭帯は認めた（図３）。MRIで左卵巣と考えら
れた腫瘤は，子宮体下部後壁に癒着する状態で存在し，
明らかな栄養血管を認めなかったので，異所性卵巣と診
断した（図４）。右卵巣嚢腫を摘出し，手術を終了した。
病理所見：成熟嚢胞性奇形種。
CT検査所見：術後に行ったCT検査で，尿路系の明らか
な異常は認めなかった。

考　　　察

　卵巣卵管欠損に異所性卵巣が伴うことは非常に稀で
ある。John４）は，自験例の報告と過去の症例報告のレ
ビューを行っているが，卵巣卵管欠損に異所性卵巣が
伴った症例は16例のみで，そのうち片側卵巣卵管欠損が
14例，両側卵巣卵管欠損が２例であった。
　卵巣卵管欠損の成因としては主に性腺やミューラー管
の形成不全によるものと，捻転とそれに引き続いて生じ
た梗塞によるものの２つが考えられている１）。女性生殖

器の発生・分化は胎生５週から始まる。卵巣は胎生７週
頃に精巣決定物質の欠如により未分化性腺より分化が始
まり，卵管は胎児精巣性アンドロゲンとミューラー管抑
制物質の欠如により胎生８週から12週にかけてミュー
ラー管上部より分化発育すると言われている５）。
　異所性卵巣の成因としては，Lachmanら２）による
分類（①post-surgical implant，②post-inflammatory 
implant，③true（embryologic））が有名であるが，茎
捻転などが原因で卵巣嚢腫が自動切断した後に再移植
した報告例も存在する３）。異所性卵巣の診断について
は，卵胞の証明をもってなされることが望ましい。馬淵
ら６）は本疾患を診断するにあたり，卵胞などの卵巣に
特異的な組織の確認を原則とするが，肉眼的所見や臨床
経過も考慮し，総合的に評価するべきであると報告して
いる。本症例は，組織学的な診断は得られていないが，
術前の超音波およびMRI検査，肉眼的所見より異所性卵
巣と診断した。

図２　手術所見１

子宮は鶏卵大で，子宮後面に大網が癒着していた。右卵巣は
手拳大に腫大し，右卵管は正常外観であった。

図３　手術所見２

左卵巣卵管および卵巣固有靭帯，骨盤漏斗靭帯は欠損してい
たが，左円靭帯は認めた。

a．T2強調像 b．脂肪抑制T2強調像

図１　MRI検査所見

右卵巣に63×45×41mm大のT1，T2強調像ともに高信号，さらに脂肪抑制を認める嚢胞性腫瘤を認め，左卵巣は子宮後方に
認められた。
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　本症例は，左卵巣卵管欠損に加え，異所性卵巣を認め
た。左卵巣固有靭帯および骨盤漏斗靭帯は欠損していた
が，左円靭帯が存在した。発生学的に同じ導帯に由来す
る円靭帯が認められたので，性腺の形成不全は考え難
い７）。本症例は，過去に急性腹症や手術の既往はない。
しかし，茎捻転症例の中には胎生期での発症例８）や無
症候性症例９，10）の報告もある。以上より，本症例の病
態は，左卵巣卵管茎捻転とそれに引き続いて生じた梗塞
による左卵管欠損と左卵巣が自動切断した後に再移植し
たものと推察する。
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図４　手術所見３

異所性卵巣（＊）は，子宮体下部後壁に癒着する状態で認め
た。
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妊娠中に子宮内膜症性嚢胞の脱落膜変化を疑い腹腔鏡下手術を施行した
卵巣癌の一例
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A case of ovarian cancer suspected of decidual change of endometriotic cyst during 
pregnancy

Yuka Uchikura・Toru Fujioka・Ayaka Yoshida・Hitomi Miyaue・Toshiaki Yasuoka・Kazuko Takagi
Tomoka Usami・Yuko Matsubara・Takashi Matsumoto・Keiichi Matsubara・Takashi Sugiyama

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

妊娠中に卵巣腫瘍を指摘される頻度は，0.2～２%であり，そのうち悪性腫瘍は１～６%と稀であり，多くは良性腫瘍である。
妊娠中に施行できる検査は制限があり，その結果，診断が遅れて予後に影響を及ぼす可能性もあるため，正確な診療情報を
収集し治療方針を決める必要がある。今回，我々は子宮内膜症性嚢胞の脱落膜変化を疑い腹腔鏡下手術を施行し，卵巣癌で
あった症例を経験したので，文献的考察を加えて報告する。
【症例】
31歳，１妊０産の女性が凍結胚移植にて妊娠成立した。妊娠前より４cm大の左卵巣嚢腫を認めており，妊娠成立後，腹痛が
持続するため，妊娠９週４日，精査・管理目的で当科外来を紹介された。画像所見より左子宮内膜症性嚢胞の脱落膜変化を
疑い，妊娠16週１日，腹腔鏡下手術を施行した。病理組織検査の結果は，endometrioid adenocarcinoma, G2であった。妊娠
19週より術前化学療法（TC療法３ サイクル）を施行し，妊娠30週１日，帝王切開術及び子宮全摘術，右付属器切除術，大網
切除術，骨盤リンパ節郭清術，傍大動脈リンパ節生検を施行した。病理組織診断にて腫瘍の遺残はみられなかった。
【考察】
卵巣腫瘍合併妊娠では，治療方法に一定の見解がないため，時に周産期のみならず腫瘍，新生児など多角的視点より連携を
図りながら治療方針を決定する必要がある。隔壁の肥厚や充実部分，乳頭状結節などの病変を伴う腫瘍に関しては，一般的
には手術療法を選択するが，子宮内膜症性嚢胞の脱落膜変化と鑑別が困難な場合があり，妊娠前より卵巣腫瘍が指摘されて
いる場合は，腫瘍の経時的な変化やMRI検査におけるADC値などを参考に十分な術前検討の上，管理方針を決定する必要が
あろう。

【Background】
Generally, both decidual changes of ovarian endometriosis during pregnancy and malignant transformation are 
characterized by mural nodules of the cyst. Therefore, the preoperative diagnostic evaluation on the presence 
of malignancy is difficult. We present a case of ovarian cancer during pregnancy mimicking decidualization of 
ovarian endometriosis.

【Case】
A 31-year-old woman gravida 1 para 0, became pregnant by in vitro fertilization. She has been diagnosed as 
having a left ovarian tumor with a diameter of 4 cm. She was referred to our hospital at 9 weeks of gestation 
with abdominal pain. Because sonographic examination revealed decidualized ovarian endometriosis, she 
underwent left salpingo-oophorectomy by laparoscopy at 16 weeks of gestation. Both the intraoperative 
frozen section and the definitive histology revealed an endometrioid adenocarcinoma, Grade 2. Three cycles 
of paclitaxel plus carboplatin neoadjuvant chemotherapy were completed from 19 weeks of gestation and 
cesarean section was performed at 30 weeks of gestation. After cesarean section, optimal cytoreductive 
surgery was performed.

【Conclusion】
An ovarian tumor during pregnancy should be thoroughly evaluated to determine appropriate treatment 
options. Therefore, preoperative examination including tumor markers and apparent diffusion coefficient (ADC) 
value by magnetic resonance imaging (MRI) should be required.

キーワード：卵巣腫瘍合併妊娠，卵巣癌合併妊娠，子宮内膜症性嚢胞の脱落膜変化，妊娠中化学療法
Key words：ovarian tumor during pregnancy, ovarian cancer during pregnancy,
                  decidualization of ovarian endometriosis, chemotherapy during pregnancy
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緒　　　言

　妊娠中に卵巣腫瘍を指摘される頻度は，0.2～２%で
あり，そのうち悪性腫瘍は１～６%と稀であり，多くは
良性腫瘍である１）。卵巣腫瘍が妊娠初期に超音波検査
によって指摘される頻度は，約５～６%と増加傾向にあ
る２）。妊娠中に施行できる検査は制限があり，その結
果，診断が遅れて予後に影響を及ぼす可能性もあるた
め，正確な診療情報を収集し治療方針を決める必要があ
る。今回，我々は子宮内膜症性嚢胞の脱落膜変化を疑い
腹腔鏡下手術を施行したところ，卵巣癌と診断した症例
を経験したので，文献的考察を加えて報告する。

症　　　例

　31歳，１妊０産の女性が凍結胚移植にて妊娠成立し
た。妊娠前より径４cm大の左卵巣嚢腫を指摘されてお
り，妊娠成立後，腫瘍は一旦縮小を認め，腹水が出現し
たため腫瘍の破裂が疑われていた。腹痛が持続したた
め，妊娠９週４日，精査・管理目的のため当科外来を紹

介された。
　超音波検査所見より左卵巣は径約６cm大に腫大し，
腫瘍内部には充実性部分を認めた。明らかな血流は認め
られなかった（図１）。
　また，MRI検査所見では，T1強調画像で高信号，T2
強調画像で高信号，脂肪抑制法で抑制されないことから
子宮内膜症性嚢胞が疑われ腹側には充実成分があり，脱
落膜変化や類内膜腺癌が鑑別に挙がった（図２）。血液
検査では，CA125が148.9 U/ml，CA19-9が439 U/mlと
上昇を認めた。
　以上の所見より左卵巣悪性腫瘍も否定はできなかった
が，左子宮内膜症性嚢胞の脱落膜変化をより強く疑い，
妊娠16週１日，腹腔鏡下手術を施行した。左卵巣腫瘍は
子宮背側に位置し（図３a）周囲との癒着はなく，腫瘍
内部より乳頭状腫瘤が一部漏出していた（図３b）。
　術中迅速病理組織検査では，adenocarcinomaであっ
た。左付属器を切除し回収袋に収納した。最終病理組織
検査の結果は，endometrioid adenocarcinoma, G2であっ
た（図４a, b, c）。腹水細胞診は陽性であった。患者同意

図１　超音波検査　左卵巣腫瘍　内部に充実部分あり。 図２　MRI検査　（T2強調画像，水平断）

左卵巣腫瘍は68mm
T2WIで高信号であり，腹側には充実成分あり。（矢印）

図３　手術所見

a　左卵巣腫瘍は子宮の背側に位置し，径約６cm大に腫大。
b　腫瘍内部より乳頭状腫瘤が一部漏出。（矢印）
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の上，術後に施行したCT検査では，傍大動脈リンパ節
の腫大（約15mm）を認めた。妊娠19週より術前化学療
法（TC療法）を３サイクル施行し，妊娠30週１日，帝
王切開術を施行した。出生体重1410g，Apgar score値 
１分値 ４点，５分値 ８点，女児が娩出された。臍帯動
脈血pHは7.374であった。帝王切開後に，子宮全摘術，
右付属器切除術，大網切除術，骨盤リンパ節郭清術，傍
大動脈リンパ節生検を施行した。摘出標本に悪性所見は
認めなかった。術後化学療法 （TC療法） を６サイクル
施行し，現在，再発徴候はなく経過している。

考　　　察

　妊娠中の卵巣腫瘍の評価方法として，腫瘍マーカー，
超音波検査，MRI検査が挙げられる。まず，腫瘍マー
カーであるが，CA125は，妊娠中は脱落膜や羊膜細胞か
ら産生され，特に第１三半期や第３三半期で上昇する。
本邦のガイドライン産科編2017３）では，母体血中の生
理的上限は200-350 U/mlと記載されているが，子宮内
膜症性嚢胞の脱落膜変化を認めた症例では，24 U/mlか
ら676.7 U/mlとの報告もあり４），CA125は鑑別診断には
有用ではないとされている。
　次に，超音波検査技術の進歩により，妊娠中に卵巣腫
瘍を診断する機会は増加しており，また良悪性の鑑別
にも超音波検査が多用される。卵巣腫瘍の壁の肥厚・
結節・乳頭状隆起・充実性部分の存在は悪性を疑う所
見とされ５），カラードプラによる良悪性の鑑別は偽陽性
率が50%で，腫瘍に血流を認めていても良性であったと
いう報告は多い４）。妊娠中の子宮内膜症性嚢胞はプロゲ
ステロンレベルの上昇により腫瘍内に脱落膜変化を認
め６），時に卵巣悪性腫瘍と鑑別が困難である。妊娠中の
付属器腫瘤のうち，１～６%は卵巣悪性腫瘍であり，子
宮内膜症性嚢胞は卵巣癌のリスク因子と考えられてい
る。超音波検査で診断が困難である場合は，MRI検査を
行う。MRI検査では腫瘍内容の評価に有用であり，米国
のFDA（Food and Drug Administration）の勧告では

妊娠14週以降に行うことが望ましいとされているが，現
在ガドリニウム造影に関しては，安全性が確立されてい
ない。子宮内膜症性嚢胞由来の悪性腫瘍と妊娠に伴う子
宮内膜症性嚢胞の脱落膜変化では，T2強調画像や拡散
強調画像でいずれも高信号であり鑑別は困難とされる
が７），脱落膜変化では悪性腫瘍に比較しADC値が有意
に高いという報告も散見される（2.10±0.32×10-３mm2/s 
v.s. 1.05±0.13×10-３mm2/s: p<0.05）８）９）10）。また，脱
落膜変化を認める腫瘍では，胎盤のADC値と非常に近
い値であるとの報告もあり10），両者の鑑別にはMRIが有
効である可能性が示唆される。術前評価を後方視的に検
討すると，超音波検査や腫瘍マーカーでは両者の鑑別
が困難であったが，MRI検査における腫瘍内のADC値
は低く，MRI検査が診断の一助となる可能性が示唆され
た。
　本症例では，来院時よりCA125値の上昇を認めてい
た。妊娠中の術前化学療法施行後には腫瘍マーカーは正
常化した。また，超音波検査では子宮内膜症性嚢胞を妊
娠前から指摘されており，腫瘍内に充実部を認めたが血
流は認められず，MRI検査において子宮内膜症性嚢胞の
脱落膜変化または卵巣悪性腫瘍が考えられた。本症例の
ADC値は，1.1×10-３mm2 /sであった。妊娠中に悪性腫
瘍が疑われた症例のうち70％は手術が施行され，全て子
宮内膜症性嚢胞の脱落膜化であったとの報告もあり４），
方針としてまずは低侵襲手術である腹腔鏡下での手術を
行うこととした。腫瘍内容は肉眼的にも明らかに悪性を
疑う所見であった。腹水細胞診は陽性であり，また妊娠
成立後に一時的に腫瘍の縮小を認めたことより，手術前
に腫瘍が一部破綻していた可能性が考えられた。分娩時
期については，新生児科と相談の上，妊娠30週での分娩
を予定した。術後のCT検査で傍大動脈リンパ節の腫大
（約15mm）を認め，転移が疑われたため分娩までの期
間は化学療法を行った。妊娠中の化学療法であるが，抗
癌剤の胎児への影響の多くは，第１三半期で施行した場
合であり，その時期での施行による先天奇形の発生は約

図４　病理組織検査 （HE染色）

a　一部に異型内膜増殖症を認め，異型腺管の周囲には脱落膜変化を認める。
b, c　 腫大濃染した核を持つ腫瘍細胞が浸潤しており，がん細胞の管状や乳頭状増生を認める一方で，充実性部分もありG2相当の類内膜腺

癌と考えられる。
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20%と報告されており11），第２三半期以降においてはパ
クリタキセル・シスプラチンは胎児への影響がほとんど
ないことが知られている12）。
　卵巣腫瘍合併妊娠では，治療方法に一定の見解がない
ため，時に周産期のみならず腫瘍，新生児など多角的視
点より連携を図りながら治療方針を決定する必要があ
る。また，隔壁や充実部分，乳頭状結節などの病変を伴
う腫瘍に対しては，腫瘍の経時的な変化やMRI検査にお
けるADC値などを参考に十分な術前検討の上，管理方
針を決定する必要があると考えられた。
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右卵巣腫瘍の腹腔鏡下手術後に判明した左卵巣の漿液性境界悪性腫瘍の一例

大谷　恵子・藤村　大志・中島　博予・三輪　照未・三輪一知郎
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A case of serous borderline tumor of left ovary diagnosed after laparoscopic surgery 
of right ovarian tumor

Keiko Ootani・Taishi Fujimura・Hiroyo Nakashima・Terumi Miwa・Ichiro Miwa
Hiromi Sanai・Masakatsu Sase・Yasuhiko Nakamura・Kazuyuki Ueda

Department of Obstetrics and Gynecology, Yamaguchi Grand Medical Center

婦人科良性疾患に対して腹腔鏡手術は第一選択となることが多いが，術後の病理結果で境界悪性や悪性腫瘍と診断される症
例を経験することがある。右卵巣腫瘍の腹腔鏡下手術後に判明した左卵巣の漿液性境界悪性腫瘍の一例を報告する。
症例は，54歳閉経後，２妊２産。４ヶ月前より右下腹部痛を認め，前医での腹部超音波検査にて10cm大の右卵巣腫瘍を指摘
され当科に紹介受診した。経腟超音波検査で右卵巣に多嚢胞性嚢胞を認め，内部に充実部性エコーは認めなかった。左卵巣
は30mm大であった。MRI検査でも同様に悪性所見認めず，CA125，CA19-9も正常範囲内であった。
右卵巣腫瘍に対して腹腔鏡下右付属器切除術を行い，閉経後であったため左付属器切除を同時に施行した。術中に洗浄腹水
細胞を診採取した。後日，洗浄腹水細胞が診陽性であったことが判明し，術後の永久病理組織診断で右卵巣腫瘍は漿液性嚢
胞腺腫，左卵巣は漿液性嚢胞腺腫をベースとし一部漿液性境界悪性腫瘍を認めるとの診断であった。追加手術として単純子
宮全摘術，大網切除術，右総腸骨リンパ節生検施行した。術後化学療法としてdose-dense TC（taxol, carbopratin） を３コー
ス行った後，現在術後２年を経過したが再発は認めていない。
漿液性境界悪性腫瘍はもともと術前に診断しにくい病変であり，その可能性も念頭にいれ十分なインフォームドコンセント
が必要である。また，対側に病変が見つかることは稀ではあるが今回のように存在するため，腹腔鏡の利点を活かして対側
卵巣に対しても詳細な観察を行うとともに，洗浄腹水細胞診の採取を行い，摘出組織の内容液の腹腔内漏出に注意するなど
慎重な対応が必要である。

The use of laparoscopic surgery has recently become widespread. Subsequently, we diagnosed some cases as 
malignant or borderline malignant after the procedure. Here we report a case of serous borderline malignant 
tumor of left ovary that was diagnosed after laparoscopic surgery of right ovarian tumor.
A 54 year old woman underwent total laparoscopic salpingo-oophorectomy for a 10 cm right ovarian tumor. 
After menopause, left salpingo-oophorectomy was also performed. Peritoneal washing cytology was positive 
and the permanent pathological diagnosis of left ovary showed a serous borderline tumor. 
Serous borderline tumor is difficult to diagnose accurately before operation. It is important to obtain sufficient 
informed consent before the operation, observe the opposite ovary in detail, collect peritoneal washing 
cytology and take care to prevent leakage of the contents of the tumor during the procedure.

キーワード：腹腔鏡下手術，漿液性境界悪性腫瘍，卵巣腫瘍
Key words：laparoscopic surgery, serous borderline tumor, ovarian tumor

緒　　　言

　腹腔鏡下手術は，開腹手術に比べ出血量・輸血量の減
少，拡大視野による詳細な腹腔内の観察・精密な手術操
作，創部縮小化による術後疼痛減少，入院期間短縮な
どのQOL （quality of life）の向上など優れている点が多
く１），近年術前に良性と診断された症例には第一選択と
なっている。しかし，良性と診断したにも関わらず，術
後の病理結果で境界悪性や悪性腫瘍と診断される症例を

経験することがあり２）３），卵巣腫瘍の診断で腹腔鏡下手
術を施行し，永久病理標本で境界悪性と診断された割合
が1.3%，卵巣癌が0.2％との報告もある４）。腫瘍側ではな
く正常と考えていた対側の卵巣が境界悪性と診断された
という報告は少なく，腫瘍に目が行き見落としがちな対
側卵巣にも注意する必要があることを今回改めて考えさ
せられたため，右卵巣腫瘍の腹腔鏡下手術後に判明した
左卵巣の漿液性境界悪性腫瘍の一例を報告する。
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症　　　例

症例：54歳　閉経後
産科歴：２妊２産
既往歴：特記事項なし
家族歴：特記事項なし
現病歴：
　４ヶ月前より右下腹部痛を認め，前医を受診した。
その際，腹部超音波検査にて10cm大の右卵巣腫瘍を指
摘され当科を紹介受診した。来院時，経腟超音波検査
所見では，右卵巣に102×93mmの内部均一，low echo
を示す多嚢胞性嚢胞を認めた。内部に充実部性エコー
は認めなかった。左卵巣は30mm大で腫大なし。MRI
検査では，内部はT1強調で等信号，T2強調で高信号の
107×91mm大の右卵巣多嚢胞性嚢胞を認めた。内部に
充実部は認めなかった（図１-A）。左卵巣は30×29mm
大と腫大は認めなかったが，内部に小嚢胞を認めた（図
１-B）。CA125 14.3 U/ml，CA19-9 2.1 U/mlといずれも
正常範囲内であった。

　右卵巣腫瘍に対して腹腔鏡下右付属器切除術を行っ
た。腹腔内所見は，右卵巣に径10cm大の多房性嚢胞を
認め（図２-A），左卵巣は正常大で小嚢胞を数か所認め
た（図２-B）。腹腔内に明らかな癒着は無く，腹水は認
めなかったため洗浄腹水細胞診を採取した。右卵巣腫瘍
は回収袋に収納し，袋内にて内容液を吸引後，体外に摘
出した。閉経後であったため，左付属器切除を同時に施
行した。摘出標本では，肉眼的には右卵巣腫瘍の内部に
明らかな充実部分は認めなかった（図３-A）。左卵巣に
は小嚢胞を数か所認め，右卵巣に存在していた小嚢胞と
類似していた。（図３-B）。
　後日，洗浄腹水細胞診が陽性であったため連絡あり。
術後の永久病理組織診断で，右卵巣腫瘍は漿液性嚢胞
腺腫，左卵巣は漿液性嚢胞腺腫をベースとし一部漿液
性境界悪性腫瘍を認めるとの診断であった（図４-１，
４-２）。そのため，インフォームドコンセントを行い，
追加手術として単純子宮全摘術，大網切除術，右総腸骨
リンパ節生検施行した。なお，CT画像では明らかなリ
ンパ節腫大は認めなかったが，開腹時に右総腸骨リンパ

（A）右卵巣，径107×91mm大の多嚢胞性嚢胞 （B）左卵巣　内部に小嚢胞あり

図１　MRI検査　T2強調画像

図２　腹腔内所見

（A）右卵巣，径10cm大の多房性卵巣嚢胞 （B）左卵巣，小嚢胞数か所あり
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節に軽度腫大を認めたため右総腸骨リンパ節生検を追加
した。術後永久標本にて子宮，大網，右総腸骨リンパ節
に悪性所見は認めなかったが，その際の腹水細胞診は
陽性であったため，術後化学療法としてdose-dense TC
（taxol，carbopratin）を３コース行った。現在術後２
年を経過したが再発は認めていない。

考　　　察

　右卵巣腫瘍に対し腹腔鏡下右付属器切除術を行い，閉
経後であったため対側の左付属器を摘出したところ左卵
巣より漿液性境界悪性腫瘍が判明した一例を経験した。
　卵巣漿液性境界悪性腫瘍は漿液性腫瘍の５-10％を占
め，90%前後がⅠ期症例であり，予後は比較的良好であ
る５）。詳細な病理組織学的検討と５年以上の経過観察が
行われた276例の解析で，全生存率95％（Ⅰ期98%，Ⅱ-
Ⅳ期91%），無病生存率78％（Ⅰ期87%，Ⅱ-Ⅳ期65%）
との報告がある５）。悪性に比べ罹患年齢層は低く，40代

に多くみられ，本邦では粘液性境界悪性腫瘍に比べると
頻度は低く，時として両側性である６）。予後因子は臨床
進行期と腹膜インプラントの種類（浸潤性）と言われて
いる７）。漿液性境界悪性腫瘍の20-46％では，腹膜や大
網にも卵巣と同様の病巣を認め，これは腹膜インプラン
トとよばれ，癌の播種・転移と区別する。組織学的に非
浸潤性と浸潤性に分けられ，前者が80%を占め，浸潤性
は予後不良とされている５）。微小乳頭状構造を示すもの
にしばしば浸潤性インプラントがみられるとされている
ため５）６），本症例では浸潤性インプラントは認めなかっ
たものの腫瘍の一部に軽度乳頭状増殖を認めており，今
後も慎重なフォローが必要である。
　本症例は患側ではなく対側の卵巣であったが，術前に
良性と判断したものの術後に境界悪性，悪性と判明する
ことは一定の割合で存在し，卵巣腫瘍の診断で腹腔鏡下
手術を施行し，永久病理標本で境界悪性と診断された割
合が1.3%，卵巣癌が0.2％との報告もある４）。境界悪性腫

（A）右付属器　腫瘍内に明らかな充実部は認めなかった （B）左付属器　小嚢胞を数か所認めた

図３　摘出標本肉眼所見

図４-１　摘出標本病理組織所見

左卵巣　HE染色（×40）

図４-２　摘出標本病理組織所見

左卵巣　HE染色（×400）



226 Vol.66 No.2大谷　恵子・藤村　大志・中島　博予・三輪　照未・三輪一知郎・讃井　裕美・佐世　正勝・中村　康彦・上田　一之

瘍を術前に診断することは困難なことが多く，超音波や
MRI，CA125値で推測するが，今回の症例では明らかな
悪性所見は認めなかった。同様に検査では術前に境界悪
性とは診断できなかったが，術中迅速を行い有用であっ
たとの報告がある８）。当院では腹腔鏡手術の際には迅速
検査は行っていないが，迅速検査は患者の不利益を減ら
す手段の１つと考える。
　腹腔鏡下手術において問題となってくるのが，術中の
卵巣腫瘍被膜破綻によるup stagingがあげられる１）。術
前に良性と診断されていても境界悪性，悪性を念頭に腫
瘍内容液が腹腔内に漏出しないように努めることが望ま
しい。卵巣境界悪性腫瘍における腹腔鏡下手術と開腹時
における腫瘍の破綻率は変わらないという報告もある
が９），多くの報告では開腹手術では７‒35.7%に対し，腹
腔鏡下手術では8.3‒62.5%と腹腔鏡下手術で破綻率が有
意に高い結果であった10）－12）。本症例では，洗浄腹水細
胞診を採取した後に卵巣操作を行い，右卵巣腫瘍の内容
液が漏出しないように回収袋内にて内容液を吸引後，慎
重に体外へ摘出した。ただし，今回のように対側に境界
悪性，悪性が存在することもあり対側操作を行う際にも
注意が必要と思われた。また腹腔鏡の問題点としてポー
ト部再発，転移の問題があるが13）14），卵巣境界悪性にお
けるポート部再発に関する報告は少なく，卵巣境界悪性
腫瘍におけるポート部再発の危険性はまだ証明されてい
ない１）。その他，標本採取不足による正確なstagingが
困難や初期治療遅延の可能性等があげられるため，腹腔
鏡手術の際には術前に十分なインフォームドコンセント
が必要である。また，今回の症例を通して腹腔鏡下の手
術においては，拡大視効果が優れている腹腔鏡の特徴を
いかして病変側のみではなく対側卵巣においても詳細な
観察を行うこと，腹水細胞診をとること，対側卵巣も含
め卵巣を温存した場合は術後も慎重にフォローをしてい
く必要性があげられた。
　漿液性境界悪性腫瘍の基本術式は両側付属器切除＋子
宮全摘術＋大網切除術＋腹腔細胞診で，腹膜病変の疑い
あれば摘除ないし複数個所生検を行い，リンパ節病変が
疑われる場合には生検を行う。肉眼的に残存腫瘍のある
症例や浸潤性腹膜インプラントの症例では卵巣癌に準じ
てプラチナ製剤，タキサン製剤による術後化学療法を行
うことが考慮される２）。今回は追加手術により摘出した
組織内には悪性所見は認めなかったが，腹水細胞診が陽
性であったため，術後に化学療法を行った。
　右卵巣腫瘍に対し腹腔鏡下右付属器切除術を行い，閉
経後であったため対側の左付属器を摘出したところ左卵
巣より漿液性境界悪性腫瘍が判明した一例を経験した。
腹腔鏡下手術は，開腹手術に比べ出血量・輸血量の減
少，拡大視野による詳細な腹腔内の観察・精密な手術操
作，創部縮小化による術後疼痛減少，入院期間短縮など

のQOL向上など優れている点が多く，近年術前良性と
診断された症例には第一選択となっている。しかし，漿
液性境界悪性腫瘍はもともと術前に診断しにくい病変で
あり，すべての症例において境界悪性，悪性の可能性を
念頭に置き手術を施行する必要があると考えた。
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Microwave endometrial ablation and levonorgestrel-releasing intrauterine system for 
the treatment of menorrhagia and dysmenorrhea: single facility retrospective study

Ai Ikebuchi・Fuminori Taniguchi・Jiro Murakami・Emiko Yamane・Maako Moriyama
Kei Nagira・Yukihiro Azuma・Takashi Uegaki・Tasuku Harada

Department of Obstetrics and Gynecology, Tottori University Faculty of Medicine

過多月経や月経困難症に対し，低侵襲な治療法としてマイクロ波子宮内膜アブレーション（MEA）およびレボノルゲストレ
ル徐放型子宮内システム（LNG-IUS）の有用性が知られている。当科にてLNG-IUSあるいはMEAにて治療を行った症例を後
方視的に解析した。
LNG-IUSあるいはMEA治療により，月経痛スコアは有意に低下し，経血量は著明に減少した。MEA治療後には，約半数の
症例で無月経となった。追加治療を要した症例は，LNG-IUS施行群で11例（36.7%）あり，そのうち器具の自然脱出が６例
（20.0%）にみられた。一方，MEA後に追加治療を要した症例は５例（16.7%）であった。子宮が大きい場合には，半数以上
の症例で追加治療を要した。
過多月経や月経困難症に対して，LNG-IUSおよびMEAは有効な治療法であるが，単独では十分な治療効果が得られない症例
もあることから，両治療法の適応については，さらに詳細な検討が必要である。

Microwave endometrial ablation (MEA) and levonorgestrel-releasing intrauterine system (LNG-IUS) are 
recognized as the minimally invasive and effective procedures for the treatment of menorrhagia and 
dysmenorrhea. We collected the data from 60 patients treated with MEA or LNG-IUS and analyzed the 
prognosis retrospectively.
After both treatments, the dysmenorrhea score and the amount of menstrual blood declined significantly 
compared to pretreatment. Half of the patients treated with MEA developed amenorrhea. Eleven women 
(36.7%) of LNG-IUS users needed the additional treatments. We found the spontaneous expulsion of the 
intrauterine device in 6 patients (20.0%) of LNG-IUS users. Alternatively, 5 women (16.7%) treated with MEA 
needed additional treatments.
In more than half of patients who have a large uterus, single treatment using MEA or LNG-IUS was 
insufficient.
Our study showed that LNG-IUS and MEA are effective procedures for the treatment of menorrhagia and 
dysmenorrhea, however, to verify the findings of this study, large scale studies will be needed.

キーワード：マイクロ波子宮内膜アブレーション，レボノルゲストレル徐放型子宮内システム，過多月経，
　　　　　　月経困難症
Key words：MEA, LNG-IUS, menorrhagia, dysmenorrhea

緒　　　言

　性成熟期女性における過多月経や月経困難症の原因と
なる器質的疾患として，子宮筋腫，子宮内膜ポリープ，
子宮内膜増殖症，子宮腺筋症などがあげられる。過多月
経や月経困難症を有し，子宮温存を望む患者に対する
新しい低侵襲治療法として，マイクロ波子宮内膜アブ
レーション（MEA: microwave endometrial ablation）

とレボノルゲストレル徐放型子宮内システム （LNG-
IUS: levonorgestrel-releasing intrauterine system: 
ミレーナ®52mg） が普及している。しかしながら，どの
ような症例にMEAまたはLNG-IUSが適しているのか，
明確な基準は確立されていない。当科でLNG-IUSおよび
MEAにて治療した症例について，後方視的に解析した。
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方　　　法

　2012年から2016年の間に，当科においてLNG-IUS （30
名） あるいはMEA （30名） にて過多月経や月経困難症の
治療を施行した60名を対象とした。LNG-IUSの処置時
には，麻酔や鎮痛剤を使用しなかった。MEAに際して
は，全身麻酔下に，経腹超音波断層図で子宮内腔をモニ
タリングしながら，子宮内膜組織を全周性に凝固した。
MEA実施ガイドライン2008１）に従い，MEA出力の設定
は70W，１回の凝固通電時間は50秒とした。
　治療後６か月時点での経血量と月経痛の変化を比較し
た。経血量は自己評価による増減にて，月経痛はNRS 
（Numerical Rating Scale） を用いて評価した。子宮体
部のサイズは，超音波断層図あるいはMRI検査で測定し
た。データは平均値±標準偏差 （SD） で示し，統計２群
間の有意差検定はt-testあるいはカイ二乗検定で行い，
p<0.05を有意とした。

結　　　果

　患者背景を表１に示す。LNG-IUS使用群の患者年齢
の平均は43.7歳であった。30例中27例が月経困難症を有
し，16例に過多月経を認め，13例は両症状を有した。臨
床診断は，子宮筋腫が16例，子宮腺筋症が20例，子宮内

膜症が９例であった。子宮筋腫と子宮腺筋症を併発して
いるものは12例，子宮腺筋症と子宮内膜症の併発は４
例，子宮内膜症と子宮筋腫の併発は５例であった。子宮
筋腫，子宮腺筋症，子宮内膜症すべてを併発するものは
４例であった。LNG-IUS群では，MEA群に比して月経
困難症を訴える患者が多かった（P<0.05）。
　一方，MEA群の患者年齢の平均は41.3歳であり，
LNG-IUS群より低かった（P<0.05）。30例中18例が月経
困難症を有し，21例に過多月経を認め，９例は両症状を
有した。臨床診断は，子宮筋腫が21例，子宮腺筋症が８
例，子宮内膜症が５例であった。子宮筋腫と子宮腺筋症
を併発しているものは３例，子宮内膜症と子宮筋腫の併
発は４例であった。子宮腺筋症と子宮内膜症の併発はな
かった。
　LNG-IUSおよびMEAによる治療効果を表２に示す。
LNG-IUS使用前後の月経痛NRSは，5.9 ± 2.3から3.0 ± 
2.6に有意に低下した（p<0.01）。月経困難症を有した
LNG-IUS使用群27例のうち，加療により５例（18.5%）
で疼痛が消失した（NRS 0）。経血量の変化は，LNG-
IUS使用後に平均60.0%の減少を認めた。そのうち無月
経となったのは，子宮内膜症の２例であった。
　一方，MEAの手術時間は平均36.1±18.5分で，焼灼回
数の平均は12.1±5.5回であった。MEA加療後の月経痛
NRSは，7.3 ± 1.8から0.9 ± 1.4と有意な低下がみられた 
（p<0.01）。月経困難症を有したMEA群18例のうち，加
療により10例（55.6%）がNRS 0となった。それらの臨
床診断は子宮筋腫６例，子宮腺筋症１例，子宮内膜症が
１例，子宮筋腫と内膜症の併発が１例，子宮内膜ポリー
プが１例であった。経血量は，MEA後には平均79.5%の
減少を認めた。無月経となったのは14例であった。それ
らの臨床診断は子宮筋腫７例，子宮内膜症１例，子宮
筋腫と腺筋症の併発が１例，子宮筋腫と内膜症の併発が
３例，子宮内膜ポリープが２例であった。LNG-IUSと
MEAで比較すると，NRSの変化，疼痛の消失した症例
数および無月経となった症例数はMEAの方が有意に多
かった（p<0.05）。
　次に，追加治療を要した16例を抽出して検討した（表

表１　患者背景

表２　治療効果
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３・表４）。LNG-IUS使用後に追加治療を要した症例は，
30例中11例 （36.6%） であった。そのうち，LNG-IUSが
自然脱出したものが６例 （No.1-6） あり，その後に，３
例はMEA，１例はGnRHアゴニスト，１例はジエノゲ
スト，１例は子宮摘出術を要した。自然脱出のない症例
（No.7-11）でも，不正子宮出血のために黄体ホルモン 
（デュファストン®） や，子宮摘出術を要したもの，月
経痛の改善が乏しくジエノゲストの追加治療を要した症
例があった （表３）。
　一方，MEA後に追加治療を要した症例は30例中５例 
（No.1-5，16.7%）あり，頸管内癒着による子宮留血症
のために，頸管拡張を行ったものが３例あった。また，
MEA施行１年後より過多月経が再開し，偽閉経療法を
要した例と，MEA後に一旦は無月経となったものの，
再び月経痛が増悪したために，LNG-IUSを再使用した例
を認めた （表４）。

考　　　察

　LNG-IUSは，子宮内器具に含有されるレボノルゲス
トレルの持続的放出により，５年間にわたって子宮内膜
組織の増殖を抑制する。本剤の効果は，主に子宮内膜へ
の局所作用に基づくことから，排卵には影響を及ぼさな
い。LNG-IUSの問題点としては，少量ではあるが不正子
宮出血の頻度が高いことである。太田らは，LNG-IUS
使用後，62.3%の患者に不正子宮出血を認めたと報告し
ている２）。2011年から2012年に国内で実施された使用
者満足度調査では，総合的な満足度は90%以上と非常に
高かった３）。子宮温存希望のある月経困難症患者におい
て，LNG-IUSは，まず選択されるべき安全性の高い治療
法の一つであると考えられた。
　一方，MEAは，マイクロ波を局所的に照射すること
により子宮内膜組織を壊死させる方法である。マイクロ

表３　LNG-IUS使用後に追加治療を要した症例

表４　MEA後に追加治療を要した症例
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波アプリケーターの先端から，軸と垂直方向に約６mm
程度の範囲が摂氏60度に達し，焼灼により内膜組織が直
ちに壊死に陥る。基底層を含めた子宮内膜の焼灼・破壊
によって，月経の消失あるいは月経血の減少が得られ
る。
　MEAの治療効果に関する報告が散見される４）５）。金
岡らは，MEAの術後には約60%の症例で無月経となっ
た成績を示している６）。当科でのMEA施行群では，30
例中29例 （96.7%） で著明な月経血の減少が得られ，約
半数の14例では無月経に至った。したがって，挙児希望
がなくても，子宮温存を望む女性には，MEAは極めて
有効な治療法であると考えられた。
　MEAの合併症としては，骨盤内臓器の熱損傷，子宮
頸管の狭窄や子宮内膜組織の残存による子宮留水症・留
血症，上行性感染による骨盤内炎症や子宮留膿症などが
あげられる７）。私どもは，子宮穿孔を防ぐために，（１）
経腹超音波ガイド下に焼灼する，（２）術中に，子宮内
腔を子宮鏡で適宜観察しながら焼灼する，（３）子宮頸
管内の閉鎖を生じないように，内子宮口近傍の子宮内膜
の焼灼は行わないことに留意している。また，手術２週
後に子宮頸管拡張器 （へガールNo.2） を用いて，頸管拡
張を行っている。海外からの報告によると，MEA後に
子宮を摘出した約半数において，卵管角部や子宮底部に
子宮内膜組織の残存がみられたこと８）や，遺残した子
宮内膜からの子宮内膜癌発生や術後妊娠例９）も示され
ている。
　最後に，LNG-IUSおよびMEA加療後に追加治療を要
した症例について考察した（表３・表４）。LNG-IUS使
用後の経血量変化については，自然脱出を認めた症例で
は平均25.0%の減少，脱出のなかった症例では平均60.0%
の減少を認め，LNG-IUS脱出のなかった群においては著
明な経血量の減少がみられた（表３）。LNG-IUS脱出症
例６例のうち，直径が５cm以上の子宮筋腫，もしくは
腺筋症組織を含む子宮筋層厚が５cm以上に肥大してい
る症例が４例（66.7%）と大部分であった。脱出のなかっ
た症例に比して，子宮内腔と子宮頸管が直線的な構造を
呈している場合や，筋腫や腺筋症のために子宮内腔の変
形がみられる症例において，自然脱出が多い傾向にあっ
た。
　子宮のサイズと，追加治療の必要性について検討し
た結果，子宮体部最長径が70mm以上であった群では，
MEAで５例中３例 （60.0%），LNG-IUSで11例中８例 
（72.7%） と高頻度に追加治療を要した。比較的大きな
子宮を有する患者では，半数以上の症例で，単独の治療
法では十分な効果を得ることができなかった。
　中村らは，48歳以下で子宮筋腫を有する患者，特に４
個以上の筋腫や最大筋腫の腫瘍径が５cm以上の子宮筋
腫を有する患者，また子宮腺筋症や大きな子宮を有する

患者では，MEAの効果が十分でなかったことを報告し
ている２）。今回の治療群ではMEA施行群の患者年齢が
若いことから（平均41.3歳），この結果と一概に比較す
ることは難しいが，最大筋腫の腫瘍径が５cm以上の多
発子宮筋腫を有する患者が，追加治療を要した症例の
40%を占めた。
　今回の研究からは，MEAの場合，治療に入院を要す
ることや合併症を考慮すると，入院を要さず，かつ安価
で施行できるLNG-IUSをまずは選択し，効果が不十分な
症例に対してMEAを検討する方法がよいと考えられた。

結　　　語

　月経困難症や過多月経を有し，子宮温存を希望する患
者においては，LNG-IUSおよびMEAは有用であること
が示された。しかし，LNG-IUSおよびMEAの適応の限
界については明確にすることができなかった。月経困難
症および過多月経で悩む女性のQOL向上のため，今後
さらに多くの症例を対象にして，詳細に検討することが
必要である。
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Clostridium perfringensによる子宮内感染から重篤な敗血症を発症し
集学的治療により救命しえた一例
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A case of multimodality therapy could save lives from severe sepsis caused by 
Clostridium perfringens intrauterine infection

Hiroyo Nakashima １）・Toshiaki Taketani ２）・Kengo Nakashima ２）・Takuya Kajimura ２）

Koutarou Sueoka ２）・ Hiroshi Tamura ２）・Norihiro Sugino ２）

１）Yamaguchi prefectural grand medical center, Obstetrics and Gynecology
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症例は44歳，未経妊。多量の性器出血と下腹部痛を訴え近医受診し，単純CTにてガス産生を伴う子宮腫大を認めたため当科
搬送となった。来院時，溶血，肝障害，腎障害を認め，播種性血管内凝固症候群（DIC）も併発していた。MRI検査では子宮
内腔は不明瞭化しており，造影では菲薄化した筋層を認めた。子宮内感染による敗血症・DICと判断し，原因除去のため緊
急で腹式単純子宮全摘術を施行した。子宮は新生児頭大に腫大，悪臭を伴っており，子宮筋は感染により融解していた。術
後に血液培養からClostridium perfringensが検出されたため，抗生剤多剤投与を開始した。DICに対しては抗DIC療法を施行
し，急性腎不全に対しては血液透析を行った。術後15日目にIntensive Care Unit（ICU）より病棟へ帰棟した。摘出した子宮
の術後病理診断はendometrioid adenocarcinomaの診断であった。Clostridium perfringensによる敗血症は非常に予後が悪い
が，早急に集学的治療を開始することで救命しえたものと考えられた。

We reported a case of a 44 year old female with no pregnancy history, who visited a nearby clinic complaining 
of massive genital hemorrhage and hypogastric pain.｠The plain computed tomography (CT) scan detected 
an enlarged uterus associated with aerogenesis so the patient was transferred to our department for 
treatment. ｠On arrival, we recognized hemolysis, hepatic, and renal disorders accompanied by disseminated 
intravascular coagulation (DIC) .｠The magnetic resonance imaging (MRI) exam showed a fogging effect of the 
uterine lumen and contrast studies detected thinning of the uterine muscular wall.｠We determined sepsis 
resulting from  an intrauterine infection and immediately performed an abdominal simple total hysterectomy 
to eliminate the source of her symptoms.｠The enlarged uterus was rancid and its lumen and musculature 
were decomposed by infection.｠After postoperative blood cultures detected Clostridium perfringens, we 
started administering multiple antibiotics immediately.｠On the 15th day after surgery, she returned to the 
ward from the intensive care unit. Pathological diagnosis from her extracted uterus determined endometrioid 
adenocarcinoma.｠Although sepsis by Clostridium perfringens infection leads to a very bad prognosis, we 
presume only early diagnosis and rapid treatments could save her life. 

キーワード：Clostridium perfringens，子宮内感染，ガス産生，敗血症
Key words：intrauterine infection, gas gangrene, sepsis

緒　　　言

　Clostridium perfringens は土壌中に広く分布してい
る，芽胞形成性の嫌気性グラム陽性桿菌であり，ヒト
の消化管や女性生殖器にも常在している。Clostridium 
perfringensは外傷性ガス壊疽の原因菌としても知られる
が，近年，非外傷性Clostridium perfringens 感染症の報
告が増加している１） 。Clostridium perfringensによる敗
血症は，広範な血管内溶血を伴う極めて予後不良な疾患
である。今回我々は，Clostridium perfringens による子

宮内感染から重篤な敗血症をきたしたが，集学的治療に
より救命しえた症例を経験したので報告する。

症　　　例

患者：44歳，女性，未経妊。身長165 cm，体重90 kg，
BMI 33.0。
既往歴：特記事項なし。
現病歴：受診１ヶ月前頃から持続する性器出血を認めて
いた。受診２日前から大量の性器出血が出現し，凝血塊
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の排出も認めるようになった。受診１日前から下腹部痛
が出現し，次第に増悪した。鎮痛剤内服するも改善認め
ず，翌日６時に自宅より前医に救急搬送された。単純
CT検査を施行され，子宮腔内のガス産生を伴う子宮の
腫大を認めたため（図１），精査加療目的に同日８時30
分に当科へ搬送となった。
【入院時所見】
　BT 38.4度，PR 117 bpm（整），BP 120/79 mmHg。
意識は清明。下腹部の強い疼痛を訴えていた。内診では
悪臭を伴う血性帯下を認めた。子宮は新生児頭大に腫大
し，子宮に強い圧痛を認めた。
　血液検査ではWBC 36150 /μl，CRP 7.87 mg/dl，
PCT 41.95 mg/dlと炎症所見の上昇を認めた。PLTは

18.1 ×104/μlと比較的保たれていたが，凝固系は，
PT-INR 1.68，APTT 59.2秒と延長しており，D-ダイ
マーは 170.2 μg/mlと上昇を認め（FDP 25≦と推算），
DICを併発していた（急性期DICスコア５点，SIRS １
点，PT-INR 1.2≦ １点，FDP 25≦ ３点）。鏡検上強い
溶血所見を認めたが，それを反映してLDH 3795 mg/
dl，T-bil 1.9 mg/ dl，D-bil 0.5 mg/dlと上昇を認めた。
赤血球数367 ×104/μl，Hb 9.4 g/dl，Ht 31.1 ％と貧血
を認めた。BUN 23 mg/dl，Cre 1.73 mg/dlと腎機能低
下を認め，入院後より排尿を認めなかった。血液ガス
ではpH 7.406，pO2 103 Torrと明らかなアシドーシスは
認めず，酸素化は保たれていたが，pCO2 23.1 Torr，
HCO3 14.3 mmol/l，Base Excess ‒8.9 mmol/lと低下を

図１　腹部単純CT検査所見　a：冠状断　b：水平断

子宮の腫大と子宮腔内にガス産生像を認めた。子宮壁は一部が菲薄化していた。

図3．摘出標本

a：子宮・付属器の外観　子宮底部は一部暗赤色に変化していた。
b：子宮割面　筋層は感染により融解していた。

図２　造影MRI検査所見

a：MRI T2強調画像　矢状断　筋層と内腔の境界が不明瞭であった。
b：MRI 造影後T1脂肪抑制　矢状断　子宮内腔の拡大、筋層の著しい菲薄化を認めた。
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表１　当院へ搬送後の血液データ一覧（急性期） 

認め，Lactateは4.7 mmol/lと上昇を認めた。血液ガス所
見からは代謝性アシドーシスに対する呼吸代償が働いて
いることが示唆された（表１）。腫瘍マーカーはCA 125; 
87 U/ml，CA 19-9；18.9 U/ml，SCC；3.1 mg/mlと上昇
していた。経腟超音波検査では子宮は腫大しているが筋
層と内腔の境界が不明瞭であったため，MRI検査を施行
した。T2強調像で子宮内腔と筋層の不明瞭化を認め，
造影では菲薄化した筋層を認めた（図２）。
【入院後経過】
　９時に血液培養を提出し，その直後よりメロペネム

２ g/dayを開始した。画像所見・血液検査所見より子
宮内感染による敗血症・DICと判断した。子宮内容除去
術も検討されたが，より確実な感染源除去のため，子宮
摘出の方針とした。搬送から約４時間後の12時22分より
緊急開腹術を施行した。腹腔内には中等量の血性腹水と
強い悪臭を認めた。子宮は新生児頭大に腫大しており，
腹式単純子宮全摘術および両側付属器摘出術を行った。
15時52分に手術終了し，その後ICUに入室となった。術
後，摘出標本を確認したところ，子宮筋は感染により融
解していた（図３）。血液培養提出後から約11時間後の
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20時に，血液培養から Clostridium perfringensが検出さ
れたと検査部から緊急で連絡があり，直ちにペニシリン
G 2400万 単位/dayとクリンダマイシン1800 mg/dayの
投与およびエンドトキシン吸着療法を開始した。
　術後も強い溶血は継続し，進行する貧血に対して適
宜輸血を行った。PLTに関しては入院時には18.1 ×
104/μlと保たれていたが，その後急激に減少し，同日20
時の血液検査では7.3 ×104/μlまで低下していた。DIC
に対しては抗DIC療法を施行した。また急性腎不全に対
しては，術後１日目より持続血液透析濾過法（CHDF）
を開始した（図４）。この後は徐々に全身状態の改善を
認め，術後15日目にICU退室，術後25日目に透析を離脱
した。摘出した子宮の術後病理診断は，endometrioid 
adenocarcinoma，G1，腫瘍の筋層浸潤は１/２以上，両
側付属器には転移所見は認めなかった。 

考　　　察

　ガス壊疽とは，ガス産生を伴う感染症の総称であり，
起因菌により大きくクロストリジウム性と非クロスト
リジウム性に分けられる。クロストリジウム性の起因
菌としてClostridium.Perfringens, Clostridium.novyi, 
Clostridium.histolyticum, Clostridium.sporogenes, 
Clostridium.septicum, Clostridium.fallaxaの６種類の菌
が原因菌で発症するが，特にClostridium.perfringensに
よるものが80-95％とほとんどを占める２）。Clostridium 
perfringens は産生する毒素によりA型からE型に分類さ
れるが，このうちA型がヒトの消化管や女性生殖器に常
在する。食中毒の原因菌でもあり，菌が増殖した食品を
摂取した場合，腹痛と下痢を引き起こす。通常１～２日

で回復し，予後は良好である。一方で，本菌による深部
組織感染症の予後は不良である。発症頻度は10万人に
0.83人と頻度は低いが３），肝・胆道系，腸管，子宮への
感染を契機に重症化すると死亡率はおよそ60-80％とさ
れている４）‒６）。特に広範な血管内溶血を伴う場合，急激
な経過をたどり24時間以内にそのほとんどが死に至ると
の報告もある７）。その理由として，compromised hostへ
の感染が多いことが挙げられる８）。
　本感染症において特徴的な所見である溶血は，
Clostridium perfringensが産生するα毒素が原因であ
る。Clostridium perfringensが産生する毒素は少なく
とも十数種類あるが，特にα毒素が病原性の主体と考
えられている。α毒素の本体はリン脂質を分解する
Phospholipase-C活性をもつLecithinaseである。この
Lecithinaseが細胞膜の脂質を分解することで赤血球の溶
血や組織障害を引き起こす。更に微小循環系において血
管内皮障害を惹起して血小板凝集を引き起こし，DICと
共に組織酸素供給低下および急激な循環不全，腎不全を
引き起こし，最終的に死に至るとされる９）。
　本邦におけるClostridium perfringensによる非外
傷性感染症例について検索した。 医学中央雑誌で
「Clostridium perfringens」「敗血症」をKey wordとし
て検索し，詳細に検討可能であった報告は39例で，これ
に自験例も含め40例で検討した（表２）。発症した年齢
は，平均64歳と高齢で多い傾向にあり，男女比は６：４
で男性に多かった。死亡率は60.0％（40例中24例）と高
率であり，発症あるいは入院してから死亡するまでの
期間は平均26.8時間であった。発症部位は肝・胆嚢系が
57.5％ （40例中23例）と最も多く，子宮は15％（40例中

図４　当院へ搬送後の経過（急性期）
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６例） で，続いて腸管が12.5％（40例中５例） であった。
基礎疾患としては悪性腫瘍が37.5％（40例中15例）と最
も多く，続いて糖尿病が22.5％（40例中９例）と多くみ

られた。以上の結果からも高齢や基礎疾患に伴う免疫能
の低下が，発症に大きく関与している可能性が示唆され
た。本症例においては，類内膜腺癌を併発していたが，

表２　日本におけるClostridium Perfringensによる非外傷性感染症の報告一覧

M; male,  F; female,  NR; not reported,  DM; diabetes mellitus,  AML; acute myeloblastic leukemia, 
MEPM; meropenem,  CPFX; ciprofloxacin,  PCG; penicillin G,  CLDM; clindamycin,  MNZ; metronidazole,
CMZ; cefmetazole,  CEZ; cefamezin,  IPM/CS; imipenem / cilastatin,  CTM; cefotiam,  PIPC; piperacillin,  CZOP; cefozopran, 
PL-B; Polymixin B,  AMK; amikacin,  CTX; cefotaxime
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病変により子宮内膜のバリア機能が低下し，感染が容易
であったことが推察された。
　本感染症による治療法としては， ①感染巣の除去，②
高用量ペニシリン投与とされる。①の感染巣の除去につ
いては，外科的デブリドマンや手術を早期に行うこと
が出来れば，死亡率を減少させるとの報告がある10）。ま
た，これまでの症例報告をみても（表２）11）‒44），ドレナー
ジや手術を施行した例は40例中15例であり，その死亡率
は40％と外科的処置を行わない症例に比べると低い傾向
にあった。②のペニシリンに関しては，ペニシリンGを
４-６時間毎に１日計2,400万単位/dayを投与することが
推奨されている45）。また，蛋白質合成阻害効果のあるク
リンダマイシンの併用で，α毒素の産生を減少させるこ
とが期待でき，併用効果も報告されている46）。本症例に
おいては，搬送から約５時間後と比較的短時間で感染源
の子宮を摘出でき，かつ，培養提出から約11時間後にペ
ニシリンGとクリンダマイシンの投与を開始しており，
早期に治療が開始できた。ただ，ガス壊疽の原因菌は
Clostridium属以外にも大腸菌や連鎖球菌，黄色ぶどう
球菌などが挙げられるが，溶血を伴うのはClostridium
属の特徴である。子宮内のガス産生を認め，血液検査に
て強溶血が指摘された時点で血液培養結果を待たずに
もっと早期に薬物治療を開始できたかもしれない。
　今回，集学的治療の一環としてエンドトキシン吸着療
法（PMX-DHP）も行った。本治療は細菌が産生する毒
素や炎症性サイトカインを除去する血液吸着療法であ
り，腹部緊急手術を必要とする敗血症性ショックに対し
ては循環動態改善効果，呼吸機能改善効果が示されてい
る47）。開始基準，施行時間については一定の見解が得ら
れていないが，重症の敗血症性ショックをきたす，本感
染症の場合，検討する価値は十分にあると考えられる。

結　　　語

　Clostridium perfringensを起因菌とする子宮内感
染により重篤な敗血症をきたした一例を経験した。 
Clostridium perfringensによる敗血症は非常に予後が悪
いが，早急に治療を開始することで救命しえたものと考
えられた。子宮内感染を疑い，画像にてガス産生を疑う
症例においては，稀ではあるが，病態の進行が早く致死
的である本感染症の可能性も念頭におく必要がある。
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帝王切開時筋腫核出術を施行した子宮下部巨大筋腫合併妊娠の一例

谷村　吏香・衛藤英理子・牧　尉太・玉田　祥子・光井　崇・早田　桂・増山　寿

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　産科・婦人科学教室

A case of cesarean myomectomy for a gestation associated with lower uterine giant 
myoma

Rika Tanimura・Eriko Eto・Jota Maki・Shoko Tamada
Takashi Mitsui・Kei Hayata・Hisashi Masuyama

Department of Obstetrics and Gynecology, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences

帝王切開時筋腫核出術を施行した子宮下部巨大筋腫合併妊娠の一例を経験したので報告する。症例は31歳，４妊１産.　自然
妊娠成立し初期から近医で妊娠管理されていた。妊娠25週５日に性器出血を認め，翌日前医へ母体搬送となった。子宮下部
に巨大筋腫を認め，出血も持続するため周産期管理目的に妊娠26週４日当院へ転院となった。初診時の経腟超音波検査では
子宮前壁の頸部から体下部にかけて14cm径の子宮筋腫を認め，子宮頸管は圧迫により強く引き延ばされていた。経腹超音波
検査では胎児は横位で推定体重970g（+0.04SD）であった。胎盤は子宮後壁に付着し，上縁は子宮底部，下縁は筋腫上端の高
さに位置していた。入院後も筋腫は次第に増大し，上腹部圧迫感が増悪していった。妊娠34週５日選択帝王切開術＋子宮筋
腫核出術を施行した。子宮筋腫の上端から３cm離れた位置で子宮体部横切開を行い，骨盤位で児を娩出した。体重1888gの男
児でアプガースコア８/９点であった。娩出部位の子宮筋層を縫合した後，筋腫を一塊として核出した。手術時間は１時間58
分，出血量は2320mlであった。術後７日目に退院し，産褥１ヶ月健診で異常所見は認めなかった。当院で過去に経験した筋
腫合併妊娠症例をあわせて報告する。

We report a case of cesarean myomectomy for a gestation associated with lower uterine giant myoma. A 
31 year old woman (gravida 3, para 1) was referred to our hospital for the perinatal care of a lower uterine 
giant myoma at 26 weeks’ gestation. Transvaginal ultrasound examination showed a lower uterine giant 
myoma with a diameter of 14 cm in the anterior wall of the uterus and that the uterine cervix was stretched 
strongly by the myoma. Her upper abdominal tightness got worse because the size of myoma had been 
gradually increasing. Cesarean myomectomy was performed at 34.5 weeks’ gestation. We transversely incised 
the uterine body located 3 cm above the upper edge of the myoma and delivered a 1888 g male infant. After 
suturing the uterine muscle layers, we performed myomectomy. The operation time was 1 hour 58 minutes 
and the blood loss was 2320 ml. She was discharged on the 7th day after surgery and no abnormal findings 
were observed in the one month postpartum examination. We also report the cases of cesarean myomectomy 
that we experienced in our hospital.

キーワード：子宮筋腫合併妊娠，子宮下部巨大筋腫，帝王切開時筋腫核出術
Key words：gestation associated with uterine myomas, lower uterine giant myoma, cesarean myomectomy

緒　　　言

　子宮筋腫は生殖年齢の女性に好発する良性腫瘍であ
り，子宮筋腫合併妊娠の頻度は0.45-3.1%程度と報告さ
れている１）。子宮筋腫合併妊娠は筋腫の変性痛，流早
産，胎盤早期剥離などの合併症を起こしやすく，中でも
長径５cm以上の筋腫ではその頻度が多くなるという報
告もある２）。分娩に際しても筋腫の存在部位が与える影
響は大きく，特に子宮下部の大きな筋腫は経腟分娩が困
難となり，悪露滞留のリスクになり得るため帝王切開
分娩が選択される３）。帝王切開時には筋腫が子宮筋切開
層の妨げになることがあり，早産，FGR （fetal growth 

restriction），胎位異常，胎盤位置異常などを合併する
場合は通常の帝王切開より特に慎重な手術操作と入念な
手術戦略が必要となる。今回我々は，子宮下部巨大筋腫
合併妊娠に対して術中超音波検査で子宮筋層の切開部位
や術式を最終決定し，帝王切開時筋腫核出術を施行した
一例を経験したため報告する。

症　　　例

年齢：31歳
妊娠分娩歴：４妊１産（16歳：人工妊娠中絶２回，29歳：
妊娠38週に４cm径の頸部筋腫合併のため前医で選択帝
王切開術）
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既往歴：子宮筋腫（29歳帝王切開後から今回妊娠判明時
まで受診なし）
現病歴：自然妊娠成立し，初期より10cm径の頸部筋腫
合併妊娠として近医で妊娠管理されていた。妊娠25週５
日に性器出血を認め，その後も持続するため翌日前医へ
母体搬送となった。超音波検査で子宮頸管前壁に14cm
径の筋腫を認め，さらに辺縁前置胎盤の状態であったた
め，周産期管理目的に妊娠26週４日当院へ紹介搬送と
なった。
【入院時経腹超音波検査】
子宮前壁の頸部から体下部にかけて14cm径の子宮筋腫
を認め，子宮頸管は圧迫により強く引き延ばされてい
た。胎盤は子宮後壁に付着し，上縁は子宮底部，下縁は
筋腫上端の高さに位置していた（図１）。胎児は横位，
推定体重970g （＋0.04SD），羊水量は正常で，明らかな
構造異常は認めなかった。
【入院後経過】
繰り返す性器出血と子宮収縮に対して，塩酸リトドリ

ンおよび硫酸マグネシウム点滴で治療を行った。子宮
筋腫は次第に増大し，妊娠32週３日のMRI検査で最大径
20cmとなった（図２）。胎児の推定体重はAFDで推移し
たが，胎児発育・筋腫の増大により上腹部圧迫感が増悪
していった。NICUと協議を重ねた結果，人員が確保で
きる適切な時期で母体適応での帝王切開術を行う方針と
した。自己血を900ml貯血した上で，妊娠34週５日，選
択帝王切開術＋子宮筋腫核出術を施行した。腰椎麻酔＋
硬膜外麻酔施行後，恥骨上から臍下にかけて正中切開で
開腹すると，直ちに巨大筋腫が露出した。視野からは筋
腫の発生部位は同定困難で，変性により軟らかい筋腫で
あったため先に児を娩出する方針とした。臍部横まで切
開創を延長し，術中超音波検査で第一骨盤位であること
を確認した（図３）。子宮筋腫の上端から３cm上方の位
置で子宮体部横切開を行い，児の臀部を把持したのち子
宮底部を圧迫しながら児を娩出した。胎盤娩出後，子宮
切開層を縫合し，筋腫核出に移行した（図４）。筋腫表
面に100倍希釈の１%バソプレシンを局注後，表層を縦

図１　入院時経腹超音波検査

子宮前壁の頸部から体下部にかけて14cm径の子宮筋腫を認めた。

図３　手術所見①

（左端）恥骨上から臍下にかけて正中切開で開腹
（中央）変性により軟度の高い筋腫が露出
（右端）臍部横まで切開創を延長し，術中超音波検査で第一骨盤位であることを確認

図２　妊娠32週３日MRI T2強調像

筋腫は次第に増大し, 20cm径となった。
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図５　手術所見③

（左端）筋腫表面に100倍希釈の１%バソプレシンを局注
（中央）筋腫表層を縦切開
（右端） 筋腫核を用手的に牽引しつつ，メイヨークーパーおよびパワースターシザーズ®（ジョンソン・エンド・ジョンソ

ン）を用いて核出

図４　手術所見②

（左端）子宮筋腫の上端から３cm上方の位置で子宮体部横切開
（中央）児の臀部を把持したのち子宮底部を圧迫しながら児を娩出
（右端）胎盤娩出後，子宮切開層を縫合し，筋腫核出に移行

切開した。筋腫核表面を確認しながら筋腫核を用手的に
牽引しつつ，メイヨークーパーおよびパワースターシ
ザーズ®（ジョンソン・エンド・ジョンソン）を用いて
核出していった（図５）。核出後の筋層は１－０バイク
リル単結紮，１－０バイクリル連続縫合の２層縫合とし
た。子宮漿膜は２－０バイクリルで連続縫合し，閉腹し
た。手術時間は１時間58分，出血量は2320mlであり，
自己血を600ml返血した。筋腫重量は1576g，病理組織
学検査で平滑筋種との診断であった。術後７日目に退院
した。児は1888gの男児でアプガースコア８/９点であっ
た。低出生体重児でありNICU管理となったが経過は順
調であり，日齢28に退院した。産後１ヶ月健診の経腟超
音波検査では子宮復古は良好であった。

考　　　案

　妊婦の高齢化に伴う筋腫発生率の増加，帝王切開率の
増加により，今後子宮筋腫合併妊婦に対する帝王切開術
に遭遇する頻度も増加することが推測される４）。
　一般的に妊娠中に筋腫核出術を行うのは筋腫が妊娠継
続，分娩・産褥，胎児に対して著しい障害を起こすこと

が懸念される場合である５）。帝王切開時の筋腫核出の利
点は再開腹，弛緩出血，悪露滞留，筋腫変性による感染
の回避などであり，欠点は術中出血の増加，手術時間の
延長，血栓症などが挙げられる６）。特に，筋腫のサイズ
が大きくなるほど術中出血量が多くなるという報告もさ
れている７）。本症例では妊娠中筋腫核出の適応はなかっ
たが経腟分娩は困難と思われ，帝王切開を選択した。術
後の悪露排出障害を予防することと再手術をなくす目的
で帝王切開時に筋腫手術も行う方針とした。
　帝王切開時筋腫核出術においては, まず帝王切開と筋
腫核出どちらを先に行うかの２通りに分けられる。さら
に帝王切開を先に行う場合は娩出創縫合後筋腫核出に移
行する，または筋腫核出後娩出創・核出創縫合を行う，
筋腫核出を先に行う場合は児娩出後娩出創・核出創縫合
を行う，または核出層縫合後児娩出に移行するの４通り
が考えられる。原則帝王切開を先に行うが, 筋腫のため
に児娩出が困難な場合は筋腫核出を先行する。また前
者にて児娩出創が筋腫辺縁より３cm以上離れている場
合，筋腫核出前に縫合を行う。本症例でも術前カンファ
レンスで開腹後に術中超音波検査で筋腫と児の位置関係
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を確認し，筋腫が児娩出の妨げとなるようなら先に筋腫
を核出８），児を安全に娩出できるスペースがあれば先に
娩出する方針となった。
　帝王切開時子宮筋腫核出術は積極的に行われないのが
現状であるため，まとまった報告が少ない。当院で過去
８年間に同手術を施行した単胎妊娠36例を表１に示す。
母体年齢中央値は37歳，初産婦28例（77.8%），経産婦８
例（22.2%），分娩週数38週であった。最大径の筋腫の位
置は体部25例（69.4%），体下部６例（16.7%），頸部５例
（13.9%），筋腫最大径は7.5cmであった。手術時間は88
分，出血量（羊水含）は1125mlであった。漿膜下筋腫
15例（41.7%），筋層内筋腫20例（55.6%），粘膜下筋腫１
例（2.7%）であった。本症例を含めて全例で術中・術後
に重篤な合併症なく経過した。帝王切開時に筋腫を残し
たままにすると，子宮収縮不良，悪露の滞留，持続，子
宮内膜炎，残した子宮筋腫の増大，月経異常，不妊症，
入院，手術回数の増加，次回妊娠時の流産，早産，子宮
内胎児死亡の可能性，次回妊娠時に長期入院の可能性な

ど多くのデメリットが考えられる９）ため，積極的に施
行している。
　帝王切開時筋腫核出術を施行した子宮下部巨大筋腫合
併妊娠の一例を経験した。術前・術中の超音波検査や
MRIで十分にシミュレーションを行った上で児娩出後の
筋腫核出術を行い，産後悪露滞留や感染なく順調な経過
をたどった。特に体下部の筋腫合併妊娠に遭遇した際に
は，筋腫の大きさ・位置，胎盤の位置，胎児や母体の状
態などを総合的に判断し，分娩方法や時期を決定する必
要がある。
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妊婦健診における子宮頸部細胞診異常症例についての検討
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Prognosis and recurrence risk for patients with abnormal cervical cytology in early 
pregnancy

Yorito Yamamoto・Akiko Wakikawa・Takafumi Watanabe・Akiko Ueno・Yusuke Kunimi
Noa Kawase・Ryuhei Nagai・Junko Komatsu・Susumu Minami・Kazutoshi Hayashi

Department of Obstetrics and Gynecology, Kochi Health Sciences Center

子宮頸がんは20歳代からの若年発症がみられ，30歳代で急激に増加している。本邦では子宮がん集団検診の受診率は20～30%
前後で低く，妊娠して初めて産婦人科を受診する人も多い。また，高齢出産の増加も認めるため子宮頸部初期病変の早期発
見および妊孕能温存の必要性が高まっている。2014年から2016年の間に当施設で分娩した2,159例を対象とし，妊娠初期の子
宮頸部細胞診異常の頻度，分娩後まで経過観察できた症例では細胞診の変化を後方視的に検討した。96例に妊娠初期の子宮
頸部細胞診で異常を認めた。細胞診異常症例は，ASC-US 42例，LSIL 22例，ASC-H ３例，HSIL 29例であった。35歳以上の
症例ではLSILが占める割合が有意に低く，HSILが占める割合が高い傾向を認めた（P=0.08）。分娩後１から３ヶ月の間に当
施設で細胞診を再検した症例は69例であった。そのうちの38例がNILMに消退していた。消退率は分娩形式では差を認めな
かった。HSIL症例（消退率20.7%） はLSIL，ASC-US症例（62.5%，87.5%）と比べて有意に消退率が低かった。分娩後の細胞
診でNILMに消退し，その後も当施設で経過観察を行った11例中７例で再発を認めた。妊娠初期ASC-US症例３例，LSIL症例
１例，HSIL症例３例に再発を認めた。分娩後に消退した細胞診異常がその後に再発する症例があり定期的な検査を指導する
必要がある。

Uterine cervical cancer develops frequently in women 20-30 years old. The examination rate for uterine 
cervical cancer screening is low at around 20 to 30% and many people don’t visit obstetrics and gynecology 
for the first time until they become pregnant. We examined the present conditions and the problems of 
cervical cytology in early pregnancy.
A retrospective review was conducted of 2159 pregnant women at our center between 2014 and 2016. 
The patients with abnormal cervical cytology were 96 women. The patients were 42 ASC-US, 22 LSIL, 3 
ASC-H, and 29 HSIL. The 69 patients were reexamined at our center between one and three months after 
parturition. Postpartum regression was shown in 38 patients. The HSIL patients (rate of regression 20.7%) 
were significantly lower than the LSIL and ASC-US patients (62.5%, 87.5%). After regression to NILM after 
pregnancy, recurrence was observed in seven out of eleven patients who followed up at our center. Of the 
seven patients, three patients were antepartum ASC-US, one patient was antepartum LSIL, and three patients 
were antepartum HSIL. There are patients in which cytological abnormalities that regressed after parturance 
subsequently recurs and it is necessary to instruct regular medical examination.

キーワード：子宮頸がん，妊婦健診，高齢出産
Key words：uterine cervical cancer, pregnancy examination, late child-bearing

緒　　　言

　子宮頸がんは女性特有のがんの中では乳がんに次ぐ罹
患率である。特に妊娠・出産年代の20～30歳代の罹患率
は近年増加傾向にあり，すべてのがんの中で第１位を占
めている１，２）。一般に子宮温存が可能である微小浸潤が
んと呼ばれるⅠa１期までの段階では自覚症状はほとん
どなく，検診でがんを早期発見することが肝要である。

しかし，我が国では子宮がん集団検診の受診率は20～
30%前後で，欧米諸国の70～80%前後に比べて著しく低
い３，４）。妊娠して初めて産婦人科を受診する人も多いた
め，子宮頸がん検査は平成21年度から妊婦健診の必須項
目になっている。妊娠中の子宮頸部細胞診異常は分娩後
に消退しやすいという報告がある５）が，分娩後の細胞
診変化について長期的に経過をみた報告は少ない。今
回，妊娠初期の細胞診結果および細胞診異常の分娩後の
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変化について検討した。

対象と方法

　2014年から2016年の間に当施設で分娩し妊娠初期の細
胞診結果が確認できた2159症例を対象とした。妊娠初期
の子宮頸部細胞診異常の頻度，分娩後まで経過観察でき
た症例では細胞診の変化を後方視的に検討した。統計学
的処理にはχ２検定を用い，P＜0.05の場合に有意差あり
と判定した。

成　　　績

　平均年齢は32.8歳（15～47歳）。年齢分布は，25歳未
満が166例（7.7%），25～29歳が415例（19.2%），30～34

歳が712例（33.0%），35～39歳が617例（28.6%），40歳以
上が249例（11.5%）であった。初産婦は990例（47.9%）
であり，35歳以上の症例でも40.8%が初産婦であった（図
１）。96例（4.4%）に妊娠初期の子宮頸部細胞診で異常
を認めた。細胞診異常症例は，Atypical squamous cells 
of undetermined significance （ASC-US） 42例，Low 
grade squamous intraepithelial lesion （LSIL） 22例，
Atypical squamous cells cannot exclude （ASC-H） ３
例，High grade squamous intraepithelial lesion （HSIL） 
29例であった。ASC-US症例の21例でヒトパピローマウ
イルス （HPV）検査も行われており，13症例がハイリ
スク陽性であった。年齢による細胞診異常率の差は認
めなかったが，35歳以上の症例ではLSILが占める割合

図１　妊娠年齢の分布

図２　年齢別ASC-US，LSIL，HSILの割合
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図４　妊娠初期ASC-US症例の分娩後の細胞診変化

図３　妊娠初期HSIL症例の妊娠中精査・再検結果

が有意に低く，HSILが占める割合が高い傾向を認めた
（P=0.08）（図２）。HSIL症例の15例が妊娠初期に組織
診が行われ，４例はコルポスコープ診で浸潤がんを疑う
所見を認めないため組織診は行われなかった。組織診の
結果は，CIN1は１症例，CIN2は６症例，CIN3は８症例
であった。10症例（８症例は帰省分娩または産科合併症
のため中期以降に当科に紹介受診症例）は細胞診の再検
のみであった。25症例で，妊娠中期に細胞診の再検が行
われていた。NILMは１症例，LSILは１症例，HSILは
23症例であった（図３）。
　分娩後１から３ヶ月の間に当施設で細胞診を再検し
た症例は69例であった。そのうちの38例（経腟分娩42
例中24例，帝王切開27例中14例）がNILMに消退してい

た。消退率は分娩形式では差を認めなかった。初期に
ASC-USのため分娩後に再検した24例中21例がNILMに
消退し，３例がLSIL（組織診：Cervical intraepithelial 
neoplasia （CIN）2 １例，No evidence of neoplasm 
（NEN） ２例）であった（図４）。ハイリスク陽性であっ
た６例を再検したが全例NILMであった。初期にLSILの
ため再検した16例中10例がNILMに消退し，４例がLSIL
（組織診：CIN1 ２例，CIN2 １例，No date １例），
２例がHSIL（組織診：CIN1 １例，CIN3 １例）であっ
た（図５）。初期にASC-Hのため再検した３例中１例が
NILMに消退し，１例がASC-H（組織診:微小浸潤がん），
１例がHSIL（組織診：CIN3）であった（図６）。初期
にHSILのため再検した26例中６例がNILMに消退し，
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１例がLSIL（組織診：CIN3），17例がHSIL（組織診：
CIN1 ３例，CIN2 ５例，CIN3 ６例，腺扁平上皮がん１
例，NEN １例，No date １例），２例がSCC（組織診：
CIN3 １例，扁平上皮がん１例）であった（図７）。浸
潤がんであった２例の１例は，前医で妊娠初期の細胞診
でHSILを認めたがコルポスコープ診・組織診はされず，
妊娠23週時の再検でもHSILを認めていた。妊娠28週時
に切迫早産のため当科に母体搬送となり，妊娠33週時に
重症妊娠高血圧症候群も併発し緊急帝王切開となった症
例であった。もう１例は，前医で妊娠初期の細胞診で
HSILを認めたがコルポスコープ診・組織診はされず，
妊娠30週時の組織診でCIN3を指摘されていた。妊娠32
週時に当科に紹介受診となりコルポスコープ診を試みた
が視野確保が困難で細胞診のみを施行，細胞診結果が
HSILであったため産後精査とした症例であった。HSIL
症例（消退率20.7%）は，LSIL，ASC-US症例（62.5%，
87.5%）と比べて有意に消退率が低かった。
　分娩後１から３ヶ月の細胞診でNILMに消退していた
症例の中で11例は当施設で引き続き検診を受けていた。
初期にASC-USであった５例中２例はNILMが継続し，
１例は産後６ヶ月でASC-H，組織診でadenocarcinoma 
in situ（AIS）を認めた。２例は産後12ヶ月と31ヶ月に

HSIL，組織診でCIN3を認めた（図４）。初期にLSILで
あった２例中１例はNILMが継続し，１例は産後６ヶ月
でLSILを認めた（図５）。初期にHSILであった４例中１
例はNILMが継続し，１例は産後20ヶ月でLSIL，組織診
でCIN1を認めた。２例は産後５ヶ月と７ヶ月にHSIL，
組織診でCIN1とCIN2を認めた（図７）。

考　　　察

　子宮頸がん予防対策は，HPVワクチンと子宮頸がん
検診である。HPVワクチンの課題として，本邦で承認
されているHPVワクチンは尖圭コンジローマなどを起
こす６型，11型と子宮頸がんなどを起こす16型，18型に
対するものである。よって予防できる子宮頸がんは, 16
型と18型が関連する約65%のがんと６），クロスプロテク
ション効果を示し予防効果が期待される31型，33型，45
型，52型，58型に関連するものであり７），他の高リスク
型HPVの感染などにより発症する。接種時にすでに感
染しているHPVや子宮頸部病変に対しての治療効果は
ない。因果関係は不明であるが，本ワクチン接種後に持
続的な疼痛と運動障害などの有害事象が大々的に報道さ
れたため，定期接種化されてわずか２ヶ月後に本ワクチ
ンの積極的な接種勧奨の一時中止となった。厚生労働省

図６　妊娠初期ASC-H症例の分娩後の細胞診変化

図５　妊娠初期LSIL症例の分娩後の細胞診変化
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による副反応検討部会を中心に議論が重ねられて，「ワ
クチン接種後の多様な症状は接種後局所疼痛が惹起した
機能的身体症状とするのが適切」と結論づけているが，
積極的な接種勧奨中止の状態がまだ続いている８）。一
方，子宮頸部細胞診による子宮がん検診は，子宮頸がん
死亡率の減少や，浸潤がんへの予防に有効であるなど有
効性は広く認識されている９）。近年本邦における若年者
の子宮頸がん罹患率・死亡率の上昇の原因は不明である
が，初交年齢の低年齢化によりHPV初回感染の年齢が
低下したことで発症が若年化したにもかかわらず，20～
30歳代の女性が検診を受けないことが一因と考えられ
る。妊娠して初めて産婦人科を受診する人も多いため，
妊婦健診時に子宮頸がん検診を行うことは大切である。
子宮頸がん検査は，平成21年度から妊婦健診の必須項目
になっている。しかし，厚生労働省の人口動態統計によ
ると平成27年の第１子出産平均年齢は30.7歳10），今回の
検討では第１子出産平均年齢は31.9歳であった。35歳以
上の症例でも40.8%が初産婦であり，HPV感染から子宮
がん検診までの間隔が開いてしまうことになる。今回の
検討でも35歳以上の症例ではHSILが占める割合が高い
傾向を認めており，子宮頸部初期病変の早期発見が遅れ
る可能性が高くなると思われる。第２期高知県がん対策
推進計画では，平成21～23年度の高知県民全体のがん検
診受診率（妊婦健診での結果を含めた市町村検診＋職域
検診）は23.0～27.5%であるが，40～50歳代の受診率は
37.0～44.0%であると記載されている11）。20～30歳代の受
診率は低い状態であると推測され，妊婦健診以外にも検
診が受けられる機会を増やす必要がある。
　妊娠中の子宮頸部細胞診異常は分娩後に消退しや
すいという報告がある５）。今回の検討でも69例中38例

（55.1%）がNILMに消退していた。細胞診異常結果別
では，HSIL症例（消退率20.7%）は，LSIL，ASC-US症
例（62.5%，87.5%）と比べて有意に消退率が低かった。
分娩により消退率が高い理由としては，分娩時の上皮剥
離，一過性の虚血性変化，頸管熟化や経腟分娩による炎
症および修復機構などの説が挙げられている。帝王切開
よりも経腟分娩の方が，消退率が高いとの報告12, 13）があ
るが，今回の検討では分娩形式の違いによる消退率に有
意な差を認めなかった。妊娠初期のHSILは分娩後も高
率（79.3%）で細胞診異常は持続しており浸潤がんも２
例認めた。LSIL，ASC-US症例でも細胞診異常が持続す
る症例があり，分娩後に再検する必要がある。また，分
娩後の細胞診で異常を認めなかった症例でもその後の検
査で細胞診異常を認めた症例を，ASC-USで３例，LSIL
で１例，HSILで３例に認めており，実際には消退をし
ていない，または再発のリスクがあり定期的な検査を指
導することが肝要である。また，浸潤がんであった２例
は，妊娠初期にHSILを指摘されていたがコルポスコー
プ診・組織診はされず細胞診再検となっていた。妊娠週
数が進むとコルポスコープ診・組織診は困難となるた
め，妊娠初期に細胞診異常を認めた場合は，早期に非妊
娠時と同様にコルポスコープ診・組織診を行う重要性を
再認識した。　
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当院における妊娠糖尿病の周産期予後と産褥管理の現況
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鳥取県立厚生病院　産婦人科

The perinatal outcome and present condition of puerperal management of gestational 
diabetes mellitus in our hospital

Keisuke Miyamoto・Yoshimasa Onohara・Tomoiki Kiyama
Kana Suou・Ruri Shimogai・Yukihisa Minagawa

Department of Obstetrics and Gynecology Tottori prefectural Kousei Hospital

2010年にGDMの新基準が提唱され，これを基に2015年に本邦で診断基準が統一された。2014年４月から2017年３月に当院で
分娩を行った1516例のうち，妊娠初期または中期に随時血糖 100mg/dlかつ75gOGTT正常であった95例（随時血糖異常群）
とGDM群67例の周産期予後について比較検討し，GDM群の産後のフォローアップの現況を検討した。GDMの診断率は4.4%
であった。新生児低血糖や高ビリルビン血症は有意にGDM群に多く見られたが，予後は良好であった。巨大児やHFD児は有
意に随時血糖異常群に多かった。GDM群は，産褥３ヶ月で糖尿病内科受診を推奨しているが，当院において受診率は82.5%で
あり，そのうち１例が２型糖尿病へ移行した。その後の経過観察として検診を勧められていたが，86.5%の患者は追跡ができ
なかった。本研究を通して，母児の周産期予後は比較的良好であったが，GDM患者の長期フォローアップの方法を各病院や
各地域に合わせて作成する必要性が示唆された。

The new diagnostic criteria for gestational diabetes mellitus (GDM) was proposed in 2010 then unified in 
Japan in 2015. In pregnant women (n=1516) who delivered in our hospital from April 2014 to March 2017, we 
compared perinatal outcomes between 95 women diagnosed with casual blood sugar levels over 100 mg/dl 
and blood sugar level normal at 75 g OGTT (abnormality in casual blood sugar level group). The 67 women 
diagnosed as GDM (GDM group) agreed to postpartum follow up. Our diagnostic rate of GDM was 4.4%. 
High bilirubinemia and neonatal hypoglycemia were significantly associated with the GDM group, however, 
perinatal outcome was good. The macrosomia and HFD neonate were significantly associated with the 
abnormality in casual blood sugar level group. The GDM group who planned to visit the diabetes department 
three months after giving birth visited at a rate of 82.5%. Only one patient had transitioned to diabetes. After 
that, they were advised to get regular medical check-ups. Subsequently, we could not follow-up on the 86.5% 
that did not develop diabetes. Through this research, perinatal prognosis was relatively good, however, it is 
suggested importance that we create long follow up methods for GDM for each hospital and each region.

キーワード：妊娠糖尿病，周産期予後，巨大児，HFD，フォローアップ
Key words：GDM, perinatal outcome, macrosomia, heavey for date, follow up

緒　　　言

　2008年に行われたHAPO Study１）の結果を受けて，
2010年The International Association of Diabetes and 
Pregnancy Study Groups（IADPSG）により，妊娠糖
尿病（gestational diabetes mellitus; GDM）の新診断基
準が提唱された２）。GDMは「妊娠中にはじめて発見ま
たは発症した糖尿病に至っていない糖代謝異常」と定義
され，妊娠中の明らかな糖尿病・糖尿病合併妊娠は除外
された３）。将来的な糖尿病発症の予防を目的とした旧基
準とは異なり，妊娠中の周産期合併症を予防するとい
う目的で，75gOGTTのカットオフ値が変更され，１ポ
イント以上陽性でGDMと診断するという厳しい基準と

なった。このことを受け，GDM症例数は約４倍に増加
し４），妊娠中の管理や産後の経過観察に関して産科医，
内科医の負担が増大している。
　昨今，新・旧基準のGDM患者の周産期予後を比較検
討した研究は散見される５-７）。しかしながら，随時血
糖 100mg/dlであったが，GDMと診断されなかった症
例群（随時血糖異常群とする）を検討した報告は少な
い。そこで，本研究では当院における随時血糖異常群
とGDM群の周産期予後を中心に比較検討し，ならびに
GDM群の産褥管理の現況と対策について報告する。

対象と方法

　当院にて2014年４月から2017年３月までの３年間に分
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娩し，糖尿病合併妊娠と妊娠中の明らかな糖尿病を除い
た1516例を対象とした。妊娠初期または中期の随時血糖
が 100mg/dlの症例に75gOGTTを施行した。75gOGTT
が正常でGDMの診断に至らなかった症例群（随時血糖
異常群）とGDM群の間で母体背景と周産期予後を比較
検討した。GDM症例は全例内分泌内科へ紹介した。
当院のGDM患者の管理方法としては，75gOGTTで
overtDMに近い場合や２ポイント陽性となる場合，胎
児が巨大児やHFDとなっている場合，GDMの既往があ
りインスリン療法を行っていた場合は紹介時からインス
リン療法とSMBGを導入している。それ以外の症例は，
SMBGを１週間行い，空腹時血糖値100mg/dl以上や食
後血糖２時間値120mg/dlを超えることが多い場合はイ
ンスリンを導入している４）。栄養指導は全症例に勧めて
おり，症例によっては２回以上行うようにしている。
　母体背景として，母体年齢（歳），分娩週数，非妊娠
時BMI，非妊娠時体重（kg）を比較した。周産期臨床所
見として，母体体重増加（kg），急速遂娩率，インスリ
ン治療症例数，出生児体重（g），新生児高ビリルビン血
症発症率，新生児低血糖発症率，酸素投与以上の呼吸管
理が必要であった新生児症例数について比較した。新生
児低血糖の定義は40mg/dl以下とした。高ビリルビン血
症は光線療法が必要であった症例とした。急速遂娩は，
緊急帝王切開術と吸引分娩を行った症例とした。
　巨大児率，HFD率に関して，血糖正常群1354例，随
時血糖異常群，GDM群の３群で比較検討した。
　GDM群に対して，当院では産後３ヶ月で糖尿病内科
による経過観察を行っている。そこで，経過観察予定で
あったGDM患者の外来受診率，診療内容，および糖尿
病に移行した症例について検討した。
　統計解析には，Welchのt検定，χ２検定を用いた。
p<0.05を統計学的有意とした。

結　　　果

　2014年４月から2017年３月までの期間に分娩管理を
行った1516例のうち，随時血糖異常群は95例（6.2%），
GDM群は67例（4.4%）であった（図１）。随時血糖異
常群とGDM群の間で，母体の年齢，分娩週数に有意差
はなかった（表１）。GDM群に網膜症や腎症を認める
症例はいなかった。非妊娠時BMIは，随時血糖異常群
20.5，GDM群22.7と有意差を認め（p<0.001），非妊娠時
体重は，随時血糖異常群の平均値が53.4kgで，GDM群
は57.5kgであり，有意差を認めた（p=0.005）。しかし，
妊娠中の体重増加は両群に有意差を認めなかった。出生
児体重の平均値は有意差をもってGDM群が大きかった
（p=0.03）。両群共に，母体死亡・胎児死亡・肩甲難産
は認めなかった。光線療法を行った症例は随時血糖異
常群が５例（5.2％），GDM群が11例（16.4％）であり，
GDM群で有意に多かったが（p=0.03），高ビリルビン血
症が重症化する症例はなかった。新生児低血糖はGDM
群に有意に多かったが（p=0.03），いずれも軽度であっ
た。酸素投与以上の呼吸管理を必要とした新生児数に有
意差を認めなかった。両群の緊急帝王切開術および吸引
分娩による急速遂娩率に有意差は認めなかった。
　巨大児の出生数に関して，正常群，随時血糖異常群，
GDM群で比較したところ，正常群は４例（0.2%），随時
血糖異常群３例（3.1%），GDM群１例（1.4%）であり，
有意差をもって随時血糖異常群に多く（p<0.001），母体
の体重増加量は３群とも多く，８例中６例が14kg以上
の増加であった。（表２）。
　HFD児の出生数に関しても同様に３群で比較検討
した。正常群は71例（5.2%），随時血糖異常群12例
（12.6%），GDM群５例（7.4%）であり，有意差をもっ
て随時血糖異常群に多かった。（p=0.01）
　GDM群でインスリンを使用した症例は19例（28.3％）

図１　当院におけるGDMのスクリーニング法
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年齢 分娩週数
出生児
体重(g)

非妊娠時
体重(kg)

BMI
体重増加

(kg)
1

75g G
( g )

p
(1分 5分)

分娩
生児

22 40週4 4165 48 18 20 9 10 吸

31 40週4 4180 54 20 9 9 9 腟

28 40週2 4165 53 23 14 5.1 82 124 111 9 9 腟

38 40週5 4245 53 17 14 5.7 77 158 126 7 8 腟

36 40週6 4040 60 20 7 4.9 86 132 119 9 9 腟

随時血糖異常群 38 40週3 4015 52 19 14 5.9 90 134 148 8 8 腟

31 39週3 4110 63 23 17 5.7 81 167 146 9 9 腟

GDM群 33 40週2 4300 78 30 16 5.7 107 214 180 7 8 腟

常群

表２　巨大児の８症例

随時血糖異常群　n=95 GDM群  n=67 p値

年齢(歳) 31.7±4.5 32.6±5.6 0.14

分娩週数（週） 39.1±1.4 39.3±1.4 0.31

非妊娠時BMI 20.5±3.8 22.7±3.6 <0.001

非妊娠時体重(kg) 53.4±9.3 57.5±8.9 0.005

母体体重増加(kg) 9.5±4.2 8.0±4.0 0.13

急速遂娩    8例（8.4%）    12例（17.9%） 0.11

インスリン治療 0例    19例（28.3%）

出生児体重（g） 2954±403 3086±435 0.03

高ビリルビン血症   5例（5.2%）    11例（16.4%） 0.03

低血糖   8例（8.4%）    14例（20.8%） 0.03

呼吸管理    14例（14.7%）   8例（11.9%） 0.81

３ヶ月後受診率 帰省以外の63例のうち52例（82%）
HbA1c

⺟体

新生児

表１　母体背景と周産期臨床所見

であった（表１）。３ヶ月の糖尿病内科受診率は経過観
察予定の63例のうち，52例（82.5％）であった。３ヶ
月の経過観察で，15人が75gOGTT検査を行い，37人は
HbA1c・随時血糖検査を行った。糖尿病へ移行した患者
が１例，75gOGTT境界型の診断で経過観察となった例
が２例であった。受診した52例のうち，45例（86.5％）
はその後追跡できなかった。

考　　　察

　非GDM妊婦，新妊娠糖尿病基準，旧妊娠糖尿病基
準の３群の周産期予後や臨床像を比較した文献は散見
される５-７）。今回我々は，非GDM妊婦には随時血糖
100mg/dlの症例も含まれていることに着目し，随時血
糖 100mg/dlかつ75gOGTT正常例（随時血糖異常群）
とGDM群の比較を中心に検討した。
　2008年，HAPO Studyでは世界で統一されたGDM診
断基準作成を目的に，軽症母体高血糖による母児への有
害性についての研究が行われた。軽度の糖代謝異常妊娠
では，血糖値が高くなるほど，周産期合併症が増加する
ことが示され，サブ解析では妊娠中の母体高血糖と高
BMIはそれぞれ独立して周産期合併症を増加させること
が示されたため，血糖管理のみならず，母体体重管理の
重要性も確認された１）。
　厚生労働省による「健やか親子21」ではBMI18.5-

25，BMI25以上の妊娠女性の体重増加の推奨値はそれぞ
れ，７-12kg，５kg程度としている８）。当院のGDM患
者の妊娠時BMIの平均値は22.7で，体重増加の中央値は
8.0kgであり，GDM群の体重管理は比較的良好であった
と考えられる。
　次に，巨大児率，HFD児率については，正常群，随
時血糖異常群，GDM群の３群で比較した。共に，３群
の中で随時血糖異常群が有意に多かった。飯田らも巨大
児率は随時血糖異常群に多く，正常群と区別して扱う必
要性を示している９）。本検討でも同様の結果であり，勿
論，３群ともに体重管理は重要であることは言うまでも
ないが，特に随時血糖異常群は，厳重に母体の体重を管
理する必要があると考える。また，「初期随時血糖陽性，
妊娠前BMI≧25kg/㎡」といったGDMハイリスク群に対
して初期から75gOGTTなどで介入し，多症例で中期の
血糖正常化を認めていることから，血糖管理や体重管理
に対して積極的に治療や指導をすることの重要性が示唆
されている10）。
　新基準を用いたGDMの頻度は旧基準の4.1倍といわ
れ，GDM有病率は７-９％と推測される３）。高齢妊娠
の増加に伴い，GDM患者数は更に増加していくと推測
される。当院のGDMの有病率は4.4%とやや低かった。
他県の報告では，GDM患者の平均年齢は34，35歳の報
告が多いが９）11），当院のGDM群の平均年齢は32歳と比
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較的若い。和栗らは，GDM既往女性が糖尿病へ進展す
るリスク因子として，分娩時年齢35歳未満をあげてお
り13），当院地域では有病率がやや低い一方で，より一層
産後の経過観察の重要性が示唆される。
　前述のHAPO Study１）を受け，2010年にIADPSG新診
断基準２）が日本で採用され，2015年に日本産婦人科学
会，日本糖尿病学会，日本糖尿病・妊娠学会でGDMの
日本での診断基準が統一された。国際的なメタアナリシ
スによると，妊娠糖尿病既往女性の２型糖尿病発症の相
対危険率は，妊娠時に正常耐糖能であった女性の約7.4
倍と報告されている14）。GDM患者の産後耐糖能の長期
フォローの重要性が示されている中，経過観察方法につ
いては未だ定まっていないのが現状である。また，毎年
増えていくGDM患者の経過観察を誰が施行するかとい
う問題もある。糖尿病専門医に対するアンケートでは，
産後75gOGTTが正常であった場合の経過観察は，検診
（46%），糖尿病専門医が行う（44％），産婦人科（６％）
との結果であった15）。当院の病床数は300床で，分娩数
は約500件/年，産婦人科医師５名，糖尿病内科医１名
であり，毎年少なくとも20人ずつ増えていくGDM患者
を糖尿病内科医が一人でフォローしていくのは非常に
困難である。当院では，GDM患者は産後３ヶ月で糖尿
病内科を受診し，HbA1cあるいは75gOGTT検査を行っ
ている。しかし，その受診率は82.5%であり，既に２割
程度は受診していないことが判明した。こういった受
診率の低さは他施設でも問題となっている11）13）。GDM
は，20％が５年以内に糖尿病へ移行するといわれてお
り14），長期の経過観察が重要である。しかし，当院では
産後３ヶ月の受診以後は，検診も選択肢に入れて経過観
察の必要性を説明しているが，約９割の患者が追跡不
能となっている。和栗らはGDM既往女性における産後
５年の糖尿病進展リスクスコアを作成し，リスク分類に
対応した経過観察期間を設定している13）。そのようなリ
スク分類を参考にした上で，当院の場合は糖尿病内科
医に比較し，産婦人科医師数が確保されているため，
75gOGTTで正常型であれば産婦人科医が外来フォロー
する方針がよいかもしれない。また，毎年の子宮頸癌検
診と合わせて検査するよう指導すれば，受診率の向上が
期待できる。勿論，高リスク（肥満，HbA1c高値など）
や75gOGTTで糖尿病型の場合は糖尿病内科でのフォ
ローがよいだろう。そして，産婦人科と糖尿病内科のリ
エゾンを形成し，各病院や各地域にあったフォローアッ
プ方法の作成が重要である。

ま　と　め

　随時血糖異常群とGDM群の周産期予後は，母児共
に良好であった。一方，随時血糖異常群は，正常群や
GDM群と区別して，特に母体体重・胎児体重を管理す

る必要性が示唆された。増えていくGDM患者に対する
産後の長期フォローアップ方法については，地域や病院
の特性も考えて検討する必要がある。
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無痛分娩による周産期予後と合併症の検討

野口　聡一・菊井　敬子・中田　高公

岡山愛育クリニック

Effects of neuraxial labor analgesia on perinatal outcomes and maternal complications

Soichi Noguchi・Keiko Kikui,・Takakimi Nakata

Okayama Aiiku Clinic

（緒言）近年，本邦でも無痛分娩を希望する妊婦が増加傾向にあり，当院でも2008年に36%であった無痛分娩率が，2016年は
63%となっている。今後も需要が増加すると考えられる無痛分娩の周産期予後と合併症を検討した。（対象・方法）2008年４
月から2017年３月までに当院で分娩となった9030例の中で，前回帝王切開や前置胎盤などで選択帝王切開とした228例を除く
8802例を対象とし，硬膜外麻酔（場合によりくも膜下麻酔または両者併用例もあり）による無痛分娩5003例（無痛群）と，
無痛分娩非施行3799例（対照群）の周産期予後を後方視的に比較した。（成績）初産婦の比較では，無痛群で母体年齢の高
値，身長の低値，分娩時体重の高値，非妊時・分娩時BMIの高値，分娩週数の短縮，Apgar score１分値の低値，分娩時間の
延長，吸引分娩率の高値を認めた。出生体重・Apgar score５分値・臍帯動脈血pH・緊急帝王切開率・分娩時出血量・輸血率
に有意差を認めなかった。経産婦の検討では，母体年齢の高値，分娩時BMIの高値，分娩週数の短縮，分娩時間の短縮，吸
引分娩率の高値を認め，他の項目では有意差を認めなかった。硬膜外麻酔の合併症の１つである硬膜穿刺による頭痛は２例
（0.04%）であり，硬膜外自家血液パッチで軽快した。また，硬膜穿刺の可能性が高く予防的に硬膜外自家血液パッチを行っ
た３例（0.06%）は頭痛を認めることは無かった。（結語）硬膜外麻酔による無痛分娩は比較的安全に行うことができるため，
今後さらに普及していく可能性がある。

Recently, women requesting neuraxial labor analgesia has increased in Japan and in our clinic. We studied the 
effect of neuraxial labor analgesia on perinatal outcomes and maternal complications.
This study included women who delivered with neuraxial labor analgesia at our clinic from April 2008 to 
March 2017. The study group was compared to a control group of women who delivered without neuraxial 
labor analgesia during the same time. There were no significant differences in Apgar score (5 min), umbilical 
arterial blood pH, the rate of cesarean delivery, postpartum hemorrhage, or the rate of blood transfusion 
between the groups in nulliparous and multiparous women. Increased risk for the rate of vacuum extraction 
was noted in the study group in nulliparous and multiparous women. Duration of labor of the study group was 
significantly longer than that of the control group in nulliparous women. Incidence of accidental dural puncture 
and postdural puncture headache was 0.1% (5/5003 cases). The epidural blood patch was administered in all 
five cases and was effective for all cases. Women requesting neuraxial labor analgesia will increase in Japan.

キーワード：無痛分娩，硬膜外麻酔，周産期予後，合併症，硬膜穿刺
Key words：neuraxial labor analgesia, epidural analgesia, perinatal outcome, accidental dural puncture, 
　　　　　　 postdural puncture headache

緒　　　言

　以前より諸外国では，硬膜外麻酔を中心とした無痛
分娩は本邦以上に普及している。米国では，年間分娩
数500例未満の施設でも無痛分娩率は60%以上であり，
年間分娩数1500例以上の施設では無痛分娩率が80%以上
で，その率も増加傾向にあると報告されている１）。近
年，本邦でも無痛分娩を希望する妊婦が増加傾向にあ
り２）３）４），当院においても2008年に36%であった無痛分
娩率が，2016年は63%となっている（図１）。今後も需
要が増加すると考えられる無痛分娩の周産期予後と合併
症を検討した。

対象・方法

　2008年４月から2017年３月までに当院で34週以降に分
娩となった9030例の中で，前回帝王切開や前置胎盤な
どで選択帝王切開とした228例を除く8802例を対象とし
た。硬膜外麻酔（場合によりくも膜下麻酔または両者併
用例もあり）による無痛分娩5003例（初産婦2329例・経
産婦2674例）（無痛群）と，無痛分娩非施行3799例（初
産婦1694例・経産婦2105例）（対照群）（表１）の周産期
予後および合併症を後方視的に比較した。なお，当院で
の無痛分娩は図２の如く行い，十分な麻酔経験を有する
産婦人科医師が担当している。
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　統計学的検討はχ２検定またはStudent t-testで行い，
有意水準１%未満を有意差ありとした。

成　　　績

　初産婦の検討では，年齢は無痛群で高く（30.9±4.6 
vs 30.1±4.7 歳）（平均±標準偏差，以下同様），身長は
無痛群で低く（158.2±5.1 vs 159.8±5.3 cm），非妊時
BMI（20.8±3.3 vs 20.1±2.5），分娩時体重（63.3±9.9 vs 
61.7±8.1 kg），分娩時BMI（25.3±4.1 vs 24.2±3.2）は
無痛群で高値であった。分娩週数は無痛群で早く（39週
１日±13日 vs 39週４日±11日），Apgar score １分値は
無痛群で低値であった（8.6±0.9 vs 8.7±0.8）。分娩時間
は無痛群で長く（8.3±6.5 vs 7.4±5.5 時間），吸引分娩
率は無痛群で高率であった（85.8 vs 55.3 %）。出生体重
（2958±367 vs 2931±341 g），Apgar score ５分値（8.9
±0.3 vs 8.9±0.6），臍帯動脈血pH（7.274±0.113 vs 7.280

±0.101），緊急帝王切開率（1.2 vs 1.4 %），出血量（455
±399 vs 439±389 g），輸血率（0.53 vs 0.18 %）は両群
に有意差は認めなかった（表２）。
　経産婦の検討では，年齢は無痛群で高く（32.9±4.1 
vs 31.8±4.5歳），分娩時BMI（25.3±3.4 vs 24.9±3.3）
は無痛群で高値であった。分娩週数は無痛群で早く（38
週５日±14日vs 39週１日±９日），分娩時間は無痛群
で短かった（4.1±3.3 vs 5.4±2.4 時間）。吸引分娩率は
無痛群で高かった（64.7 vs 10.8 %）。身長（157.9±5.9 
vs 158.3±4.6 cm），非妊時体重（52.7±7.8 vs 52.1±8.5 
kg），非妊時BMI（21.1±3.0 vs 20.8±2.9），分娩時体重
（63.0±6.5 vs 62.5±8.4 kg），出生体重（2942±340 vs 
2953±363 g），Apgar score １分値（8.8±0.9 vs 8.8±
0.7），Apgar score ５分値（9.0±0.4 vs 9.0±0.2），臍帯
動脈血pH（7.288±0.084 vs 7.293±0.093），緊急帝王切
開率（0.4 vs 0.5 %），出血量（387±488 vs 401±371 g），

図１　分娩方法年次推移

図２　当院での無痛分娩
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表１　対象 輸血率（0.68 vs 0.34 %）は両群に有意差を認めなかっ
た（表３）。
　合併症に関しては，全身の掻痒感など症状が出現して
も処置を行っていない例は診療録に記載されないことも
あり，軽度の症状を含めると実数は表４よりも多い。嘔
気・嘔吐は診療録の記載からは1013例（20.2%）である
が，診療録に記載されていない軽度の嘔気も含めると実
際には30-40%に認められ，そのほとんどが分娩直後に
訴えられるが30分程度で自然軽快するため，実際に制吐
剤を投与した例は４例（0.08%）であった。低血圧は68
例（1.4%）に認められたが，多くは麻酔後仰臥位で血圧
測定している際に認められ，側臥位にすることで回復し
た。昇圧剤の投与が必要であったのは２例（0.04%）で
あった。硬膜穿刺（accidental dural puncture; ADP）
による高度の頭痛（postdural puncture headache; 
PDPH）は２例（0.04%）に認められたが，２例とも硬
膜外自家血液パッチ（epidural blood patch; EBP）で軽
快した。予防的にEBPを行った症例は，明らかなADP
の１例および麻酔実施医師がADPの可能性が高いと判
断した２例の合計３例（0.06%）認められたが，PDPH
を認めることはなかった。それらは無痛分娩開始後2000
例の間に起こっていた（図３）。

表２　初産婦での比較

表３　経産婦での比較

表４　硬膜外無痛分娩の副作用・合併症

図３　硬膜穿刺発生頻度推移
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考　　　案

　本邦では，出産の痛みを「母親になるための通過儀礼
としてポジティブに受け止める傾向がある」ことなど文
化的な要因５）や，産科麻酔医の不足や小規模分娩施設
が多いことなど制度・施設的要因２）もあり，無痛分娩
はあまり普及していなかった。しかし，無痛分娩に対す
る需要は全国的に増加傾向にあり，当院でも無痛分娩は
増加しているため，その周産期予後や合併症などの安全
性に関して検討した。
　当院での無痛分娩は，基本的には陣痛発来前の計画出
産を推奨しているため，自然陣痛発来前に分娩誘発する
こととなり，初産婦・経産婦とも無痛群が分娩週数は早
かった。しかし，出生体重には初産婦・経産婦とも無痛
群と対照群の間に有意差は認めなかった。また，計画無
痛分娩は特に初産婦で緊急帝王切開が増える可能性が報
告されている６）が，今回の検討では，初産婦・経産婦
ともに無痛群で緊急帝王切開率は増加しなかった。当院
では，特に初産婦の計画分娩に関しては外来診察時の内
診所見が不良であれば誘発延期や，予定日超過していれ
ばメトロイリンテル挿入など機械的頸管拡張も行ってい
ること等が，緊急帝王切開率が増加しないことに影響し
ている可能性がある。
　当院での無痛分娩は，当初は自然分娩を希望されてい
て陣痛に耐えられなくなった時点で無痛分娩に変更希
望された場合も，ほぼ全例に麻酔対応してきた。途中
で無痛分娩に変更するのは無痛群の初産婦で約15%，経
産婦では約５%であり，さらに無痛群初産婦の中の37例
（1.6%）は微弱陣痛や遷延分娩などのために無痛分娩を
希望して他院から当院に緊急母体搬送されてきた症例で
あった。途中で無痛分娩に変更した初産婦の34例は分娩
時間30時間以上の遷延分娩，他院からの搬送症例の分娩
時間は平均23時間であり，それらのことは，特に初産婦
で無痛群の分娩時間が長くなることに影響していると考
えられる。さらに，分娩時BMIの高値など分娩時間が延
長するような要素が無痛群で高くなっていることも無痛
群初産婦で分娩時間が延長していることに影響している
可能性がある。今回の検討では，分娩時間が長くなる傾
向になるから無痛分娩が増加するのか，無痛分娩をする
から分娩時間が長くなる傾向になるのかは明らかではな
く，今後，BMI等を一致させた検討が必要である。
　年齢は初産婦・経産婦ともに無痛群で有意に高かった
が，これも前述同様，年齢が高くなると分娩時間が長く
なる傾向になるために無痛分娩が増える可能性もある
が，それとは別に経済的理由も考えられる。当院では無
痛分娩の料金設定が４万円＋実費薬剤料としているた
め，収入が少ないと考えられる若年産婦は追加費用が必
要な無痛分娩を選択しづらいことも影響しているかもし

れない。
　吸引分娩に関しては今までも無痛分娩で増加するとの
報告４）７）８）９）が多く，今回の検討でも同様であった。
麻酔の影響で陣痛自体が弱くなること，さらに努責のタ
イミングが分かりづらくなること等が原因の一つと考え
られる。しかし，麻酔の影響で骨盤底筋群が弛緩し吸引
分娩が行いやすい状態となっており，吸引分娩が増加し
ても新生児予後，さらに，母体に関しても以前検討した
外陰・腟壁血腫には影響を与えていない10）。ただし，注
入麻酔薬の濃度・量を調節する等，吸引分娩を減らす工
夫も必要である。なお，当院では全体的に吸引分娩率が
高く，特に初産婦で顕著である。分娩第二期の短縮のた
めに，児が排臨・発露となった時点でも直ちに娩出とな
らない場合，クリステレル圧出より吸引分娩を選択する
ことが多いことが原因の一つと思われる。これらのこと
も吸引分娩を減らすためには再考する必要があるかもし
れない。
　出血量に関しては，特に初産婦で分娩時間が長くなる
ことによる弛緩出血の増加も考えられるが，硬膜外無痛
分娩は弛緩出血のリスク因子にはなっていないとの報
告11）もあり，今回の検討でも初産婦・経産婦とも出血
量・輸血率に有意差を認めなかった。
　無痛分娩による副作用・合併症の頻度として高いの
は，フェンタニルの影響と考えられる掻痒感であるが，
症状の程度としては軽度であり，診療録に記載されない
ことがほとんどなので実数は不明である。印象としては
半数以上が掻痒感を訴えるが，分娩終了後薬剤注入を中
止することにより速やかに消失した。嘔気・嘔吐も頻度
は高いが，大部分が分娩直後に発症しており無痛分娩で
なくても起こり得ることであるため，全てが無痛分娩が
原因であるとは言えないかもしれない。また，大部分が
30分程度で自然軽快しており，制吐剤が必要であった
症例は４例（0.08%）で，４例とも制吐剤投与で軽快し
た。低血圧は68例（1.4%）に認められたが，その大部分
が麻酔処置後に仰臥位で血圧測定を行っている際に発症
した。麻酔開始前の１%リドカインの試験投与（図２）
で問題なくても実際の薬剤ボーラス投与後に発症してお
り，特に仰臥位低血圧の既往のある妊婦に関しては，仰
臥位の時間をできるだけ短くすることや輸液量を多くす
ることなどの予防が必要である。
　硬膜外麻酔の合併症で重篤なものの一つとしてADP
およびその後のPDPHがあるが，その頻度は0.13%-3.6%
くらいと報告12）13）されている。当院でもPDPHが２例
（0.04%），ADPおよび麻酔実施医師がADPの可能性が
高いと判断した３例（0.06%）を合わせて５例（0.1%）
発生していた。PDPHにはEBPが有効であり，当院で
のPDPH ２例もEBPで軽快した。無痛分娩時のADPは
PDPHとなる確率が76-85%とされており14），ADPおよ
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び麻酔実施医師がADPの可能性が高いと判断した３例
はPDPHが発症する前に予防的にEBPを行った。当院で
はADPの可能性が高い時は一椎間下方より再穿刺・硬
膜外カテーテル留置を行うため，分娩後カテーテル抜去
する際にカテーテルより血液を注入しEBPを行うこと
が可能である。EBPのために再穿刺することは不要で
あり，比較的簡便に行うことができる。しかし，予防
的EBPはPDPHの発症を抑制するとの報告15）も認められ
るが，必ずしもコンセンサスが得られているとは言え
ないため16），さらなる検討が必要と思われる。当院での
ADP，PDPHは全例無痛分娩開始後2000例までに発生し
ており，その後発生していないので，麻酔手技の経験
値・習熟度は関連しているものと思われる。
　無痛分娩を体験した産婦自身の満足度に関しては，
以前，当院の田中ら17）が分娩後に調査を行ったのでそ
の結果の一部を参照する。当院で分娩した産婦に「今
回の分娩方法の印象」および「次回の分娩方法」の質
問項目を含むアンケート調査を行った結果，自然分娩
（n=100）後で「今回の分娩方法の印象」で「良かっ
た」と答えたのが82%，「次回の分娩方法」は「今回と
同じ方法」と答えたのが37%であったのに対し，無痛分
娩（n=91）では「今回の分娩方法の印象」で「良かっ
た」が93.4%，「次回の分娩方法」は「今回と同じ方法」
が91.2%であった。これらの結果を見ると，当院での無
痛分娩の満足度は高いと考えられる。

結　　　語

　硬膜外麻酔を中心とする無痛分娩は，吸引分娩が増加
することや初産婦で分娩時間が延長することなど分娩経
過に影響を及ぼすが，新生児予後や帝王切開率，さらに
産後出血量に大きな影響を及ぼさなかった。また，十分
に経験を積んだ医師が行い，合併症に対して適切に対応
することにより比較的安全に行うことが可能であり，産
婦の満足度も高いため，今後さらに普及していく可能性
がある。
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原発不妊を伴う完全型中隔子宮および腟中隔に対して子宮鏡下中隔切除術を施行し，妊娠分娩に至った症例を報告する。
症例は33歳。７年間の原発不妊と完全子宮中隔を主訴に当科紹介となった。内診所見，子宮鏡検査，MRI検査より完全型中
隔子宮および完全腟中隔と診断した。厚い子宮中隔と，子宮内腔の狭小化を認めた。
その他に明らかな不妊原因を認めず，妊孕能改善を期待して腟中隔切除術および子宮鏡下中隔切除術を施行した。中隔は線
維性で厚く，卵管口の高さまでの切除は困難であったが，手術により子宮内腔の拡張が得られた。術後１年間は自然妊娠を
期待したが，妊娠を得られず，体外受精に移行し，融解胚移植により妊娠成立した。妊娠37週，低置胎盤の診断にて，選択
的帝王切開術を行い，体重2102gの女児を得た。
子宮中隔の他に不妊原因のない原発不妊の女性に対する子宮鏡下中隔切除術は，妊孕能改善に寄与する可能性があると考え
られた。

A 33 year old nulligravid woman diagnosed with septate uterus with a 7 year history of infertility consulted 
our hospital. Pelvic examination, hysteroscopy, and magnetic resonance imaging (MRI) scans confirmed a 
vaginal septum and complete septate uterus diagnosis. Her uterine cavity was particularly narrow because of 
the thick fibrous septum. We performed the resection of vaginal septum and transcervical resection of septate 
uterus by resectoscope. Her uterine cavity broadened despite the residual septum. She had not conceived 
spontaneously within a year after the surgery. In vitro fertilization and embryo transfer program was 
conducted and she became pregnant. At 37 weeks of gestation, she was diagnosed with a low-lying placenta 
and a 2102 g female baby was delivered by caesarean section. The transcervical resection for septate uterus 
in a woman with infertility is a reliable treatment to improve the reproductive outcome. 

キーワード：中隔子宮，不妊，子宮鏡下手術，高度生殖医療
Key words：septate uterus, infertility, trans cervical resection, ART

緒　　　言

　先天性子宮奇形の多くは胎生期に生じるミュラー管癒
合障害が原因とされ，中隔子宮はミュラー管癒合後の再
吸収障害が原因とされる。子宮奇形の中で頻度が最も高
く，不妊や流産の原因となり，妊娠予後が不良と考えら
れている１，２，３）。今回，原発不妊を伴う完全中隔子宮・
腟中隔に対して子宮鏡下中隔切除術を施行し，妊娠分娩
に至った１例を経験したので報告する。

症　　　例

33歳，G0P0。
主訴：挙児希望。
既往歴：特記事項なし。
月経周期：28-30日 整。
結婚：26歳。
現病歴：20XX年に，７年間の不妊を主訴に前医を受診
した。不妊スクリーニング検査で行ったLH，FSH，ク
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ラミジア抗体などの血液検査および精液検査は正常所見
であった。MRI検査では右卵巣嚢腫および完全中隔子宮
との所見であった。同年に右卵巣皮様嚢腫の診断で，腹
腔鏡下右卵巣嚢腫摘出術を施行した。術中に両側卵管の
疎通性を確認した。術後に，約２年間の卵胞モニタリン
グとタイミング治療を行ったが妊娠に至らず，20XX+
２年に中隔子宮の手術目的に当科紹介となった。
初診時の診察所見：腟口より子宮頸部に至る完全腟中隔
を認め，左右外子宮口の間には３mm幅の子宮中隔を認
めた。右側頸管は狭窄のため，軟性鏡の挿入は不可能で
あった。左側頸管から子宮体部の観察では，硬く肥厚し
た子宮中隔を認め，内腔は狭小化していた。
MRI検査：完全型中隔子宮を認めた。底部側で2.5mm，
頸管側では4.5mm厚の筋性中隔を認め，子宮内腔は著し
く狭小化していた（図１）。
治療経過：上記の所見より，完全型中隔子宮および腟中

隔と診断した。その他に不妊原因を認めず，中隔子宮が
不妊の一因と考えられたこと，流早産などのリスクを低
減させる目的で，手術療法を選択した。術前にGnRHア
ゴニストを２ヶ月間投与したのちに，手術目的に入院し
た。
　前処置として，左側頸管にラミナリア桿を挿入した。
右側頸管は狭小化のため，挿入できなかった。まず，直
視下に電気メスを用いて，腟中隔を切除した。外子宮口
より視認可能な範囲で子宮中隔を電気メスで切除し，左
右の頸管内腔を連続させた。３mmスレンダーレゼクト
スコープ（ストルツ社製）を左側子宮口より挿入した。
経腹超音波検査を併用し，90°ループ電極により中隔を
頸管側より少しずつ切除した。頸管が狭く，手術操作の
際には子宮とスコープが同時に捻転してしまい，子宮内
腔の展開と中隔切除に難渋した。適宜，ヘガール頸管拡
張器を用いて，頸管を拡張しながら手術操作を行った。

図１　MRI T2強調像 水平断（文献５，６より引用）

（A）子宮中隔による子宮内腔の狭小化（矢印）。
（B）両側子宮頸管像（矢印）。

図２　子宮鏡写真（術中）

（A）左側子宮から中隔切除。
（B）手術終了時の右側内腔。中隔は一部残存している（矢印）。
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さらに，右側子宮内腔からも同様にして中隔の切除を進
めた。その際に，右側子宮底部にヘガール頸管拡張器あ
るいはスコープによる子宮穿孔を生じた。腹腔鏡下に穿
孔部を吸収糸で縫合して，修復した。再度，子宮鏡操作
を行ったが，中隔は筋性で硬く，卵管口の高さまでの切
除は遂行できなかった（図２，３）。術後癒着防止のた
め，１ヶ月間IUD（Intrauterine device）を挿入した。
術後経過は良好で手術翌日に退院した。
　術後３ヶ月における軟性鏡検査では，内子宮口から底
部に中隔の残存を認めたものの，両側子宮内腔の拡張が
得られ，両側卵管口を同定可能であった（図４）。切除
部位における子宮内膜の再生も確認した。術後１年間は
自然妊娠を期待したが，妊娠に至らず，体外受精に移行
した。右側の子宮穿孔の既往を考慮し，左側内腔に胚移
植を行い妊娠成立するも自然流産となった。２回目の融
解胚移植で，妊娠成立した。胎児発育不全を認めた他に
は，切迫流早産などの産科異常は認めず，経過はおお
むね順調であった。妊娠37週２日，低置胎盤の診断で
選択的帝王切開術を施行し，体重2102gの女児をApgar 
score ８/９点で娩出した。術中には子宮中隔は確認で
きなかったが，産後６ヶ月に行った軟性鏡検査では体部
中央に舌状の中隔の残存を認めた。

考　　　察

　中隔子宮は一般に自覚症状がなく，不妊症あるいは不
育症の検査で偶然発見されることが多い。正確な頻度は
不明であるが，子宮奇形の中で最も頻度が高く，子宮奇

形の35%を占めるとされる４）。子宮奇形の分類としては
AFS（米国生殖医学会）によるミュラー管奇形の分類が
よく用いられてきたが５），2013年に子宮体部，頸部およ
び腟の形態により詳細に分類されるESHRE/ESGE（欧
州生殖医学会/欧州婦人科内視鏡学会）による分類が新
たに作成された６）。本症例はAFSの分類（図５A）では
Vaに，ESHRE/ESGEの分類（図５B）ではU2bC1V1に
分類される。
　中隔子宮は流早産の原因となるとされる１，３，７）。不妊
原因となりうるか否かについては議論がつきないが，
Chanらのメタアナリシスでは，中隔子宮群の妊娠率
は，正常子宮群の0.86倍と低かった３）。Venetisらが行っ
たメタアナリシスでは，中隔子宮は子宮奇形の中で唯一
自然妊娠率を低下させる形態異常であるとの結果を示
している９）。中隔子宮が不妊原因となる要因の一つとし
て，中隔部分の子宮内膜組織のステロイドホルモン感受
性低下が指摘されている10）。
　子宮鏡下中隔切除術が妊娠率上昇に寄与するとの報告
がなされている11，12）。Tongucらは，他に不妊原因を有
さない中隔子宮のある不妊患者127人を対象とし，中隔
子宮の診断あるいは切除術から14ヶ月間観察したのちの
妊娠率を比較した11）。中隔切除術群での妊娠率は43%で
あり，非切除群の20%に対して，有意に高かったことを
示している。Tomaževi らは中隔子宮がARTの成績に
与える影響を検討している。中隔子宮群と正常子宮群の
妊娠率はそれぞれ12.4%，29.2%であり，中隔子宮を有す
る女性はARTを行っても妊娠率が低いことを示した。

図３　手術模式図

（A）手術前。
（B）腟中隔を切除後、左側内腔より子宮中隔を切除した。
（C）右側内腔から子宮中隔の切除を進めた際に、底部に穿孔をきたした。
（D）穿孔部を腹腔鏡下に縫合し、再度、中隔切除を行った。

図４ 子宮鏡写真（術後３ヶ月）
子宮中隔の残存（＊）。
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また，中隔切除後の妊娠率は23%と上昇がみられたこと
から，中隔切除の有用性を示唆している８）。
　中隔子宮に対する手術治療としては，開腹手術（Jones
手術やTompkins手術）と子宮鏡下手術が知られてい
る。開腹手術と比較し，子宮鏡下手術の利点として，低
侵襲であり，手術時間と入院期間が短く，出血量が少な
く，妊娠率が高いことがあげられる13）。本症例では，胎
盤位置異常のため，帝王切開術を選択したが，その他の
周産期異常がなければ，術後に経腟分娩を選択できる可
能性があることも子宮鏡手術の利点である。

　子宮鏡下手術で最も問題となる合併症は，子宮穿孔で
あり，術後妊娠時に子宮破裂のリスクとなる。経腹超音
波モニター下の子宮鏡手術が子宮穿孔リスクの回避に有
用であるとされるが，実際にはモニター下に穿孔を予防
することは難しい。Fedeleらは残存する中隔の長さが
１cm以下であれば，完全切除時と比較し，妊孕能への
影響はなかったと報告している14）。術中に子宮穿孔が生
じなくとも，筋層の損傷により妊娠中の子宮破裂が懸念
されることから，中隔を完全に切除する必要はなく，弓
状子宮のレベルにまで，子宮内腔を拡張することを目標

図５　子宮奇形の分類（文献５，６より引用）

（A）AFS（米国生殖医学会）
（B）ESHRE/ESGE（欧州生殖医学会/欧州婦人科内視鏡学会）
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とする。
　ASRM（米国生殖医学会）による中隔子宮のガイドラ
イン15）によると，術後２ヶ月には中隔切除部は治癒す
ることから，術後２ヶ月以降での妊娠を許可してよいと
している。

結　　　語

　中隔子宮を有する不妊女性に対して，子宮鏡下中隔切
除術を行い，ARTにより生児を得た１例を経験した。
他に不妊原因のない子宮中隔を有する女性に対して，子
宮鏡下中隔切除術は妊孕能改善に寄与すると考えられ
た。
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新生児重症貧血を来した胎盤内絨毛癌の一例
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A case of intraplacental choriocarcinoma with neonatal severe anemia

Mayumi Sawada・Wakae Tashiro・Eri Sato・Masakuni Takahashi・Takashi Irie・Junzo Kigawa

Department of Obstetrics and Gynecology, Matsue City Hospital

胎盤内絨毛癌は，妊娠中の胎盤内に原発する，極めて稀な妊娠性絨毛癌である。分娩後に新生児貧血を契機に診断された報
告が散見され，胎児母体間輸血症候群（Fetomaternal transfusion syndrome: FMT）との関連性が指摘されている。
症例は38歳，１経産婦。体外受精にて妊娠成立し，妊娠12週に周産期管理目的に当科紹介初診となった。妊娠17週時に，伝
染性紅斑罹患児との接触があったが，パルボウイルスB19IgM抗体は陰性であり，明らかな母体感染は認めなかった。妊婦
健診中の胎児発育は良好であった。妊娠38週５日に陣痛発来にて入院した。分娩は順調に進行していたが，児頭下降に伴っ
て，高度変動一過性徐脈および遷延一過性徐脈が出現したため，吸引分娩にて経腟分娩となった。
出生児は，体重2676gの女児，Apgar score４/8，臍帯動脈血ガスpH6.993であった。出生直後の血液検査にて，Hgb6.4g/dlと
重症貧血を認めたため，高次施設へ新生児搬送となった。搬送先の病院では，母体血の再検査が施行され，不規則抗体（抗
Ｅ，抗Ｃ抗体）陽性であり，Rh不適合による溶血性貧血と診断された。新生児重症貧血の精査目的に当院で行った胎盤病理
組織検査では，胎盤内絨毛癌の診断を得た。
新生児貧血を認める場合，胎盤内絨毛癌の可能性も考慮し，胎盤の詳細な病理学的検索が必要と考える。現時点において分
娩後の確立された指針や治療法は存在せず，慎重な管理がのぞまれる。

Intraplacental choriocarcinoma is an extremely rare gestational choriocarcinoma. It is usually diagnosed by 
neonatal anemia due to fetomaternal transfusion syndrome (FMT).
 The patient, a 38 year old woman, gravida 1, para 1, was referred to our hospital at 12 weeks of gestation. 
She was in contact with an infant infected with erythematous at 17 gestational weeks but she tested negative 
for parvovirus antibody and no obvious maternal infection was observed. Fetal growth was good. The 
cardiotocography showed non-reassuring fetal status pattern after the onset of labor pain. She had a vaginal 
delivery with aspiration labor. The female baby weighed 2676 g at birth, the Apgar scores were 4 and 8 at 
1 and 5 min, respectively, and the umbilical arterial blood pH was 6.99. Hemoglobin was 6.4 g/dL at birth. 
The diagnosis in pathological examination of the placenta was intraplacental choriocarcinoma. It is necessary 
to consider the possibility of intraplacental choriocarcinoma when we see severe anemia in newborn baby. 
The established guideline and treatment after the delivery do not exist at the present, therefore, careful 
management is expected.

キーワード：胎盤内絨毛癌，胎児母体間輸血症候群，新生児重症貧血
Key words：Intraplacental choriocarcinoma, fetomaternal transfusion, anemia

緒　　　言

　絨毛癌は，栄養膜細胞と認識される腫瘍細胞の増殖性
破壊性病巣からなる悪性腫瘍である。妊娠性と非妊娠性
に分類されるが，大部分が妊娠に由来する１）。その中で
も胎盤内絨毛癌は，妊娠中の胎盤内に原発する，極めて
稀な妊娠性絨毛癌である。新生児貧血を契機に発見され
ることが多く，FMTと関連した報告が散見される。
　今回，妊娠経過は順調であったが，新生児重症貧血を
来し，分娩後に胎盤内絨毛癌と診断された症例を経験し
た。

症　　　例

患者：38歳，２妊１産１人工流産
既往歴：橋本病，気管支喘息
家族歴：特記事項なし
現病歴：前医で体外受精にて妊娠成立（夫；乏精子症）
し，妊娠12週に周産期管理目的に当科紹介となった。妊
娠17週時に，伝染性紅斑罹患児との接触があったが，パ
ルボウイルスB19IgM抗体は陰性であり，明らかな母体
感染は認めなかった。妊婦健診中の胎児発育は良好であ
り，羊水量は正常範囲内であった。
外来での胎児心拍数モニターはreactive patternであ
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り，胎児頻脈や細変動の異常所見は認めなかった。
妊娠中の検査結果:
　 初期検査：異常なし，不規則抗体スクリーニング；陰

性
　妊娠17週：パルボウイルスB19IgM抗体0.2倍
　後期検査：異常なし
　 血流測定（妊娠34週）：MCA-PSV：42.3cm/s，MCA-

RI：0.84，UmA-RI：0.65

分娩経過：妊娠38週５日，陣痛発来にて入院した。順調
に分娩進行していたが，児頭下降に伴って高度変動一過
性徐脈および遷延一過性徐脈が出現した。吸引分娩法に
て経腟分娩となった。
＜新生児＞
出生児は体重2676gの女児で，Apgar score１分値４
点（筋緊張－２，全身チアノーゼ－２，呼吸－１，刺
激－１），５分値８点（筋緊張－２），臍帯動脈血ガス
pH6.993であった。出生20分後には呼吸状態と筋緊張は
徐々に改善し，小児科入院となった。
新生児室入室時現症：体温37.5度，心拍数192/分，SpO2 
98%（室内気），呼吸数46/分，皮膚色蒼白，四肢冷感あ
り，外表奇形は認めなかった。
血液検査所見（出生後30分）：WBC 24100/μl，RBC 
1740000/μl，Hgb 6.4g/dl，Hct 22.9%，MCV 31.6fl，Plt 
250000/μl
経過：重症貧血を認め，輸血の適応と判断し，高次医
療機関へ搬送となった。搬送先病院での輸血時クロス
マッチ検査で著明な凝集を認めたため，母体血の再検査
が施行された。不規則抗体（抗Ｅ，抗Ｃ抗体）陽性，
HgF0.1%，AFP1210ng/mlであった。Rh不適合による
溶血性貧血と診断され，輸血にて貧血は改善し，退院と
なった。生後１年経過したが，成長発達は順調であり，
明らかな転移性病変は認めていない。

＜母体＞
産褥経過は良好で，産褥５日目に退院となった。胎児心
音異常および新生児重症貧血の精査目的に胎盤を病理
組織検査に提出したところ，胎盤内絨毛癌と診断され
た。診断後より血清HCGの測定を行った。産褥３週目
は52.3mIU/ml，５週目に9.9mIU/ml，８週目には感度
以下（1.2mIU/ml以下）となった（表１）。遠隔転移検
索のために，産褥３週目にPET-CTを施行し，転移性病
変のないことを確認した。産褥８週目に施行した骨盤部
MRI検査では，子宮内に明らかな病変は認めなかった。
以降，１回/月のペースで血清HCG測定を継続している
が，上昇することなく経過しており，明らかな再発徴候
は認めていない。
病理組織学的所見：胎盤重量は815gであった。4.5×3.0
×1.5cmの梗塞に類似する白色充実性病変を認めた（図
１）。白色充実性変化の大半が梗塞・壊死組織であった
が，その辺縁に核小体明瞭な不整形核を有する異型・多
形の強い細胞性栄養膜細胞と合胞体栄養膜細胞が，絨毛
表面を這うように増殖する病変を認めた。絨毛血管に隣
接する腫瘍細胞を認め，胎盤内絨毛癌と診断した（図
２，３）。

考　　　察

　絨毛癌は，合胞体栄養膜細胞と細胞性栄養膜細胞と認
識される腫瘍細胞の増殖性破壊性病巣からなる悪性腫瘍
である。妊娠性と非妊娠性に分類されるが，大部分が妊
娠に由来する１）。その中でも胎盤内絨毛癌は，妊娠中の
胎盤内に原発する，極めて稀な妊娠性絨毛癌である。絨
毛癌は，一般的には絨毛形態を認めないものをいうが，
胎盤内絨毛癌は正常絨毛が存在する唯一の例外である。
　文献的には，新生児重症貧血を契機に発見された
症例報告が多く，その中でも胎児母体間輸血症候群
（Fetomaternal transfusion syndrome: FMT）との合併
症例が多数散見される２，３，４，５）。FMTは，胎児血が母体

図１　胎盤肉眼所見

矢印：白色充実性病変

表１　母体血清HCGの推移
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血に流入する現象である。胎児において軽微な血液喪
失は，ほとんどの分娩で生じていると言われているが，
重度のFMTは児の死亡に至る重篤な疾患である。FMT
の病因としては，臍帯・胎盤因子として胎盤腫瘍，常位
胎盤早期剥離，絨毛膜血腫，母体因子として，腹部直接
外傷，自動車事故など，外的要因には羊水穿刺や外回
転術などが挙げられるが，大多数は病因不明である６）。
Takahashiらは，胎盤内絨毛癌にFMTを合併する割合
は，15例/40例（37.5％）であったと報告している７）。
　胎盤内絨毛癌は病理組織検査のみで診断されるため，
胎盤の詳細な病理学的検索が行われない限り，発見する
ことは困難である。胎盤内絨毛癌の肉眼像は，一般的に
梗塞像もしくは血栓に類似した灰白色～黄色の単発性の
境界明瞭な結節性病変である。組織学的には，胎盤外に
見られる絨毛癌の像と同一で，合胞体栄養膜細胞と細胞
性栄養膜細胞からなる２相性の悪性栄養膜細胞の増生が
主に壊死を取り囲んで見られる８，９）。一方，FMTの胎
盤所見としては，蒼白な胎盤や絨毛，絨毛間血栓症，絨
毛の肥厚が見られることが多い10）。胎盤内絨毛癌では，
胎盤への腫瘍細胞の浸潤によって，絨毛構造の破綻した
部位から胎児血が母体血管へ流入することによりFMT
が発症すると考えられる。
　本症例でも，新生児重症貧血の精査過程において
FMTの可能性も念頭におき,詳細な胎盤病理組織検査を
施行した結果，胎盤内絨毛癌を診断し得た。胎盤の病
理組織検査では，胎児ヘモグロビンは存在せずFMTを
示唆する所見は認めなかった。また，妊婦健診時に胎児
水腫や胎児中大脳動脈測定での異常値は認めず，胎児心
拍数モニターにおいても胎児頻脈や細変動の減少は見ら
れなかった。妊娠経過中に重症の胎児貧血を示唆する所
見は認められなかった。新生児の搬送先病院にて母体血
の再検査が施行され，不規則抗体（抗Ｅ，抗Ｃ抗体）陽
性，HgF0.1%であった。AFP値は1210ng/mlと軽度上昇

していたが有意に高値ではなく，Rh不適合による溶血
性貧血と診断された。本症例における新生児貧血の原因
は胎盤内絨毛癌に合併したFMTではなく，Rh不適合妊
娠であったが，重症貧血を認めた場合には詳細な胎盤病
理検索を行うことで，胎盤内絨毛癌を発見する契機にな
ると考える。
　胎盤内絨毛癌の治療法やフォローアップ等の確立した
指針は，現時点では存在しない。Jiaoらは，胎盤内絨毛
癌61例について詳細に検討し報告している11）。61例中，
母体に転移を認めた例は31例で，そのうち母体死亡例
が11例であった。母体の転移部位としては，肺が30例
（96％）と最も多く，次いで子宮12例（38％），脳９例
（29％）であった。転移例では全例に多剤併用化学療法
が施行され，転移を認めなかった30例（１例追跡不能）
では25例が経過観察，４例に予防的化学療法を施行され
た。経過観察群において，１例再発例を認めたが，そ
れ以外は再発なく経過している。彼らは，転移および
HCGの上昇を認めない例に関しては，HCG測定での経
過観察を推奨している。児に関しては，出生児38例中，
転移を認めたのは２例であった。しかしながら，転移の
ない児においてもFMT，早産などの合併症を認めてい
る。
　本症例では，画像検査で転移病巣を認めないことと血
中HCGの速やかな減少を確認した上で，経過観察を選
択した。フォローアップの間隔としては，現在は分娩
後１年であり，１回/月で血清HCGの測定および診察を
行っており，明らかな再発徴候は認めていない。児は小
児科外来でフォローアップされており，輸血により出生
時の貧血は改善し，現在までのところ発育は順調であ
る。
　新生児重症貧血を来した場合，胎盤内絨毛癌も念頭に
おき，詳細な病理組織学的検索が必要である。また，
フォローアップに関しては確立した指針がないが，母児

図２　HE染色，弱拡大 図３　HE染色，強拡大
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ともに小児科と連携した慎重な管理が必要と考える。
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帝王切開退院後に総腸骨静脈からヒラメ筋静脈までの
深部静脈血栓症を発症した一例
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A case of cesarean section patient who developed deep venous thrombosis from common 
iliac vein to soleus muscle vein after discharge

Tomohiro Kagawa １）・Suzuka Miyake １）・Mizuho Yamashita １）・Yoshio Ono １）・Ayaka Tachibana ２）

１）Department of Obstetrics and Gynecology, Takamatsu Municipal Hospital
２）Department of Perinatal Medical Center, Tokushima University Hospital

妊娠，産褥期は静脈血栓塞栓症を発症しやすい時期である。
今回我々は帝王切開退院後に総腸骨静脈からヒラメ筋静脈までの深部静脈血栓症を発症した一例を経験したので報告する。
41歳，女性，血栓症の既往・家族歴なし。当院で妊婦健診施行しており経過良好であった。妊娠39週０日に陣痛発来にて入
院となった。その後微弱陣痛のため分娩誘発を行うも，分娩停止となり帝王切開術に切り替えた。術中，術後の経過は問題
なく，術後９日目に母児共に退院となった。
産後一ヶ月健診にて左下肢腫脹が著明であった。下肢静脈エコーで深部静脈血栓症が疑われ，造影CTを施行したところ左
総腸骨静脈からヒラメ筋静脈にかけて広範囲に血栓を認めた。明らかな肺血栓塞栓症を疑う所見は認めなかった。下大静脈
フィルターの適応と考え，高次医療施設へ救急搬送した。
フィルター留置，血栓溶解療法，抗凝固薬の内服で加療が行われ，造影CTで血栓の消失を認めたものの，その後のCT再検に
て再度血栓閉塞を認めた。左総腸骨静脈にステント留置を行うも，翌日にはステント内に血栓閉塞を認めた。繰り返す血栓
の原因として，腸骨静脈圧迫症候群が考えられた。
非常に稀ではあるが，VTEは術後１週間以上経過してから発症することもあるため，症状など注意して経過をみることが重
要と考えられた。

Pregnancy and puerperium is a period when venous thromboembolism is likely to develop. We report a case 
of cesarean section patient who developed deep venous thrombosis from the common iliac vein to soleus 
muscle vein after discharge.
A 41 year old woman with no past or family history of thrombosis underwent pregnancy medical 
examinations at our hospital. The pregnancy proceeded normally. Labor pains occurred at 39 weeks and 
she was hospitalized. Due to weak labor pains, labor was induced but delivery was stopped and switched to 
cesarean section. There were no problems during the operation or postoperative course. She and her baby 
were discharged on the ninth day after surgery.
Left lower limb swelling was prominent at the postpartum one month checkup. Deep venous thrombosis was 
suspected so ultrasonography of the leg vein and contrast-enhanced computed tomography was performed. 
A thrombus was observed extending from the left common iliac vein to the soleus muscle vein. Pulmonary 
thromboembolism was not clearly observed. It seemed necessary to adapt the inferior vena cava filter so the 
patient was transferred by ambulance to the higher medical hospital. The cause of repeated thrombosis was 
presumed to be iliac vein compression syndrome.

キーワード：深部静脈血栓症，静脈血栓塞栓症，腸骨静脈圧迫症候群
Key words：deep vein thrombosis, venous thromboembolism, iliac compression syndrome

緒　　　言

　妊娠， 産褥期は血液凝固能の亢進や血流うっ滞
などの様々な要因により静脈血栓塞栓症（venous 
thromboembolism：VTE）を発症しやすい時期であ

る。深部静脈血栓症（deep vein thrombosis：DVT）
からの血栓遊離により肺血栓塞栓症（pulmonary 
thromboembolism：PTE）を発症することがあり，ま
た，PTEは妊産婦母体死亡率の第５位であり，VTEは
周産期医療において関連の深い重要な疾患である。今回
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我々は帝王切開退院後に総腸骨静脈からヒラメ筋静脈ま
でのDVTを発症した一例を経験したので文献的考察を
加えて報告する。

症例および経過

患者：41歳，女性
身体所見：身長153cm，体重57.0kg，BMI 24.3（妊娠前
52kg，BMI 22.2）
産科歴：３妊２産（経腟分娩２回，自然流産１回）
既往歴：気管支喘息（近医内科にてフォロー），血栓症
の既往歴なし
家族歴：血栓症の家族歴なし
　妊娠反応陽性にて当院を受診された。児頭大横径より
分娩予定日を決定した。以後当院にて妊婦健診を継続
し，経過は良好であった。
　妊娠39週０日に子宮収縮増強にて当院入院となった。

入院日は有効陣痛はなかった。妊娠39週１日，微弱陣
痛であり頸管熟化も乏しかったため，本人と相談し同
意を得た上で，プロスタグランジンE2の内服にて分娩
誘発を行ったが，有効陣痛は得られなかった。妊娠39
週２日，子宮口４cm，展退60%，station-3，後方，軟
（Bishop score６点）であり，微弱陣痛のためオキシト
シンにて分娩促進を開始した。有効陣痛は得られたが，
子宮口６-７cmより進行乏しく，分娩停止の診断で帝王
切開の方針とした。
　弾性ストッキング着用，間欠的空気圧迫法を施行しな
がら，腰椎麻酔下に手術を開始した。18時12分に3248g
の男児を頭位で娩出した。Apgar score ９/10点（１分
後 色－１）であった。出血量は1522ml（羊水込み）で
あった。子宮収縮がやや不良であったため，オキシトシ
ン合計10単位を子宮筋層に局注した。術中バイタルは落
ち着いており，手術は問題なく終了した。
　術後１日目には尿道バルーンカテーテルを抜去し，離
床，歩行開始となった。
　術後経過良好であり，特に下肢腫脹・胸痛などもみら
れず，術後９日目に母児共に退院となった。
　１ヶ月健診のため受診されたところ，左下肢腫脹が著
明であった。退院日の夜より症状が出てきたが，自宅で
経過観察していたとのことだった。
　血液検査（表１）ではD-dimerが2.8μg/mlと軽度上昇
しているのみでその他特記すべき異常所見は認めなかっ
た。
　下肢静脈エコー（図１）では左鼠径部から膝窩部にか
けて，カラードプラで内部に明らかな血流が確認でき

表１　産後１ヶ月健診での血液検査結果

D-dimerが軽度上昇しているのみでその他特記すべき異常所見は認め
なかった。

図１　下肢静脈エコー（それぞれ画像右側がカラードプラ）

左鼠径部から膝窩部にかけて，カラードプラで内部に明らかな血流が確認できず，DVTが疑わ
れた。右下肢には明らかな異常を認めなかった。
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ず，DVTが疑われた。右下肢には明らかな異常を認め
なかった。
　造影CT（図２）では左総腸骨静脈からヒラメ筋静脈
にかけて広範囲に血栓像を認めた（⇦）。PTEを疑う所
見は認めなかった。
　以上より，DVTと診断し，下大静脈フィルターの適
応と考え，高次医療施設の循環器内科へ救急搬送した。
　搬送当日に下大静脈フィルターを留置し，血栓溶
解療法（ウロキナーゼ24万単位/日）および抗凝固薬
（Apixaban）内服が開始された。４日後に造影CT施行
したところ，下肢の血栓は消失しており，順行性に血流
を認めた。さらに４日後，下大静脈フィルター抜去予
定として造影CTおよび下肢静脈エコーで確認したとこ
ろ，再度血栓閉塞を認めた。左総腸骨静脈は圧排による
狭小化が疑われた。
　繰り返す血栓の原因として，腸骨静脈圧迫症候群
（iliac compression syndrome）が考えられた。血栓溶
解療法が再開され，抗血小板薬２剤併用療法（Aspirin，
Clopidogrel Sulfate）を開始した。さらに，圧排されて
いた左総腸骨静脈にステント留置も行い，良好な拡張を
得たが，その翌日にステント内の血栓閉塞がみられた。
　再度血栓溶解療法も検討したが，本人の精神的負担も
大きく，これ以上の侵襲的治療は希望されなかった。現
在，抗血小板薬２剤併用療法および抗凝固療法の内服に
て経過観察中である。下大静脈フィルターは留置約１ヶ
月後に問題なく抜去された。

考　　　察

　肺血栓塞栓症（PTE）は静脈系で形成された血栓が血
流に乗って肺動脈を閉塞し，急性および慢性の肺循環障
害を招く病態である。多くは深部静脈血栓症（DVT）
からの血栓遊離によって起こる。DVTとPTEを総称し
て静脈血栓塞栓症（VTE）と呼ばれている。
　妊娠，産褥期はVTEを発症しやすい時期である。妊
娠中は非妊時と比べVTEを発症するリスクは４-５倍高
いとの報告がある１）。
　VTEの原因には，Virchowの３徴として知られる血液
凝固能亢進，血流うっ滞，静脈壁損傷（血管内皮障害）
がある。
　妊娠・産褥期のVTEリスクとしては，①血液凝固能
亢進，線溶能低下，血小板活性化，プロテインS活性低
下，②女性ホルモンの静脈平滑筋弛緩作用，③増大した
妊娠子宮による腸骨静脈・下大静脈の圧迫，④帝王切開
などの手術操作による総腸骨静脈領域の血管内皮障害お
よび術後の臥床による血液うっ滞など，様々な要因があ
る２）。
　2010年から2013年の国内での調査で，PTEは妊産婦母
体死亡率の第５位であった（図３）３）。1991～2000年ま
での日本産婦人科・新生児血液学会の調査では，産後の
発症率に関して，帝王切開の方が経腟分娩の20倍PTEの
発症が多かったと報告されている（表２）４）。上記のこ
とから，VTEは周産期医療において非常に関連の深い
重要な疾患であるといえる。
　今回我々は帝王切開退院後に総腸骨静脈からヒラメ筋

図２　造影CT

左総腸骨静脈からヒラメ筋静脈にかけて広範囲に血栓像を認めた（⇦）。PTEを疑う所見は認め
なかった。
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静脈までのDVTを発症した一例を経験した。
　CTで左総腸骨静脈の圧排による狭小化を認めたこと
から，繰り返す血栓の原因として腸骨静脈圧迫症候群が
考えられた。
　腸骨静脈圧迫症候群とは，1956年にMayおよび
Thurnerが提唱した疾患概念である５）。腸骨静脈が腸骨
動脈とその後方の腰椎により圧迫され，圧迫部分以下の
血流が停滞し，下肢の浮腫やDVTの原因となる病態で
ある（図４）６）。その解剖学的位置関係から，左下肢に
多く，左側のDVTの62％ に存在するといわれている。
ごく稀に右側に起きる例もある７）。
　今回の症例では，血管異常は妊娠前から存在していた
可能性が考えられるが，上記のように妊娠・産褥期は血
栓形成のリスクが高まることもあり，特に，帝王切開に
よる血管内皮障害や術後の臥床がDVT発症の引き金と

なった可能性が考えられた。
　DVTの治療としては，ヘパリン，抗凝固療法，血栓
溶解療法，カテーテル治療，外科的治療などがある。特
に，早期のカテーテルによる血栓溶解治療は高い成功率
が得られ，禁忌でない限り積極的に考慮すべき治療法で
ある８）。
　今回の症例では，カテーテルによる血栓溶解治療を２
回施行したにもかかわらず短期間で血栓症の再発を認め
ており，本人の負担も考慮し内服薬のみの加療で経過観
察となっていることから，今後も血栓症の再発を繰り返
すリスクは高いと考えるべきである。弾性ストッキング
の着用はそれのみでは血栓予防において充分な効果が得
られないといわれているが，比較的簡便に利用できるた
め有用と思われる。症状に注意し，定期的な血液検査，
超音波検査などにより慎重に経過をみていくことが望ま

図３　妊産婦母体死亡率（文献３より引用）

PTEは妊産婦母体死亡率の第５位であった。

図４　腸骨静脈圧迫症候群の模式図（文献６より引用）

腸骨静脈圧迫症候群とは，腸骨静脈が腸骨動脈とその後方の腰椎に
より圧迫され，圧迫部分以下の血流が停滞し，下肢の浮腫やDVTの
原因となる病態である。

表２　産褥婦のDVT/PTE発症率（文献４より引用）

1991年から2000年の日本産婦人科・新生児血液
学会の調査では，産後の発症率に関して，帝王切
開の方が経腟分娩の20倍PTEの発症が多かったと
報告されている。
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れる。
　また，今回の症例は血栓が形成された正確な時期は不
明であるが，症状が出現したのは術後９日目であった。
　NicolaidesとGordan-Smithの調査によると，一般外科
術後のDVTの発症頻度は40.3％（330例中133例）であ
り，その45％は手術当日の発症と報告されている９）。
　1991～2000年までの日本産婦人科・新生児血液学会の
調査で，分娩後にPTEを発症した59例を検討したとこ
ろ，85%が帝王切開後（50/59例）であった。分娩後１
日目の発症が最も多く，39%（23/59例）であった。ほ
とんどが分娩後３日目までの発症であり，92%（54/59
例）であった。なお，この報告では分娩後８日目以降の
発症はみられなかった４）。
　当院では，帝王切開術後の経過が良好であれば本人の
希望もふまえ術後７-10日目での退院とすることが多い
ため，上記の報告をふまえるとPTE発症のほとんどが入
院中に生じるといえるが，今回の症例のように退院後に
DVTを発症することもあるため，退院後に下肢浮腫や
下肢腫脹などの血栓症を示唆する症状があった場合は連
絡するよう，退院前に指導することが重要と思われる。
　また，妊娠・産褥期のVTEリスクを考慮し，適切な

予防を行うことが強く推奨される。今回の症例では，術
中に間欠的空気圧迫法を行い，術中および術後に弾性ス
トッキングで血栓症予防を行ったが，DVT発症に至っ
てしまった。
　産婦人科ガイドラインでは，分娩後のVTE危険因
子を３つに分け，VTEの予防法を提示している（表
３）10）。帝王切開において，第３群の３）に示すリスク
因子が１つで第３群（分娩後VTE低リスク），２つ以上
で第２群（分娩後VTE中リスク）となっている。今回
の症例では35歳以上というリスク因子のみであり，第３
群に該当した。予防法は，分娩後に抗凝固療法あるいは
間欠的空気圧迫法を検討とされている。
　また，肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症（静脈血栓塞栓
症）予防ガイドラインでは，帝王切開（高リスク以外）
は中リスクに分類されている（表４）11）。35歳以上の高
齢妊娠および妊娠後期でBMI27以上の肥満妊婦における
帝王切開の場合は高リスクに分類となる。今回の症例で
は高齢妊娠には該当するが肥満妊婦には該当しないため
中リスクに分類された。予防法としては間欠的空気圧迫
法かつ/または弾性ストッキングとされている。
　次回妊娠・出産時に関しては，今回の血栓症のイベン

表３　分娩後のVTE危険因子（文献10より引用）

表４　産科領域におけるVTE予防（文献11より改変）
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トにより血栓症既往の帝王切開として扱われるため，産
婦人科ガイドラインにおいては第１群に分類され，分娩
後の抗凝固療法あるいは分娩後抗凝固療法と間欠的空気
圧迫法との併用を行うことが推奨される。また，肺血栓
塞栓症・深部静脈血栓症（静脈血栓塞栓症）予防ガイド
ラインにおいては最高リスクに分類され，ヘパリン製剤
かつ間欠的空気圧迫法を行うことが推奨される。
　

結　　　語

　帝王切開退院後に総腸骨静脈からヒラメ筋静脈までの
DVTを発症した一例を経験した。
　非常に稀ではあるが，VTEは術後１週間以上経過し
てから発症することもあるため，DVTの症状について
注意して経過をみることが重要と考えられた。
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Methotrexate投与により子宮温存が可能であった帝王切開瘢痕部妊娠の２例

佐々木　晃・三春　範夫・正路　貴代

中電病院　産婦人科

Successful uterine conservation in two women with cesarean scar pregnancy treated with 
methotrexate therapy

Akira Sasaki・Norio Miharu・Takayo Shoji

Department of Obstetrics and Gynecology, CHUDEN Hospital

帝王切開瘢痕部妊娠（cesarean scar pregnancy: CSP）は既往帝王切開創部瘢痕に着床した異所性妊娠の１つであるが，帝王
切開率の上昇に伴い近年報告数が増えている。今回，MTX（Methotrexate）投与により子宮温存が可能であったCSPの２例
を経験したため報告する。症例１は36歳の４妊１産で，前回帝王切開術を施行されていた。妊娠５週頃，性器出血があり前
医を受診し，CSPの疑いで当院紹介となった。帝王切開瘢痕部に胎嚢を認め，血中hCG値は36981 mIU/mℓに上昇し胎児心
拍を認めたため，CSPと診断した。患者は子宮温存を希望したためMTX投与の方針とした。MTX投与後３日目に多量の性器
出血を認め血中hCG値は98227 mIU/mℓと上昇したため，子宮動脈塞栓術後，子宮内容除去術を施行した。術後８週頃に血
中hCG値は陰性となった。症例２は34歳の６妊２産で，２回の帝王切開術の既往があった。妊娠５週頃，妊娠反応陽性のため
前医を受診しCSPの疑いで当科紹介となった。帝王切開瘢痕部に胎嚢を認め，血中hCG値は9843 mIU/mℓで胎児心拍は認め
なかった。１週間後に胎児心拍を認め，血中hCG値は39761 mIU/mℓに上昇したため，CSPと診断した。患者は子宮温存を
希望したためMTX投与の方針とした。MTX全身投与を施行したが，胎児心拍は陽性のままでCRLは増大傾向にあったため，
MTXを胎嚢に局注した。その結果胎児心拍は陰性となった。以降MTX全身投与を２回追加投与し経過観察とした。初回治療
から12週後にhCG陰性となった。CSPに対してMTX療法は子宮温存が可能な治療法であるが，治療期間が長い事や途中で多
量出血をきたす可能性がある事に注意が必要である。また胎児心拍陽性例の場合，MTXの局所投与が有効と考えられた。

Cesarean scar pregnancy (CSP) has been increasingly reported in recent years as the cesarean delivery rate 
rises. We herein report our experience with two women with CSP in whom methotrexate (MTX) therapy 
allowed uterine preservation. In Case 1, the patient was referred to our hospital with suspected CSP. 
Because of the presence of a gestational sac in the cesarean scar and an elevated hCG level of 3681 mIU/
mL, CSP was diagnosed. Three days after MTX injection, massive genital bleeding occurred. Thus, uterine 
artery embolization was performed, followed by dilatation and curettage. Around postoperative week 8, the 
blood hCG level became undetectable. In Case 2, the patient was referred to our hospital with suspected 
CSP. A gestational sac was present in the cesarean scar. The fetal heartbeat was heard and the blood hCG 
level was elevated to 36761 mIU/mL, leading to a diagnosis of CSP. Despite systemic MTX administration, 
fetal heartbeat remained detectable. Thus, MTX was injected directly into the gestational sac and the 
fetal heartbeat became undetectable. Subsequently, the patient received two additional systemic MTX 
administrations. Twelve weeks after initial treatment, the blood hCG level became undetectable. MTX therapy 
allows uterine preservation in cases with CSP.

キーワード：帝王切開瘢痕部妊娠，メトトレキサート（MTX），妊孕性温存
Key words：Cesarean scar pregnancy, methotrexate, fertility preservation

緒　　　言

　帝王切開瘢痕部妊娠（cesarean scar pregnancy: 
CSP）は既往帝王切開創部瘢痕に着床した異所性妊娠
の１つであるが，帝王切開率の上昇に伴い近年報告数
が増えている１）。大量出血のリスクを伴うため早期に
適切な診断および治療が必要であるが，その治療法に
ついて一定の見解がなく標準治療はない。今回，MTX
（Methotrexate）投与により子宮温存が可能であった

CSPの２例を経験したため報告する。

症　　　例

症例１
患者：36歳，４妊 １産（流産２回，帝王切開１回）
既往歴：特記なし
家族歴：特記なし
現病歴：妊娠５週頃，持続する性器出血を認めたため前
医を受診した。超音波検査で帝王切開瘢痕部付近に胎嚢
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を認めたため，当科紹介となった。
臨床経過：経腟超音波検査にて帝王切開瘢痕部付近に
胎嚢を認めた。胎嚢は14 mmで胎児心拍は確認できな
かった。血中hCG値は11644 mIU/mℓであった。出血
は少量であり血流も乏しく流産との鑑別のため慎重に経
過観察とした。５日後（妊娠６週），血中hCG値は36981 
mIU/mℓに上昇，経腟超音波検査にて胎嚢は22 mmに
増大，胎児心拍を確認，胎嚢周囲に豊富な血流を認める
事よりCSPと診断した。骨盤MRI検査にて子宮下部前壁
に胎嚢を認めた。患者は子宮温存を希望したためMTX
投与の方針とした。MTX投与３日後，多量の性器出血
を認め血中hCG値は98227 mIU/mℓに上昇したため，
子宮動脈塞栓術で血流を遮断した後子宮内容除去術を施
行した。出血は少量で術後８週頃に血中hCG値は陰性と
なった（図１）。
症例２
患者：34歳，６妊 ２産（人工妊娠中絶２回，流産１回，
帝王切開２回）
既往歴：特記なし
家族歴：特記なし
現病歴：妊娠５週頃，妊娠反応陽性のため前医を受診し
た。超音波検査で帝王切開瘢痕部付近に胎嚢を認めたた
め当科紹介となった。
臨床経過：経腟超音波検査にて帝王切開瘢痕部付近に胎
嚢を認めた。胎嚢は８ mmで胎児心拍は確認できなかっ
た。血中hCG値は9843 mIU/mℓであった。流産との鑑
別のため慎重に経過観察とした。７日後（妊娠６週頃），
血中hCG値は39761 mIU/mℓに上昇し経腟超音波検査
にて胎嚢は16 mmと増大，胎児心拍を認め，胎嚢周囲に
豊富な血流を認める事よりCSPと診断した。骨盤MRI検

査にて子宮下部前壁に胎嚢を認めた。患者は子宮温存を
希望されたためMTX投与の方針とした。MTX全身投与
を施行したが胎児心拍は陽性のままでCRLは増大傾向に
あったため，初回投与から７日目に経腹超音波ガイド下
にMTXを胎嚢に局注した。その結果胎児心拍は陰性と
なった。以降MTX全身投与を２回追加し経過観察とし
た。初回治療から12週後にhCG陰性となった（図２）。

考　　　察

　CSPは帝王切開術の増加に伴い近年増加しており，約
1800から2000妊娠に１例との報告があり，帝王切開術既
往の約0.15 %に発症，異所性妊娠の約6.1 %を占めると
される。また既往帝王切開術の回数は発症に影響しない
といわれている１）。症状としては無痛性の性器出血が最
も多いといわれている２）が，無症状の事も多く典型的
な症状はない。しかし妊娠週数が進むにつれ大量出血の
リスクがある。診断には経腟超音波検査が有用とされ
る。所見としては①子宮体部および頸管内に胎嚢を認め
ない②胎嚢が帝王切開瘢痕部に認める③胎嚢と膀胱間の
筋層が欠損もしくは菲薄化している④瘢痕部に豊富な血
流を認める，などが挙げられる１）３）。既往帝王切開で妊
娠反応陽性，子宮体部および頸管内に胎嚢を認めない場
合CSPを疑い診察する必要がある。その際流産の経過で
胎嚢が下降しているものとCSPによる胎嚢との鑑別が必
要となるが，超音波検査での違いは胎嚢周囲の血流の有
無であり妊娠組織の活動性の有無を反映している。また
血中hCG値の推移でも鑑別が可能である。
　今回の２症例においても胎嚢周囲に豊富な血流を認
め，さらに血中hCGの上昇からCSPと判断した。
　また創部の子宮筋層の厚さや膀胱への浸潤の評価，栄

図１　症例１　hCG推移

MTX投与３日後，多量の性器出血と血中hCG値上昇を認めたため子宮動脈塞栓術で
血流を遮断した後，子宮内容除去術を施行した。術後８週頃に血中hCG値は陰性と
なった。
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養血管の同定などに造影MRI検査が有用である。CSPは
大量出血のリスクを伴うため早期に適切な診断および治
療が必要であるが，その治療法について一定の見解が
なく標準治療はない。子宮温存を希望するかどうかで
まず治療方針が異なる。子宮温存を希望された場合，
MTX投与（全身投与や局所投与）や子宮動脈塞栓術，
子宮内容除去術，病巣楔状切除，子宮鏡下切除などが挙
げられる４）。本症例では子宮温存希望があり，手術希望
がなく出血も多くなかったためMTX療法を選択した。
投与方法や量に関しては琉球大学における治療方針の
報告５）を参考にし，異所性妊娠に対するMTX療法に従
い全身投与では50 mg/㎡を筋肉注射し，局所投与の場
合は50 mg/bodyを経腹超音波ガイド下に胎嚢へ注入し
た。症例１においてはMTX療法を施行するも多量の性
器出血を認めたため，子宮動脈塞栓術で血流を遮断した
後に子宮内容除去術を施行した。子宮内容除去術単独治
療は効果が不十分の可能性や大量出血のリスクが高いた
め第一選択の治療法としては推奨されておらず，子宮動
脈塞栓術やMTX療法を併用する事でリスクが軽減され
るとされている６）。子宮動脈塞栓術の副作用としては，
止血のために局所の虚血処置をする事で血流障害が生じ
て組織が壊死し子宮内感染を起こす事があると報告が
ある７）。また長期的には次回妊娠時に癒着胎盤や子宮破
裂，妊孕性低下の可能性などが指摘されている８）。その
ため子宮動脈塞栓術は止血目的として有用ではあるが，
副作用についても考慮し症例に応じた判断と十分なイン
フォームドコンセントが必要と思われる。症例２におい
ては初回MTX療法（全身投与）を施行したが胎児心拍
陽性でCRLは増大傾向にあった。そのため初回治療から

１週間後にMTX局所投与とした。局所投与によって胎
児心拍は陰性，以降MTX全身投与を追加して血中hCG
は順調に低下し陰性化した。胎児心拍陽性の治療方針
としてMTXや塩化カリウム（KCL）を胎嚢に局所投与
し胎児心拍を止める方法が提唱されている８）。胎児心拍
陽性例でのMTX全身投与は胎児心拍陰性例と比較して
20%程度成功率が下がるため，胎児心拍の有無がMTX
全身投与の成功の可否に重要であるとする報告や９），胎
児心拍を認めなかった症例はMTX全身投与が単回で治
癒したが胎児心拍を認めた症例は数回の投与を必要とし
たとの報告もある10）。本症例では胎児心拍陽性であるが
初回はMTX全身投与を選択した。初回に局所投与を選
択していれば治療までの期間が短縮していた可能性が考
えられる。MTX療法は子宮温存が可能な治療法である
が，治療期間が長い事や途中で多量出血をきたす可能
性がある事に注意が必要である。MTX療法等の治療に
よって血中hCG10,000 mIU/ml以下になれば子宮動脈塞
栓術の準備をして子宮内容除去術を施行する事も安全で
あり，その結果hCGが陰性化する期間を短縮できるとの
報告もある８），11）。症例２では血中hCG値が10,000 IU/ml
以下から陰性化するまでに約10週間経過しているため，
hCG<10,000 IU/mlの時点で子宮内容除去術を施行する
事も検討できたと思われる。またCSP治療後，次回妊娠
までの適切な避妊期間やCSPの再発率についてのエビデ
ンスはない１）。今後さらに検討が必要である。

結　　　語

　今回，MTX投与により子宮温存が可能であったCSP
の２例を経験した。子宮温存を希望され　胎児心拍陽性

図２　症例２ hCG推移

MTX全身投与を施行したが，胎児心拍は陽性のままでCRLは増大したため，MTXを胎
嚢に局注した。その結果胎児心拍は陰性となった。以降MTX全身投与を２回追加投与
後，経過観察とした。初回治療から12週後にhCG陰性となった。
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の場合，MTX局所投与が有効と考えられる。帝王切開
率の上昇により，CSPは今後も増えていくと思われる。
子宮温存を希望される場合は，妊孕性温存と大量出血の
予防の両者を満たす最善の治療を検討するため，さらな
る症例数の蓄積が必要である。
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当院における産後救急搬送症例の検討

春間　朋子・平野友美加・今福　紀章・青江　尚志

福山市民病院　産婦人科

Clinical analysis of patients emergently transported to our hospital in the postpartum 
period

Tomoko Haruma・Yumika Hirano・Noriaki Imahuku・Hisashi Aoe

Department of Obstetrics and Gynecology, Fukuyama City Hospital

【緒言】産後救急症例は，生命の危機を伴うことがしばしばあり，産婦人科のみでは対応できないことが多い。救命セン
ター併設の総合病院である当院では救急科，麻酔科，放射線科などの協力を得て重症な産後救急症例を多く診療している。
そこで当院で経験した産後救急搬送症例をまとめ報告する。
【方法】2011年10月から2017年４月までに他院分娩後に当院へ救急搬送された63例について後方視的に検討を行った。
【結果】年齢の中央値は33歳（17‒41歳），35歳以上は23例（36.5％）であった。疾患は，産後出血関連が55例（87.3%）と大
部分を占めていた。産後出血の原因は弛緩出血が26例（47.3%）と最多であり，産道損傷17例（27.3%），癒着胎盤（胎盤娩出
困難含む）９例（16.3%）と続いていた。産後出血55例の治療として，経カテーテル的動脈塞栓術（TAE）を施行した症例は
18例（32.7%）であり，17例（94.7%）で止血を得られていた。開腹手術を施行した症例は２例 （3.6%）のみであった。輸血を
行ったのは31例（56.3%）であり，来院時フィブリノゲンが150mg/dl以下であった11症例の平均FFP/RBC比は0.97であった。
一方で，保存的治療のみで輸血も処置も必要としなかった比較的軽症と思われる症例も13例（23.6%）あった。予後は全員後
遺症なく生存している。
【考察】産後救急搬送症例のうち大部分を占めるのは産後出血であった。産後出血は高率に輸血や止血処置を要するため，
母体救命のためにはバイタルサインによる早期診断と高次医療施設との連携，複数の診療科との連携が重要である。また，
近年TAEが普及してきており，本検討においても止血成功率は良好であった。

Postpartum emergency cases often become critical and obstetrics departments alone cannot deal with many 
cases. The emergency center in our hospital cooperates with other departments and treats many severe 
postpartum emergency cases. We herein report on 63 postpartum emergency cases at our hospital between 
October 2011 and April 2017. The median age of the patients was 33 years (17-41 years) with 23 (36.5%) over 
35 years. Most cases involved postpartum hemorrhage (55 cases, 87.3%). with most common causes being 
atonic bleeding (26 cases, 47.3%) and vaginal laceration (17 cases, 27.3%). For treatment of these 55 cases of 
postpartum hemorrhage, 18 cases (32.7%) received transcatheter arterial embolization, with a success rate of 
94.7%, and 2 cases (3.6%) received laparotomy. Of the postpartum hemorrhage patients, 31 cases (56.3%) were 
transfused; however, 13 cases (23.6%) did not require transfusion or hemostasis treatment other than drugs. 
Postpartum hemorrhage accounts for most postpartum emergencies and requires quick and appropriate 
treatment. Therefore, collaboration with higher medical facilities and cooperation with multiple departments 
is important. In recent years, transcatheter arterial embolization has become more commonly used and the 
success rate of hemostasis has been good.

キーワード：産後救急，産後出血，経カテーテル的動脈塞栓術
Key words： postpartum emergent transport, postpartum hemorrhage, 

transcatheter arterial embolization (TAE)

緒　　　言

　産後救急症例は，生命の危機を伴うこともしばしばあ
るため，産婦人科のみでは対応できないことが多い。特
に分娩時および分娩後の大量出血はいまだ妊産婦死亡原
因の第一位であり１），急速に全身状態の悪化を招きやす
く，高次医療施設において他科との連携をとりながらの

特別な処置を要する。救命救急センターを併設している
当院では救急科，麻酔科，放射線科などの協力を得て重
症な産後救急搬送症例を数多く受け入れている。
　今回我々は，当院で経験した産後救急搬送症例をまと
め検討を行ったので報告する。
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方　　　法

　2011年10月から2017年４月までに他院で分娩後に当院
へ救急搬送された63例を対象とした。診療録より患者年
齢，分娩方法，前医での経過，来院時の臨床所見，検査
所見，治療方法，治療経過などを抽出し，後方視的に検
討を行った。

結　　　果

　患者背景を表１に示す。年齢の中央値は33歳（17-41
歳），そのうち35歳以上の高齢妊婦は23例（36.5%）で
あった。初産婦は39例（61.9%），経産婦は24例（38.1%）
であった。経腟分娩が38例（60.3%）であり，そのうち
吸引分娩が11例あった。帝王切開は25例（39.7%）で，
予定帝王切開12例，緊急帝王切開13例とほぼ半数ずつで
あった。搬送元は52例（82.5%）が有床診療所であり，
総合病院からの搬送も11例（17.5%）あった。入院日数
は平均8.5±7.1日（1-40日）であり，転帰は全員生存退
院または前医転院していた。
　疾患の内訳は，弛緩出血や産道損傷など産科出血関連
が55例（87.3%）と大多数であり，その他は産後感染症
３例，深部静脈血栓症・肺塞栓症（疑い含む）２例，子
癇発作後１例，帝王切開後肺水腫１例，腎血管筋脂肪腫
破裂１例であった。
　以下は産科出血関連症例55例につき詳細な検討を行っ
た。
　出血原因であるが，弛緩出血が26例（47.3%）と最も
多く，産道損傷15例（27.3%），癒着胎盤（胎盤娩出困難）
９例（16.4%）と続いた。その他は，子宮内反症，胎盤

遺残，前置胎盤，常位胎盤早期剥離，子宮内胎児死亡，
不全子宮破裂，急性妊娠脂肪肝であった（表２）。前医
での推定出血量の平均は1574±923ml（200-4700ml），
来院時の平均ヘモグロビン値は8.7±1.8g/dl（5.4-14.2g/
dl）であった。来院時の産科DICスコアの平均値は4.2
±3.7点（0-19点）であり，来院時shock index平均値は
0.97±0.42（0.49-2.5）であった。
　治療の際に，濃厚赤血球液（RBC），新鮮凍結血漿
（FFP），血小板濃厚液（PC）のいずれかの血液製剤輸
血が必要であった症例は，31例（56.4%）であった。そ
のうち，来院時フィブリノゲンが150mg/dl以下であっ
た11症例で検討すると，平均RBC12.0単位，FFP11.6単
位の輸血を必要としており，平均FFP/RBC比は0.97で
あり，FFP/RBC≧1.0であったのは７例（63.6%）であっ
た。
　治療処置としては， 経カテーテル的動脈塞栓術
（TAE）が18例，血腫除去・裂傷縫合が７例，胎盤用
手剥離７例，開腹手術２例，子宮用手整復２例，子宮内
容除去術２例，持続血液透析濾過法２例であり，一方で
輸血も処置も必要としなかった症例も13例あった（表
３）。子宮内バルーンタンポナーデは前医から留置され
て搬送された症例が１例あったが，当院で施行した症例
はなかった。
　 T A E 施 行 し た 1 8 例 の 検 討 を 表 ４ に 示 す。1 7 例
（94.7%）で止血を得られた。１例は再出血のために同
日に再TAEを施行した。止血不成功で子宮全摘など手
術が必要となった症例はなく，止血成功率は非常によい
成績であった。腟壁血腫に対し内陰部動脈を塞栓した症
例も４例含まれていた。月経再開は，産後１年以内や

表１　患者背景（N=63） 表２　産後搬送症例の内訳
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フォローができていない症例を除く11例全例で認め，５
例でその後妊娠していた。合併症は子宮内感染が２例，
アッシャーマン症候群が１例であった。

考　　　察

　近年，我が国における妊産婦死亡は減少しているが，
産科危機的出血は常に妊産婦死亡原因の第一位であ
る１）。産科危機的出血は，約250～300分娩に１回の割合
で生じることが知られ，多くは，突然，予知なく生じる
ものである。急速に全身状態の悪化を招きやすく，産科
危機的出血の対応指針では，出血量だけでなく，バイタ
ルサインによる早期診断と高次医療施設との連携の重要
性が示されている２）。当科に分娩後救急搬送された症例
においても，ほとんどが産科出血症例であり，多くの症
例で輸血や止血処置（外科的処置またはTAE）や救命
救急センターでの管理など複数の診療科による集学的な
治療が必要であった。全例救命でき，母体予後が良好で
あったことは，一次施設と当院，また当院の中での各診
療科の連携が良好であった結果であると考えられる。
　出血の原因としては，弛緩出血が最も多かった。弛緩
出血は，原因は巨大児や多胎による子宮筋の過伸展，子
宮筋腫，微弱陣痛など様々であるが，産科異常出血の原
因として最も多く，遭遇する機会が多い。次に多かった
のは産道損傷であり，15例中９例（60%）が吸引分娩後
であった。その他，癒着胎盤（胎盤剥離困難），常位胎
盤早期剥離，前置胎盤，子宮内反症，不全子宮破裂など
出血リスクが高く，高度な外科的処置が必要である疾患
が搬送されていた。ほとんどが分娩後24時間以内に搬送
となっているが，分娩後１週間を過ぎて搬送された症例

が２例あり（７日目と11日目），いずれも胎盤遺残の診
断で，掻爬を行ったところ大出血したために搬送されて
いた。以前から報告があるように，胎盤遺残は，血流豊
富で大量出血する恐れがあるため注意が必要であり，掻
爬の前には必ず超音波doppler法などで血流を評価する
ことが大切である。
　当院では，産後出血に対しては，まず十分な輸液や輸
血準備を行いながら，必要に応じ子宮収縮剤，トラネキ
サム酸の投与，子宮底マッサージ，子宮双手圧迫などを
行う。さらに出血原因の精査として超音波検査や造影
CTを行い，手術やTAEなど必要な処置を行う。搬送前
の時点で大量出血やショックバイタルである症例は，初
療を救急科医と共に行い，全身管理と出血原因精査・治
療を並行して行っている。産後出血は，しばしば出血量
の正確な把握が困難であり，容易に産科DICを併発しや
すい特徴があるため，shock indexや産科DICスコアな
どで評価し，早期からの輸血を含めた抗ショック治療が
必要と言われている２）-４）。当院へ搬送された症例にお
いては，来院時shock indexが1.0以上であったのは14例
（36.8%），産科DICスコアが８点以上は７例（12.7%）
と多くはなかったが，搬送前の輸液などでマスクされて
いた症例も多く，31例（56.4%）で血液製剤輸血を必要
としていた。中でも産科大量出血時にはフィブリノゲン
の枯渇を伴いやすく，早期から大量のFFPの投与が母体
救命のために必要であると言われており５），本検討にお
いても来院時フィブリノゲンが150mg/dl以下と大量出
血で産科DICが疑われる症例では，FFP/RBC比はほぼ
1.0となっており，FFP投与の重要性が改めて認識でき
た。一方で，輸血も処置も必要とせず経過観察のみで軽

表３　産科出血の治療方法（重複あり）（N=55） 表４　TAE症例の検討（N=18）
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快した比較的軽症な症例も13例（23.6％）あり，出血が
増加し母体の全身状態が悪化する前に，高次医療施設で
ある当院へ搬送された症例もあったと推察された。
　止血処置としては，子宮収縮剤や子宮双手圧迫，子宮
底マッサージなどの保存的治療のみで止血を得られず，
CTで造影剤の血管外漏出（extravasation）を認める症
例は，放射線科医の協力を得てTAEを行っている。本
検討では，TAEが必要と判断された症例は18例あり，
１例は再TAEを施行したが，止血不成功で子宮全摘な
ど追加処置が必要となった症例はなく，成功率は高かっ
た。また，これらのうち産道損傷（腟壁血腫）でTAE
を行った症例も４例あり，特に造影CTで動脈性出血を
認める症例や，損傷部位が非常に奥深く縫合困難な腟壁
裂傷症例では，手術による縫合止血術よりも有効であ
る６）。近年，産科出血に対するTAEの有用性は数多く
報告されており，成功率は86～94%と良好な成績が報告
されている７）-10）。TAEの合併症としては，穿刺による
血腫の報告が最も多く，その他は下腹部痛，発熱，嘔
吐，食欲不振，全身倦怠感，骨盤内感染，臓器の虚血な
どの報告があるが，頻度は３～７%と低い11）12）。今回の
検討においても，感染を２例（11.1%），アッシャーマン
症候群を１例（5.6%）に認めたが，他は問題となる合併
症は起こらなかった。TAE後の妊孕性に関しては，月
経は91～100%で再開し，挙児希望例に限れば79%で妊
娠が成立したという多くの妊娠例の報告13）がある一方
で，塞栓術による卵巣機能障害，子宮内膜障害，子宮正
常筋層障害，妊娠後の流早産，胎盤付着位置異常，胎位
異常，産後出血の増加の報告13）-15）もあり，安全性に関
しては議論がある。今回の検討症例において，月経再開
はフォローできている症例では全例認めたが，１例は月
経量が非常に少なく，後にアッシャーマン症候群と診断
されている。当院では，TAE後の妊娠は，安全性が確
立されていないため積極的には勧めていないが，５例の
妊娠例を認め，いずれも合併症なく生児を得ている。
　また子宮内バルーンタンポナーデも安全かつ有用であ
ることが知られるようになり，汎用されつつある。保存
的治療のみで止血を得られない場合のセカンドラインの
治療のファーストステップとして使用される位置づけと
なっており，有効率は多くの報告で約85%に及ぶとされ
ている16）。出血点を見極めてバルーンを留置する，滑脱
を防ぐなど，挿入に際しては工夫が必要であるが，合併
症が少なく，今後は当院でも積極的に使用していきたい
と考えている。
　近年の子宮内バルーンタンポナーデやTAEの普及に
伴い，開腹手術による止血術は減少傾向にある。本検討
においても開腹手術が必要であったのは，前医で帝王切
開術中に出血大量となり，腹腔内にガーゼパッキングさ
れ搬送となった症例と，穿通癒着胎盤で子宮全摘を行っ

た症例の２例のみであった。しかしながら，子宮破裂や
子宮型羊水塞栓症，前置癒着胎盤，帝王切開時大出血な
どで，難易度の高い子宮全摘術や止血手術手技が必要と
なる症例は存在するため，我々産科医は，それに対応で
きるよう，日頃の婦人科手術などで知識と技術を習得し
ておくことは大切である。

結　　　語

　産後救急症例は産科出血が多く，全身状態の管理と並
行して，出血部位の治療が必要である。母体救命のため
には，産科だけではなく，複数の施設，診療科，部署と
連携した集学的治療が必要である。
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妊娠12週の胎児頭部形態異常から診断したLimb body wall complexの１例

菅　裕美子・信實　孝洋・楠本　真也・佐川麻衣子・卜部　理恵・勝部　泰裕・藤原　久也

独立行政法人労働者健康安全機構　中国労災病院　産婦人科

A case of limb body wall complex diagnosed from fetal abnormality of the head in 12 
weeks of gestation

Yumiko Kan・Takahiro Nobuzane・Shinya Kusumoto・Maiko Sagawa
Rie Urabe・Yasuhiro Katsube・Hisaya Fujiwara

Department of Obstetrics and Gynecology, Chugoku Rosai Hospital, Japan Organization of Occupational Health and Safety

Limb body wall complex （LBWC）は，脳瘤，胸・腹壁欠損，側彎，四肢欠損などを伴う極めてまれな複雑奇形症候群の一つ
で致死性疾患である。妊娠初期の胎児頭部形態異常からLBWCの診断に至った症例を経験した。
症例は26歳，２妊１産。妊娠12週０日の妊婦健診時に胎児頭部に嚢胞様構造物がみられ妊娠12週５日に精査目的で当院紹介
受診した。当院初診時の超音波検査では胎児後頭部と側頭部の脳瘤と，側彎，左上肢欠損，腹壁破裂の所見が認められた。
妊娠14週４日に再評価を行い，口唇裂，羊膜様構造物，単一臍帯動脈も認めLBWCと診断した。本人と夫に遺伝カウンセリ
ングを行ったところ，妊娠中絶を決断され，妊娠15週４日に人工流産に至った。死産児は60gで，出生前の超音波所見と合致
していた。
妊娠12週の超音波検査で，強く彎曲した体幹部を一画面に表示することができ，診断および患者への供覧説明に役立った。
LBWCは，通常の超音波検査で頭蓋・脊椎・腹壁を描出することで十分に疑うことが可能な疾患であることから，妊娠初期
の超音波スクリーニング検査が重要であると考えられた。

Limb body wall complex (LBWC) is a rare and critical anomaly. Traditionally, diagnosis has been based on the 
Van Allen’s criteria of two out of three of the following present: exencephaly/encephalocele with facial clefts, 
thoracoschisis and/or abdominoschisis, and limb defect. 
The patient visited our hospital because of fetal cephalic abnormality at 12 weeks of gestation. 
Ultrasonography showed encephalocele, abnormal curve of the vertebral column, left upper limb defect and 
gastroschisis. These features were consistent with LBWC. After genetic counseling, the couple decided to 
have an abortion. The appearance of the stillborn infant was the same as ultrasonographic findings.
In 12 weeks of gestation, ultrasonography showed whole body anomalies in one screen which was helpful for 
diagnosis and the couple’s understanding of LBWC.

キーワード：体茎奇形，出生前診断，超音波検査
Key words： Limb body wall complex, prenatal diagnosis, ultrasonography

緒　　　言

　Limb body wall complex （LBWC）は，脳瘤，胸・腹
壁欠損，側彎，四肢欠損などを伴う極めてまれな複雑奇
形症候群の一つで致死性疾患である１）。妊娠初期の超音
波検査で胎児頭部形態異常を認めLBWCの診断に至った
症例を経験した。

症　　　例

【年齢】26歳
【妊娠分娩歴】２妊１産
【既往歴】７歳　髄膜炎
【家族歴】特記事項なし
【生活歴】特記事項なし

【現病歴】自然妊娠成立し前医で妊娠を確認され，頭殿
長より分娩予定日を決定された。妊娠12週０日の妊婦健
診時に胎児頭部に嚢胞様構造物がみられ妊娠12週４日の
再診時にも同様の所見を認め，妊娠12週５日に精査目的
で当院紹介となった。
【初診時超音波所見】胎児の後頭部，側頭部に嚢胞を
認めた。腹壁破裂を疑う腹部からの２cm大の突出があ
り，その側方から臍帯が出ていた。体幹は強く彎曲して
おり，後彎または側彎が疑われた。両下肢と右上肢は確
認できたが，左上肢は不明瞭で欠損が疑われた（図１）。
【経過】胎児には多発奇形が疑われたため後日再評価を
行うこととし，２週間後に夫とともに外来受診を指示し
た。妊娠14週４日に外来再診，超音波検査では前回の所
見と同様で胎児頭部後方に嚢胞があり，口唇口蓋裂も疑
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われた。また，頭部や体幹などに浮遊羊膜が付着してい
た（図２）。臍帯は短く，臍帯の血管は２本で単一臍帯
動脈と診断した。以上の超音波所見からLBWCを疑っ
た。前回の画像所見とあわせて供覧し，夫婦に対して
LBWCは致死的な病態とされており，原因は不明で遺伝
性はなく根本的な治療法はないことなどの遺伝カウンセ
リングを行った。その後，妊娠中絶を選択され，妊娠15
週４日にゲメプロストを使用し人工流産に至った。
【死産児および胎児付属物所見】身長13cm，体重60g，
性別は不詳であった。右前頭部，後頭部に脳瘤を認め
た。左眼裂は不明瞭で，左耳介低位，鼻は右に偏位し，
口唇口蓋裂を認めた。左胸郭は低形成で胸腹壁が一部欠
損し，胸部正中に胸骨と思われる７mm程度の突起を認
め，肺および腹部臓器は体腔外に脱出していた。高度の

右側彎があり，左上肢は欠損していた（図３）。上下肢
には羊膜索様の構造物が付着し，先端の絞扼所見がみら
れた。胎盤にも羊膜索様の構造物の付着があった（図
４）。臍帯は娩出時に断裂したが，長さ９cmで臍帯血管
は２本であり，胎内超音波診断と同様の所見であった。

考　　　察

　LBWCは胎児体茎異常の中で最も複雑な奇形形態とさ
れ，羊膜索との関連が指摘されている１）。原因としては
外傷や羊膜破綻，低酸素などによる壊死や血流障害によ
り，臓器欠損や発育不全，羊膜癒着が生じることで発
生すると考えられている１）。Genetic and Rare Diseases 
Information Centerの説明文によるとLBWCの原因とし
ては，①羊膜索，②血管の破綻，③胚盤形成異常が指摘

図１　初診時超音波所見

（a）後頭部に嚢胞様の構造物（矢尻）を認め，脳瘤を疑った
（b）高度な脊柱の彎曲（この時点では全体を一画面に描出可能）
（c）腹部臓器脱出（矢印）

図２　再診時超音波所見

（a）体幹彎曲（胎児の発育に伴い，全体を一画面に描出できなくなっている）
（b）体幹部に浮遊羊膜（矢尻）の付着がみられる
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されている２）３）。本症例では頭部や四肢に付着する羊
膜索が認められたため，羊膜索が原因として考えられ
た。LBWCの類縁疾患は多岐にわたり，その概念や疾患
名は未だ統一されていない。LBWCと同様の奇形であ
るBody stalk anomaly （BSA）は，胸腹壁の広範囲欠損
と強度の脊柱側彎のあるものと定義されており４）５），
LBWCとは頭蓋顔面や手足の奇形の有無で区別されるこ
とがあるが４）５）６），臨床的には両者を区別する意義は
乏しいものと考えられる。LBWCは非常にまれな疾患
で10000～40000妊娠に１例と報告され７），子宮内胎児死
亡に至る例が大半であり，10万出生あたり0.32の出生率
と言われている８）。LBWCの診断は胎児超音波診断に拠
る例が多く，Van Allenらによる診断基準が以前より使
用されており，①顔裂を伴った脳脱出や脳瘤，②胸壁ま
たは腹壁欠損，③四肢の欠損，以上の３項目のうち２項
目以上を満たす必要があるとされている１）。本症例は３

項目全てに合致し，LBWCの診断に至った。しかしなが
ら，Pattenらによると③の合併は33%にしか検出されな
いため９），胸腹壁の広範囲欠損と強度の側彎，短臍帯な
どの所見を認める場合に本症を疑うことが望ましいとの
報告がある４）。
　LBWCと類似した奇形を伴う疾患は数多く存在する
が，周辺疾患群には致死的でないものも含まれており，
正確に鑑別することが重要である10）。鑑別が必要な疾患
としては，胸・腹壁欠損をきたす疾患があげられ，単独
奇形としての腹壁破裂や臍帯ヘルニア，総排泄腔外反
症，Cantrell五徴症などがある10）11）。これらの疾患群で
は再建術などにより生命予後は一般的に良好であり，欠
損部の位置や大きさ，他の付随する奇形の有無によって
LBWCとの鑑別を行う12）。
　LBWCやBSAは致死的な状態とされてきたが，様々な
病型を含むためか少数ながら長期生存例の報告も散見さ

図３　死産児の全体像

（a）正面像：胸腹壁破裂および体腔外への臓器脱出
（b）背面像：後頭部の脳瘤と高度な右側彎
（c）左側面像：左上肢の欠損

図４　死産児の肉眼所見

（a）頭部に付着する羊膜索のほか，耳介低位と口蓋裂がみられる
（b）上下肢に付着する羊膜索
（c）胎盤にも羊膜索を認める
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れる５）13）14）。本邦で報告されている長期生存例では胸
郭の低形成，肺低形成が無く，巨大な臍帯ヘルニアを認
めたが６），厳密にはVan Allenらの診断基準にある胸・
腹壁破裂は認めていない。無脳症など頭蓋・中枢奇形の
重症例を除けば，肺低形成の程度がLBWCおよびBSA
罹患児の予後を決定するとされる５）。その診断・評価
に関しては胎児MRIや胎児CTの有用性が報告されてい
る12）15）16）。妊娠週数の進んでいる症例や妊娠継続希望
が強い症例では，MRIやCTにより胎児肺低形成の程度
を評価し，出生後の対応を検討することも重要である。
　超音波検査は広く普及しており，簡便性の点からも妊
娠の全期間を通じて有用であるが，特に妊娠週数の早い
症例においては超音波検査の果たす役割は大きい。本症
例でも妊娠12週の初診時には強く彎曲した体幹部を一画
面に表示することができ診断および患者への供覧説明に
大いに役立った。LBWCは，通常の超音波検査で頭蓋・
脊椎・腹壁を描出することで十分に疑うことが可能な疾
患であることから，妊娠初期の超音波スクリーニング検
査が重要であると考えられた。
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子宮腫瘍との鑑別を要した胞状奇胎の１例

佐々木　充・熊谷　正俊・日比野佑美・寺本　三枝・寺本　秀樹
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A case of hydatidiform mole that required differentiation from the uterine tumor

Mitsuru Sasaki・Masatoshi Kumagai・Yumi Hibino・Mitsue Teramoto・Hideki Teramoto

Department of Obstetrics and Gynecology, Hiroshima City Asa Hospital

【緒言】40代後半の女性が腹痛や性器出血で受診され，子宮から腫瘤脱出を認める場合，筋腫分娩などの子宮腫瘍であるこ
とが多い。今回，急性腹症で受診され，筋腫分娩様の外観を呈し子宮腫瘍脱出との鑑別を要した胞状奇胎の１例を経験した
ので報告する。
【症例】49才，３妊３産。子宮筋腫にて近医で経過観察されていた。半年前に近医受診した際には筋腫以外に異常を指摘さ
れなかった。２カ月前から不正性器出血があり，下腹部痛も出現し増強したため当院救急外来を受診した。CT検査で子宮内
腫瘤を認め，当科紹介となった。腟鏡診にて凝血塊とともに，子宮口から13cm大の変性した柔らかい腫瘤の脱出を認めた。
病理検査では凝血と嚢胞状変性をきたし腫大した絨毛組織，脱落膜組織が混在した組織像を呈し全胞状奇胎と診断された。
診断後に施行した採血で血中hCG値は320 mIU/ml であった。以後，自然経過観察のみで胞状奇胎娩出後24週に血中hCG値は
カットオフ値以下となり，娩出後２年現在続発症なく経過している。
【考察】年齢的には高めでも閉経前の女性では腫瘍性疾患の他に妊娠に関連した疾患の場合もあることを念頭におく必要が
ある。

When a woman in her late 40s consults a hospital for abdominal pain or vaginal bleeding with discharge of 
a mass from the uterus, it is often a uterine tumor such as a myoma. We report a case of hydatidiform mole 
that required differentiation from the uterine tumor.
Case: A 49-year-old gravid 3 para 3 woman visited our hospital for vaginal bleeding before 2 months and 
abdominal pain. Abdominal CT showed a mass measuring 13 cm in the uterus. The mass and blood coagulum 
escaped from the uterus spontaneously. The pathological examination revealed swollen villi organization, the 
decidua membrane tissue presented mixed histology, and the presence of hydatidiform moles. The pathological 
examination caused a blood clot and a cyst to form. The patient’s blood hCG level was 320 mIU/ml after 
pathological diagnosis.
During the observation period, her blood hCG level decreased below the cutoff value 24 weeks after delivery 
of the hydatidiform mole and she has had no ongoing symptoms for 2 years.
It was thought that it was necessary to keep in mind that premenopausal females may experience diseases 
associated with pregnancy in addition to neoplastic diseases even if they are older.

キーワード：胞状奇胎，筋腫分娩
Key words： hydatidiform mole, myoma delivery

緒　　　言

　40代後半の女性が腹痛や性器出血で受診され，子宮か
ら腫瘤脱出を認める場合，筋腫分娩などの子宮腫瘍であ
ることが多い。今回，急性腹症で受診され，筋腫分娩様
の外観を呈し子宮腫瘍脱出との鑑別を要した胞状奇胎の
１例を経験したので報告する。

症　　　例

【患 者】　49才　
【家族歴】　特記なし
【妊娠分娩歴】　３妊３産 

【月経歴】　初経：14才，月経：整
【既往歴】　38才：子宮頸部上皮内癌にて子宮頸部円錐
切除術施行
【現病歴】４cm大の子宮粘膜下筋腫に対して近医で経
過観察されていた。半年前に近医受診した際には筋腫以
外に異常を指摘されなかった。２カ月前から不正性器出
血を自覚し，下腹部痛も出現し増強したため当院救急外
来を受診した。CT検査で子宮内腫瘤を認め，筋腫分娩
の疑いで同日当科紹介となった（図１）。内診所見では
下腹部に圧痛あり，子宮は手拳大，診察時に外子宮口か
ら凝血塊とともに13cm大の変性した柔らかい腫瘤の脱
出を認めた。それまでは３分間隔の陣痛様の疼痛があっ
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たが，腫瘤脱出とともに疼痛の自覚は軽減した。経腟超
音波検査では子宮筋腫を認めるものの，子宮腔内には少
量の貯留物を認めるのみで明らかな腫瘤の残存はみら
れなかった（図２）。経過観察入院としたが，疼痛，出
血は軽快し入院翌日に退院となった。初診時に施行した
子宮頸部細胞診はNILM，子宮内膜細胞診は検体不良で
あった。腫瘤（図３）の病理検査では凝血と嚢胞状変性
をきたし腫大した絨毛組織，脱落膜組織が混在した組織
像を呈し全胞状奇胎と診断された（図４）。診断後（奇
胎娩出後15日目）に施行した採血で血中hCG値は320 
mIU/ml であった。同日の経腟超音波検査では子宮内
に４cm大の粘膜下筋腫を認めたが，奇胎の遺残は認め
ず，子宮内の掻爬は施行しなかった。奇胎娩出４週後に
性器出血増量で受診したが，CT検査では新たな病変を
認めなかった。出血は以後落ち着き，自然経過観察のみ
で奇胎娩出後24週に血中hCG値はカットオフ値となり，
娩出後２年現在続発症なく経過している（図５）。

考　　　察

　当院において過去３年間に子宮腫瘤の脱出を認めた症

例は本症例を含めて９例あり，６例はTCR施行で症状
改善し，１例は年齢と多発子宮筋腫であることを考慮し
子宮全摘を行った（表１）。１例は術前検査で壊死組織
のみが採取されたが悪性の可能性も否定できない腫瘤で
あり子宮全摘＋両側付属器切除術を施行し術後病理検査
で癌肉腫と診断された。子宮腫瘤脱出時の自覚症状は全
例不正性器出血または過多月経であった。本症例は不正
性器出血，下腹部痛を主訴に受診され，CT検査で子宮
腫瘍を疑われたが，診察時の腫瘤の自然排出によって症
状が改善した。腫瘤の病理組織検査で胞状奇胎と診断さ
れるまで子宮腫瘍を疑っていた。
　胞状奇胎は絨毛における栄養細胞の異常増殖と間質の
浮腫を特徴とする病変である１）。なかでも全胞状奇胎は
肉眼的には大部分の絨毛が水腫状腫大を呈することで特
徴づけられる病変で，組織学的には栄養膜細胞の異常増
殖ならびに絨毛間質の浮腫が認められ，胎児成分の存在
しないものを言う１）。経腟超音波検査の精度の上昇に伴
い，妊娠の比較的早期に診断されることが多く，一般的
には子宮内容除去術で排出されることがほとんどであ
り，胞状奇胎が自然排出されることはまれである２）。胞

図１　腹部造影CT検査

子宮腔内からの腫瘤の脱出を認めた。

図３　自然排出された腫瘤（ホルマリン固定後）

図２　経腟超音波検査（腫瘤排出直後）

子宮腔内には少量の貯留物，粘膜下筋腫を認めるのみ
で明らかな腫瘤の残存はみられなかった。

図４　病理組織像　HE染色（対物×10倍）

嚢胞状変性をきたし腫大した絨毛組織を認めた。
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状奇胎娩出後の管理は血中hCG値が測定感度以下に至る
まで管理する一次管理と，血中ｈCG値がカットオフ値
以下になってから続発性疾患の発症を早期に発見するた
めの二次管理に分けられる１）。本症例は 全胞状奇胎の
自然娩出後，子宮内の掻爬を施行せずに経過観察のみで
血中hCG値はカットオフ値以下となり，現在続発症なく
経過している。
　胞状奇胎の症状としては不正性器出血，悪阻症状が多
いが，本症例では不正性器出血とともに下腹部痛を自覚
している。胞状奇胎に続発した侵入奇胎により子宮穿孔
をきたし，急性腹症をきたした報告はあるが３），今回の
症例のように胞状奇胎により陣痛様の痛みを訴えて受診
し，腫瘤排出とともに下腹部痛が改善した症例はわれわ
れが検索した限りでは報告されていない。
　胞状奇胎は高齢であるほど妊娠に占める比率が高く，
奇胎娩出後の続発性変化を生じる割合も高いとされて
いるが，本症例は初診時に49才と高齢であり，妊娠を
疑わず腫瘍性病変のみを念頭においたことは反省点で

あった。腫瘤が自然排出した後は経過観察のみで，血中
ｈCG値は徐々に低下し良好な経過をたどったが，経過
非順調型の場合はhCGを産生する絨毛組織の遺残の有無
を掻爬術や超音波検査，MRIなどの画像診断法で検索す
ることが必要である。
　今回，急性腹症で受診され，子宮内から腫瘤の脱出を
認め腫瘍性疾患との鑑別を要したものの，自然排出され
軽快した全胞状奇胎の症例を経験した。年齢的には高め
でも閉経前の女性では腫瘍性疾患の他に妊娠に関連した
疾患の場合もあることを念頭におく必要がある。

文　　　献

１） 日本産科婦人科学会，日本病理学会（編）：絨毛性
疾患取扱い規約第３版．金原出版．2011，16.

２） N. Matsumoto, M. Osada: Pemphigoid Gestationis 
a f ter Spontaneous Expu ls i on o f a Mass ive 
Complete Hydatidiform Mole. Obstet Gynecol 2013: 
1-5.

図５　奇胎娩出後の血中hCG値の推移

自然経過観察のみで胞状奇胎娩出後24週に血中hCG値はカットオフ値以下となった。

表１　当院において過去３年間に経験した子宮腫瘤の脱出症例
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腹腔鏡下に卵管間質部妊娠を疑ったが，術後子宮筋層内妊娠の診断に至った１例

松井寿美佳・牛越賢治郎・湊　沙希・名護　可容・別宮　史朗

徳島赤十字病院　産婦人科

A case of intramural pregnancy in which interstitial pregnancy was suspected during 
laparoscopy but intramural pregnancy was eventually diagnosed

Sumika Matsui・Kenjiro Ushigoe・Saki Minato・Kayo Myougo・Shirou Bekku

Department of Obstetrics and Gynecology, Tokushima Red Cross Hospital

子宮筋層内妊娠はまれな異所性妊娠であり，その病態そのものがあまり知られておらず，早期診断がなされにくい。今回，
腹腔鏡下に卵管間質部妊娠として病巣を切除したが，術後，既往腹腔鏡手術所見との比較，また病理組織検査により術前は
念頭になかった子宮筋層内妊娠の診断に至った症例を経験した。症例は32歳，０妊。31歳時に両側卵巣チョコレート嚢胞，
左卵管閉塞に対し腹腔鏡下両側卵巣嚢胞切除術および左卵管切除術の既往があった。他院にて凍結融解胚盤胞移植後に妊娠
反応陽性となったが，子宮内に胎嚢を確認できず異所性妊娠を疑われ当科に紹介された。血中hCGβ値は2980mIU/ml，経腟
超音波検査で明らかな胎嚢像を認めず，着床部位の推定は困難であり，診断的腹腔鏡検査の方針とした。腹腔内は一見して
異所性妊娠部位を同定することは困難であったが，卵管切除後の左卵管間質部近傍に腫瘤性病変を認め，典型的ではないも
のの，左卵管間質部妊娠と判断し腫瘤を切除した。術後，卵管切除時の腹腔鏡手術所見と比較すると，腫瘤は卵管切除断端
からは明らかに離れており，卵管間質部妊娠ではなく，子宮筋層内への妊娠と考えられ，病理組織検査で子宮筋層内妊娠の
診断に至った。hCGβが比較的高値にも関わらず局在が不明の妊娠では子宮筋層内を含む卵管以外の部位への異所性妊娠を念
頭に精査を行う必要がある。 

Intramural pregnancy is a rare type of ectopic pregnancy. Early diagnosis of intramural pregnancy is 
difficult. We report a case of intramural pregnancy in which interstitial pregnancy was suspected during 
laparoscopy but intramural pregnancy was eventually diagnosed. A 32 year old woman who had been 
undergone laparoscopic cystectomy and left salpingectomy for a chocolate cyst and tubal occlusion was 
referred to our hospital for suspected ectopic pregnancy after in-vitro fertilization and embryo transfer. 
Transvaginal ultrasonography was performed but no obvious gestational sac was visualized. The plasma beta 
human chorionic gonadotropin (hCGβ) level was 2980 mlU/ml. At diagnostic laparoscopy, a 1.5 cm mass was 
located near the left interstitial portion. We diagnosed a left interstitial pregnancy and excised the mass but 
eventually diagnosed an intramural pregnancy by comparison with intra-operative findings at salpingectomy 
and histological examination. A possible diagnosis of non-tubal ectopic pregnancy including intramural 
pregnancy should be suspected in cases where the pregnancy site has not been evaluated even though hCG β 
is relatively high.

キーワード：子宮筋層内妊娠，腹腔鏡下手術
Key words： intramural pregnancy, laparoscopic surgery

緒　　　言

　子宮筋層内妊娠はまれな異所性妊娠である。病態その
ものがあまり認識されていないこともあり，早期診断が
なされないことが多い。今回，腹腔鏡検査で卵管間質部
妊娠として病巣を切除したが，術後，術前は念頭にな
かった子宮筋層内妊娠の診断に至った症例を経験した。

症　　　例

年齢：32歳
妊娠歴：０妊

既往歴：31歳時に両側卵巣チョコレート嚢胞，左卵管閉
塞に対し腹腔鏡下両側卵巣嚢胞切除術および左卵管切除
術（当科）。
現病歴：他院にてHRT周期で凍結融解胚盤胞移植を行
い，移植日より妊娠４週３日に妊娠反応陽性となった。
６週６日の診察で血中hCGβ値2632mIU/ml，経腟超音
波検査で子宮内に胎嚢を確認できず異所性妊娠を疑われ
７週２日当科に紹介された。初診時血圧95/68mmHg，
脈拍57/min，腹部は平坦，軟で全身状態は良好であっ
た。内診上少量の褐色帯下を認めたが，子宮や付属器に
明らかな圧痛を認めなかった。経腟超音波検査でダグ
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ラス窩にごく少量のecho free spaceを認めた。右卵巣に
３cm大の出血性嚢胞性腫瘤，また右付属器領域に１cm
大の高輝度領域を認めたが，明らかな胎嚢像は認めず，
着床部位の推定は困難であった。翌７週３日，血中hCG
β値は2980mIU/mlであり，異所性妊娠の疑いで診断的
腹腔鏡検査の方針とした。
　腹腔内を観察すると，膀胱子宮窩，ダグラス窩に中
等量の血液の貯留を認めた。子宮は正常大で，左卵管
は既往手術により切除されていた。右卵管膨大部近傍
に1.5cm，右卵巣に３cm，切除後の左卵管間質部近傍に
1.5cmの腫瘤性病変をそれぞれ認めたが，一見して異所
性妊娠部位を同定することは困難であった（図１）。左
卵管間質部近傍の腫瘤の切開は今後の分娩様式に関わる
可能性があるため，まず右卵管膨大部近傍の腫瘤を摘出
したが，漿液性の嚢胞で傍卵巣囊腫と思われた。右卵巣
に切開を加えると茶褐色の内容液が漏出し，これはチョ
コレート嚢胞と思われた。次に子宮内容除去術を施行し
たが，回収できた子宮内組織は脱落膜のみであった。最
終的に左卵管間質部近傍の腫瘤は卵管切除断端からはや
や離れており典型的ではないものの，左卵管間質部妊娠
の可能性が高いと判断し，バソプレッシンを局注した上
で超音波凝固切開装置にて腫瘤を切除した（図２，A）。
この際，子宮内腔の開放はなかった。腫瘤を切開すると
肉眼的に子宮筋層に囲まれた絨毛と思われる組織を認め
た（図２，B）。腫瘤切除後の筋層は単結節縫合し，癒
着防止吸収性バリア（インターシードⓇ）を貼付し手術
を終了した。
　１年前に当科において両側チョコレート嚢胞，左卵管
閉塞に対し施行した腹腔鏡下手術の左卵管切除時の術中
写真を図３に示す。術後，今回の術中写真と比較すると
左卵管間質部近傍の腫瘤は卵管切除断端からは明らかに
離れており，卵管間質部妊娠ではなく，子宮筋層内への
妊娠と考えらえた。病理組織検査で筋層内に卵管上皮を

介さずに絨毛組織を認め（図２，C），子宮筋層内妊娠
の診断に至った。血中hCGβ値は術後23日に0.7mIU/ml
と低下し，術後51日に月経が再開した。

考　　　察

　血中hCGβが比較的高値であるにも関わらず，明らか
な着床部位が推定できない場合，思いがけない部位に妊
娠が成立していることがある。子宮筋層内妊娠はまれな
異所性妊娠であり，その病態そのものがあまり知られて
いないこともあり早期診断がなされにくい。今回，腹腔
鏡下に卵管間質部妊娠として腫瘤を切除したが，術後，
既往腹腔鏡手術所見との比較，また病理組織検査により
術前は念頭になかった子宮筋層内妊娠の診断に至った症
例を経験した。 
　子宮内に起こる異所性妊娠には頸管，卵管間質部，帝
王切開瘢痕部，そして子宮筋層内への妊娠がある。子宮
筋層内妊娠は「着床部位が子宮内腔や卵管から離れてお
り，完全に子宮筋層に囲まれたもの」と定義され１），非
常にまれでその頻度は異所性妊娠の１％に満たない２）。
　子宮筋層内妊娠は他の部位の異所性妊娠よりも早期診
断が困難である。過去の報告でも術中所見，あるいは術
後の病理検査により診断されているものがほとんどであ
る。Kirkらの報告によると経腟超音波のみでの診断は
22例中９例のみであった３）。週数が早い場合，明らかな
胎嚢像を確認できず，多くは本症例のように局在不明妊
娠として取り扱われる。典型的な子宮筋層内妊娠の超音
波所見は「正常妊娠と異なり子宮内腔と胎嚢像の境界が
厚く保たれること」であるが，超音波検査で子宮内に胎
嚢像を認めた場合でも，子宮筋層内妊娠の診断は難し
い。通常の稽留流産と診断し，子宮内容除去術を施行し
たが胎嚢を排出できず，その後子宮筋層内妊娠が判明し
た症例の報告がある４-６）。超音波検査で診断に至らない
大きな理由として子宮筋層内妊娠がまれであり，その病

図１　腹腔鏡手術所見

A：右卵管膨大部近傍に1.5cm，右卵巣に３cmの嚢胞性腫瘤を認めた。
B：左卵管間質部近傍に1.5cmの腫瘤性病変（＊）を認めた。
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態そのものを多くの臨床医が知らないことがあげられて
いる３）。初期の超音波検査では子宮内腔と胎嚢の位置関
係の確認，うすい筋層に囲まれていないかに注意しなけ
ればならない。我々も術中，左卵管間質部付近の腫瘤に
ついて，卵管切除断端からはやや離れており典型的では
なかったものの，子宮筋層内妊娠は念頭になく，卵管切

除側の卵管間質部妊娠と判断し腫瘤を切除した。術前も
右付属器領域に高輝度領域や嚢胞性腫瘤を認めていたこ
と，また左卵管切除後であり，同側の妊娠の可能性は低
いと考えていた。今回は子宮筋層内妊娠であったが，卵
管切除後の卵管間質部妊娠の可能性もあり十分に観察し
ていれば胎嚢像を同定できたかもしれない。また術前に

図３　腹腔鏡手術所見の比較

A：左卵管切除時
B：今回，左卵管間質部近傍の腫瘤性病変（＊）は卵管切除断端（＊＊）からは明らかに離れていた。

図２

A：腹腔鏡手術所見。左卵管間質部近傍の腫瘤を摘出 
B：摘出標本。肉眼的に子宮筋層（↑↑）に囲まれた絨毛（↑）と思われる組織を認めた。
C： 病理組織像（HE染色，x20）。筋層（＊＊）内に卵管上皮を介さずに異所性脱落膜（＊）と絨毛組織
（＊＊＊）を認めた。
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MRI検査を考慮すべきであった。MRI検査は子宮内膜，
筋層と胎嚢像の位置関係をより正確に評価できる可能性
があり７，８），全身状態が安定していれば，考慮すべき検
査法である。しかしMRI検査でも副角子宮など先天奇形
子宮への妊娠や卵管間質部妊娠との鑑別が困難な場合が
ある。
　早期診断が難しい反面，治療はその診断時期に強く影
響される。早期であれば待機療法，メトトレキサートな
どの薬物治療や腹腔鏡下病巣切除が可能であるが，破裂
後は時に緊急で子宮摘出を必要とする。また病巣切除は
術後の分娩方針にも影響する。早期診断できた症例にお
いてメトトレキサートを用いた保存的治療に成功した例
もあり９），治療法の選択においても周知しておく必要が
ある。本症例でも術前にメトトレキサートによる保存的
治療について説明したが，早期診断，治療を希望され手
術療法を選択した。その結果子宮筋層を切開することに
なり，今後の妊娠分娩時の子宮破裂のリスクを高めるこ
とになった。患者には今後の分娩方針として帝王切開を
すすめた。
　子宮筋層内妊娠の発症機序は明らかにはされていない
が，過去の多くの報告において帝王切開術，子宮筋腫核
出術，子宮内容除去術，子宮鏡検査など子宮内操作との
関連が指摘されており，子宮内膜側から卵が侵入し妊娠
が成立する経路が推察されている。子宮筋層内妊娠22症
例の文献レビューでは症例の50％に子宮内容除去術の
既往，25%に帝王切開術あるいは子宮筋腫核出術の既往
があった３）。Jinらは中国において子宮筋層内妊娠の頻
度が高く，多くの女性が子宮内容除去術の既往があるか
らだと述べている４）。最近では体外受精－胚移植（IVF-
ET）による妊娠後の症例が報告されている９-11）。また
Choiらは子宮腺筋症との関連を指摘している。子宮腺筋
症の異所性子宮内膜組織が脱落膜化すること，組織学的
に子宮内腔と通じる微細な管状構造があり，これを経由
して子宮筋層内の異所性子宮内膜組織に妊娠が成立する
と述べている９）。本症例はIVF-ET後の妊娠であった。
また子宮内膜症の既往があり，軽度の子宮腺筋症を有し
ていた可能性がある。子宮内膜症に対する腹腔鏡下手術
時には子宮内にマニピュレーターを挿入しており，関連
があるかもしれない。早期診断のためにも，これらが子
宮筋層内妊娠のリスク因子となることを認識すべきであ
る。
　術中の出血を抑えることも重要である。今回左卵管間
質部付近の腫瘤切開に際し，バソプレッシンを局注し，
さらに超音波凝固切開装置を用いたことで出血は少量で
あった。三浦らも子宮筋層内妊娠破裂症例において同様
の方法を用いて出血を軽減させ，子宮を温存できた症例
を報告している12）。またマレイン酸メチルエルゴメトリ
ンを子宮筋層内に局注することで出血が軽減できたとの

報告がある13）。
　今回，腹腔鏡検査で卵管間質部妊娠として病巣を切除
したが，術後，既往腹腔鏡手術所見との比較，また病理
組織検査により術前は念頭になかった子宮筋層内妊娠の
診断に至った症例を経験した。hCGβが比較的高値にも
関わらず局在が不明の妊娠では子宮筋層内をはじめ，卵
管以外の異所性妊娠を念頭に精査を行う必要がある。子
宮手術既往や子宮腺筋症の合併は子宮筋層内妊娠の危険
因子であること，早期診断し得た場合の治療選択につい
て周知すべきである。
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当院で診断された21トリソミー症例の検討
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愛媛県立中央病院　産婦人科

Investigation of the cases prenatal or postnatal diagnosed trisomy 21

Tomoko Ikeda・Hiroaki Kato・Megumi Ueno・Seiji Koizumi・Haruchika Anan
Shigeru Ueno・Miki Mori・Hiroki Tanaka・Emiko Abe・Yuji Kondo・Hiroshi Ochi

Department of Obstetrics and Gynecology, Ehime Prefectural Central Hospital

高年妊娠の増加に伴い常染色体数的異常の頻度，中でも21トリソミーの頻度が高くなる。出生前診断の認知拡大も加わり，
遺伝カウンセリングが必要とされる症例が増加している。今回当院で2010年１月から2016年12月の７年間に出生前，出生後
に染色体検査で21トリソミーと診断した30例について母体背景，出生前診断（羊水染色体検査）の時期と患者家族の選択，
超音波所見，出生児所見，次子妊娠時の出生前診断について後方視的に検討した。その際に重要となる遺伝カウンセリング
についても考察した。妊娠22週未満に羊水染色体検査にて21トリソミーと診断した15例全例が中期中絶を選択していた。生
児を分娩した15例中，超音波所見から羊水染色体検査の提示があった症例は５例で，うち３例が希望し施行した。２例は希
望しなかった。中期中絶後，次子を妊娠した症例は絨毛膜下血腫を合併した１例を除く４例が羊水染色体検査を希望した。
生児分娩後，次子を妊娠した２例はどちらも出生前診断を希望しなかった。出生前診断に対する遺伝カウンセリングにおい
ては，検査を受けようとする個々の考え方は様々であり，それによって選択肢も異なってくる。このため，正確な情報提供
と個々の自律的選択を医療者が支援していく姿勢が重要である。

Genetic counseling is mandatory for women with advanced maternal age. We retrospectively studied 30 
pregnancies with prenatal or postnatal diagnosis of trisomy 21 from January 2010 to December 2016. We 
checked the maternal history, the timing of diagnostic amniocentesis, patient and family decision, ultrasound 
diagnosis, neonatal findings and asked if they would like to have a prenatal screening for trisomy at the 
next pregnancy. Then we focused on genetic counseling. At 22 weeks’ gestation, 15 pregnant women were 
diagnosed with trisomy 21. All of them chose to terminate the pregnancy. After 22 weeks’ gestation, three 
pregnant women approved amniocentesis while two pregnant women refused the procedure. Pregnant women 
and their families have various points of view regarding trisomy 21. The patient should be informed of the 
various options in prenatal genetic counseling before having to make a choice.  

キーワード：21トリソミー，出生前診断，遺伝カウンセリング
Key words：trisomy 21, prenatal diagnosis, genetic counseling

緒　　　言

　高年妊娠の明確な定義はないが，日本産科婦人科学会
で35歳以上の初産婦を高年初産と定義しており，一般的
には35歳以上を高年妊娠とすることが多い。妊婦の高年
齢化が進み，我が国においては平成26年度は，27.5%が
35歳以上，5.0 %が40歳以上となっており１），当院でも
平成25年度は，27.5 %が35歳以上，6.3 %が40歳以上の
高年妊娠であった。高年妊娠では，染色体異常の頻度は
高くなる傾向にあるが，常染色体数的異常症の中でも，
特に21トリソミーの頻度が高くなる２）。高年妊娠の増加
と出生前診断の認知が高まってきていることに伴い，臨
床の現場では遺伝カウンセリングが必要とされる場面が
増加している。しかしながら，当院では４年前から臨床

遺伝専門医１名，遺伝カウンセラー０名の体制である
が，羊水検査症例全例に，またその結果正常核型ではな
かった症例全例に臨床遺伝専門医が携わることは困難な
現状がある。このように当院含め，まだ充実した遺伝カ
ウンセリングの体制が整わない施設も多い。今回，当院
で出生前後に染色体検査で21トリソミーと診断された症
例について検討し，その際に重要となる遺伝カウンセリ
ングについて考察した。

方　　　法

　当院において2010年１月から2016年12月の７年間に出
生前，出生後に染色体検査で21トリソミーと診断された
30例で，母体背景，出生前診断（羊水染色体検査）の時
期と患者家族の選択，超音波所見，出生児所見，次子妊
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娠時の出生前診断について，後方視的に検討した。今回
の30例中に子宮内胎児死亡症例は認めなかった。

結　　　果

　妊娠22週未満に羊水染色体検査を受け21トリソミーと
診断したものは15例であった（表１）。35歳以上の高年
妊娠が13例（86.7 %）であった。妊娠初期に行った産科
超音波検査でnuchal translucency（NT）値の異常を指
摘されて羊水染色体検査を受けた症例が10例（66.7 %），
NT値の異常の他に鼻骨欠損，胎児水腫，心形態異常な
どを指摘された症例を含めると11例（73.3 %）となっ
た。高年妊娠だけを理由に羊水染色体検査を受けた症例
は３例（20.0 %）であった。また他院でクアトロテスト
やnoninvasive prenatal testing（NIPT）が陽性という
理由で紹介された症例は認めなかった。羊水染色体検査
による診断の後，全例が中期中絶を選択された。
　次に妊娠22週以降に出生前に21トリソミーと診断
し，生児を分娩した症例と，出生後に21トリソミーと
診断した症例は15例であった（表２）。高年妊娠が12例
（80.0 %）であった。超音波断層法にて胎児または羊水
の異常を指摘されて紹介となった症例が11例（73.3 %）
で，当院では各々の症例で表２に示すような所見を認め
た。そのうちの５例に羊水染色体検査の提示と説明がな
されており，３例が羊水染色体検査を受け，２例は検査
を希望しなかった。検査を受けた３例のうち，症例21と
症例23は超音波所見から21トリソミーが疑われ羊水染色
体検査を提示し検査を希望された。症例24は，超音波検
査から何らかの染色体異常が疑われ羊水染色体検査を提

示したが，当初希望されず，羊水過多症状の増悪にて羊
水除去が必要となった際に，同時に検査に同意された。
この３例については，出生児の治療を速やかに開始する
目的も含み羊水染色体検査の提示を行った。検査を希望
しなかった２例については，症例20はNT値の異常で妊
娠17週２日に紹介となり羊水染色体検査に関する情報提
供を行った後，妊娠17週５日に検査を希望しないことを
決めた症例であった。症例22は切迫流産，高位破水で妊
娠12週０日に紹介となり，高年妊娠であるが当初から出
生前診断は希望していなかった症例であった。
　出生児15例の分娩時の経過と児の合併症について表３
に示す。出生前に21トリソミーと診断した３例は全例帝
王切開術で分娩となっており，うち２例は胎児適応の帝
王切開術であった。児は全例NICU入院管理を要した。
児の合併症は先天性心疾患が最多で12例（80.0 %），そ
の内訳は重複も含め心房中隔欠損７例，房室中隔欠損 
３例，動脈管開存 ３例であった。次に多い合併症が難
聴で５例（33.3 %），次いで一過性骨髄異常増殖症 ４例
（26.7 %），甲状腺機能低下症 ３例（20.0 %）であった。
　中期中絶を選択した15例のうち，次子を妊娠し当院に
来院した５例で，絨毛膜下血腫を合併した１例を除く４
例が出生前診断を希望し羊水染色体検査を受けていた。
生児を分娩した15例のうち次子を妊娠したのは２例で，
２例とも出生後に21トリソミーと診断した症例であり，
NIPTや羊水染色体検査などの出生前診断の情報提供が
なされたが，検査は希望せず行わなかった。

表１　妊娠22週未満に21トリソミーと診断された15例
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考　　　察

　21トリソミー罹患率は，35歳以上の高年妊娠で
１/338，40歳以上となると１/84とされる２）。今回の30
例においては80 %以上を高年妊娠が占めており，高年
妊娠における21トリソミーの頻度増加が強調される結果
であった。

　妊娠22週未満に羊水染色体検査で21トリソミーと診断
された群では，全例が中期中絶を選択していた。この15
例中11例で，超音波異常所見を指摘されたことが羊水染
色体検査を受ける理由となっており，その多くはNT値
の異常を指摘されていた。産婦人科診療ガイドライン産
科編2017３）では，NT値計測は主に胎児染色体異常検出
を目的とした出生前遺伝学的検査法の一種と位置づけさ

表２　妊娠22週以降に21トリソミーと診断された15例

表３　分娩時所見と児の合併症
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れており，妊婦とパートナーが検査の方法，検査の意
義，検査後に起こり得る状況とその対応などについて十
分に理解した上で検査を希望した場合に，遺伝カウンセ
リングの後に行われるべき検査としている。しかしなが
ら，今回の15例中11例が，臨床遺伝専門医や遺伝カウン
セラーが在籍しない一次施設にて超音波異常所見を指摘
されている現状があることから，高次施設に紹介された
段階で十分な遺伝カウンセリングが提供できる環境が必
要であると思われた。
　妊娠22週以降になると超音波異常所見の種類も様々
となる。21トリソミーにおける超音波異常所見は多い
ものからcystic hygromaと太い頸（30.5 %），胎児水
腫（9.6 %），心形態異常（7.5 %），腎盂拡張や水腎症
（5.9 %），高輝度腸管像（4.8 %），そのほか21トリソ
ミーに特別に関係のない形態異常を16 %に認めたとの
報告４）がある。今回妊娠22週以降の15例中11例に超音
波異常所見が認められ，そのうち７例が２つ以上の超音
波異常所見を認めた。21トリソミーが高率に２つ以上の
超音波マーカーを持っていたとの報告５）があり，21ト
リソミーにみられる超音波異常所見は13トリソミーや18
トリソミーと比較すると軽度ではあるが，様々な種類の
形態異常の併存を検出することが診断に有用であると思
われる。21トリソミーの50 %に先天性心疾患（心室中
隔欠損，房室中隔欠損，心房中隔欠損，ファロー四徴症
など）が存在するとされるが，今回15例の出生後12例
（80 %）に先天性心疾患を認めていた。胎児超音波検
査にて検出できれば診断率の向上につながると考える
が，12例中７例が心房中隔欠損という軽度の所見で，胎
児超音波検査で指摘が困難な例も少なくないことを示
す結果であった。その他の新生児合併症として，消化
管疾患（20 %），難聴（40～75 %），一過性骨髄増殖症
（10 %），てんかん，甲状腺機能低下症などがあり，今
回一過性骨髄増殖症が15例中４例（30.8 %）にみられ他
の合併率と比較し高率であった。
　今回の30例のうち，妊娠22週未満に羊水染色体検査の
情報提供がなされていたのは，羊水染色体検査を受け中
期中絶を選択した15例と，羊水染色体検査を受けず生児
を分娩した中の症例20，症例22を合わせた17例である。
15例が羊水染色体検査を受ける決断をした時期について
は，初診時に当院での情報提供を受ける前に決断してい
た症例が６例，初診時の情報提供後，当日決断した症例
が３例，初診時またはそれ以降の情報提供後に相談の時
間を持たれ後日決断していた症例が６例であった。生
児を分娩した症例20は，NT値異常で妊娠17週に紹介さ
れ，初診時に羊水染色体検査の情報提供を行い３日後に
検査を希望しないと決断した症例であった。また，症例
22は切迫流産，高位破水で妊娠12週に紹介され，高年妊
娠のため初診時に出生前診断の情報提供を行ったが，当

初より検査を希望していない症例であった。羊水染色体
検査を提示された場合，妊婦とその家族によって考え
方，選択肢は様々であることが，今回の検討からも示
唆され，正確な情報提供と個々の自律的選択を医療者が
支援する遺伝カウンセリングの姿勢が重要であると思わ
れた。妊娠22週未満の時期には，出生前診断が妊娠中絶
となる可能性も含んだ検査であるという反面，出生前診
断を受けないという選択肢があることも伝えられるべき
ことと考える。また，妊娠22週未満の時期でもそうであ
るが，特に妊娠22週以降や出生後に染色体検査を受ける
場合には，児の将来，両親の育児などを見据えた長期的
な視点での情報提供が必要となる。両親は21トリソミー
をもつ児の将来の能力と潜在能力について情報を得たい
と考えており，ただ単にネガティブな医学的情報を伝え
るだけでは不十分で６），適切かつバランスのとれた遺伝
カウンセリングが必要である。出生後６か月未満の21ト
リソミー児をもつ母親の96.7 %が適切な遺伝カウンセリ
ングによって心理的サポートも得られたとする報告もあ
り７），遺伝カウンセリングの有効性が強調されている。
現在はまだ必要とされる症例すべてに遺伝カウンセリン
グが実施できていない中で今後の体制の充実が望まれ
る。
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出生前診断できた前置血管の２例

綱掛　恵・數佐　淑恵・向井百合香・坂下　知久

JA 尾道総合病院　産婦人科

Two cases of Vasa previa diagnosed prenatally

Megumi Tsunakake・Yoshie Kazusa・Yurika Mukai・Tomohisa Sakashita

JA Onomichi General Hospital

前置血管はワルトン膠質に被覆されていない血管が卵膜上に存在し，内子宮口付近を走行している状態である。分娩時の胎
胞形成や破水により血管の断裂を起こすと，胎児から出血し，胎児機能不全や胎児死亡につながるため，出生前診断が重要
である。当院で経験した前置血管の２症例について報告する。症例１は25歳，初妊婦，自然妊娠であった。妊娠中期より胎
盤付着部位は低く，臍帯の卵膜付着が疑われた。妊娠30週時に胎盤は低位付着であり，内子宮口に近接する血管を認め前置
血管と診断した。妊娠34週４日に選択的帝王切開術を施行し，2070gの男児をApgar score ８/９点で娩出した。分娩後の胎
盤所見では臍帯は卵膜付着であり，TypeⅠの前置血管であった。症例２は42歳，３妊０産，体外受精胚移植で妊娠した。妊
娠19週の経腹超音波検査で臍帯卵膜付着が疑われた。胎盤付着部位は低置であり，内子宮口を横断する卵膜上の血管を確認
し，妊娠22週に前置血管と診断した。妊娠34週１日に選択的帝王切開術を施行し，2074gの女児をApgar score ９/９点で娩出
した。分娩後の胎盤所見では臍帯は卵膜付着でTypeⅠの前置血管であった。２症例とも術中超音波を用いて臍帯付着部位を
確認し，血管の断裂なく娩出できた。前置血管のリスク因子には胎盤位置異常，胎盤構造異常，臍帯卵膜付着，体外受精後
妊娠，双胎妊娠が挙げられる。児の予後は出生前診断の有無で左右され，出生前診断されなかった児の生存率はおよそ44％
と報告されている。また生存児においても新生児輸血率が高い。これらの報告によると，分娩後に診断された前置血管症例
の多くはリスク因子を有していたが，前置血管に留意したスクリーニングがなされていなかった。中期及び後期スクリーニ
ングにおいて，胎盤位置異常などのリスク因子を有する場合には，臍帯付着部位など前置血管を念頭に置いた観察が必要で
ある。また，術中超音波は帝王切開時の血管損傷を予防するために有用である。

In vasa previa, fatal blood vessels without Whalton’s jelly lie on the membranes cover the internal cervical os. 
Prenatal diagnosis of vasa previa is important to avoid fetal dysfunction and fetal death by blood loss when the 
membranes rapture. We report 2 cases of the vasa previa that we diagnosed prenatally with ultrasonography. 
Case 1: The patient is a 25 year old, primigravida, with a spontaneous pregnancy. The placenta attachment 
site was low and velamentous insertion of the cord was suspected. Ultrasonography revealed vasa previa at 30 
weeks of gestation. Case 2: The patient is a 42 year old, gravida 3, para 0, who underwent in vitro fertilization 
embryo transfer. Ultrasonography revealed a low lying placenta and blood vessels on the membrane that 
crossed the internal os. Vasa previa was diagnosed at 22 weeks of gestation. In both cases, the patients 
delivered a healthy baby by an elective Cesarean section at 34 weeks of gestation. 
The risk factors of vasa previa include malposition of placenta, lobed placenta, velamentous insertion of cord, 
twin pregnancy, and in vitro fertilization. If there are risk factors, it is important to evaluate carefully using 
ultrasonography with colored Doppler flow.

キーワード：前置血管，臍帯卵膜付着，低置胎盤，出生前診断
Key words：vasa previa, velamentous cord insertion, low lying placenta, prenatal diagonosis

緒　　　言

　前置血管とは，ワルトン膠質に被覆されていない血管
が卵膜上に存在し，内子宮口付近を走行している状態で
ある。通常の胎盤に臍帯卵膜付着を伴い，卵膜上を走行
する血管が前置血管となったものがTypeⅠ，分葉胎盤
をつなぐ卵膜表面の血管が内子宮口を横切るように走行
するものがTypeⅡに分類される１）。分娩進行に伴い前
置血管の圧迫や血管の断裂を起こすと，児の予後は不良

となるため出生前診断が重要である。当院で経験した前
置血管の２症例について報告する。

症　　　例

症例１：25歳
妊娠歴：１妊０産
妊娠経過：自然妊娠。胎盤は後壁付着であった。妊娠中
期より胎盤位置が低く，経腟超音波検査で臍帯卵膜付着
が疑われた。妊娠28週時の経腟超音波検査で内子宮口を
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覆うように卵膜上を走行する血管を認めた（図１）。経
時的に観察したが，内子宮口に近接する血管の位置は変
化せず，前置血管と診断した。妊娠30週４日から入院安
静とし，塩酸リトドリン内服を開始した。妊娠34週４
日に選択的帝王切開術を施行し，2070gの男児をApgar 
score ８/９点で娩出した。術中超音波検査で臍帯付着
部位を確認し，子宮下節横切開とした。分娩後の胎盤所
見では臍帯卵膜付着であり，TypeⅠの前置血管であっ
た（図２）。
症例２：42歳
妊娠歴：３妊０産
妊娠経過：体外受精後胚移植で妊娠成立し，妊娠８週時
に紹介受診となった。妊娠19週の経腹超音波検査で臍帯
卵膜付着が疑われた。妊娠22週時の経腟及び経腹超音波
検査で卵膜上の血管が内子宮口を横切るように走行して
おり前置血管と診断した（図３，４）。また胎盤は後壁付
着の低置胎盤であった（図４）。妊娠29週６日より入院
安静とし，妊娠32週０日から塩酸リトドリン点滴を開

始した。妊娠34週１日に選択的帝王切開術を施行し，
2078gの女児をApgar score ９/９点で娩出した。術中超
音波検査を施行し，臍帯付着部位より頭側の子宮体部横
切開とした。分娩後の胎盤所見では，臍帯卵膜付着であ
りTypeⅠの前置血管であった（図５）。

考　　　案

　前置血管では，分娩時に児頭により血管が圧迫され胎
児機能不全に陥りやすく，また破水時に血管が断裂し失
血による重症胎児貧血をきたす危険性がある。Oyelese
ら２）は，出生前診断された児の生存率は97％であるの
に対し，診断されなかった児の生存率は44％であると報
告している。また未診断例では，生存児においても有意
に新生児輸血率が高く，児の予後に大きな差があると指
摘している。発生頻度はおよそ365３）～2500４）分娩に１
例とされ，超音波検査，特にカラードプラ法の普及と疾
患概念の浸透により近年出生前診断例が増加している。
　前置血管は２つのタイプに分類されている。通常の胎

図１　症例１　妊娠28週　経腟超音波検査（カラードプラ法）

臍帯は卵膜付着であり，内子宮口を横切って走行する卵膜上の血
管を認めた。胎盤は後壁主体の低位付着であった。

図３　症例２　妊娠22週　経腹超音波検査（カラードプラ法）　臍
帯卵膜付着と後壁に向かう血管を認めた。

図２　症例１　分娩後の胎盤所見：臍帯は卵膜付着であり，Type
Ⅰの前置血管であった。

図４　症例２　妊娠22週　経腟超音波検査（カラードプラ法）

内子宮口（左矢印）を横切る卵膜上の血管を認めた。胎盤は後壁
主体の低置胎盤であった。
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盤に臍帯卵膜付着を伴い，卵膜上を走行する血管が前
置血管になったものがTypeⅠ，分葉胎盤をつなぐ卵膜
表面の血管が内子宮口を横切るように走行するものが
TypeⅡである１）。臍帯卵膜付着以外のリスク因子とし
て，低置胎盤や前置胎盤などの胎盤位置異常，副胎盤や
分葉胎盤といった胎盤構造異常，体外受精後妊娠，多胎
妊娠が報告されている５）。前置血管を疑う場合，まずは
安静を指示し，子宮収縮を認めた場合には子宮収縮抑制
薬の使用を考慮する。分娩時期に明確な基準はないが，
胎児の成熟度と破水の危険性から34週から35週での分娩
が望ましいとする報告が多い２） ６）。
　今回の２症例はともに胎盤位置異常，臍帯卵膜付着を
認め，症例２は体外受精胚移植後妊娠であった。どちら
も中期の超音波スクリーニングにおいて，経腹及び経腟

超音波検査でカラードプラ法を使用し，出生前診断を行
うことができた。また，診断後から入院し安静管理を行
い，34週での選択的帝王切開を施行し生児を得た。その
際に血管損傷を防ぐため，術中超音波検査で血管の走行
を確認し子宮切開創を決定した。症例２は子宮下節に血
管の走行を認めたため，それより上方の体部横切開を施
行した。２例ともTypeⅠの前置血管であった。
　2000年以降の国内の症例報告の検索において，分娩前
に前置血管と診断されておらず，分娩後に診断された症
例は７例確認された（表１）。多くは出血あるいは胎児
機能不全により緊急帝王切開術を施行されており，６例
は児の予後が不良であった。症例①～④では超音波スク
リーニングで臍帯卵膜付着は指摘されておらず，分娩後
に判明した。症例⑤～⑦ではリスク因子として胎盤位
置異常や胎盤構造異常などを有していたが，前置血管
に留意した超音波スクリーニングがなされていなかっ
た７） ８） ９） 10） 11）。以上から前置血管の出生前診断をより
確実にするには，中期及び後期超音波スクリーニングで
臍帯卵膜付着を確認した場合，胎盤位置異常や胎盤構造
異常などのリスク因子を有する症例では経腹及び経腟超
音波でカラードプラ法を併用し，血管の走行を確認する
ことが重要と考える。
　また，今回２症例とも術中超音波で血管の走行や臍帯
付着部位を確認し，子宮切開創を決定し，血管損傷を防
ぐことができた。前置血管と出生前診断していても術中
に血管を損傷し，新生児輸血が必要となった症例が報告
されており12），児娩出時には血管損傷に十分な注意が必
要である。特に症例２のように臍帯付着部位が子宮下節図５　症例２　分娩後の胎盤所見：臍帯は卵膜付着であり，Type

Ⅰの前置血管であった。

表１　分娩後に前置血管と診断された７症例
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に近接している場合には血管損傷の危険性が高い。術中
の超音波検査は血管損傷を防ぐために有用と考える。
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腹腔鏡下後腹膜腫瘍摘出術が診断の契機となった卵管癌の１例

友野　勝幸・横山　貴紀・藤本　悦子・坂井　美佳・大亀　真一・横山　隆・竹原　和宏
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A case of fallopian tube carcinoma diagnosed by laparoscopic retroperitoneal tumor 
resection

Katsuyuki Tomono・Takanori Yokoyama・Etsuko Fujimoto・Mika Sakai
Shinichi Ookame・Takashi Yokoyama・Kazuhiro Takehara

Shikoku Cancer Center

腹腔鏡下後腹膜腫瘍摘出術を契機に診断された卵管癌の１例を経験したので報告する。症例は47歳，３妊３産。一過性の腰
痛と発熱の精査で全身CTを行うと，傍大動脈リンパ節領域に50×25mm大の境界明瞭な腫瘤を認めた。腫瘤は孤発性で嚢
胞を伴っていたため，神経鞘腫や異所性褐色細胞腫が鑑別に挙がった。シンチグラフィーや血中カテコラミン値に異常を認
めなかったが，組織診断が必要と考え腹腔鏡下後腹膜腫瘍摘出術を実施した。手術は左側臥位（右腎摘位）で実施し，３孔
法にて手術を行った。摘出腫瘍は病理組織診断で漿液性癌であり，婦人科系腫瘍の転移の可能性が高いと判断した。再度，
原発巣の精査を行うと，骨盤部MRIで右付属器領域に33mm大の充実性腫瘤を認めた。同腫瘍は拡散強調画像で高信号，
ADC-mapで低信号であった。PET-CTを実施すると，同腫瘤にSUV-max 10.3の集積を認めた。子宮頸部/内膜細胞診は異常
を認めなかった。腫瘍マーカーは基準値以下であった。右卵巣癌が疑われたため，開腹手術を行った。開腹すると右卵巣は
白色，弾性硬の充実性腫瘍で表面は平滑であった。右卵管に明らかな異常は認めなかった。腹水はごく少量で，腫瘍周囲の
癒着も認めなかった。右付属器切除を行い迅速病理検査に提出すると漿液性癌であったため，単純子宮全摘術，左付属器切
除術，骨盤リンパ節郭清術，大網切除術を追加した。永久病理組織診断で左卵管原発の漿液性癌と診断した。手術進行期は
pT2cN1bM0，FIGO分類でⅢA1（ii）期であったため，現在は術後補助療法としてTC療法を実施している。卵管癌は腹水貯
留や腹膜播種を伴って進行することが多いが，本症例のように傍大動脈リンパ節転移しているにも関わらず，腹水貯留や腹
膜播種を伴わない卵管癌も存在する。稀な婦人科悪性腫瘍である卵管癌であるが，孤発性の後腹膜腫瘍の鑑別に卵管癌のリ
ンパ節転移を挙げる必要があり，その確定診断には腹腔鏡下後腹膜腫瘍摘出術が有用である。

Primary fallopian tube carcinoma (PFTC) is a rare tumor with an incidence of about 1% of all genital 
malignancies. Because of a lack of specific symptoms, it is very difficult to diagnose preoperatively. We are 
reporting a case of a 47 year old, premenopausal woman, with primary fallopian tube carcinoma of the right 
tube. The patient had back pain and fever. The patient underwent an CT scan that revealed a retroperitoneal 
tumor. The screening test showed no other abnormality. For diagnosis, laparoscopic retroperitoneal tumor 
resection was performed. Pathological diagnosis was serous adenocarcinoma which suggested adnexal cancer 
and peritoneal cancer.
Total abdominal hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy, omentectomy, pelvic lymphadenectomy and 
peritoneal washing cytology were performed. The pathological diagnosis was fallopian tube carcinoma (serous 
adenocarcinoma pT2cN1bM0 stage ⅢA1(ii)). The patient is now receiving adjuvant chemotherapy consisting 
of carboplatin AUC (area under curve) 6 and paclitaxel 175 mg/㎡.
A laparoscopic retroperitoneal tumor resection is useful for diagnosing  PFTC.

キーワード：卵管癌，腹腔鏡下後腹膜腫瘍摘出術，後腹膜リンパ節
Key words：fallopian tube carcinoma, laparoscopic retroperitoneal tumor resection, 
　　　　　　retroperitoneal lymph nodes

緒　　　言

　卵管癌は同じミュラー管由来の腫瘍である卵巣癌と同
様に取り扱われることが多いが，稀な疾患のため，詳細
な発生，臨床像，分子生物学的分類は不明である。卵巣
癌，腹膜癌と同様，腹水貯留や腹膜播種を伴って進行す

ることも経験するが１，２），原発巣の腫大を認めないうち
から，後腹膜リンパ節転移を伴っている症例も存在す
る。今回，傍大動脈周囲に後腹膜腫瘍を認め，腹腔鏡下
後腹膜腫瘍摘出術が診断の契機となった卵管癌の１例を
経験したので報告する。
【患者】47歳，３妊３産
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【主訴】発熱，腰痛
【既往歴】42歳：上室性頻脈にてアブレーション治療
【家族歴】祖母：胃癌
【アレルギー】なし
【現病歴】
　腰痛と発熱を主訴に近医を受診し，精査の造影CTで
傍大動脈領域に沿って50×25mm大の後腹膜腫瘤を認め
た（図１-a）。腰痛と発熱は一過性で自然消失した。後
腹膜腫瘍の精査のため，当院泌尿器科に紹介となった。
MRIでCT同様の境界明瞭な孤発性腫瘤を認め，内部に
嚢胞を伴っていた（図１-b，c）。鑑別に神経鞘腫や異所
性褐色細胞腫などが挙がった。異所性褐色細胞腫であっ
た場合の手術リスクを考慮し，血中カテコールアミンの
値の測定と131I-metaiodobenzyl guanidine（131I-MIBG）
を用いたシンチグラフィーを実施したが，いずれも異常
所見は認めなかった。組織学的診断のため腹腔鏡下後腹
膜腫瘍摘出術を行うこととした。
　左側臥位で手術開始し，臍横にカメラポート留置し
体表に腫瘍位置をマーキングしこれを挟むように12mm
ポートを留置した。後腹膜を展開すると腫瘍が明らかと
なり，下大静脈と大動脈の上に重なるように位置してい
た（図２-a）。上行結腸外側の腹膜を切開し結腸を脱転

させた。右卵巣動静脈，尿管を確認し，右外側へ剥離し
腫瘍と下大静脈から距離をとった（図２-b）。腫瘍前面
は癒着なく鋭的な剥離で視野を展開した。メリーランド
鉗子，LigaSure MarylandⓇ（Covidien）を併用しながら
下大静脈から剥離した。腫瘍は総腸骨の分岐部まで存在
した（図２-c）。
　摘出腫瘍は50×25×20mm大の後腹膜腫瘍で病理組織
診断では複数のリンパ節が癒合し線維化していた。多数
の石灰化小体の沈着を伴う腺癌であった。免疫染色で
はp53（+），keratin7/20（+/-），keratinAE1/3（+），
ER（+），PAX8（+），vimentin（-），GATA3（-），
NapsinA（-），CEA（-）であった（図３）。以上から漿
液性癌と考えられ，婦人科系の腺癌の転移の可能性が高
いと判断した。
　原発巣の評価のため婦人科紹介となった。内診と経腟
超音波断層法で右付属器は軽度腫大していたが，子宮に
特記異常はなく，腹水は認めなかった。子宮頸部細胞診
はNILMで内膜細胞診は陰性であった。腫瘍マーカーは
CEA 1.2 ng/ml，CA19-9 15 U/ml，CA125 19 U/ml，
CA72-4 0.7 U/mlと基準値以下であった。骨盤部造影
MRIで右付属器領域に一部嚢胞成分を伴った33mm大の
充実性腫瘤を認めた。同腫瘍は拡散強調画像で高信号，

図１-a　造影CT

図１-b，c　造影MRI

b

c
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ADC-mapで低信号であった（図４）。腹水は認めなかっ
た。PET-CTでは，同腫瘤にSUV-max 10.3の集積を認
め，右卵巣癌が疑われた（図５）。６か月前の前医の造
影CTでは右付属器腫瘍は同定出来なかった。上部下部
消化管内視鏡検査で異常所見は認めなかった。

　右卵巣癌と考え，開腹手術の方針とした。開腹すると
右卵巣は白色で弾性硬の充実性腫瘍で表面は平滑であっ
た。右卵管に明らかな異常は認めなかった。腹水はごく
少量で，腫瘍周囲の癒着も認めなかった。右付属器切除
を行い迅速病理検査に提出したところ迅速病理診断は漿
液性癌であった。単純子宮全摘術，左付属器切除術，骨
盤リンパ節郭清術，大網切除術を追加した。
　摘出腫瘍の肉眼像は右付属器が45×30×25mmで黄
白色充実性病変を伴っていた。組織学的には異型上皮
の乳頭状構造を認め，腫瘍細胞は楕円形の核異型をも
つ腺癌であり高異型度漿液性癌と診断した。腺癌は右
卵管と右卵巣に認めた。卵巣の形状が保たれていたこ
とと，SMA染色で卵管由来の筋上皮が腫瘍に圧排さ
れている像から卵管由来と判断した。手術進行期は
pT2cN1bM0，FIGO分類でⅢA1（ii）期と診断した（図
６）。
　現在は術後補助療法としてTC療法（CBDCA AUC=6，

図２-a　腹腔鏡所見

図２-b　腹腔鏡所見 図２-c　腹腔鏡所見

図３　病理組織診断（後腹膜腫瘍）
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図４　造影MRI

図５　PET-CT

図６ 病理組織診断（子宮，付属器）
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PTX 175mg/mg）を実施している。

考　　　察

　卵管癌は婦人科悪性腫瘍の中で0.14‒1.8%と稀な疾患
である１，３）。閉経後に好発し，平均年齢は55歳前後とい
う報告が多い２，３）。
　卵管癌の症状として不正出血が35‒60%と最も多く，
帯下異常が30‒49％，腹痛が30‒49%，腹部腫瘤が12‒
61%と報告されている４）。またLatzkoの３徴として①断
続的な水様帯下・血性帯下，②帯下流出とともに消失す
る腹痛，③腹部腫瘤が知られている５，６）。
　本患者のように一過性の腰痛と発熱という卵管癌とし
ては非典型的な初発症状の患者や無症状の例もあるため
早期発見が困難である。一方で，卵管癌は卵管膨張に伴
う腹痛が早期に出現するため卵巣癌より早期発見される
という報告もある６，７）。
　卵管癌は卵巣癌や腹膜癌と病態が類似しており，術前
に原発巣を推定することが困難であり，術前の正診率は
０‒10%程度と報告されている５，８）。
　術前診断の補助に子宮頸部，内膜細胞診が診断の契
機になった症例もあり，陽性率は10‒36%との報告もあ
る９-11）。CA125は術前に62‒80%が上昇しており，術前の
CA125上昇は進行症例や予後不良症例と相関していると
の報告もある３，４，９）。画像診断は超音波断層法，CT，
MRIの中ではMRIが有用との報告もあるが特徴的な所見
はない。卵管癌により卵管留水腫や留血腫となり卵管が
拡張しソーセージ様になることもあるが，骨盤腹膜炎な
どとの鑑別は困難であることが多い12，13）。
　卵管癌の治療は卵巣癌に準じて行われることが多く，
腫瘍の完全切除が有効である。リンパ節転移症例は50%
という報告もあり，卵巣癌よりも骨盤リンパ節，傍大動
脈リンパ節ともに転移しやすいため全身病と認識されて
いる12，15）。卵管癌に対する後療法についての前向きの検
討は確認出来なかったが，卵巣癌と似た病態であること
と後方視的検討で有効性が報告されているため化学療法
が選択されており，白金製剤とタキサン製剤の組み合わ
せが標準療法とされている15）。
　卵管癌は同じミュラー管由来の卵巣癌・腹膜癌と同様
に取り扱われているが，発癌機序やリスク因子などは
未だ不明である。卵巣癌では，子宮内膜症や境界悪性
腫瘍などから発生してくるType I（粘液性腺癌，類内
膜腺癌，明細胞腺癌） が30％，卵管上皮内病変を起源と
して発生してくるType Ⅱ（高異型度漿液性癌） が70％
とされており，高異型度漿液性癌（high grade serous 
carcinoma）はBRCA1/2のgerm line mutationに起因し
たhereditary typeとTP53 somatic mutationなどに関連
したsporadic type に分類される16，17）。卵巣高異型度漿
液性癌（High grade serous carcinoma）の発生に関し

ては，Kurman et al. により卵管起源仮説が提唱されて
いるが17），卵管癌では，卵管から病変が発生するにもか
かわらず，卵管癌の頻度が卵巣癌に比較して極めて低頻
度であることや，卵巣高異型度漿液性癌（High grade 
serous carcinoma）の症例において卵管病変を有する例
が低頻度である原因を説明出来る根拠が乏しいため，未
だ仮説の域をでないのが現状である。
　卵巣癌，卵管癌に対する腹腔鏡下手術については本邦
の産婦人科内視鏡手術ガイドラインでは早期卵巣癌を含
む腹腔鏡下手術は現時点では推奨するだけの根拠が明確
にされていないが，腹腔内観察，組織採取，開腹手術の
適応の判断を目的とした場合は開腹手術に替わる選択肢
になりうる，とある18）。腹腔内観察や組織採取のための
腹腔鏡下手術の多くは腹水貯留や卵巣腫大を伴ってお
り，腹膜癌や卵巣癌をある程度予測している状態である
が，本症例では卵巣腫大や腹水貯留を認めない状態で腹
腔鏡下後腹膜腫瘍摘出術を実施することで卵管癌の発見
に繋がった。振り返ってみても，右付属器は近医での
造影CTでは異常所見を認めず，その６か月後に当科で
行った骨盤部造影MRIでも右卵巣は軽度腫大している程
度であった。そのため，腹腔鏡下後腹膜腫瘍摘出術を実
施する前は卵管癌を含めた子宮付属器癌を疑うことは出
来なかった。
　卵管癌は後腹膜リンパ節転移が先行し，腹水貯留など
の症状が遅れて出てくる症例が存在し，本症例では腹腔
鏡下後腹膜腫瘍摘出術が有用であった。さらに腹腔鏡下
後腹膜腫瘍切除術は開腹手術と比較して低侵襲であり，
卵管癌を含めた子宮付属器悪性腫瘍の診断に有用であ
る。

結　　　語

　卵管癌は付属器腫大を認めない状態でも，後腹膜リン
パ節転移をきたすことがある。今回我々は腹腔鏡下後腹
膜腫瘍摘出術が診断の契機となった卵管癌の１例を経験
した。
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妊娠授乳後骨粗鬆症の１例

佐藤　優季１）・數佐　淑恵２）・川﨑　正憲１）・佐々木美砂１）・中前里香子１）・高本　晴子１）・中西　慶喜１）
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A case of pregnancy and lactation associated osteoporosis

Yuki Sato １）・Yoshie Kazusa ２）・Masanori Kawasaki １）・Misa Sasaki １）

Rikako Nakamae １）・Haruko Takamoto １）・Yoshinobu Nakanishi １）

１）Department of Obstetrics and Gynecology, JA Hiroshima General Hospital
２）Department of Obstetrics and Gynecology, JA Onomichi General Hospital

妊娠授乳後骨粗鬆症（pregnancy and lactation associated osteoporosis; PLO）は妊娠・分娩・授乳を契機に発症する骨粗鬆
症である。
産後４か月で歩行困難となった挙児希望のあるPLO患者に対して，活性型ビタミンD３製剤にテリパラチドを併用し，その後
デノスマブでフォローする逐次療法を行った１例を経験したため報告する。
症例は30歳，１経妊１経産。産後６週より腰背部痛を自覚し，近医整形外科を受診したが，異常は認めなかった。その後腰
背部痛は悪化し，座位でも児を抱き上げることができなくなった。　
産後４か月，精査目的に近医放射線科を受診し，胸腹部CT検査で胸腰椎多発椎体骨折（T6，T8-12，L1-2，L4）を認めた。
数日後に歩行困難となり当院整形外科を受診した。Dual-energy x-ray absorptiometry（DXA）の結果，腰椎骨密度はYoung 
Adult Mean（YAM） 71%（-2.7SD），大腿骨近位部骨密度はYAM 68%（-2.5SD）と著明な低下を認めた。
PLOと診断後，断乳とし，アルファカルシドールによる治療を開始した。疼痛は持続するため産後７か月より当科主体の管
理に移行し，第２子の挙児希望があることを考慮し，テリパラチドの併用を開始した。月経は産後８か月で再開し，またア
ルファカルシドールはエルデカルシトールに変更した。症状は改善傾向となり，治療開始後は新規骨折も認めなかった。産
後19か月には腰椎骨密度はYAM 82%（-1.7SD），大腿骨近位部骨密度はYAM 71%（-2.3SD）まで上昇を認め，テリパラチド
をデノスマブに変更した。骨密度の正常化後に妊娠許可の予定である。
PLOの症例報告は少なく，挙児希望のあるPLOの症例は治療指針が確立されていない。本症例は次回妊娠時のPLO再発や閉
経後骨粗鬆症の可能性を考慮し，活性型ビタミンD３製剤にテリパラチドを併用し，その後デノスマブでフォローする逐次療
法を選択した。
PLOは病態や頻度，長期予後などが不明であるため今後の症例の集積により予防および管理・治療指針の検討が望まれる。

Pregnancy and lactation-associated osteoporosis (PLO) is one type of osteoporosis that develops because of 
pregnancy, delivery and lactation. We have encountered a case using teriparatide for the PLO patient. 
A 30 year old woman, gravida 1, para 1, noticed a waist to back ache that started six weeks after giving birth. 
The back ache turned worse and it became hard to walk after four months of giving birth.
A frequent occurrence, vertebral body bone fractures (T6, T8-12, L1-2, L4) were detected by computed 
tomography (CT). Dual energy x-ray absorptiometry (DXA) showed the lumbar vertebrae bone density to be 
YAM 71％ (-2.7SD) and the femur bone density was YAM 68％ (-2.5SD).
We diagnosed PLO, started therapy with alfacalcidol, and stopped the nursing. We started therapy with 
teriparatide at seven months after giving birth. The symptoms improved and no new bone fractures 
developed after starting therapy. 
The lumbar vertebrae bone density was YAM 82％ (-1.7SD), the femur bone density was YAM 71％ (-2.3SD) 
19 months after giving birth. We changed teriparatide to denosumab 19 months after giving birth.
Because the condition of patients is unidentified in PLO, the accumulation of the future case is expected.

キーワード：妊娠授乳後骨粗鬆症，テリパラチド，デノスマブ
Key words：PLO, teriparatide, denosumab

緒　　　言

　妊娠授乳後骨粗鬆症（pregnancy and lactat ion 

associated osteoporosis; PLO）は原発性骨粗鬆症の１
つであり，妊娠・分娩・授乳を契機に発症する。国
内外で症例報告はあるが，その病態は不明な点が多 
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い。１）２）３）４）５）６）７）

　挙児希望のないPLO症例ではビスホスホネートやテリ
パラチドを含めた併用療法や逐次療法の有効性が報告さ
れている。挙児希望のあるPLO症例の報告は少なく，さ
らにビスホスホネートの使用は困難であるため治療方針
を検討する必要性がある。
　今回産後４か月で歩行困難となった挙児希望のある
PLO患者に対して，活性型ビタミンD３製剤にテリパラ
チドを併用し，その後デノスマブでフォローする逐次療
法を行った１例を報告する。

症　　　例

患者：30歳　身長164cm　体重52.9kg　BMI 19.7　 
主訴：腰背部痛，歩行困難
妊娠分娩歴：１妊１産　正常経腟分娩　　
月経歴：初経12歳，周期30日・整
既往歴：なし（24歳時に人間ドックにてCA19-9高値の
ため精査あり，異常ないため定期検診中。）
飲酒歴：なし　　
喫煙歴：なし
家族歴：大腿骨近位部骨折なし，実母・母の骨密度正常
運動歴：高校時代は弓道部，結婚までは自転車で30分間
の通勤，結婚後は退職し運動習慣はないが半年で妊娠。
嗜好・偏食歴：なし
ダイエット歴：なし
現病歴： 

　産後６週より腰背部痛を自覚し，近医整形外科を受診
したが異常は認めなかった。その後腰背部痛は悪化し，
座位で児を抱き上げることができなくなった。産後４
か月，精査目的に近医放射線科を受診し，胸腹部CT検
査で胸腰椎多発椎体骨折（T6，T8-12，L1-2，L4）を
認めた。数日後に歩行不能となり当院整形外科へ紹介受
診，同日入院した。
所見： 
　胸腰椎MRI検査にて前医CT検査と同様，椎体上縁が
圧迫されており，浮腫や微細な骨折線を認め新鮮骨折
が疑われた（図１）。Dual-energy X-ray absorptiometry
（DXA）の結果，腰椎骨密度はYoung Adult Mean
（YAM） 71%（-2.7SD），大腿骨近位部骨密度はYAM 
68%（-2.5SD）と著明な骨密度低下を認めた。
経過：
　コルセットを装着し，当科，内科，耳鼻咽喉科と連携
し続発性骨粗鬆症を除外した（表１）。PLOと診断後，
断乳とし，アルファカルシドールによる治療を開始し
た。２週間の入院期間で自力歩行可能となり，当院整形
外科で外来管理していたが，疼痛は持続していた。産後
７か月より当科主体の管理に移行し，第２子の挙児希望
があったため，テリパラチドの併用を開始した。月経は
産後８か月で再開し，またアルファカルシドールはエル
デカルシトールに変更した。症状は改善傾向となり，治
療開始後は新規骨折も認めなかった。産後19か月には腰
椎骨密度はYAM 82%（-1.7SD），大腿骨近位部BMDは

図１　画像所見
（左：単純CT矢状断像）　
T6，T8-12，L1-2，L4にて胸腰椎多発椎体骨折を認めた。
（右：MRI矢状断像（T1強調脂肪抑制））　
T10-12，L1-2，L4にて椎体上縁が圧排されており，浮腫や微細な骨折線を認め，新鮮胸腰椎多
発骨折と診断，胸部MRIにおいてもT6，T8-10に同様の所見を認めた。
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YAM 71%（-2.3SD）まで上昇を認め，テリパラチドを
デノスマブに変更した。治療経過中は副作用なく経過し
た。治療経過は図２に示す。

考　　　察

　PLOは妊娠・分娩・授乳を契機に発症する骨粗鬆症で
ある。1955年にNordin１）がはじめて報告し，これまで
に国内外で百数十の症例報告があるが，比較的稀な疾患
であるためその病態は不明な点が多く治療方法は確立さ
れていない２）３）４）５）６）７）。
　妊娠中は胎児に約30gのカルシウムが移行し，授乳中
には１日あたり250-400mgのカルシウムが喪失すると
言われている８）９）10）。また，分娩後の腸管からの吸収
低下，骨吸収促進の影響もあり，分娩から６か月で３-
７%骨密度が低下すると言われている11）。しかしその後
骨密度は正常化するため長期的にみると妊娠・分娩・授

乳の経過だけでは骨折のリスクは上昇しない。妊娠前よ
り存在した低骨密度に加えて，妊娠・分娩・授乳期の骨
密度低下が作用してPLO発症の危険性が高くなると思わ
れる11）12）13）14）。本症例は家族歴や生活歴から妊娠前の
低骨密度を疑う状況はなく，原因は不明である。
　閉経前の骨粗鬆症で骨密度上昇および椎体骨折抑制の
点から推奨が高い薬剤としてはビスホスホネート，エル
デカルシトール，副甲状腺ホルモン薬（テリパラチド），
RANKL抗体製剤（デノスマブ）が挙げられる15）。ビス
ホスホネートはPLOに対して有効性は報告されており，
特にビスホスホネートを中心とした併用療法の有効性は
複数の報告がある16）17）18）19）。しかしビスホスホネート
は骨への高い親和性のため投与後数年にわたり残留し，
次回妊娠時に胎盤を介して胎児骨に取り込まれる可能性
があるため挙児希望があれば使用困難である６）。
　テリパラチドは副甲状腺ホルモン（PTH）分子の活

表１　検査所見

図２　治療経過
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性部分であるN末端から34番目までのアミノ酸に相当す
るポリペプチドの名称である。骨のリモデリングを促進
し骨組織量を上昇させる15）。国内外でもPLOに対して治
療報告があり，骨密度の変化率はビスホスホネートと同
様以上の成績が報告されている６）。早期に吸収され半減
期が１時間であるため，妊娠前の投与は胎児に影響する
可能性は極めて低く，挙児希望のある場合も使用しやす
いと考えられる。ただし安全性の面から生涯の使用期間
が24か月と制限があるため，次回妊娠出産後や閉経後に
必要となる可能性も考慮し使用しなければならない８）。
　テリパラチドを含めた併用療法や逐次療法の有効性に
ついてHellmeyerらは18か月間テリパラチドを使用した
後にカルシウム薬・ビタミンD3薬を開始し，上昇した
骨密度を維持したと報告した20）。また豊口らは14か月テ
リパラチドを使用した後にビスホスホネート薬を開始
し，更なる骨密度の上昇があったと報告した21）。さらに
鬼頭らは12か月テリパラチドを使用した後にカルシウム
薬・エルデカルシトールを開始し，更なる骨密度の上昇
があったと報告した６）。
　予防と治療ガイドライン2015版ではテリパラチドとデ
ノスマブの２年間同時併用に関して検討されており，有
用という報告はあるもののエビデンスの不足と費用対効
果の面から積極的な推奨には至っていない。重症な骨粗
鬆症に対しては，骨形成促進剤（テリパラチド）で開始
し，デノスマブなどの骨吸収抑制剤でフォローするとい
う逐次療法を推奨している22）。
　本症例ではアルファカルシドールをより推奨度の高い
エルデカルシトール15）に変更し，テリパラチドと併用
することで治療した。併用後も高カルシウム血症などの
副作用は認めず経過した。骨密度正常化し次回妊娠した
場合はPLOが再発する可能性があり，さらに閉経後には
重症骨粗鬆症となるリスクもあるためテリパラチドの使
用期間は一定以上残しておく必要があるため，テリパラ
チドを12か月投与したところでデノスマブに変更する逐
次療法を選択した。デノスマブ投与６か月後にDEXAお
よびMRIで評価予定である。妊娠許可は次回妊娠でさら
に骨密度低下する可能性を考慮し，骨密度が正常化して
から許可する方針としている。デノスマブは妊娠中・授
乳中の使用は禁忌とされているが，蓄積性がないため授
乳禁止と避妊の継続により次回妊娠希望がある場合でも
ビスホスホネート薬のように使用制限はないと考えられ
る。デノスマブを投与中止してから骨代謝マーカーは９
か月後に投与前の値に戻ると報告されており23），デノス
マブ中止９か月後を目安に妊娠許可を考えている。
　本症例ではテリパラチドの有効性が示唆され，さらに
今後の経過次第では挙児希望のあるPLO症例に対してテ
リパラチドを開始し，その後デノスマブを用いる逐次療
法の有効性を報告できる可能性がある。

　本症例の長期的な経過を観察するとともに，テリパラ
チドからデノスマブに切り替えるタイミングやデノスマ
ブ中止してから妊娠許可するまでの期間に関してより明
確な基準を設定できるように症例集積が求められる。
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卵巣原発の上衣腫の一例
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A case of ovarian ependymoma

Rinko Kubo・Junichi Kodama・Sakurako Mishima・Keiji Morikawa・Maiko Ueda・Yosuke Katayama
Madoka Sekino・Masae Yorimitsu・Naoko Ueno・Yoshie Nakanishi・Makoto Ishida・Jun Noma

Department of Obstetrics and Gynecology, Hiroshima City Hiroshima Citizens Hospital

上衣腫は中枢神経系に発生する腫瘍であり，卵巣に原発する腫瘍としては非常に稀である。
今回，我々は卵巣原発の上衣腫を経験したので報告する。症例は57歳女性，かかりつけ医での経腹超音波検査で右卵巣腫瘍
を指摘され当科紹介となった。58×51×40mm大の多房性の腫瘤であり，隔壁に一部肥厚を認めたが血流は認めなかった。右
卵巣腫瘍に対し開腹右付属器摘出術を行った。病理組織でependymal rosetteや，perivascular pseudorosetteと思われる像が
観察され，卵巣上衣腫と診断した。追加手術として開腹子宮全摘術，左付属器摘出術，大網生検を行った。術後補助療法と
してBEP（bleomycin＋etoposide＋cisplatin）を３コース行った。その後外来で経過観察を行っているが現在のところ再発を
認めていない。

Ependymomas usually arise in the central nervous system. It is very rare that they arise in the ovary.
We report a case of ovarian ependymoma. The patient is a 57 year old woman, gravida 1 para 0, introduced 
to our hospital. On her first visit, a right ovarian tumor was palpable. Transvaginal ultrasonography revealed 
a multicystic tumor, 58×51×40 mm in size, that had some thickenings on a partition without a blood 
supply. Abdominal light salpingo-oophorectomy was performed. Histopathology revealed an ependymoma 
with ependymal rosette and perivascular pseudorosette. A total abdominal hysterectomy, left salpingo-
oophorectomy and oophorectomy were also performed. Postoperative adjuvant chemotherapy was started 
with 3 cycles of bleomycin-etoposide-cisplatin (BEP). Patient is under regular follow up for any recurrence of 
the disease. 

キーワード：上衣腫
Key words：ependymal rosette, perivascular pseudorosette, BEP

緒　　　言

　上衣腫は脊髄内や脳室系に沿って発生することが多い
腫瘍であり，中枢神経外に発生することは非常に稀であ
る。今回我々は卵巣原発の上衣腫を経験したので報告す
る。

症　　　例

57歳　女性
身長155.5cm，体重43.4kg，BMI 18.0
主訴：卵巣腫瘍の精査
月経歴：閉経54歳
妊娠分娩歴：１妊０産　人工妊娠中絶術１回
既往歴：42歳　両側外反母指手術　45歳　腎結石
54歳　突発性顔面神経麻痺　56歳　過活動膀胱
現病歴：過活動膀胱に対してかかりつけ医で定期フォ

ローを行っており経腹超音波検査を施行した際に，約５
cm大の卵巣腫瘍を指摘されたため精査目的に当科紹介
初診となった。当科初診時の経腟超音波検査にて，右卵
巣に58×51×40mm大の多房性の腫瘤を認めた。隔壁に
一部肥厚を認めたが血流は認めなかった（図１）。子宮・
左付属器は正常であった。
腫瘍マーカー：CEA 0.6ng/ml（正常値5.0ng/mg以
下），CA19-9 9.5U/ml（正常値37.0 U/ml以下），CA125 
8.6U/ml（正常値35.0 U/ml以下）と上昇を認めなかった。
術前画像所見：骨盤部MRIにて右卵巣に48mm大の，内
腔がT1強調像でやや高信号，T2強調像で高信号を呈す
る，脂肪抑制を認めない，血液や粘液を疑わせる多房性
ののう胞性腫瘍を認めた（図２）。隔壁を有し，造影効
果を軽度認め境界悪性腫瘍の可能性が否定できなかっ
た。また腹水を少量認めた。
　PET-CTでは右卵巣に異常集積像を認めず，腹膜や他
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臓器への転移を疑う異常集積像も認められなかった。
手術所見：卵巣境界悪性腫瘍の疑いで開腹右付属器摘出
術を行った。腹水貯留はごく少量で有り，付属器と周囲
との癒着は認めなかった。右付属器は180g，淡黄色の表
面平滑な腫瘍であり，内容液は褐色であった（図３）。
病理組織所見：嚢胞壁内に管状～網状，索状構造と
いった，多彩な構造を示す細胞の増殖を認め，一部で
ependymal rosetteや，Perivascular pseudorosetteと思

われる像が観察された（図４）。免疫染色ではCD56陽
性，S-100一部陽性，GFAP一部陽性を認めた。以上の
所見から上衣腫と診断した。腹水細胞診は陰性であっ
た。
臨床経過：頭部MRI施行したが病変は認めず，右卵巣
原発の上衣腫と診断した。追加手術として開腹単純子
宮全摘術，左付属器切除術，大網部分切除術を施行し
た。摘出病変に悪性所見は認められなかった。術後化学

図１　経腟超音波画像

右卵巣に58×51×40mm大の多房性の腫瘤を認めた。隔壁に一部肥厚を認めたが血流は認めなかった。

図３　摘出標本

右付属器は180g，淡黄色の表面平滑な腫瘍であり，内容液は褐色であった。

図２　骨盤部MRI画像

骨盤部MRIにおいて右卵巣に48mm大の，内腔がT1強調像でやや高信号，T2強調像で高信号を呈する，脂肪抑制を認めな
い，血液や粘液成分を含んでいると思われる多房性ののう胞性病変を認めた。隔壁を持ち，造影効果を軽度認めた。

A：T1強調画像　造影　axial 断面 B：T2強調画像　axial 断面
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療法として，BEP療法（bleomycin 20mg/㎡ day2, 9, 16 
etoposide 100mg/㎡ day1-5 cisplatin 20 mg/㎡ day1-5） 
を３コース施行した。化学療法中，治療に影響するよう
な有害事象は認めなかった。その後外来で経過観察中で
あるが，１年５ヵ月経過し，再発は認めていない。

考　　　察

　上衣腫は通常，脊髄内や脳室系に沿って発生すること
が多い腫瘍であり，中枢神経外の病変は非常に稀であ
る。中枢神経外の病変としてはこれまでに卵巣，軟部組
織，仙尾部，縦隔，肺，肝，小腸などの発症例が報告さ
れている１）。WHO分類及び卵巣腫瘍・卵管癌・腹膜癌
取り扱い規約では，単胚葉性奇形腫及び皮様嚢腫に伴う
体細胞型腫瘍の中の神経外胚細胞性腫瘍に分類されてお
り，よく分化した腫瘍として記載されているが２）３），過
去に３例の未分化の上衣腫が報告されている４）５）。ま
た，神経外胚細胞性腫瘍は幅広い年齢に発症し，多くの
患者が腹痛・骨盤痛を訴え，また体重減少や月経不順・
アンドロゲン過剰の兆候を認める場合もあると記載され
ている。
　上衣腫はMRIではT2強調画像で等－高信号の腫瘤と
して見られ，“cap sign”と呼ばれる，腫瘤の辺縁に薄
く広がる低信号域を認めることが特徴と言われている。
この低信号域は出血性変化を表していると考えられ，血
流の豊富な傍神経節腫や血管芽腫でも認められる所見で
ある。嚢胞性病変は78-84％に見られる６）。本症例では
嚢胞性病変が主体であり，充実性部分は見られなかっ
た。
　病理学的な所見としては，卵巣上衣腫は多彩な組
織像が見られることが知られているが，特徴的な所
見としては，ependymal rosette，ependymal canalと
呼ばれる細長くのびる裂隙状の腔，小血管を取り囲む
perivascular pseudorosetteが見られる。免疫組織化学で
はCK，EMA等の上皮系マーカー，glial fibrillary acidic 

protein（GFAP）が陽性となる。また，中枢神経発生
の上衣腫では通常陰性であるestrogen receptor （ER）・
progesterone reseptor （PgR）が卵巣上衣腫では陽性で
あり，この所見が中枢神経原発上衣腫の転移か卵巣原発
の上衣腫かを鑑別する手助けになる可能性があるとの報
告もある７）８）。病理学的な鑑別疾患としては，充実性
増殖と乳頭状増殖が混在しており，漿液性・類内膜性腺
癌，小細胞癌や顆粒膜細胞腫が挙げられる８）。
　卵巣原発の上衣腫は今回我々が検索した限りでは22
論文，24例の報告のみであった１）４‒６）９‒23）。発症年齢は
19-76歳（平均値37.3　中央値33.5）であり30代以下が17
例（70%）と若年者に多い傾向がみられた。また，症状
は腹痛が12例，腹部膨満が３例，体重減少が１例，性器
出血が１例，自覚症状なしが４例，記載なしが３例で
あった。病期は，Ⅰ期が６例，Ⅲ期が15例，Ⅳ期が２
例，記載なしが１例であった。
　卵巣上衣腫は非常に稀な腫瘍であり，治療法が確立し
ていないのが現状である。Ⅰ期の症例報告の治療は，手
術療法のみ行ったものが４例，手術療法後にBEP療法を
６コース行ったものが１例，記載なしが１例であった。
Ⅰ期の症例に対して術後化学療法が必要であるかどうか
は，報告症例が少なく，今後の症例の蓄積が必要である
と思われる。Ⅲ期以上の報告例では全例に腫瘍減量手術
を行った上，化学療法を施行されていた。また，再発を
認めた症例では，骨盤内放射線照射を行っている報告が
３例あった。Ⅲ期の症例にBEP療法を施行し，予後良好
であったとの報告がある９）10）12）。また，Ⅲ期の症例に
腫瘍減量手術を行った上で，anastrozole１mgを１年間
内服し，経過良好である報告が２例あった９）10）。予後
としては，再発なく経過が12例，腫瘍の残存はあるが増
大傾向なく経過が５例，再発を認め追加の治療を要した
症例が３例，原疾患での死亡が２例，記載なしが２例で
あった。

図４　病理組織

A：ependymal rosette（HE染色×100） B：pseudorosette（HE染色×100）



332 Vol.66 No.2久保倫子・児玉順一・三島桜子・森川恵司・植田麻衣子・片山陽介・関野和・依光正枝・上野尚子・中西美恵・石田理・野間純

結　　　論

　今回我々は，非常に稀な腫瘍である卵巣原発の上衣腫
を経験した。
　上衣腫に対して治療方針は確立していないのが現状で
あり，今後も症例の蓄積が必要であると考える。
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経過観察が可能であった胎盤ポリープ症例の検討
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Placental polyps followed by natural course

Taishi Fujimura・Terumi Miwa・Ichiro Miwa・Hiroyo Nakashima・Keiko Ootani
Hiromi Sanai・Masakatsu Sase・Yasuhiko Nakamura・Kazuyuki Ueda

Department of Obstetrics and Gynecology, Yamaguchi Grand Medical Center

胎盤ポリープは大量出血を引き起こす可能性のある疾患であり，子宮動脈塞栓術や子宮鏡下手術等による積極的な治療の報
告は散見されるが，自然経過に関する報告は少ない。今回我々は積極的な治療を必要とせず，経過観察が可能であった胎盤
ポリープ症例について検討した。
2015年１月から2017年８月の間に当院で管理した胎盤ポリープ８症例のうち，子宮動脈塞栓術および子宮鏡下手術を施行し
た１例を除き，経過観察を行った７症例を対象とし，臨床経過を後方視的に検討した。値は中央値で記載した。初産婦３
例，経産婦４例で，中期中絶後３例，正期産経腟分娩後４例であった。分娩時に胎盤遺残と診断された症例が５例，弛緩出
血と診断された症例が１例，明らかな異常を認めなかった症例が１例であった。
胎盤ポリープ最大径は2.3 cm（1.2-5.3 cm），産褥出血が止血した時期は産後139日（87-186 日），血中HCG陰性を確認した時
期は58日（49-89 日），月経再開時期は130日（65-382 日）であった。胎盤ポリープが自然消失したのは３例で，消失した時
期は163日（112-375 日）であった。胎盤ポリープ経過観察中に３症例４妊娠を認めた。胎盤ポリープ消失後に１症例１妊娠
を認め, 自然経腟分娩となった。胎盤ポリープ存続中に２症例３妊娠を認め, いずれも自然流産となった. 
胎盤ポリープ症例のうち，積極的な治療を必要とせず，経過観察可能な症例は少なくないことが示唆された. 大量出血に留意
しつつ，経過観察をすることも選択肢のひとつであると考えられた。

Placental polyps can trigger massive bleeding. We experienced patients with placental polyps who did not 
require aggressive treatment but were followed under observation.
Of the 8 patients with placental polyps managed at our hospital between January 2015 and August 2017, one 
patient was treated by uterine artery embolization and hysteroscopic surgery. The remaining seven patients 
were under observation and were included in our retrospective examination of their clinical course. Values 
are indicated as medians. 
The maximum placental polyp diameter was 2.3 cm. Postnatal bleeding stopped at 139 days postpartum. Blood 
HCG negativity was confirmed at 58 days and the resumption of postpartum menstruation occurred at 130 
day．Placental polyps disappeared spontaneously in three cases after 163 days postpartum. Four pregnancies 
occurred in three cases during the observation period for the placental polyp．In one case, pregnancy 
occurred after disappearance of the placental polyps and the patient had a natural vaginal delivery. Three 
pregnancies occurred in two patients with the presence of placental polyps that ended in natural miscarriages. 
We found that there were a quite a few number of cases with placental polyps that did not require aggressive 
treatment and could be managed under observation.

キーワード：胎盤ポリープ，産褥出血，自然経過
Key words：placental polyp, postpartum hemorrhage, natural history

緒　　　言

　胎盤ポリープは，「残留胎盤片から発生した子宮腔内
のポリープで，凝血などが加わって次第に増大する。 
産後数週から数ヶ月後に出血を起こす。」と，産科婦人
科用語集・用語解説集により定義されている１）。 
　正常分娩後，流産後，中絶後の産褥期に突然の多量性

器出血で診断されることが多く，発生頻度は全妊娠の
0.05‒2.0%とされている２）３）。安易な子宮内掻爬術によ
り生命を脅かすような大量出血を認めたとの報告もあ
り，注意を要する疾患である４）。近年は子宮動脈塞栓術
（uterine artery embolization: UAE）を併用した子宮
鏡下手術（transcervical resection: TCR）を施行するこ
とにより，大量出血を起こすことなく管理を行えたとい
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う報告が散見される２）５～８）。しかしUAEは，その後の
妊娠予後に影響を与える可能性がある侵襲的な処置であ
るため，適応には注意を要する９）。一方で，経過観察を
することで自然消失した胎盤ポリープ症例の報告は少な
い10）11）。
　今回我々は，経過観察を行った胎盤ポリープ症例にお
いて，その臨床的経過について検討した。

研 究 方 法

　2015年１月から2017年５月の間に当院で管理した胎盤
ポリープ８症例のうち，大量出血に対してUAEおよび
TCRを施行した１例を除き，経過観察を行った７症例
について，診療録をもとに臨床経過を後方視的に検討し
た。値は中央値（最小値－最大値）で記載した。 

研 究 成 績

　初産婦３例，経産婦４例，中期中絶後３例，正期産経
腟分娩後４例であった。分娩時に胎盤遺残と診断された
症例が５例，弛緩出血と診断された症例が１例，明らか
な異常を認めなかった症例が１例であった（表１）。
　胎盤ポリープ最大径は2.3 cm （1.2‒5.3 cm），産褥出血
が止血した時期は産後139日 （87‒186日），血中HCG陰性
を確認した時期は58日 （49‒89日），月経再開時期は130
日 （65‒382日）であった。胎盤ポリープが自然消失した
のは３例で，消失した時期は163日 （112‒375日）であっ
た（表２）。
　胎盤ポリープ経過観察中に３症例４妊娠を認めた。 

そのうち，胎盤ポリープ消失後に１症例１妊娠を認め，
自然経腟分娩となった。また，胎盤ポリープ存続中に２
症例３妊娠を認め，いずれも自然流産となった。その
後，自然経腟分娩後の１症例，自然流産後の１症例にお
いて胎盤ポリープの再発を認めた。

考　　　案

　胎盤ポリープは，分娩後あるいは流産後に遺残した胎
盤組織に血管が浸潤し，フィブリン沈着によって増大し
た子宮腔内のポリープ状組織である。発生頻度は全妊娠
の0.05‒2.0%２）３）であり，診断は経腟超音波検査やMRI
により行われる。 
　胎盤ポリープに対する治療方針に一定の見解はなく，
患者毎に大量出血のリスクを評価し，各施設で個別に対
応しているのが現状である。大量出血のコントロールが
つかない症例においては子宮全摘出術を考慮する必要が
ある12）。金子らは，流産後の性器出血に対して子宮内掻
爬術を施行し，その後大量の性器出血のため輸血，子宮
全摘出を要した胎盤ポリープ症例を報告しており，安易
な子宮内掻爬術は勧められない４）。一般的に大量出血時
の対応としては，ガーゼやバルーンを用いたタンポナー
デ後にUAEを行い，その後全身状態が落ち着いた後に
TCRを行うことが多い13）。近年では大量出血を認めな
い症例においても，あらかじめUAEにより血流を減少
させた後にTCRを行うという積極的治療の奏功例が多
い２）５～８）。しかし，UAEは吸収性のゼラチンスポンジ
を用いて子宮動脈を１-２週間閉塞させるため，その後

表１　症例の背景

表２　胎盤ポリープ症例の臨床的経過
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の妊娠予後の悪化が危惧される。Kozinszkyらは，UAE
後妊娠中に頸管長の著名な短縮を認めた症例を報告して
いる14）。Pronらは，UAE後感染症などの合併症により
1.5%で子宮摘出に至ったと報告している15）。一方で，経
過観察中に胎盤ポリープの消失を認めたという報告も散
見される。漆川らは，経過観察を行った胎盤ポリープ
６例中６例においてポリープが消失したと報告してい
る10）。Moriらは，経過観察を行った胎盤ポリープ15例中
15例においてポリープが消失したと報告している11）。当
院においても，７例中３例においてポリープの消失を認
めており，侵襲的な処置を伴わない経過観察も治療方針
のひとつになり得ると考えられる。 
　また，今回の検討では胎盤ポリープ存続中に妊娠に
至った症例を３例認め，いずれも初期で自然流産という
結果であった。３例において，胎盤ポリープの大きさは
2.9-5.3 cm，存在部位は底部や体下部と様々であった。 
胎盤ポリープの存在が妊娠率や流産率に影響を与えると
いう報告は過去にない。 類似した状態と考えられる子
宮内膜ポリープに関してTirsoらは，215名の子宮内膜ポ
リープを有する患者をTCR施行群と非施行群にわけて
子宮内人工授精（intra uterine insemination: IUI）を行っ
たところ，４治療周期における妊娠率が51.4%対25.4%と
有意差を認めたと報告16）している。一方三沢らは，子
宮内膜ポリープに対するTCR後生産となった10例中２
例に癒着胎盤を認めたと報告している17）。しかし，流産
率に関する報告はない。当院では３例中３例で自然流産
となっているため，胎盤ポリープ存続中の妊娠に際して
は，流産の可能性とTCR後妊娠における合併症につい
て考慮した上で，予防的にTCRを施行した後に妊娠を
図るか，経過観察とするか，患者に十分な説明の後に選
択する必要があると考えられる。当院の検討では自然消
失までの中央値は163日であることから，少なくとも半
年を経過した後消失しない症例において，妊娠の希望が
ある場合はTCR等を検討する必要があると考えられる。
　今回の検討から，積極的な治療を必要とせず経過観察
可能な胎盤ポリープ症例は少なくないことが示唆され
た。また，胎盤ポリープ存続中の妊娠例において全例
で流産となっていたため，少なくとも半年は避妊を指
導し，その後妊娠を望む場合は十分な病状説明の後に
TCR等を検討する必要があると考えられる。
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鼠径ヘルニアとの鑑別が困難であった子宮円靭帯血栓性静脈瘤の１例

新居　真理・土肥　直子・木村　光宏・沖津　修

つるぎ町立半田病院　産婦人科

A case report of thrombophlebitis of a round ligament mimicking inguinal hernia

Mari Nii・Naoko Doi・Mitsuhiro Kimura・Osamu Okitsu

Department of Obstetrics and Gynecology, Tsurugi municipal Handa Hospital

子宮円靭帯静脈瘤はあまり知られていない疾患だが，妊娠中に鼠径管内に形成される。症状，理学所見が鼠径ヘルニアに酷
似するため，鼠径ヘルニアを疑われて手術を受け，術中に静脈瘤と診断されることが多い。今回我々は出産後に血栓性静脈
炎を起こした円靭帯静脈瘤の１例を経験した。症例は28歳の初産婦で，産褥５日目に左鼠径部の腫瘤に気付き，産褥10日目
頃から腫瘤が増大し，痛みも増強してきた。当院外科に紹介し，理学所見や造影CTの所見より左付属器や大網が脱出する鼠
径ヘルニアを疑い，産褥19日目に手術を施行した。鼠径管を開放して観察したところ，ヘルニア嚢は無く，腫脹した円靭帯
静脈瘤が認められるのみであり，静脈瘤が産後に血栓性静脈炎を起こしたものと診断した。文献的に，鼠径ヘルニアと円靭
帯静脈瘤の鑑別にはカラードプラ法を含む超音波検査が有用であるとされている。円靭帯静脈瘤は出産・経過観察により症
状が軽快することが多く，ほとんどの症例では産後数か月以内に自然に消退する。しかし，本症例のように血栓形成による
疼痛が強く手術を必要とする症例もあり，血栓の有無についても超音波検査での詳細な観察が重要である。鼠径部腫瘤をき
たす疾患で最も多いのは鼠径ヘルニアだが，増大した子宮に腹腔内臓器が圧排されるため，妊娠中・出産後に鼠径ヘルニア
が初発することは稀であり，最近では妊娠に伴う鼠径部腫瘤の原因は円靭帯静脈瘤の方が多いと言われている。このため，
産婦人科医は妊娠に伴う鼠径部腫瘤においては円靭帯静脈瘤の存在を念頭に置いて診察及び管理を行っていく必要がある。

Round ligament varicosities (RLV) are not well known and they are usually caused by pregnancy. Since the 
clinical feature of RLV mimics an inguinal hernia, it is difficult to distinguish between them. A 28 year old 
Japanese woman developed a painful left inguinal mass 5 days after normal vaginal delivery. The mass and 
pain had been increasing in the 10 days since delivery. A physical examination and computed tomography (CT) 
with contrast was performed. An inguinal hernia was suspected and she underwent surgery in our hospital. 
Operative findings revealed that there was a large thrombus in the varicose veins around the round ligament 
without a hernia sac. Color Doppler ultrasonography is helpful for diagnosis of RLV. Most cases of RLV can be 
managed conservatively, however, RLV with thrombosis is better treated with surgery if the pain is strong. It 
is uncommon for an inguinal hernia to develop, for the first time in the patient’s life, during pregnancy because 
most of the intra-abdominal structures will be pushed aside by the growing uterus. In a recently published 
article, it was emphasized that groin swelling during pregnancy is more likely RLV than an inguinal hernia. 
Obstetricians must be aware of this entity.

キーワード：子宮円靭帯静脈瘤，鼠径ヘルニア，超音波検査
Key words：round ligament varicosity, inguinal hernia, ultrasonography 

緒　　　言

　子宮円靭帯静脈瘤（round ligament varicosities: 
RLV，以下RLV）はあまり知られていない疾患だが，
妊娠中に鼠径管内に形成され，鼠径部に腫瘤を呈し，違
和感や痛みを伴うことがある。理学所見が鼠径ヘルニア
に酷似するため，鼠径ヘルニアと誤診されることも多
い１），２）。今回，分娩後に鼠径部に腫瘤を自覚し，鼠径
ヘルニアを疑われて手術を受け，術中にRLVと診断され
た１例を経験したので報告する。

症　　　例

［患者］28歳　分娩前BMI22.4 kg/㎡
［主訴］左鼠径部の腫瘤，痛み
［既往歴］特記事項なし，喫煙歴なし 
［妊娠分娩歴］１妊０産
［現病歴］
　当院で妊婦健診を受け，妊娠中は特に異常なく経過し
た。妊娠40週２日に自然陣痛発来し，2752gの女児をAp
９/10点（１分値/５分値）で経腟分娩に至った。分娩時
の出血量は282mlであった。産褥５日目の診察時に患者
より左恥骨上に腫瘤があり，触ると痛いとの訴えがあっ
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た。本人によると腫瘤は「産後に初めて気付いた時から
大きくはなってない」とのことで増大傾向はなく，径３
cmで皮膚の色調変化はないため，経過観察とし同日退
院した。しかし，産褥10日目頃から腫瘤が増大し痛みも
増強してきたため，産褥14日目に当科受診した。
（理学所見）左鼠径部に有痛性の７×５cm大の腫瘤を
認めた。立位・臥位ともに膨隆したままの状態で，鼠径
ヘルニアを念頭に置いた用手的還納は困難であった。会
陰，下肢に静脈瘤の形成を認めなかった。
（超音波検査）皮下に管腔構造のあるエコーフリース
ペースあり。
（造影CT）左鼠径部に不整な管状構造・多房性腫瘤が
認められ，腹腔内に連続している。
腸管との連続性はなく，子宮体部左側に連続しているよ
うにみえる（図１）。
（血液検査）WBC 6860/μl（正常3500～9100/μl），
RBC 394万/μl（正常376～600万/μl），Plt 46.7万/μl（正
常11.3～15.2万/μl），CRP 1.70mg/dl（正常0.30mg/dl以
下），PT 107.3%（正常70%以上），APTT 29.5sec（正常
25～40sec）

　左付属器，大網などが脱出する鼠径ヘルニアが疑わ
れ，当院外科に紹介した。産褥19日目に外科にて全身麻
酔下で手術が施行された。

（手術所見）鼠径ヘルニア手術に準じて，左鼠径部に４
cmの皮膚切開をおいて，鼠径管を開放した。ヘルニア
嚢は同定できず，子宮円靭帯は径１cm弱で太く，さら
に末梢に追っていくほど太く暗赤色調に腫脹しており，
恥骨に強固に癒着していた。以上より，腫瘤は円靭帯に
伴行する血管に局在する血栓性静脈瘤と考えられた。円
靭帯を静脈瘤ごと切除する方針とし，末梢側は恥骨に移
行する部位近くまで可及的に追って切断した（図２）。
中枢側は内鼠径輪から全周性に剥離を進め，腹膜移行部
を剖出した後に腹膜を切開し，円靭帯に沿って拡張した
静脈が中枢側に連続するのを確認し，内鼠径輪レベルで
切断・切除した。ヘルニア嚢は認めなかったが，内鼠径
輪より中枢レベルの剥離を行ったため，内鼠径輪中枢側
（腹膜前）をパッチで修復した。摘出した子宮円靭帯と
静脈瘤の大きさは７×２cmであり，内部に血栓形成を
認めた（図３）。
（摘出物の病理学的所見）静脈瘤を伴った器質化血栓
（術後経過）術後経過は良好であり，術後２日目に退院
となった。

考　　　察

　出産後に血栓性静脈炎を起こしたRLVの１例を経験し
た。臨床症状は鼠径ヘルニアと酷似しており，鼠径ヘル
ニアを疑って手術を行ったが，ヘルニアは無く，血栓を
伴った円靭帯静脈瘤であった。成人の鼠径ヘルニアの治
療の原則は手術であるため３），RLVは鼠径ヘルニアを疑
われて手術を受け，術中に静脈瘤と診断されることが多
い４～11）。

図１　造影CT

左鼠径部に不整な管状構造・多房性腫瘤を認めた

子宮体部左側に連続しているようにみられ，鼠径ヘルニア
（左付属器・大網など）が疑われた

腫瘤は腹腔内に連続しているが，腸管との連続性はなかった
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左鼠径部を開放したところ，円靭帯の腫脹を認めた 末梢側は恥骨に移行する部位近くで切断した

円靭帯に沿って拡張した静脈が中枢側に連続していた

円靭帯は中枢側に追っていくほど太く拡張し，円靭帯静脈瘤と
診断された

図２　手術所見

摘出した左円靭帯と血栓性静脈瘤は長さ約７×２cm大であった

拡張した静脈と，内部に血栓形成を認めた

図３　摘出標本肉眼所見
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　RLVはあまり知られておらず，我々が検索し得た限
りでは（医学中央雑誌でキーワードを「子宮円靭帯静脈
瘤」として1976年から2017年までを検索），本邦では臨
床所見が記載されたRLVはこれまで本症例を含め10例の
報告があるのみであった（表１）。年齢は28～37歳で，
９例が妊娠・出産に伴っている。症状は鼠径部の腫脹，
疼痛が多く，患側は左側：７例，右側：３例であった。
大きさは２～７cmであった。７例が鼠径ヘルニアと診
断されて，手術を受けている。鼠径ヘルニアと診断され
た症例では超音波検査が行われていないことが多いが，
超音波検査が行われていてもカラードプラ法は行われて
いなかった。また英文文献における最近のreviewによ
ると，患者の平均年齢は29.7歳（範囲は18～40歳）で，
発症部位は右側：左側：両側の比率が11：９：６であっ
た。その症状は鼠径部腫瘤が14例，痛みを伴うものが12
例であった13）。他の論文ではRLVの83%は妊娠中に診断
され，そのうち４%は妊娠初期に，46%は妊娠中期に，

33%は妊娠後期に，17%は産後に診断されたと報告して
いる２）。
　RLVの病態について考察する。子宮円靭帯は子宮底前
側方，卵管付着部前下方より起こり子宮体部を前方へ牽
引する一対の靭帯で，広間膜前葉に覆われて骨盤前側壁
へと走り，鼠径管を通って大陰唇へと放散し，動脈・静
脈・リンパ管・神経を伴っている（図４）。静脈系は外
陰部静脈にはじまり外鼠径輪を通って円靭帯伴行静脈と
して鼠径管内を上行し，内鼠径輪の内側で大部分が下腹
壁静脈に流入するが，一部は子宮腟静脈叢，卵巣静脈叢
とも連絡する。また外鼠径輪に入る前には前陰唇静脈や
大伏在静脈の表在枝とも吻合する14）。これら表在性の静
脈系と骨盤内性器の静脈系の交通路にあたる円靭帯の静
脈に静脈瘤を形成したものがRLVである。RLVの特徴
として鼠径部以外に陰部や大腿部にも静脈瘤を伴うこと
が多い10）15）が，本症例では陰部や大腿に静脈瘤は認め
られなかった。RLVが妊娠・出産に伴って発症しやすい

図４　鼠径部のシェーマ（今回静脈瘤が発症した部位を図示）

子宮円靭帯は，子宮前側方→骨盤前側壁→鼠径管内→大陰唇 
を通っている。一方，鼠径部に発生するヘルニアには，鼠径
管を通って脱出する外鼠径ヘルニア，内鼠径輪より内側の鼠
径三角から脱出する内鼠径ヘルニア，大腿輪を通って鼠径靭
帯の背側から下方へ脱出する大腿ヘルニアがある。

表１　本邦での子宮円靭帯静脈瘤の報告例

表２　 鼠径部腫瘤の超音波診断（文献21）よ
り引用，※全688名の内訳は男性561
名：女性127名）
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理由は，妊娠中は初期から中期にかけて心拍出量が増加
し，プロゲステロンによる静脈平滑筋弛緩作用，子宮増
大のため骨盤内静脈が圧迫されることにより静脈血の鬱
滞をまねくためである。出産後にはこれらの解剖学的・
生理学的状況が改善するため静脈瘤は自然に消退するこ
とが多い15）。出産後に診断された症例についてもおそら
く妊娠中から静脈瘤が形成されており，産後に子宮が収
縮し初めて腫瘤に気付いたものが多いと考えられた。ま
た本症例では急性血栓を形成し，静脈瘤の増大と疼痛も
出現していた。静脈血栓の形成にはVirchowの３成因と
して①血流停滞，②静脈壁障害，③血液凝固能亢進が関
与しており16），産後の場合は①妊娠による静脈の拡張が
分娩後に虚脱するため血流が停滞しやすいこと，②分娩
時での内皮細胞の損傷により静脈壁が変化しているこ
と，③産後１週間以内は非妊娠時と比べると依然として
凝固能が亢進している状態であることなどの要因17）に
より，産後に静脈瘤内に血栓をきたしたのではないかと
考えられた。
　RLVの診断は理学所見のみで行うのは難しく，超
音波検査とくにカラードプラ法による評価が重要であ
る１）２）５）12）13）18）。RLVに対するカラードプラ法超音波
検査の有用性を1997年に最初に報告したChengら19）は，
腫瘤内に太いRLVを認め，さらに静脈瘤内に血流が存在
し，血栓の無いことを確認し，RLVと診断して保存的に
治療した。その後，2005年頃から英文文献ではRLVと診
断され経過観察された症例が多く報告されるようになっ
た13）が，本邦においてはいまだ手術によって診断され
た症例が多く（表１），カラードプラ法による超音波検
査の有用性が充分認識されているとは言えない。RLV
の超音波像の特徴は，①鼠径管内に多様に拡張した静脈
を認め，立位やバルサルバ法などで腹圧をかけると静脈
内の血流速度が増加すること，②その静脈が下腹壁静脈
に流入するのを確認できること，③鼠径部腫瘤内に腸管
やリンパ節を認めないこと，が挙げられる13）。また他の
典型的な所見としては，『bag of worms』と言われる，
より小さな静脈瘤の集まりがカラードプラ法で観察でき
る20）。
　RLVの鑑別としては，鼠径ヘルニアのほかに大腿ヘル
ニア，Nuck管水腫，鼠径部子宮内膜症などがある。超
音波像は，鼠径ヘルニアでは腹腔内から腹壁に突出する
構造物を認め，脱出臓器が腸管であれば層構造や蠕動運
動がみられ，大網であれば内部に線状高エコーを有する
低エコー構造物を認める。嵌頓していなければ，これら
の臓器が腹腔から出入りする様子が観察できる。大腿ヘ
ルニアは，鼠径靭帯よりも尾側にヘルニア門を認める。
Nuck管水腫は一般に無エコーの境界明瞭な嚢胞性腫瘤
を呈し，腫瘤内に血流を認めない。鼠径部子宮内膜症は
形状が不正で内部エコーが不均一な低エコー腫瘤を呈す

ることが多い。これらの鑑別にカラードプラ法による超
音波検査が有用である１）21）。
　RLVは出産・経過観察により症状が軽快することが
多く，ほとんどの症例では産後数か月以内に鼠径部腫瘤
は自然に消退する１）２）12）13）18）。しかし，わずかではあ
るが妊娠中や出産後に静脈瘤の破裂や急性血栓をきたす
症例も報告されており，このような症例では鼠径部腫瘤
の疼痛が特に強い傾向にあり，本症例のように手術され
ているものも多い４）５）７～11）。超音波検査にて，１．強
くプローベを押し当てても静脈が押し潰されない，２．
静脈内に血流が観察できない，３．静脈内腔に明らかな
血塊を認めるなどの所見がみられれば血栓性などの病態
を疑うべきである22）。血栓性のRLVの管理については保
存的治療と手術療法のどちらが良いのか意見が分かれる
ところであるが，本症例では手術が早期退院につながっ
た。
　鼠径部腫瘤をきたす疾患として最も多くみられるのは
鼠径ヘルニアであるが（表２）21），妊娠中・出産後に鼠
径ヘルニアが初発することは稀であり，以前から存在す
るヘルニアでさえも子宮が増大するにつれて腹腔内の臓
器が上方へ圧排され，自然に消退することが多いと言わ
れている10）。そのため最近の報告では，妊娠・出産に伴
う鼠径部腫瘤については，鼠径ヘルニアよりもRLVによ
るものの方が多いと強調されている23）。妊娠に伴うRLV
の頻度については，McKennnaらは0.13%（５例/3816
例）と報告22）し，当院でも本症例の後の４年間で，妊
娠中に鼠径部腫瘤を認め，診察にてカラードプラ法含む
超音波検査を受け経過観察したところ，産後に腫瘤が消
失したためRLVと診断できた症例が２例あった（３例/
約1800例）。
　RLVはその自覚症状・理学所見のみでは鼠径ヘルニア
が疑われることが多いが，実際は妊娠中に鼠径ヘルニア
が初発することは稀である。このため，産婦人科医は妊
娠中や出産後に発生した鼠径部腫瘤においてはRLVの
存在を念頭に置いて，カラードプラ法超音波検査などを
用いながら，慎重に診察及び管理を行っていく必要があ
る。また正しい診断のために，産婦人科・外科・検査科・
放射線科などの診療科を超えた連携が重要であると考え
られた。
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流産子宮内容除去術後の子宮体下部に出現した腫瘤性病変の１例
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A case of tumorous lesion appeared in the under part of uterine body after early abortion

Wataru Saito １）・Takuya Murata ２）・Soichiro Suzuki ２）・Ryo Matsumoto ２）・Keiko Matsumoto ２）
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流産後に出現する腫瘤性病変に関しては，絨毛性疾患である侵入奇胎，絨毛癌，Placental site trophoblastic tumor（PSTT），
Epithelioid trophoblastic tumor（ETT），非腫瘍性トロホブラスト病変である過大着床部，着床部結節，それら以外の胎盤遺
残，動静脈奇形（Arteriovenous malformation: AVM），胎盤ポリープなどが挙げられる。ときに鑑別が困難であり対応に苦
慮することがある。今回，流産子宮内容除去術後の既往帝王切開子宮瘢痕部の近くに突然腫瘤性病変を認め，方針に苦慮し
た１例を経験したので報告する。
症例は33歳，２妊２産。既往歴は２回の帝王切開と28歳時の扁桃腺摘出手術であった。自然妊娠したが，胞状奇胎が疑われ
子宮内容除去術を施行した。病理結果は絨毛の水腫様変性を認め水腫様流産であった。術後８週時，少量の性器出血を認
め５日間持続し来院した。経腟超音波検査にて27×19×30mmの腫瘤性病変を子宮体下部に認めた。そのときの血中hCGは
85.8mIU/㎖であった。造影MRIを施行した結果，帝王切開瘢痕部の子宮体下部前壁に約20×30mmの腫瘤性病変を認め，動静
脈奇形（AVM），絨毛性疾患，瘢痕部血種が鑑別診断に挙げられた。経腹超音波検査所見とhCG値の推移から血種の可能性が
最も高いと考え経過観察とした。その後，徐々に病変は縮小し，術後27週で自然消失し 血中hCG値は感度以下となった。
流産後の子宮に認められる腫瘤性病変は悪性疾患と良性疾患が混在し管理方針に苦慮することがある。挙児希望がある場合
は，種々の検査を行った上で慎重に管理しつつ保存的に経過観察することが必要であると考えられた。

If we look at tumor-related lesions by ultrasonography after early pregnancy abortion, we need to distinguish 
between many different diseases.  Invasive mole, chorionic carcinoma, PSTT, and ETT are diseases that need 
to be treated However, exaggerated placental site, placental site nodule, AVM, retention of the placenta, and 
placental polyps behave benignly so a course of observation is the choice of management.
The patient was 33 years old, 2 gravida and 2 para. Suspected of having a hydatidiform mole, she underwent 
a dilation and curettage operation. Eight weeks after the surgery, a small amount of genital bleeding was 
observed for 5 days. Transvaginal ultrasonography showed a tumor-like lesion, 27×19×30 mm in size, in the 
lower part of the uterus and the hCG value was 85.8 mIU/mL. 
Doppler ultrasonography, enhanced magnetic resonance imaging (MRI), and the decreased hCG value, showed 
that the hematoma was the most likely diagnosis so we decided to put the patient under observation with 
strict monitoring. Twenty-seven weeks after the operation, the lesion had spontaneously disappeared.
As both malignant and benign diseases exist, it is difficult to manage lesions that appear in the uterus after 
early pregnant abortion, especially if there is a desire for a baby. 

キーワード：流産子宮内容除去術，帝王切開瘢痕部血腫，妊孕能温存，過大着床部，着床部結節
Key words：dilation and curettage, hematoma of the cesarean scar, preservation of fertility,  
　　　　　　exaggerated placental site, placental site nodule and plaque

緒　　　言

　流産後に認められた腫瘤性病変に関しては侵入奇胎，
絨毛癌，Placental site trophoblastic tumor （PSTT） な
どの絨毛性疾患，非腫瘍性トロホブラスト病変（過大

着床部，着床部結節），胎盤遺残，動静脈奇形，胎盤ポ
リープなどが挙げられ，ときに鑑別が困難であり対応に
苦慮することがある。今回，流産子宮内容除去術後の既
往帝王切開子宮体下部瘢痕部に腫瘤性病変を認め，治療
方針の決定に苦慮した１例を経験したので報告する。
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症　　　例

　30＋X歳，３経妊，２経産（初診時の４年前と２年前
に帝王切開術にて出産）
身長153cm，体重47kg
【月経歴】
　初経：11歳　最終月経：初診時の５週間前
　挙児希望：あり
【既往歴】５年前，扁桃腺摘出術
【主訴】性器出血
【現病歴】
　自然妊娠，前医にて胞状奇胎の疑いにて当院紹介。初
診時の経腟超音波では子宮は前傾前屈，子宮内腔に小さ
なGS様の構造物を認めた（図１a）。初診から２週間後
の経腟超音波では，GS様の構造を認めるも胎児心拍，
卵黄嚢は認めなかった（図１b）。また，初診から３週間
後の経腟超音波でも同様に子宮腔内に腫瘍性病変を認め
た（図１c）。
　初診時から３週間後の時点で血中hCGが43,470mIU/
㎖と高値であり胞状奇胎の可能性があり，子宮内容除去
術を施行した。術後の病理組織検査では組織は脱落膜絨
毛膜であり，水腫様流産と診断された。
　術後経過は合併症なく経過し，術後経腟超音波にて内
腔に遺残が無いことが確認された（図１d）。DNA多型
解析が患者の同意が得られず施行できなかったため，念

のため胞状奇胎に準じた外来管理を行うことにした。術
後６週目の外来では症状なく経過しており，hCGも順調
に低下していたが，術後８週目に５日間持続する少量の
性器出血が出現し，精査の方針となった。

【アレルギー】食物（－）薬剤（－）喘息（－）
【家族歴】特記なし
【嗜好】喫煙（－），飲酒（機会飲酒）
【入院時検査所見】
　炎症反応の上昇なく，貧血も認めなかった。アルブミ
ンが4.0g/㎗と軽度低下していた。その他の生化学検査
は正常範囲であった。血中hCGが6837mIU/mLと上昇し
ていた。

経　　　過

　性器出血後の経腟超音波では，子宮は前傾前屈。子宮
腔内に約30×30mmの腫瘤性病変を認めた（図２a）。こ
の腫瘤について侵入奇胎，絨毛癌，PSTT，Epithelioid 
trophoblastic tumor（ETT）の腫瘍性の絨毛性疾患，過
大着床部，着床部結節の非腫瘍性トロホブラスト病変，
Arteriovenous malformation（AVM），胎盤ポリープな
どの疾患が鑑別に上がり，診断のため骨盤造影MRIと経
腹的なドップラーおよび造影超音波検査を施行した。
　造影MRI検査（図３）では帝王切開部の子宮体部前壁
に約２×３cm大の結節状の腫瘤性病変を認めた。病変

図１　経腟超音波の経過

a：初診時　b：初診から２週間後の外来受診時　c：子宮内容除去術施行前日　d：子宮内容除去術後
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図２　血腫の確認からその後の消失までの経腟超音波（赤線内が病変）

a：術後８週・性器出血出現時，b：術後16週，c：術後27週，d：術後９週間後カラードップラー性器出血
が出現した時点では30×30mm程度の腫瘤性病変を認め，カラードップラー超音波では腫瘤内部に明らか
な血流は認めなかった。
その後のhCGの低下と共に腫瘤性病変も縮小，その後，消失を確認した。

図３　腫瘤性病変の骨盤MRI画像

a：T1強調像　横断面　b：T2強調像　矢状断面　c：造影MRI　横断面　d：T2強調像　横断面
帝王切開部の子宮体部前壁に約2×3cm大の結節状の腫瘤性病変を認めた。病変部は，T1強調像で高信
号域を含む等信号域として描出され，T2強調像では内部に高信号域含むモザイク状の境界不明瞭の腫瘤
を認めた。造影MRIでも内部は不均一で結節上の造影効果のある部分とない部分が混在していた。
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部は，T2強調像では内部に高信号域含むモザイク状の
境界不明瞭の腫瘤を認め，T1強調像で高信号域を含む
等信号域として描出された。造影MRIでは内部は不均一
で，結節上の造影効果のある部分と造影効果のない部分
が混在する所見であった。
　続いて，術後９週間後の経腹カラードップラー超音波
検査結果を示す（図２ｄ）。子宮体部前壁に約３cm大の
占拠性病変を認め病変内にカラードップラーでは明らか
な血流シグナルは認められなかった。造影超音波では辺
縁にわずかな環流を認める程度で大半が無血管野として
描出された。そのため，AVMは否定的であった。腫瘤
発生までの血中hCGの値の推移は順調に低下しており，
その後も順調に低下した。そのため，侵入奇胎，絨毛
癌，PSTT，ETTの絨毛性疾患も否定的であった。
　以上の検査結果から，この腫瘤性病変は非腫瘍性トロ
ホブラスト病変もしくは血腫である可能性が高いと判断
し，挙児希望もあったことから子宮摘出は行わずhCGの
測定と経腟超音波による経過観察の方針とした。

　その後，術後16週目にhCGが感度以下まで低下し，術
後28週目には経腟超音波で腫瘤性病変が消失した。本症
例の当院紹介から腫瘤消失までのhCGの経過を示す（図
４）。
　改めて超音波画像を確認すると，性器出血が出現した
時点では30×30mm程度の腫瘤性病変（図２a）を認め
るが，その後のhCGの低下と共に術後16週には腫瘤性病
変の縮小を認め（図２b），術後27週の経腟超音波では消
失（図２c）を確認した。

考　　　察

　流産や胞状奇胎で子宮内掻爬術後に発生した腫瘤性病
変は絨毛癌やPSTT，ETTといった悪性腫瘍の可能性が
ある場合は子宮全摘出術が考慮される一方で，挙児希
望のある場合は妊孕性温存が求められるため方針決定に
苦慮することが多い。今回の症例の鑑別疾患として，絨
毛性疾患である侵入奇胎，絨毛癌，PSTT，ETT，非腫
瘍性トロホブラスト病変として過大着床部，着床部結節
があり，それら以外の疾患として子宮動静脈瘤，胎盤ポ
リープ，瘢痕部血腫が挙げられた（表１）。
　腫瘤発見時の血中hCGの値が85.8mIU/㎖と低値であ
り，それまでの経過が順調に低下していたため，絨毛
癌は除外された。また，ETTもhCGが高値であること
が多く，否定的であった１）。PSTTについては，hCGが
陰性であるという報告もある２）が一般的には低値を示
す３）。そのため，当初は完全には除外されなかったが，
その後腫瘍サイズの変化を認めないにもかかわらず，す
みやかに血中hCGが低下し感度以下となったことから，
PSTTも否定的であると考えられた４）。
　一方，AVMや胎盤ポリープについては，大量出血が
なければ経過観察でよい５）６）ため，短期的な管理方針

表１　本症例の挙げられた鑑別疾患

図４　 子宮内容除去術施行後，低下傾向を示しており，術後８週で性器出血・腫瘤を認めた時点でも低下傾向であっ
た。その後，術後16週にhCGが感度以下にまで低下し，腫瘤性病変は縮小。術後28週には腫瘤性病変は経腟超
音波で，腫瘤性病変の消失を確認した。
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に影響を与えるものではなかったが，突然の大量出血の
可能性もあるため長期的な管理上鑑別診断は重要である
と考えられる。帝王切開後の子宮瘢痕部はAVM発生の
ハイリスク部位となる。この症例は瘢痕部近くの腫瘤性
病変でありAVMの可能性が考えられたが，ドップラー
超音波検査が診断に有効であり，血流の有無から鑑別が
可能であった。また，胎盤ポリープについても豊富な血
流が存在するため除外された。このようにドップラー超
音波検査，造影MRI検査は流産後の腫瘤病変を鑑別診断
する上で重要な検査であると考えられた７）。
　非腫瘍性トロホプラスト病変である過大着床部，着床
部結節については，良性疾患であり経過観察の管理方針
でよいと考えられる８）９）。今回，自然経過観察中に消失
したため，確定診断がついていないが，除外診断からこ
れらの疾患も考えられる。その場合これら疾患が自然経
過観察した場合にどのくらいの期間で消失するのかは報
告がなく不明である。しかし，たとえ自然消失しうると
してもトロホブラスト細胞の消失には一定の期間を要す
ると考えられ，血腫よりは時間がかかると考えられる。
今回の腫瘤の縮小速度（２週間で約半分の大きさ）をみ
ると血腫と矛盾がないと考えられ，瘢痕部血腫が最も可
能性の高い診断であると考えられた。 

結　　　語

　流産子宮内容除去術後に既往帝王切開子宮瘢痕部の腫
瘤性病変を認めた症例を経験した。精査を行ったが確定
診断まで至らず，hCGと超音波による経過観察で病変が
自然消失したため血腫が最も考えられ，非腫瘍性トロホ
ブラスト腫瘍である過大着床部，着床部結節も考えられ
た。流産後の子宮に認められる腫瘤性病変は悪性疾患と
良性疾患の両方があり管理方針に苦慮することがある. 
挙児希望が少しでもある場合には，診断的子宮摘出を安
易に行うのではなく，精査をつくした上で保存的に経過
観察することが重要であると考えられた。
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習慣流産に対し高用量ガンマグロブリン療法施行後，妊娠19週に
前期破水を生じたがlate pretermまで妊娠継続し得た一例
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A case of preterm PROM at 19 weeks’ gestation in which pregnancy was maintained to 
the late preterm after high dose gamma globulin therapy for recurrent pregnancy loss
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近年，国内において習慣流産に対する高用量ガンマグロブリン療法が注目されている。今回，妊娠初期の習慣流産患者に高
用量ガンマグロブリンを投与したが，妊娠19週に前期破水（PROM）し，その後長期間の入院管理後妊娠34週に無事生児を
得ることのできた症例を経験した。
症例は30歳女性，G8P0。原因不明の習慣流産と診断され，当院に紹介となった。妊娠成立後，プロゲステロン・ヘパリン・
柴苓湯・低用量アスピリンの投与を開始するとともに，妊娠５週に高用量ガンマグロブリンを５日間投与した。妊娠８週時に
重症妊娠悪阻・絨毛膜下血腫を発症したため入院管理した後，妊娠19週，preterm PROM（pPROM）を発症し，妊娠継続の
希望があったため長期間のtocolysisをはかり，超音波検査で胎児の状態を評価しながら管理した。この間，断続的な羊水流出
を認めたものの羊水腔は維持されていた。妊娠34週，羊水腔の減少と児頭の発育停止傾向を認めたため塩酸リトドリン・硫
酸マグネシウムの投与を中止したところ，直ちに陣痛が発来し，体重1,674gの女児をApgar Score 6/9点で娩出した。児に
は軽度の肺低形成が認められたが，酸素投与から離脱し順調に成長している。なお組織学的絨毛膜羊膜炎は認められなかっ
た。妊娠前半期に破水しても，本症例のように明らかな絨毛膜羊膜炎を伴わない症例では妊娠期間を長期にわたって延長で
きる可能性が示唆された。一方，高用量ガンマグロブリン療法は原因不明の習慣流産に対してその有効性が認められた。

It has been reported that high-dose gamma globulin is effective for severe recurrent abortion; however, the 
effectiveness remains controversial. Preterm premature rupture of membranes (pPROM) is a main cause of 
spontaneous abortion and premature delivery with hypoplastic lung. 
A 30 year old female, gravida 8 para 0, was diagnosed as having unexplained recurrent abortions and was 
medicated with high dose gamma globulin from 5 weeks gestation. She experienced complications from 
preterm PROM at 19 weeks and was treated with ritodrine hydrochloride and magnesium sulfate. At 34 
weeks gestation, the amount of amniotic fluid was decreased and the growth of fetal biparietal diameter was 
suspended over two weeks. The pregnancy was terminated and she vaginally delivered a girl weighing 1674 
g (Apgar Score 6/9). Mild pulmonary hypoplasia was observed in the infant, however, oxygen administration 
was withdrawn and she has grown steadily. No histologic finding of chorioamnionitis was observed in the 
placenta. Even if PROM occurred in the first trimester of pregnancy, it was suggested that the gestation 
period could be extended without severe adverse effects to the fetus unless chorioamnionitis happens. High 
dose gamma globulin therapy was found to be effective for unexplained recurrent abortion.

キーワード：高用量ガンマグロブリン療法，前期破水，習慣流産，切迫早産
Key words：high dose gamma globulin therapy, preterm PROM (premature rupture of membrane), 
　　　　　　habitual abortion, threatened premature delivery

緒　　　言

　世界的にはその効果が否定されてきた習慣流産に対す
る高用量ガンマグロブリン療法ではあるが１），近年，国

内で原因不明の重篤な習慣流産に対して，今まで海外で
用いられた方法よりも大用量，かつ，より妊娠の早い時
期に投与することによってその効果が証明されている。
今回，我々は，原因不明の重篤な習慣流産患者に対して
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高用量ガンマグロブリン療法を行ったが妊娠19週に破水
し，その後長期間の入院管理後，妊娠34週に無事生児を
得ることができた症例を経験した。

症　　　例

【患者】30歳　身長：165cm　体重：47.6㎏　BMI：17.5
【既往歴】特記事項なし
【家族歴】特記事項なし
【妊娠分娩歴】８妊０産（自然流産７回）
【現病歴】６回流産を繰り返したため前医で精査を行
い，原因不明の習慣流産と診断され，７回目の妊娠も前
医で治療を行うも胎児心拍確認後に流産となった。スク
リーニング検査では，抗核抗体陽性（40倍）を認める
も，他に特記すべき所見はなかった。夫婦の染色体は正
常であり，流産絨毛の染色体核型も正常であった。習慣
流産治療目的に，住居が近い当院を紹介され受診した。 
　原因として免疫寛容の破綻による着床障害の可能性が
否定できなかったため，不育症外来で患者夫婦に高用量
ガンマグロブリン療法とピシバニール療法の選択肢につ
いて説明した結果，国内で結果が出ている高用量ガンマ
グロブリン療法を希望した。高用量ガンマグロブリン
療法は，愛媛大学医学部臨床研究倫理審査委員会（IRB: 
Institutional Review Board）によって承認され，患者の
同意を文書で得た上で行われた。前医で使用していたプ
ロゲステロン・ヘパリン・柴苓湯・低用量アスピリンは
同様に使用した。
　妊娠５週，高用量ガンマグロブリン療法（400mg/kg 
×５日間連続投与）を行った。皮膚に軽度の湿疹が発現

したものの大きな問題なく治療は終了し退院した。
　妊娠８週，重症妊娠悪阻・絨毛膜下血腫のため入院し
た。妊娠悪阻のため経口摂取困難となっており，プロゲ
ステロン・柴苓湯・低用量アスピリンなどの内服薬は全
て中止となった。その後徐々に妊娠悪阻が軽快するとと
もに絨毛膜下血腫も消失したが，投薬は再開せず，妊娠
18週，本人の希望もあり退院となった。
　妊娠19週，血性帯下を自覚し当科外来を受診。胎
胞はなく淡黄色透明な羊水が流出しており，チェッ
クPROM® も陽性であったため，pre te rm PROM
（pPROM）および切迫流産の診断にて入院管理となっ
た。弱い子宮収縮を認めるも，感染・炎症徴候は認めら
れなかった。塩酸リトドリンの内服，アンピシリンある
いはセファゾリンなどの抗菌薬投与による加療を開始し
た。pPROMの児の予後などについて夫婦に説明を行う
も強い妊娠継続希望があり，入院管理を継続することと
した。羊水最大深度（MVP）は２cm以上あり，分娩直
前まである程度羊水量が維持された（図１）。
　妊娠22週，子宮収縮の増強に対して塩酸リトドリン持
続点滴静注を開始，抗菌薬も点滴静注に変更した。
　妊娠24週，性器出血が持続するためヘパリン皮下注を
中止。胎児適応でベタメサゾンの母体への筋注（12mg 
×２days）を行った。
　妊娠28週，子宮収縮増強に対して硫酸マグネシウム持
続点滴静注の併用を行った。全妊娠期間を通じて，発熱
およびCRPの上昇などの感染・炎症所見は認められな
かった。羊水はある程度子宮内に貯留すると子宮内圧上
昇によって腟内に自然流出するという周期を繰り返した

図１　妊娠経過　AFIは間欠的な羊水流出に伴い増減を繰り返しているが，MVPは妊娠31週まで２cm以上を維持している
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が，全妊娠期間を通して最大垂直羊水ポケット（MVP）
は２cm前後に維持されていた。
　妊娠34週，それまで断続的に続いていた羊水の流出
が持続的になったのに伴い子宮腔内の羊水量が減少し
（AFI: 2.71, MVP: 0.98），さらに，２週間以上BPDの発
育が停止したことからterminationの方針とした（図１～
３）。硫酸マグネシウム・塩酸リトドリンの投与を中止
したところ同日中に陣痛発来し経腟分娩に至った。体
重1,674g，身長39cm，頭囲29cm，胸囲26cmの女児を，
Apgar score １分値６点，５分値９点，臍帯血pH 7.317 
で娩出した。母体の産後経過は良好で産後５日で退院と
なった。胎盤・臍帯病理組織検査所見では最大径約４
cmの白色梗塞巣を認めたが，絨毛膜羊膜炎や臍帯炎の
所見は認められなかった。新生児は早産児のためNICU
に入院した。出生直後より児の啼泣は弱く，軽度の肺低
形成が認められたが，その後酸素投与を行うことで皮膚

色は良好となるも陥没呼吸が継続した。心配された筋骨
格系の異常は認めなかった。NICU入院後SiPAPの使用
を開始し，日齢26で離脱。日齢34で酸素投与も終了し，
日齢52で退院となった。

考　　　察

　胎児は半分の遺伝子を父親から得ており，妊娠という
事象は母体にとって半分は同種族の他人である半同種
移植（セミアログラフト）である。従って，妊娠を継
続するためには免疫寛容のシステムが必須となる。こ
のシステムには様々な機構が関与している。子宮脱落
膜内には末梢血とは異なる特殊な免疫系が存在してい
るが，子宮脱落膜内の免疫系を構成するマクロファー
ジやT細胞などの免疫細胞のうち最も多い分画はnatural 
killer細胞（NK細胞）である。NK細胞は絨毛外絨毛
細胞の表面に発現しているHuman Leukocyte Antigen 

図２　児頭大横径の推移　妊娠29週以降，BPDの発育が停止している

図３　推定児体重の推移　小さいながらも発育が持続している
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（HLA）-Gに反応して免疫寛容のシステムを発動するこ
とが知られている２-４）。我々の検討では，流産患者に
おいて子宮脱落膜内の活性型NK細胞であるlymphocyte 
function-associated antigen-1 （LFA-1）を発現した
CD56brightCD16- NK細胞が増加していたことから5），妊
娠維持のための免疫寛容の破綻にCD56brightCD16- NK細
胞が関与していることが明らかになった。
　子宮脱落膜内に存在する免疫細胞の中で3番目に多い
のはT細胞である。絨毛細胞はHLAのクラス１・クラス
２を発現していないため，helper T細胞（Th細胞）は
絨毛細胞に対して細胞障害性を発揮できない。Th細胞
は古典的にTh1とTh2に分類され，Th1はinterleukin-2
（IL-2），interferon-gamma（INF-γ）などを分泌して，
NK細胞や細胞障害性T細胞を活性化することが知られ
ている。正常妊娠では，Th2優位であるとされており，
IL-4やIL-10を産生することで免疫を抑制している。妊
娠成立時にTh1優位であると免疫系の活性化によって流
産が誘導される免疫寛容の破綻が生じることが考えられ
る６）。
　習慣流産の60%は原因が分からないとされているが，
免疫寛容の破綻が原因となっている患者が原因不明の習
慣流産患者の中に含まれている可能性が考えられる。
従って，原因不明の習慣流産の治療に，免疫活性化を防
ぐ手段として旧来から夫の白血球を用いた免疫療法が用
いられてきた。一定の成果を上げてきたものの，感染や
アレルギーの問題や実際の治療効果に対する疑問などか
ら，代替療法としてOK-432（ピシバニール）療法が用
いられるようになった。現在でも，NK活性が高い，あ
るいは，マクロファージコロニー刺激因子（M-CSF）
が低い習慣流産患者に用いられている。しかしながら，
これらの治療法が劇的に効果を上げているというわけで
はない。一方，免疫活性を抑制する別の治療法としてガ
ンマグロブリンの投与が習慣流産患者に対して以前から
用いられてきた７）。しかしながら，この治療法は海外で
の検討によって否定的な報告も多く，現時点で習慣流
産の治療法として推奨されていない。Egerupらは受精
前から治療を行った場合，ガンマグロブリンの効果を認
めたものの，着床後の治療では効果がないと報告してい
る８）。欧州ヒト生殖医学会（ESHRE）でも，習慣流産
のガイドラインの中でガンマグロブリンの静脈内投与を
推奨しないとしている。しかしながら，山田らは妊娠７
週までに400mg/kgのガンマグロブリンを５日間静注す
るという日本独自の方法でNK活性の抑制による習慣流
産患者に対する有効性を報告した８）。大量のガンマグロ
ブリンを妊娠のごく早期に投与する日本のやり方は，
妊娠初期におけるNK活性やTh1活性を抑制することに
よって習慣流産の予後を改善できる可能性がある９，10）。
本症例でも７回流産した後，高ガンマグロブリン療法に

よって生児を得ることができた。
　一方，pPROMは妊娠37週未満の前期破水のことをい
い，特に重篤な児の予後が予想される妊娠26週未満の
pPROMの取扱いについては一定のコンセンサスが得ら
れておらず個別の対応がとられているのが現状である。
妊娠23週未満のpPROMの頻度は全妊娠の0.4～0.7%とす
る報告があり，その多くが何らかの子宮内感染の結果発
生すると考えられている。絨毛膜羊膜炎は30～50%に合
併し，特に子宮内に残存する羊水が少ない場合にその合
併頻度が上昇すると報告されている。その33%は子宮内
胎児死亡となり，生存率は妊娠週数に依存するが，羊水
ポケットが２cm以上に維持された場合，その98%が生
存するとされる11）。また，pPROMによる羊水過少の合
併症である肺低形成と筋骨格障害は，胎児の予後に関わ
る重篤な障害であるが，pPROMの９%の児に肺低形成
を合併し，うち70～90%は新生児死亡に至るとされる。
一方，筋骨格障害の合併は７%程度である12，13）。
　本症例では，妊娠19週という極早期にpPROMが発症
した。この様な早い時期に発症するpPROMは特に児の
予後が悪く，脳性麻痺の頻度が増加し，認知・言語・運
動などの発達査定法であるBayley発達検査においても２
歳児の発達障害の存在が確認されている14）。しかし，本
症例では，子宮頸管が腟壁に直角に当たっていたおかげ
で蓋をされたようになったためか，図１の様に，子宮内
の羊水量が増えると内圧の増加によって腟内に流出する
という断続的な羊水流出は認めたものの，MVPはおお
むね２cm以上を維持できていた。その結果，高度の肺
低形成や筋骨格障害を合併することなく健常な生児を得
られたものと推測される。
　塩酸リトドリンや硫酸マグネシウムの48時間以上の長
期投与は海外において否定されているが15），最近では，
国内でも母児における有害事象の発現や乏しい治療効果
などから長期投与を否定する報告が散見される16）。しか
しながら，本症例の様に重篤な切迫早産では長期投与が
必要となることがあり，症例を選択することで，無駄な
有害事象の発生を防ぎ，かつ，長期間妊娠を延長するこ
とができる。また，海外では否定されている高ガンマグ
ロブリン療法は，現在国内で臨床研究が行われている様
に，妊娠のごく早期に大量投与することで，生児を得る
ことに関して絶望的な重症習慣流産患者に対しても効果
が期待できる。切迫早産や習慣流産の治療については統
一されたものはなく，個々の症例に合った治療法を見つ
けていくことが肝要である。
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パゾパニブ塩酸塩が著効した子宮肉腫の一例
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A case of successfully treated uterine sarcoma with Pazopanib hydrochloride
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概要：子宮肉腫は，子宮体部悪性腫瘍の８％を占める非常に予後不良の疾患であり，標準的治療法が確立していない。今回，
急激に増悪する進行期ⅣB期子宮肉腫に対して，術後化学療法にパゾパニブ塩酸塩を使用し，著効した一例を経験したので報
告する。症例は69歳女性。変性子宮筋腫の診断で手術待機中に腟壁腫瘤を認め，細胞診で異型細胞を認めたため当院紹介と
なった。画像検査では子宮腫瘤と多発肺転移，骨盤リンパ節転移を認め，腟壁腫瘤の組織診では未分化な肉腫の可能性を指
摘された。前医受診約６週間後に当院で単純子宮全摘，両側付属器切除，腟壁腫瘤切除を行ったが，腟壁腫瘤の完全切除は
困難だった。摘出子宮の前壁には小児頭大の柔らかい腫瘤を認め，病理組織診断は未分化子宮肉腫となったが，細胞の分化
傾向がきわめて乏しく組織の確定診断には至らなかった。術後21日目のCT検査では両側肺転移の増悪と左胸水，リンパ節転
移の増悪による左水腎症，骨盤リンパ節転移増悪，鼠径リンパ節転移など認め，手術で一部を摘出した腟転移巣も５cm大に
再度増悪を認めた。急速な進行に対し，術後25日目より術後化学療法としてweekly TC療法（パクリタキセル，カルボプラ
チン）を選択し，局所に対しては放射線治療を併用する方針とした。化学療法２コース目からGrade3の骨髄抑制を認め，放
射線療法単独の方針とし，全骨盤照射としてトータル40Gy行った。治療終了後の造影CTでは，腟転移巣と多発肺転移の縮小
を認めたが，左骨盤内リンパ節が一部増大していた。化学療法による治療継続を検討したが，骨髄抑制が強くパゾパニブ塩
酸塩内服を開始した。血小板減少により減薬は必要であったが，画像検査では転移巣のコントロールは良好であった。副作
用としては高血圧を認めたが，降圧剤１種類のみで経過観察している。現在もパゾパニブ塩酸塩の内服継続しており，３年
１ヶ月経過したが新たに再発を疑う兆候は見られていない。

A 69 year old woman was admitted to another hospital for genital bleeding. During preparation for a 
hysterectomy due to fibroid, a vaginal tumor was discovered. Because the cytodiagnosis of this tumor was 
Class V, she was introduced to our hospital. Uterine tumor, multiple lung metastasis, and pelvic lymph node 
metastasis was observed in the radiological examination. The histopathological examination of the vaginal 
tumor diagnosed the tumor as an undifferentiated sarcoma. Surgery was performed about six weeks after 
the previous hospital visit. A soft, newborn-head sized tumor was found on the anterior wall of uterus. 
Histopathological diagnosis was unclassified uterine sarcoma. On the 21st postoperative computed tomography 
(CT) scan, exacerbations of all lesions were observed. Weekly TC was selected for chemotherapy, and whole-
pelvis radiation was performed at 40 Gy. The contrast CT scan after the treatment showed that the vaginal 
metastasis and multiple lung metastases were shrinking, however, the left pelvic lymph node had increased. 
Chemotherapy was continued but myelosuppression was strong so pazopanib hydrochloride was started. 
Reduction was necessary due to thrombocytopenia, however, control of metastatic lesions was good. Thirty-
seven months have passed and the patient is still undergoing pazopanib therapy and there are no signs of 
tumor recurrence.

キーワード：子宮肉腫，肺転移，腟転移，放射線療法，パゾパニブ塩酸塩
Key words：sarcoma, lung metastasis, vaginal metasutasis, radiation, Pazopanib
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緒　　　言

　子宮肉腫は子宮体部悪性腫瘍の８％を占める１）非常
に予後不良の疾患であるが，子宮悪性腫瘍として頻度が
少ないため，標準的な治療法が確立していないのが現状
である。今回我々は急激に増悪する進行期ⅣB期の子宮
肉腫に対して，術後化学療法にパゾパニブ塩酸塩を使用
し，著効した一例を経験したので報告する。

症　　　例

　69歳の女性。２回経妊２回経産，月経歴は特に異常な
く，54歳時に閉経した。合併症は高脂血症のみで，その
他特記すべき事項はなかった。性器出血を主訴に前医を
受診し，受診時の経腟超音波検査で子宮に腫瘤像を認め
た。子宮頸部細胞診はベセスダ分類でNILM，内膜細胞
診はClassⅡの結果であり，同院で実施した造影MRI検
査では変性子宮筋腫が疑われた。変性子宮筋腫の診断に
て手術予定であったが，初診から約２週間後の診察で，

初診時には認めなかった約１cmの腟壁腫瘤を認め，
同部位の細胞診を行いClassⅤであったため当院紹介と
なった。当院を受診したのは，前医初診より約３週間後
であった。腟壁12時方向に約３cm程度の腫瘤を認め，
短期間での増大を示していた。腫瘍は表面に乳頭状の隆
起を認め，組織診を実施したところ未分化な肉腫の可
能性を指摘された（図１）。血液検査でSCC抗原，CA-
125の上昇は認めなかったが，LDHは485U/Lと軽度高
値であった。造影CT検査では，子宮体部は全体的に腫
大し，内部に多発腫瘤を認めた。一部は筋腫と考えられ
たが，一部の腫瘤は前医のMRIより増大していた。腟前

図１　 腟壁腫瘤の組織診所見（HE染色）；未分化な肉腫が推定
された。

A． （中拡大像，×100）扁平上皮下を主体に異型細胞が出血を
伴いながら増殖（異型細胞をAに矢印で示す）。

B． （強拡大像，×400）異型細胞は，類円形から短紡錘形の核
と弱好酸性の細胞質を有し，核分裂像を認めた（核分裂像
をBに矢印で示す）。

図２　 術前の造影CT画像；子宮内腫瘤と左骨盤リンパ節転移，
腟壁転移，多発肺転移を認める。



2017年 359パゾパニブ塩酸塩が著効した子宮肉腫の一例

壁の腫瘤は長径33mmで尿道口付近に及び，腟壁転移と
思われた。その他，腹水貯留と骨盤リンパ節転移，多発
肺転移を認めた（図２）。FDG-PET検査では子宮内の腫
瘤，リンパ節，肺転移巣すべてにFDGの集積を認め（図
３），当院でもう一度実施した単純MRI検査では，腟転
移巣による下部尿道壁への浸潤も疑われた（図４）。
　あまりに急激な増大傾向と腹部の膨満症状の悪化もあ
り，腫瘍減量による症状緩和と組織型確定を目的に手術
方針とした。手術前日の診察では，腟壁腫瘤は鶏卵大と
さらに増大しており，クスコ腟鏡が入りかねる状況で
あった。また，胸水の出現も認めた。進行子宮体部腫瘍
であり，主病巣摘出による腫瘍減量を目的に単純子宮
全摘術，両側付属器切除術および腟壁腫瘤切除を行っ
たが，腟壁腫瘤は腟粘膜の大きな欠損を伴うことから
完全な切除は困難であった。腹水洗浄細胞診中の悪性
細胞は陰性であった。子宮後壁とS状結腸に軽度の癒着
を認めた。摘出子宮の肉眼所見は前壁に小児頭大の柔
らかい腫瘤を認めた（図５）。術前から認められている
胸水貯留もあり，術後の呼吸状態不良のため呼吸管理
目的にICUに入室し，術後３日で酸素化が改善し退室と
なった。摘出子宮の病理組織診断はhigh grade sarcoma
の所見で，malignant PEComaやLeiomyosarcoma，
undifferentiated endometrial sarcomaなどが鑑別として
挙がったが，細胞の分化傾向がきわめて乏しく，明確な
組織診断が困難な低分化子宮肉腫との診断となった。ま

た，子宮体部筋層内には子宮筋腫や腺筋症も混在し，子
宮頸部や右付属器に悪性所見はなかったが，左付属器の
静脈に腫瘍侵襲像が認められた（図６）。術後進行期Ⅳ
B期，pT2aNxM1 と診断した。
　術後尿路感染症による発熱のため化学療法などの導入
が困難であり，経過観察目的に術後21日目に行ったCT
検査では両側肺転移の増悪と左胸水，リンパ節転移の増
悪による左水腎症，骨盤リンパ節転移増悪，鼠径リンパ
節転移など認め，手術で一部を摘出した腟転移巣も５
cm大に再度増大を示し，急激な病態の進行が示唆され
た。術後治療として肺転移所見などから化学療法による
全身治療が重要と考えられたが，腟壁腫瘍など局所病変
も大きく残っていることから，術後25日目より術後化
学療法としてweekly TC療法を選択し，パクリタキセル
（80mg; 70mg/㎡）とカルボプラチン（120mg; AUC2）
を投与し，局所療法として放射線治療も併用した。化学
療法は２コース目からGrade3の骨髄抑制を認め，放射
線療法単独の方針とし，全身状態が悪かったことと，化
学療法が選択できなかったこともあり緩和的な治療に重
点を置き全骨盤照射としてトータル40Gy行った。治療
に伴う有害事象として，骨髄抑制のほかに軽度の下痢を
認めたが整腸剤のみで経過観察可能であった。放射線治
療終了後の造影CT検査では腟転移巣は縮小を認め，同
部の細胞診もベセスダ分類でNILMであった。多発肺転
移は著しく縮小したが一部残存，左骨盤内リンパ節が

図３　 FDG-PET画像；子宮内腫瘤，
腟壁転移，骨盤リンパ節転移，
多発肺転移にFDGの集積を認め
る。腸管への生理的集積が通常
より濃いが，その他の画像検査
で腸管の腫瘍は認めない。

図４　 骨盤部MRI　T1強調画像とT2強調画像；子宮内腫瘤と腟転移巣による下部尿道壁
への浸潤も疑われた。
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一部増大していた（図７）。LDH値は正常範囲となった
（図８）。肺病変もあり治療継続を検討したが，白血球
数1170/μℓ，ヘモグロビン値8.5g/dl，血小板数14.0万/
μℓと白血球減少を認め，化学療法は困難と考え骨髄所
見の改善を待機した。放射線治療後１ヶ月の血液所見で
白血球数1870/μℓ，ヘモグロビン値8.3g/dl，血小板数
12.7万/μℓと骨髄抑制の改善が見込めず，全身療法とし
てパゾパニブ塩酸塩800mg/日を開始した。開始後約２
週間で白血球数やヘモグロビン値は変化を認めなかった
が，血小板数が6.3万/μℓとGrade2の骨髄抑制を認めた
ため，パゾパニブ塩酸塩はいったん休薬し，休薬後１週
間後に半量の400mg/日で内服再開した。パゾパニブ塩
酸塩開始後２ヶ月の造影CTでは，多発肺転移はさらに
縮小し，左骨盤内リンパ節も縮小した。腟壁細胞診も
NILMであった。その後もGrade2の血小板減少を認めた
ことから，４ヶ月半後からパゾパニブ塩酸塩をさらに
200mg/日に減量した。パゾパニブ塩酸塩開始後５ヶ月
目に行った造影CT検査では，肺転移やリンパ節と思わ
れる像の大きさは不変であり，FDG-PETでも集積を認
めなかった（図９）。その他，パゾパニブ塩酸塩による
副作用としては高血圧を認めたが，降圧剤としてアムロ
ジピンベシル酸塩 １種類のみで経過観察している。現
在もパゾパニブ塩酸塩200mg/日で内服継続しており，
内服開始から３年１ヶ月経過したが新たに再発を疑う兆
候は見られていない。

考　　　察

　近年，本邦において悪性軟部に対する新たな治療薬
の承認が続いており2012年にパゾパニブ塩酸塩（ヴォ
トリエント®），2015年にはトラベクテジン（ヨンデリ

ス®）そして2016年にはエリブリンメシル酸塩（ハラ
ヴェン®）が保険適応となりその有用性が期待されてい
る。パゾパニブ塩酸塩は，VEGF受容体を主標的とする
経口マルチキナーゼ阻害剤である。血管内皮細胞増殖因
子受容体や血小板由来増殖因子受容体，幹細胞因子受容
体に作用し，血管新生を阻害することが抗腫瘍効果を
示すと考えられている。本邦においては，2012年９月
より悪性軟部腫瘍に対し初めて承認された。米国で行
われたパゾパニブ塩酸塩の第Ⅰ相試験では，１日１回
800mgの経口投与が第Ⅱ相試験の用法・用量として選択
された２）。第Ⅱ相試験は，European Organaization for 
Research and Treatment of Center（EORTC）により
実施され，化学療法治療後あるいは化学療法不適の進行
悪性軟部腫瘍患者142名に対し１日１回800mgの経口投
与を行った。組織型を４種類に分け無増悪生存率につい
て評価されているが，投与12週時，平滑筋肉腫は44％，
滑膜肉腫は49％，その他悪性軟部腫瘍は39％であり，こ

図６　摘出組織の病理組織像（HE染色）；

A． （弱拡大像，×40）子宮体部筋層を主体に腫瘍細胞が増殖。
腫瘍結節内では血管の増生が目立ち，多数の血管侵襲像も認
める。

B． （強拡大像，×400）多数の核分裂像を認め，分化傾向がき
わめて乏しい（核分裂像を矢印で示す）。

図５　 手術摘出組織の肉眼像；子宮前壁に小児頭大の柔ら
かい腫瘤を認めた。
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図７　治療効果を示す造影CT画像；放射線治療開始前と終了後で比較。腟転移巣と肺転移の縮小を認めたが，
骨盤リンパ節転移は一部で増大を認めた。

図８　LDH値の推移のグラフ；手術前には軽度上昇していたが，術後わずかに低下し，放射線治療終了後には正常範囲と
なった。
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れらの悪性軟部腫瘍に対するパゾパニブ塩酸塩の効果が
示された３）。第Ⅲ相試験は，日本を含む13か国で実施さ
れ（PALLET試験），化学療法治療歴を有する悪性軟部
腫瘍患者369例を無作為にパゾパニブ群とプラセボ群に
分け実施された。その結果，パゾパニブ群はプラセボ群
に比較して，有意な無増悪生存期間（PFS）の延長が示
されたが（PFSの中央値：パゾパニブ群4.6ヶ月，プラ
セボ群1.6ヶ月），全生存期間（OS）に関しては有意差を
認めなかった（OSの中央値：パゾパニブ群12.5ヶ月，プ
ラセボ群10.7ヶ月）。主な有害事象は，疲労，下痢，悪
心，体重減少，食欲減少であり，QOLはパゾパニブ群
が有意差をもって不良であった。また，39％の症例で副
作用による減量が必要であった４）。しかしながら，子宮
肉腫，特に今回のような未分化子宮肉腫に限られた治療
成績は明らかではない。同様にトラベクテジンおよびエ
リブリンメシル酸塩もこれまでの臨床試験で主に平滑筋
肉腫などの悪性軟部腫瘍に対し有用性が示されてはいる
が５），子宮の未分化肉腫に限定した報告は認められず，
今後の検討が必要である。
　子宮肉腫は35歳以上の子宮体部悪性腫瘍の８％を占
め１），日本で年間罹患数は800例ほどと推定される。診
断も特殊な成分の存在により，病理診断医の間でも明
確な確定診断が困難な場合もある。今回の症例も初回
治療時点でundifferentiated endometrial sarcomaが最も
考えられたが，現時点で再度検討したところ2017年子宮
体癌取扱規約からundifferentiated uterine sarcomaと診
断された。子宮肉腫の診断治療に関しては，希少な疾患
でもあり，診断基準の変遷にも注意する必要がある。子
宮肉腫は婦人科悪性腫瘍の中でも治療に抵抗性を示し，
基本は可能な限りの腫瘍減量が望まれるが，完全摘出が
困難な症例も多く，その後の治療方針も複雑な組織型か

ら標準的な治療法がないのも現状である。子宮肉腫のう
ち比較的頻度が高い子宮癌肉腫では，イフォスファミド
単剤で32から39%の奏効率が報告され６），また摘出困難
な症例に対しての化学療法でパクリタキセルとカルボプ
ラチンの多剤併用の化学療法や放射線療法についても
比較的良好な効果が示されている７）。平滑筋肉腫では単
剤ではドキソルビシンが古くから選択され25%の奏効を
示し８），最近ではゲムシタビン＋ドセタキセル併用療法
（DG療法）の有用性も報告され期待されるレジメンで
あるが９），これらの多剤併用はいずれも骨髄抑制が強く
問題点も残る。2012年よりパゾパニブ塩酸塩が「悪性軟
部腫瘍」の適応で，子宮平滑筋肉腫に対して使用できる
ようになり，その有効性が示されている。しかしなが
ら，子宮原発肉腫に対して明確な成績は示されておら
ず，その他の特殊組織型についての検討も成されておら
ず，今後さらなる検討が必要である。子宮のhigh-grade 
undifferentiated sarcomaの治療において，子宮および
付属器切除の基本手術後の補助放射線療法やパゾパニブ
塩酸塩の有用性の報告もあり10），本症例の初回治療時に
はまだトラベクテジンやエリブリンメシル酸塩の保険適
応はなく，バゾパニブ塩酸塩を選択したが，骨髄抑制な
どの副作用が強く，通常の化学療法や放射線療法が困難
な症例に対しては，パゾパニブ塩酸塩による治療は選択
肢になりうると考えられた。また，パゾパニブ塩酸塩は
化学療法後の再発，難治肉腫症例に対する使用で臨床試
験が行われており，初回治療でのエビデンスはなく，こ
れまでも高齢の子宮肉腫に対しファーストラインでの使
用の報告もあるが現状では一般的な治療法ではない。

結　　　語

　非常に進行の早い子宮肉腫に対し，術後治療のセカン
ドラインとしてパゾパニブ塩酸塩を使用し，奏効した一
例を経験した。進行子宮肉腫は非常に予後不良である
が，パゾパニブ塩酸塩により寛解に至る可能性が示唆さ
れた。今後も，予後不良な子宮肉腫に対する治療の選択
肢として，パゾパニブ塩酸塩の使用が考慮される。
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既往帝王切開妊娠における予定帝王切開の時期についての検討
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The timing of elective repeat cesarean section after previous cesarean delivery

Noritoshi Aimoto １）・Mari Ando ２）・Michiko Okazaki １）・Hironori Ito １）・Kiyofumi Noda １）

１）Department of Obsterics and Gynecology, Iwakuni Clinical Center
２）Integrated Women’s Health, St Luke’s International Hospital

【目的】　既往帝王切開症例における予定帝王切開の時期として，アメリカ産婦人科学会（ACOG）では妊娠39週以降を推奨
している。本邦では慣例として妊娠37週や38週での帝王切開が広く行われている。今回当院での症例を元に，既往帝王切開
における予定帝王切開の適切な時期について検討を行った。【方法】2010年１月から2016年12月までの期間に当院で行われた，
妊娠37週から41週までの既往帝王切開に対する単胎の予定帝王切開例，143例とした。この143例に対して母体背景として年
齢，身長，非妊時体重，分娩時体重を検討した。 新生児のデータとしては出生時体重，Apgar score １分値と５分値（A/
S-1，A/S-5），新生児仮死，呼吸障害，低血糖の発生率を検討した。
 【結果】妊娠週別の症例数は妊娠37週が58例，38週が36例，39週が47例，40週が３例，41週が３例であった。妊娠週数別の母
体年齢，身長，非妊時体重，分娩時体重の平均は各群間で差を認めなかった。妊娠37週ではその他の群と比較して有意に児
体重が少なかった。低血糖，呼吸障害，新生児仮死（A/S-1＜7）のいずれかを認めたものは妊娠37週で54例中12例（22.2％），
38週で36例中２例（5.5％），39週，40週，41週では認めなかった。【結論】既往帝王切開に対する予定帝王切開は妊娠37週で
はすべきではなく妊娠39週以降に行うことが望ましい。

Introduction: ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists) recommend that repeat cesarean 
delivery be performed after 39 weeks’ gestation. The aim of our study was to clarify the appropriate timing of 
a planned cesarean delivery. 
Methods: This investigation applied 143 women with previous cesarean delivery who were planned cesarean 
delivery for their current singleton pregnancy at 37-41 weeks’ gestation between January 2010 and December 
2016 at our hospital. 
Results: Of the 143 cases, 58 (40.5%) were at 37 weeks’ gestation, 36 (25.1%) were at 38 weeks’, 47 (32.8%) 
were at 39 weeks’, 3 (2.1%) were at 40 weeks’, and 3 (2.1%) were at 41 weeks’. The average of maternal 
ages, maternal height, maternal pre-pregnancy and pregnancy weight were not statistically different by the 
gestation periods. Infant birth weight in the 37 weeks’ gestation group was significantly lower than in other 
gestational weeks. Neonatal complications (hypoglycemia, respiratory distress, neonatal asphyxia) occurred in 
12 (22.2%) of 54 cases at 37 weeks’ gestation, and 2 (5.5%) of 36 cases at 38 weeks’ gestation. There was no 
complication after 39 weeks’ gestation.
Conclusion: Repeat elective cesarean delivery should not be performed before 39 weeks’ gestation.

キーワード：予定帝王切開，新生児呼吸障害，新生児低血糖
Key words：elective cesarean section, neonatal respiratory morbidity, neonatal hypoglycemia

緒　　　言

　陣痛発来前に予定帝王切開で出生した児は，分娩時の
週数が早いほど呼吸障害や低血糖をきたしやすいことが
報告されている１）～７）。アメリカ産婦人科学会（ACOG）
は妊娠37週および38週で予定帝王切開で出生した児は妊
娠39週以後で予定帝王切開が行われた場合に比べ，呼吸
障害や低血糖をきたしやすいとし，予定帝王切開は39週
以降で行うことを推奨している８）。本邦では，予定帝王

切開の時期についての明確なガイドラインはなく，慣例
として37週や38週での帝王切開が広く行われている。今
回我々は当院での症例を元に，既往帝王切開例における
予定帝王切開の最適な時期について検討を行った。

対象・方法

　2010年１月１日から2016年12月31日の間に，当院で行
われた妊娠37週から妊娠41週の単胎の帝王切開400例を
抽出した。そのうち予定帝王切開は緊急帝王切開120例
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を除いた280例だった。この280例のうち初回帝王切開は
128例あり，残る152例を既往帝王切開に対する予定帝
王切開とした。さらにその中から前置胎盤３例，PIH１
例，子宮内胎児発育遅延５例のハイリスク例９例を除外
した143例を今回の検討の対象とした（図１）。
　対象の143例を週別に分類し，母体背景として年齢，
身長，非妊時体重，分娩時体重およびBMIを検討した。
続いて新生児のデータとして出生時体重，Apgar score 
１分値と５分値（A/S-1，A/S-5），臍帯動脈pH，呼吸障
害，低血糖の発生率を検討した。呼吸障害は出生後から
１日以上酸素投与を必要としたもの，低血糖は出生時の
低血糖により経静脈的なブドウ糖液による補正が１日以
上継続されたものと定義した。平均値の差はt検定を，
比率の差はχ２検定を用いて有意差を求めた。

結　　　果

　妊娠週別の症例数は妊娠37週が54例，38週が36例，39
週が47例，40週が３例，41週が３例であった。母体年
齢の平均は妊娠37週で33.4±4.9歳，38週で33.1±5.1歳，
39週で33.3±4.3歳，41週で35.0±5.0歳と各群間に差を
認めなかった。身長の平均は妊娠37週で156.3±4.9cm，
38週で157.4±6.1cm，39週で156.2±5.7cm，40週で154.3
±1.25cm，41週で160.5±1.0cm，非妊時体重の平均は
妊娠37週で53.7±10.3kg，38週で53.8±10.0kg，39週が
53.1±9.0kg，40週が55.95±5.0kg，41週が58.1±6.9kgで
あった。非妊娠時のBMI値は妊娠37週で20.7±6.2，38週
で20.5±6.1，39週で21.8±3.7，40週で23.5±1.7，41週で
20.9±1.3であった。分娩時体重の平均は妊娠37週で61.8
±13.3kg，38週で62.8kg±9.0kg，39週で63.8±8.9kg，
40週で61.35±9.3kg，41週で73.0±6.0kgであった。分娩
時のBMI値は妊娠37週で25.2±4.9，38週で25.4±3.3，39
週で26.1±3.5，40週で27.7±1.5，41週で25.8±0.2であっ
た。いずれも各群間で差を認めなかった（表１）。
　児の出生体重の平均は妊娠37週で2738±333g，38週で
2973±352g，39週で3093±374g，40週で3306±60g，41
週で3411±615gであり，37週は各群と比較して有意に体
重が少なかった（p＜0.01）。
　A/S-1の平均値は妊娠37週で7.9±1.0，38週で8.2±
0.7，39週で8.2±0.4，40週で8.5±0.5，41週で8.0±０
だった。A/S-5の平均値は妊娠37週で9.0±0.5，38週で
8.9±0.4，39週で9.0±0.2，40週で9.0±０，41週で9.0
±０であり，A/S-1とA/S-5は各群で差を認めなかっ
た。新生児仮死（A/S-1＜7）は妊娠37週で54例中３例
（5.6％），38週で36例中２例（5.6%）に認めたが，39
週，40週，41週では認めなかった。臍帯動脈血pHの平

図１　症例抽出の流れ

全帝王切開400例から，既往帝王切開に対する予定帝王切開143
例を抽出した。

表１　妊娠週数別の母体背景
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均は37週で7.29±0.06, 38週で7.29±0.06, 39週で7.29±
0.04, 40週で7.28±0.03, 41週で7.26±0.04であった。呼吸
障害は妊娠37週で54例中６例（11.1%），38週で36例中１
例（2.8%）に認めたが，39週，40週，41週では認めな
かった。呼吸障害については妊娠37週の６例中１例のみ
RDSであり，その他はすべてTTNであった。低血糖は
妊娠37週で54例中４例（7.4%）に認めたが，38週以降で
は認めなかった（表２）。
　低血糖，呼吸障害，新生児仮死のいずれかを認めた
ものは妊娠37週で54例中12例（22.2％），38週で36例中
２例（5.6％）であったが，39週，40週，41週では認め
なかった（表２）。各群間を比較すると，妊娠37週と38
週*，37週と39週**とでそれぞれ有意差を認めた（*p＜
0.05，**p＜0.001）（図２）。また，対象群を妊娠39週未満
と39週以降の２群に分類して検討すると，39週未満では
90例中14例（15.6%）で合併症を認めたが，39週以降で
は合併症を認めず，39週以降で有意に合併症の低下を認

めた（p＜0.001）。
　予定帝王切開を予定していて陣痛発来および前期破
水で緊急帝王切開に変更になることがある。今回の検
討では，予定帝王切開を妊娠37週で予定していて緊急
帝王切開となったのは56症例中２例（3.6％），妊娠38週
を予定していて緊急帝王切開となったのは39例中３例
（7.7％），妊娠39週で予定していて緊急帝王切開となっ
たのは58例中11例（19.1%）であった。

考　　　察

　本邦では，既往帝王切開に対する予定帝王切開の適切
な時期について明確なガイドラインは存在しない。対し
てアメリカでは1990年代にはACOGが既往帝王切開に対
する予定帝王切開は妊娠39週以降に行うことを推奨して
きた９）。2009年にTitaらは症例数１万を越える大規模調
査を行い，既往帝王切開における予定帝王切開の適切な
時期について検討している１）。彼らは妊娠39週未満での

表２　妊娠週数別のデータ

図２　妊娠週数別の新生児合併症の発生率

妊娠37週と38週，37週と39週の間でそれぞれ合併症の発生率に有意差を認めている。
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帝王切開症例と比べて，妊娠39週以降での帝王切開で
は，児の呼吸障害や低血糖の罹病のリスクが有意に低い
と報告している。妊娠39週以後での帝王切開において児
の合併症が低下することを報告している論文は数多く認
められ２）～７），39週以降での予定帝王切開が児の予後を
改善させることには，コンセンサスが得られている。今
回の当院での検討においても低血糖，呼吸障害および新
生児仮死の罹病の発生率で妊娠37週と38週，妊娠37週と
39週の間でそれぞれ有意差を認めている。妊娠38週と39
週の間には有意差こそ認めなかったものの，妊娠39週で
は合併症の発生率が低下する傾向を認めており，前述の
報告と一致している。
　Tita et al. は妊娠39週未満の既往帝王切開における予
定帝王切開では，児の罹病の上昇だけでなく，母体への
輸血率の上昇と母体の入院日数の延長を認めたと報告し
ている10）。同論文では母体の入院日数の延長は児の入院
日数の延長と強く相関していると述べており，妊娠39週
未満の予定帝王切開では母児共に罹病率が悪化する可能
性が高いことが示唆されている。児のみならず母体の予
後においても妊娠39週以降の予定帝王切開が適している
と考えられる。
　妊娠39週以降の予定帝王切開が児の予後を改善するこ
とは先述の通りであるが，本邦では既往帝王切開に対し
て39週未満での帝王切開が広く行われている。この要因
としては妊娠39週以降の予定帝王切開では38週や37週よ
り，陣痛発来や前期破水によって緊急帝王切開になる頻
度が高いためである。医療者側は時間外での労働を避け
るために，予定帝王切開の時期を早める傾向が強いと思
われる。妊娠39週での予定帝王切開例における，陣痛発
来や前期破水による緊急帝王切開率について野田11）ら
は32％ほどと報告している。海外の文献では10％から
25％までと報告に幅がある３）10） 12）13）14）。今回の当院で
の検討では58例中11例で19.1％であった。
　陣痛を併発した緊急帝王切開の児のリスクを研究した
論文がいくつか報告されているが，その中には陣痛を伴
う帝王切開により児や母体の合併症のリスクが上昇する
との報告がある15）16）。しかし前述のTita et al. は陣痛に
伴って児の合併症が上昇する可能性について「多くの論
文において陣痛を発来した緊急帝王切開は経腟分娩から
の脱落やその他の合併症を元々持っていた症例が多く，
選択的帝王切開における陣痛発来や破水による緊急帝王
切開とは異なるものと考えるべきとし，逆に陣痛が起こ
ることによって児の呼吸障害などのリスクが有意に低下
する」としている１）。それを支持する論文も多数報告さ
れている17）18）19）。
　日本国内における，既往帝王切開に対する予定帝王
切開の週数に関する研究は数少ない。その中で症例数
の比較的多い文献としてTerada et al. 20）とNakashima 

et al. 21）のものがある。Terada et al. のものは症例数
約700，Nakashima et al. のものは症例数約2000であ
り，欧米の報告に比べれば症例数は少ない。さらに
Nakashima et al. の論文は妊娠37週と38週の比較が主に
なされており，妊娠39週については触れられていない。
Terada et al. の文献では37週と38週での症例数に比べて
39週での症例の比率が全体の約５％と少ない割合となっ
ている。両文献とも39週以降の予定帝王切開例が少な
く，予定帝王切開の適切な時期を議論するには十分では
ないと考えられる。
　本邦においては欧米のように大規模な調査は存在せ
ず，各施設がそれぞれに調査を行っているのみである。
37週から39週までのすべての週数での症例を数多く集め
ることは困難であると考えられる。当院では2011年まで
は妊娠37週で予定帝王切開を行っていたが，2012年から
は妊娠38週，その後39週へと徐々に移行し，現在はすべ
て妊娠39週に行っている。37週から39週までの症例が小
規模ではあるが均等に集まった。尚，当院での帝王切開
の時期はローリスクの単胎は妊娠39週以降，双胎は38
週，前置胎盤は37週で行っている。日本において大規模
な調査を行おうとすれば多施設での研究が必要となるだ
ろう。さらに本邦における予定帝王切開の時期について
の全国規模の調査は存在せず，どのくらいの施設が妊娠
39週以降で予定帝王切開を行っているのかわかっていな
い。早急に全国レベルでの調査が望まれる。
　現在世界レベルで帝王切開率は上昇しており22），その
多くは既往帝王切開後の予定帝王切開である23）。今後も
帝王切開率の上昇は続くと考えられ，予定帝王切開を適
切な時期に行うことが大切になる。妊娠39週未満では医
学的適応がない限りは予定帝王切開を行うべきではない
と考える。何故なら39週未満で予定帝王切開を行うと母
児に医原性の障害を与える可能性があるからである。

付　　　記

　本稿は第51回および第53回日本周産期・新生児医学会
学術集会にて発表した演題に修正・加筆を加えたもので
ある。
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第70回 中国四国産科婦人科学会理事会議事録
理 事 会：　2017年９月23日（土）　11：00-11：45
　　　　　　於：広島県医師会館　５階　501会議室
出 席 者：　会　長　工藤　美樹（広島）
　　　　　　理　事　京　　　哲（島根）　下屋浩一郎（岡山）　杉野　法広（山口）
　　　　　　　　　　杉山　　隆（愛媛）　原田　　省（鳥取）　平松　祐司（岡山）
　　　　　　　　　　前田　長正（高知）　
　　　　　　監　事　内藤　博之（広島）　
　　　　　　幹　事　三好　博史（広島）　鎌田　泰彦（岡山）
　　　　　　オブザーバー　増山　　寿（岡山）　平田　英司（広島）

　　　　　　（欠席者：苛原　　稔，秦　　利之，江尻　孝平）

会長挨拶：
　工藤会長より，理事会開催の挨拶があった。
　第70回中国四国産科婦人科学会を開催させていただくこととなり，ありがとうございました。一般演題は93題
が集まりました。午後のシンポジウムでは，どうやって新入医局員を増やすかどうか，各大学の医局長に討論し
ていただきます。Plus OneセミナーとしてJ-CIMELSと腹腔鏡のハンズオンを行います。
　苛原教授，秦教授が他の学会で欠席です。この７月に教授就任された増山　寿先生にはオブザーバーとして理
事会に参加いただいております。なお幹事の三好博史先生が異動となりましたので，平田英司先生に同席頂くこ
とをご許可ください。 
報告事項：
１） 工藤会長より指名を受け，鎌田幹事より平成28年度会員数および会費納入状況，平成29年度会費納入状況，

会誌発行状況について報告があった。
　　 工藤会長：会費免除者数がどんどん増えており，産婦人科の医師不足に関連しているかもしれません。
２） 工藤会長より今年度の学会賞（八木賞）は該当者が無かったことが報告された。
　　 学術委員会で審議され，広島大学の古宇先生には今後更なる検討をしてほしいとのこと。徳島大学の加地先

生には，推薦論文がケースレポートであったことから，研究の論文を提出してほしいとのことで，「該当な
し」の結論に至ったとの説明がなされた。

　　 そして八木賞の受賞基準はあるものの，大学からだけでなく関連施設からも臨床研究を積極的に応募してほ
しいと学術委員会での総意について報告があった。

３） 工藤会長より，平成29年度臨床公募研究に高知大学の牛若先生から「再発子宮頸癌に対するベバシズマブ」
に関する応募があったことが報告された。

　　 学術委員会で審議したところ，再発子宮頸癌にベバシズマブが使用されて間もないため，どれくらい症例が
リクルートされるかが分からない。そこでまず大学病院やがんセンターで，どれくらい登録できるかの予備
調査を行い，十分な症例数があるようなら来年度に再度申請いただくということで決定したとの報告があっ
た。

４） 次年度のPlus Oneセミナーについては，平松理事より「協議事項」となるのでその時にとの発言があった。
５） その他の報告事項として，鎌田幹事より「現代産婦人科」に，他学会の専門医資格取得のためにと〆切を過

ぎてからの投稿依頼があった。本件に関しては編集委員の秦理事，前田理事および平松編集委員長と慎重に
協議し，申し出を却下したとの報告があった。

　　下屋理事：結局，rejectとしたのは何が問題であったのでしょうか？
　　鎌田幹事：締め切りを大幅に過ぎての投稿であったためです。
　　原田理事：他の地域からの投稿だったのですか？
　　鎌田幹事：中国四国の先生です。
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協議事項：
１）平成28年度決算書
　　工藤会長より指名を受け，鎌田幹事より，平成28年度会計の報告があった。 
　　続いて，内藤博之監事より監査報告があり，全会一致で承認された。
２）平成29年度予算案
　　鎌田幹事より報告があった。すでに各財務委員からの承認を頂いている旨が伝えられた。
　　 収入の部については，今年度の会費納入の義務のある会員数は1,252名で，会費納入率は例年99%以上である

こと，また若干名の過年度会費納入と併せて考え1,252人分で計算した。また機関誌収入について，掲載料は
過去５年間の投稿件数および１編あたりの掲載料より150万円を計上した。利息は昨年同様で策定した。

　　 支出の部については，機関誌刊行費の印刷費を過去５年間の状況より410万円に減額した以外は，例年通りに
策定したと説明がなされた。

　　 平松理事：私がPlus One事業を開始しましたが，初年度は各県，２年目からは各連合地方部会での開催と
し，学会本部より中四には毎年100万円を補助してきました。昨年からは50万円に減額となりました。この前
の日産婦理事会でも確認しましたが，今年度は最高50万円，次年度からは打ち切りとなります。新規入局員
増加のための重要な事業と考え，中四学会からもこれまで会計から150万円を上限に出しています（計200万
円となる）。しかしこのまま長くは続けられないと思いますので，今後どのようにするかをこの場で考えて
ほしい。

　　 工藤会長：ここで資料３の秦先生の時のPlus One報告書をご覧ください。参加人数は総数76名。支出が187万
円で，本部から50万円，残りの137万円を中四から出しました。平松理事より話があったとおり，今後，中四
学会はどうするかを考えましょう。

　　 平松理事：年間150万円は中四学会の予算からすると多い。学会として繰越金の1000万円はキープしておきた
い。ハンズオンではない何かを若者向けに考えてほしい。150万円を見直しする時期に入っているのでは？

　　 工藤会長：J-CIMELSは橋井康二先生がボランティアなので安く済んだ。腹腔鏡はほぼメーカーが持った。中
四に迷惑かけずに，今後はこういう考えにしてみては。予算の上限をどれくらいにするか。

　　 平松理事：全員で何人が来るかどうかだが。黒字になればいいけど。
　　 下屋理事：倉敷での開催時は結構かかりました。学生・研修医が興味あるのは金がかかるハンズオン。シ

ミュレーションやALSOなど。レクチャーは安いけど，学生の興味はどうか？　学会の基金が4000万円あり
ます。年間100万円ずつ減るのはどうかとも思うが，減り幅を50万円くらいにして，予算100万円は確保し
て，あまり減らさない方が良いのでは。

　　 杉山理事：J-CIMELSはALSOに比べて格段に安い。ハンズオンはメーカー主導でしてくれるのですか。
　　 工藤会長：会場費はこちら持ちだが，今回はメーカーが経費を持ってくれた。J-CIMELS 18000円／人は各大

学負担として，これで50万円削減が可能。意見無い様なら100万円に減額してみて様子を見ては。数年これで
してみてどうなるか。

　　 平松理事：どういう風なものに若者は興味があるか。
　　 原田理事：サマースクールは学生，初期研修医１年が対象。Plus Oneは初期２年。中四でするのは良いこと

だが，誰をターゲットにするのか？　Plus Oneでサマースクールの２番煎じをするのもどうか。中四での開
催をやめて，中央に注力するのもどうか。

　　 工藤会長：これまでのPlus Oneの結果が出ているかどうかをみていく必要がある。２年目は産婦人科医にな
るのを決めているから，サマースクールに行かせても意味が無い。もう少しレベルが高いことをさせた方が
いい。

　　 原田理事：今後もPlus Oneをするのはするし予算も絞れるが，何を求めて誰をターゲットとするか。
　　 工藤会長：中四でPlus Oneは，これまでに３-４回しています。
　　 平松理事：Plus One参加者がどうなったか，どこで産婦人科医になっているのかを調べてみましょう。今後

の話し合いのデータになります。各大学の医局長に調査を依頼し，まとめたのを来年の理事会に提出しても
らいましょう。

　　 杉山理事：来年度は，内視鏡と産科関連で予定しています。
　　 平松理事：平成30年度の予算案（愛媛大学主催）から，Plus Oneの予算を100万円にしましょう。
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　　 そして予算案は，全会一致で承認された。
３） 次期および次々期開催の件
　　 平松理事から，来年の（第71回）本会は平成30年９月22，23日に松山市で杉山教授が開催されること。また

第72回は，鳥取大学の原田教授に米子市でお願いしますとの報告があった。
４） 役員交代について
　　 各役員の交代については別紙の如く改選された。期間は平成29年９月25日から平成30年９月23日までとす

る。
５） 名誉会員推戴について
　　 工藤会長から，岡山産科婦人科学会より平松祐司先生，徳島産科婦人科学会より中山孝善先生，山口産科婦

人科学会より伊東武久先生，広島産科婦人科学会より吉田信隆先生の計４名の推薦があったことが報告され
た。また名誉会員の推戴については，会則にのって決めている旨が伝えられた。

　　 杉野理事：徳島の中山先生に関してですが，これまでは遠慮して，本学会に十分な貢献がある人を慎重に推
薦してきました。この先生は医会では活躍されているが，学会では２年間しか役員をされていない。県の推
薦者が良ければ，それでよいのでしょうか。

　　 平松理事：各県の意見を尊重してよいのでは。広くは産婦人科のために貢献した人を推戴してもよいので
は。その辺はこれまであまり厳しくしていません。

　　 杉野理事：承知しました
　　 上記の協議の結果，４名の先生全員の名誉会員への推戴が承認された。

　　 下屋理事：「中国四国産科婦人科学会々則」（内規）第４条の名誉会員選出に関する一文ですが，「評議員
会」に報告するは，「理事会」に報告するでは？

　　 平松理事：各県産科婦人科学会より「理事会」に申請され，「理事会」がこれを審議する。そして「評議員
会と総会で報告する。」との文言を追加してください。また2017.9.24改訂と記載ください。

　　 上記につき全会一致で承認された

　　 また工藤会長より，名誉会員である関場　香先生，平位　剛先生のご逝去につき報告があった。［香川　高
田　茂先生を追加（事務局）］

６）最後に平松理事より退任のご挨拶があった。

工藤会長より閉会の辞あり，閉会。
以上
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第70回 中国四国産科婦人科学会理事会議事
１．会　長　挨　拶
２．報　告　事　項
　１）平成28年度会員数および会費納入状況

県 名 会員数 会費納入者数 会費納入額（円）

鳥　　　取 89 82 410,000

島　　　根 94 92 460,000

山　　　口 154 134 670,000

広　　　島 322 271 1,355,000

岡　　　山 287 258 1,286,000 ※

徳　　　島 139 129 645,000

高　　　知 75 67 335,000

愛　　　媛 150 137 685,000

香　　　川 111 99 495,000

計 1,421 1,269 6,341,000

会員数（免除者を含む，平成28．8．31現在）　 会費納入者数　平成29．6．30現在
※　学生会員１名：会費1,000円含む

　２）平成29年度会費納入状況（平成29．8．31現在）

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

除者数

鳥　取 86 395,000 7 徳　島 136 360,000 13

島　根 93 465,000 0 高　知 78 340,000 10

山　口 152 640,000 20 愛　媛 151 555,000 20

広　島 320 1,305,000 45 香　川 105 485,000 5

岡　山 288 980,000 37 計 1,409 5,525,000 157 

会員数（免除者を含む）

　３）会誌発行状況

平　成
28年度

第65巻１号 １，７００部 138頁 原著21
第65巻Supplement １，７００部 89頁 演題102
第65巻２号 １，７００部 175頁 原著32

平　成
29年度

第66巻１号 １，７００部 207頁 原著35
第66巻Supplement １，７００部 76頁 演題93
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３．協　議　事　項
　１）平成28年度　中国四国産科婦人科学会決算書

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

１．会　　　  費 6,280,000 6,341,000 61,000
当年度会費 6,280,000 6,306,000 26,000 @5,000×1,261名 @1,000×1名
過年度会費 0 35,000 35,000 @5,000×7名

２．機 関 誌 収 入 1,840,000 1,939,703 99,703
刊行協力費 300,000 290,000 △ 10,000 広告費
掲　載　料 1,500,000 1,601,179 101,179 投稿料・超過別冊代

文献許諾・包括利用使用料・ 
許諾抄録利用料 40,000 48,524 8,524 メディカルオンライン・

医学中央雑誌
３．利　　　  息 20,000 7,453 △ 12,547

小　　　計 8,140,000 8,288,156 148,156
４．前年度繰越金 12,448,014 12,448,014 0

収 入 合 計
＊＊

20,588,014 20,736,170 148,156
　
　支　出　の　部

科　　　目 予　算　額 決　算　額 増　　　減 備　　　考
１．総 　会　 費 1,500,000 1,500,000 0 香川大学へ
２．機関誌刊行費 5,650,000 4,708,693 △ 941,307

印　刷　費 4,300,000 3,400,056 △ 899,944
発　送　費 250,000 239,617 △ 10,383
編集協力費 1,000,000 1,000,000 0
英文校正代 100,000 69,020 △ 30,980

３．委 員 会 費 100,000 100,000 0
４．学 会 賞 費 30,000 0 △ 30,000
５．名誉会員表彰 90,000 51,840 △ 38,160 ２名分
６．管　 理 　費 1,200,000 1,107,923 △ 92,077

事務局人件費 1,000,000 1,000,000 0
通 信 事 務 費 100,000 17,400 △ 82,600
消 耗 品 費 100,000 90,523 △ 9,477 文具・コピー代等

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

８．公募研究助成金 300,000 300,000 0 岡山大学へ

９． Plus One産婦人科セミナー 1,500,000 1,371,563 △ 128,437 経腟急速遂娩術のセミナー
開催費

小　　　計
＊

10,520,000 9,226,419 △ 1,293,581
予　備　費 10,068,014 △ 10,068,014

○

次 年 度 繰 越 金 11,509,751
支 出 合 計 20,588,014 20,736,170 148,156

　　収入合計 支出合計 次年度繰越金
　　20,736,170＊＊－ 9,226,419＊ = 　11,509,751○

　　中国四国産科婦人科学会学術基金 40,000,000

　平成28年度決算につき慎重に監査いたしましたところ，正確かつ妥当であることを認めます。
　　平成29年８月    
 監事　江　尻　孝　平　　㊞
 　　　　内　藤　博　之　　㊞
　中国四国産科婦人科学会
　　　会長　工　藤　美　樹　殿
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　２）平成29年度　中国四国産科婦人科学会予算案
　収　入　の　部

科　　　目
平成28年度
予　　算

平成29年度
予　　算

増　　減 備　　考

１．会　　　  費 6,280,000 6,260,000 △ 20,000 @5,000×1,252名分
２．機 関 誌 収 入 1,840,000 1,840,000 0

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

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

医学中央雑誌
３．利　　　  息 20,000 20,000 0

小　　　計 8,140,000 8,120,000 △ 20,000
４．前年度繰越金 12,448,014 11,509,751 △ 938,263

＊＊

収 入 合 計 20,588,014 19,629,751 △ 958,263

　支　出　の　部

科　　　目
平成28年度
予　　算

平成29年度
予　　算

増　　減 備　　考

１．総 　会　 費 1,500,000 1,500,000 0 広島大学へ
２．機関誌刊行費 5,650,000 5,450,000 △ 200,000

印　刷　費 4,300,000 4,100,000 △ 200,000
発　送　費 250,000 250,000 0
編集協力費 1,000,000 1,000,000 0
英文校正代 100,000 100,000 0

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

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

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

＊

小　　　計 10,520,000 10,320,000 △ 200,000
○

予　備　費 10,068,014 9,309,751 △ 758,263
支 出 合 計 20,588,014 19,629,751 △ 958,263

　　収入合計 支出合計 （繰越金以外）
　　19,629,751＊＊－ 10,320,000＊ = 9,309,751○
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平成29年度
第42回岡山産科婦人科学会
総会ならびに学術講演会

日時：平成29年11月19日（日）
会場：川崎医科大学　現代医学教育博物館　２階大講堂

一般講演
　第１群（10：05～10：55） 座長　長谷川　雅　明　先生（倉敷中央病院）
　１）子宮内膜吸引組織診により診断され内科的治療ができた骨盤放線菌症の１例
 川崎医科大学総合医療センター　産婦人科１），病理科２）

 　藤原　道久１）・香川　幸子１）・物部　泰昌２）・本郷　淳司１）

　２）「がんと生殖医療を考えるネットワーク　OKAYAMA」の試み
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　産科・婦人科学教室１），
 岡山大学大学院保健学研究科２），岡山二人クリニック３）

 　 酒本　あい１）・松岡　敬典１）・藤田　志保１）・久保光太郎１）

 　長谷川　徹１）・小谷早葉子１）・鎌田　泰彦１）・増山　　寿１）

 　中塚　幹也２）・羽原　俊宏３）・林　　伸旨３）

　３）アロマターゼ阻害剤（レトロゾール）によるOHSS予防効果と臨牀成績の検討
 岡山二人クリニック
 　羽原　俊宏・増本　由美・小坂由紀子・寺田さなえ・吉岡奈々子
 　林　　伸旨

　４）交通外傷にて救急搬送され，卵管妊娠破裂だった一例
 倉敷中央病院　産婦人科
 　障子　章大・西川　貴史・西村　智樹・原　　理恵・安井みちる
 　稲葉　　優・井上　彩美・高口　梨沙・黒岩　征洋・田尻佐和子
 　上田あかね・清川　　晶・福原　　健・中堀　　隆・本田　徹郎
 　高橋　　晃・長谷川雅明

　５）流産子宮内容除去術後の子宮に認めた腫瘤性病変の１例
 川崎医科大学卒後臨床研修センター１）

 川崎医科大学附属病院　産婦人科２）

 　齋藤　　渉１）・村田　卓也２）・鈴木聡一郎２）・松本　　良２）

 　松本　桂子２）・羽間夕紀子２）・杉原　弥香２）・佐野　力哉２）

 　石田　　剛２）・村田　　晋２）・中井祐一郎２）・中村　隆文２）

 　塩田　　充２）・下屋浩一郎２）

地 方 学 会 欄



378 Vol.66 No.2

第２群（10：55～11：45） 座長　中　村　圭一郎　先生（岡山大学）
　６）子宮腺筋症核出術を行った２例
 岡山市立総合医療センター　岡山市立市民病院　産婦人科
 　桐野　智江・平松　祐司・根津　優子・新家　朱理・小橋　勇二

　７）巨大子宮頸部筋腫に対する逆行性子宮全摘術の一例
 岡山市立総合医療センター　岡山市立市民病院　産婦人科
 　根津　優子・平松　祐司・桐野　智江・新家　朱理・小橋　勇二

　８）ワーファリン使用例の子宮全摘術の１例
 岡山市立総合医療センター　岡山市立市民病院　産婦人科
 　新家　朱理・平松　祐司・根津　優子・桐野　智江・小橋　勇二

　９）当院の胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術の手術成績
 川崎医科大学　産婦人科
 　松本　　良・村田　　晋・鈴木聡一郎・松本　桂子・羽間夕紀子
 　杉原　弥香・佐野　力哉・石田　　剛・村田　卓也・中井祐一郎
 　中村　隆文・塩田　　充・下屋浩一郎

　10）腹腔鏡下子宮筋腫核出術におけるin bag power morcellationの検討
 川崎医科大学　卒後臨床研修センター１），川崎医科大学　産婦人科２）

 　荒木　皓光１）・鈴木聡一郎２）・佐野　力哉２）・松本　　良２）

 　松本　桂子２）・羽間夕紀子２）・杉原　弥香２）・石田　　剛２）

 　村田　　晋２）・村田　卓也２）・中井祐一郎２）・中村　隆文２）

 　下屋浩一郎２）・塩田　　充２）

特別講演（13：00～14：00） 座長　下　屋　浩一郎　先生（川崎医科大学）
　「他科から紹介される産婦人科疾患：感染症・炎症性疾患，稀少部位　子宮内膜症」
  熊本大学大学院生命科学研究部　先端生命医療科学部門
 成育再建・移植医学講座

片渕　秀隆　教授

教育講演（14：00～14：25） 座長　下　屋　浩一郎　先生（川崎医科大学）
　「岡山県における周産医療の現況と課題」
 岡山市立総合医療センター，岡山県周産期医療協議会委員長

平松　祐司　先生

第３群（14：30～15：20） 座長　鎌　田　泰　彦　先生（岡山大学）
　11）当院にて経験した後屈妊娠子宮嵌頓症の症例
 倉敷中央病院　産婦人科
 　黒岩　征洋・西川　貴史・西村　智樹・原　　理恵・安井みちる
 　稲葉　　優・井上　彩美・高口　梨沙・障子　章大・上田あかね
 　清川　　晶・田尻佐和子・福原　　健・中堀　　隆・本田　徹郎
 　高橋　　晃・長谷川雅明
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　12）妊娠28週に発症した脳梗塞合併妊娠の１例
 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター　産婦人科
 　村田　　圭・吉田　瑞穂・矢野　肇子・福井　花央・萬　　もえ
 　大岡　尚美・塚原　紗耶・政廣　聡子・沖本　直輝・立石　洋子
 　熊澤　一真・多田　克彦

　13）黄疸を契機に診断に至り，DICを発症したが母児を救命できた臨床的急性妊娠脂肪肝の一例
 倉敷中央病院　産婦人科
 　西川　貴史・西村　智樹・原　　理恵・安井みちる・稲葉　　優
 　井上　彩美・高口　梨沙・障子　章大・黒岩　征洋・上田あかね
 　清川　　晶・田尻佐和子・福原　　健・中堀　　隆・本田　徹郎
 　高橋　　晃・長谷川雅明

　14）当院における骨盤位分娩の周産期予後の検討
 岡山愛育クリニック
 　野口　聡一・菊井　敬子・中田　高公

第４群（15：20～16：10） 座長　本　郷　淳　司　先生（川崎医科大学）
　15）微分方程式を用いて解析した非妊時BMIと産褥３日目の母乳分泌量との関係
 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター　産婦人科１）

 岡山大福クリニック２）

 　多田　克彦１）・宮木　康成２）・福井　花央１）・萬　　もえ１）

 　吉田　瑞穂１）・塚原　紗耶１）・大岡　尚実１）・沖本　直輝１）

 　政廣　聡子１）・立石　洋子１）・熊澤　一真１）

　16）人工知能のコルポスコピー診断
 岡山大福クリニック１），三宅医院２）

 　宮木　康成１）・小田　隆司１），２）・小國　信嗣２）・高吉　理子２）

 　佐藤　　靖２）・柴田　真紀２）・清川麻知子２）・橋本　　雅２）

 　高田　智价２）・三宅　貴仁２）

　17）肺への転移が疑われた卵巣粘液性境界悪性腫瘍の１例
 岡山赤十字病院　産婦人科
 　樫野　千明・渋川　昇平・三枝　資枝・片山　典子・佐々木佳子
 　大村由紀子・林　　裕治

　18）子宮平滑筋肉腫再発に対し，エリブリン，トラベクテジンを投薬経験した１症例
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　産科・婦人科学教室
 　依田　尚之・楠本　知行・西條　昌之・西田　　傑・小川千加子
 　中村圭一郎・増山　　寿

　19）当院における婦人科悪性腫瘍内視鏡手術の現況
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　産科・婦人科学教室
 　楠本　知行・依田　尚之・西條　昌之・西田　　傑・原賀　順子
 　小川千加子・中村圭一郎・増山　　寿
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　20）当院での遺伝性乳癌卵巣癌症候群における予防的卵巣卵管摘出術の経験
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　産科・婦人科学教室
 　小川千加子・楠本　知行・原賀　順子・依田　尚之・西條　昌之
 　西田　　傑・中村圭一郎・増山　　寿
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（注意 ― 医師等の処方箋により使用すること）

天然型黄体ホルモン製剤 薬価基準未収載

処方箋医薬品
プロゲステロン腟用カプセル

http://www.fujipharma.jp
富山県富山市水橋辻ヶ堂1515番地

〔資料請求先〕








