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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２号（2019年５月発行予定）の原

稿を募集しております。

　応募者は，本号に掲載している最新の投稿規程に従い御投稿ください。

　多数の御投稿をお願い申し上げます。

締切日　2018年12月25日（火）（必着）

※年末は郵便事情が悪化いたします。

出来ましたら12月20日頃迄には御投函下さい。

＜送付先・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

切日は厳守下さいますようお願い申し上げます。
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（会　　　則）

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

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

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

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

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

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

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

当る。
第８条  本会の運営に必要な経費は会員数に応じて各県産科

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

第９条  本会則の改定は評議員会の議を経て総会に報告する
ものとする。

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

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

（内　　　規）

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

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

る。
　　　　５） 原著掲載料として組上り６頁を越える印刷代及

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

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

産科婦人科学会，産婦人科医会との連絡，その
他本会の運営に必要な事項。

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

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

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

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

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

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

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

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

　　　　　　 また，応募者は関連論文５編以内と履歴書を添
付する。

　　　　２） 学会賞に応募，又は推薦を希望するものは本学
会々員に限る。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第６条  本内規の改変は評議員会の議を経なければならな
い。

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



会　長　　原　田　　　省（鳥取）

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

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

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

　　　　　増　山　　　寿（岡山）　　　

監　事　　岩　部　富　夫（鳥取）　江　尻　孝　平（岡山）　　

幹　事　　谷　口　文　紀（鳥取）　鎌　田　泰　彦（岡山）　　

委員会委員名

運営委員会　　委員長　原　田　　　省（鳥取）　　　

　　（副）杉　山　　　隆（愛媛）　増　山　　　寿（岡山）　　

　　　　　谷　口　文　紀（鳥取）　早　田　　　桂（岡山）　　

学術委員会　　委員長　原　田　　　省（鳥取）　　　

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

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

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

　　　　　増　山　　　寿（岡山）　　　

財務委員会　　委員長　増　山　　　寿（岡山）　　　

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

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

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

編集委員会　　委員長　増　山　　　寿（岡山）　　　

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

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



（鳥取）伊　藤　隆　志　　岩　部　富　夫　　谷　口　文　紀　

（島根）金　崎　春　彦　　栗　岡　裕　子　　中　山　健太郎　

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

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

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

（山口）田　村　博　史　　沼　　　文　隆　　藤　野　俊　夫　

（徳島）春　名　　　充　　前　川　正　彦　　安　井　敏　之　

（香川）金　西　賢　治　　田　中　宏　和　　藤　田　卓　男　

（愛媛）越　智　　　博　　矢　野　浩　史　　横　山　幹　文　

（高知）池　上　信　夫　　林　　　和　俊　　濱　脇　弘　暉　

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

（鳥取）長　田　昭　夫　　前　田　一　雄　　寺　川　直　樹　

（島根）北　尾　　　学　　宮　﨑　康　二　　小　村　明　弘　

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

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

　　　　平　松　祐　司　　　

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

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

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

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

　　　　三　谷　　　弘　　中　山　孝　善　　

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

　　　　原　　　量　宏　　樋　口　和　彦　　

（愛媛）福　井　敬　三　　池　谷　東　彦　　

（高知）相　良　祐　輔　　玉　井　研　吉　　深　谷　孝　夫　

中国四国産科婦人科学会
名　誉　会　員



■名称について

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

■投稿について

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

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

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

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

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

■原稿の採否について

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

■論文の種類と原稿枚数

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

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

■論文の書き方

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

学 術 論 文 投 稿 規 程



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

員と論文の表題を入れ次のように掲載する。
　　本邦の雑誌名は，日本医学雑誌略名表（日本医学図書館協会編）に，欧文誌はIndex Medicsによる。
７． 投稿にあたり個人情報の取扱いは個人情報保護法を遵守すること。特に症例について記載する時には，

プライバシーの保護の観点から，必要最小限の情報のみ記載することとする。（例えば，明確な日付けは
記載せず，第３病日，３年後，７日前といった記載法とする。摘出標本，病理組織，画像の中に含まれ
ている個人を特定できる番号などは削除する。）また，対象となる個人からは同意を得ておくことが望ま
しい。

８． ガイドラインに記載されていないコンセンサスの得られていない診療方針を含む症例報告，臨床研究や
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子宮内胎児死亡を伴う常位胎盤早期剥離に対して
フィブリノゲン製剤投与が有効であった１症例

福井　理仁・鎌田　周平・木内　理世・山本　哲史・古本　博孝

徳島市民病院　産婦人科

Usefulness of fibrinogen concentrate for placental abruption with intrauterine fetal death: 
A case report

Rijin Fukui・Shuhei Kamada・Riyo Kinouchi・Satoshi Yamamoto・Hiroyuki Furumoto

Department of Obstetrics & Gynecology, Tokushima municipal Hospital

産科大量出血症例においては，極度の血中フィブリノゲン量低下を伴う，消費性凝固障害が特徴的である。特に常位胎盤早
期剥離などでは，消費性凝固障害が著明となる。そのような症例に対しては，フィブリノゲン製剤を投与することで，短時
間に血中フィブリノゲン値を，止血可能な領域にまで上昇させることが可能である。当院では産科大量出血への，フィブリ
ノゲン製剤投与を倫理委員会にて承認している。今回の症例は45歳，初産婦。妊娠34週０日に，腹痛と子宮出血を発症し来
院した。来院時に子宮内胎児死亡を伴う，常位胎盤早期剥離と診断し，ただちに人工破膜を施行した。入院時の血中フィブ
リノゲン値は，77 mg/dLと著明に低下しており，子宮出血も増加していたため，フィブリノゲン製剤３gを投与しつつ，経
腟分娩に至った。引き続いて新鮮凍結血漿４単位，赤血球製剤４単位，および血小板製剤10単位の投与も行った。フィブリ
ノゲン製剤投与後，血中フィブリノゲン値は，短時間で158 mg/dLまで上昇し，出血も著明に減少した。総出血量は2100 mL
であった。

In massive obstetric hemorrhage, consumptive coagulopathy accompanied by extreme blood fibrinogen level 
reduction is a characteristic feature. Especially in placental abruption, consumptive coagulopathy becomes 
prominent. In such cases, it is possible to quickly increase the fibrinogen level by administering fibrinogen 
concentrate. In our hospital, the ethical committee approves the use of fibrinogen concentrate to treat massive 
obstetric hemorrhage. Our patient was a 45-year-old primipara with abdominal pain and uterine bleeding at 
the 34th week of gestation who was diagnosed with placental abruption and intrauterine fetal death at the time 
of her arrival. We immediately induced artificial membrane rupture. The fibrinogen level at hospitalization 
was markedly reduced (77 mg/dL). Therefore, 3 g of fibrinogen concentrate was administered and the infant 
was delivered. Subsequently, 4 units of fresh-frozen plasma, 4 units of red cell concentrates, and 10 units of 
platelet concentrates were also administered. Thereafter, the fibrinogen level quickly increased to 158 mg/dL 
and the bleeding was markedly reduced. The total bleeding volume was 2100 mL.

キーワード：フィブリノゲン製剤，産科大量出血，常位胎盤早期剥離
Key words：fibrinogen concentrate, massive obstetric hemorrhage, placental abruption

緒　　　言

　産科大量出血においては，消費性凝固障害の強い播
種性血管内凝固症候群（DIC）の存在が，特徴的であ
る１）。特にフィブリノゲンの消費が顕著となることで，
止血困難な状態へ短時間で進行することが，最大の臨床
的問題である。そして子宮内胎児死亡を伴う，常位胎盤
早期剥離（以下早剥）症例においては，胎盤後血腫か
ら，母体へ大量に流入する組織因子のために，凝固障害
が顕著となる２）。そのような症例に対しては，人工破膜
などにより，子宮内圧減少や早期の分娩をはかり３），さ
らにフィブリノゲン製剤（fibrinogen concentrate: 以下

FC）を投与することなどで，凝固障害を抑制し，速や
かな止血をはかろうとする治療法が，海外ではコンセン
サスを得ている４）。
　しかし本邦において，産科大量出血へのFC使用は保
険適応外である。よって当院においては予め倫理委員会
を設け，FCの産科大量出血への投与を承認している（課
題番号　2017-09）。今回我々は，子宮内胎児死亡・早剥
の産科大量出血症例に対し，人工破膜による経腟分娩誘
導，およびFC投与などを行い，比較的早期に止血し得
た症例を経験したので報告する。
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症　　　例

45歳，未産婦。自然妊娠。当科にて妊娠初期より健診を
行っていた。
現病歴：妊娠34週０日，6:00ころより下腹痛と不正出血
を自覚した。その後症状が増悪するために，15:30に当
科受診となった。
来院時所見：意識清明。腹壁やや硬。不規則な子宮収縮
あり。
血圧127/84 mmHg，心拍数92回/分。Shock Index 
（SI）：0.72。
内診所見：中等量の子宮出血を認めた。子宮口は一指開
大程度。
経腹超音波検査：子宮内胎児死亡ならびに，胎盤肥厚を
認めた。
臨床所見より子宮内胎児死亡を伴う早剥を考え，経腟分
娩誘導を方針とした。
入院時血液検査（表１）：WBC 15100/μL，Hb 9.7 g /
dL，Plt 7.8万/μL，PT 14.4秒，PT-INR 1.21，フィブリ
ノゲン値（以下Fib値） 77 mg/dL，FDP 435.9 μg/mL，

出血時間5.0分。産科DICスコアは９点であった。
　Fib値の著明な低下と，FDPの異常高値，血小板減少
などから，早剥に起因するDICの進行と，急速な線溶亢
進に伴う高度なFib消費・減少，そして今後の出血増加
を考え，早期の胎児胎盤娩出ならびに，FC投与を行う
こととした。さらに新鮮凍結血漿（FFP）や赤血球製剤
（RCC），血小板製剤（PC）の投与も，引き続いて行う
こととした。
臨床経過（図１）：まず人工破膜（16:30）を施行し，そ
の後FC ３gの急速投与（17:30）を行った。FCの使用に
関しては，当院の倫理委員会で承認済みであるが，保険
適応外使用であることなどを，本人と家族にインフォー
ムドコンセントし，書面での承諾を得たうえで行った。
　人工破膜後，比較的早期に周期的子宮収縮が出現・増
強し，分娩が急速に進行して児娩出に至った（17:50）。
　死産児は1690 g（-1.29SD）であった。胎盤母体面に
付着する血腫を認め，肉眼的胎盤剥離領域は，胎盤の約
40％程度と思われた（図２）。胎盤病理組織検査では，
絨毛膜下の血腫および脱落膜出血を認め，早剥所見に矛
盾しないものであった（図３）。

図１　臨床経過

表１　各検査値の推移
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　分娩開始時より子宮出血が増加し，分娩後も子宮腔内
からの持続出血を認めたため，子宮収縮剤ならびにFFP
（18:00），RCC（18:50）そしてPC（20:00）投与なども
行いつつ対応した。計測可能な出血量は，来院から分娩
までは約1200 mL，分娩後20分間で約700 mLであった。
しかしその後，子宮出血は急速に減少し，FC投与後２
時間以降には，ほとんど外出血を認めなくなった。総出
血量は約2100 mLであった。
　Fib値は，FC投与開始後約40分（18:12）には158 mg/
dL，５時間後（22:30）には203 mg/dLと急速に上昇し
た。またFib値の上昇とは逆に，FDP値は345μg/mL
（18:12）から76μg/mL（22:30）へと減少を認めた。
使用した血液製剤・輸血総量は，FC ３g，FFP ４単位， 
RCC ４単位，PC 10単位であった。
　その後再出血することもなく，分娩後５日目に退院と
なった。

考　　　察

　産科大量出血においては，消費性凝固障害の強いDIC
が特徴的である。特に胎児死亡を伴う早剥症例において
はそれが顕著となる。これは胎盤からの組織因子（tissue 
factor）が，胎盤後血腫を通して，大量に母体血中へ流
入し，その結果，凝固系および線溶系が高度に活性化さ
れ，あらゆる凝固因子の消費がおこるためである２）。特
にフィブリノゲンの消費・減少による凝固障害は，他の
凝固因子減少の影響に先んじて発生する。これは他の凝
固因子の止血可能最低レベルが，正常値の約20％である
のに対して，フィブリノゲンのそれは，約40％と高いた
めである５）。よって産科大量出血のDICにおいては，血
中Fib値が凝固障害の程度と，出血増加の予測指標など
として有用と思われる。おおむね血中Fib値が150 mg/
dLを切ると，止血機能が急速に低下し，100 mg/dLを
切ると高度な止血不能状態に陥ると言われている１）。ま

た同時に発生する，過剰なプラスミン産生による線溶亢
進状態は，フィブリノゲンの極度な分解を惹起する。そ
の結果，血中のFDP値が著増する。よってこの血中Fib
値とFDP値を，産科DIC治療の指標のひとつとしてとら
えることができる。本症例においても入院直後の血液検
査で，Fib値77 mg/dL, FDP値435.9 μg/mLと，極度な
低フィブリノゲン血症および，フィブリノゲン分解亢進
状態を示していた。
　このようなDICの進行を止めるためには，胎盤後血腫
から母体へ流入し続ける，組織因子を遮断することが，
先決かつ有効と思われる。そのためには，早急に胎盤の
除去を行う必要があり，方法としては経腟分娩か帝王切
開の選択肢となる。この選択に関しては以前から議論の
あるところだが，本症例ではまず人工破膜を行い，子宮
内圧を減じたうえでの経腟分娩を選択した。この減圧に
よって，組織因子の母体血中への流入を，減少させるこ
とができると考えたからである３）。また経腟分娩を選択
することで，帝王切開を行った場合に発生しうる，複数
の侵襲部位からの出血，そして子宮摘出という最悪の事
態を，防ぐことができると判断した。本症例では，人工
破膜後に自然陣痛が発来し，その後自然に陣痛増強する
ことで，速やかな分娩へと進行した。その結果FDP値
は，分娩後に76μg/mLにまで減少し，DIC状態の著明
な改善を認めた。
　しかし侵襲の少ない経腟分娩とはいえ，前述のような
顕著な低フィブリノゲン血症下においては，早剥部位の
子宮筋からの出血が，分娩中において止血不能な状態
で，持続していると考えるべきであろう。そして分娩後
には，さらに広い胎盤剥離部からの出血が発生するた
め，分娩終了までに，凝固障害を極力改善しておくこと
が重要と思われる。菊池らの報告では，早剥・胎児死亡
例の経腟分娩において，分娩所要時間の長い症例がむし
ろ，総出血量が少ない結果となっている６）。これは分娩

図２　胎盤の肉眼的所見。矢印は肉眼的胎盤剥離部分 図３　 胎盤病理所見（ミクロ：HE染色）矢印は絨毛膜下血腫（脱
落膜出血）
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中の，FFP投与による凝固能改善が，分娩終了までにあ
る程度達成されることで，分娩後の出血を減少させ得
た結果だとされている。ただしこの報告では，FCの投
与は行っていない。本症例においては，分娩中にFC投
与を開始し，分娩終了までに，ほぼ３gの投与が終了し
ていた。Fib値は，入院時77 mg/dLであったが，FC投
与後約40分で158 mg/dLにまで上昇しており，止血のた
めの最低目標Fib値に到達していた。そして来院から分
娩後20分までの出血量は，約1900 mLであったが，その
後は急速に出血量が減少し，総出血量は約2100 mLに収
まった。
　本症例において，分娩後比較的早期に出血が減少した
理由は，速やかな分娩終了により，胎盤性組織因子の母
体流入を短時間で遮断し得たこと，それと同時にFC投
与によって，急速に血中Fib値を上昇させ，凝固能改善
をなし得たことの，両者の効果によると考える。
　今回のFC使用で投与したフィブリノゲン量は３ gで
あり，これは血中Fib値を約100 mg/dL上昇させ得る
量である７）。実際に当患者のFib値は，FC投与後40分
で81 mg/dL上昇し，その後も上昇し続けた。仮にFFP
で，同量のフィブリノゲン量を投与しようとすれば，
約12単位1440 mLのFFPが必要となる。そのような大
量のFFPを，短時間で解凍・投与することは現実的で
なく，また輸血関連循環負荷（Transfusion-Associated 
Circulatory Overload: TACO）やナトリウム過剰負荷
などによる心不全，肺水腫発生などのリスクも増加す
る１）８）。本症例においてFFP投与は，準備の都合などの
理由で分娩後から開始され，最終的に４単位の投与のみ
であった。このFFP投与は，分娩後の凝固因子の緩徐な
補充と，それによる産後の新たな出血抑制の役割は，果
たしたであろう。しかし急速なフィブリノゲン補充を必
要とするフェイズにおいては，やはりFC投与が最も有
効であると思われた。
　今回の症例は早剥・胎児死亡例であり，これは産科
大量出血疾患群において，早期のDIC治療が特に奏功す
る病態である。よってFC投与による治療効果も，現れ
やすいものと思われる。逆にFC投与の効果が現れにく
い，もしくは通常のFC投与では，対応しきれない病態
が，羊水塞栓症や子宮破裂（頸管裂傷なども含む）な
どと言われている７）。特に羊水塞栓症においては，DIC
の進展や出血の増加速度が，あまりにも早急であるため
に，補充した凝固因子の量を上回る消費が，発生してい
ると言われている７）。そのような症例では，フィブリノ
ゲン以外の凝固因子活性も，止血閾値を下回り，危機的
な状況に陥っているため，相当量のFCやFFP投与，大
量輸血や活性型第Ⅶ因子製剤投与，そして動脈塞栓術や
外科的処置なども，考慮するべきかもしれない。
　なお産科大量出血に対するFC投与は，本邦では保険

適応外であるということも，重要な課題である。
　日本産婦人科学会，周産期委員会は，本邦における
FC使用実態調査を行い，FC使用による有効的な凝固能
改善と，妊産婦の救命への寄与を確認した７）。そして日
本産科婦人科学会などから厚生労働省に対し，FC使用
の適応追加の要望が出されているが，未だに進展は見
られない９）。よってFC使用に関しては，各施設におけ
る，倫理委員会の承認のもとに，患者サイドへのイン
フォームドコンセントと承諾が必要と思われる。また料
金の問題なども，各施設での独自対応が求められる。
FC投与はその有効性と安全性にもかかわらず，未だに
その使用へのハードルがあるということに矛盾を感じる
が，今後もFC使用が必要な症例に対しては，適宜使用
することをためらうべきではないと考える。
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腟式子宮全摘術を機に発見された子宮悪性腫瘍の３例

川﨑　正憲・熊谷　正俊・甲斐　一華・大森　由里子・濵﨑　晶 
中島　祐美子・児玉　美穂・上田　克憲・内藤　博之

県立広島病院　産婦人科

Three cases of uterine cancer diagnosed after transvaginal hysterectomy

Masanori Kawasaki・Masatoshi Kumagai・Itsuka Kai・Yuriko Oomori・Aki Hamasaki 
Yumiko Nakashima・Miho Kodama・Katsunori Ueda・Hiroyuki Naito

Department of Obstetrics and Gynecology， Hiroshima prefectural hospital

腟式子宮全摘術後に子宮悪性腫瘍と診断された症例を３例経験したので報告する。
症例１は59歳，不正性器出血があり，子宮下垂感を主訴に当院を受診。子宮頸部後唇の腫瘤の存在により外子宮口が確認で
きず，腟壁細胞診を行い，陰性であった。摘出子宮で子宮頸癌ⅠＢ2期（扁平上皮癌）と診断された。術後に放射線療法を追
加し，術後１年７ヶ月再発を認めていない。症例２は68歳，子宮脱のため当院を紹介受診。以前より不正性器出血を認めて
いた。超音波検査で子宮内膜は8.4 mmと肥厚を認めたが，子宮内膜細胞診は陰性であった。摘出子宮で子宮体癌ⅠB期（類内
膜腺癌G1）と診断され，再手術を行い両側付属器摘出術，骨盤リンパ節郭清を追加した。子宮体癌術後再発リスク分類は中
リスク群であったが，術後補助療法は希望されなかった。術後３年５ヶ月再発を認めていない。症例３は72歳，子宮脱のた
め当院を紹介受診。２年前から不正性器出血があったが，超音波検査で子宮内膜の肥厚は認めず，前医での子宮内膜細胞診
も陰性であった。摘出子宮で子宮体癌ⅠA期（類内膜腺癌G1）と診断された。両側付属器摘出術を追加し，術後２年１ヶ月
再発を認めていない。
症例１では頸部筋腫のため外子宮口の確認が困難であったことが正確な子宮頸部細胞診を困難にしており，偽陰性につな
がったものと考えられた。症例２，３は，不正性器出血の既往があり，術前に子宮悪性腫瘍の十分な検索が必要であったと考
えられる。

We encountered three cases of uterine cancer diagnosed after transvaginal hysterectomy for uterine prolapse. 
In Case 1, a 59-year-old woman presented at our hospital with vaginal bleeding and uterine prolapse. The 
external uterine os was difficult to find, to screen for myoma of the cervix. Her pap smear test result was 
negative for intraepithelial lesion or malignancy, and the diagnosis after surgery was stage IB2 cervical cancer. 
She received radiotherapy; 1 year and 7 months later, she is well, with no evidence of recurrence. In Case 2, 
a 68-year-old woman was referred to our hospital due to uterine prolapse. The diagnosis after surgery was 
stage IB endometrial cancer. She underwent bilateral salpingo-oophorectomy and pelvic lymphadenectomy 
but declined adjuvant therapy. Three years and 5 months later, she is well, with no evidence of recurrence. In 
Case 3, a 72-year-old woman was referred to our hospital due to uterine prolapse. The diagnosis after surgery 
was stage IA endometrial cancer. She underwent bilateral salpingo-oophorectomy. Two years and 1 month 
later, she is in good condition, with no evidence of recurrence. In all three cases, the smear tests yielded false 
negative results. Precautionary screening for cancer was necessary because of vaginal bleeding.

キーワード：子宮頸癌，子宮内膜癌，腟式子宮全摘術
Key words：cervical cancer, endometrial cancer, vaginal hysterectomy

緒　　　言

　当院では，主に子宮脱に対する根治術の一部として腟
式子宮全摘術を施行し，子宮摘出時に卵管と固有卵巣索
を切断し，付属器は温存している。術後に子宮悪性腫瘍
が判明した場合には追加治療が必要とされる可能性があ
る。今回，子宮脱術後に子宮悪性腫瘍が判明した３症例
を経験したため文献的考察を加えて報告する。

症　例　１

　年齢59歳，４妊４産，既往歴は特記なし。数年前より
子宮下垂感あり，不正性器出血と下腹部痛を主訴に当
院受診。子宮脱第２度と診断した。大きな腟内腫瘤の
存在により外子宮口が確認できず，腟壁細胞診を行い
NILMであった。MRIでは，５cm大の筋腫分娩様の所
見を認め，悪性所見の指摘はなかった（図１）。外子宮
口の位置が判明してから施行した子宮内膜細胞診は陰性
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であった。腟式子宮全摘術と前後腟壁形成術を施行した
ところ，腟内腫瘤は子宮頸部後唇より外向性に発育する
５cm大の腫瘤であった（図２ a）。腫瘤の病理組織診断
は平滑筋腫であったが，腫瘤の上皮の一部に扁平上皮癌
を認めた（図２ b，c）。筋層浸潤は４mmで頭尾側方向
に43mmにおよび，脈管侵襲を認めたが，断端遺残は認
めなかった。術後のCTでは明らかなリンパ節転移の所
見は認めなかった。子宮頸癌ⅠＢ2期と診断し，術後補
助療法として放射線治療（全骨盤照射50Gy/25回）を追
加した。術後１年７ヶ月明らかな再発徴候を認めていな
い。

症　例　２

　年齢68歳，３妊３産，既往歴は大腸癌，くも膜下出
血，水頭症。４年前より子宮脱，膀胱瘤に対しペッサ
リーで加療されていたが，滑脱を繰り返し，１年前より
不正性器出血を認めていた。子宮脱の根治術目的に当院
紹介となり，子宮脱第２度と膀胱瘤を認めた。経腟超
音波検査では子宮内膜は8.4mmと肥厚を認めたが，術前
に施行した子宮頸部細胞診はNILM，子宮内膜細胞診は
陰性であった。腟式子宮全摘術と前後腟壁形成術を施
行し，摘出子宮の病理組織診断は類内膜腺癌G1であっ
た。腫瘍は16×10mmで外向性に発育し，子宮体部筋層
の１/２以上の浸潤を認め，リンパ管侵襲を認めた（図
３）。子宮全摘から６週間後に骨盤リンパ節郭清，両側
付属器摘出術を施行した。摘出物に悪性所見を認めず，
術中に採取した腹腔洗浄細胞診も陰性であった。以上よ
り，子宮体癌ⅠＢ期 pT1bN0M0と診断した。脈管侵襲
を認め，子宮体癌術後再発リスク分類で中リスク群であ

り，化学療法をすすめたが希望されなかった。術後３年
５ヶ月明らかな再発徴候を認めていない。

症　例　３

　年齢72歳，３妊３産，既往歴は高血圧，虫垂炎。２年
前より不正性器出血あり，近医受診し子宮脱を指摘さ
れた。近医で２か月前に施行された子宮頸部細胞診は
NILM，子宮内膜細胞診は陰性であった。子宮脱根治術
目的に当院紹介となり，子宮脱第２度と診断した。経腟
超音波では異常を認めなかった。腟式子宮全摘術と前後
腟壁形成術を施行し，摘出子宮の病理組織診断は類内膜
腺癌G1であった。腫瘍は10×10mmで内向性に発育し，
筋層の１/２未満の浸潤を認め，脈管侵襲は認めなかっ
た（図４）。患者の希望に沿って両側付属器摘出術のみ
を追加する方針となった。開腹時に左卵管，卵巣固有靭
帯に沿って筋腫核が遺残しており，子宮全摘時に遺残し
たものと考えられたため，一塊に摘出した。摘出物に悪
性所見を認めず，腹腔洗浄細胞診も陰性であった。子宮
体癌ⅠＡ期 pT1aN0M0と診断し，術後補助療法は施行

図１　症例１のMRI T2強調画像（矢状断）
子宮から連続する腫瘤を認め，筋腫分娩が疑われた。

図２　症例１の摘出子宮肉眼所見と組織像
a：摘出子宮肉眼所見
b：破線で囲まれた部分に扁平上皮癌を認めた。
c：異型扁平上皮細胞の浸潤を認め，癌真珠を認める。（HE染色×100）
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しなかった。術後２年１ヶ月明らかな再発徴候を認めて
いない。

考　　　案

　子宮脱の治療として腟式子宮全摘術，腟壁形成術が施
行されることが多い。一方で，子宮悪性腫瘍の術式は子
宮摘出に加え，正確な進行期の診断あるいは治療を目的
に付属器摘出術，後腹膜リンパ節郭清または生検が行わ
れる。両者で対応が大きく異なるため，術前に適切な子
宮悪性腫瘍の検索が行われる必要がある。
　子宮悪性腫瘍の検索では，子宮頸部細胞診，子宮内膜
細胞診が頻用される。子宮頸部細胞診の偽陰性の多くは
サンプリングエラーによるものとされており１），扁平上
皮－円柱上皮境界から細胞を採取することが重要であ
る。また，年齢とともにその境界が頸管内に入り込む傾
向が有ること，頸管狭窄や頸管閉鎖により十分な細胞が
採取されない場合もあリ，検体採取の際に注意が必要で

ある。Grigoriadis et al. は，子宮脱の術前に子宮頸部細
胞診が正常であった333例において，術後の病理組織診
断で３例にCIN1，１例にCIN3，１例に子宮頸癌を認め
たと報告している２）。
　子宮内膜細胞診は検出率が90%程度３）とされるが，
正診率70～80%とする報告もあり，精度に関し注意が喚
起されている４）。大和田らは子宮内膜細胞診の偽陰性を
生じやすい因子として，初期癌（ⅠＡ期），高分化腺癌
（Grade1），腫瘍径１cm以下，子宮底部に限局した症例
を挙げている５）。
　今回検討した３症例は，いずれも不正性器出血を認め
ており，悪性腫瘍の存在に注意が必要である。症例１で
は摘出標本写真に示すように子宮頸部後唇の腫瘤の存在
により子宮頸部細胞診実施の際に外子宮口が確認でき
ず，適切な細胞採取が行えなかった。腫瘤の扁平上皮癌
部分を擦過できていなかったため偽陰性となったと考え
られる。外子宮口が確認された時点で再度子宮頸部およ

図３　症例２の摘出子宮肉眼所見と組織像
a：子宮体部内腔左側に1.6×1.0cm大の子宮内膜癌の存在を認める。
b：扁平上皮への分化を伴う類内膜腺癌を認める。（HE染色×40）

図４　症例３の摘出子宮肉眼所見と組織像
a：肉眼的には腫瘤形成を認めなかった。
b：異型腺管の筋層浸潤を認める。（HE染色×100）
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び腫瘍表面の細胞診を施行していれば，偽陰性は防げた
かもしれない。子宮頸部細胞診の有効性の報告は多い
が，検体採取技術も重要な項目の一つとして提示されて
おり６），本症例の様に子宮頸部の変形を伴う場合は不適
切な検体となるおそれがあるため検体採取に十分な注
意を要する。症例２，３は子宮内膜細胞診が陰性であっ
た。症例２では細胞診から15日後に手術が施行され，手
術当日の超音波検査以外には，追加検査は行わなかっ
た。子宮内膜肥厚を認めており，子宮内膜の生検や子宮
鏡検査，MRIにより，より慎重な子宮内膜の評価が必要
であったと考える。今回の３症例はいずれも腟式子宮全
摘術，腟壁形成術が行われた。近年，骨盤内臓器脱に対
しメッシュを用いた根治的手術が行われることもある。
その場合は子宮が温存されるため，術前の悪性の評価は
非常に重要である。細胞診は偽陰性があることを認識
し，悪性腫瘍のリスクが高い症例では，その検索に細心
の注意を払い，モダリティの選択や検査手技においては
偽陰性が減るように努める必要がある。
　また，偶発的な悪性腫瘍の合併に関しては術前に十分
インフォームドコンセントしておくことが望ましい。
　摘出子宮の病理組織学的検索により子宮悪性腫瘍が診
断された場合，その後の追加治療が問題となる。腟式子
宮全摘術では通常は固有卵巣索，卵管を切断し，断端を
後腹膜腔内に埋没させる。また，子宮脱における腟式子
宮全摘術は筋膜内術式になり易いため，症例３の様に子
宮の一部が残存する可能性がある。そのため，子宮脱治
療を目的とした腟式子宮全摘術を施行し，術後に子宮悪
性腫瘍が判明した場合は子宮の部分的な遺残の可能性，
および残存する付属器に関して十分に考慮する必要があ
る。
　子宮頸癌治療ガイドラインでは，手術後に子宮頸癌
ⅠＢ期以上と診断された場合，放射線治療あるいは同時
化学放射線療法の追加が望ましいとされており７），症例
１ではガイドラインに沿った追加治療を行った。
　子宮体がん治療ガイドラインでは，子宮摘出術後に子
宮体癌と判明した症例の取り扱いに関して，筋層浸潤が
１/２以下かつgrade １か２であり，子宮外病変が否定
的で，腫瘍の脈管侵襲が否定されれば経過観察も可能と
されている８）。症例３では，経過観察も考慮されたが，
患者の希望に沿って付属器摘出術を追加した。症例２で
は，手術による病期の再決定が望ましいと判断し，患者
の同意を得て，付属器摘出術と骨盤リンパ節郭清を追加
したが，術後補助療法は希望されなかった。子宮脱の術
後に判明した子宮体癌例での追加療法の有無と予後に関
する検討では，Ⅰ期の子宮内膜癌は予後が良好であると
している９）。当科での２症例もⅠＡ期とⅠＢ期であり，
現時点で再発徴候なく経過しているが，今後も慎重な経
過観察が必要と考えている。

結　　　語

　子宮脱の術前には，子宮頸部細胞診，子宮内膜細胞
診，超音波検査は必要な検査である。さらに不正性器出
血や超音波による子宮内膜肥厚が見られた場合には子宮
悪性腫瘍の十分な検索がなされる必要がある。細胞診は
その特性を踏まえた上で慎重な評価が必要である。術後
に悪性腫瘍の存在が判明した場合は十分なインフォーム
ドコンセントのもと，適切な追加治療・経過観察を行う
必要がある。
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当院における子宮良性疾患に対するTLH （total laparoscopic hysterectomy）
の後方視的検討：肥満症例と非肥満症例の比較

上野　愛実・藤岡　徹・村上　祥子・安岡　稔晃・内倉　友香・高木香津子 
宇佐美知香・松原　裕子・松元　隆・松原　圭一・杉山　隆

愛媛大学大学院医学系研究科　産科婦人科学

Comparison of clinical characteristics and complications between obese and non-obese 
patients undergoing total laparoscopic hysterectomy 

Megumi Ueno・Toru Fujioka・Sakiko Murakami・Toshiaki Yasuoka・Yuka Uchikura・Kazuko Takagi 
Tomoka Usami・Yuko Matsubara・Takashi Matsumoto・Keiichi Matsubara・Takashi Sugiyama

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

【目的】肥満・非肥満女性間の良性腫瘍に対する全腹腔鏡下子宮摘出術（total laparoscopic hysterectomy: TLH）における
周術期合併症に関する比較検討を行った。【方法】当院において2011年１月から2015年12月までに子宮良性疾患に対してTLH
を施行した164例を対象とし，非肥満群（BMI＜25）・肥満（BMI≧25）間の臨床背景や周術期合併症等について比較検討を
行った【成績】非肥満群は129人（78.6%），肥満群は35人（21.4%）であった。術前の基礎疾患合併症では，高血圧症，糖尿
病，脂質代謝異常，血栓塞栓症を有する頻度が肥満群で有意に高かった。平均出血量は，両群間に有意差を認めなかった（非
肥満群vs. 肥満群：115.7±187.6 g vs. 163.9±221.6 g, p=0.2）。平均手術時間は，肥満群において有意に長かった（非肥満群
vs. 非肥満群：200.7±70.7分 vs. 244.4±82.0分, p=0.002）。平均摘出組織の重量，入院日数は，両群間で差を認めなかった。周
術期合併症では，創部感染，臓器損傷，血栓塞栓症，腟断端部血腫の発生率のいずれも両群間で差を認めなかった。手術時
間に関連する因子を多変量解析により解析した結果，肥満の存在と出血量が手術時間に関連する因子であることが判明した。 
【結論】肥満症例においても術前・術中の管理を適切に行えば，非肥満症例と同様にTLHを安全に施行できる可能性が示唆
された。

Objectives: To evaluate the risk of peri- and postoperative complications in obese versus non-obese patients 
undergoing total laparoscopic hysterectomy (TLH). Methods: A retrospective analysis of patients undergoing 
TLH for benign diseases at Ehime University Hospital was performed over a 5-year period. Clinical 
characteristics and perioperative complications including operative time, blood loss, length of hospital stay, 
and uterine weight were compared between obese and non-obese women. Results: Of 164 patients who met 
the inclusion criteria, 35 had a body mass index  25 kg/㎡. The prevalence of diabetes, hypertension, and 
thromboembolism was higher in the obese than in non-obese women. Amount of blood loss, uterine weight, 
and length of hospital stay did not differ significantly between the groups. Conversely, operative time was 
significantly longer in obese than in non-obese women. The prevalence of perioperative complications did 
not differ between the groups. Multiple logistic regression analysis revealed that obesity and blood loss were 
associated with operative time. Conclusion: Although operative time for TLH was increased in obese women, 
TLH can be safely performed in obese patients.

キーワード：TLH，肥満，合併症，全腹腔鏡下子宮摘出術
Key words：total laparoscopic hysterectomy, TLH, obesity, complication

緒　　　言

　近年，腹腔鏡下手術の件数は増加しており，当院
においても全腹腔鏡下子宮摘出術（total laparoscopic 
hysterectomy: TLH）の件数は増加している。TLHが増
加する理由として，TLHは腹式単純子宮全摘術（total 
abdominal hysterectomy: TAH）に比し，術後疼痛が軽
度であり１），出血量が少なく，入院日数が短いとの報告が

あり２），子宮良性疾患に対して第一選択となりつつある。
　一方，わが国における成人女性の肥満率は19.2%であ
るが，2010年以降，20歳代の肥満の割合が増加してお
り３），今後婦人科領域における肥満女性の良性疾患に対
する腹腔鏡下手術に遭遇する機会は増加するものと考え
られる。
　TLHは肥満症例に対しても汎用されているが，肥満
群と非肥満群間の合併症の比較に関しては，施設間の手
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術方法や術者の違いの理由等により結論をみていない。
そこで，我々は当院においてTLHを受けた症例を用い
て肥満・非肥満群間の臨床背景や周術期合併症等につい
て比較検討を行った。

対象・方法

　当院において2011年１月から2015年12月までに子宮良
性疾患に対してTLHを施行した164例を対象とし，わが
国の肥満の定義に従い４），BMI 25以上の肥満群，BMI 
25未満の非肥満群に分類し，種々の臨床背景因子や術
中・術後合併症，手術時間・出血量・在院日数・摘出組
織重量に関して後方視的に比較検討した。TLHの手術
適応は，MRIで子宮が小骨盤腔内に留まっている良性疾
患症例とし，骨盤子宮内膜症で高度な腹腔内腸管癒着を
有し，frozen pelvis状態の症例は適応外とした。
　統計学的解析は，２群間の比較はt検定あるいは
Mann-WhitneyのU検定を，関連解析はカイ二乗検定を
行った。いずれの測定値も平均値±標準偏差で表し，
p<0.05を統計学的に有意差ありと判定した。多変量解析
も施行した。統計解析には，StatFlex ver. 6.0（アーテッ
ク株式会社，大阪）を使用した。

TLHの方法は以下に示すとおりである。
１． 臍部にカメラ用トロッカー（クローズド法），左右

の上前腸骨棘の２-３cm内側とその中間点に操作用
トロカールを設置する（ダイヤモンド法）。

２． 円靭帯を切断し，膀胱子宮窩腹膜を切開する。
３． 尿管を同定し，卵巣提索もしくは固有卵巣索・卵管

を切断する。
４． 子宮動脈を同定し，子宮動脈本幹を結紮する。
５． 尿管に留意し，広間膜後葉と仙骨子宮靭帯を処理する。

６． 膀胱を子宮頸部から剥離する。
７． 子宮傍結合組織を処理した後，子宮腟部に沿って全

周性に腟管を切開する。
８． 子宮を経腟的に回収し，腟壁を１号ブレイド糸で連

続縫合する。後腹膜も連続縫合する。
　なお，当院では血栓塞栓症の予防法として，術前検査
でD-dimerが３mg/dl以上の症例では，下肢血管超音波
検査を施行し，静脈血栓の有無を確認した。また血栓の
ない症例には全例で弾性ストッキングを使用し，BMI30
以上の症例では肺塞栓予防として間欠的空気圧迫装置，
術後24時間後からのエノキサパリンナトリウム投与を組
み込んだクリニカルパスを使用した。

結　　　果

　肥満TLH群と非肥満TLH群の臨床背景を表１に示
す。全対象164人の平均BMI値は23.4（16.0～62.5）で
あった。非肥満群（BMI＜25）は129人（78.6%），肥満
群（BMI≧25）は35人（21.4%）であり，平均BMIはそ
れぞれ，21.1±2.0，29.9±6.3であった。非肥満群，肥満
群の平均年齢は，それぞれ48.1±8.5歳および45.7±6.8歳
であり，両群間に有意差を認めなかった（p=0.11）。随
伴合併症に関しては，高血圧症，糖尿病，脂質代謝異
常，血栓塞栓症を有する頻度は肥満群で有意に高かった
（p=<0.0001, 0.02, 0.0001, 0.02） （表１）。手術既往の割合
は，両群間で有意差は認められなかった（p=0.35） （表
１）。手術の適応疾患は，両群ともに子宮筋腫が最も多
く，次いで子宮腺筋症であった（表２）。両群間におい
て適応疾患の有意差は認められなかった。
　次に手術成績を表３に示す。平均出血量は，非肥満
群で115.7±187.6 ml，肥満群で163.9±221.6 mlであり，
両群間に有意差を認めなかった（p=0.20）。平均手術時

表１　患者背景
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間は，非肥満群で200.7±70.7分（83～350分），肥満群で
244.4±82.0分（106～410分）であり，肥満群において有
意に長かった（p=0.002）。平均摘出組織の重量は，非肥
満群で241.7±197.2 g，肥満群で291.4±245.4 gであり，
有意差を認めなかった（p=0.21）。また，術前を含めた
入院日数は，非肥満群が6.5±1.6日，肥満群が7.3±4.7日

であり，有意差を認めなかった（p=0.08）。
　周術期合併症に関する両群間の比較検討の結果は，表
４に示すとおり，創部感染，臓器損傷，血栓塞栓症，腟
断端部血腫の発生率のいずれも両群間で有意差を認めな
かった。手術成績において手術時間が両群間で有意差を
認めたので，手術時間に関連する因子を多変量解析によ

表２　適応疾患

表３　手術成績

表４　周術期合併症

表５　手術時間に影響する因子
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り解析した。その結果，表５に示す通り，肥満の存在と
出血量が手術時間に関連する因子であることが判明した。

考　　　察

　当院における子宮良性疾患に対する肥満群TLHと非
肥満群TLH群との比較で以下の点が明らかとなった。
①肥満群では，術前の随伴合併症の頻度が高いこと，②
肥満群における手術時間が，非肥満群に比し有意に長い
こと，③術後合併症の頻度は，両群間で有意差を認めな
いこと，が明らかとなった。以下にこれら３点について
考察したい。

１．肥満群における基礎疾患の存在
　本検討における臨床背景に示す通り，肥満群では合
併症を有する頻度が高いことはよく知られている。一
般に，肥満者では高血圧症のみならず５），６），２型糖尿
病７），８），脂質代謝異常９）の頻度が高い。また，血栓
塞栓症の頻度が高いことも報告されている10），11）。さら
に，高血圧患者では術後心血管イベントが増加するとい
う報告があり12），２型糖尿病患者で血糖コントロールが
不良な場合，術後感染症・死亡率が増加し，血糖コント
ロールが良好な症例は有意に死亡率が低下するという報
告がある13）。
　当科では既に高血圧と診断され，内服加療中の症例は
循環器内科にて精査し術前の心機能を評価している。術
前に収縮期血圧が160 mmHgを超えるような症例では，
内服開始後収縮期血圧が140 mmHg前後となった時点で
手術を検討している。また，術前検査において随時血糖
200 mg/dl以上またはHbA1cが6.5%以上の場合，糖尿病
内科において精査し，適宜，食事療法やインスリン療法
による周術期血糖コントロールを行っている。当科で
は，血糖コントロール不良な症例では，HbA1c が７%
以下となった時点で手術を検討している。また，BMIが
30以上の症例では，全例術前検査時に麻酔科診察を依頼
している。さらに，術前検査でD-dimerが３mg/dl以上
の症例では，前述のとおり，下肢血管超音波検査を施行
し，静脈血栓の有無を確認している。
　このような術前評価と基礎疾患に対する管理は，周術
期合併症の低下につながるものと考えられる。本検討に
おいても肥満群において基礎疾患の発症が有意に高かっ
たが，両群間で周術期合併症に差を認めず，これらの予
防法や管理が有用である可能性が示唆された。

２．肥満群における術中の問題点として手術時間が長い
　過去の報告によると，肥満症例（BMI≧30）では非肥
満症例（BMI＜30）と比較して手術時間が長くなると報
告されている14），15）。すなわち，Morgan et al. は肥満群
において手術時間が有意に長く，出血量が有意に多いと

報告している15）。一方，Guraslan et al. は肥満群におい
て手術時間が有意に長いが出血量に差を認めなかったこ
とを報告している14）。本検討においても肥満群（BMI≧
25）で手術時間が有意に延長していたことから，これら
既報に一致する結果であった。しかし，出血量について
は，完全な一致は認められなかった。その理由として，
各報告における対象の肥満度が異なることや術者の技量
および使用機器等が異なる点等があげられる。
　手術時間に寄与する因子を解析すべく，多変量解析を
施行した結果，出血量と肥満の存在が抽出された。すな
わち，肥満症例では，手術時間が長くなることと関連し
た。当院において肥満群が非肥満群よりTLHに要する
手術時間が長い要因としては，視野の展開，子宮動脈
の同定・結紮，子宮回収，腟断端縫合に時間を要して
いたことが考えられた。また，トロッカー設置時の両
群間の差に関して，肥満症例での第一トロッカー設置
にはopen法が推奨されるという報告もあるが16），当院で
は，肥満症例のトロッカー設置の際には，ロングポート
を用いて全例クローズド法で行っているため，非肥満症
例と肥満症例ではポート設置時間に差は認められなかっ
た可能性が考えられる。クローズド法の欠点としては血
管損傷や臓器損傷のリスクの増加が挙げられる17）が，
164例中，ポート設置時の合併症は止血処置を要さない
大網損傷１例のみであった。ただし，本検討における
limitationとして，基本的には術者が修練医であり，指
導医が適宜補助する形で手術を施行しており，これが手
術時間に影響を与える因子である可能性を除外できない
点があげられる。
　肥満症例では，手術時間がより長くなるが，工夫する
ことにより，時間を短縮できる可能性があり，さらに安
全なTLHを肥満女性に行える可能性がある。

３．術後合併症
　良性疾患に対するTLHの術後合併に関しては，BMI
が増加すると術中・術後の合併症が増加するという報告
もあれば15），差はないという報告もある14）。また，良性
疾患に対するTLHにおいて肥満群と非肥満群間で比較
した検討では，手術時間は肥満群で有意に長く，出血
量・術後合併症の頻度に有意差は認めないとの報告があ
る14），15）。今回の検討では，非肥満群と肥満群間の術後
合併症の発生率に差を認めなかった。ただし，高度肥満
症例（BMI35以上）では手術の難易度が高くなる可能性
があり18），今後症例数を蓄積し，肥満症例の中で高度肥
満群との比較検討を行う必要がある。
　また本検討では，TLHから開腹術に移行した症例は
幸いなかった。既報では，肥満群で移行例が有意に高い
ことが報告されている15），19）一方，両群間で差を認めな
いとする報告もある20），21）。これらの相違は，各報告で
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肥満度が異なること等が推測される。
　肥満症例における腹腔鏡手術時の注意すべき合併症と
してコンパートメント症候群があげられるが，本検討で
は認められなかった。危険因子として，４時間以上の手
術，砕石位，頭低位，肥満，下肢の筋肉量，下肢保持
器，動脈硬化，脱水，低血圧，血管収縮剤の使用，等が
報告されている22）。特に肥満症例では，長時間砕石位・
頭低位をとるためリスクが上昇する可能性がある。当院
では肥満症例に対して，麻酔科・看護師のチームが，肥
満はコンパートメント症候群のハイリスクであることを
周知徹底し，術中の観察を行うのみならず，間欠的空気
圧迫装置を足底のみのAVインパルスタイプではなく下
腿全体を包むSCDタイプを用いる等の工夫を行ってい
る。したがって，手術操作以外の工夫も合併症の低下と
関連する可能性があると考えられる。
　本検討結果をまとめると，肥満症例においても術前・
術中の管理を適切に行えば，非肥満症例と同様にTLH
を安全に施行できる可能性が示唆された。本結果は，
肥満女性の良性疾患に対するTLHのインフォームドコ
ンセントの際の施設内資料として役立つものと考えられ
る。今後，肥満者の手術症例数は益々増加すると考えら
れるが，多職種間連携による周術期管理のさらなる工夫
が求められよう。
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子宮平滑筋腫表在血管の破綻による腹腔内大量出血の一例

日比野佑美・熊谷　正俊・佐々木　充・寺本　三枝・寺本　秀樹

広島市立安佐市民　産婦人科

A case of intraperitoneal hemorrhage with coronary vessel rupture of uterine myoma 

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

Hiroshima City Asa Citizens Hospital, Department of Obstetrics & Gynecology

子宮筋腫は婦人科で最も頻度の高い良性腫瘍であり，過多月経，下腹部腫瘤感・圧迫感，筋腫の大きさなどにより治療対象
となる。突発的に腹腔内出血をきたすことは稀であり，本邦においても報告例は少ない。今回我々は，子宮平滑筋腫の表在
血管の破綻による腹腔内大量出血の一例を経験したので報告する。
症例は48歳，１経産（帝王切開）。既往歴はバセドウ病（内服加療），以前から子宮筋腫を指摘されていた。勤務中に突然の
腹痛と嘔気が出現し，内科医師から当科へ救急搬送された。来院時，臍部を中心とする持続的な自発痛を訴えていた。表情
は苦悶様，血圧82/56mmHg，脈拍101bpm。顔面蒼白で冷汗あり，腹部はやや硬く膨隆していた。血液検査ではHb 9.1g/dL
の貧血があった。CTでは，上腹部から骨盤内にかけての血性腹水と塊状腫瘤の多発，子宮右側から頭側にかけての出血性変
化を認めた。出血源を特定できなかったが，血液検査再検でHb 5.8g/dLと急激に低下しており，子宮筋腫からの出血の可能
性を強く疑い緊急手術を施行した。子宮は超手拳大，子宮底部にある漿膜下筋腫の表在血管から静脈性の出血が持続してい
た。両側付属器は正常で，他の部位に出血点を認めず，子宮全摘術および両側付属器摘出術を施行した。出血量は2000mL，
摘出臓器は582g，術中は回収式自己血と赤血球液２単位を輸血した。術後の経過は良好で第８病日に退院した。病理所見で
は子宮平滑筋腫であり悪性所見のないことを確認した。子宮筋腫のある女性の下腹部痛の強い急性腹症では，子宮筋腫表在
血管の破綻も鑑別疾患に挙げる必要がある。

Uterine myoma is the most common benign gynecological tumor. Menorrhagia or feeling of a mass in the 
abdomen is a typical symptom, but only a few reported cases have involved intraperitoneal hemorrhage. Here 
we report a case of intraperitoneal hemorrhage with superficial blood vessel rupture of uterine myoma.
The patient was a 48-year-woman with uterine myoma that had been detected for years. Abdominal pain 
and nausea suddenly developed, and she was brought to our hospital by ambulance. Computed tomography 
indicated hemorrhagic ascites from the upper epigastrium to the pelvic cavity, many masses around the 
uterus, and bleeding from the right side to the top of the uterus, but we could not identify the bleeding origin. 
Her hemoglobin level rapidly decreased from 9.1 g/dL to 5.8 g/dL. We suspected superficial blood vessel 
rupture of the uterine myoma and performed emergency surgery. We found persistent bleeding from the 
superficial blood vessel of the subserous myoma and performed a total abdominal hysterectomy with bilateral 
salpingo-oophorectomy. The pathological diagnosis was leiomyoma of the uterine corpus with no malignancy. 
When we diagnose acute abdomen in women with uterine myoma, we must rule out superficial blood vessel 
rupture of the uterine myoma.

キーワード：子宮筋腫，腹腔内出血，筋腫表在血管
Key words：uterine myoma, intraperitoneal hemorrhage, coronary vessel of uterine myoma

緒　　　言

　子宮筋腫は婦人科で最も頻度の高い良性腫瘍であり，
過多月経，下腹部腫瘤感や圧迫感，月経痛などが主症状
である。突発的に腹腔内出血をきたすことは稀であり，
本邦においても報告例は少ない。今回，子宮平滑筋腫の
表在血管の破綻による腹腔内大量出血の一例を経験した
ので報告する。

症　　　例

患者：48歳，未閉経女性，149cm，50kg
主訴：突然の下腹部痛，嘔気
既往歴：Basedow病（35歳から），子宮筋腫（詳細不明）
産科歴：１回経産（帝王切開）
現病歴：以前から子宮筋腫の指摘を受けていた。来院当
日は月経２日目，突然の下腹部痛と嘔気を自覚し，症状
が急激に増悪したため救急車で来院した。来院時，血
圧 82/56 mmHg，心拍数101bpm，shock index = 1.23
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のショックバイタルで，顔面は蒼白，冷汗があり表情は
苦悶様だった。触診では，腹部はやや硬く膨隆してお
り，臍周囲を中心とする持続的な自発痛と圧痛を認め
た。血液検査では貧血（Hb 9.1g/dL）と軽度白血球上昇
（10,300/µL）を認めた。腹部造影CTでは，上腹部から
骨盤内にわたる血性腹水，骨盤上部から子宮周囲にわた
る塊状腫瘤の多発，子宮右側から頭側にかけての出血性
変化を指摘されたが，卵巣腫瘤か子宮筋腫か塊状血腫か
の鑑別も困難で，出血源の特定には至らなかった。その
他の骨盤内臓器に異常はなく，婦人科系臓器からの腹腔
内出血疑いと診断された（写真１）。造影CT撮影後に再
度血液検査を施行したところ，Hb 5.8g/dLまで急激に減
少しており，四肢末梢に冷感が出現していた。補液によ
り血圧は維持していたが，来院時のショックバイタルも
鑑み，子宮筋腫からの出血（出血量は1500～2000mLを
想定）を強く疑い，緊急開腹手術を施行した。
手術所見：腹腔内は血性腹水で満たされており，子宮は
超手拳大で子宮底部の漿膜下筋腫の表在血管から静脈性
の持続出血を認めた。両側付属器は正常で，子宮筋腫の
他に出血源は認めなかった。表在血管の出血点１カ所の
両端を結紮止血し，単純子宮全摘術および両側付属器摘
出術を施行，ダグラス窩および肝下部にドレーンを留置
し手術を終了した。出血量は2000mL，術中はセルセー
バーを使用し回収自己血675mLと照射赤血球液２単位の
輸血を施行した。摘出物は重量582g，漿膜下筋腫９cm
大のほか，複数の筋層内筋腫を認めた（写真２）。
　摘出物の病理組織診では，平滑筋腫，子宮体部筋層内
の子宮腺筋症，子宮内膜ポリープ，左卵巣嚢腫を指摘さ

れ，悪性所見はなかった。
　術後経過は良好で術後８日目に退院した。

考　　　察

　子宮筋腫は婦人科腫瘍の中でもっとも高頻度なもの
で，30歳以上の女性の20～30%に発症している。腫瘍の
発育方向によって，粘膜下筋腫，筋層内筋腫，漿膜下筋
腫に分類され，自覚症状は表１に示す通りである１）。
　子宮筋腫からの腹腔内出血は極めて稀で，報告数は
世界で100例未満２，３），本邦では確認できる範囲では本
症例を含め26例にとどまる（表２）４-11）。これらの報告
によると，発症年齢は28～69歳で，うち30～40歳代が約
80%を占める。腹腔内出血を生じる筋腫の大きさは径７
cm以上がほとんどで，漿膜下筋腫が多い。本症例も患
者は48歳で９cmの漿膜下筋腫からの出血だった。子宮
後壁の筋腫は仙骨岬角付近に接して表在血管が破綻しや
すく，破綻した場合の出血量は400～3000mLとばらつき
があるが，多くは1500mL以上で輸血を必要とされてい
た。しかし出血量と筋腫の大きさは必ずしも相関してい
ない。
　子宮筋腫からの出血の要因は，外傷や性交渉などの労
作，腹圧上昇による筋腫表在静脈のうっ血，月経やアル
コール摂取などによる子宮内循環血流量の増加が挙げら
れ，筋腫表在血管の破綻，漿膜下筋腫の捻転，子宮筋腫
の破裂が生じ，腹腔内大量出血に至る４）。本症例の患者
は介護施設勤務者だったが，月経２日目で子宮内循環血
液量が増加していたところに介護労作で漿膜下筋腫表在
血管が仙骨に擦れたことで，血管の破綻が生じたと推察

写真１　腹部造影CT
①上腹部から骨盤内にかけて血性腹水を認める。
②骨盤上部～子宮周囲にかけて塊状腫瘤の多発あり。
③子宮右側～頭側にかけての出血性変化あり。

写真２　摘出標本
子宮は超手拳大，径９cmの漿膜下筋腫の表
在血管から１カ所の静脈性出血を認めた。出
血点の両端を絹糸で結紮している（矢印）。
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表２　子宮筋腫表在血管の破綻により腹腔内出血をきたした，本邦での症例報告
手塚らによる報告４）に，これまでの症例報告５-11）および本症例を追記した。

表１　子宮筋腫　分類と症状（文献1をもとに著者作成）
いずれの場合も子宮筋腫により腹腔内出血をきたす場合は稀である。
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できる。
　症状は，突然の鋭い下腹部痛で発症し，続いてめま
い，脱力感，嘔吐，下痢を起こす。身体診察では腹膜刺
激症状を認め，大量出血により急激にショックバイタル
に陥る可能性もある。本症例でも上記症状を認め，短時
間で急激に増悪した。治療は手術療法で，大量出血，
ショックバイタルを認める場合は緊急手術が施行され
る。術式の選択は，挙児希望がない経産婦や閉経後の女
性には子宮全摘術が，若年者や未産婦で挙児希望がある
場合や止血可能である場合には子宮筋腫核出術が選択さ
れる。適切な手術が行われれば転帰は一般に良好であ
る４）。
　女性の腹腔内出血の鑑別疾患には，卵巣出血，異所性
妊娠，脾出血や肝破裂が挙げられる。卵巣出血は20～30
歳の女性で月経周期では黄体期に発症することが多い。
急性発症の持続する下腹部鈍痛を特徴とする。異所性妊
娠は妊娠５～７週での発症が多く，主症状は月経異常
（無月経，月経遅延），性器出血，下腹部痛であるが，
卵管破裂により出血性ショックや意識障害に至ることも
ある４，12）。脾出血や肝破裂は交通外傷や転落外傷など
のエピソードに続いて発症する。脾出血は左横隔膜下へ
の血腫貯留により左肩痛を起こしたり，胃穿破した場合
には吐血を起こしたりする。肝破裂は大量出血により
ショックに陥る可能性が高くなる13）。これらの鑑別疾患
のうち，頻度の高い産婦人科領域の腹腔内出血は卵巣出
血と異所性妊娠であるが，本症例を踏まえると，子宮筋
腫の指摘のある女性の場合には筋腫表在血管の破綻によ
る腹腔内出血も頻度は稀だが念頭に置く必要があると考
える。
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徳島大学病院産科婦人科における不育症患者に対する染色体検査の実施状況
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Current status of chromosomal analysis in couples with recurrent miscarriage at 
Tokushima University Hospital 

Takeshi Iwasa １）・Yuka Taniguchi １）・Soichiro Nakayama １，２）・Naoto Yonetani １）・Atsuko Yoshida １） 
Akiko Abe１）・Yuri Yamamoto１）・Takashi Kaji１）・Akira Kuwahara１）・Toshiya Matsuzaki１）・Minoru Irahara１）
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不育症に対して夫婦（カップル）の染色体検査が推奨されているが，その施行率は半数程度にとどまるとされている。今回，
徳島大学病院で不育症検査を行った症例を対象として，染色体検査の実施状況について後方視的に検討した。対象症例のう
ち染色体検査を実施したのは56.4%（35/62例）であり，約半数の症例（43.6%）は本検査を希望していなかった。この結果は，
遺伝学的情報を取り扱う染色体検査が，カップルにとってハードルの高い検査であることを示唆している。一方，染色体検
査を希望した症例と希望しなかった症例で，女性の年齢，過去の流産回数，不育症検査開始時における生児の数および生児
を有する割合に有意差を認めなかった。また，不育症検査開始時にすでに生児を得ている症例と得ていない症例で，染色体
検査の施行率に有意差を認めなかった。すなわち，染色体検査を施行するか否かの意思決定には，これら以外の要因が関わ
ると推察される。今後は患者の経済的負担や心理状態などを含めたより詳細な検討が必要になると考えられた。

Although chromosomal analysis is an important examination for couples with recurrent miscarriage, about 
50% of couples are unwilling to undergo it. Here we evaluated the current status of chromosomal analysis in 
couples with recurrent miscarriage in our hospital and evaluated the factors that affect their decision-making 
process. Similar to the results of a past study, our analysis revealed that about half of couples are unwilling 
to undergo a chromosomal analysis. Age, number of past miscarriages, and presence of another child do not 
affect the couples’ decision-making process. Further examinations such as those from the psychological and 
economical perspectives are needed to clarify the causes of the low acceptance rate of chromosomal analysis 
in patients with recurrent miscarriage.

キーワード：不育症，習慣流産，染色体検査
Key words：recurrent miscarriage, chromosome analysis

緒　　　言

　不育症は繰り返す流産・死産によって生児を得られな
い状態をいい，習慣流産は３回以上連続する流産と定義
されている１）。本邦において不育症は4.2%，習慣流産は
0.9%の症例（カップル）に認めるとされ２），これらの症
例に対しては不育症検査を積極的に行うことが推奨され
ている１），３）。現在，不育症に対して様々な検査が提唱
されているが，厚生労働省研究班と日本産科婦人科学会
が提案するガイドラインでは抗リン脂質抗体，子宮形
態，および染色体検査が特に重要な項目として挙げられ
ている（表１）４），５）。このうち，染色体の構造異常は
約５-６%の不育症症例に認められるが１），６），７），厚生
労働省研究班の調査では，約半数の症例は染色体検査を

希望しないことが明らかにされている５）。今回，徳島大
学病院で不育症検査を施行した症例を対象として，染色
体検査の実施状況と，染色体検査を受けるか否かの意思
決定に影響を及ぼす要因について検討した。

研究方法

対象：2012年１月から2017年６月の間に不育症を主訴に
徳島大学病院を受診した症例（カップル）のうち，２回
以上の流産歴を有する62組を対象とした。

検討項目：対象カップルにおける染色体検査（G分染法）
の施行率を検討した。また，染色体検査を希望した症例
と希望しなかった症例で，過去の流産回数，生児の有無
と生児数，および女性側の年齢を比較した。さらに，す
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でに生児を得ている症例と得ていない症例で，染色体
検査の施行率を比較した。なお，統計手法としてMann-
Whitney U検定およびχ２検定を用いた。
 

成　　　績

　今回対象とした症例の平均年齢は35.7歳で平均流産回
数は3.0回であった。また，不育症検査を開始した時点
ですでに１名以上の生児を得ている症例は51.6%であっ
た。53.2%（33/62例）の症例は男性・女性ともに染色体
検査を希望し，3.2%（２/62例）は女性のみ検査を希望
した。43.6%（27/62例）の症例は男女ともに検査を希望
しなかった。少なくとも男女の一方が染色体検査を希望
した症例と，男女ともに希望しなかった症例で，女性の
年齢，過去の流産回数，生児の数および生児を有する割
合に有意差を認めなかった（表２）。また，すでに生児
を得ている症例と生児を得ていない症例で，染色体検査
の施行率に有意差を認めなかった（図１）。
 

考　　　察

　本邦の一般集団における不育症の頻度は4.2%，習慣
流産の頻度は0.9%とされており，これらの頻度は欧米
の報告とおおむね一致している２），３）。不育症の原因
として，抗リン脂質抗体が10.7%，子宮奇形が3.2%，
男女いずれかの染色体構造異常が６%を占めるとさ
れ１），６），７），国内外の複数のガイドラインではこれらに
対する検査が推奨されている３）-５）。このうち，染色体
検査は遺伝学的情報を取り扱う検査であることから，施
行にあたっては実施前から十分かつ慎重な説明が必要と
なる。徳島大学病院では初診時に検査の意義に加え，染
色体の異常は根本的な治療が不可能であること，保因者
であった場合は家系内に別の保因者が存在する可能性が
あること，および着床前診断を受ける場合の効果や費用
について説明したうえで，施行について意思決定をはか
る方針としている。検査の施行時期は患者の意向に沿っ
て決定しており，希望があればその都度行うようにして

の 日
での
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A
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( PE)

の )
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の し

し
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表１　不育スクリーニング検査と推奨度

表２　染色体検査施工症例と非施工症例の背景
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いる。また，検査によってカップルのいずれかに染色体
構造が検出された場合は，院内に開設されている遺伝専
門外来で遺伝専門医から適切かつ十分なカウンセリング
を受けられる体制を整えている。なお，当院では抗リン
脂質抗体（ループスアンチコアグラント，抗体カルジオ
リピンβ2GP1），抗核抗体，超音波による子宮形態の確
認，内分泌検査（甲状腺機能，血糖値，生殖関連ホルモ
ン），血栓性素因検査（第Ⅻ因子，プロテインS，プロテ
インC，PT，APTT，血小板数）を必須の検査項目とし
ている。
　上記の通り，染色体検査は不育症検査において重要項
目の一つとされているが，2010年から2012年にかけて
行われた厚生労働省研究班の調査では，約半数の症例
（カップル）は染色体検査を希望しないことが明らかに
されている５）。このような状況にもかかわらず，同調査
を含め，染色体検査を施行するか否かの意思決定に影響
を及ぼす要因については国内外を問わずこれまで検討さ
れてこなかった。そこで，今回我々は当院における染色
体検査の実施状況と，染色体検査を受けるか否かの意思
決定に影響を及ぼす要因について検討を行った。その結
果，当院においても染色体検査の実施率は56.4%にとど
まっており，厚生労働省研究班の調査と同様の結果であ
ることが明らかとなった。この結果は，遺伝学的情報を
取り扱う本検査が，不育症症例にとってハードルの高い
検査であることを示唆している。一方，染色体検査を希
望した症例と希望しなかった症例で，女性の年齢，過
去の流産回数，生児の数，生児を有する割合，および他
の不育リスクを有する割合に有意差を認めなかった。ま
た，生児を得ている症例では，遺伝情報を含む染色体検

査に対して消極的な姿勢をとる可能性が考えられたが，
検討の結果，生児を得ている症例と得ていない症例で，
染色体検査の施行率に有意差を認めなかった。以上よ
り，染色体検査を施行するか否かの意思決定にはこれら
以外の要因が関わると推察される。近年，染色体構造異
常を有する不育症カップルを対象として，着床前診断を
受けるか否かの意思決定に影響を及ぼす要因について検
討した結果がオランダのグループから報告された８）。こ
の報告によると，着床前診断を希望した症例は全体の
76.9%で，本検査を希望した症例としなかった症例で過
去の流産回数および出産回数を含めた背景に差を認めな
かったとされている。対象とする検査が異なるため一概
には論じられないが，遺伝に関する検査を受ける際の意
思決定には，より複雑な要因が関わることが示唆され
る。今後は患者の経済的負担や心理状態などを含めたよ
り詳細な検討が必要と考えられた。
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Candida albicansによる絨毛膜羊膜炎により早産及び児の
先天性全身性カンジダ症に至った１例

森　亮・森田　聡美・都築たまみ・池上　信夫・前田　長正

高知大学医学部　産科婦人科教室

A case of chorioamnionitis by Candida albicans resulting in preterm labor and 
infant congenital systemic candidiasis

Makoto Mori・Satomi Morita・Tamami Tsuzuki・Nobuo Ikenoue・Nagamasa Maeda

Department of Obstetrics and Gynecology, Kochi Medical School

Candida albicans（以下C.albicans）による絨毛膜羊膜炎は稀であるが，児の先天性全身性カンジダ症をおこした場合，児の
予後は重篤となる。今回，当院においてC.albicansを起因菌として絨毛膜羊膜炎を生じ，早産及び児の先天性全身性カンジダ
症に至った症例を経験したので報告する。【症例】32歳１妊０産，前医で妊娠23週３日より切迫早産管理を行っていたが，子
宮収縮抑制困難となり２日後（妊娠23週５日）に当科母体搬送となった。入院時より塩酸リトドリン，硫酸マグネシウム，
Ampicillin/Sulbactam（ABPC/SBT）及びウリナスタチン腟錠を投与した。腟分泌物培養でC.albicansが検出され，これが持
続したため，妊娠25週０日にOxiconazole（OCZ）腟錠を単回投与した。しかし，これら治療にも拘らず妊娠26週４日に胎胞
脱出，高位破水のため緊急帝王切開となった。出生時，児の皮膚に粃糠性皮膚炎と紅色小丘疹を認めたため，真菌感染を疑
い採取していた羊水を鏡検したところ，カンジダを疑う酵母様真菌と好中球の貪食像を多数認めた。羊水培養でC.albicansが
検出され，病理診断でカンジダによる絨毛膜羊膜炎の診断に至った。術後，母体・児ともに早期の抗真菌剤による治療を行っ
た。母体経過は良好，児は先天性全身性カンジダ症を発症した。児は同院周産母子センターで集約的かつ長期の管理を行い
治癒・生存に至った。カンジダによる絨毛膜羊膜炎及び児の先天性カンジダ症は腟カンジダ症からの上行性感染が少なくな
い。先天性カンジダ症は稀ではあるが，児に重大な影響を与えるため，軽視できない疾患である。妊娠中の腟カンジダ症の
治療の必要性に関して再考すべき症例と考える。

Although chorioamnionitis caused by Candida albicans is rare, the prognosis of infants with congenital 
systemic candidiasis is severe. Here we report a case of chorioamnionitis resulting in premature birth and 
congenital systemic candidiasis. The patient was a 32-year-old primigravida. Tocolytic drugs and antibiotic 
agents were applied for initial therapy at 23 weeks and 3 days’ gestation. Although C. albicans was detected 
on culture of vaginal secretions, an anti-fungal oxiconazole vaginal tablet was applied only once. Due to 
severe uterine contraction, prolapse and rupture of the fetal membrane occurred despite treatment; thus, an 
emergency cesarean section was performed at 26 weeks and 4 days’ gestation. At birth, widespread pityriasis 
and red papules were observed on the infant’s skin. C. albicans was identified on culture of the amniotic 
fluid and a pathological examination of the placenta and amniotic membrane. After immediate treatment 
consisting of anti-mycotic agents for both the mother and the infant, the mother has had a favorable clinical 
course. However, the infant required intensive long-term management. Fortunately, the infant was cured and 
survived. This disease possibly occurred via an ascending infection of vaginal candidiasis. Thus, treatment and 
management of vaginal candidiasis may be necessary to prevent further obstetrical adverse events.

キーワード：絨毛膜羊膜炎，早産，先天性全身性カンジダ症
Key words：Candida albicans

緒　　　言

　絨毛膜羊膜炎は，その大部分が細菌感染により発症す
るが，極めて稀に真菌に起因することが報告されてい
る１）。原因となる真菌はカンジダが多く，腟カンジダ症
を併発している妊婦の0.8％がカンジダの上行性感染に
より絨毛膜羊膜炎を発症することが報告されている２）。

また児が先天性全身性カンジダ症を発症した場合，低
出生体重児では死亡率は70%，極低出生体重児では94%
を超えるとの報告があり，極めて予後不良の重要な疾
患といえる３）。今回われわれはCandida albicans（以下
C. albicans）を起因菌として絨毛膜羊膜炎を呈し，早産
および先天性全身性カンジダ症に至った症例を経験した
ので，文献的考察を含めて報告する。
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症　　　例

　患者は32歳の初産婦，Rh不適合妊娠，自然妊娠で家
族歴及び既往歴には特記すべき事項は認めなかった。
　妊娠23週３日：前医での妊婦健診時に，経腟超音波
検査で頸管長の短縮（５mm）及び内子宮口の楔状開大
（funneling）を認め，同院に緊急入院となった。
　妊娠23週５日：前医入院経過中に抑制困難な子宮
収縮が認められ，当院に母体搬送となった。当院搬
送時の身体所見は，身長154cm，体重50.0㎏，血圧
128/75mgHg，脈拍93回/minであった。血液検査では，
WBC7700/μl，CRP0.1mg/dl未満と炎症反応の上昇は
認めなかった。内診所見では，帯下は白色少量で羊水流
出はなく，子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼは陰性，
子宮口は１指開大で，胎胞可視の状態であった。経腟超
音波検査では頸管長の短縮（6.6mm）及びfunnelingを

認め，腹部超音波検査ではAFI21.0，児推定体重は686g
で，胎児形態異常はその時点では指摘できなかった。胎
児心拍数陣痛図では，児心拍は正常であり，子宮収縮は
不規則であった。腟分泌物の鏡検では白血球が多数み
られ，腟分泌物培養ではC. albicansおよびlactobacillus 
speciesが検出された。
　妊娠期間の延長を目的に，塩酸リトドリン，硫酸マグ
ネシウム及びABPC/SBTの点滴静注と，ウリナスタチ
ン腟錠の腟内投与も施行したが，この時点では抗真菌剤
は使用していなかった。（図１）
　妊娠25週０日：腟分泌物培養でC. albicansが依然とし
て検出されたため，腟カンジダ症の上行性感染を予防す
る目的にOCZ腟錠を腟内に単回投与した。
　妊娠25週６日：検尿検査で細菌尿を認め，Cefotiam
（CTM）内服投与を行った。
　妊娠26週１日：経腟超音波検査でamniot ic f lu id 

図１　入院時から退院までの，母体血WBC，CRP値の推移と治療経過

図２　真菌感染症に特徴的な粃糠性皮膚炎（a，b）と菌体と思われる児臍帯表面の白色帽針頭大の小結節（c）
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sludgeを認め，Azithromycin（AZM）内服投与を行っ
た。
　妊娠26週４日：塩酸リトドリンと硫酸マグネシウムの
併用で抑制できない頻回の子宮収縮と，腟内への胎胞脱
出および高位破水を認めたため，妊娠継続が困難と判断
し，同日緊急帝王切開により分娩となった。羊水には黄
色の強い混濁がみられた。
　児の出生時所見は，体重1009g（AFD）で極低出生体
重児の男児であった。Apgar scoreは１点（１分），１
点（５分），３点（10分）で，臍帯動脈の血液ガス分析
はpH7.098と高度なacidemiaがみられた。児には左口唇
口蓋裂を認めた。児は気管挿管と心マッサージ等の蘇生
術を受けた後，PICU管理となった。児の皮膚には粃糠
性皮膚炎及び紅色小丘疹が散在し，臍帯表面には白色帽
針頭大の小結節を認めた（図２）。羊水混濁および児の

皮膚所見，臍帯所見から，子宮内真菌感染症が強く疑わ
れたため，術中に採取した羊水を塗抹鏡検で観察したと
ころ，白血球に貪食された酵母様真菌の像を多数認め
た（図３）。真菌による子宮内感染と診断し，母体へは
Fosfluconazole（F-FLCZ）静注を開始した。
　その後，母体は症状が増悪することなく術後を経過
し，腟分泌物培養でもC. albicansは速やかに陰性化した
ため，抗真菌剤は漸減し術後14日で中止した。帝王切
開時に採取し提出した羊水培養よりC. albicansが同定
され，また胎盤・臍帯病理でも臍帯表面，絨毛膜及び
羊膜に好中球浸潤巣に一致して，散在性に繁殖するC. 
albicansを疑う真菌が確認されたため，腟カンジダ症の
上行性感染による絨毛膜羊膜炎，臍帯炎，胎児感染が考
えられた。
　本症例における児の経過を図４に示す。児の胃内容
物，体表皮膚，糞便から培養でC. albicansが検出され，
先天性全身性カンジダ症と診断された。出生時より人
工呼吸管理が開始され，ABPC，Amikacin（AMK），
F-FLCZ及びγグロブリン投与による治療が開始され
た。経過中，間質性無気肺が各所に出現し，頻回のサー
ファクタント洗浄を必要とした。動脈管開存症のため出
生23日目に転院し，動脈管結紮術を施行した。出生時高
値を示したWBC・hsCRP値は正常化し，出生15日目にC. 
albicansの陰性化を認めたが酸素化不良が持続し，長期
の入院加療を要した。

考　　　察

　先天性全身性カンジダ症は，C. albicansによる腟カン
ジダ症の上行性感染により絨毛膜羊膜炎を生じ，羊水感

図３　 帝王切開時に採取した羊水塗抹鏡検像白血球に貪食された
酵母様真菌（矢印）がみられる

図４　出生児のWBC，hsCRP値の推移と治療経過
出生23日目に動脈管開存症のため他院へ転院



28 Vol.67 No.1森　亮・森田　聡美・都築たまみ・池上　信夫・前田　長正

染および児への感染に起因し，児の予後は重篤なものと
なる。加えて，前述のように，出生時体重が低いほど死
亡率が増加することが知られている。また，死亡に至ら
なくても重篤な神経学的後遺症を残すこともある。
　このように子宮内感染等で胎児がカンジダに曝露され
た場合，先天性全身性カンジダ症の罹患率と死亡率が大
きく上昇し，その後の慢性的な健康障害のリスクも大幅
に増加する４）。脳性麻痺などの運動障害，神経発達障害
や行動障害を生じ，出生後の医療コストも443%増大さ
せるとの報告もあり，本人及び家族に対して，心理的，
社会的，感情的悪影響を与える５）。
　先天性全身性カンジダ症に至る機序については，カン
ジダの上行性感染が報告されている２）。細菌性腟症など
により腟粘膜のpHが変化した場合，C. albicansが腟内に
増加し５），lactobacillusを減少させ６），腟内の正常細菌
叢が崩れるとされている。未破水の切迫早産患者の6.5%
が羊水中にカンジダを認めたとの報告もあり７），また妊
婦の腟分泌物培養のカンジダ陽性率は約10～25%で８），
未妊婦と比較して約２倍の頻度とされている５）。腟カン
ジダ症の大部分は腟内のみで無症状のまま経過するが，
稀に上行性に感染経路を進行し，頸管炎や絨毛膜羊膜炎
を生じる。とくに，頸管縫縮糸などの異物の存在，抗生
剤やステロイド剤の投与等の既往のある妊婦で腟内にカ
ンジダを認める場合は，よりリスクが増加するため９），
慎重な管理を行わなければならない。
　本邦における，先天性カンジダ感染症の症例報告は19
例で，それらは全て2006年以降の報告であった。早産の
合併率は78.9%で，単胎での死亡率は22.2%であった。こ
の死亡率は，全報告をもとに出生時体重に関係なく算出
したものであるが，低出生体重児に限ると，前述したと
おり，児の予後は極めて重篤なものとなっている３）。早
産・低出生体重など未熟性に起因する免疫能の脆弱性
が，カンジダ感染症の発症とその増悪に関与しているも
のと考える。
　本症例においては，腟分泌物からカンジダを認めてい
たが，頸管炎の治療として先ずは細菌への抗菌剤投与を
優先している。その後，腟カンジダ症が持続するため
OCZ腟錠を単回投与したが，結果的にはカンジダによる
上行性感染を生じ，絨毛羊膜炎および先天性全身性カン
ジダ症に至ったと考えられる。腟カンジダ症がどの時点
から生じていたかは不明であるが，腟内のC. albicans優
位の環境が持続，その結果，頸管炎による頸管長短縮お
よび外子宮口の開大など物理的に腟と羊膜間の距離の短
縮やバリアの脆弱化を生じ，カンジダの羊膜への浸食が
促進され10），早産を惹起したものと考える。また，長期
および複数回の抗生剤の使用もカンジダによる絨毛膜羊
膜炎のハイリスクとなり，OCZ腟錠の単回投与だけでは
十分ではなく，腟内カンジダの陰性化を確認するまでは

抗真菌剤使用を継続することで，早産を防止できたので
はないかと考える。
　羊水中にC. albicansが感染した場合，ヤギの実験系に
おいて炎症反応が速やかに胎仔の全身に広がり，暴露５
日以内に胎内死亡すると報告されている11）。胎内死亡を
免れた場合には，出生後可及的速やかに真菌感染症を診
断し，治療を開始することが新生児の救命という点にお
いては極めて重要である。乳児期においてのカンジダの
血液培養陽性率は45%程度12）とされ，培養検査結果検出
の時期から鑑みても早期の新生児真菌感染症の診断は苦
慮することも多い。一方，新生児の全身所見は重要で，
Iwatani et al. は新生児真菌感染症の場合，びまん性の
紅斑性丘疹や膿疱といった特徴的な皮膚所見が早期診断
に有用であると報告している13）。本症例においても，こ
のような特徴的な皮膚所見を認めたことで，極低出生体
重児であったものの早期から長期的な抗真菌剤の投与お
よび全身管理により，児の救命に至ったと考えられた。

結　　　語

　先天性全身性カンジダ症の児に与える影響は甚大であ
り，その原因として母体からの上行性感染が少なくな
い。無症候性の腟カンジダ症は，無治療で経過を観察さ
れる例も多いが，本症例のように，重篤な先天性全身性
カンジダ症を発症することもあるため，決して卑近な病
態と軽視するものではないと考える。とくに，頸管縫縮
糸などの異物や，盲目的抗生剤の長期投与，ステロイド
剤など母体の免疫能を低下させる環境などがある場合，
カンジダによる頸管炎や絨毛膜羊膜炎，切迫早産，胎胞
脱出や破水，胎児感染などへと進展する可能性があり，
その予防および治療は重要と考える。
　今回，腟カンジダ症を伴う切迫早産例に対する不十分
な治療と管理が，早産および児の先天性全身性カンジダ
症に起因した可能性を勘案し，今後の診療に寄与させる
べきものと考えている。
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産科管理入院患者におけるperipherally inserted central catheter（PICC）
挿入日数，合併症の検討
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Peripherally inserted central catheter use during pregnancy

Mizuho Yoshida・Kazumasa Kumazawa・Hatsuko Yano・Kao Fukui・Satomi Yamashita・Moe Yorozu 
Saya Tsukahara・Satoko Masahiro・Naoki Okimoto・Yoko Tateishi・Katuhiko Tada

Department of Obstetrics and Gynecology, Okayama Medical Center

切迫流早産の入院管理ではしばしば長期間の点滴治療を要し，末梢点滴ルートの維持が困難なケースがある。挿入時の合併
症が少ないため広く使用されている末梢挿入型中心静脈カテーテル（；以下PICC）は血栓症や感染症といった重大合併症の
報告があるものの，妊産婦に対するまとまった報告は少ない。当科入院中にPICCを挿入した症例について，挿入期間と合併
症について報告する。
2013年４月から2016年４月までに当科で妊娠管理を行いPICCを挿入した症例は37人，39回であった。入院の適応は多胎を
含む切迫早産が37人であり，点滴内容は主に塩酸リトドリンと硫酸マグネシウムの単剤または併用であった。その他は妊娠
悪阻が１人であり，高カロリー輸液を行っていた。PICC開始の妊娠週数の中央値は妊娠27週１日（10週５日－34週２日），
PICC挿入期間日数の中央値は43日（３－119日），PICC抜去の理由は，35例が治療完了または分娩に伴うものであった。
PICC挿入に伴う合併症として刺入部の発赤，疼痛，内容液の漏出，点滴の閉塞を各１例ずつ計４例に認めた。疼痛の症例は
感染症として抗生剤治療を要したが，その他３例はPICC抜去で速やかに症状は改善した。【結論】当科での切迫流早産管理に
おけるPICC使用成績は，半数以上の症例で留置期間が１ヶ月以上あり，治療を要した合併症は１例のみであった。これまで
の報告では妊娠中のPICC使用では重篤な合併症の頻度が上がるとの報告が散見されており，今後はより厳格な適応基準のも
とでPICCを使用することが必要と考える。

Peripherally inserted central catheters (PICCs) are a good alternative to central venous catheters due to their 
ease of placement. PICC use is associated with the risks of thrombosis and infection, and there are few reports 
among pregnant women. This study aimed to evaluate PICC duration and complications among pregnant 
women. 
A total of 39 PICCs were inserted in 37 patients between April 2013 and April 2016. The diagnoses were 
preterm labor (n = 36) and hyperemesis (n = 1). Catheterization duration was 3‒119 days (median, 43 days). 
There were 4 complications: rash, pain, leak, and line closure in 1 each. 
Our study showed that PICC duration was >4 weeks in more than half of the patients and no severe 
complications occurred. However, some previous studies suggested that PICC complication rates are high 
during pregnancy. Thus, we should use PICC more carefully in pregnancy to reduce complications.

キーワード：末梢挿入型中心静脈カテーテル，妊娠，合併症，切迫早産，妊娠悪阻
Key words：PICC, peripherally inserted central catheter, pregnancy, infection, DVT

緒　　　言

　産科入院患者の中には切迫流早産の管理，妊娠悪阻な
ど持続点滴治療を要する症例が多い。妊産婦の末梢点滴
ルート確保は比較的容易であるが，長期間の点滴治療
を要する場合にはその維持が困難なケースがある。他
の点滴方法として中心静脈カテーテル（central venous 
catheter; 以下CVC）があるが，鎖骨下静脈・内頸静脈
穿刺法は挿入時の合併症などが問題となり，当院では産

婦人科医が挿入することはまれである。近年普及して
きている末梢挿入型中心静脈カテーテル（peripherally 
inserted central catheter; 以下PICC）は挿入手技が比
較的容易であるが，静脈炎，深部静脈血栓症といった
合併症がCVCと比較して増加するという報告１，２）もあ
り，妊産婦に対するPICC使用例のまとまった報告は少
ない。今回，産科管理入院中にPICC挿入した症例のカ
テーテル挿入日数，合併症について検討した。
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研究方法

　2013年４月から2016年４月までに当科で妊娠管理を行
い，PICCを挿入した37人，39症例を対象とした。診療
録をもとにPICC挿入日数，合併症を後方視的に検討し
た。

当科でのPICC管理

　当科では点滴治療開始時は末梢点滴ルートを使用して
おり，２日に１回以上のルート交換が必要な時，患者本
人から留置針穿刺に対して苦痛の訴えがあった時など，
末梢点滴ルートでの治療が困難と判断した場合にPICC
について説明を行い，同意が得られた症例にPICC挿入
を行っている。
　当科ではシングルルーメンのカテーテルを使用し，挿
入手技は病棟の処置室にて産婦人科医２名で行ってい
る。血栓症や感染症予防の観点から，上腕の尺側皮静脈
を第一選択とし，超音波ガイド下に直径が３mm以上の
血管を穿刺するように血管選択を行う。手技を清潔操作
で行うため，分娩室にて高度無菌バリアプリコーション
を用い，皮膚は穿刺部位とその周囲をイソジン消毒して
いる。カテーテル挿入後にレントゲン撮影でカテーテル
先端位置を確認したうえで同日より使用を開始する。末
梢点滴ルートのような定期的なカテーテル入れ替えは原

則として行っておらず，切迫流早産の改善や分娩のため
持続点滴治療が終了した時，または合併症が出現した時
にPICCを抜去し，カテーテル先端を培養検査に提出し
ている。また手術や分娩時には末梢点滴ルートを再確保
している。

研究成績

　PICC対象となった症例の平均年齢は32歳（22歳～43
歳）（表１），疾患は多胎を含む切迫流早産が36人，38
例，妊娠悪阻が１例であった。切迫流早産患者のなか
で，切迫流産治療でPICCを使用したが改善したため抜
去し，その後切迫早産治療で再度PICCを使用した症
例，PICC挿入したものの合併症で抜去し再挿入した症
例の２例が１人で２回のPICC挿入を行っていた。同時
期の分娩数は1782件，切迫早産で点滴治療を行った症
例が423例，重症悪阻で点滴治療を行った症例が13例で
あった。
　対象症例が入院した週数の中央値は22週６日（７週３
日～31週５日），持続点滴治療を開始した週数の中央値
は23週５日（７週３日～33週２日），PICCを開始した週
数の中央値27週１日（10週５日～34週２日）であった。
点滴治療開始からPICC挿入までの期間は０日から71日
であり，30日以内にPICC挿入した症例が23例（58.9%）
であった。（表１）
　点滴部位は全例が上腕血管であり，点滴内容は主に塩
酸リトドリンと硫酸マグネシウム製剤の単剤または併用
であり，妊娠悪阻の１例に高カロリー輸液を行ってい
た。

　PICC留置期間の分布を図１に示す。上のバーは
90%tile値を，下のバーは10%tile値を示している。PICC
挿入期間の中央値は６週間（43日；３-119）であり，全
体の半数以上の症例が４-10週間と１ヶ月以上の留置期
間であった。60日以上の留置期間症例は15例あり，うち
90日以上の留置期間症例を５例に認めており，最も長期
間留置した症例は119日であった。

年齢 32歳（22〜43歳） 

入院した週数 22週6日（7週3日〜31週5日） 

点滴開始週数 23週5日（7週3日〜33週2日） 

PICC開始週数 27週1日（10週5日〜34週2日） 

PICC抜去週数 36週3日（14週4日〜37週0日） 

点滴開始からPICC
挿入までの期間 

26日（0〜71日） 

PICC 置期間 43日（3〜119日） 

表１　患者背景とPICC留置期間の中央値

表２　合併症を発症した症例
症例２と症例３は同一人物であった。症例１は疼痛が増悪したのち，発赤，
発熱も認め，感染が原因と判断したが，血液培養では菌は検出されなかった。
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　PICC挿入時期と留置期間との関係を図２に示す。
PICC挿入時期が早いほど留置期間は長くなっており，
満期に近い時期まで持続点滴治療を行い点滴治療完了や
分娩に伴ってPICCを抜去していた。PICC挿入期間が週
数に比して短かった症例は妊娠悪阻症例，切迫早産症状
の改善に伴い持続点滴治療が完了した症例，早産となっ
た症例，合併症の症例であった。
　合併症の発症を４例（10.2％）に認め（表２），全例
が切迫早産の管理入院中であった。刺入部の発赤，疼
痛，内容液の漏出，点滴の閉塞がそれぞれ１症例であ
り，発赤を認めた症例と内容液漏出を認めた症例は同一
人物であった。２例からはカテーテル先培養でMSSAが
検出されているが，１例は刺入部発赤の症例は発熱など
の全身症状を認めなかったことや局所症状が軽度で抗生
剤治療などなくカテーテル抜去により速やかに改善して
いることから，常在菌の混入と考えた。疼痛を認めた症
例は，カテーテル抜去前後から刺入部の発赤，発熱，炎
症反応の上昇を認めたため，カテーテル感染と考え抗生
剤投与の治療を行った。刺入部の発赤，疼痛，内容液の
漏出はそれぞれ穿刺から５～７日目で認められ，閉塞は
71日目に認められていた。穿刺に伴う合併症の出現や穿
刺ができなかった症例はなく，症候性の血栓症は認めな
かった。

考　　　察

　PICCは上肢の末梢血管に穿刺し，先端を上大静脈に
留置するカテーテルで，挿入時の合併症が少ないこと
が大きな利点である。鎖骨下静脈，内頸静脈を穿刺す
るCVCの穿刺時合併症である気胸や血胸のリスクがな
く，超音波ガイド下に比較的容易に挿入することができ
るため，当科では産科医師により病棟で処置を行ってい
る。一方で，静脈血栓症，肺塞栓のリスクから，非妊娠
時と比較して血栓傾向の強い妊娠症例に対する適応は慎

重に行う必要があり，産科入院症例に対するPICCのま
とまった報告は少ない。当科では点滴治療が必要な症
例で，末梢点滴確保が困難かつ末梢点滴穿刺の苦痛が
強い症例に対して説明を行い，患者が希望した場合に
PICC挿入を行ってきた。妊婦に対するPICCの当科での
適応について検討するため，これまでの症例の合併症，
PICC挿入日数などをまとめ，過去の文献を含めて考察
する。
　PICCは平均挿入期間が30日以上とする報告３，４）があ
るように，末梢点滴ルートと比較して長期間の留置が可
能なため，頻回の末梢静脈穿刺に対する患者のストレス
が軽減され，上腕にルートを確保することで腕の動きの
制限が少なくなる。当科の結果ではPICC挿入期間の中
央値は６週間（43日；３-119）でありこれまでの非妊娠
症例に対するPICCの報告と同様であった。多くの症例
で治療目標を達成した後に点滴抜去をしており，留置期
間が60日以上の症例は15例，そのうち90日以上は５例あ
り，最も長期間留置した症例は119日であった。
　PICCの合併症としてカテーテル関連血流感染，深部
静脈血栓症（UEDVT），静脈炎があげられる。妊娠中
には免疫寛容のため感染症が重症化しやすく，また凝固
能亢進により血栓リスクが上がるため，これらの合併症
リスクは非妊娠時より上昇する。
　実際，非妊娠時のカテーテル関連血流感染について
は３%とCVCと比較してリスクが低く，カテーテル挿
入日数1000日につき0.81～5.6件であったとする報告があ
る３，５）一方で，妊娠中PICC使用時のカテーテル関連血
流感染は3.6%～20％６‒10）と非妊娠症例よりも高い確率で
報告されている。当科の検討では明らかな感染症で抜去
した症例は１例（2.5%）であり，前述の妊娠中のPICC

図１　PICC留置期間の分布
上のバー：90%tile値，下のバー：10%tile値
留置期間の中央値は６週間であり，半数以上が４週間以上留置し
ていた。

図２　PICC挿入時期と留置期間の関係
多くの症例で分娩や満期近くの切迫早産治療終了（○）までPICC
を留置していたため，早い週数で挿入するほど留置期間は長くな
っていた。挿入期間が短かったのは●妊娠悪阻，◆切迫症状の改
善，▲分娩，■合併症により抜去した症例であった。
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使用成績とは異なる結果であった。前述の報告では，カ
テーテル挿入手技やその後の管理は専門チームにより行
われているものが多かったものの，詳細な管理方法が記
述されておらず，当科の管理方法との違いは不明であっ
たが，当科のカテーテル関連血流感染症に対する管理の
特徴は，カテーテル挿入手技を産婦人科医２名による清
潔操作で挿入していること，上腕の血管を選択している
こと，直径の太い血管を選択していること，対象妊婦の
大多数は全身状態のよい切迫早産管理の患者であったこ
となどが挙げられ，これらが感染予防に寄与している可
能性がある。
　また，UEDVTのリスクについては，PICCの64試
験，30000人を対象としたメタ解析にて，PICCはCVCと
比較して有意に高い（OR 2.55）という報告がある。同
報告ではUEDVTについて，外来患者（3.44％）や一般
病棟患者（3.44％）と比較してICU入院患者（13.91％）
や担癌患者（6.67％）でリスクが高かったとも報告して
いる１）。PICCに深部静脈血栓が多くなる理由としては
中心静脈と比較してカテーテルを挿入する血管径が小
さいこと，腕の動きによる血管障害などが挙げられ，
Meyer et al. は血管径がカテーテルの外径の２倍以上で
あることを確認することが深部静脈血栓リスクを低下さ
せると報告している11）。当科では４FrのPICCカテーテ
ルを使用しており，穿刺前に超音波で血管径を確認し，
可能な限り直径３mm以上の静脈を確認し穿刺してい
る。さらに，前腕ではなく上腕にカテーテルを挿入する
ことで，腕の動きによる血管障害が少なくなり血栓リス
クが減少するという報告12）もあることから，当科では
全例上腕にカテーテルを留置している。
　妊娠中のPICC使用時のUEDVT発症率は112症例の報
告で1.8%６），29症例の報告で疑いが２％７）であり，その
他66例８），52例７）の検討では認めていなかった。一方，
悪阻のみを集めた33症例の検討では，UEDVT24％，肺
塞栓症３％（１人）を認め，全体の合併症率は63.6％で
あり，投薬治療や経鼻胃管による治療と比較して有意に
合併症率が高かったと報告されている10）。前述した非妊
娠時の報告と合わせると，産科管理入院症例のなかで
も，床上安静管理を必要とする患者や重症妊娠悪阻，妊
娠高血圧症候群などの症例はUEDVTのリスクが高くな
ると考えられる。当科の症例にも悪阻が１症例含まれて
いたものの，幸いにも症候性のUEDVT，肺塞栓は認め
なかったが，現時点では上記の血栓ハイリスク症例は
PICCの適応疾患から除外するべきと考えた。
　今回合併症を認めた４例のうち３例はいずれも明らか
な感染や血栓を示唆する所見を認めなかった。２回の
PICC挿入ともに合併症を発症した症例は品胎妊娠の切
迫早産管理症例であったが，初回のPICC挿入を持続点
滴開始から９日目に行っており，末梢点滴ルートでの治

療が比較的早い段階で困難となった症例であった。疼痛
を認めた症例はカテーテル抜去前後で発熱，発赤，血
液検査での炎症反応上昇を認め，カテーテル培養では
MSSAを認めた。血液培養検査では菌は検出されなかっ
たが，臨床経過からは局所には感染が存在したと考えら
れた。この症例は穿刺の際にカテーテル挿入が困難で対
側に再穿刺した症例であり，再穿刺を行う際に清潔操作
が不十分となった可能性が考えられた。

結　　　語

　今回のPICCの検討では，半数以上の症例で１ヶ月を
超える留置期間を認め，血管確保の方法として患者の
QOL確保の観点からも有用であると思われた。合併症
としてカテーテル関連血流感染症を１例認めたものの，
従来の報告よりも割合は少なく，症候性の血栓症は認め
なかった。PICCは挿入時の安全性などのメリットがあ
る反面，重篤な合併症となりうる血栓症やカテーテル関
連血流感染症などについて，産科入院症例のまとまった
報告や明確なガイドラインはなく，症例ごとに適応を判
断している状態である。
　今後，産科入院症例へのPICC使用に対しては，穿刺
する血管選択，穿刺の工夫，デバイスの改良やPICC適
応基準をもうけるなど，合併症を減らすさらなる対策が
求められるであろう。慎重に症例を選びつつ，より安全
に使用する方法を議論することが必要と考えた。
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当院で経験した前置血管の２症例

青石　優子・恩地　裕史・矢野　真理・清村　正樹・中橋　徳文

市立宇和島病院　産婦人科

Two cases of prenatal vasa previa diagnosis

Yuko Aoishi・Hiroshi Onji・Mari Yano・Masaki Kiyomura・Norihumi Nakahashi

Department of Obstetrics and Gynecology, Uwajima City Hospital

【緒言】前置血管とは，Wharton膠質に被覆されていない臍帯血管が，内子宮口を覆う卵膜上を走行しているものであり，破
水等に伴い断裂すると，胎児は急速に失血し胎内死亡となり得る疾患である。今回我々は，出生前に診断し，良好な転帰を
得た前置血管の２症例を経験したので報告する。
【症例１】33歳初産婦。切迫早産と臍帯下垂のため，妊娠31週０日に当院へ母体搬送され，前置血管と診断した。子宮収縮
抑制困難であり，妊娠31週４日に緊急帝王切開術を施行した。術後胎盤にて，臍帯卵膜付着を認めた。
【症例２】35歳２回経産婦。低置胎盤及び前置血管が疑われ，妊娠31週０日に当院を紹介受診し，臍帯卵膜付着及び前置血
管と診断した。管理入院ののち，妊娠35週３日に選択的帝王切開術を施行した。
【結語】本疾患は稀な疾患ではあるが，出生前に診断がなされていないと児の致死率が高く，出生前診断が最も児の予後に
寄与する疾患である。カラードプラを併用した経腟超音波検査で，前置血管を意識したスクリーニングを行うことが重要で
あると考えられた。

Vasa previa is a very rare disease in which fetal blood vessels are present in the membranes covering the 
internal cervical ostium without Whalton’s jelly. The rupture of such vessels can lead to fetal death due to 
blood loss. 
Here we report two cases of vasa previa diagnosed by prenatal ultrasonography in which good outcomes 
were achieved.
Case 1: A 31-year-old woman, gravida 1, para 0, was diagnosed with vasa previa at 31 weeks’ gestation. 
She underwent an emergency cesarean section just after the diagnosis because of uncontrolled uterine 
contractions. The postoperative placenta presented with velamentous cord insertion. 
Case 2: A 35-year-old woman, gravida 4, para 2, was diagnosed with vasa previa, low lying placenta, and 
velamentous insertion of the umbilical cord at 30 weeks’ gestation. She underwent a selective cesarean section 
at 35 weeks after management hospitalization.
Prenatal diagnosis of vasa previa leads to improved fetal outcomes. Transvaginal ultrasound examination 
together with Doppler ultrasonography should be useful in the diagnosis of vasa previa.

キーワード：前置血管，臍帯卵膜付着
Key words：vasa previa, velamentous cord insertion

緒　　　言

　前置血管とは，Wharton膠質に被覆されていない臍帯
血管が内子宮口を覆う卵膜上を走行しているものであ
り，臍帯卵膜付着に由来するものと，分葉胎盤や副胎盤
における胎盤境界を走行する血管に由来するものに分類
される。破水等に伴い断裂すると，胎児は急速に失血し
胎内死亡となり得るため出生前での診断管理が重要であ
る。今回当院で出生前に前置血管と診断し良好な転帰を
得た２症例を経験したので，文献的考察を含めて報告す
る。

症　例　１

患者：33歳　G1P0
既往歴：特になし
現病歴：自然妊娠成立後，前医で妊娠管理されていた。
妊娠30週４日に切迫早産の診断にて前医に入院し，塩酸
リトドリンの持続点滴投与をされていた。また経腟超音
波検査で，臍帯下垂を認めていた。２日後の診察時には
臍帯は移動していたが，臍帯とは別に血管を認め前置血
管が疑われたため，妊娠31週０日に当院に母体搬送と
なった。
入院時現症
　血液検査では特記すべき異常は認めなかった。
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　経腹超音波検査では，胎児は頭位で，推定体重1475g
（－1.3SD）であった。胎盤は前壁に付着しており，内
子宮口から胎盤下端までの距離は25mmであり，胎盤の
付着部位は比較的低位であった。また臍帯付着部位の検
索で，胎盤実質上に臍帯付着部位は確認できなかった。
　ノンストレステストではreactive patternで３分毎の
強い子宮収縮を認めた。
　内診所見では子宮口は閉鎖しており出血や破水は認め
なかった。経腟超音波検査では子宮頸管長は10.4mmで
著明なfunnelingを認めた。また内子宮口周辺に移動し
ない血管を認め，パルスドプラ検査で臍帯動脈血流波形
を呈していた（図１）。
　血管走行の確認のため撮影したMRI検査では，内子宮
口直上を通過する血管と，臍帯下垂，胎盤付着面とは対
側である子宮後壁の卵膜上に臍帯付着部位が認められた
（図２）。
入院後経過
　以上の所見より，妊娠31週切迫早産，臍帯卵膜付着，
前置血管と診断した。前医からの塩酸リトドリンの継続
投与に硫酸マグネシウムの点滴投与も追加し，子宮収縮

に応じて増量したが，子宮収縮は抑制困難であった。児
の呼吸窮迫症候群（RDS）予防のため，入院当日よりベ
タメタゾン12mg/dayの投与を２日間行った。妊娠31週３
日，子宮収縮時に軽度変動一過性徐脈が出現し，子宮頸
管長は5.6mmとさらに短縮を認めた。破水による臍帯断
裂の可能性が危惧されたため，これ以上の妊娠継続は危
険と判断し，緊急帝王切開を行う方針とした。妊娠31週
４日に緊急帝王切開を施行し，子宮下部横切開で1355g
の男児をアプガースコア１分値８点５分値９点で娩出し
た。臍帯動脈血ガス所見はpH 7.37であり，出血量は羊水
込で460mlであった。児は早産児・低出生体重児のため
NICU入院となった。術後の胎盤では，肉眼的に臍帯の
卵膜付着と卵膜上を走行する血管を認めた（図３）。胎
盤病理検査ではBlanc分類でstageⅠの絨毛膜羊膜炎を認
められ，切迫早産の原因と考えられた。母体の術後経過
は良好で，術後８日目に退院となった。児は日齢52に退
院し，現時点で神経学的後遺症は認めていない。

図１　症例１の経腟超音波所見
内子宮口直上に血管様の線状エコーを認め，カラードプラを併用
することで前置血管の存在がより明らかとなる。

図２　症例１のMRI（T2強調画像）
冠状断では内子宮口を覆う卵膜上を縦断する血管を認める。
矢状断では胎盤は前壁低位に付着しており，後壁で卵膜付着部位
を認める。
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症　例　２

患者：35歳　G4P2
既往歴：特になし
現病歴：自然妊娠成立後，前医で妊娠管理されていた。妊
娠27週時の経腟超音波検査で，低置胎盤及び前置血管が
疑われたため，妊娠31週０日に当院に紹介受診となった｡
入院時現症
　血液検査では特記すべき異常は認めなかった。
　経腹超音波検査では，胎児は頭位で推定体重1770g
（+0.2SD）であった。胎盤は後壁に付着し，内子宮口
から胎盤下端までの距離は16ｍｍであり，低置胎盤の状
態であった。また臍帯付着部位の検索では，臍帯の辺縁
付着が疑われた。
　ノンストレステストではreactive patternで，子宮収
縮は認めなかった。
　内診所見では子宮口は閉鎖しており，出血や破水は
認めなかった。経腟超音波検査では，子宮頸管長は
41.4mmであった。内子宮口上に移動しない血管を認
め，パルスドプラ検査で臍帯動脈血流波形を呈していた
（図４）。
　血管走行の確認のため撮影したMRI検査では，低置胎
盤の尾側辺縁に臍帯が付着しており，子宮口を横断する
前置血管を認めた。
経過
　以上の所見より前置血管と診断し，同日から管理入院
とした。明らかな切迫早産兆候は認めなかったが，第１
子妊娠時，第２子妊娠時ともに切迫早産で入院既往が
あったため，塩酸リトドリン15mg/dayで予防内服を開
始した。術中出血が多量となる可能性を考慮し，妊娠33

週時，妊娠34週時に300mlずつ自己血を貯血した。
　その後の経過も問題なく，胎児呼吸機能の成熟を待っ
て妊娠35週３日に選択的帝王切開術を施行した。子宮下
部横切開で，2337gの女児をアプガースコア１分値８点
５分値９点で娩出した。臍帯動脈血pH 7.33で，出血量
は羊水込で875mlであった。児は早産児・低出生体重児
のためNICU入院となった。術後の胎盤では，肉眼的に
臍帯の卵膜付着と胎盤辺縁に沿って卵膜上を走行する血
管を認めた（図５）。母体の術後経過は良好で，術後10
日目に退院となった。児は日齢15に退院し現時点で神経

図４　 症例２の経腟超音波所見。内子宮口上に臍帯動脈血流波形
を呈する血管と低置胎盤を認める。

図３　症例１の胎盤所見
臍帯卵膜付着と卵膜上を走行する血管を認める。

図５　 症例２の胎盤所見。臍帯の卵膜付着と胎盤辺縁に沿って卵
膜上を走行する血管を認めた。
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学的後遺症は認めていない。

考　　　察

　前置血管とは，Wharton膠質に被覆されていない臍帯
血管が，内子宮口を覆う卵膜上を走行しているものであ
る。先進する児頭の圧迫により胎児機能不全を発生しや
すく，破水により血管が断裂すると胎児は急速に失血
し，子宮内胎児死亡となりうる致死率の高い疾患であ
る。頻度は文献によってばらつきはあるが，2500～5000
分娩に１例と言われている。１）～９）Oyelese et al. は，出
生前診断がなされていた場合は児の生存率は97％，輸血
率3.4％なのに対し，出生前診断がなされていなかった
場合は児の生存率が44％，輸血率58.5％であったと報告
している。３）

　前置血管は，通常の胎盤に臍帯卵膜付着を伴うType
Ⅰと，分葉胎盤など胎盤の構造異常を伴うTypeⅡに分
類される。10）リスク因子としてIVF後の妊娠，双胎妊
娠，胎盤位置異常（前置胎盤・低置胎盤），臍帯付着部
位異常，胎盤構造異常（分葉胎盤・副胎盤など），臍帯
下垂などが挙げられる。前置血管症例の89％で少なくと
も１つ以上のリスクファクターを有していたという報
告もあり，リスク因子の評価は重要であると考えられ
る。３）今回，症例１では，リスク因子として低置胎盤，
臍帯下垂，臍帯卵膜付着があり，症例２では，低置胎
盤，臍帯卵膜付着があった。また今回の症例は２症例と
も自然妊娠であったが，前置血管の頻度は，体外受精で
１/202，非体外受精で１/2200と報告されている。５）昨
今体外受精による妊娠が増加しており，今後前置血管症
例は増えることが予想される。
　前置血管の診断には，経腟超音波検査が有効である。
経腟超音波検査で，内子宮口上にWharton膠質を伴わな
い血管様のエコー像を認めることが診断の端緒となる
が，太い血管の場合にはエコーフリースペースとして認
められることがある。いずれの場合もカラードプラを併
用するとこの部分に血流が表示されるため，診断がより
容易となる。今回の症例において，症例１では内子宮口
上に血管様のエコー像がエコーフリースペースとして認
められたが，症例２では明らかなエコーフリースペース
は認められず，カラードプラの併用なしでは診断は困難
であった。
　また臍帯付着部位に関しては，妊娠18週から20週まで
の超音波検査にて99％以上で検出することができると報
告されている。３）妊娠週数が進んだ状態では，臍帯付着
部位の確認が困難となることがあり，妊娠20週までの早
い時期に臍帯付着部位を確認しておくことで，前置血管
のリスク評価に繋がると思われる。
　前置血管と診断された症例の管理に関しては，現在の
日本のガイドラインでは取り決めはない。内子宮口上の

血管を断裂させずに児を娩出しなければならないので，
分娩開始前に選択的帝王切開を施行する必要がある。 

SOGC（カナダ産科婦人科学会）の前置血管に関するガ
イドライン（2009）によると，妊娠28～32週に児の肺成
熟を促すステロイド投与，妊娠30～32週頃から管理入院
が望まれるとされる。７）分娩時期は，破水した場合のリ
スクと児の未熟性を考慮し，子宮口が熟化する35～36週
を目標として選択的帝王切開を施行することが望まし
く，それ以前に子宮収縮が頻回に認められるようになれ
ば，無理に妊娠継続せず帝王切開を施行するとされてい
る。７）日本で報告されている前置血管症例では，切迫早
産兆候が強くない場合，妊娠34週前後での娩出が平均的
であった。１）２）４）～６）今回の症例１では，切迫早産のた
め緊急時のリスクの回避を優先し，妊娠31週で娩出せざ
るをえなかったが，症例２では管理入院後，妊娠35週ま
で妊娠継続できた。
　また，前置血管の補助診断としてMRIが有効であると
の報告もある。４）５）今回の症例でも２例ともMRI検査を
施行し，経腟超音波検査で疑った胎盤の位置と血管の走
行を再確認し，子宮筋層切開部位や破膜部位について術
前に十分検討することができた。
　今回の症例や文献的考察を踏まえ，当院では，外来診
療に当たる医師全員が，前置血管のリスク評価と前置血
管を意識したスクリーニングを施行し，カルテに記載す
るよう心がけている。具体的には，上野らが提唱してい
る前置血管のための超音波検査指針４）に従い，初期と
中期で２回，胎盤の位置と臍帯付着部位を評価すること
から始める。その際，前置胎盤・低置胎盤や臍帯卵膜付
着が疑われた症例に関しては，カラードプラ検査を併用
し，前置血管の有無を確認する。また妊娠経過とともに
前置胎盤・低置胎盤ではなくなっている例も含め，妊娠
25～27週に妊婦全例にカラードプラ検査を併用し，前置
血管の有無を確認するようにしている。診断のタイミン
グとしては管理入院開始が推奨される妊娠30週以前が望
ましいと考える。体外受精後の妊娠が増えており今後症
例が増えると想定される。稀な疾患ではあるが，全ての
産科医が前置血管を意識したスクリーニングを心がけ，
妊娠中期までに診断が得られることで児の予後が向上す
ると考えられる。

結　　　語

　今回我々は，分娩開始前に診断し良好な転帰を得た前
置血管の２症例を経験した。本疾患は稀ではあるが，分
娩前に診断がなされていないと児の致死率が高い疾患で
ある。妊娠初期からの胎盤位置の経緯など前置血管のリ
スク評価をした上で，経腟超音波検査で前置血管を意識
したスクリーニングを行うことが重要であると考えられ
た。
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当院産婦人科外来における乳がん検診の現状
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Current state of breast cancer screening in our hospital’s obstetrics and gynecology 
outpatient unit

Aki Hayashi １）・Yukiko Yamato １）・Kiyohito Yano １） 
Takao Tamura １）・Shin-ichi Hamada ２）・Masaharu Kamada １）

１）Department of Obstetrics and Gynecology, Shikoku Central Hospital of the Mutual Aid Association of Public School Teachers
２）Department of Health Care, Shikoku Central Hospital of the Mutual Aid Association of Public School Teachers

【緒言】近年，日本における乳がん患者数は増加傾向にあり，女性の部位別癌罹患数の第１位である。また，年間１万４千
人以上の女性が乳がんで死亡している。当院では2013年以降，産婦人科医による乳がん検診を取り入れている。今回，当院
産婦人科外来で施行した乳がん検診について検討した。
【方法】2013年10月から2018年３月までに当院産婦人科外来で施行した乳がん検診963例において，受診理由，年齢，マンモ
グラフィ（以下MG）カテゴリー，乳房超音波検査実施の有無について後方視的に検討した。
【成績】乳がん検診総数は963例，2013年（10-12月）24例，2014年91例，2015年168例，2016年272例，2017年335例，2018年
（１-３月）73例であり，年々増加していた。受診理由は有症状例が103例（10.7%），症状はないが乳がんを心配して受診し
た症例（無症状例）が860例（89.3%）であり，無症状例のうち，HRT施行中が148例（17.2%），妊娠/産褥期が109例（12.7%），
その他が603例（70.1%）であった。年齢は40歳代が251例（26%）で最も多く，40歳代と50歳代で約半数を占めた。214例が
MGのみを施行，640例がMGと乳房超音波検査の両方を施行されていた。妊娠/産褥期の109例は乳房超音波検査のみが施行さ
れていた。MGを施行した854例のうち，カテゴリー３以上は79例（9.3%）であり，この中から乳がんが11例発見された。全
体の乳がん発見率は1.1%（11/963例）であった。
【結論】当院ではMG・乳房超音波検査の読影資格を取得した産婦人科医が増え，産婦人科外来で施行する乳がん検診が年々
増加している。今後もさらなる啓発と検診を推奨していく必要があると考えられた。

Introduction: Breast cancer is the most common cancer in women in Japan, and the number of breast cancer 
patients has been increasing in recent years. Gynecologists in our hospital have provided breast cancer 
screenings since 2013. Here we examined the patient backgrounds and outcomes of breast cancer screenings 
in gynecologic outpatients at our hospital.
Methods: We retrospectively analyzed the clinical data of 963 patients screened in the gynecologic outpatient 
from October 2013 to March 2018 and recorded, consultation reason, age, mammography category, and 
presence or absence of breast ultrasound examination.
Results: A total of 963 breast cancer examinations were performed. There were 103 symptomatic cases (10.7%) 
and 860 asymptomatic cases (89.3%). Most patients were in their 40s (251 cases, 26%). Approximately half of 
the patients were in their 40s or 50s. Eleven (1.14%) cases of breast cancer were found.
Conclusion: In our hospital, five of six gynecologists are qualified to take mammography and breast ultrasound 
diagnostic readings, and the number of patients undergoing breast cancer screenings at our gynecologic 
outpatient clinic is increasing every year. Gynecologists should be actively engaged in breast cancer 
screenings to reduce the breast cancer mortality rate.

キーワード：乳がん検診
Key words：breast cancer screening

緒　　　言

　日本における乳がん患者数は増加傾向にあり，女性の
部位別癌罹患数の第１位である。2013年の乳がん罹患者
数は76,839人であり，子宮癌（子宮頸癌＋子宮体癌）の

約3.2倍，卵巣癌の約7.8倍に及ぶ。また，2016年の乳が
ん死亡数は14,015人にのぼり，罹患率・死亡率ともに一
貫して増加している１）。年齢階級別にみると乳がんの罹
患率は40歳後半から50歳前半にピークがある。一方，子
宮体癌・子宮頸癌・卵巣癌は40歳代から50歳代にかけて
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罹患率のピークがある。つまり，子宮癌検診の対象者は
概ね乳がん検診が推奨される集団と重複しており，産婦
人科医が積極的に乳がん検診を推奨・施行することは好
ましいと考えられる。当院では2013年以降，産婦人科医
による乳がん検診を取り入れている。今回，当院産婦人
科外来で施行した乳がん検診について検討した。

対象および方法

　2013年10月から2018年３月までに当院産婦人科外来
で施行した乳がん検診（MG・乳房超音波検査）963例
を対象とした。今回の対象は外来で施行する検診（保険
診療）であるため，有症状もしくは無症状の場合は乳
がんを心配して外来受診・HRT施行中・妊娠/産褥期等
の患者背景となっている。受診理由，年齢，MGカテゴ
リー，乳房超音波検査実施の有無について後方視的に検
討した。また，産婦人科外来で発見した乳がん11例にお
いてはそれぞれ発見年月日・年齢・発見契機・MGカテ
ゴリー・MG所見・乳房超音波施行の有無・組織型・病
期分類について検討した。
　MGの読影は，NPO法人日本乳がん検診精度管理中央
機構（以下，精中機構）の行うMG読影認定試験で評価
A，評価Bの資格を得ている産婦人科医５名で二重読影
を行った。乳房超音波検査は，同じく精中機構が行う
超音波読影認定試験で評価A，評価Bの資格を得ている
産婦人科医５名が行った。MGはAmulet（富士フィルム
社），超音波診断装置はVoluson S8（GE Healthcare社）
を使用した。

結　　　果

　乳がん検診総数は963例であり，2013年（10-12月）24
例，2014年91例，2015年168例，2016年272例，2017年
335例，2018年（１-３月）73例と産婦人科外来で施行
する乳がん検診の件数は年々増加していた。963例のう
ち，要精検数（MGカテゴリー３以上）が79例（9.3%），
その中から乳がんが11例発見され，全体の乳がん発見
率は1.1%（11/963例），陽性反応的中度は13.9%（11/79
例）であった（表１）。受診理由は有症状群が103例
（10.7%），症状はないが乳がんを心配して受診した群
（無症状群）が860例（89.3%）であり，無症状例が有症
状例の約8.3倍と多かった。無症状群の内訳は，HRT施
行中が148例（17.2%），妊娠/産褥期が109例（12.7%），
その他が603例（70.1%）であった（図１）。年齢別にみ
ると10歳代が３例（0.3%），20歳代が62例（6.4%），30歳
代が189例（19.6%），40歳代が251例（26%），50歳代が
229例（23.8%），60歳代が118例（12.3%），70歳代が100
例（10.4%），80歳代が11例（1.1%）であり，40歳代と50
歳代で約半数を占めた（図２）。963例中，214例がMG
のみを施行され，640例がMGと乳房超音波検査の両方
を施行されていた。妊娠/産褥期の109例においては乳房
超音波検査のみが施行されていた。
　産婦人科外来で発見した乳がん11例のうち，６例（症
例１・４・６・８・10・11）は当院で治療され，現在も
フォローされている。発見契機としては無症状が４例，
有症状が７例であり，有症状群における乳がん発見率は
6.8%（７/103例）と高率であった。また，HRT施行群・
妊娠/産褥期群での乳がん発見例はなかった。年齢別に
みると40歳代が１例，50歳代が２例，60歳代が６例，70
歳代が２例であった。また，全ての症例においてMGと
乳房超音波検査の両方が施行されていた。症例２・５・
７の病期分類については他院で治療されたため，詳細不
明であるが，残りの８例のうち，０期が１例（12.5%），
Ⅰ期が２例（25%），ⅡA期が４例（50%），ⅡB期が１例
（12.5%）であった。無症状で乳がんが発見された４例

図１　受診理由

表１　 産婦人科外来で施行した乳癌検診の成績（2013年10月～
2018年３月）
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（症例１・８・10・11）のうち３例（症例１・８・10）
はいずれもⅡ期であった（表２）。

考　　　察

　現在，日本では対策型乳がん検診として40歳以上を対
象として２年おきのMG検診が推奨されている。アメリ
カ合衆国では任意型検診主体であるが，2013年の乳がん
検診受診率（50-69歳）は80.8%である。一方，日本では
2013年の乳がん検診受診率（50-69歳）は41.0%とアメリ

カ合衆国の約半分であり，先進国の中でも低い受診率と
なっている２）。
　2013年10月から2018年３月までに産婦人科外来で施
行した乳がん検診は963例であり，11例の乳がんを発
見し，要精検率は9.3%，全体の乳がん発見率は1.1%
（11/963例），陽性反応的中度は13.9%（11/79例）であっ
た（表１）。厚生労働省の統計によると2015年度の乳が
ん検診受診数は211万5752人，うち要精検率は8.38%，乳
がん発見率は0.34％，陽性反応的中度は4.05%である３）。
産婦人科外来で施行する乳がん検診のため有症状例が多
く，一般の乳がん検診と一様な比較は出来ないが，要精
検率・乳がん発見率・陽性反応的中度ともに高かった。
産婦人科外来で発見した乳がん11例のうち７例は有症状
であったが，４例は無症状の症例であり，しかも４例
中３例はいずれも腫瘍径が２cmを超えるⅡ期の症例で
あった。早期発見のためにはもう１-２年早い受診が必
要であったと考えられ，無症状であっても定期的な乳
がん検診を受ける必要性を改めて示している。HRTと
乳がんについては1980年代から様々議論されてきてい
る。WHI試験の中間解析結果では結合型エストロゲン
（CEE）+酢酸メドロキシプロゲステロン（MPA）投与
群はプラセボ群と比較し，HR 1.26と有意な乳がん発症
リスクの増加を認めている３）。しかし，その後の研究で
HRTによるリスクは他の生活習慣関連因子によるリス図２　年齢

表２　産婦人科外来で発見した乳癌症例

※症例２・５・７の病期分類については他院で治療されたため、病期分類については詳細不明
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クと同等かそれ以下である事，乳がん発症リスクは使用
される黄体ホルモンの種類により異なる事，HRT施行
期間が長いほど乳がん発症リスクは上昇し，５年未満の
施行では有意差を認めないことが報告されている４）５）。
当院ではこれらを踏まえ，HRT導入前にはHRTによる
乳がん発症リスクについて説明し，導入前・施行中には
乳がん検診を推奨している。
　年齢別では40歳代が26%と一番多く，50歳代（23.8%）， 
30歳代（19.6%），60歳代（12.3%）と続いた（図２）。40
歳代と50歳代で約半数を占めているが，この年代に乳が
んの罹患率が最も高いことを考慮すると，効果的な検診
であると考えられる。また，一般の乳がん検診と比較
し，20-30歳代という若い年代の割合が多いが，これら
の殆どは妊婦および褥婦である。最近では若年乳がんや
妊娠関連乳がん（妊娠中あるいは出産後１年以内，また
は授乳中に診断された乳がん）に対する社会的関心も高
まっている。当院では妊娠初期に乳がん検診を推奨する
働きかけを始めており，これらの啓発活動が20-30歳代
の乳がん検診率向上につながっていると考えられる。
　日本人の乳がん罹患が多い40歳代では，乳腺濃度が高
いためMG感度の低下が以前から問題視されている。日
本初の大規模ランダム化比較試験であるJ-STARTの結
果，高濃度乳房の多い40歳代の女性を対象とした乳がん
検診においてMGに乳房超音波検査を併用すると，MG
のみの場合に比べて乳がん発見率が1.5倍に上昇するこ
とが示された６）。現在では任意型検診を中心に乳房超音
波検査が広く取り入れられており，当院でも963例中640
例（約66.4%）においてMGと乳房超音波検査の両方が
施行されていた。また，妊娠/産褥期の109例については
乳房超音波検査のみによる乳癌検診を施行した。妊娠/
産褥期には乳腺の発達により触診で小さな腫瘤を見つけ
ることは困難であり，高濃度乳房のためMG感度も低下
する。一方，超音波は高濃度乳房においても病変の描出
に優れており，また妊娠期でも胎児への影響を考慮せず
施行出来る検査手段である。妊娠関連乳がんは比較的稀
であるが，近年は高齢出産の増加により，罹患数は増加
傾向にある。また，妊娠関連乳がんは非妊時の乳がんと
比較して乳癌による死亡リスクが高く，予後不良である
７）。しかし，臨床期別で比較した報告では妊娠関連乳が
ん症例は同世代の非妊娠症例と比較して，同じ病期であ
れば生存率に差がないことが示されている。つまり，妊
娠関連乳がんでも早期例では良好な予後が期待でき，妊
娠関連乳がんが予後不良である原因の１つとして診断の
遅れが挙げられる。妊娠/産褥期の乳腺に関わる機会は
産婦人科医が圧倒的に多く，積極的に乳房超音波検査を
施行することは望ましいと考える８）。
　 乳 が ん の 標 準 的 な 内 分 泌 療 法 薬 と し て S E R M
（selective estrogen receptor modulator）に分類される

タモキシフェンでは，ほてりや腟分泌物など婦人科症状
の出現が多い。また，タモキシフェンの５年投与により
子宮内膜癌は2.6%増加（95%CI: 1.4-3.8）すると報告さ
れている９）。一方，アロマターゼ阻害薬においては骨折
率の明らかな増加は観察されていないものの，骨代謝に
悪影響を与えることが示唆されている10）。つまり，産婦
人科医は乳がん検診を施行するのみでなく，乳がんの治
療中や治療後においても婦人科的・全身的なフォローに
関わることが必要である。産婦人科外来で発見した乳が
ん11例のうち４例（症例１・３・６・10）は乳がん治療
中・治療後も当科で子宮頸部細胞診や子宮内膜細胞診，
骨密度測定を施行し，現在も当科でフォローを続けてい
る。このように他科と連携しながら，女性を総合的に診
ていくことは産婦人科医にとって重要である。
　現在，乳がん患者数および乳がん検診対象者数に比べ
て乳腺専門医数は圧倒的に少ない状況であり，乳がん診
療，特に乳がん検診における産婦人科医の積極的な関
与が望まれている。乳がん検診に関する意識調査によ
ると，乳がん検診を希望する受診科としては産婦人科
（55.5％）と乳腺外来（49.8％）が多く，２つの科は同
等の割合である。しかし，20代においては産婦人科が
68.7%と乳腺外科を上回る結果になっている11）。これら
の需要に応えるためにも産婦人科医による乳がん検診の
さらなる啓発と遂行が必要であると考えられた。
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過多月経に対してのマイクロ波子宮内膜アブレーションの際に偶発的に治療を
行った子宮内膜癌の症例

山本　寄人・高橋　成彦・脇川　晃子・上野　晃子・川瀬　史愛 
永井　立平・小松　淳子・南　晋・林　和俊
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A case of endometrial carcinoma incidentally treated with microwave endometrial 
ablation to control hypermenorrhea

Yorito Yamamoto・Naruhiko Takahashi・Akiko Wakikawa・Akiko Ueno・Noa Kawase
Ryuhei Nagai・Junko Komatsu・Susumu Minami・Kazutoshi Hayashi

Department of Obstetrics and Gynecology, Kochi Health Sciences Center

マイクロ波子宮内膜アブレーション（MEA）は，子宮筋腫，子宮腺筋症，抗凝固剤の内服や原因不明の過多月経に対して，
月経量を減少させることを主な目的とした治療法である。日本のMEA実施ガイドラインでは子宮内膜癌は適応でなく，子宮
内膜癌に対するMEAの報告は少なく，早期子宮内膜癌に対して治療が有効かは不明である。過多月経に対してMEAを行った
際に子宮内膜癌の治療も行い得たと判断された症例を経験したので報告する。
症例は46歳女性，２妊２産。３年前より過多月経を認めていた。近医内科で貧血（Hb7.7g/dl）を指摘され当科に紹介受診と
なった。子宮は正常大，子宮筋腫，内膜ポリープなどの所見は認め無かった。初診時子宮腟部・内膜細胞診に異常を認めず
MEAの方針となった。MEA施行時の子宮鏡では癌を疑う所見を認めなかったが，MEA時の子宮内膜全面掻爬組織診で子宮
内膜癌（類内膜癌grade2）を認めた。MEA後の子宮内膜細胞診も異常を認めず，造影MRI・CTでも子宮筋層浸潤・遠隔転移
の所見は認めなかった。MEA治療前は微小浸潤までの子宮内膜癌IA期であったと考えられた。MEA施行６週間後に腹式子
宮全摘術＋両側付属器切除術を施行した。術後病理組織診断では，子宮内膜・筋層表層部は凝固壊死し，癌の残存病変は認
めず，一部に構造異型を窺う腺管が凝固壊死に陥った像を認めたのみであった。
子宮筋層浸潤を認めないと思われる子宮内膜癌IA期症例に対してMEAが治療法の選択の一つになる得る可能性が示唆され
た。

Microwave endometrial ablation (MEA) was initially developed for the treatment of functional and organic 
menorrhagia. MEA guidelines in Japan state that it is not suitable for endometrial malignancy, and few 
studies have evaluated its effectiveness for the treatment of endometrial carcinoma. Here we report a case of 
endometrial carcinoma that was incidentally treated with MEA to control hypermenorrhea.
A 48-year-old woman with the chief complaint of hypermenorrhea was diagnosed with functional menorrhagia. 
The patient’s hemoglobin level was 7.7 g/dL. The endometrial cytologic pathology report involved no 
malignancy. Transvaginal ultrasonography before MEA treatment showed no expanded endometrium. 
Grade 2 endometrial adenocarcinoma was identified in the endometrial curettage sample obtained during 
MEA treatment. The endometrial cytologic pathology report revealed no malignancy after MEA treatment. 
Magnetic resonance imaging and computed tomography after MEA treatment showed no invasive 
endometrial carcinoma or residual malignant lesions; therefore, the malignant lesion was hypothesized to be 
localized to the endometrium. Total hysterectomy with both adnexectomy was performed 6 weeks after the 
MEA. A pathological examination revealed no evidence of residual carcinoma. Our findings indicate that some 
early cases of endometrial carcinoma could be treated with MEA.

キーワード：マイクロ波子宮内膜アブレーション，子宮内膜癌，過多月経
Key words：microwave endometrial ablation, endometrial carcinoma, hypermenorrhea

緒　　　言

　マイクロ波子宮内膜アブレーション（MEA）は，子
宮内膜を基底層も含めてマイクロ波によって凝固し，子
宮筋腫，子宮腺筋症，抗凝固剤の内服や原因不明の過多

月経に対して，月経量を減少させることを主な目的とし
た治療法である。日本のMEA実施ガイドラインでは子
宮内膜癌は適応でなく１），子宮内膜癌に対するMEAの
報告は少なく，早期子宮内膜癌に対して治療が有効であ
るかは不明である。過多月経に対してMEAを行った際
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に子宮内膜癌の治療も行い得たと判断された症例を経験
したので報告する。

症　　　例

患者：46歳
主訴：過多月経と貧血
既往歴：特記事項なし
家族歴：妹　乳癌
妊娠分娩歴：２妊２産
現病歴：３年前より過多月経を認めていた。近医内科で
貧血（血色素量7.7g/dl）を指摘され当科に紹介受診と
なった。子宮は正常大で，経腟超音波検査で子宮筋腫，
内膜ポリープなどの所見は認めなかった（図１）。初診
時子宮腟部・内膜細胞診に異常を認めずMEAの方針と
なった。
　MEAの方法：全身麻酔下で手術を行った。前日にラ
ミセル®３mmで子宮頸管拡張を行い，さらに術中にへ
ガール金属拡張器で拡張を行った。子宮鏡で子宮全内腔
を観察し子宮内腔の形状，子宮内膜の異常増殖を思わせ

る所見がないことを確認した。経腹超音波ガイド下で子
宮内膜全面掻爬を行い，全採取組織を病理診断に提供し
た。その後経腹超音波カラードップラーガイド下でマイ
クロターゼAZM-550による全子宮腔内MEAを行った。
１回当たりの照射条件は2.45GHz，出力70ワット，50秒
設定で行った。最後に子宮鏡で子宮腔内全壁が凝固され
ていることを確認した。
　退院１週間後にMEA施行時採取の子宮内膜の病理組
織診断結果で子宮内膜癌（類内膜癌grade2）が発生して
いたことが明らかとなった。
　子宮内膜癌の遺残や進行期の判定のため子宮内膜細胞
診，造影MRIと造影CTを施行した。子宮内膜細胞診は
異常を認めず，造影MRI（図２）・CTでも子宮筋層浸潤・
遠隔転移の所見は認めなかった。MEA治療前は微小浸
潤までの子宮内膜癌IA期であったと考えられた。MEA 
施行６週間後に腹式子宮全摘術・両側付属器切除術を施
行した。術後病理組織診断では，子宮内膜・筋層表層部
は凝固壊死し，一部に構造異型を窺う腺管が凝固壊死に
陥った像を認めたのみであった（図３）。

図１　MEA前の経腟超音波画像 

図３　MEA後の子宮内膜病理組織像（H.E染色）

図２　MEA後のMRI T2強調画像



2018年 51過多月経に対してのマイクロ波子宮内膜アブレーションの際に偶発的に治療を行った子宮内膜癌の症例

考　　　察

　今回の症例では，術前の子宮内膜細胞診が陰性であっ
たため子宮内膜癌と気づかずに過多月経に対してMEA
を施行し，結果として子宮内膜癌の治療も行うことがで
きた症例であった。
　子宮内膜癌に対してMEAに期待ができる効果として
は，子宮内膜癌の多量子宮出血に対しての緊急的な止
血と今回のような微小浸潤までの子宮内膜癌IA期の治
療である。子宮内膜癌に対するMEA報告は極めて少
ない。我々が知る限り初めての報告は，Sharp et al.２）

で，重度の心疾患を合併した89歳の女性の子宮内膜癌に
よる出血をとめるためにMEAを行い止血することがで
きたが，再発を恐れて３ヶ月後に腟式子宮全摘術を行
い，その子宮に子宮内膜癌病変が無くなっていたことを
報告している。ただ彼らが使用したMEAは9.2GHzを用
いており今回の症例と比較はできないが，MEAの子宮
内膜癌による出血の止血と治療効果が証明されている。
また，Nakamura et al.３）は，2.45GHzのMEAを用いて
子宮内膜癌による大量出血のコントロールが可能であっ
たと報告しており本邦で使用されている2.45GHzのMEA
でも緊急時の止血効果が期待できると思われる。
　今症例のように術前に子宮内膜癌と診断されず，
2.45GHzのMEAを施行し，結果として子宮内膜癌の治療
も行うことができた症例報告を，Nakamura et al.３）と
辻 et al.４）が１例ずつ報告している。Nakamura et al. の
症例は，44歳の女性。MRIで子宮腺筋症の診断でMEA
を施行したがMEA時に採取した子宮内膜の病理組織診
断結果で子宮内膜癌（類内膜癌grade2）が発生してい
たことが明らかとなった。術後のCT，PET/CT，MRI
で悪性所見を認めず経過を観ていたが，再発のリスクが
問題となり18ヶ月後に腹腔鏡下子宮全摘術・両側付属器
切除術を行い，その子宮に子宮内膜癌病変を認めなかっ
た。辻らの症例は，52歳の女性。MRIで多発性筋腫の診
断でMEAを施行したがMEA時に採取した子宮内膜の病
理組織診断結果で子宮内膜癌（類内膜癌grade1）が発生
していたことが明らかとなった。MEA後の子宮内膜掻
爬組織診，造影MRIとPETで子宮内膜癌の所見は認め
ず，すでに子宮内膜癌がMEAで治癒されていることが
考えられた。そのため40日後に低リスク子宮内膜癌の推
奨治療法である子宮全摘術・両側付属器切除術を行い，
その子宮に子宮内膜癌病変を認めなかった。２症例とも
MEA前にMRIが施行されていて，子宮内膜の異常増殖
を疑う所見や子宮筋層浸潤を疑う所見は認めていなかっ
た。
　今回，過多月経に対してMEAを行った際に子宮内膜
癌の治療も行い得たと判断された症例を経験した。基本
的には子宮内膜癌の治療は子宮摘出が望ましいが，高齢

や重度の合併症を持つ患者で，子宮筋層浸潤を認めない
と思われる子宮内膜癌IA期症例に対してMEAが治療法
の選択の一つになる得る可能性が示唆された。
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減量したTC療法で治療した肝硬変合併卵巣癌の１例
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A case of liver cirrhosis merger ovarian cancer

Shinpei Toujou・Seiya Oga・Atsumi Kubo・Yuri Hayashi・Hironori Hayashi
Ryoko Kajiwara・Kumi Shimamoto・Naotoshi Honda・Mikifumi Yokoyama

Matsuyama Red Cross Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology

肝硬変はChild-Pugh分類にて重症度がA,B,Cに分類されており，１年累積生存率は78％（Child-Pugh class A/B/C別で95%，
80%，45%），２年累積生存率は75%（Child-Pugh class A/B/C別で90%，70%，38%）と予後不良な疾患である。今回，肝硬
変合併卵巣癌患者に対して，術前化学療法NAC（neoadjuvant chemotherapy）としてdose-denseTC療法４コース施行後IDS
（interval debulking surgery）を行い，良好な治療経過を得た症例を経験したので報告する。
症例は62歳，既往歴は42歳時に左乳癌，52歳時にＣ型肝炎であった。現病歴は急激な腹部膨満感を認め内科を受診後，腹膜
播種，腹水貯留を指摘され紹介受診した。全身状態はPS1，画像検査で両側付属器領域に４cm大の腫瘤と腹膜播種を認め
た。腹水細胞診は陽性でadenocarcinomaであった。採血所見及び画像所見より肝硬変Child-Pugh分類C，臨床的卵巣癌ⅢC期
と診断した。
dose-denseTC療法をカルボプラチンとパクリタキセル１段階減量で開始したが，血液毒性により最終的にパクリタキセル
45mg/㎡，カルボプラチンAUC4で治療継続した。３コース終了後のCT検査でPRとなり，４コース後にIDSを施行し，肉眼
的腫瘍減量率は100％で術中腹水細胞診は陰性であった。術後病理組織診断はHigh-grade serous carcinomaであった。dose-
denseTC療法を術後２コース追加後，全身倦怠感のため治療終了とした。治療終了後２ヶ月経過しているが，再発なく経過
している。
Child-Pugh分類Aの肝硬変合併卵巣癌に関しては，卵巣癌標準治療に対して耐容性，治療効果は良好であるとの報告がある
が，Child-Pugh分類B-Cに関しては報告がない。パクリタキセルは肝代謝であり，治療中の肝機能増悪が懸念される。今症例
では最終的にはパクリタキセル45mg/㎡（60mg/body，45％減量）で治療を行った。肝硬変合併癌に関するパクリタキセル
投与量を参考として，パクリタキセルは60mg/bodyまたは50％減量にて開始するのが適当ではないかと考えられた。

Liver cirrhosis has a poor prognosis. Here we report our experience with one patient with cirrhosis merger 
ovarian cancer treated with paclitaxel and carboplatin which we reduced. Our patient was 62 years old and 
presented with the chief complaint of abdominal distension. We made the diagnosis of cirrhosis Child-Pugh 
classification C and clinical ovarian cancer ⅢC. We reduced the paclitaxel dosage. We administered 4 courses 
of neoadjuvant chemotherapy and performed surgery. The tumor reduction rate was 100%. We added 2 
courses of chemotherapy.
Two months of treatment were provided and recurrence was prevented. For the first 2 courses of 
chemotherapy, paclitaxel 60 mg/㎡ was administered. Due to side effects, we subsequently decreased the 
paclitaxel to 45 mg/㎡ The results of a report suggested that we should reduce the paclitaxel to 60 mg/㎡ or 
by 50% in patients with cirrhosis merger ovarian cancer. 

キーワード：卵巣癌，肝硬変，化学療法，パクリタキセル，減量
Key words：ovarian cancer, liver cirrhosis, chemotherapy, paclitaxel, reduction

緒　　　言

　肝硬変はChild-Pugh分類にて重症度がA，B，Cに分
類されており，予後予測指標に用いられている。１年
累積生存率は78％（Child-Pugh class A/B/C別で95%，
80%，45%），２年累積生存率は75%（Child-Pugh class 
A/B/C別で90%,70%,38%）と予後不良な疾患である。１）

他方卵巣癌の病期別５年相対生存率は全症例で61.1％
（Ⅰ期/Ⅱ期/Ⅲ期/Ⅳ期別で87.4%，66.4%，44.2%，
28.3%）と報告されている。２）よって肝硬変合併卵巣
癌患者に対しては両疾患の予後を勘案しながら慎重な
治療が望まれる。今回，肝硬変（Child-Pugh分類C）
合併卵巣癌ⅢC期患者に対して，術前化学療法NAC
（neoadjuvant chemotherapy）としてdose-denseTC療
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法４コース施行後IDS（interval debulking surgery）を
行い，病勢及び症状の良好なコントロールが得られた症
例を経験したので報告する。

症　　　例

　症例は62歳，２回経妊２回経産，42歳時に左乳癌，52
歳時にC型肝炎の既往があった。長姉が原発不明癌，次
姉が乳癌の家族歴があった。現病歴は初診１ヶ月前より
急激な腹部膨満感を認め内科を受診した。腹部エコー検
査で腹水貯留と肝萎縮を認め，肝硬変を疑われ内科入院
となった。精査目的のCT検査で腹膜播種を示唆する所
見を認め，精査目的に当科を紹介受診した。
　全身状態はPS1であった。視診で腹部は膨隆してお
り，理学診で腹部に波動を触知し腹水貯留を示唆する所
見であった。経腹超音波画像と経腟超音波画像を図１に
示す。経腹超音波断層法で両側付属器領域に４cm大の
腫瘤及び腹水貯留を認めた。経腟超音波断層法でダグラ
ス窩腹膜に腹膜播種を示唆する所見を認めた。ダグラス
窩穿刺を施行し，腹水細胞診は陽性でadenocarcinoma

であった。子宮頸部擦過細胞診はNILM，子宮体部内膜
細胞診は陰性であった。治療前CT検査，MRI検査を図
２に示す。腹腔内に大量の腹水貯留を認め，大網ケーキ
の所見を認めた。両側付属器領域に４cm大の腫瘤，ダ
グラス窩に最大径3.8cmの腹膜播種の所見を認めた。明
らかなリンパ節腫大を示唆する所見を認めなかった。腫
瘍マーカーCA125は1917U/mlと高値であった。CA19-9
は20.0 U/ml，CEAは4.0ng/dlと基準値未満であった。
Child-Pugh分類と本症例の肝機能を表１に示す。血小
板数は16万/μl，ASTは82U/l，ALTは51U/l，血清ビ
リルビンは1.6mg/dl，血清アルブミンは2.4g/dl，PT時
間は58.2％であった。脳症はなく，腹水貯留を認め，
Child-Pugh分類で10点であった。検査所見より肝硬変
Child-Pugh分類C，臨床的卵巣癌ⅢB期と診断した。
Child-Pugh分類で腹水，Albの項目は卵巣癌の影響を受
けていると考え，肝硬変の重症度が過大評価されている
可能性があると判断した。またPS1と化学療法に耐えう
ると判断したため，術前化学療法としてdose-denseTC
療法を行う方針とした。

ダグラス窩播腫ダグラス窩播腫 左卵巣腫瘍
4cm大
左卵巣腫瘍
4cm大

腹水貯留腹水貯留

図１

大網播種大網播種

腹水腹水

腹水腹水

腹水腹水

脾腫脾腫肝臓辺縁不整肝臓辺縁不整

ダグラス窩播腫ダグラス窩播腫

両側卵巣腫大両側卵巣腫大

図２　治療前画像（CT検査，MRI検査）
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　肝障害患者に対するパクリタキセル投与量目安として
米国タキソール添付文書の抜粋を表２として示す。パク
リタキセルは肝代謝であり，トランスアミナーゼ値及び
血清ビリルビン値より米国タキソール薬剤添付文書に従
い，まずはパクリタキセルを１段階減量（60mg/㎡）し
て投与を行った。dose-denseTC療法４コース行い，化
学療法の効果および肝機能の再評価を行い，IDSを行う
方針とした。
　dose-denseTC療法３コース施行後のCT所見を図３に
示す。図３のように肝周囲腹水はほぼ消失し，ダグラ
ス窩播腫，付属器腫瘤の消失を認めた。固形癌の治療

効果判定のための新ガイドラインRECIST（Response 
Evaluation Criteria in Solid tumors）に基づき，標的病
変は消失，腹水は少量残存のみとなり，評価として部分
奏功PR（partial response）となった。
　IDS施行時の腹腔内画像を図４として示す。図４のよ
うに腹腔内所見は腸間膜及び大網に数か所播腫巣を認め
る他に肉眼的病変を認めなかった。明らかな腫大リンパ
節を触知しなかった。腹式単純子宮全摘出術＋両側付属
器摘出術＋大網亜全摘出術+虫垂切除術を施行した。術
中に大網と肝鎌状間膜との癒着部位が腹壁挙上時には
ずれ，出血を来したが縫合及びタコシール®組織接着

表１

図３　術前化学療法３コース後CT検査

表２　肝障害患者に対するパクリタキセル投与量目安

図４　IDS時の腹腔内所見
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用シート（CLSベーリング株式会社）貼付により止血し
た。術中出血量は996mlでMAP６単位，FFP４単位を輸
血した。肉眼的腫瘍減量率は100％であった。術中腹水
細胞診は陰性，術後病理組織診断は漿液性癌であり，大
網と付属器には一部viableな癌細胞を認めたが，腸間膜
や腹膜の腫瘤は化学療法後の変化でありviableな癌細胞
を認めなかった。図５に付属器の病理組織像を示す。付
属器内の癌細胞は大部分が泡沫状組織球に置換されてお
り，化学療法が有効であったことが病理学的にも示され
た。

化学療法治療推移

　合併症と全身状態を勘案し，dose-denseTC療法をカ
ルポプラチンとパクリタキセル１段階減量（パクリタキ
セル：60mg/㎡，カルボプラチン：AUC5）で開始した
が，grade2の血小板減少を認め，２コース目はカルボプ
ラチンをさらに１段階減量（パクリタキセル：60mg/㎡，
カルボプラチン：AUC4）して投与した。dose-denseTC

療法２コース目に発熱性好中球減少症を認め，３コース
目はパクリタキセルをさらに１段階減量（パクリタキセ
ル：45mg/㎡，カルボプラチン：AUC4）した。その後
IDSをはさんで６コース目まで上記投与量を維持して治
療を継続した。６コース終了後，全身倦怠感の訴えがあ
り，治療を一時中断したいとの希望があったため，CT
検査を施行した。再発所見なく，病変の消失が得られた
ものと判断し，以後は外来にて慎重に経過観察する方針
とした。現在，化学療法終了後２ヶ月経過したが，再発
なく経過している。
　治療推移としてトランスアミナーゼ，血清ビリルビン
の推移及び腫瘍マーカーCA125，体重の推移を図６に示
す。図６のように化学療法開始時よりトランスアミナー
ゼ，総ビリルビン値は多少の増減はあるものの，肝機能
の増悪なく推移した。体重およびCA125は良好な治療効
果を反映し，順調な低下を示した。CA125は最終的に
100U/ml前後でプラトーとなっているが，IDC時の腹水
細胞診は陰性であり，病変の制御は十分に得られていた

図５　HE染色

図６　治療推移
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ことを考慮すると，肝硬変による影響が示唆された。

考　　　察

　本症例では初診検査で大量腹水，肝機能異常，肝萎縮
を指摘され，内科にて非代償性C型肝硬変としてまず入
院管理となった。精査目的のCT検査で婦人科癌の可能
性を指摘され，婦人科を紹介受診した。Kamiza et al.３）

によるとC型慢性肝炎の患者は肝細胞癌の発症リスクが
高い（HR：25.10）だけではなく，卵巣癌の発症リスク
も高い（HR：5.15）と報告されており，C型慢性肝炎の
ある患者で腹水貯留を呈した患者に関しては，肝硬変に
よる腹水貯留のみならず，悪性疾患による腹水貯留を念
頭に置くことが必要である。
　入院後の肝機能検査でChild-Pugh分類C　10点と診断
した。しかしながら，本症例はChild-Pugh分類の診断項
目において，腹水貯留，アルブミン低値は癌性腹膜炎に
よっても起こるものであり，Child-Pugh分類では肝機能
異常が過大評価されている可能性があると考えられた。
しかしながら肝硬変患者の非肝手術において，手術後
30日以内の死亡率がChild-Pugh class A/B/C別で3.6%，
31.7%，54.5%（対照群：同様の侵襲の手術で手術後30
日以内の死亡率は3.5％）であり，特にChild-Pugh class 
Cの周術期死亡率が高いことが報告されており４），PDS
（Primary debulking surgery）は手術侵襲により肝機
能増悪をきたす可能性が高く，また出血コントロールが
困難となる状況も想定され，まずは化学療法を先行する
こととした。化学療法の効果が得られれば，腹水減少や
栄養状態改善により，正確な肝機能評価ができるものと
考えた。化学療法施行後の肝機能評価で，肝機能と卵巣
癌の予後等を勘案してIDSを行うかどうかを決定するこ
ととした。
　化学療法導入時には，パクリタキセルが肝代謝であ
ることを考慮した慎重な対応が必要である。米国タキ
ソールの薬剤添付文書により，本患者はトランスアミ
ナーゼ値＜10×ULN，ビリルビン値は1.26-2.0×ULN
であり，monthly TC療法ではパクリタキセルは１段階
減量（135mg/㎡）が適当な開始容量であった。dose-
denseTC療法に関しては，添付文書にパクリタキセル減
量の基準が記載されておらず，monthly TC療法の減量
基準を参考にして１段階減量した。よって開始容量をパ
クリタキセル60mg/㎡とした。有害事象として血小板減
少や発熱性好中球減少症を認め，最終的にパクリタキセ
ルは45mg/㎡，カルボプラチンはAUC4で投与を行い，
肝機能増悪なく治療継続が可能であった。
　HCV陽性乳癌患者で化学療法を施行された36人中９
人でトランスアミナーゼの上昇を認めた５-７）が，HCV
ウィルス量は増加しなかったとの報告がある７）。よって
HCV陽性患者に対する化学療法による肝機能障害は，

抗がん剤の直接肝細胞障害の機序が考えられる。
　Miura et al.８）によるとHCV陽性乳癌患者で化学療法
をうけた８人中６人（75％）でgrade4の好中球減少症
をみとめ，８人中４人（50％）で発熱性好中球減少症
（G３+G4）を認めたとの報告がある。一般的な乳癌術
後化学療法の発熱性好中球減少症発症率（G3+G4）は１
-25.2%程度であり，９）肝硬変合併患者は非常に高い頻度
で発熱性好中球減少症を発症している。HCV慢性感染
による免疫障害により好中球やT細胞の機能不全の可能
性が指摘されており，HCV陽性患者に対して化学療法
を行う場合は，頻回に採血を行い早期発見に努めるとと
もに，適切な支持療法が必要である。
　dose-denseTC療法を４コース施行後の肝機能検査で
腹水はほぼ消失し，Child-Pugh class B　８点となっ
た。肝臓内科及び麻酔科と協議の上，開腹手術に耐えう
ると判断した。画像検査で明らかなリンパ節腫大を認
めなかったことより，手術侵襲を小さくするため，リ
ンパ節郭清は省略する方針とした。患者家族と周術期
のリスクに関して十分な説明同意を得た上，IDSを施行
した。IDSにて腹水細胞診は陰性，viableな病変は両側
付属器と大網のみであり，肉眼的病変切除率は100％と
なった。術後もdose-denseTC療法を２コース施行した
が，CA125が100U/ml程度でプラトーとなり，基準値未
満となることはなかった。腫瘍マーカーCA125上昇は肝
障害患者の52％で観察されると報告されている。10）また
肝硬変患者でCA125が上昇する原因は不明であるが，
腹水の程度と相関しており，CA125値は（mean: 261.11 
U/mL ± 118.15 U/mL）程度であったことが報告され
ている。11）このように肝硬変合併卵巣癌患者ではCA125
のみで病勢評価することは困難であり，できれば腹水細
胞診やその他画像所見を加味した慎重な治療効果判定が
必要である。
　Basel et al.12）によるとChild-Pugh分類AのC型肝硬変
合併卵巣癌の患者は標準治療（PDS+TC療法６コース）
の耐容性は良好であり，肝障害のない卵巣癌患者と比較
して病期に関わらず無病生存期間，全生存期間も同様
であったことが報告されている。しかしChild-Pugh分類
B〜Cの肝硬変合併卵巣癌患者に対する報告はない。
Yamada et al.13），Koukourakis et al.14）によるとパクリ
タキセルは肝代謝であり，肝機能障害が懸念されるが，
非代償性肝硬変合併胃がんに対してパクリタキセル投与
を行い，投与量は60mg/body（最小投与量）で安全に投
与できたとの報告13）がある。また肝硬変合併肺癌に対
して，同じタキサン系のドセタキセル投与が行われ，標
準投与量より50％減量で肝機能増悪なく治療が可能であ
り勧められるとの報告14）がある。
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ま　と　め

　C型肝硬変患者は肝細胞癌のリスク増加だけでなく，
他癌の発症リスクも上昇させるため，C型肝硬変患者で
腹水貯留を認めた場合は，非代償性肝硬変への移行だけ
でなく，悪性疾患の可能性も考慮した診察，検査が必要
である。Child-Pugh分類Aの肝硬変合併卵巣癌に関して
は，卵巣癌標準治療に対して耐容性，治療効果は良好で
あるとの報告があり，卵巣癌標準治療が望まれる。しか
しChild-Pugh分類B-Cに関しては報告がないため，患者
の全身状態，肝機能及び肝硬変と卵巣癌との予後を勘案
して，best supportive care～salvageを目的とした化学
療法～抗がん剤を適宜減量した集学的治療まで患者，家
族と相談しながら慎重な治療決定が必要である。化学療
法治療効果判定として，CT検査，腫瘍マーカーを主に
使用するが，肝硬変合併卵巣癌の場合は，腹水貯留や
CA125の高値は癌の増悪か肝硬変の増悪か判別が困難な
場合があるので，できれば腹水細胞診等での病理学的な
評価が望まれる。化学療法に際してパクリタキセルは
肝代謝であり，治療中の肝機能増悪が懸念される。ま
た，好中球減少症や発熱性好中球減少症を呈するリスク
が高いため，頻回の採血，支持療法，抗がん剤の容量調
整が必要である。今症例では最終的にはパクリタキセル
45mg/㎡（60mg/body，45％減量）で治療を行った。肝
硬変合併癌に対するパクリタキセル投与量の報告を参考
として，パクリタキセルは60mg/bodyまたは50％減量
にて開始するのが適当ではないかと考えられた。
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Laparoscopic surgeries in pregnant women with ovarian tumors in our hospital: 
Surgical consideration of gravid uterus
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【緒言】
高次分娩施設で妊婦への腹腔鏡手術に習熟することは重要である。当院での卵巣腫瘍合併妊娠への腹腔鏡手術の妥当性を検
討するため，腹腔鏡手術と開腹術の各症例の手術成績と周産期予後を比較検討した。また母子に安全な腹腔鏡手術を考察し
た。
【対象と方法】　
2005年２月から2017年12月末までに，卵巣腫瘍合併妊娠に対し腹腔鏡手術または開腹術を行った症例を抽出し後方視的に診
療録を検討した。
【結果】
腹腔鏡症例10件（うち開腹移行症例が１例），開腹症例は５件，計15件（分娩件数8438件の0.17%）が抽出された。手術成
績：出血量は腹腔鏡群（以下L群）で０ml（０-30），開腹群（以下A群）で55ml（40-320）（p=0.0027），手術時間はL群で96
分（68-122），A群で66分（44-76）（p=0.023），入院日数はA群で４日（４-５），L群で６日（５-37）（p=0.009）であった。
周産期予後：分娩週数はL群40週（39-41），A群は39週（38-41），児の出生体重はL群で3164ｇ（2644-3876），A群で3089g
（2716-3790）であった。アプガースコア１分値/５分値は，L群８（８-９）/９（９-10），A群８（８-９）/９（９）であった。 
【考案】手術成績は腹腔鏡で出血量が少なく入院日数が短縮した。一方，手術時間は開腹手術より30分間延長したが他施設
と比較しても妥当であった。周産期予後は各手術群ともに良好であった。気腹法，多孔式で行い，オープン法で臍を第１ト
ロッカーとした。臍部にラッププロテクターとE.Zアクセス（八光メディカル）を装着した体外法で，鉗子用トロッカーは患
側かつ子宮より高く置き，妊娠29週の症例を含めて問題なく施行できた。
【結語】当院での卵巣腫瘍合併妊娠における腹腔鏡手術は母子に影響を及ぼすことなく実施できている。

It is important for physicians working in delivery facilities to become familiar with laparoscopic surgery 
techniques in pregnancy. Here we explored the validity of our laparoscopic surgeries in pregnant women 
with ovarian tumors between 2005 and 2017 in our hospital. Ten laparoscopic surgeries and 5 open surgeries 
were performed at 8‒33 weeks. We found that laparoscopy extended the surgery time by a mean 30 minutes, 
decreased the mean blood loss, and shortened the inpatient duration compared to open surgery. Compared 
to the time in other facilities in Japan, our mean surgery time of 96 minutes seems reasonable. The perinatal 
prognosis of all cases was fine with no premature births. Along with the major laparoscopic guidelines, we 
carefully choose the trocar locations, especially the first trocar. We choose to place the first trocar in the 
umbilical region. We use a Lap-Protector, which is often used with single-port access surgery, attached to 
the umbilical port and place other ports for forceps in a higher location than the first umbilical trocar. In 
conclusion, our surgery was reasonable and safe for both mother and fetus.

キーワード：卵巣腫瘍合併妊娠，妊娠中の腹腔鏡手術，トロッカー配置
Key words：ovarian tumor in pregnancy, laparoscopic surgery in pregnancy, trocar location

緒　　　言

　妊娠中に卵巣腫瘍が診断される確率は５～６％と少な

くない１）。よって，高次分娩施設の医師が，妊婦への腹
腔鏡手術に習熟しておくことは重要で，特に当院のよう
な総合周産期母子医療センターでは必須である。今回，
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当院での卵巣腫瘍合併妊娠への腹腔鏡手術の妥当性につ
いて振り返るため，当院の開院以降の卵巣腫瘍合併妊娠
の症例で，腹腔鏡手術で行った症例と，開腹術を行った
症例を手術成績と周産期予後について比較検討した。ま
た文献的考察を加えて，妊娠中腹腔鏡手術の留意点，ト
ロッカー配置，症例選択，妥当な手術時間，妊娠後期症
例の施行限界について検討し，母子に安全な腹腔鏡手術
について考察した。

対象と方法

　2005年２月～2017年12月末までの分娩症例（分娩件数
8438件）中，卵巣腫瘍合併妊娠と診断し，かつ腹腔鏡手
術もしくは開腹術を行った症例を抽出し，後方視的に診
療録を検討した。統計学的処理は，Fisherの正確検定（P
値<0.05で統計学的有意差あり），Mann-Whitney U検定
を行った。手術成績の比較からは，開腹移行となった１
症例は検討対象から外した。また，妊娠分娩転帰の比較
では，他院で分娩となった３症例は追跡不能のため，検

表１　各15症例の患者背景について

表２　各15症例の手術データ
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表３　各15症例の周産期予後に関するデータ

討対象から外した。

結　　　果

　卵巣腫瘍合併妊娠への手術施行症例として，腹腔鏡手
術10件（うち，開腹移行症例が１例），開腹症例は５件，
計15件（全分娩数の0.17%）が抽出された。それぞれの
抽出データを表１，２，３にまとめた。開腹術を選択した
各理由は，症例番号11，12，13に関しては，術者の腹腔
鏡への習熟度，意向によるもので，症例14，15に関して
は腫瘤の増大傾向や造影剤効果のある充実性腫瘤がある

ことから，悪性腫瘍を疑ったためである。各卵巣腫瘍の
病理組織の内訳は，成熟嚢胞性奇形腫７件，機能性嚢胞
３件，粘液性嚢胞腺腫２件，卵巣子宮内膜症性嚢胞が２
件，漿液性嚢胞腺腫１件，線維腫が１件であった。うち
開腹症例（表１　症例番号13）で漿液性嚢胞性腺腫と
線維腫の同時発生を１件認めた（表４）。各手術群の患
者背景を比較したところ，年齢は腹腔鏡群（以下L群）
で30歳（18-38）と開腹群（以下A群）29歳（21-34），
BMIはL群22kg/m2（18-24.7）とA群19.5kg/m2（17.7-
30.1），分娩回数は初産はL群８名，A群４名，経産婦はL

表４　各手術後の病理組織検査の結果（開腹症例に重複腫瘍あり）
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表５　患者背景　（開腹移行症例は除外して検討）

表６　手術成績の比較

群１名，A群１名，妊娠週数はL群13週（11-29）とA群
14週（８-33），腫瘍径（長径）は，L群8.0cm（6.4-20）
とA群6.8cm（6.4-13.7）であった。いずれも患者群間で
有意差はなかった（表５）。手術成績については，開腹
移行症例（表２　症例番号２）を除外して検討した。出
血量はL群で中央値０ml（０-30），A群で55ml（40-320）　
（p=0.0027），手術時間はL群で中央値96分（68-122），
A群で66分（44-76）　（p=0.023），入院日数はL群で中央
値４日（４-５），A群で６日（５-37）（p=0.009）であっ
た。総じて腹腔鏡手術群で出血量が少なく，入院日数が

短かったが，一方で，手術時間は開腹手術よりも延長し
ていた（表６）。妊娠分娩転帰は，追跡不能な３件を対
象外として，L群（n=７），A群（n=４）で検討した。
術後の切迫早産の件数はL群１件，A群１件で，早産に
至った症例はL群０件，A群０件であった。帝王切開分
娩となった症例はL群１件，A群１件で，いずれも，正
期産で胎児機能不全を理由とした手術適応であった。分
娩週数はL群中央値40週（39-41）でA群は39週（38-41）
であった。児の出生体重はL群で中央値3164ｇ（2644-
3876），A群で3089g（2716-3790）であった。アプガー
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スコア１分値/５分値については，L群で中央値８（８-
９）/９（９-10），A群で８（８-９）/９（９）であっ
た。いずれの項目も，各手術群に統計学的な有意差はな
く，周産期予後については，各患者群ともに良好であっ
た（表７）。

考　　　案

　妊娠中の腹腔鏡手術の施行は，1991年のNezhat et 
al. の卵巣腫瘍合併妊娠に対する腹腔鏡手術の報告２）以
降，日本でも各施設で普及している。妊娠中に卵巣腫瘍
が診断される確率は５～６％とされる。直径５cm以上
の腫瘤（0.7%）の待機療法について（n=126）Goh et al. 
の報告によれば捻転率8.3%，疼痛で入院10.3%，流産率
が3.2%，早産率9.3%であり３），また諸家の報告では手術
療法と待機療法では流早産の発症率に差が無いとする意
見もあり４）５）手術を行う適応は各施設で多少異なると
推測される。当院では産婦人科診療ガイドライン（産科
編2017）１）に従い，10cm以上の単房性腫瘤，悪性を疑う
腫瘤，腹痛，捻転を疑う症状のある時に手術を行うのを
基本として，６cm以上の機能性嚢胞以外の卵巣腫瘍（成
熟嚢胞性奇形腫，内膜症など）で捻転や分娩障害を懸念
して手術適応としている。Yen et al. の報告では妊娠時
の捻転の60%は妊娠10-17週の間に発症しているとの報
告もあり６），また子宮増大に伴う腹腔鏡手術の操作の難
易度が上がることも懸念し診断がついたら，器官形成期
以降の12週過ぎに早めに日程を組んでいる。当院での手
術手順，工夫としては以下の通りである。術式として習
熟した気腹法，多孔式を選択し，また気腹時間を減らす
ためと内容漏出を避ける工夫として体外法を選択するこ

とが多い。第１トロッカーはオープン法で臍部に３cm
切開を基本として，通常単孔式で用いるラッププロテク
ター，E.Zアクセスを装着，同部位にカメラポートを設
置，S.A.N.Dバルーンカテーテル（八光メディカル）等
で卵巣腫瘍を縮小する。週数の進んだ症例では鉗子用ト
ロッカーの位置は臍より頭側に，かつ腫瘍患側とする。
＜妊娠中の腹腔鏡手術の長所，短所と留意点＞
　開腹術と腹腔鏡手術の比較研究は，数多く報告されて
いる。Reedy et al. はスウェーデンでの妊娠中の腹腔鏡
2181例と開腹手術1522例を比較し，胎児発育不全，低出
生体重児，早産，新生児奇形および児の12か月後の累積
生存率に差がないことを報告している７）。腹腔鏡の長所
として，術後の痛みが少ない，術後のイレウスが少な
い，癒着形成が少ない，入院日数が短い，日常生活への
早期回復が報告されている８）。一方，短所として，杉並
らにより気腹の影響，トロッカートラブル，内容液漏出
の問題が報告されている９）。また術中破裂率が高いとさ
れ10）11），Medeiro et al. によれば開腹にくらべて11分以
上の手術時間の延長があるとされる12）。また，気腹法を
用いる腹腔鏡手術に特有のリスクとして，横隔膜挙上で
母体の肺活量が減少することによる低酸素，高CO2血症
になる母体アシドーシス，ガスのCO2の吸収や，気腹圧
が高いことによる子宮動脈血流低下（子宮動脈PI上昇）
に伴う胎児アシドーシスが，羊や豚を使った動物実験
の結果などから懸念されてきたが，ヒトの妊娠中の腹腔
鏡手術中の子宮動脈RI，臍帯動脈PIの中央値は術中変
化なかったとする研究報告13）もあり，一般的な手術時
間以内であれば，腹腔鏡手術は妊娠の子宮胎盤循環に影
響は少ないと考えられる。Bhavani-Shankar et al. の17

表７　周産期予後の比較（15件のうち腹腔鏡群で２件, 開腹群１は追跡不能で除外）
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週から30週のヒトの妊娠中の胆嚢摘出における研究14）

で，呼気終末時CO2圧（以下ETCO2）が32mmHg，気
腹圧が15mmHgになるように固定したところ，母体に
呼吸性アシドーシスを起こさなかったこと，またその後
のO'Rourke and Kodali et al. の研究15）からも呼気終末
時CO2圧は32-34mmHgの間に維持することが勧められ
ている。よって米国消化器外科内視鏡学会（Society of 
American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons：
以下 SAGES）の妊娠中の内視鏡手術ガイドライン16）で
ETCO2モニターを手術中に装着すること，気腹圧は10-
15mmHgとすることになっている。当院でもできるだ
け低圧の８mmHgで開始し，10mmHg以下となるよう
心がけ，また気腹時間を短縮するためと術中破綻によ

る漏れを回避するため体外法を積極的に行っている。
SAGESのガイドラインでは，ほかの勧告として，母体
循環のために左側臥位にすること，CTGを手術前後で
行うこととしているが，当院では，12週前後であれば仰
臥位で，症例番号10の29週の妊娠後期の症例では角度10
度の左仰臥位で手術を施行した。表２にまとめた通り，
ETCO2モニターは2013年以降，全例で行っているが，
ETCO2が術中34mmHg以上となっている症例も散見さ
れ，今回の10例では母子への明らかな悪影響は無かった
が，今後麻酔科とより多くの連携を行うことを検討課題
とした。
＜トロッカー配置について＞
　腹腔鏡手術の気腹針で子宮穿孔のまま気腹したことに

図１　腹腔鏡手術症例10例のトロッカー配置について（その１）

図２　腹腔鏡手術症例10例のトロッカー配置について（その２）
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よる子宮内胎児死亡の症例報告があり17）妊娠子宮を愛
護的に扱うために，トロッカー配置は最も重要である。
トロッカー配置について検討するため，腹腔鏡10症例
の卵巣腫瘍のサイズと場所，子宮のサイズをそれぞれ
各症例毎に図にまとめた（図１，２）日本のガイドライ
ンではトロッカーの推奨場所についての言及はない。
イギリス産婦人科学会，内視鏡外科学会合同声明の妊
娠中の内視鏡ガイドライン18）では，子宮のサイズ，卵
巣腫瘍の場所と術者の経験に合わせて，臍部，臍上，
剣状突起下，いわゆるPalmer’s point（左の鎖骨中線下
の肋骨縁２cm下周辺の上腹部　図３）19）か，Palmer’s 
point の右の対称点周辺の上腹部が推奨されている。一
方，SAGESのガイドラインは，オープン法，クローズ
法のうち習熟している方で行うことと，穿刺箇所につ
いてはPalmer’s  point周辺のsubcostal approachを勧め
ており，エコーガイド下での穿刺にも言及している。
Palmer’s pointを用いるときには，胃管をいれて，胃の
緊満を取る工夫が必要である。当院では，基本的には
オープン法で，臍を第１トロッカーとしているが，今の
ところ，トロッカーによるトラブルは認めていない。第
２，３トロッカーの配置は，症例番号７まではダイヤモ
ンド型配置に近い左右対称に２～３カ所置いていたが，
症例番号９，10では，妊娠週数が進んでおり，腫瘍患
側，かつ普段よりも高めにPalmer’s  point近くや剣状突
起下の場所を用いて鉗子用ポートを置き安全に手術を施
行することができた。また症例番号８以降，臍部３cm
切開に通常単孔式腹腔鏡で使用するラッププロテクター
とE.Zアクセス（八光メディカル）を装着しカメラポー
トとして用いている。これは当院で2012年以降行い始め
た単孔式腹腔鏡手術からの発想で，臍部を広めに使用し
つつも美容的には目立ちにくく，かつ単孔式ではなく，
習熟した多孔式で鉗子用ポートを腫瘍患側に加えること

で，症例番号４，６のような切開延長が不要となり，か
つ臍部から組織を取り出し，体外法での移行もスムーズ
となった。
＜症例選択と難易度が高いと予想される症例について＞
　当院は，総合周産期母子医療センターであり，基本的
に産科外来担当医が腹腔鏡手術を行っている。よって，
開腹移行のリスクや手術の難易度を術前に推定し，腹腔
鏡手術が最適であるか熟慮している。よって，まず組
織型の判定，高度癒着の確認のため，緊急時以外はMRI
検査を併用している。妊娠中に見いだされる卵巣腫瘍の
組織型は成熟嚢胞性奇形腫25%，機能性嚢胞17%，漿液
性嚢胞腺腫14%，粘液性嚢胞腺腫11%，子宮内膜症性嚢
胞４～８%，悪性腫瘍2.8%，境界悪性腫瘍３%20）とされ
る。表４に示す当院のデータでは，文献同様，成熟嚢胞
性奇形腫が一番多かったが，今回悪性腫瘍の症例は認
めなかった。機能性嚢胞であれば，12-13週以降で直径
７cmを超えるものはなく，妊娠中の直径５cm以下の卵
巣嚢胞性病変の80%が妊娠16週までに消失するという報
告21）から妊娠16週まで待機しているが，表１の症例番
号５と７は捻転を疑ったため，妊娠12週，11週でやむを
得ず行った。妊娠黄体に接触した場合は術後に黄体補充
療法を行った。悪性腫瘍を疑う状況を除き，2010年から
腹腔鏡選択が増え2011年以降は腹腔鏡手術が第一選択と
なっている。奇形腫では内容液が吸引困難となり，２症
例（症例番号４，６）で皮膚切開延長を必要とした。よっ
て成熟嚢胞性奇形腫を想定する場合は，切開線を大きめ
にとり，また現在行っている臍にラッププロテクターと
E.Zアクセスを装着して行う多孔式術式は妥当であると
考えた。また，卵巣子宮内膜症性嚢胞は，好発年齢や
不妊治療の進歩から妊娠中に見出されることがふえて
いる。妊娠中は52%でサイズの縮小，28%がサイズ不変
で，20%で増大することが報告されており，膿瘍形成，
脱落膜変化，破裂の症例，また悪性転化の判別が難しい
とされる。時にMRI検査を併用しても卵巣子宮内膜症性
嚢胞と卵巣癌の正確な鑑別は困難22）とされ，待機を選
んだ場合は慎重に経過観察を行い，悪性を疑う状況であ
れば，開腹術を選択することも妥当と考える。卵巣子宮
内膜症性嚢胞の腹腔鏡手術は難易度が高いため，増大傾
向の場合は，長径が小さめで鉗子の操作性が保たれてい
ると想定できる場合にのみ，開腹移行のICの下，全腹腔
鏡下卵巣嚢腫核出術（Total Laparoscopic Cystectomy: 
TLC）や腹腔鏡補助下卵巣腫瘍核出術（Laparoscopic 
Assisted Cystectomy: LAC）を選択し，高度癒着や悪
性を疑う症例では開腹術での付属器切除術 （Unilateral 
Salpingo-Oophorectomy: USO）を選択すべきと考え
る。自験例の症例番号２でも高度癒着のため開腹移行と
なったが，卵巣子宮内膜症性嚢胞の時は開腹移行のICが
普段以上に重要と考える。そのほか，開腹移行になるよ

図３　 妊婦における第１トロッカー穿刺の推奨箇所
（文献19の図から改変）
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うな難易度が高い手術として，ダグラス窩に卵巣腫瘍が
嵌頓した症例が報告されている23）。卵巣腫瘤のダグラス
窩嵌頓症例では，腟から超音波プローベを用いれば，頸
管長や心音チェックのみならず，腫瘍の嵌頓解除に役立
つとの意見もあり今後取り入れていきたい24）25）。今回の
10症例では肥満症例（BMI>30）はなかったがBMIが高
いと，皮下脂肪も多く，必要な気腹圧も高くなり，また
開腹移行率が高くなるという報告がある26）ため肥満症
例でも開腹移行のICが必要と考えた。
＜当院の手術時間の妥当性について＞
　当院の腹腔鏡手術時間が妥当か知るため，日本の施
設から報告された文献を用いて検討した。笠井ら100
分27），草刈ら96.2分10），熊倉ら84分28），久須ら110分29）　
小林ら89分30），飴谷ら76分24），鈴木ら126分11）であり，
中央値96.2分であった。よって，手術時間が100分以下
程度であれば標準的とするならば，当院の手術時間中央
値は96分であったため許容できる範囲と考えた。また，
逆に上記の開腹移行リスクの高い症例で，想定手術時間
が100分を超えるようであれば，最初から開腹術を考慮
すべきと考えた。
＜妊娠後期症例の施行限界週数について＞
　妊娠週数の施行限界は，日本のガイドラインには明記
されていない。今回の15症例については，各手術施行時
の妊娠週数は，腹腔鏡症例は12週前後が多く妊娠29週が
１例あった。一方，開腹術症例は時期にばらつきがあ
り，妊娠後期では33週が１例あった。妊娠中期について
は知見が蓄積されてきた31）が，後期は少しずつエビデ
ンスが増えてきている段階である32）。Hayanらが20週以
降はエコーガイド下で第１トロッカーをいれる工夫を
行い，23週以降の症例かつ35週を含む，８例すべて開
腹移行なく安全に施行できたと報告33）している。前述
のSAGESのガイドラインで，妊娠中どの時期でも施行
可能だが，安全に行うには26-28週までと言及されてい
る。安全な手術を行うためにも自施設での妊娠後期の週
数限界基準を考える必要がある。当院では，妊娠後期の
症例については，妊娠29週の自験例１例しかなく，妊娠
30週以降どうするかは今後の検討課題である。トロッ
カーによる子宮への穿刺トラブルを避けるためにも，
Yuen et al. 23）の意見を参考に，子宮底から６cm以上の
距離を剣状突起までの間にとることが可能な症例に絞る
などの設定が必要と感じた（図３）。

結　　　語

　卵巣腫瘍合併妊娠に対する腹腔鏡手術は10件あった
が，妊娠後期症例を含む全例で開腹術に比べて出血量の
減少，入院日数の短縮につながり周産期予後も良好で
あった。当院での卵巣腫瘍合併妊娠に対する腹腔鏡手術
は母子に影響を及ぼすことなく実施できている。

　この論文内容に関して利益相反はありません。
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粘膜下筋腫を疑い腹腔鏡下子宮全摘出術を施行し，術後子宮体部原発の
uterine tumor resembling ovarian sex cord tumorと診断した１例
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A case of laparoscopic hysterectomy performed for uterine tumor resembling ovarian sex 
cord tumor of primary uterine body preoperatively diagnosed as submucous myoma

Seiya Oga １）・Hironori Hayashi １）・Shinichiro Katuma １）・Ayami Kubo １）・Ryouko Kaziwara １） 
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【概要】uterine tumor resembling ovarian sex cord tumor（UTROSCT）は子宮体部に発生する卵巣性索腫瘍との類似性を
特徴とするまれな腫瘍である。今回我々は不正性器出血が主訴の子宮内腫瘤に対して術前に粘膜下筋腫と診断して腹腔鏡下
子宮全摘出術を施行し，術後にUTROSCTと診断した症例を経験したので報告する。症例は77歳女性，不正性器出血を主訴
に近医を受診し，子宮内腫瘤を指摘され当院を受診した。骨盤造影MRI検査で子宮内腔に強い造影増強効果を認める腫瘤を
認め，富細胞性粘膜下筋腫を疑った。子宮腫瘤に対して腹腔鏡下子宮全摘出術および両側付属器摘出術を施行した。摘出し
た子宮には底部から発生する径35mmの境界明瞭な腫瘤を認め，病理検査では腫瘍細胞が索状または管状に増生し，卵巣の精
索間質腫瘍類似の形態を呈していた。核異型は軽度で核分裂像は目立たず，子宮内膜間質成分は見られなかった。免疫染色
ではcalretinin，inhibinが陽性でありUTROSCTと診断した。
UTROSCTに対する治療法は単純子宮全摘出術が望ましいとされるが，我々が調べた範囲内では腹腔鏡下子宮全摘出術を施
行された報告はなく，本邦では本症例が初めての報告と思われる。UTROSCTは低悪性度腫瘍で，まれに再発する場合もあ
るため，本症例も定期検診を行い，術後半年現在再発なく経過している。

Uterine tumor resembling ovarian sex cord tumor (UTROSCT) is a rare tumor characterized by its similarity 
with an ovarian sex cord tumor in the uterine body. Here we report a rare case of UTROSCT in which a 
laparoscopic hysterectomy was performed after the diagnosis of submucous myoma. A 77-year-old woman 
with postmenopausal bleeding was diagnosed with an endometrial mass and consulted our hospital. Pelvic 
contrast magnetic resonance imaging revealed a massive contrast enhancement effect in the uterine lumen 
and suspected rich cellular submucosal myoma. Total laparoscopic hysterectomy and bilateral salpingo-
oophorectomy for uterine tumor was performed. A 35-mm-diameter tumor found in the uterus was excised.
Histologically, tumor cells proliferate in a tubular or trabecular pattern. Nuclear atypia is mild and mitotic 
figures are rarely seen. Immunohistochemically, the tumor cells are positive for calretinin and inhibin, 
indicative of UTROSCT.
Treatment for UTROSCT is simple total hysterectomy, but to our knowledge, there are no reports on 
complete laparoscopic hysterectomy, making this case the first in Japan. UTROSCT takes a benign course in 
many cases. This patient continues to undergo periodic medical examinations and remains recurrence-free as 
of 6 months postoperative.

キーワード：UTROSCT（uterine tumor resembling ovarian sex cord tumor），子宮原発，腹腔鏡下手術
Key words： UTROSCT (uterine tumor resembling ovarian sex cord tumor), primary uterine body, 

laparoscopic surgery

緒　　　言

　uterine tumor resembling ovarian sex cord tumor

（UTROSCT）は子宮体部に発生する卵巣性索腫瘍との
類似性を特徴とするまれな腫瘍である。今回我々は不正
性器出血が主訴の子宮内腫瘤に対して術前に粘膜下筋
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腫と診断して腹腔鏡下子宮全摘出術を施行し，術後に
UTROSCTと診断した症例を経験したので報告する。

症　　　例

　77歳，女性，３妊２産。不正性器出血を主訴に近医
を受診し，子宮内腫瘤を指摘され当院を受診した。初
診時，経腟超音波断層法にて子宮内に径25mm大の低エ
コー輝度を呈する腫瘤を認めた。子宮内膜細胞診は陰
性で，子宮内膜組織診で悪性を疑わせる所見はなかっ
た。骨盤造影MRI検査で子宮内腔に径25×24mm大の
T2強調画像で高信号を呈し，強い造影増強効果を認め
る腫瘤を認め，富細胞性粘膜下筋腫を疑った（図１，
２）。以上より富細胞性粘膜下筋腫を術前診断として，
子宮腫瘤に対して腹腔鏡下子宮全摘出術および両側付属

器摘出術を施行した。腹腔内を観察し，子宮は超鶏卵大
に腫大しており，両側付属器は正常外観であった。腹水
は少量で，周囲に癒着はなく，上腹部に異常所見はな
かった。手術時間は２時間13分，術中出血量は少量で
あった。術後経過は良好で術後４日に全身状態良好で
退院となった。摘出した子宮には底部から発生する径
35mmの境界明瞭な腫瘤を認めた。割面は黄白色調で周
囲平滑筋腫と比較し軟らかかった。（図３）。その他子宮
内膜に病変はみられなかった。病理検査では空胞状，泡
沫状または好酸性の細胞質を有する腫瘤細胞が索状また
は管状に増生し，卵巣精索間質腫瘍に類似の形態であっ
た。核異型は軽度で核分裂像は目立たなかった（図４，
５）。また子宮内膜間質の増生はみられなかった。免疫
染色でcalretinin，inhibin，WT-1，AE1/AE3，CD56，
vimentin，ER，desminが陽性，SMA，S-100，HMB-
45，CEA，chromoglanin A，synaptophysinが陰性で
あった。以上の所見からUTROSCTと診断した。
　両側付属器に性索腫瘍を疑う所見はなかった。退院後
も定期検診を行い，術後半年の現在も再発なく経過して
いる。

考　　　察

　UTROSCTは子宮体部に発生する卵巣性索腫瘍と
の類似性を特徴とするまれな腫瘍であり，1945年に

図１　骨盤MRI検査（T2強調画像，矢状断面）
子宮内に高信号を呈する辺縁整の腫瘤を認める
（矢印）。

図２　骨盤MRI検査（造影，T1強調画像，横断面）
子宮内腫瘤は強い造影増強効果を認める（矢印）。

図３　摘出標本
底部から発生する径35mmの境界明瞭な腫瘤を認めた。割面は黄
白色調で周囲平滑筋腫と比較し軟らかかった。
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MoreheadとBowmanが初めて報告した１）。続いて1976
年にClementとScullyが14症例を報告し，UTROSCTを
typeⅠとtypeⅡに分類している。typeⅠ（endometrial 
s t r oma l t umo r s w i t h s e x c o r d - l i k e e l emen t s 
（ESTSCLEs））は子宮内膜間質腫瘍を背景に卵巣性
索腫瘍類似部分が一部にみられるのに対し，typeⅡ
（uterine tumors resembling ovarian sex cord tumors 
（UTROSCTs））は卵巣性索腫瘍類似部分が主体であ
る２）。両者は臨床経過が異なり，typeⅠはしばしば再発
や転移を認めるとされ，typeⅡは良性の経過をとるこ
とが多いが，低悪性度腫瘍として管理することが望ま
しいとされている３）。UTROSCTの再発率は約13%で，
そのほとんどがtypeⅠであったと報告されている４）。し
かしtypeⅠは子宮内膜間質腫瘍に特徴的な遺伝子転座
（JAZF1/JJAZ1融合）を有する事からWHO分類第４版
では同様の遺伝子変異を有する腫瘍の一亜型としてまと
められ，現在はtypeⅡのみがUTROSCTとして記載され
ている。
　外向性発育の子宮内腫瘍の鑑別診断として上皮性平滑
筋腫，ESTSCLE，性腺様要素を伴う子宮内膜癌，癌肉
腫，および腺肉腫が挙げられる。UTROSCTの腫瘍占拠
部位は平滑筋腫と同様に内膜下層，内膜層，漿膜下，
子宮内腔突出など様々である３）。そのため発生部位から
UTROSCTを鑑別に挙げることは難しい。本症例では
MRI検査で造影増強効果はあるものの筋層内に浸潤所見
がなく，表面平滑な所見から富細胞性粘膜下筋腫を最も
疑った。
　免疫組織学的検索ではUTROSCTはsex cord marker
であるcalretinin，inhibin，CD99，Melan-Aが種々の
割合で陽性となる５）。またAE1/AE3等のepithelioid 

marker，SMA，desmin等のsmooth muscle marker，
ER，PgRなどがしばしば陽性となり，免疫染色の多様
性もUTROSCTの特徴の１つである６）。
　 本 症 例 で は H E 染 色 で 子 宮 内 膜 間 質 成 分 を 認 め
ず，免疫染色ではcalretinin，inhibinが陽性であり，
UTROSCTと診断した。
　治療法は手術療法が望ましいとされ，単純子宮全摘
出術あるいはこれに両側付属器摘出術が加えられてい
る７）が，両側付属器摘出術は無病生存期間に影響しな
いとの報告もある８）。
　Cömert et al. はUTROSCTに関する40編の論文と自
検例を合わせて79症例を解析して報告している９）。この
報告では発症年齢の中央値は49歳（16-86歳），主訴は不
正性器出血が約67%と最も多く，61症例で単純子宮全摘
出術（両側付属器摘出術の有無は問わず）が施行され，
うち７例では骨盤リンパ節郭清術も追加された。また２
例で子宮腫瘍核出術，６例で子宮鏡下腫瘍摘出術が施行
された。５例で子宮外病変を認め，うち２例にリンパ節
転移が認められた。また術後再発は５例（6.3%）で，再
発部位で最も多かったのは骨盤内であった。再発症例は
いずれも手術療法が施行され，化学療法，ホルモン療法
を追加された症例もあった（表１）。いずれの症例も死
亡例はなく，５年無病率は83.4%で有意差のある関連因
子は妊孕性温存手術の施行の有無であった（妊孕性温存
手術は96%，非妊孕性温存手術は86%，p値0.038）。以上
の報告からは病変の完全摘出が重要であり，術後の追加
治療については予後に寄与するエビデンスに乏しいと考
えられた。本症例では術中に明らかな子宮外病変はな
く，追加治療を行わず経過観察とした。
　UTROSCTに対する治療法について我々が調べた範囲

図５　子宮内腫瘤の組織像（HE染色，×200）
異型は乏しく，核分裂像はほとんど見られない。

図４　子宮内腫瘤の組織像（HE染色，×100）
空胞状や好酸性の細胞質を持った腫瘍細胞が管状あるいは索状に
配列している。
子宮内膜間質の増生は見られない。
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内では腹腔鏡下子宮全摘出術を施行した報告はなく，本
邦では本症例が初めての報告と思われる。

結　　　語

　閉経後の不正性器出血を主訴とする子宮腫瘍に対して
術前に粘膜下筋腫と診断して腹腔鏡下子宮全摘出術を施
行し，術後病理検査でUTROSCTと診断した症例を報告
した。UTROSCTは，再発する症例もあり他疾患との病
理学的鑑別と術後の定期検査が必要である。
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表１　UTROSCT再発症例

症例 年齢 初回治療 再発までの期間 再発部位 再発後の治療 現在の状態
1（2007） 68 TAH*+BSO** 48 胃，腸壁 切除術 報告なし

2（2009） 35 TAH* 36 骨盤，皮下
切除術

化学療法（BEP）
再発なし

3（2015） 50 myomectomy 10 子宮 TAH* 再発なし

4（2016） 62 TAH* 276 骨盤壁，骨盤リンパ節
ホルモン療法，

腫瘍動脈塞栓，切除術
病変の増大なし

5（2018） 61 TAH*; BSO** 60 大網，脾門部，骨盤 切除術，化学療法 再発なし

* 腹式単純子宮全摘出術
**両側付属器摘出術
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当科における腹腔鏡下子宮筋腫核出術の手術成績
―挙児希望症例の妊娠予後に関する後方視的検討―

山本　槙平１）・泉谷　知明２）・都築たまみ１）・谷口　佳代１）・前田　長正１）
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Evaluation of reproductive outcomes of laparoscopic myomectomy in our clinic

Shimpei Yamamoto １）・Chiaki Izumiya ２）・Tamami Tsuzuki １）・Kayo Taniguchi １）・Nagamasa Maeda １）

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

【目的】
腹腔鏡下子宮筋腫核出術（LM）は，開腹術より整容性や低侵襲の点で優れることから広く行われているが，筋腫核出術は専
ら妊孕性温存が目的であるため，術後の妊孕性と妊娠予後を考慮したうえでアプローチ法を選択することが肝要である。当
科では術前に判定した筋腫の位置・個数・サイズ等からアプローチ法を決定している。今回，当科におけるアプローチ法選
択の妥当性を評価するため，筋腫核出術を施行した挙児希望例における術後妊娠率と妊娠予後についてLMと開腹術で比較検
討した。
【方法】
2006年１月から2015年12月に当科で筋腫核出術を施行した243例のうち，挙児希望があった72例（LM群 23例，開腹群 49例）
を対象とし，アプローチ法別に患者背景，術後妊娠率，妊娠予後について後方視的に検討した。
【結果】
手術時の平均年齢（LM群 34.3±3.8歳，開腹群 34.0±4.7歳），筋腫の位置および摘出した最大の筋腫サイズについてはいずれ
も有意差はなかったが，筋腫数はLM群 1.65±1.5個，開腹群 3.24±3.7個と開腹術で有意に多かった。術後妊娠率は，両群間
で有意差は認めなかった（LM群：78.3 %，開腹群：55.1 %）。術後妊娠例の分娩法は，経腟分娩：LM群 ３例，開腹群 ２例，
選択的帝王切開：LM群 10例，開腹群 13例と両群間に有意差はなかった。妊娠予後として，流産率・早産率は有意差を認め
なかった。ただし，核出術が影響したと考えられる妊娠合併症として，開腹術で子宮破裂１例を認めた。
【考察】
今回の検討では，術後妊娠率・妊娠予後について両群間に有意差を認めなかったことから，術前にアプローチ法を十分に検
討することによりLMにおいて開腹手術と同等の妊孕性・安全性を担保することが可能と考える。ただし，重篤な妊娠合併症
回避に関してはアプローチ法に関わらずさらなる検討を要する。

Objective: To assess the outcomes of fertility, pregnancy, and delivery in women who underwent laparoscopic 
myomectomy （LM） in our clinic.
Methods: Patients who underwent LM or abdominal myomectomy （AM） between Jan. 2006 and Dec. 2015 
were registered. The outcomes of fertility, pregnancy, and delivery after surgery were investigated and 
compared between the LM and AM groups.
Result: Twenty-three women underwent LM, while 49 underwent AM. The median numbers of removed 
myoma were 1.65 ± 1.5 and 3.24 ± 3.7 in the LM and AM groups, respectively. The postoperative pregnancy 
rates were 78.3% （18/23） and 55.1% （27/49） in the LM and AM groups, respectively. The intergroup abortion 
and preterm delivery rates were not significant. Furthermore, the cesarean section rates were 76.9% and 
86.7% in the LM and AM group, respectively.
Conclusions: Fertility and pregnancy outcomes of LM were equivalent to those of AM.

キーワード：腹腔鏡下子宮筋腫核出術，妊孕性温存，妊娠予後
Key words： laparoscopic myomectomy, reproductive outcomes, fertility preservation

緒　　　言

　子宮筋腫は生殖年齢女性の20-30%に認めると報告さ
れている一般的な良性疾患である１）。筋腫の増大により

過多月経，また腰痛や頻尿などの圧迫症状を呈し，とき
に不妊や分娩異常の原因にもなり得る。近年の晩婚・晩
産化により子宮温存を希望する症例が増えていることか
ら，子宮筋腫核出術の需要は増加している。ただし，子
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宮筋腫核出後の妊娠では子宮破裂など重篤な合併症にも
留意する必要がある。
　現在では，整容性や低侵襲の点から腹腔鏡下子宮筋腫
核出術（laparoscopic myomectomy; LM）が広く行われ
るようになっている。術後の妊孕能改善や術後妊娠にお
ける周産期予後に関して，LMと開腹術の優劣は明らか
ではないことから，妊孕性温存目的で核出術を行う場合
には，筋腫の位置・個数・サイズ等からアプローチ法を
決定する必要がある。
　今回，当科におけるアプローチ法選択の妥当性を評価
するため，挙児希望例における筋腫核出術後の妊娠率お
よび周産期予後についてLMと開腹術で比較検討を行っ
た。なお，本研究は高知大学医学部倫理委員会の承認を
得ている。

方　　　法

　2006年１月から2015年12月の10年間に当科で筋腫核出

術を施行した243例のうち，挙児希望があり術後６ヶ月
以上フォローした72例を対象とした。腹腔鏡下手術は23
例（LM群），開腹術は49例（AM群）であり（図１），
２群間で摘出した筋腫の位置・個数・最大径といったア
プローチ法決定に用いた因子と，妊娠率，流早産率，妊
娠合併症，分娩方法などの妊娠予後について後方視的に
検討した。当科ではアプローチ法に関する明確な基準は
設けていないが，LMでは筋腫個数が３個以下，筋腫最
大径７cm以下を目安に選択している。また，筋腫の個
数やサイズに関わらず，筋腫と子宮内膜の距離が近接し
核出時内膜損傷のリスクが高いと想定される症例はAM
を選択している。
　統計学的解析にはWelch’s t-test，χ２解析を行い，p 
value<0.05を統計学的に有意差ありと判定した。

結　　　果

　両群の患者背景を比較した（表１）。手術時の平均年

図１　対象症例

図２　筋腫の位置，最大径，核出個数の比較



2018年 75当科における腹腔鏡下子宮筋腫核出術の手術成績―挙児希望症例の妊娠予後に関する後方視的検討―

齢は，LM群 34.3±3.8歳，AM群 34.0±4.7歳と有意差を
認めなかった。主たる手術適応は，妊孕性改善，過多月
経，筋腫の増大，疼痛等であり，いずれも両群で有意
差を認めなかった。手術時間はLM群：205.8±62.0分，
AM群：169.3±67.4分と有意にLM群が長く，術中出血
量はLM群：52.6±77.6ml，AM群：208.7±265mlと有意
にLM群で少なかった。筋腫の位置，最大径，核出個数
について検討した（図２）。筋腫位置は漿膜下，筋層内，
粘膜下いずれも有意差を認めなかった。腫瘍最大径は両
群に有意差を認めなかったが，筋腫核出個数はLM群：
1.65±1.50個，AM群：3.24±3.73個と有意にAM群が多
かった。
　術後妊娠率と周産期予後について検討した結果を表２
に示す。術後妊娠率は，LM群 78.2％（18/23例），AM
群 55.1％（27/49例）と有意差はなく，自然妊娠率も両
群に有意差はなかった。術後にARTを施行した症例は
LM群で４例，AM群で14例あり，ARTによる妊娠率は
LM群 50.0％（２/４例），AM群 28.6％（４/14例）と有

意差を認めなかった。妊娠成立症例（LM群：n=18例，
AM群：n=27例）の周産期予後は，流産率，早産率いず
れも両群間に有意差を認めなかった。
　次に，分娩方法について検討した（表３）。当科では
筋腫核出創部が子宮筋層深層に及んだものは選択的帝王
切開としているが，両群間ともに半数以上で選択的帝王
切開が行われており，分娩方法に有意差を認めなかっ
た。緊急帝王切開となった症例の適応はLM群で児頭骨
盤不均衡１例，妊娠高血圧症候群が１例，AM群では胎
児機能不全が１例で，いずれも核出術に起因した合併症
ではなかった。
　子宮筋腫核出後の妊娠で最も懸念される合併症が瘢痕
部妊娠や子宮破裂である。当科で経験した一例を詳述す
る。症例は30歳でLMの既往があり，37歳で子宮筋腫の
再発を指摘された。妊孕能改善のために手術を行う方針
となり，子宮内膜損傷のリスクが高かったため腹式子宮
筋腫核出術を施行した。術中，筋腫核出時に子宮内膜を
損傷したため，修復し手術を終了した。術後９ヶ月で自

表１　患者背景と手術所見

表２　術後妊娠率と妊娠予後
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然妊娠成立し，妊娠７週で筋腫核出部位近傍に胎嚢を確
認した。この時点では核出瘢痕部の妊娠とは断定できず
妊娠を継続した。妊娠16週２日に急激な腹痛と腹部膨満
を訴え，経腹超音波検査，MRI画像から子宮破裂と診断
され（図３），同日緊急開腹手術を行った。筋腫核出瘢
痕部で子宮は破裂し，胎児・胎盤は卵膜に覆われた状態
で腹腔内に飛び出していた。胎児・胎盤を摘出した後，
破裂部の子宮筋層を楔状切除したうえで修復し，手術を
終了した。

考　　　察

　子宮筋腫は過多月経，月経痛，圧迫症状などを来しう
るだけでなく，妊娠・分娩にも影響をもたらす。子宮内
腔を変形させる子宮筋腫は不妊の原因となることがあ
り，漿膜下筋腫は不妊よりも流産との関連が報告され
ている２）。さらに妊娠中の合併症（切迫流早産，前置胎
盤，常位胎盤早期剥離，妊娠末期の胎位異常など）のリ
スクが上昇するとされる３）。手術適応としては，産婦人
科診療ガイドライン－婦人科外来編2017に詳述されるよ
うに，上記の症状を有する場合や，長径５～６cmを超

える場合に手術を考慮する。
　子宮筋腫核出のアプローチ法は，開腹（AM）と腹腔
鏡（LM）に分けられる。AMに比べLMは創部の整容性
に優れ，さらに術後疼痛の軽減，腸閉塞の発症率低下，
入院期間の短縮という点でも優れるとされている４）。筋
腫核出術におけるアプローチ法の選択ついてはガイドラ
インでもはっきりと提言はされておらず，施設毎のスキ
ルに応じて判断される場合が多い。当科においては，前
述した通り子宮筋腫の位置や個数，サイズなどを総合的
に評価して決定している。今回の検討の結果，AM群で
核出した筋腫個数が有意に多く，筋腫最大径に有意差
はなかったもののAM群で大きい傾向を認めた。出血量
はAM群で有意に多かったが，これは筋腫サイズや筋腫
個数が影響したと考えられた。また，筋腫が子宮内膜に
近接し，核出によって内膜損傷する可能性が高い症例
は，AMを選択している。今回の検討でも子宮内膜損傷
した症例はAM群で有意に多かった。術中の子宮内膜損
傷は，術後妊娠時に子宮破裂のリスクとなるとされてお
り５），より確実な修復を行うために内膜損傷のリスクが
高い症例でAMを選択することは妥当であると考える。

図３　子宮破裂診断時のMRI画像
子宮体部筋層内に卵膜に覆われた胎児・胎盤（矢印）を認めた。

表３　分娩方法*1
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　筋腫核出後の妊娠率，流産率，早産率，帝王切開術
についてはLMとAMで差がないことが報告されてお
り６）７），本検討においても同様の結果となった。LM後
の妊娠率は37‒54%８）９）と報告により幅がある。当院で
はLM後妊娠率78.2％と高かったが，これは対象を不妊
症に限定していなかったことが一因と考える。AM後の
妊娠率は44‒57％と報告されており７）８），当院でもほぼ
同等であった。これまでの報告と同様，本検討でも２群
間で術後妊娠率に有意差はなく，筋腫核出術が妊孕能に
与える影響はアプローチ法によって差はないと考えられ
た。
　術後妊娠の合併症として子宮破裂が挙げられ，経腟分
娩はその発症の大きなリスクとなるため，分娩方法は慎
重な選択が望まれる。筋腫核出後の分娩方法の選択基準
が産婦人科診療ガイドライン－婦人科外来編2017に示さ
れており，それに基づいて施設毎に決定されている。 
Dubuisson et al. はLM後妊娠における子宮破裂の発生率
は１％だったと報告しているが10），AM後妊娠との比較
については一定した見解は得られていない。LM後妊娠
で子宮破裂となった19症例のreviewでは，子宮破裂の
リスクとして子宮創部の単層縫合と電気焼灼が挙げられ
ている11）。Morimoto et al. は，子宮筋腫核出術後に造
影MRI検査で核出部の血流を評価したところ，核出創部
の連続縫合群は単結紮縫合群と比較して術後６ヶ月経過
しても筋層の血流回復が不良であり，創部の回復は単結
紮縫合の方が優れるとしている12）。単結紮縫合が周産期
予後を改善させるかについての検討はないが，核出創部
の良好な治癒を意識して縫合することは重要と考えられ
る。
　子宮筋腫核出後の避妊期間について，前述のガイドラ
インでは３ヶ月から６ヶ月とされている。しかし，今回
経験した子宮破裂症例は術後９ヶ月での妊娠であり，他
にも術後７年で発症した例の報告もあり13），妊娠の許可
については症例毎に検討する必要がある。子宮創部治癒
の評価法としては，最も簡便な経腟超音波検査の他，前
述の造影MRI検査や，子宮内膜を損傷した症例では子宮
鏡検査や子宮卵管造影検査なども有用である。子宮破裂
を認める時期は妊娠後期に多いが11），当科の症例も含め
妊娠中期で発症した例も散見される13）。筋腫核出後妊娠
は，術後期間や妊娠週数にかかわらず，常に子宮破裂の
リスクを念頭に置いて診療し，緊急時の輸血や帝王切開
に対応できるよう，事前に準備していくことが肝要であ
ると考えられる。

結　　　論

　本検討において，筋腫核出術後の妊娠率・妊娠予後に
ついてLMとAMとの間に有意差を認めなかった。子宮
筋腫のサイズや位置，個数などから筋腫核出部の縫合方

法や子宮内膜損傷のリスクを想定し，アプローチ方法
を十分に検討することでLMにおいてAMと同等の妊孕
性・安全性を担保できると考える。
　また，筋腫核出後妊娠においては，妊娠週数に関わら
ず常に子宮破裂のリスクを念頭に置き，リスクに関する
患者への十分な説明と，緊急時にも早急に対応できる準
備を行う必要があると考える。
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診断に苦慮した両側卵巣漿液粘液性境界悪性腫瘍合併双胎妊娠の１例
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A case of bilateral ovarian seromucinous borderline malignant tumors in monochorionic-
diamniotic twin pregnancy

Saki Kurokawa・Takashi Ushiwaka・Hidemasa Tokushige 
Shinpei Yamamoto・Nobuo Ikenoue・Nagamasa Maeda

Department of Obstetrics and Gynecology, Kochi Medical School

卵巣腫瘍合併妊娠は全妊娠の0.15～5.7%で，その0.8～13%が悪性とされている。今回，妊娠中に片側付属器切除術後に妊娠継
続し，正常新生児を得た両側卵巣腫瘍合併双胎妊娠を経験したので報告する。症例は30歳，MD双胎初産婦。自然妊娠成立
時，両側卵巣腫瘍を指摘された。腫瘍マーカーはCA125 とCA19-9が著明高値であり，当科紹介となった。超音波で両側卵巣
に壁在結節を伴う５cm大の単房性嚢胞を認めた。MRIでは，両側卵巣腫瘍の壁在結節はDWI高信号を伴い，信号は右卵巣に
優位であった。妊娠15週に右付属器切除術を施行し，病理検査では漿液粘液性境界悪性腫瘍の診断であった。左側も同様の
病変の可能性が考えられたが，妊娠継続のため左卵巣は温存する方針とした。術後は，左卵巣腫瘍のサイズと腫瘍マーカー
をフォローしながら妊娠管理を行った。妊娠36週，MD双胎のため選択的帝王切開術を施行した。産褥１か月目のMRI・PET-
CT検査では左卵巣腫瘍サイズは妊娠中と著明な変化を認めず，また卵巣外に異常所見を認めなかった。産褥２か月目に根治
手術を行った。左卵巣腫瘍も漿液粘液性境界悪性腫瘍で，骨盤内および大網に浸潤を伴い，卵巣漿液粘液性境界悪性腫瘍ⅢB
期（T3bNxM0）と診断した。術後は外来にて定期的フォローを行い，現時点では再発を認めず経過している。診断と治療方
針に苦慮した症例であったが，妊娠早期に行ったMRI検査が，その管理方針決定に有用であったと考えられた。

Here we report the case of a 30-year-old woman with a monochorionic-diamniotic twin pregnancy and bilateral 
ovarian border malignant tumors who consulted our department. Ultrasonography revealed 5-cm bilateral 
ovarian cysts accompanied by walled nodes. Magnetic resonance imaging (MRI) showed diffuse-weighted 
imaging high signal dominance in the right ovary, which was suspected to have at least borderline malignancy. 
Surgical resection of the right ovarian tumor was performed at 15 weeks’ gestation. The pathology was an 
ovarian seromucinous borderline malignant tumor. The possibility of a similar lesion on the left side was 
considered, but the patient wished to continue the pregnancy. An elective cesarean section was performed at 
36 weeks’ gestation. Postoperative MRI and positron emission tomography-computed tomography revealed 
a tumor in the left ovary. Curative surgery was performed at the second postpartum month. A pathological 
examination revealed a left ovarian seromucinous borderline malignant tumor as well as invasive tissues in 
the pelvis and omentum. The clinical diagnosis was ovarian seromucinous borderline malignant tumor (ⅢB, 
T3bNxM0). Although this case was difficult to diagnose and treat, MRI examination performed early in the 
pregnancy and postpartum period was considered clinically useful for determining its management.

キーワード：双胎妊娠，卵巣漿液粘液性境界悪性腫瘍，MRI検査
Key words： MD twin pregnancy, ovarian seromucinous borderline malignant tumors, MRI imaging

緒　　　言

　妊娠中に卵巣腫瘍を合併する頻度は，全妊娠の0.15～
5.7%とされている１）。本邦においても，妊娠初期に経腟
超音波検査を施行することが標準化されており２），偶発
的に卵巣腫瘍が発見され，比較的早期に診断される例
が多い３）。類腫瘍病変嚢胞や良性嚢胞が半数以上を占
め１），その場合原則として経過観察する２）。しかし，卵
巣腫瘍合併妊娠の0.8～13%に悪性が存在するとされ１），

その診断や管理は未だ標準化されていない２）。今回，筆
者らは，診断および治療方針に苦慮した両側卵巣漿液粘
液性境界悪性腫瘍合併MD双胎妊娠症例を経験したので
文献的考察とともに報告する。

症　　　例

年齢：30歳
主訴：卵巣腫瘍の指摘
妊娠分娩歴：１妊０産
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既往歴：28歳　尖圭コンジローマ　焼灼術施行
家族歴：母　高血圧症
現病歴：20XX-１年12月28日からを最終月経として自然
妊娠成立。20XX年２月５日に近医を初診し，子宮内妊
娠を確認（妊娠５週）され，両側卵巣腫瘍（最大径：右 
46.2mm，左 39.8mm）を指摘された。また，同院での
腫瘍マーカーは，CA125　1201 IU/ml，CA19-9　1251 
IU/mlと著明高値であった。両側卵巣腫瘍の精査および
妊娠分娩管理のため，当科を紹介受診した。
初診時現症：身長　162cm，体重　52kg，血圧　90/47 

mmHg
局所所見：子宮は前屈，手拳大。付属器は両側鶏卵大，
圧痛なし。
経腟超音波所見（図１）：子宮内妊娠。膜性診断より，
MD双胎妊娠と診断。右卵巣 45×30×43mm，左卵巣 
36×29×38mmの単房性嚢胞で，両側共壁在結節を認め
た。少量の腹水あり。
腫瘍マーカー：CA125　2844 IU/ml，CA19-9　1628 
IU/ml，CA72-4　37.6 IU/ml，STN　244 U/ml
初診後経過：両側卵巣腫瘍合併MD双胎妊娠と診断し，

図２　腫瘍径と腫瘍マーカー推移

図１　初診時　経腟超音波所見
ａ）子宮内胎嚢（MD双胎妊娠）
ｂ）右卵巣嚢腫（45×30mm），壁在結節を伴う（矢印）
ｃ）左卵巣嚢腫（36×29mm），壁在結節を伴う（矢印）
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当科外来管理とした。腫瘍マーカーは，初診時をピーク
に徐々に低下し，第２三半期に正常化した（図２）。一
方，腫瘍の縮小はみられず，壁在結節も残存していたた
め，妊娠13週にMRI検査を施行した。右卵巣は50mm，
左卵巣は45mmに腫大し，両側とも拡散強調画像で高信
号の壁在結節を認めた（図３）。
　両側境界悪性以上の卵巣腫瘍を疑い，診断目的に手術
を計画した。本人・家族は妊孕性温存を希望したため，

腫瘍径・壁在結節がより大きい右卵巣腫瘍を摘出し，良
性か境界悪性であれば左卵巣腫瘍は経過観察の上妊娠継
続とし，悪性であれば妊娠中の化学療法か妊娠中断の方
針とした。以上のインフォームドコンセント（以下IC）
を重ね理解と了承を得た。
　妊娠15週，開腹下に右付属器切除術を施行した。病理
診断では，右卵巣漿液粘液性境界悪性腫瘍であった（図
４）。左側卵巣も同様の病変の可能性が考えられたが，

図３　子宮・卵巣MRI検査（妊娠13週）　
両側卵巣腫瘍にT2強調画像で低信号，拡散強調画像で高信号の壁在結節（矢印）を伴う。
右卵巣径50mm（左図），左卵巣径45mm（右図）。

図4　右卵巣腫瘍組織
a）摘出後の右卵巣腫瘍　b）腫瘍半割後。乳頭状の壁在結節を伴う（矢印）。
c），d）病理組織。嚢胞内の樹枝状乳頭状病変。その表層部にN/C比の比較的低い円柱状
腫瘍細胞が増生していた。診断は卵巣漿粘液性境界悪性腫瘍であった。
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この結果から術前の方針どおり妊娠を継続した。
　妊娠19週から性器出血，頻回の子宮収縮を認め，入院
にて切迫流早産管理とした。これと並行して，定期的な
左卵巣腫瘍の超音波計測，腫瘍マーカー測定など慎重な
フォローを行った。腫瘍径はわずかに増大傾向を認め
たが（図２），妊娠32週に施行したMRI検査では，前回
MRI検査と比較し壁在結節所見に変化を認めず引き続き
厳重な経過観察とした。
　切迫流早産は，入院管理により病態の悪化を認めず，
妊娠36週２日に選択的帝王切開術を施行した。術前，帝
王切開術時の根治手術を本人・家族へ提示したが，妊
孕性温存と二期的手術を希望したため帝王切開術のみ
を施行した。児は第１子：2660g　男児　Apgar Score 
７点（１分値）/８点（５分値），第２子：2765g　男児　
Apgar Score ８点（１分値）/７点（５分値）の双胎児
であった。
　産後６週にMRI検査を，産後８週にPET-CT検査を
行った。MRI検査では前回と比べ腫瘍径・壁在結節は著
変なかったが，PET-CT検査で壁在結節にFDG集積を認
め（図５），境界悪性以上が疑われた。これらの結果を
踏まえ，本人・家族にICを行い，根治手術を行う方針と
なった。
　産後８週に開腹手術を行った。左付属器切除による迅
速病理検査を施行し，左卵巣漿液粘液性境界悪性腫瘍の
診断であった。そのため，単純子宮全摘術および大網切
除術を施行した。また，術中に骨盤腹膜に２cm以下の
播種病変が疑われたため生検も追加した。最終病理検査
でも，左卵巣漿液粘液性境界悪性腫瘍の診断で，大網・
骨盤腹膜にも播種性病変を認め，卵巣漿液粘液性境界悪
性腫瘍ⅢB期（pT3bNxM0）と診断した。
　腹膜播種病変を認めたため，経過観察かもしくは卵巣
癌に準じた化学療法かを提示したところ，経過観察を希
望した。現在，当科外来で定期的検診を行っているが，

明らかな再発所見を認めず経過している。

考　　　察

　卵巣腫瘍合併妊娠は，全妊娠の0.15～5.7%とされてお
り，その0.8～13%が悪性とされている１）。妊娠中の卵巣
癌の病理組織型は，上皮性腫瘍が約１/２，胚細胞腫瘍
が約１/３の割合を占め，他，性索間質性腫瘍や肉腫な
どがみられる４）。妊娠中に発見された上皮性腫瘍の約
70%が境界悪性腫瘍である４）。卵巣癌は約30%で，非妊
娠時に比べて発見時に初期が多いとされている４）。
　妊娠中の卵巣腫瘍は，妊娠初期の経腟超音波検査で診
断されることが最も多い５）。良悪性鑑別についても，超
音波検査が第一選択とされている２）。悪性を疑う所見に
は，壁の肥厚や壁在結節の存在，内腔への乳頭上隆起，
充実性部分の存在などが挙げられる２）。超音波での良悪
性鑑別が困難な場合，更にMRI検査を施行することが多
い２）。MRI検査は良悪性の診断において，感度100%，
特異度94%と有用であるが１），超高磁場や長時間の撮像
時間などの胎児への影響から，妊娠14週以降に行うこと
が望ましいとされている２）。CT検査は，遠隔転移の評
価に有用であり，MRI検査が困難な症例の良悪性鑑別に
役立つが，胎児の被爆が問題となり，推奨されていな
い１）５）。非妊娠時の卵巣腫瘍の良悪性診断においては，
造影MRI検査が有用とされているが６），妊娠中には，拡
散強調画像（Diffusion-weighted imaging; DWI）所見が
造影MRI検査と同様の有用性がある７）。本症例において
も，超音波検査で壁在結節を伴う卵巣腫瘍を確認した
が，より詳細な情報収集と治療方針の決定のためMRI
検査を行い，DWIの所見より境界悪性腫瘍以上を強く
疑った。
　腫瘍マーカーに関しては，CA125は胎生期に体腔上
皮に存在する糖蛋白と関連し，妊娠初期に上昇するこ
とが知られており８），妊娠中の有用性は低いとされてい
る５）。しかし，妊婦で200 IU/mlを超えることは多くな
く，妊娠11週以降で100 IU/mlを超えることは稀である
ため，これらの値を上回った場合には悪性の存在を鑑別
しなければならない５）。本症例では，妊娠初期にCA125　
2844 IU/mlと著明高値を認め，CA19-9，CA72-4，STN
の上昇も伴ったため，境界悪性腫瘍以上をより強く疑う
ものと考えられた。しかし，その後正常化したため，多
胎妊娠により高値であった可能性がある。
　卵巣腫瘍合併妊娠の取り扱いについては，ガイドライ
ン上は悪性または境界悪性腫瘍が疑われる場合，大きさ
や週数に関わらず，原則として手術を選択するが，標準
化されたものはないため，方針決定には難渋することが
多い２）。本症例の場合，両側卵巣腫瘍で，両側境界悪性
以上を強く疑ったが，妊孕性温存と妊娠継続を強く希望
した。そのため，相対的に腫瘍径・壁在結節の大きい右

図５　PET-CT検査（産後８週）
左卵巣腫瘍の壁在結節部分にFDG集積を認めた（矢印）。
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卵巣腫瘍を摘出し，①良性または境界悪性であれば，左
卵巣の慎重な経過観察のうえ，妊娠継続を行う，②悪性
であれば，通常の卵巣癌に準じた化学療法を行うか妊娠
中断を行うという方針を立て，本人・家族に十分なICを
重ねた結果，承諾を得ることが出来た。手術の結果は境
界悪性腫瘍であったため，当初の予定通り，妊娠継続の
方針とした。
　その後のフォローアップ項目として，腫瘍マーカー測
定と経腟超音波での腫瘍径計測を１～２週間毎に行っ
た。腫瘍マーカーは基準値以下で推移した。一方，腫瘍
径は緩徐に増大していたが，妊娠31週以降で横ばいとな
り，妊娠33週時のMRI検査では壁在結節の所見に変化を
認めなかったため，妊娠継続可能と判断し，妊娠36週の
選択的帝王切開術を施行した。児は両児ともAFD児で
あった。
　境界悪性卵巣腫瘍合併妊娠で妊孕性温存希望の場合，
分娩後には挙児希望がなくなった時点で根治手術が望ま
しいとされている９）。本症例は，分娩後に施行したMRI
検査とPET-CT検査の所見から，左卵巣腫瘍も境界悪性
以上が強く疑われ，本人・家族と再度のICを行い，最
終的に根治手術を施行した。術式は，腹式単純子宮全摘
術，左付属器切除術，大網切除術とし，左付属器は迅速
病理検査に提出し，悪性腫瘍であれば骨盤リンパ節郭清
を追加する方針とした。摘出左付属器腫瘍の病理検査は
右付属器と同様漿液粘液性境界悪性腫瘍であり，骨盤リ
ンパ節郭清は施行しなかった。しかし，腹膜には病理学
的に非浸潤性播種病変を，また大網には浸潤性播種病変
を認め，両側卵巣漿液粘液性境界悪性腫瘍ⅢB期と診断
した。
　漿液粘液性境界悪性腫瘍の80～90%はⅠ期で，Ⅱ期以
上の腹膜播種も約15%で非浸潤性が多く，生命予後は良
好とされる10）。浸潤性播種病変を伴う場合には，追加治
療として卵巣癌に準じた化学療法を行うか，経過観察を
選択するとされ９），本症例は本人・家族にICを行ったう
えで経過観察の方針を選択した。

結　　　語

　本症例は，悪性診断と治療方針決定に極めて苦慮し
た症例であったが，妊娠早期に行ったMRI検査，また分
娩後に再度施行したMRI検査とPET-CT検査が，その管
理方針決定に有用であったと考えられた。
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成熟嚢胞性奇形腫から発生した卵巣原発悪性黒色腫の一例

宮本　圭輔・木山　智義・周防　加奈・下雅意るり・大野原良昌・皆川　幸久

鳥取県立厚生病院　産婦人科

A case of primary malignant melanoma of the ovary arising in a mature cystic teratoma

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

Department of Obstetrics and Gynecology, Tottori prefectural Kousei Hospital

極めて稀な卵巣原発悪性黒色腫の一例を報告する。症例は58歳，３妊３産。下腹部膨満感を主訴に近医を受診し，卵巣腫瘍
を指摘され当院へ紹介となった。一部に充実部分を伴う17×13×17cmの嚢胞状卵巣腫瘍を認め，開腹術を行った。腫瘍壁や
大網の一部に粒状の黒色斑点を認めた。術中迅速病理診断では成熟嚢胞性奇形腫であったため，両側付属器摘出術で終了し
た。術後病理診断で成熟嚢胞性奇形腫から発生した悪性黒色腫，stageⅢb，pT3bNXM0と診断した。術後化学療法を２コー
ス施行したが，効果は得られず，術後７ヵ月で死亡した。
卵巣原発悪性黒色腫は極めて予後不良な疾患であるが，根治切除不能の悪性黒色腫に対して免疫チェックポイント阻害薬や
分子標的薬の開発が進んでおり，新たな治療戦略の構築が望まれる。

Here we present a case of primary malignant melanoma of the ovary, an extremely rare entity. A 58-year-old 
postmenopausal gravida 3 para 3 woman visited a clinic with lower abdominal distension and was referred to 
our hospital for the treatment of an ovarian tumor. We performed a laparotomy for the 17×13×17 cm cystic 
ovarian tumor. Several glandular black spots were found on the tumor’s surface and peritoneum. Because 
a rapid intraoperative pathological examination showed a mature cystic teratoma, we performed a bilateral 
salpingo-oophorectomy. Postoperative pathology revealed primary malignant melanoma of the ovary arising 
in mature stageⅢb pT3bNXM0 cystic teratoma. Two courses of adjuvant chemotherapy were performed, but 
she died 7 months postoperative.
Primary malignant melanoma of the ovary has been reported as having extremely poor prognosis. 
Immune checkpoint inhibitors and molecular-targeted agents are expected as new treatment strategies for 
unresectable malignant melanoma cases.

キーワード：成熟嚢胞性奇形腫，卵巣，悪性黒色腫，分子標的薬，免疫チェックポイント阻害薬
Key words： mature cystic teratoma, ovary, malignant melanoma, morecular-targeted agents, immune check-

point inhibitors

緒　　　言

　卵巣成熟嚢胞性奇形腫の１-４％は悪性転化するとさ
れている１）。そのほとんどは扁平上皮癌であるが，稀に
悪性黒色腫へ転化する。今回，経験した成熟嚢胞性奇形
腫から発生した卵巣原発悪性黒色腫の一例を報告すると
ともに，最近急速に発展している切除不能の悪性黒色腫
に対する治療戦略について文献的に考察する。

症　　　例

患者：58歳，３妊３産
既往歴：関節リウマチ
主訴：下腹部膨満感
現病歴：下腹部膨満感を主訴に近医を受診し，腹部CT
で悪性卵巣腫瘍を疑われ当院に紹介となった。

現症：MRI検査で，17×13×17cmの卵巣腫瘍を認めた
（図１）。内部には鏡面像を認め，嚢胞内出血が疑われ
た。また充実部分を有することから悪性腫瘍を疑った。
CT検査で，他臓器に明らかな腫瘍性病変は検出できな
かった。LDH：488 IU/lと高値を示し，腫瘍マーカーは
CEA：1.9 ng/ml, CA19-9：2.0 U/ml, CA125：23 U/ml, 
SCC：1.2 ng/mlと正常値であった。
臨床経過：画像所見から悪性腫瘍の可能性も念頭に置い
て，開腹術を行った。右卵巣が成人頭大に腫大してお
り，腫瘍壁・ダグラス窩腹膜・大網・結腸間膜に粒状に
点在する黒色病変を認めた。左付属器・子宮は正常外観
であった。術中迅速病理検査として，右卵巣腫瘍壁の一
部及び大網の黒色病変を提出した。成熟嚢胞性奇形腫と
の診断で，黒色病変の原因は明らかではなかった。両側
付属器摘出術を行い手術を終了した。摘出腫瘍は2.7kg
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で，内容物は大部分が血液で脂肪成分も混在していた。
石灰化や毛髪などは認めなかった。充実部分の大半は血
腫であり，嚢胞壁には10mm程度までの黒色斑点を散見
した（図２）。術後の病理組織検査では，嚢胞壁は皮膚
様の重層扁平上皮で覆われ，基底層直下にはメラニンを
有する腫瘍細胞が充実性に増殖しており，上皮内への
腫瘍細胞の浸潤像（junctional activity）を確認した（図
３）。腫瘍細胞はHMB-45，Melan-A，S-100染色で陽性
を示し，MIB-1の陽性率は約40%であった（図４）。以上
から，悪性黒色腫と診断した。切除した大網の黒色病変
からも悪性黒色腫が認められた。以上から，stageⅢb，
pT3bNXM0と術後診断した。
　術後化学療法としてDAC-Tam療法（dacarbazine，
nimustine，cisplatin，tamoxifen）を２コース施行した
が，腹膜播種の腫瘍が増大し中止。術後７ヵ月で死亡し

た。

考　　　案

　卵巣成熟嚢胞性奇形腫の悪性転化する症例において，
80％は扁平上皮癌であり，他には腺癌や線維肉腫，基底
細胞癌，カルチノイドなどがあるが，卵巣原発悪性黒
色腫は，0.2-0.8%と稀である２）。我々が知り得た限りで
は，本邦では15例が報告されているのみである。国際的
なシステマティックレビューでは，平均年齢は約50歳
で，予後は極めて悪く，全生存期間の平均は約９ヵ月で
あり，治療介入前に転移を認めた症例の平均生存期間は
5.4ヵ月であった３）。症状としては腹部膨満感や下腹部違
和感や下腹部痛があるが，特徴的なものはない。血清腫
瘍マーカーに関してはLDH，CA19-9，SCCの項目で高
値を示したとの報告があり４），本症例ではLDHで高値を
示した。
　通常卵巣にはメラノサイトは存在しない。しかし，成
熟嚢胞性奇形腫は皮膚構造に加えて髄膜，ぶどう膜など

図３　病理組織
重層扁平上皮直下から広がる腫瘍細胞は充実性に増殖し，上皮内にも浸潤している像（junctional activity，矢印）
を認める。大型で明瞭な核小体を有する腫瘍細胞と，メラニンを有する腫瘍細胞が散見される。

図1　MRI画像（T2WI）
骨盤内に17×13×17cmの卵巣腫瘍を認めた。
腫瘍内に充実成分（矢印）を有し，悪性腫瘍が疑われた。

図２　摘出標本
摘出標本の内部は脂肪成分と血液であり，総重量2.7kgであった。
嚢胞壁には10mmまでの黒色斑点（矢印）が散在していた。
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のメラニン含有細胞が含まれる例もあることから，悪
性黒色腫が発生する可能性がある。卵巣悪性黒色腫は
60％以上が転移性病変であり５），転移性か原発性かの鑑
別が重要である。1981年にCronje et al.６）が提唱した原
発性卵巣悪性黒色腫の診断基準は①卵巣以外に明らかな
原発巣がないこと，②片側の卵巣奇形腫，③年齢・症
状・経過が文献的に報告されている症例と相関するこ
と，④junctional activityの存在（必須ではなく，陽性率
は50％程度）であり，現在でも診断基準として用いら
れている。本症例では診断基準を全て満たしていた。
Junctional activityとは，基底層から上皮内へメラノサ
イトを有する腫瘍細胞が浸潤している像，上皮内の腫瘍
細胞の存在のことで，原発性を考える有意な所見とされ
ている。本症例では腹膜播種を呈すほど進行していた
が，James et al.７）は，junctional activityを認める場合
は比較的初期の段階である可能性が高く，認めない場合
と比較し予後がよいとの報告がある。
　治療としては第１に外科的切除であるが，術式に関し
てコンセンサスは得られていない。約60％は単純子宮
全摘術＋両側付属器摘出術であり，患側の付属器摘出
術，単純子宮全摘術＋患側の付属器摘出術，両側付属
器摘出術の順で続く３）。手術で完全切除が得られた場合
の術後補助療法としては，本邦においてDAVferon療法
（dacarbazine，nimustine，vincristine，interferon-β
創部局注）が一般的に頻用されてきたが，満足のいく予
後が得られたレジメンは存在しない８）。
　根治切除不能な悪性黒色腫に対する治療は，DTIC
（dacarbazine）を用いた化学療法が従来から頻用され

ていたが，生命予後の改善は得られなかった９）。しか
し，近年，2014年７月から免疫チェックポイント阻害剤
や低分子性分子標的薬が次々と開発されており，大きな
進化を遂げつつある。本症例は2009年の症例であり，
従来のDTICを中心としたレジメンを用いており，免疫
チェックポイント阻害剤などの選択肢はなかった。
　現時点では免疫チェックポイント阻害剤として，抗
PD-１抗体（nivolmab，pembrolizumab）抗CTLA-４抗
体（ipilimumab）があり，低分子性分子標的阻害薬とし
て，BRAF阻害薬（vemurafenib，dabrafenib），MEC阻
害薬（trametinib）がある。BRAF阻害剤はBRAF V600
変異を確認するためのコンパニオン診断を行い適応した
症例に限定して用いられ，その奏功率は約80%であり，
DTICと比較し生命予後を改善した10）。dabrafenibと
trametinibの併用療法はBRAF阻害薬単剤よりも全生存
期間を有意に改善し，注目されている11）。免疫チェック
ポイント阻害薬もDTICと比較し全生存期間の改善が示
された12）。2017年の時点では免疫チェックポイント阻害
薬と低分子性分子標的薬を比較した治験結果はない13）

が，NCCNガイドラインでは，症状をふまえた薬剤選択
が奨められており，低腫瘍量，無症状である場合は，免
疫チェックポイント阻害剤，腫瘍進行が速やか，または
症状がすでにある場合はBRAF阻害剤が検討されるとし
ている。また，これらの新規薬剤は根治不可能な悪性黒
色腫の場合にのみ適応がある状況であり，さらなる適応
の拡大に期待が寄せられている。
　卵巣原発悪性黒色腫に対するこれらの新規治療の使用
報告や，2017年８月から矢野らにより開始されている

図4　免疫組織化学染色（×200）
HMB-45，Melan-A，S-100，MIB-1は全て陽性であり，MIB-1陽性率は約40％であった。
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「本邦における子宮及び卵巣原発の悪性黒色腫の現状に
関する調査研究（KCOG-G1701s）」の結果が期待される。
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子宮体癌に対するMPA療法後に異型ポリープ状腺筋腫（APAM）を契機として
再発を診断できた１例
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Uterine atypical polypoid adenomyoma with cancer recurrence after 
medroxyprogesterone acetate therapy for endometrioid carcinoma: A case report

Michiho Hirakawa １）・Tamami Tsuzuki ２）・Yayoi Higuchi ３）・Yusuke Ujihara ２）・Takashi Ushiwaka ２）
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若年の子宮体癌症例は増加傾向にあり，妊孕性温存療法を希望する症例が増加している。今回，Medroxyprogesterone 
acetate （MPA）療法後の不妊治療中に異型ポリープ状腺筋腫（atypical polypoid adenomyoma; APAM）を認め，それを契
機に子宮体癌再発を診断した症例を経験したので報告する。症例は35歳，既婚未経妊。他院で不妊治療中に子宮内膜肥厚
を認め，組織診で子宮体癌と診断され当科紹介となった。当科での子宮内膜組織診および画像検査の結果から，子宮体癌
endometrioid carcinoma，grade1，IA期相当と診断した。妊孕性温存療法を希望され，MPA療法を６ヶ月間行い寛解に至っ
た。その後早期の不妊治療を勧めたが，本人の強い希望により，結果として約２年間タイミング療法で経過観察した。その
後人工授精を２周期行ったが妊娠に至らなかった。人工授精周期に，経腟超音波・骨盤MRI検査で子宮内膜ポリープを認め
た。その組織診でAPAMの診断であったため子宮体癌再発の可能性を考慮し根治手術を勧めたが，本人の挙児希望が強く，
ARTを２周期行った。しかしARTでも妊娠成立せず，本人と相談の結果，根治術を施行した。摘出標本ではendometrioid 
carcinoma，grade1の結果であり，子宮体癌再発と診断した。APAMに接して腫瘍細胞が増殖しており，APAMから子宮体
癌が発生したと考えられた。
本症例は，MPA療法後にAPAMを契機として子宮体癌再発の診断に至った。定期的な内膜細胞診では異常を認めておらず，
組織診を行うに至った超音波検査による内膜の変化は重要な所見と考える。またMPA療法後の不妊治療については明確な方
針はないが，再発を考慮した治療計画と十分なインフォームドコンセントが重要と考える。

Here we report a case of atypical polypoid adenomyoma (APAM) with cancer recurrence after 
medroxyprogesterone acetate (MPA) therapy for endometrioid carcinoma that was diagnosed during infertility 
treatment. A 35-year-old infertile woman was diagnosed with endometrioid carcinoma during infertility 
treatment. An examination revealed stage IA G1 endometrioid carcinoma. The patient requested fertility-
sparing treatment and underwent 6 months of MPA therapy. After remission was achieved, we recommended 
early infertility treatment, but due to her strong preference, timing therapy was provided for 2 years. During 
subsequent artificial insemination, an endometrial polyp was detected by ultrasonography and magnetic 
resonance imaging. Considering the possibility of cancer recurrence, we recommended curative therapy, but 
she strongly wished for a baby; thus, 2 assisted reproductive therapy (ART) cycles were performed. However, 
because the ART did not result in pregnancy, curative surgery was performed. Endometrioid carcinoma was 
noted and cancer recurrence was diagnosed. Since the cancerous tissue was in contact with the APAM, it 
was considered to have originated there. In this case, because no abnormalities were found on endometrial 
cytology, the endometrial change noted on the ultrasound examination was important. Regarding infertility 
treatment after MPA therapy, an adequate treatment plan considering recurrence and sufficient informed 
consent is needed.

キーワード：子宮体癌，妊孕性温存療法，MPA療法，APAM
Key words： endometrioid carcinoma, fertility-sparing treatment, medroxyprogesterone acetate treatment, 

atypical polypoid adenomyoma
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緒　　　言

　近年，若年発症の子宮体癌が増加しており，妊孕性温
存療法を希望する症例が増加傾向にある。早期子宮体癌
に対する妊孕性温存療法として，一般的に行われてい
るのはMedroxyprogesterone acetate （MPA）療法であ
る。しかしMPA療法の寛解率は高いものの，その再発
率も33～57％と高く１，２），治療後速やかに妊娠を計画す
ることや，再発を早期に発見するための厳重な管理が必
要とされる。異型ポリープ状腺筋腫（atypical polypoid 
adenomyoma; APAM）は，性成熟期の女性に好発する
稀な腫瘍性病変で，基本的には良性腫瘍と考えられてい
るが，その8.8～17.2％に類内膜癌を合併するとの報告が
あり３，４），慎重な管理が求められる。今回，子宮体癌IA
期と診断され，妊孕性温存のため行ったMPA療法で寛
解を得た後，不妊治療中にAPAMを認め，それを契機
に子宮体癌再発の診断に至った症例を経験した。

症　　　例

35歳，既婚未経妊
月経歴：初経14歳　月経周期不規則（40-60日）持続期
間５日間
既往歴：32歳　脂質異常症，35歳　多嚢胞性卵巣症候群
家族歴：父　糖尿病，母　高血圧，婦人科腫瘍の家族歴
なし
現病歴：４年間の不妊を主訴に前医を受診した。多嚢胞
性卵巣症候群による排卵障害に対しhMG-hCG療法を施
行していた。治療中に子宮内膜肥厚を認め，内膜組織診
で子宮体癌と診断された。挙児希望があり，精査・加療
目的に当科紹介となった。
初診時所見：身体所見；身長156㎝，体重62kg，BMI25.5

内診所見；子宮　前屈　鶏卵大，両側付属器　正常大
経腟超音波；子宮長62.3mm，内膜6.4mm，両側卵巣　
腫大なし（図１a）
腫瘍マーカー：CEA，CA19-9，CA125いずれも正常範
囲内
骨盤部造影MRI：内膜肥厚はなく，明らかな筋層浸潤，
卵巣腫大，骨盤リンパ節腫大を認めない。（図１b）
子宮内膜組織診：異型内膜上皮が不整管状構造を呈し
ており，endometrioid carcinoma, grade1の所見であっ
た。（図２a）
治療経過：組織診および画像検査より子宮体癌IA
期相当と診断した。妊孕性温存療法を希望したため
MPA600mg/日と，血栓症予防として低用量アスピリン
81㎎/日の内服を開始した。MPA開始後８週，16週，26
週後に子宮内膜全面掻爬術を施行した。８週の時点で，
異型腺管を認めるものの細胞異型は消失し治療効果を認
めた。（図２b）26週では内膜腺の異型も消失し，組織
学的に寛解が得られた。（図２c）元来排卵障害があり，
寛解後は定期的な消退出血を起こすために，低用量ピル
を服用した。（図３）３ヶ月毎に子宮内膜細胞診を施行
し異常がないことを確認し，６ヶ月経過の時点で低用量
ピルを中止し妊娠を許可した。早期の不妊治療を勧めた
が，本人はタイミング療法を強く希望した。このためタ
イミング療法を行いながら，再発の評価として３ヶ月毎
の内診・経腟超音波・子宮内膜細胞診・腫瘍マーカー測
定を継続した。約２年間タイミング療法を行ったが妊娠
に至らず，人工授精へのステップアップの希望があり２
周期施行したが妊娠成立しなかった。人工授精２周期目
の治療中に，経腟超音波で子宮内腔にポリープ状の腫瘤
を認めた。（図３a）MRI・子宮鏡でも底部付近に18mm
大の腫瘍性病変を認め，子宮内膜ポリープが疑われた。

図１　初診時画像所見
ａ．経腟超音波像。明らかな子宮内膜肥厚はなく，卵巣の腫大も認めない。
ｂ．骨盤MRI T2WI縦断面。明らかな筋層浸潤は認めない。
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（図３b，c）内膜細胞診では異常を認めなかったが，子
宮内膜全面掻爬にて，異型ポリープ状腺筋腫（atypical 
polypoid adenomyoma; APAM）の診断であった。（図
４）臨床経過から子宮体癌再発の可能性を考慮し根治術
を勧めた。しかし根治手術は本人の了解が得られず，体
外受精を２周期施行した。いずれも高エストロゲン状態
を避けるためにクロミフェンによる排卵誘発を行った。
１周期目には採卵するも卵子を回収できず，２周期目は
１個の卵子が得られ，初期胚移植を行ったが妊娠には至
らなかった。再度本人と相談し，根治手術を行うことで

同意が得られたため，腹式子宮全摘術，両側付属器切除
術，骨盤リンパ節郭清術を施行した。摘出標本では，
子宮底部に内腔に突出する腫瘤があり，（図５a）同部
位よりendometrioid carcinomaを認め，子宮体癌再発と
診断した。同腫瘤にはAPAMの所見も存在し，腺癌と
APAMが接している部分も認めた。（図５b）腹水細胞
診は陰性であり，両側付属器および骨盤リンパ節にはい
ずれも転移を認めなかった。追加治療は行わず，現在術
後12ヶ月が経過したが，再発徴候は認めていない。

図２　初診からの経過と子宮内膜組織診（HE染色, ×40）
ａ．初診時：異型内膜上皮が不整管状構造を呈す。診断：endometrioid carcinoma, grade1 
ｂ．MPA投与後８週目：不規則な腺管形成で構造異型はあるが細胞異型に乏しい。診断：atypical glands
ｃ．MPA投与終了時：明らかな異型を認めない。診断：no malignancy

図３　MPA治療後の経過と子宮内隆起性病変
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考　　　察

　APAMは子宮体部または底部より発生する良性の上
皮性間葉性混合腫瘍で，1981年にMazurらが初めて報告
している。稀な疾患であり，子宮内膜ポリープや粘膜下
筋腫に類似した超音波像やMRI所見を示すため，術前の
画像診断は非常に困難とされている。性成熟期の未経
妊・未経産女性に好発し，不妊症との関連が示唆され
ている４）。病理学的所見として，増生した異型腺管の周
囲に平滑筋繊維の錯綜状の増生を認め，扁平上皮化生
やsquamous moruleを高頻度に認める。筋層浸潤を伴う
類内膜癌との鑑別が問題となるが，APAMでは免疫染
色でCD10が間質部は陰性，扁平上皮化生部では陽性に
なることや５），平滑筋マーカーであるh-caldesmonが陰
性であることが６），類内膜癌との比較に有用とされてい
る。本症例でもこのような病理学的な特徴を認めてい

る。
　基本的にAPAMは良性疾患として扱われ，治療は子
宮鏡下ポリープ切除術など，保存的治療が選択される。
一方で類内膜癌との合併率は8.8～17.2％であるとの報
告があり，慎重な管理が求められる３，４）。本症例は子
宮体癌の治療後であることや，異型腺管の構造が複雑
であったことから子宮体癌再発の可能性を考え，実際
に摘出子宮組織では子宮体癌再発と診断された。また
Heatleyは，類内膜癌を合併したAPAMでは，腺癌の成
分はAPAMの中またはAPAMに隣接した内膜に存在す
ることが多いと報告している３）。本症例でも類内膜癌は
APAM腫瘤に接して確認され，また腫瘤以外の内膜に
は異型細胞を認めなかったことから，APAMから類内
膜癌が発生した可能性があると思われる。
　子宮体癌における妊孕性温存療法としては，MPA療
法が第一選択として行われている。MPA療法以外の

図４　APAMの病理所見（×40）
ａ．HE染色：平滑筋様成分を背景に，細胞異型を伴う複雑な腺構造を示す類内膜腺上皮の増殖を認める。
ｂ．CD10染色：間質部分は陰性，morular component部は陽性。
ｃ．h-caldesmon染色：間質部分は陰性。

図５　摘出子宮標本
ａ．マクロ像：右卵管核付近に1.5×1.0cm大のポリープを認める。
ｂ．病理組織像：APAMとendometrioid carcinomaが近接している。（HE染色×12.5）
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妊孕性温存治療としては，megestrol acetate （MA），
levonorgestrel intrauterine device （LNG-IUS），子宮鏡
下手術（HR）などの報告がある。NCCNの治療ガイド
ラインでは，MPA療法と並び，MA療法，LNG-IUS療
法も標準治療として挙げられている７）。ただ本邦では，
子宮体癌の治療としてMPA療法以外は保険適応となっ
ておらず選択しにくい。本邦で行われた39歳以下の子
宮体癌（類内膜癌，G1，ⅠA期相当）を対象とした多
施設前方視的研究では，MPA療法を完遂できた症例の
55%がCRとなり，32%がPRとなったが，再発率は57%
であったと報告されている２）。また高分化型初期子宮体
癌・複雑型子宮内膜異型増殖症における妊孕性温存療法
の比較を行ったZhang et al. の報告によると，経口黄体
ホルモン療法での腫瘍縮小率は77.2%・再発率32.17%・生
児獲得率33.38%であり，HRでは腫瘍縮小率98.06%・再
発率4.79%・生児獲得率52.57%，またLNG-IUSでは腫瘍
縮小率94.24%・再発率3.9%・生児獲得率18.09%であった。
この結果より，HRが他と比較し，より有用である可能
性を示した８）。しかしその有効性や適応，方法を確立す
るには臨床試験の集積が必要と考えられる。
　いずれの治療にしても，寛解した後は早期の妊娠を計
画する必要がある。本症例では自然妊娠の希望が強く，
積極的な不妊治療開始までに２年半ほどかかっている。
再発までの中央値は34.6ヶ月であった２）という報告や，
２年時累積再発率は52%にのぼる９）といった報告がある
ため，妊孕性温存療法を選択する時点で，寛解後の妊娠
計画とくに早期妊娠に向けた治療方針については十分相
談をしておく必要がある。また近年，子宮体癌再発時に
再度MPA療法を行うことの検討もなされているが，ガ
イドラインでは再発時には根治手術が勧められるとして
おり10），再発時に妊孕性温存療法を行うことの安全性は
確立されていない。本症例では，根治手術の前には子宮
体癌の再発とは診断されていなかったが，元来子宮体癌
症例で，APAMの異型腺管構造が極めて複雑であった
ことから，子宮体癌再発の可能性が高いと判断した。し
かし，本人の強い希望もありARTを行ったが不成功に
終わり，今後妊孕性温存療法を施行しても妊娠に至る可
能性は低いと考えられ，最終的には本人が根治手術を選
択した。
　また若年子宮体癌が発生するリスクとして肥満や排卵
障害が背景にある可能性が高いことや，頻回の内膜掻爬
によるAsherman症候群など，妊娠に向けて留意すべき
点は再発以外にも複数存在する。妊孕性温存療法の目的
は寛解後に挙児を得ることであり，癌に対する治療を行
う時点から，治療後の妊娠に向けた計画と管理および再
発リスクなどの十分なインフォームドコンセントが必要
と考える。

結　　　語

　若年子宮体癌症例に対し妊孕性温存目的にMPA療法
を行い，寛解後の経過中にAPAMを認め，それを契機
に子宮体癌再発の診断に至った症例を経験した。MPA
療法後は再発の早期発見目的に，厳重な経過観察，特に
超音波検査による内膜所見の変化が重要と考えられる。
加えてAPAMは類内膜癌が合併・発生しうる疾患であ
り，慎重な管理と正しい診断が求められることが再認識
された。またMPA療法後の不妊治療についての明確な
指針はないが，再発を考慮し早期の不妊治療を検討すべ
きであると考える。
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子宮動脈塞栓術後に再燃した子宮筋腫により骨盤臓器脱を発症したが
妊娠が成立し，帝王切開術後に筋腫核出術を施行した１症例
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A case of pregnancy complicated by pelvic organ prolapse due to uterine myoma 
regrowth after uterine artery embolization

Ryuji Mitani・Yuka Miyatani・Masahiko Maegawa

Department of Obstetrics and Gynecology, Tokushima Prefectural Central Hospital

子宮核出術が困難と判断され，他院にて子宮動脈塞栓術（uterine artery embolization：UAE）を施行されたが，筋腫の再燃
による骨盤臓器脱の発症，自然妊娠後，骨盤臓器脱の増悪，帝王切開術による生児獲得，重症感染症のため術後早期の筋腫
核出術を要した巨大子宮筋腫の１症例を経験したので報告する。症例は34歳，未妊婦で26歳時に子宮筋腫指摘され，他院に
て筋腫核出術が困難という説明のもと，子宮温存希望にてUAEを受けていた。当院紹介１年前より腫瘤感，排尿困難自覚し
ていた。紹介元受診し，季肋部まで達する巨大腫瘤と子宮脱指摘され，当科紹介となった。初診時内診にて完全に脱出した
子宮腟部を認めた。MRIにて骨盤内から上腹部に至る巨大子宮筋腫を認めた。筋腫核出術，骨盤臓器脱の手術を計画してい
たが，自然妊娠した。妊娠中に骨盤臓器脱は増悪したが，排泄は可能だった。分娩様式は帝切予定だったが，妊娠36週６日
に持続する発熱症状のため当科入院となり，子宮内感染の可能性を考慮して翌日緊急帝王切開術を施行した。初回手術時に
筋腫核出は施行しなかった。術後は発熱症状も軽快し，一旦退院となったが，術後15日目に発熱にて当院救急外来受診，腎
盂腎炎疑いにて入院管理となった。抗生剤点滴開始したが症状は軽快せず，感染源検索目的で行ったCTで筋腫以外に有意な
所見を認めなかったため，術後34日目に筋腫核出術施行した。筋腫は子宮頸管より発生し，仙骨前面から骨盤底に癒着して
いた。核出した筋腫重量は５kgで筋腫内部に黄緑色の液体貯溜を認めた。手術時間：５時間10分，術中出血量：572ml。術後
骨盤臓器脱は著明に改善し，炎症反応も改善したため再開腹術後６日目に退院となった。現在まで骨盤臓器脱の再発も認め
ていない。手術療法が困難な子宮筋腫に対してUAEは選択肢となり得るが，妊孕性，周産期予後に与える影響について結論
が出ていない。従って，今回の様な若年症例に対しては再燃を念頭に置いた厳重な経過観察が望ましいと考えられた。

Here we report a case after uterine artery embolization (UAE) at the other hospital accompanied recurrence 
of myoma and got a baby but required myomectomy because of severe infections. Case: A 34-year-old gravida 
0 woman was referred to our hospital with a giant tumor and uterine prolapse. She experienced uterine 
leiomyoma at 26 years of age and underwent UAE at another hospital after being told that myomectomy was 
impossible. Magnetic resonance imaging revealed giant uterine myomas. We planned surgery, but she became 
pregnant.
Considering the possibility of intrauterine infection, an emergent cesarean section was performed at 37 weeks’ 
gestation. She was hospitalized with a fever on the 15th postoperative day. Because her symptoms did not 
improve after antibiotic infusion, we performed a myomectomy on the 34th postoperative day.
Her inflammatory response improved and she was discharged on the 6th postoperative day. The pelvic organ 
prolapse has not recurred. For patients with uterine myomas who wish to preserve their fertility, UAE is 
undesirable; thus, myomectomy on the basis of gonadotropin-releasing hormone agonist therapy or autologous 
blood transfusion before surgery should be chosen.

キーワード：骨盤臓器脱合併妊娠，子宮筋腫，UAE後の妊娠，分娩
Key words： pregnancy with pelvic organe prolapse pregnancy after UAE

緒　　　言

　子宮筋腫は婦人科における良性腫瘍の中で最も頻度が
高く，生殖年代の女性の３人に１人に認めるといわれて
いる１）。妊孕性温存を希望する症例に対して開腹あるい
は腹腔鏡による筋腫核出術が行われているが，筋腫残

存，再発のリスクがある事，核出術後の妊娠中の子宮破
裂発症との関連性などの問題点が指摘されている２）。一
方で子宮を温存する治療として子宮動脈塞栓術（uterine 
artery embolization: UAE）も施行されているが，産婦
人科診療ガイドライン 婦人科外来編2017ではUAE後の
妊娠成績が筋腫核出術と比較して不良である等の現状よ



96 Vol.67 No.1三谷　龍史・宮谷　友香・前川　正彦

り，筋腫に対するUAEは妊孕性温存を希望しない症例
のみに適応が限定されている３）。
　今回我々は他院にて筋腫核出術が困難となるという説
明のもと，子宮温存希望にてUAEを施行されたが筋腫
が再燃し，増大した筋腫により骨盤臓器脱となるも，自
然妊娠し，帝王切開術にて生児を得た巨大子宮筋腫の一
症例を経験した。分娩後早期に行った筋腫核出術の経緯
と併せて文献的考察を含めて報告する。

症　　　例

34歳　未妊婦
既往歴：子宮筋腫のため26歳，27歳時にUAEを計２回
施行（他県の医療機関にて筋腫核出術が困難となるとの

判断でUAEを勧められた）。
家族歴：祖父：糖尿病
現病歴：
　当院紹介１年前より下腹部腫瘤感，排尿困難自覚して
いたが医療機関を受診していなかった。紹介元を受診
し，季肋部まで達する巨大腫瘤と子宮脱指摘されたた
め，加療目的にて紹介となった。受診時に26歳の筋腫診
断時および２回目のUAE施行２週間後の骨盤MRI画像
を持参していた（図１）。初診時内診にて完全に脱出し
た子宮腟部を認め，会陰体も脆弱な状態だった。直腸と
の関係をみる目的で直腸内にゼリーを注入した上で施行
した骨盤MRI（T2強調画像）にて骨盤内から上腹部に
伸びる19×６×20cmの細長い腫瘤を認め，子宮背側から

図１　他院骨盤MRI（T2強調画像）

図２　妊娠前骨盤MRI（T2強調画像）
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発生した巨大子宮筋腫が示唆され，直腸瘤は認めず，変
性した筋腫とともに子宮頸部が脱出していることが示唆
された（図２）。
　挙児希望があったため，筋腫核出予定とし，同時に骨
盤臓器脱の手術を計画していたが，手術１か月前に市販
検査薬にて妊娠反応陽性となり，超音波にて子宮内に胎
児心拍を確認した。巨大子宮筋腫に伴う流早産等の危険
性について説明したが，妊娠継続希望された。妊娠中に
胎児発育と筋腫自体の増大により，骨盤臓器脱はさらに
増悪したが，排泄は可能であり，入院も希望されなかっ
たため，外来管理としていた（図３）。巨大子宮筋腫の
ため38週での帝王切開術を予定していたが，妊娠36週６
日に持続する発熱症状のため入院管理となった。子宮内
感染の可能性も完全に否定できなかったため妊娠37週
０日に緊急帝王切開術を施行した。新生児は2718gの男

児，Apgar score: 8/9で明らかな先天異常は認めなかっ
た。帝王切開術時は筋腫周囲の癒着が強かったため，筋
腫核出は施行しなかった。術中出血量：1570ml（羊水込
み）と多量だったが輸血は施行せず。術後は発熱症状も
軽快し，術後６日目にいったん退院となった。しかし，
術後13日目より再度発熱が出現し，近医内科受診。抗生
剤内服するも軽快しないため術後15日目に当院救急外来
受診，同日より腎盂腎炎疑いにて入院管理となった。
抗生剤点滴（CTM ２g/日）を４日間行ったが，解熱し
なかったため，抗生剤を変更したが（CTRX ２g/日：
７日間，MEPM ２g/日：８日間）解熱しなかった（表
１）。巨大筋腫による両側水腎症も認めたため，尿路系
の狭窄も感染に影響していると考え，当院泌尿器科に依
頼し尿管ステントも留置したが症状は改善しなかった。
ステント留置後の胸腹部CTでも変性筋腫以外に有意な

図３　骨盤臓器脱所見１

表１　臨床経過
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所見を認めなかったため，筋腫内に感染源があると判断
し，本人，家族に説明の上，術後34日目に開腹にて筋腫
核出術を施行した。筋腫は大網および仙骨前面から骨盤
底のダグラス窩腹膜，直腸に広範囲に癒着していた。癒
着剥離を行ったところ，子宮後壁の内子宮口レベルより
発生する漿膜下筋腫であったため，茎部を切断して筋腫
摘出を行った（図４）。核出した筋腫重量は５kgで筋腫
内部に黄緑色の液体貯溜を認めた（図５）。貯留液の一
部を細菌培養に提出したが陰性だった。手術時間：５時
間10分，術中出血量：572mlだった。術直後の内診所見
にて骨盤臓器脱は著明に改善していた（図６）。術後剥
離面からの出血に起因すると推測される術後貧血（Hb：
6.4g/dl）を認めたため，術後２日目に濃厚赤血球２単位
輸血を施行した。炎症反応は改善したため再開腹術後６
日目に退院となった。現在外来にて経過観察中だが，骨
盤臓器脱の再発も認めていない。筋腫を病理診断に提出
したところ，広範な梗塞型硝子様壊死や嚢胞変性，石灰
沈着が見られるが腫瘍性凝固壊死や核分裂像の増加など
悪性を示唆する所見はみられず平滑筋腫で矛盾しない所
見だった。

考　　　察

　本症例は当院受診７年前に他院にて子宮筋腫の診断
がなされたが，筋腫核出が不可能と判断されたことよ
り，本人の強い子宮温存希望のためUAEが施行されて
いた。当院受診後も挙児希望があったため妊孕性温存の
ために筋腫核出術を予定していたが，自然妊娠し，生児
を得ることが可能だったが，分娩前後の炎症の管理に難
渋し，結果的に術後早期の筋腫核出術を余儀なくされた
症例だった。
　米国産婦人科学会は子宮筋腫に対するUAEは適切な
選択を行った子宮温存を希望する患者に対して安全で有
効であるとする（level A：実施することが強く勧められ
る）一方で妊娠に対する影響についてはまだ研究中の段
階である（level C：実施することを考慮しても良い）と
述べている４）。Mara et al. が行ったRCTではUAEと筋
腫核出術群との比較で，妊娠率，分娩率，流産率のい
ずれにおいても，UAE群で有意に治療成績が不良だっ
たと報告しており５），Homer et al. によるsystematic 
reviewでは未治療の筋腫と比較するとUAEにより流

図４　再開腹手術時所見

図５　筋腫肉眼所見
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産，帝王切開術，産褥出血等のリスクが増加するとい
う結果が示されている６）。本邦でも子宮筋腫に対する
UAE施行後に良好な妊娠経過をたどった症例報告もな
されている１）が，最新の産婦人科ガイドラインでは妊
孕性温存を希望しない患者にのみ手術の代替治療として
UAEを行う（level C：実施することが考慮される），と
されている２）。UAEによる合併症としては疼痛，帯下
の増量，発熱，筋腫分娩，卵巣機能不全等が挙げられ
るが，重篤な合併症はまれとされている７）。近年の報告
によりUAEによる短期的な筋腫縮小効果は認めるが，
約15％の確率で子宮全摘等の再治療が必要となってい
た８）９）。
　骨盤臓器脱は高齢者に好発する疾患で，40歳以上の女
性の３-４％に有症状の骨盤臓器脱があるとされている
が，妊娠中の発症頻度は10000-15000分娩に１例と非常
にまれとされる10）。妊娠中の骨盤臓器脱は，妊娠前から
骨盤臓器脱に罹患し，妊娠により子宮重量が悪化する合
併発症型と妊娠中期に多く急性発症し分娩後に自然軽快
することが多い急性発症型の２つのタイプに分類されて
いる。合併発症型は妊娠中期に自然還納し，分娩後に再
発することが多いとされている。妊娠中の合併症として
下垂感，排尿障害といった骨盤臓器脱自体の症状以外に
脱出した臓器への感染等に伴う切迫流早産症状が挙げら
れる。治療としては子宮腟部の腟内への還納を目的とし
た，仰臥位安静，Trendenburg体位等を入院管理により
行う11）。同時にペッサリー挿入も考慮される。分娩様式
については頸管開大不全を生じることや産褥における骨
盤臓器脱の悪化も憂慮されることより選択的帝王切開術
が良いとされているが12），本邦においては骨盤臓器脱合
併妊娠に対しても経腟分娩を行った報告もなされてい
る13）14）。巨大筋腫に合併した骨盤臓器脱症例の自然妊娠
症例は我々が文献検索を行った限りでは本邦初である。

　本症例の場合はUAE試行前後で動脈塞栓による筋腫
の変性を認めており，一定期間の縮小効果は認めた可能
性があるが，長期での経過観察ができていなかったため
その治療効果がどの程度であったかについて判断するこ
とはできない。ただし，当院紹介１年前より下腹部腫瘤
感，排尿困難等の自覚症状を認めていたため，この時点
では再燃，増大傾向をたどっていた可能性が推測され
る。妊娠前より骨盤臓器脱を認めており，合併発症型に
分類されるが，巨大筋腫も合併していたため，妊娠中に
軽快することなくむしろ増悪しており，脱出臓器の還納
は不可能だった。ただし，排泄は可能であり，本人の希
望もあり外来管理としていた。巨大筋腫が骨盤腔を占め
ていたため経腟分娩は不可能と判断し，分娩様式は帝王
切開術を余儀なくされたが，分娩直前まで筋腫あるいは
骨盤臓器脱が原因と考えられる明らかな流早産徴候は認
め無かった。生児を得ることができたが，持続する発熱
の原因として骨盤臓器脱に伴う上行性感染の可能性も考
えられたため，当初の予定より早く妊娠37週での緊急帝
王切開術を要した。発熱症状は帝王切開術後にいったん
改善したが，術後早期に再燃し，抗生剤投与での奏効を
得られず，術後34日目での再開腹手術を要した。子宮
筋腫の変性により，発熱，白血球増加をきたし，場合に
よっては入院管理を要することもあるという報告もあ
る15）。筋腫内の貯留液の細菌培養は陰性であったため，
発熱再燃の原因としては筋腫の感染ではなく，手術所見
からは筋腫内の炎症に起因すると推測された。抗生剤で
の保存的治療は困難で手術療法が必要だったと考えられ
た。
　手術療法が困難な子宮筋腫に対してUAEは選択肢と
なり得るが，妊孕性，周産期予後に与える影響について
結論が出ていない。従って，今回の様な若年症例に対し
てはUAE後の観察期間が長期間となるため，再燃を念

図６　骨盤臓器脱所見２
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頭に置いた厳重な経過観察が望ましいと考えられた。
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２度の子宮動脈塞栓術後に子宮全摘となったIn Vitro Fertilization Embryo 
Transfer（IVF-ET）後の癒着胎盤症例

佐々木佳子・楠元　理恵・樫野　千明・渋川　昇平・片山　典子・大村由紀子・林　裕司

岡山赤十字病院　産婦人科

A case of in vitro fertilization-embryo transfer pregnancy with placenta accreta resulting 
in hysterectomy despite multiple uterine artery embolizations

Keiko Sasaki・Rie Kusumoto・Chiaki Kashino・Shouhei Shibukawa
Noriko Katayama・Yukiko Omura・Yuji Hayashi

Department of Obstetrics and Gynecology, Japanese Red Cross Okayama Hospital

癒着胎盤の発生率は約0.01％と稀ではあるが，母体死因に占める割合は約３%にのぼる。重篤な周産期合併症であるが，管
理方法に統一見解はなく，分娩前の診断も困難である。今回，In Vitro Fertilization Embryo Transfer（以下IVF-ET）後の
妊娠で，２回の子宮動脈塞栓術（Uterine Artery Embolization以下UAE）後に子宮全摘となった癒着胎盤症例を経験した。
症例は37歳，３妊１産，特記すべき既往歴はなし。他院で解凍胚移植により妊娠成立し，妊娠10週より当院で妊娠管理をし
ていた。妊娠経過は良好だった。妊娠36週５日，前期破水で入院後，陣痛誘発を行い，2490gの女児をApgar score 9/9で娩
出した。児娩出後，胎盤の剥離兆候がなく，用手剥離も困難で出血が1900mlとなった。MRIで癒着胎盤を認めたため，当日
にUAEを行った。その後，全身状態は安定し，出血は軽快した。翌日，出血が増量し，貧血の進行も認めたため，産後２日
目に２回目のUAEを行った。全身状態は安定していたが，出血は治まらず，産後４日目に子宮摘出を行った。摘出子宮内に
は，残存した胎盤と子宮底部の癒着を認めた。病理検査では，絨毛と平滑筋組織が接する部位や，脱落膜の欠損と絨毛の露
出を認め，楔入胎盤（placenta accrete）の診断だった。分娩から子宮摘出まで，RCC-LR30単位，FFP18単位を輸血した。癒
着胎盤の危険因子として，前置胎盤，帝王切開の既往，子宮内容除去術などがあり，最も重要なものは前置胎盤である。不
妊治療症例で前置胎盤の頻度があがるという報告は多い。不妊治療は，癒着胎盤の危険因子にはあげられていないが，当院
での不妊治療後の癒着胎盤症例では，自然妊娠の症例に比べ，帝王切開や子宮内容除去術などの因子は低い傾向があった。
不妊治療は癒着胎盤の危険因子に挙げられてはいないが，不妊治療後の妊娠では，癒着胎盤の可能性も考慮する必要がある
と思われる。

Placenta accrete is a serious perinatal complication, with an incidence of 0.3%, but accounts for 3% of maternal 
deaths. Here we report a case of an in vitro fertilization‒embryo transfer (IVF-ET) pregnancy with placenta 
accrete that resulted in hysterectomy despite two rounds of uterine artery embolization (UAE). A 37-year-
old multigravida with IVF-ET was referred to our hospital at 10 weeks. She was admitted our hospital 
at 36 weeks with premature rupture of the membranes. Labor was induced by oxytocin, and a female 
baby was delivered (2490 g, Apgar score 9/9). After delivery, she lost 1900 mL of blood without placental 
delivery. Placenta accrete was detected on magnetic resonance imaging and UAE was performed. However, 
the bleeding persisted and UAE was repeated. Her general condition was good, but as the bleeding was 
prolonged, the anemia progressed. A hysterectomy was performed 4 days after delivery. Histopathology 
revealed placenta accrete. Leuko-reduced red cell concentrates (30 IU) and fresh-frozen plasma (18 IU) were 
transfused in all processes. Placenta previa, cesarean section history, and dilatation and curettage history are 
risk factors of placenta accrete. Placenta previa is the most important risk factor. Placenta previa reportedly 
occurs frequently in assisted reproductive technology (ART) cases. In ART cases, compared with spontaneous 
pregnancy, the frequency of cesarean section history and dilatation and curettage history were low at our 
hospital. Thus, in ART cases, the possibility of placenta accrete should be considered.

キーワード：癒着胎盤，危険因子，生殖補助医療（ART），子宮動脈塞栓術（UAE）
Key words： placenta accrete, risk factors, ART (assisted reproductive technology) ，UAE (uterine artery 

embolization)
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緒　　　言

　癒着胎盤の発生率は約0.01％と稀ではあるが，分娩時
に大量出血の原因となり，母体死亡に占める割合は約
３％にのぼる１）。癒着胎盤の管理方法には統一見解はな
く，自然待機・子宮摘出など各施設で対応は様々であ
る。自然待機とした場合，出血や感染のリスクがあり，
治療に難渋することもある。今回，２回の子宮動脈塞栓
術（Uterine Artery Embolization 以下UAE）を行った
にもかかわらず，子宮摘出を余儀なくされた症例を経験
した。危険因子についての文献的考察を含めて報告す
る。

症　　　例

患者；37歳　３妊１産（経腟分娩１回，自然流産１回）
既往歴；特記すべきことなし
現病歴；他院にて解凍胚移植で妊娠成立し，分娩管理
のため妊娠10週で当院へ紹介された。妊娠経過は良好
だった。妊娠36週５日，前期破水で入院した。有効陣
痛なく，翌日より分娩誘発を開始。同日2490gの女児
をApgar score 9/9で娩出した。分娩までの経過は特
に異常はなかった。分娩時の出血は羊水込みで1900ml
だった。児娩出後，臍帯索引や子宮底マッサージを行
うも胎盤は娩出されなかった。経腹超音波下で胎盤用
手剥離を試みたが剥離困難で，出血が持続し，血圧
90/70mmHg，心拍106bpmとなり，代用血漿の急速投
与および輸血を手配した。子宮収縮剤投与とRCC-LR・
FFPの輸血により持続出血は軽快したため，MRIを施行
した。MRIでは，子宮底部に癒着を疑う胎盤と子宮口
に血腫を認めた（図１）。ICU管理としたが，持続出血
が増量したため，分娩当日にUAEを施行した。セレス
キュー細片にて両側の子宮動脈を塞栓したが，両側とも
卵巣動脈からの吻合枝が疑われた。左卵巣動脈は塞栓可
能であったが，右卵巣動脈は血管床が豊富で塞栓困難
だった。最終的に子宮の造影効果は認められなくなっ
たため終了とした（図２）。UAE開始までの総出血量は
2957mlで，UAE終了までにRCC-LR16単位・FFP14単位
を輸血した。UAE中の採血でDIC score11点（出血量３
点，出血傾向４点，急性呼吸不全１点，ショック１点，
血小板１点，Fbg１点）であり，UAE後はICU管理と
し，DIC治療としてガベキサートメシル酸塩1000mgを
投与した。出血は70g/hと減少し，翌日の採血ではDIC
は改善し，全身状態も安定していたため，ICU退室と
なった。退室後，全身状態は安定していたが，出血は持図１　児娩出後のMRI（造影T1強調画像）

子宮底部に残存した造影効果のある胎盤を認める。

図２　UAE１回目

（a）塞栓術前 （b）塞栓術後（図中⇒が塞栓部位）
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続し，ICU退出後20時間で出血903g，貧血の進行も認め
たため，再度RCC-LR・FFPの輸血を行い，産後２日目

に２回目のUAEを行った。両側卵巣動脈への吻合枝が
下臀動脈よりあり，子宮動脈に血流が残存している状態
だった（図３）。両側の下臀動脈をセレスキュー細片で
塞栓した（図４）。２回目のUAE中，RCC-LR４単位・
FFP２単位を，終了後はRCC-LR２単位・FFP２単位を
輸血した。UAE終了後，全身状態は安定していたが，
出血が持続し，42時間で1730gとなったため，産後４日
目に子宮摘出の方針とした。開腹時，子宮は小児頭大
で，２度のUAEの効果か，全体の色調は蒼白だった。
胎盤が癒着していると思われる子宮底部は，表面平滑
で，穿通胎盤のような所見はなかった。子宮頸部は凝血
塊が貯留し，手拳大に腫脹していた。円靭帯と卵巣固有
靭帯を切断し，膀胱を剥離した後，子宮頸部を圧迫し，
約600gの凝血塊を経腟的に排出した。子宮頸部は菲薄化
しており，逆行性に子宮を摘出した。手術時間は２時間
２分，出血量は700gだった。術中，RCC-LR４単位を輸
血した。摘出子宮内では，残存胎盤の一部と子宮底部の
癒着を認めた（図５）。病理検査では，絨毛と平滑筋組

図３　UAE２回目　塞栓術前

図５　摘出子宮
残存胎盤の一部と子宮底部に癒着を認めた。

図６　病理組織（HE染色，400倍）
平滑筋と絨毛が接する部位を認める。

図４　UAE２回目　塞栓術後（図中⇒が塞栓部位）

（a）右下臀動脈塞栓後 （b）左下臀動脈塞栓後
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織が接する部位や，脱落膜の欠損と絨毛の露出を認め，
placenta accreteの診断だった（図６）。術後は経過良好
で６日目に母児ともに退院となった。

考　　　察

　癒着胎盤は，胎盤の絨毛が子宮筋層内に侵入し，胎盤
の一部または全部が子宮壁に強固に癒着して，胎盤の
剥離が困難なものとされている。組織学的には，床脱
落膜の形成が欠如しているものを癒着胎盤という。ま
た，絨毛が筋層内に侵入していない楔入胎盤（placenta 
accrete），絨毛が子宮筋層深くに侵入している嵌入胎
盤（placenta increta），絨毛が子宮筋層に侵入し，か
つ子宮筋層を貫通し子宮漿膜面にまで及ぶ穿通胎盤
（placenta percreta），に分類される。なお，胎盤が子
宮壁に付着しているが，筋層との結合が密ではなく，床
脱落膜の欠損を伴わない真の癒着胎盤ではないものを付
着胎盤（adherent placenta）と呼ぶことがある２）。

　癒着胎盤の頻度は，報告によって異なるが，2500分娩
に１例３）から540分娩に１例４）と幅があり，付着胎盤を
含めるとその発生率は全妊娠の0.3%といわれている１）。
稀な疾患ではあるが，分娩時大量出血の原因となり，母
体死亡に占める割合は約３%１）にのぼる。危険因子とし
て，前置胎盤，帝王切開術の既往，子宮内操作の既往
（子宮内容除去術など）が挙げられる５）。近年の帝王切
開の増加に伴い発生率も増加していて５），分娩前に癒着
胎盤の診断をつけることが重要となってくる。診断方法
として，超音波カラードプラ法やMRIなどの画像診断の
有用性に関する報告があるが６），癒着胎盤かどうかを正
確に診断することは容易ではない。
　癒着胎盤は臨床的に第１群から第３群に分類される
（表１）。2013年５月から2018年３月までに当院で分娩
した癒着胎盤は，付着胎盤を含めて18例あり，そのうち
第２群以上の癒着胎盤症例は12例だった（表２）。その
うち生殖補助医療（Assisted Reproductive Technology
以下ART）により妊娠したものは３例（25%）だった。
自然妊娠症例と比較したところ，自然妊娠症例では，
帝王切開の既往が１例（11.1%），子宮内膜掻把の既往
が４例（44.4％）で，ART症例ではそれぞれ０例，１例
（33.3%）だった。症例数は少ないながらも，ART症例
では，従来知られている癒着胎盤のリスクは少ない傾向
だった。また，12症例の中で，組織学的に楔入胎盤の診
断がついたものは症例３と10で，自然妊娠症例とART
症例にそれぞれ１例ずつ認められた。ART症例は今回
提示した症例で，自然妊娠症例は，UAE後にTCRを
行っている。
　文献的には不妊治療は癒着胎盤のリスク因子に挙げら
れていないが，不妊治療症例で前置胎盤の頻度が上がっ

表１　癒着胎盤の臨床的分類１）

表２　当院で分娩した癒着胎盤症例

C/S；帝王切開術，D&C；子宮内容除去術
経妊；今回の妊娠は除いた数とした。
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ていることが報告されている７）。癒着胎盤の危険因子と
して最も重要なものは前置胎盤であり，Millerは，前置
胎盤は癒着胎盤の発生リスクを2000倍高めると報告して
いる３）。
　野木らは，ARTによる単胎妊娠の胎盤位置異常（前
置胎盤，低位胎盤）と常位胎盤早期剥離の発生頻度を比
較している。ART後の妊娠では非ART後の妊娠に比べ
て，優位に胎盤位置異常と常位胎盤早期剥離の発生率が
高く，子宮内容除去術や人工妊娠中絶の既往の有無は有
意差がない，という結果だった８）。ARTの胚移植とい
う子宮内操作が胎盤の位置異常や常位胎盤早期剥離の発
生に関連していることが示唆される。
　同様に，楠本らは，IVF-ET症例と顕微授精症例を
ART群とし，排卵誘発症例と人工授精症例の群をnon‐
ART群とし，自然妊娠症例と比較している。ART群は
他の２群に比較し，胎盤の位置異常や癒着胎盤が有意に
多く，ART操作が胎盤異常の発症に起因している，と
述べている９）。
　ART操作が前置胎盤発生の原因になる機序として，
Fraserは，胚移植の場面において，経頸管的に胚が子
宮内腔に注入される際の刺激が内子宮口を機械的に刺激
し，その結果プロスタグランディンが放出され，子宮収
縮が誘発されるため，と述べている10）。そしてこれが子
宮下節への着床頻度が増して前置胎盤となる可能性が考
えられる。
　しかし，Mukhopadhya et al. は，胚が体外で培養され
絨毛形成を開始することにより胎盤形成において機能異
常や位置異常に影響する，と述べており11），機械的操作
以外の影響についても触れている。そして，和田らも，
自施設で行った凍結胚移植で妊娠した症例の検討を行っ
ており，癒着胎盤症例では，移植時にスタイレットを使
用した症例や操作が困難だった症例が多いながらも，有
意差はなく，胚移植そのものが癒着胎盤の発生率に影響
を与えることはなかった12），としている。
　機序は明らかではないが，ARTに関わる一連の操作
が，胎盤の位置異常や癒着胎盤の危険因子となっている
可能性が示唆される。近年，高齢妊婦の割合は増加傾
向であり，今後，ARTによる妊娠が増加されることが
予想される。ARTと癒着胎盤の因果関係を直接裏付け
ることはできないが，症例は報告されており13）14）15），
ART後の妊娠では，癒着胎盤の可能性を考慮しておく
必要があると思われる。また，重症な母体合併症となり
うる胎盤異常である癒着胎盤とARTの関連について更
なる検討が必要と考えられた。
　今回経験した症例は，常位癒着胎盤であり，分娩前に
診断をつけておくことが困難であった。胎盤の剥離兆候
を認めなかったため，癒着胎盤を疑い無理な用手剥離を
行わず，MRI後にUAEを２回行ったが，最終的に子宮

摘出を余儀なくされた。癒着胎盤を疑った場合，子宮摘
出を行うか，保存的治療を行うかの選択を短時間で行う
必要がある。施設によりスタッフの人員や検査体制が異
なるため，可能となる治療には差があるが，胎盤娩出が
困難な場合は，癒着胎盤であることを常に念頭に置き，
早急に全身状態のコントロールを行いながら，症例ごと
に最適な治療を検討する必要があると思われる。

結　　　語

　２度のUAE後に子宮全摘となったIVF-ET後の癒着胎
盤症例を経験した。癒着胎盤を事前に予測できれば，大
量出血に備えることができ，母体を危険にさらす可能性
が低くなる。ART後の妊娠で，胎盤の剥離兆候が認め
られない場合は，癒着胎盤の可能性を考慮しておく必要
があると考えられた。
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子宮体癌術後に発生した難治性リンパ漏に対し，リンパ管造影が奏功した１例
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A case of successful lymphangiography for refractory lymphorrhea after uterine cancer 
surgery

Megumi Tsunakake・Takashi Sawasaki・Hiroyuki Takabatake・Katsuyuki Tomono
Hiroko Nakamura・Hiroshi Honda・Tomoya Mizunoe

Kure Medical Center and Chugoku Cancer center

婦人科悪性腫瘍手術では基本術式に後腹膜リンパ節郭清が含まれる。リンパ節郭清後の術後合併症として，リンパ嚢胞やリ
ンパ浮腫が生じることがある。いずれもリンパ液の漏出が原因だが，多くの場合では症状は一時的であり，対症療法で経過
観察が可能である。今回我々は，後腹膜リンパ節郭清後のリンパ漏による難治性腹水を経験し，リンパ管造影が奏功したの
で報告する。症例は57歳，２妊１産。術前診断で子宮体癌ⅠA期相当と判断し，準広汎子宮全摘術，両側付属器切除術，後腹
膜リンパ節郭清，大網切除を施行し，術後経過は良好で術後８日目に退院した。しかし，退院５日後に腹部膨満感を主訴に
外来を受診し多量の腹水貯留を認めた。腹腔穿刺を施行し，淡黄色漿液性の腹水を2200ml除去した。腹水細胞診では異型細
胞は認めず，諸検査および臨床経過からリンパ漏による腹水貯留が考えられた。その後も腹水貯留は持続し腹腔穿刺を繰り
返していたが，改善が得られないため，術後80日目に形成外科と合同で左足関節内側からリンパ管造影を施行した。リピオ
ドールを注入すると，総腸骨リンパ節付近で腹腔内に造影剤が拡散する像を得た。造影後より腹水貯留量は徐々に減少し，
リンパ管造影後１ヶ月目には腹水は消失し，再貯留なく経過している。リンパ漏とはリンパ節郭清後にリンパ管損傷部位よ
りリンパ液が腹腔内に漏れ出ている状態で，保存的治療で４週間を超えて軽快しない場合は難治性とされる４）。リピオドー
ルを用いたリンパ管造影により漏出部位を塞栓することでリンパ漏が改善し，高率に外科的治療を回避できたとの報告があ
る５）。本症例では下肢からのリンパ液の腹腔内漏出が原因であり，リピオドールの塞栓により難治性リンパ漏が改善したと考
える。リンパ管造影はリンパ漏の評価だけでなく，治療効果を期待できる可能性がある。

Lymphorrhea is a complication of lymphadenectomy that usually resolves spontaneously. However, some 
cases of refractory ascites are induced by lymphorrhea. Here we performed lymphangiography to treat a case 
of refractory lymphorrhea. The patient was a 57-year-old woman diagnosed with stage IA uterine cancer who 
underwent extensive panhysterectomy, bilateral adnexectomy, retroperitoneal lymph node dissection, and 
omentectomy. On postoperative day 13, massive ascitic fluid was detected. We performed paracentesis and 
removed 2200 mL of lemon-yellow serous ascitic fluid. 
The refractory ascites was diagnosed with lymphorrhea according to the laboratory findings and clinical 
course. We performed lymphangiography to identify the site of lymph fluid leakage. We injected lipiodol 
into the inside left foot joint on postoperative day 80. The lipiodol spread into the abdominal cavity near the 
common iliac lymph node. After the lymphangiography, the massive ascites gradually decreased; by 1 month 
later, it had almost disappeared. In our case, lipiodol acted as an embolus of the lymphorrhea. As a result, we 
avoided surgical treatment. 
Lymphangiography using lipiodol can identify the leakage type and is a potential effective therapeutic 
modality for treating refractory lymphorrhea. 

キーワード：骨盤内リンパ節郭清，リンパ漏，リンパ管造影
Key words： pelvic lymphadenectomy, lymphorrhea, lymphangiography

緒　　　言

　婦人科悪性腫瘍手術では子宮体癌，子宮頸癌および卵
巣癌の基本術式に後腹膜リンパ節郭清が含まれる。リン
パ節郭清後の術後合併症として，リンパ嚢胞やリンパ浮
腫を来すことがある。いずれもリンパ液の漏出が原因だ

が，多くの場合では症状は一時的であり，対症療法で経
過観察が可能である。今回我々は，後腹膜リンパ節郭清
後の難治性リンパ漏を経験し，リンパ管造影が奏功した
ので報告する。
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症　　　例

症例：57歳，２妊１産
身体所見：身長 153cm，体重 69.9kg，BMI 29.8kg/㎡
既往歴：乳癌，糖尿病，胆石症
現病歴：子宮内膜細胞診陽性のため，精査目的に近医産
婦人科から当院へ紹介となった。子宮体癌ⅠA期相当と
術前診断し，準広汎子宮全摘術，両側付属器切除術，後
腹膜リンパ節郭清，大網切除を施行した。術後経過は良
好で術後８日目に退院した。しかし，術後13日目に腹部
膨満感を主訴に当科外来を受診した。
手術所見：開腹時，子宮，両側付属器は腫大なく，子宮
と膀胱が広範囲に癒着していたが，播種巣はなく腹水は
認めなかった。子宮および両側付属器を切除した後，右
後腹膜を総腸骨分岐部上方まで展開し，総腸骨リンパ
節，外腸骨リンパ節，内腸骨リンパ節，鼠径上リンパ

節，閉鎖リンパ節を郭清した。左側も同様に郭清を行っ
た。両側とも後腹膜腔内の脂肪，索状組織が硬く，右外
腸骨リンパ節，左外腸骨リンパ節，左閉鎖リンパ節およ
び左内腸骨リンパ節の腫大を触知した。
術後病理組織診断：子宮体癌ⅠA期（pT1aN0M0　類内
膜腺癌G2）
臨床経過：経腹および経腟超音波検査で腹水貯留を認め
たため再入院した。腹部CTでダグラス窩から肝表面に
及ぶ多量の腹水貯留を認めた。その他特記すべき異常は
なかった（図１a，b）。
　腹水穿刺を施行し，黄色透明な漿液性腹水を2200ml
除去した。腹水検査では異型細胞は認めず，リンパ球を
多数認めた（表１）。また血液検査ではリンパ球優位の
白血球上昇および血小板増加を認めたが，感染症は指
摘できなかった。また，Albは軽度低下を認めるのみで
あった（表１）。臨床経過からリンパ漏による腹水貯留

図１a，b　腹部CT：肝表面からダグラス窩に及ぶ多量の腹水を認めた。

表１　再入院時の腹水検査および血液検査所見
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と考えられた。患者の全身状態は安定しており長期の入
院管理を希望しなかったため，絶食や中心静脈栄養は行
わず，腹水穿刺による保存的療法を選択した。入退院を
繰り返しながら経過観察を行っていたが，徐々に減少傾
向ではあるものの腹水貯留が持続した（図２）。漏出部
位の同定するため，術後80日目に形成外科と合同でリン
パ管造影を施行した。左足関節内側を切開しリンパ管を
同定した後，同部位から24Gエラスター針外筒を留置し
た。透視下でリピオドール10mlを注入すると左総腸骨
リンパ節付近で造影剤が腹腔内へ漏出した像を得た（図
３）。リンパ管造影後より腹水貯留量は徐々に減少し，
リンパ管造影１ヶ月後には腹水は消失し，現在も再貯留
なく経過している。

考　　　案

　リンパ管は毛細リンパ管から集合しリンパ本幹とな
り，さらに胸管，右リンパ本幹としてリンパ液を静脈系
にもどす働きがある１）。腹部では，下肢，骨盤部のリン
パ液を集めるリンパ本幹，腸管からのリンパ液を集める
腸リンパ本幹が第１～２腰椎の高さで乳糜槽に合流す
る１）。
　婦人科悪性腫瘍手術では基本術式に後腹膜リンパ節郭
清を含むため，諸家の報告では術後合併症として10～
50％に下肢リンパ浮腫や，リンパ嚢腫，リンパ漏，乳糜
漏を生じることがある２）３）４）。リンパ漏とは，リンパ
節郭清後にリンパ管内圧が上昇し，リンパ管損傷部位か
らリンパ液が腹腔内に漏出している病態であり，腎分岐
部より中枢のリンパ管の損傷でリンパに乳糜を伴うもの
を乳糜漏という５）。手術操作におけるリンパ漏の予防法
として，結紮あるいは超音波凝固切開装置によるシーリ
ングがある。どちらが有効かを示す明確な比較試験はな
いが，リンパ壁の壁は薄く，血液凝固による閉塞も起こ
らないため，術後リンパ漏を予防するには，挟鉗，結
紮，離断という一連の手術操作により，リンパ管断端を
確実に閉鎖することが重要である。本症例では総腸骨リ

ンパ節の郭清の際，結紮糸によるリンパ管の閉鎖を行っ
たが，後腹膜内の脂肪，索状組織が硬く，右総腸骨リン
パ節の同定が困難であり処理が不十分であったことが考
えられた。
　リンパ漏では，リンパ管損傷部位が自然治癒し，ドレ
ナージや腹膜により吸収される場合が多いが，時に難治
性であり，ドレナージだけでは再発を繰り返す場合もあ
る。難治性リンパ漏の明確な定義はないが，木川らは
６～８週間の保存的治療で改善しなかった場合には開腹
結紮術やクリッピングなどの外科的治療を考慮したほう
がよいと示している５）。
　リンパ管漏出部位の検出には，リンパ管造影やリンパ
管シンチグラフィが用いられる。本症例では漏出部位の
特定のため，リンパ管造影を選択した。リンパ管造影は
リピオドールを用いて，足背リンパ管から注入し単純X
線，CTで撮影を行う。漏出部位の特定は58～78％と報
告されている６）。また，リンパ管造影後にリンパ漏や乳
糜漏が治癒したという報告もあり，診断だけでなく治療
としても期待される６）７）。Matsumoto et al. は保存的治
療に反応しない種々の乳糜漏のうち89％で，リンパ管造
影から平均17日後に乳糜漏が改善し，外科的治療を回避
できたと報告している６）。Alejandre-Lafont et al. はリ
ンパ管造影後２週間以内に51％，１週間以内に44％のリ
ンパ漏が停止し，12％にリンパ漏が50％以上減少したと
報告している８）。その機序についてはいまだ明らかでは

図２　腹水貯留の経過
図３　 リンパ管造影：左総腸骨リンパ節付近（矢

印）から造影剤の漏出を認めた。
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ないが，リピオドールの塞栓物質としての作用やリンパ
管の破綻部位から漏出したリピオドールの局所的な炎症
反応が関与している可能性が考えられている６）７）。な
お，乳糜漏や傍大動脈リンパ節郭清後のリンパ漏では中
枢側のリンパ管損傷により保存的治療に抵抗性を示す場
合が多く，特に腹腔内感染を併発した場合には腹膜の機
能低下によりリンパ液の吸収が遅延するとされており，
保存的な治療に抵抗性を示す場合には，全身状態が悪化
する前に外科的治療を考慮する必要がある９）。本症例は
リンパ液の漏出部位が右総腸骨動脈付近であった。炎症
を伴っていなかったことから，リンパ管造影により治療
効果が得られた。リンパ管造影はリンパ漏の評価だけで
なく，治療効果を期待できる可能性がある。
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経腟分娩後に卵巣静脈血栓性静脈炎をきたした１例
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Postpartum ovarian vein thrombosis after vaginal delivery

Megumi Ueno １）・Syota Inoue １）・Yoko Sasaki １）・Naoki Yano １）・Takashi Sugiyama ２）

１）Department of Obstetrics and Gynecology, Ehime Prefectural Niihama Hospital
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卵巣静脈血栓症（postpartum ovarian vein thrombosis: POVT）は，全出産の0.02～0.18%，帝王切開後の１～２%に合併する
周産期合併症で，13～25％に肺塞栓症を合併するとされる。今回，経腟分娩後に右卵巣静血栓を合併した症例を経験したの
で，文献的考察を含めて報告する。
症例は31歳女性，２妊２産。経腟分娩にて第２子出産後，産褥５日目に39度台の発熱と右下腹部に限局する圧痛を認め，虫
垂炎の疑いで精査・管理目的のため前医より紹介された。経腟超音波検査では，腹痛の原因となり得る所見は得られなかっ
た。造影CTを施行したところ，右卵巣静脈から下大静脈合流部および右腎静脈内の陰影欠損，右卵巣静脈壁の造影効果や周
囲の液貯留を認めた。以上の所見より，右卵巣静脈血栓症，血栓性静脈炎と診断し，ヘパリン持続点滴・ワルファリン内服
を開始すると共に抗菌薬の投与を行った。治療開始後２日目に解熱，症状は徐々に改善し，入院後16日目に退院となった。
ワルファリン内服を継続し，発症１ヶ月後のCTでは血栓は消失した。

Postpartum ovarian vein thrombosis (POVT) is a condition that occurs in 0.02-0.18% of pregnancies, while 
pulmonary embolism occurs in 13-25% of cases of untreated POVT. A total of 80-90% of cases involve the 
right ovarian vein. Here we present a case of a 31-year-old woman after vaginal delivery who presented with 
right lower quadrant pain and fever. Computed tomography (CT) of the abdomen revealed a dilated right 
ovarian vein with soft-tissue attenuation material in its lumen that extended into the inferior vena cava and 
right renal vein. Based on the above findings, she was diagnosed with right ovarian vein thrombosis and 
thrombophlebitis. She was treated with intravenous heparin for 6 days combined with oral warfarin. Antibiotic 
therapy with ceftriaxone (2 g/day) was also administered for 10 days. She recovered and was discharged from 
the hospital on the 16th day after admission. At the 1-month follow-up, she had recovered and the thrombosis 
was no longer visible on CT.

キーワード：産褥卵巣静脈血栓症
Key words： postpartum ovarian vein thrombosis

緒　　　言

　卵巣静脈血栓症は，約13～25%に肺塞栓症を合併し得
る妊娠に伴う注意すべき合併症である。全出産の0.02～
0.18%に合併し，帝王切開後の１～２%に発症するが，
経腟分娩後の報告例は稀である１）２）３）４）。今回，経腟
分娩後の産褥卵巣静脈血栓症（postpartum ovarian vein 
thrombosis: POVT）をきたした症例を経験したので，
文献的考察を含めて報告する。

症　　　例

患者：31歳，女性　
主訴：発熱，右下腹部痛
妊娠分娩歴：２妊２産　

家族歴・既往歴：特記事項なし
現病歴：妊娠38週に第２子を経腟分娩後，産褥５日目に
39度台の発熱，右下腹部に限局する圧痛が出現し，精
査・加療目的で当院を紹介された。
初診時身体所見：身長158 cm，体重78 kg，体温39.6度，
血圧136/97 mmHg，SpO2 98%
心雑音なし，肺音清，右下腹部に圧痛あり，筋性防御あ
り，下肢の腫脹なし
初診時血液検査所見：（表１）
超音波検査所見：子宮内腔少量液体貯留あり。両側付属
器に明らかな腫大なし。ダグラス窩少量液体貯留あり。
造影CT検査所見（図１）：右卵巣静脈径の拡張と下大静
脈合流部まで及ぶ静脈内の陰影欠損を認めた。また右腎
静脈にも陰影欠損部を認めた（図１矢印部）。右卵巣静
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脈周囲の脂肪織濃度の上昇を認めた（図１丸印部）。骨
盤底に腹膜肥厚像あり。
入院後経過：以上の検査所見より右卵巣静脈血栓症，血
栓性静脈炎と診断し，ヘパリン持続点滴，セフトリアキ
ソンを１g×２/日で投与開始した。下大静脈中枢側に
血栓を認めないことから下大静脈フィルターは留置しな
かった。翌日からヘパリン持続点滴と併用しワルファリ
ン内服を開始した。入院２日後には解熱，腹部症状は
徐々に改善し，入院10日目にセフトリアキソンの投与を
終了し，入院後16日目に退院となった。ワルファリン内
服を継続し，退院後に症状再燃は認めなかった。退院
１ヶ月後の造影CT検査では左卵巣静脈・下大静脈，左
腎静脈内の血栓は消失していた。

考　　　察

　POVTは分娩後0.05～0.18%に発症する周産期合併症
である１）２）。分娩後48時間以内に好発し，帝王切開の
１～２%に合併し，特に双胎妊娠の帝王切開術後のリス
クが高いことが知られている３）。POVTは13～25%に肺
塞栓症を合併し，無治療の場合致死率は約４%とされ，
時に重篤な敗血症を合併することもある４）。経腟分娩後
の発症は非常に稀であり，過去のレビューでは約64,000
例の経腟分娩で11例の発症頻度と報告されている５）。そ
の他，現時点で６例のPOVTの症例報告がなされてい
る６-11）。
　POVTの原因として，妊娠中の凝固能亢進，妊娠中の
循環血液量の増加とそれに伴う分娩後の血流低下，静脈
還流障害，細菌感染（A群レンサ球菌），長期臥床など
の多因子が関与することが知られている12）。好発部位と
しては80-90%が右側に発生する。右側に好発する理由
としては，右卵巣静脈が下大静脈に直接流入すること，
左卵巣静脈より走行が長く多数の不完全な静脈弁が存在
すること，左卵巣静脈と比較して分娩後の血流低下量が
多いことがあげられる13）。症状として，右下腹部に限局
した圧痛，嘔吐を伴う下腹部の鈍痛，発熱を初発症状と

して発症することが多く，急性腹症様の症状を呈する症
例もあり，注意を要する８）。鑑別診断としては急性虫垂
炎，骨盤腹膜炎，腎盂腎炎，尿路感染症，腸捻転，子宮
内膜炎，卵管膿瘍等があり，診断にはCT，MRI，超音
波検査等が用いられる。超音波検査所見としてはカラー
ドプラ法での卵巣静脈周囲の血流低下や消失，膿瘍形成
する場合はダグラス窩のエコーフリースペース等の所見
があるが，機器の性質や医師の技量に左右されることが
多い。感度・特異度の面から造影CT（感度100%，特異
度99%），MRI（感度92%，特異度100%）が診断にはよ
り優れることが報告されている14）15）。検査時間や費用
を考慮すると，造影CTが最も有用であり，造影剤アレ
ルギーがある場合や造影CTにて診断に苦慮する場合は
MRIを施行することが望ましい。
　造影CT所見上，卵巣静脈内に血栓に伴う欠損像，静
脈径の拡張像，静脈壁の造影効果が有用な所見である。
またMRIでは急性期T1W1で卵巣静脈内に高信号の陰影
欠損を認めることにより診断される。治療は，抗凝固療
法と抗菌薬投与が基本である。抗凝固療法は急性期には
ヘパリン持続投与を行うが，エノキサパリン投与例も報
告されている16）。ワルファリン内服に切り替えた後は，
３～６ヶ月間の継続内服が必要であるとされ，特に下大
静脈に及ぶ血栓を認めたときは肺塞栓症の治療に準じて
長期間の内服が望ましいとされる17）。血栓性静脈炎を合
併する場合は７日以上の広域抗菌薬投与を行う。
　本症例は，経腟分娩後５日目に発熱，下腹部痛を症状
としてPOVTを発症した。血液検査では明らかな血栓性
素因を認めず，原因として，切迫早産に対し妊娠28週～
36週まで入院による安静加療を行ったことが発症に関連
している可能性が考えられた。造影CTにて右卵巣静脈
血栓症と診断し，早期治療を行うことにより，重篤な合
併症を引き起こすことなく症状は速やかに改善，血栓は
消失したものと考えられる。
　POVTは肺塞栓症を合併する注意すべき周産期合併症
である。経腟分娩後であっても産褥期に右下腹部痛，

表１　入院時血液検査所見
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発熱等をきたした場合はPOVTの可能性も考慮に入れ，
FDP，D-dimerなどの血液検査に加え画像診断による早
期診断を行うことが肝要である。超音波検査で診断に苦
慮する場合は，造影CTを施行し，速やかな診断の上，
加療を開始することが望ましいと考えられる。
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発見された進行卵管癌の一例

松浦　拓也１）・泉谷　知明２）・黒川　早紀１）・山本　槙平１）・松島　幸生１）・山田るりこ１）・前田　長正１）

１）高知大学医学部　産科婦人科
２）高知県立幡多けんみん病院　産婦人科

A case of hereditary breast-ovarian cancer syndrome diagnosed with advanced fallopian 
tube cancer during ovarian cancer surveillance

Takuya Matsuura １）・Chiaki Izumiya ２）・Saki Kurokawa １）・Sinpei Yamamoto １） 
Sachio Matsushima １）・Ruriko Yamada １）・Nagamasa Maeda １）

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

遺伝性乳癌卵巣癌症候群（HBOC）では，リスク低減卵管卵巣摘出術（RRSO）が実施されない場合は，定期的な経腟超音波
検査と血清CA125測定による卵巣癌サーベイランス（以下サーベイランス）が考慮されるが，卵巣癌・卵管癌・腹膜癌の早
期発見は困難である。今回，サーベイランス中に進行卵管癌と診断されたHBOCの症例を経験したので報告する。
症例は61歳，２妊２産。31歳での乳癌の治療歴と乳癌・卵巣癌の家族歴があったことから，56歳で当院臨床遺伝診療部を受
診し，遺伝カウンセリングの後にBRCA遺伝学的検査を受けた。結果はBRCA1変異陽性であり，HBOCと診断された。検査
後の遺伝カウンセリングでRRSOは希望せず，３ヶ月毎にサーベイランスを施行する方針となった。サーベイランス開始後５
年間は異常を認めず経過した。61歳で本人がRRSOを希望し実施を予定したが，直後のサーベイランスで血清CA125の上昇を
認めた。画像検査で腹膜癌が疑われ，試験開腹術を施行し，最終的に卵管癌ⅢB期と診断された。サーベイランスとして３ヶ
月毎に行った血清CA125測定により症状を有する前に診断ができたが，その時点ですでに進行癌であったことから，HBOCで
はRRSOを考慮すべきであると考える。

The risk of ovarian cancer is high in women with hereditary breast-ovarian cancer syndrome (HBOC) with 
germline BRCA1/2 mutations. Risk-reducing salpingo-oophorectomy (RRSO) is recommended for BRCA1/2 
mutation carriers because of the absence of effective screening for ovarian cancer. However, when RRSO 
is declined, ovarian cancer surveillance approaches such as transvaginal ultrasonography and serum CA125 
measurement are considered. We report a case of a 61-year-old woman with the BRCA1 mutation who was 
diagnosed with advanced fallopian tube cancer during ovarian cancer surveillance. She underwent genetic 
testing for BRCA1/2 at 56 years of age because of the history of young-onset breast cancer and a family 
history of breast cancer and ovarian cancer. When she was diagnosed with HBOC, she declined RRSO 
and chose ovarian cancer surveillance. After 5 years of follow-up, she decided to undergo RRSO. We found 
increased serum CA125 level and ascites. Peritoneal cancer was suggested by magnetic resonance imaging 
and a fluorodeoxyglucose-positron emission tomography/computed tomography examination. We performed 
laparotomy and finally diagnosed fallopian tube cancer by histological findings. Although the cancer was 
diagnosed by ovarian cancer surveillance before clinical symptoms appeared, it had already reached the 
advanced stage. In conclusion, RRSO should be recommended for HBOC. 

キーワード：家族性腫瘍，卵管癌，遺伝性乳癌卵巣癌症候群，リスク低減卵管卵巣摘出術
Key words： hereditary breast-ovarian cancer syndrome (HBOC), fallopian tube cancer, risk-reducing salpingo-

oophorectomy (RRSO)

緒　　　言

　遺伝性乳癌卵巣癌症候群（hereditary breast-ovarian 
cancer syndrome: HBOC）はBRCA1またはBRCA2の生
殖細胞系列変異に起因する，乳癌・卵巣癌をはじめとす
る癌の易罹患性症候群であり，常染色体優性遺伝形式を

示す。HBOCにおいては，卵巣癌のみならず卵管癌や腹
膜癌の生涯罹患リスクが高い。これらはいずれも発症早
期には自覚症状が乏しく，進行癌で発見されることが多
いため，その予後は不良である。早期発見を目的とした
経腟超音波検査と血清CA125測定による卵巣癌サーベイ
ランス（以下サーベイランス）について検討がなされて
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いるが，予後を改善させるというエビデンスはなく，
HBOCに関するガイドライン等ではリスク低減卵管卵巣
摘出術（risk-reducing salpingo-oophorectomy: RRSO）
が推奨されている１）。
　今回，BRCA1変異を保持するHBOC症例に対し，
RRSOを希望しなかったため３ヶ月毎にサーベイランス
を行い，血清CA125の上昇により自覚症状を認める前に
発見できたが，診断時点で卵管癌ⅢB期の進行例であっ
た症例を経験した。HBOCに対するサーベイランスと
RRSOの文献的考察を含め報告する。

症　　　例

年齢：56歳（初診時）
主訴：卵巣癌サーベイランス希望
妊娠分娩歴：２妊２産
既往歴：31歳　右乳癌
家族歴：家系図を図１に示す。
　乳癌；父方祖母・父方叔母・姉・娘
　乳癌・卵巣癌；いとこ
現病歴：右乳癌の治療後，当院乳腺外科で検診を受けて
いた。若年での乳癌罹患と家族歴からHBOCが疑われ，

図１　家系図
父方に乳がん，卵巣がんの家族内集積を認めた。

図２　CA125の推移
初診時より５年間はCA125の上昇は認めなかった。
RRSO施行を決定直後の検診で，CA125の上昇を認め，卵巣癌発症が疑われた。
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56歳で当院臨床遺伝診療部を受診し，遺伝カウンセリ
ングを受けた後にBRCA遺伝学的検査を受けた。その結
果，BRCA1に変異を認め，HBOCと診断された。検査
後の遺伝カウンセリングでRRSOは希望せず，サーベイ
ランスを希望し，当科に紹介となった。
経過：当科初診時に内診，経腟超音波検査，血清CA125
測定，頸部細胞診を施行したが，いずれも異常は認めな
かった。その後，経腟超音波検査と血清CA125測定によ
るサーベイランスを３ヶ月毎に行った。初診から５年間
は経腟超音波検査で異常を認めず，血清CA125値も正常

域を経過した（図２）。
　61歳でRRSOを希望したため実施を予定したが，直後
のサーベイランスで血清CA125が 68.9U/mlと高値を示
し（図２），経腟超音波検査でダグラス窩の少量腹水貯
留を認めた。自覚症状は認めなかったが，卵巣癌の発
症と考え，MRI検査，CT検査，PET-CT検査を施行し
た。MRI検査で両側卵巣・卵管，子宮に異常は認めな
かったが，ダグラス窩に拡散強調像で高信号を呈する腹
膜肥厚を認めた（図３）。PET-CT検査で同部にFDGの
集積を認め（図４），腹膜癌が疑われた。画像上他臓器

図３　MRI検査所見
ダグラス窩腹膜の肥厚（矢印）を認め，同部は拡散強調像で高信号を呈した。
少量の腹水貯留も認められた。

図４　PET-CT検査所見
MRIで肥厚を認めた腹膜肥厚部にSUV-max 6.5の集積を認めた。
他臓器への転移を疑う所見はなかった。
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転移を疑う所見は認めなかった。
　確定診断と治療目的で試験開腹手術を施行した。ダ
グラス窩・レチウス窩腹膜および卵管漿膜に小腫瘤が
散見され（図５），組織の一部を迅速病理検査に提出し
た結果，carcinomaであった。付属器腫瘤を認めなかっ
たことから腹膜癌と判断し，単純子宮全摘術，両側付
属器切除術，骨盤リンパ節郭清，大網切除および可及
的な腹膜病変切除を行い，optimal surgeryを完遂し得
た。なお，画像検査上傍大動脈リンパ節の腫大は認めな
かったので，傍大動脈リンパ節郭清は行わなかった。
病理所見では左卵管采に卵管上皮内癌（serous tubal 
intraepithelial carcinoma: STIC）を認め，それに連続し
て包巣状に増殖する癌病変を認めた。免疫染色ではp53
がびまん性に陽性であり，左卵管原発の高異型度漿液性
癌（high grade serous carcinomas: HGSCs）と判断し

た（図６）。また，腹膜播種病変が２cm以下であったこ
とから，卵管癌ⅢB期と診断した。右卵管上皮は正常で
あった。
　術後補助化学療法としてパクリタキセル・カルボプラ
チン（TC）療法にベバシズマブを併用し，６コース施
行した。現在，ベバシズマブによる維持療法を行ってお
り，再発所見は認めていない。ベバシズマブによる維持
療法は国際共同第Ⅲ相試験（GOG-0218試験）に則り，
21サイクルまで継続する予定である。

考　　　察

　BRCA変異保持者では70歳までの卵巣癌累積罹患リ
スクは，BRCA1で40％，BRCA2で18％とされる２）。
HBOCにおける卵巣癌・卵管癌・腹膜癌では漿液性癌が
80%以上を占めるが３），漿液性癌は進行が速く，腹腔内

図５　腹腔内所見
ａ．開腹時所見：原発巣の左卵管病変を丸で示す。　ｂ．子宮摘出後：ダグラス窩の腹膜病変を矢印で示す。

図６　左卵管病理所見
ａ．STIC（矢印）に連続する浸潤癌病変（□）を認めた。
ｂ．N/C比の高い細胞が包巣状に増殖していた。（aの□）
ｃ．P53はびまん性に陽性であった。
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播種を来すことが多いため，大部分がⅢ期以上の進行癌
で発見されその予後は不良である。予後改善には早期発
見が望まれるが，経腟超音波検査や血清CA125測定によ
るサーベイランスで早期発見することは困難で，予後改
善につながるというエビデンスは乏しい４）。
　そのため，NCCNガイドライン（2018）や本邦の卵
巣癌治療ガイドライン（2015年版），HBOCの診療の手
引き（2017年版）では，BRCA変異保持者に対しては
RRSOが推奨されている。実際，BRCA変異保持者に対
するRRSOは卵巣癌・乳癌の発症リスクを低下させ，乳
癌関連死亡率，卵巣癌関連死亡率のみならず，総死亡率
も低下させるという報告５）や，卵巣癌・卵管癌の発症
リスクを低下させるとしたメタアナリシス６），７）など多
数の報告があり，BRCA変異保持者におけるRRSOのリ
スク低減効果は立証されている。
　しかし，本邦では予防を目的としたRRSOは保険適用
外診療となること，またガイドライン等でRRSOが推奨
されるようになったのが数年前であることから，現時点
ではRRSOが広く普及しているとは言い難い。さらに，
HBOC診療の手引き（2017年版）には『遺伝カウンセリ
ング体制ならびに病理医の協力体制が整っている施設に
おいて，倫理委員会による審査を受けたうえで，婦人科
腫瘍を専門とする医師が臨床遺伝専門医などの遺伝の専
門家と連携してRRSOを行うことが推奨される』と記さ
れ，実施可能施設が限定されることから，RRSOを行わ
ずにサーベイランスのみを受けている症例は少なくない
と推察される。
　RRSOを施行しない場合，経腟超音波検査と血清
CA125測定によるサーベイランスが考慮される。イギリ
スでの一般集団における卵巣癌スクリーニング検査に関
する研究では，経腟超音波検査と血清CA125測定，経
腟超音波検査のみ，スクリーニングなしの３群間で卵
巣癌の発見率・死亡率ともに有意差を認めなかった８）。
Hermsen et al. はBRCA変異保持者883例に対する年１
回のサーベイランスで，10例の卵巣癌を発見し，うち
８例はⅢ期以上の進行癌であったと報告している９）。一
方，３ヶ月毎の短い間隔でサーベイランスを行うことで
卵巣癌の予後を改善したとする報告10）もあるが，未だ
十分なエビデンスはない。NCCNガイドライン（2018）
では『RRSOを選択しなかった患者については，そのベ
ネフィットは不明であるものの，卵巣癌スクリーニング
として血清CA125検査と経腟超音波検査の併用を医師の
判断で30-35歳から考慮してもよい。』としている。
　卵巣癌のスクリーニングとして，これら２つの検査の
他に子宮内膜細胞診の有用性を検討した報告がある。
Otsuka et al. 11）は，骨盤内に画像検査では腫瘤性病変
を認めなかったが，子宮内膜細胞診陽性から卵巣・卵
管・腹膜のHGSCsが発見可能であったと報告しており，

HGSCsが多いHBOCでは，子宮内膜細胞診が診断の一助
となる可能性がある。
　本症例では，BRCA変異陽性判明時には当院でRRSO
の診療体制が整備されていなかったため，遺伝カウン
セリングでRRSO施行可能施設への紹介も含めた情報提
供を行ったが，その時点ではRRSOは希望せずサーベイ
ランスを選択した。その後，当院でRRSO実施可能とな
り，サーベイランス開始５年後にRRSOを希望した。こ
れは，サーベイランスを婦人科腫瘍と遺伝診療の両方に
携わる医師が担当したことで，RRSO実施に向けた進捗
状況やHBOCに関する情報提供を定期的・長期的に行う
体制が取れたことが，本人の意向の変化に寄与したもの
と考えられた。その後の経過として，RRSO希望直後に
卵管癌発見となったが，３ヶ月毎のサーベイランスによ
り無症状のうちに卵管癌を発見でき，進行癌ではあった
ものの初回手術でoptimal surgeryが可能であった。
　HBOCに対し，予後改善のためにはRRSOを推奨すべ
きではあるが，実施可能施設へのアクセスや経済的理由
などによりRRSOを選択しない症例は少なからず存在す
る。その場合，可能な限り早期にcurableな状態での発
見を目指し，短期間でのサーベイランスを継続していく
ことが肝要と考える。
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子宮内外同時妊娠を疑いMRIで診断を確定し腹腔鏡下手術を行った１例
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A case of heterotopic pregnancy diagnosed by magnetic resonance imging and treated 
with laparoscopic surgery

Tomoki Nishimura・Ken Fukuhara・Rie Hara・Takashi Nishikawa・Michiru Yasui・Yu Tanaka 
Akihiro Shouji・Yukihiro Kuroiwa・Hikaru Kiyokawa・Takashi Nakahori・Tetsurou Honda・Masaaki Hasegawa

Department of Obstetrics and Gynecology, Kurashiki Central Hospital

自然周期における子宮内外同時妊娠は稀であり，その頻度は15,000～30,000妊娠に１例と報告されている。しかし，不妊症治
療として排卵誘発を行った場合の子宮内外同時妊娠の頻度は約670妊娠に１例と報告されており，症例数の増加が指摘されて
いる。また，産婦人科診療ガイドライン産科編2017では，妊娠12週未満切迫流産の管理上の注意点として，子宮内に胎嚢構
造や胎児・胎芽心拍が確認できた場合でも子宮内外同時妊娠は完全には否定できないと注意を促している。今回，妊娠７週
で下腹部痛と性器出血を主訴に受診し，MRIにて子宮内外同時妊娠と診断し，腹腔鏡手術を行った１例を経験したので報告
する。
症例は37歳経産婦。近医にてクロミフェンクエン酸塩および人工授精で妊娠に至った。妊娠６週６日の夕方より下腹部痛を
認め徐々に増悪，性器出血も認め妊娠７週１日朝に前医を受診した。診察で子宮内に胎児，ダグラス窩に腫瘤を認め，卵巣
腫瘍茎捻転または子宮内外同時妊娠が疑われ精査加療目的で当科に紹介となった。受診時血圧110/57mmHg，脈拍数75/回，
Numerical Rating Scale 4/10の持続的な腹痛を認めた。経腟超音波検査では，子宮内に胎児および胎芽心拍を認め，両側卵巣
も同定できた。右付属器領域に５cm大の血腫様エコー像を認め，子宮内外同時妊娠が疑われた。バイタルが安定しており，
腹痛のコントロールも出来ていたため，緊急MRI撮影を行い子宮内外同時妊娠と診断した。緊急腹腔鏡手術を行い，MRIの
読影どおり右卵管膨大部妊娠の所見を認め，腹腔鏡下右卵管切除を行った。術後経過は良好であり，術後３日目に退院し
た。病理検査で卵管内に絨毛を確認し，子宮内外同時妊娠と診断確定した。その後順調に妊娠は継続，妊娠39週３日に自然
経腟分娩した。
妊娠初期の下腹部痛と性器出血を認めた症例では，子宮内に胎児を認めた場合でも，子宮内外同時妊娠の可能性を念頭に置
き注意深い付属器領域の観察が重要であり，MRIはその診断に有用な手段であると考えられた。

A 36-year-old multipara woman underwent ovulation induction by clomiphene citrate, underwent artificial 
insemination with her husband’s semen, and got pregnant. She had lower abdominal pain at 6 weeks and 6 
days’ gestation. The lower abdominal pain gradually worsened and vaginal bleeding occurred. The next day, 
she visited another hospital. On examination, she was suspected to have heterotopic pregnancy or ovarian 
torsion and was referred to our hospital. Her vital signs were stable and she had persistent abdominal pain 
(numerical rating scale, 4/10). Transvaginal ultrasonography revealed a live intrauterine pregnancy, normal 
bilateral ovaries, and a 5-cm-high echoic hematoma-like mass near the right ovary. We suspected a heterotopic 
pregnancy and performed magnetic resonance imaging (MRI), which revealed hematoma in the enlarged 
right fallopian tube for which we performed emergency laparoscopic surgery. A right tubal pregnancy was 
revealed, for which a laparoscopic right salpingectomy was performed without complications. Thereafter, the 
intrauterine pregnancy remained intact and a healthy baby was delivered at 39 weeks and 3 days’ gestation. 
In cases of lower abdominal pain and vaginal bleeding observed in early pregnancy, even if a fetus is present 
in the uterus, it is important to carefully observe the adnexa to screen for heterotopic pregnancy using MRI.

キーワード：子宮内外同時妊娠，MRI，腹腔鏡手術
Key words： heterotopic pregnancy， MRI， laparoscopic surgery

緒　　　言

　自然周期における子宮内外同時妊娠は稀であり，
その頻度は15,000～30,000妊娠に１例と報告されてい

る１，２）。また，不妊症治療として排卵誘発を行った場合
の子宮内外同時妊娠の頻度は約670妊娠に１例と報告さ
れており，症例数の増加が指摘されている３）。産婦人科
診療ガイドライン産科編2017では，妊娠12週未満切迫流
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産の管理上の注意点として，子宮内に胎嚢構造や胎児・
胎芽心拍が確認できた場合でも子宮内外同時妊娠は完全
には否定できないと注意を促している４）。今回，妊娠７
週で下腹部痛と性器出血を主訴に受診し，MRIで子宮内
外同時妊娠と診断し，腹腔鏡手術を行った１例を経験し
たので報告する。

症　　　例

【患者】36歳
【既往歴】特記事項なし
【妊娠分娩歴】２妊１産（29歳時に妊娠39週で3,050gの
男児を経腟分娩，妊娠分娩経過に特記事項なし）
【主訴】下腹部痛，性器出血
【現病歴】近医にてクロミフェンクエン酸塩および人工
授精で妊娠に至った。妊娠６週６日の夕方頃から下腹部
痛を認め徐々に腹痛が増悪，性器出血も認めたため妊娠
７週１日朝に前医を受診した。前医での診察で子宮内に
胎児，ダグラス窩に腫瘤を認め，卵巣腫瘍茎捻転または
子宮内外同時妊娠が疑われ精査加療目的で当科に紹介と
なった。
【入院時現症】Vital signs：血圧 110/57mmHg，脈拍数 
75回/分，酸素飽和度 99%（室内気）。疼痛：Numerical 
Rating Scale 4/10の持続的な下腹部痛あり。内診所見：
外陰部に異常所見なし。帯下は暗赤色少量。腟壁に異常
所見なし。子宮体部は男性手拳大で圧痛を認めた。付属
器は両側とも触知しなかったが，右付属器に著明な圧痛
を認めた。
【経腟超音波検査所見】子宮内腔に3.3cm大の胎嚢と，
内部に胎芽および心拍を認めた。右卵巣は5.4×3.8cm
大，左卵巣は4.1×3.0cm大であった。右付属器領域に
5.0×5.2×3.1cm大の内部に高エコー域を伴う腫瘤を認

め，同部位に強い圧痛を認めた（図１）。
【血液検査所見】ヘモグロビン12.1g/dL，ヘマトクリッ
ト34.1％，白血球数17,900/mm3，CRP0.47mg/dLであ
り，貧血の進行は無く，炎症反応の上昇を認めた。
【骨盤部単純MRI検査所見】診察所見からは子宮内外同
時妊娠が疑われた。診査腹腔鏡を行うことも考慮した
が，手術や麻酔の侵襲やリスクを加味すると，侵襲の
少ないMRI検査で診断を確定させることが必要と考え
られ，妊娠中のMRI検査の安全性に関するインフォーム
ド・コンセントを行った上で単純MRIを撮影する方針と
した。
　右卵管内に径2.6cm大の嚢胞部分を認めた。内部はT1
強調画像でやや低信号，T2強調画像で高信号を呈して
おり，出血を含む胎嚢構造と考えられた（図２黄色矢
印）。また，その周囲はT1強調画像で淡く高信号，T2強
調画像でやや低信号，さらにT2*で低信号を呈していた
（図２赤色矢印）。T2*は急性期の出血および血腫の描出
に有用であり，これらの所見から，卵管妊娠および妊娠
組織周囲の血腫形成が疑われた。また，子宮内に3.5cm
大の嚢胞を認め，T1強調画像で低信号，T2強調画像で
高信号を呈し，胎嚢と考えられ，周囲にはT2*で低信号
域を認め胎嚢周囲の出血が示唆されたが（図３），子宮
内妊娠からの出血であるのか卵管妊娠部からの血液流入
によるものであるのかについての判別は困難であった。
腹腔内に血性腹水の貯留も認めた。これらの所見から，
正所性妊娠と右卵管妊娠の子宮内外同時妊娠と診断し
た。
【入院後経過】経腟超音波検査からは子宮内外同時妊娠
が疑われたが，骨盤部単純MRI検査を撮影することで，
子宮内外同時妊娠である可能性が濃厚となった。画像所

図１　経腟超音波検査画像
ａ：子宮内腔に3.3cm大の胎嚢，胎児心拍あり。　
ｂ：右卵巣5.4×3.8cm大。　
ｃ：右付属器領域に5.0×5.2×3.1cm大の内部に高エコー域を伴う腫瘤様エコーあり。
ｄ：左卵巣4.1×3.0cm大。
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見から子宮内外同時妊娠の可能性が濃厚であることを説
明し，手術を行わずに経過観察とする待機的管理と手術
療法についてそれぞれ説明を行った。その上で手術療法
を希望されたため，子宮内外同時妊娠の疑いに対して同
日緊急腹腔鏡手術の方針とした。
【手術内容】手術は全身麻酔下で，気腹法による腹腔鏡
で行った。子宮収縮抑制薬の投与は行わなかった。手術
体位は仰臥位とした。臍に10mmのカメラポート，両側
下腹部および臍恥中央に５mmの鉗子用ポートを挿入し

た。ダグラス窩および膀胱子宮窩に血性腹水および凝血
塊の貯留を認め（図４a），洗浄吸引管にて血性腹水の吸
引を行った。腹腔内を観察すると，右卵管に母指頭大の
腫大を認め（図４b）術前のMRIの所見通り右卵管妊娠
と診断した。Liga SureTMを用いて右卵管を切除した。
切除した右卵管はE・ZパースTMに収納して臍創部から回
収した。生理食塩水500cc程度で腹腔内の洗浄を行い，
ペンローズドレーンをダグラス窩に留置して手術を終了
した。手術時間は44分，麻酔時間は１時間41分だった。

図２　骨盤部単純MRI①
右卵管内に径2.6㎝大の嚢胞部分を認めた。内部はT1強調画像でやや低信号，T2強
調画像で高信号を呈しており（黄色矢印），周囲はT1強調画像で淡く高信号，T2強
調画像でやや低信号，さらにT2*で低信号（赤色矢印）を呈していた。出血を含む
胎嚢構造およびその周囲での血腫形成が示唆された。

図３　骨盤部単純MRI②
子宮内に3.5cm大の嚢胞あり，T1強調画像で低信号，T2強調画像で高信号を呈し，
胎嚢と思われる。周囲にT2*で低信号域を認め胎嚢周囲の出血が示唆された。
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【病理組織検査所見】右卵管膨大部及び嚢胞状病変に，
絨毛及び脱落膜を認めた。卵管間質に脱落膜変化があ
り，これに絨毛が連続しており，卵管妊娠の所見であっ
た。
【術後経過】術後は合併症の発生なく経過し，術後３日
目に退院とした。入院期間を通して子宮収縮抑制薬は使
用しなかった。退院時の超音波検査で子宮内の胎児心拍
があることを確認した。その後は外来で妊婦健康診査を
継続し，胎児に明らかな奇形や発育不全などなく順調に
経過し，妊娠39週３日に経腟分娩に至った。児は出生体
重2,780g（AGA），Apgarスコアーは８点（１分），９点
（５分）であった。生後１年の時点では，成長や発達の
異常は指摘されていない。

考　　　察

　妊娠初期の流産兆候，すなわち下腹部痛と性器出血を
認める症例では，切迫流産に加えて子宮内外同時妊娠を
含む異所性妊娠の否定につとめるべきとされており，注
意深い診察が必要である４）。特にクロミフェンクエン酸
塩による排卵誘発は，双胎妊娠の発生を増加させるた
め，子宮内外同時妊娠の発生率の増加に関連している可
能性があり５），本症例のようにクロミフェンクエン酸塩
で排卵誘発を行われた症例においてはより一層の注意が
必要であると考えられる。しかし，経腟超音波検査のみ
で子宮内外同時妊娠の診断を確定することは難しく，妊
娠中に手術を行うという侵襲を考慮すると，診断をより
確定に近づける画像所見が必要である。異所性妊娠にお
いては，MRIが早期診断に有用であることが報告されて
おり６），子宮内外同時妊娠においてもMRI撮影が診断に
有用である可能性がある。また，妊娠第１三半期のMRI
撮影の安全性について，死産，新生児死亡，先天奇形の
発生，４歳までの新生物発生や視覚および聴覚障害発生
に関連はないといったシステマティックレビューの報告
があり７），子宮内外同時妊娠の診断を目的としたMRI撮
影は許容されると判断できる。本症例でも，内診や経腟

超音波検査で子宮内外同時妊娠が疑われ，審査腹腔鏡を
考慮したが，麻酔や手術の侵襲を考慮してMRI検査を追
加した。そしてMRI検査の所見から子宮内外同時妊娠と
診断し手術に踏み切ることができた。
　子宮内外同時妊娠の治療方法としては，子宮内妊娠の
継続を目標とするならば，手術療法のみとなる。手術を
行う上で問題となるのは手術術式の選択である。すなわ
ち，開腹手術を選択するのか，あるいは腹腔鏡下手術を
選択するのかという点である。開腹手術の場合では，脊
髄くも膜下麻酔での施行が可能であり麻酔薬の胎児への
影響を回避することができる。腹腔鏡下手術の場合は，
侵襲を小さくすることができるため，術後の回復が早く
早期離床による血栓症予防や入院期間の短縮を図ること
が可能である。2017年に発行されたアメリカ内視鏡外
科学会（SAGES: Society of American Gastrointestinal 
and Endoscopic Surgeons）のガイドラインでは，妊娠
全期間を通して，全身麻酔および気腹による腹腔鏡手術
は安全に施行できるとしている８）。一方で，妊娠中の非
産科的手術を受けた妊婦は，手術を受けていない妊婦と
比べて流早産や低出生体重児の発生リスクが上昇すると
いう報告９）もあり，手術を行うに当たり十分な説明を
行う必要がある。
　これらを踏まえると，全身状態が安定している子宮内
外同時妊娠が疑われる症例では，MRI撮影を行いより正
確に病変の評価を行った上で，腹腔鏡手術を行うことが
有用であると考えられた。

結　　　語

　妊娠初期の下腹部痛と性器出血を認めた症例では，子
宮内に胎児を認めた場合でも，子宮内外同時妊娠の可能
性を念頭に置き注意深く付属器領域の観察が重要である
ことが再認識され，MRIはその診断に有用な手段である
と考えられた。

　本論文の要旨は第57回日本産科婦人科内視鏡学会学術

図４　術中所見
ａ：ダグラス窩および膀胱子宮窩に血性腹水および凝血塊の貯留を認めた。
ｂ：右卵管に母指頭大の腫大を認め右卵管妊娠と診断した。
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成人における公費負担に基づく風疹抗体価測定と
その後の風疹ワクチン接種に関する課題

松本　良１）・杉原　弥香１）・羽間夕紀子１）・中井祐一郎１）・長谷川雅明２，４）・吉岡　明彦３，４）・下屋浩一郎１，４）
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Assessment of rubella antibody titers based on public expenses and subsequent issues 
related to rubella vaccination

Matsumoto Ryo １）・Mika Sugihara １）・Yukiko Hazama １）・Yuichiro Nakai １） 
Masaaki Hasegawa ２，４）・Akihiko Yoshioka ３，４）・Koichiro Shimoya １，４）

１）Department of Obstetrics and Gynecology, Kawasaki Medical School Hospital
２）Department of Obstetrics and Gynecology, Kurashiki Central Hospital
３）Kurashiki Health Center
４）Maternal and Neonatal Medical Association in Kurashiki

【目的】風疹の予防はワクチン接種を行って風疹の流行を抑制し，感染予防に必要な免疫を獲得しておくことである。本研究
では倉敷市における予防接種施行状況および風疹抗体価検査実施後の予防接種率を検討し，課題を抽出することを目的とした。
【対象と方法】抗体測定を行わずに希望者全例に対して風疹予防接種公費補助を行っていた平成25年度の倉敷市における成
人風疹予防接種実施状況及び風疹予防接種に対する公費補助が風疹抗体検査を行ってから抗体価低値の対象者のみに接種す
る様な指針に変更された平成26年度・27年度の公的補助のある風疹抗体検査の結果とその後の風疹予防接種費用助成状況を
倉敷市のデータを元に解析した。
【結果】平成25年度の倉敷市における成人風疹予防接種実施数は1874人であった。平成26年度の風疹抗体検査受検者数は
1248人（女性625人，男性623人）で女性の31.5％（197人），男性の29.2％（182人）が予防接種助成対象であったが，その中で
予防接種償還給付未申請の割合が女性で42.1％（83人），男性で28.0％（51人）であった。平成27年度の風疹抗体検査受検者数
は1030人（女性531人，男性499人）であり，女性の40.5％（215人），男性の32.5％（162人）が予防接種助成対象であったが，
その中で予防接種償還給付未申請の割合が女性で34.9.％（75人），男性で36.4％（59人）であった。
【考察】風疹ワクチンを直接接種可能であった平成25年度に比べて，風疹抗体検査を導入後の平成26年度，平成27年度には風
疹抗体検査受検者は減少しており，風疹感染に対する関心が薄れたことや抗体検査実施という煩雑さも受検者数に影響した可
能性がある。さらに風疹抗体価測定を行う意識の高い市民でも予防接種が必要な35％でワクチン接種を行っていない可能性が
あり，風疹抗体測定，風疹抗体ワクチン接種の２段階式による風疹予防接種の困難さを示しているのではないかと考えられる。

Aim: Vaccination is important to protect against rubella infection. Here we investigated the rubella vaccination 
status during 2014‒2016 in Kurashiki city.
Methods: In 2014, all citizens who wanted to be vaccinated against rubella were publicly supported. After 
2015, those who wanted to be vaccinated against rubella were first subjected to rubella antibody titer testing. 
If the rubella antibody titers were low, the rubella vaccination was administered by public support. We 
examined the rubella titers and vaccination ratios between 2014 and 2016.
Results: In 2014, 1874 citizens were administered the rubella vaccine. In 2015, 1248 citizens (625 women, 623 
men) underwent rubella antibody titer testing; of them, 31.5% of women and 29.2% of men were candidates 
for the rubella vaccination. However, 42.1% of the female and 28.0％ of the male candidates did not apply for 
public support of the rubella vaccination. In 2016, 34.9% of the female and 36.4％ of the male candidates for the 
rubella vaccination did not apply for public support of the rubella vaccination.
Discussion: This two-step method for rubella vaccination may discourage rubella vaccination. 

キーワード：風疹，先天性風疹症候群，風疹ワクチン，予防接種，公費補助
Key words： rubella, congenital rubella syndrome, rubella vaccine, vaccination, public support
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緒　　　言

　風疹（rubella）は，発熱，発疹，リンパ節腫脹を特
徴とするウイルス性発疹症である。風疹に感受性のある
妊娠20週頃までの妊婦が風疹ウイルスに感染すると，出
生児が先天性風疹症候群を発症する可能性がある。2004
年の風疹流行にともなって先天性風疹症候群の発症が確
認され，一旦終息したものの2012年から再び風疹の流行
に伴って多数の先天性風疹症候群の発症が確認された。
2012年～2013年にかけての風疹の流行は，かつての流行
と異なり，患者の多くは主に定期の予防接種の機会がな
かった成人男性又は定期の予防接種の接種率が低かった
成人男女であり，患者報告はこれらの風疹に対する免疫
を持たない者が多く生活する大都市を中心に見られた。
患者の中心が生産年齢層及び子育て世代であることか
ら，職場等での感染事例が相次ぎ，先天性風疹症候群が
増加する等，社会的影響が大きかった１）。我が国は2020
年度を風疹排除（elimination）の目標年にしている。予
防対策の基本は男女ともがワクチンを受けて，風疹の流
行を抑制し，感染予防に必要な免疫を妊娠前に獲得して
おくことである２）。厚生労働省による風しんに関する特
定感染症予防指針（平成26年３月28日）では，「『早期に
先天性風しん症候群の発生をなくすとともに，平成32年
度までに風しんの排除を達成すること』を目標としてい
る２）。さらに本指針の目標をより効果的かつ効率的に達
成するには，特に平成25年の流行時に伝播が多く見られ
た職場等における感染及び予防対策や先天性風しん症候
群の予防の観点から妊娠を希望する女性等に焦点を当て
た予防対策が重要になる」としている。 そのために予
防接種を推進することとし，「妊娠を希望する女性及び
抗体を保有しない妊婦の家族等のうち，罹患歴又は予防
接種歴が明らかでない者に対し，風しんの抗体検査や予
防接種の推奨を行う必要がある。」としている２）。
　倉敷市においては倉敷市保健所および地域医療機関が
連携して倉敷市周産期母子保健医療連絡会を構築して
様々な情報収集と啓発を行っている。風疹ワクチン接種
を普及させる目的で本研究では倉敷市周産期母子保健医
療連絡会において，倉敷市における予防接種施行状況お
よび風疹抗体価検査実施後の予防接種率を検討し，課題
を抽出することを目的とした。

対象と方法

　まず，平成25年度の倉敷市における成人風疹予防接種
実施状況について検討した。なお，同年度は抗体測定を
行わずに希望者全例に対して風疹予防接種公費補助を
行っていた。平成26年度以降は風疹ワクチンに対する公
費補助は風疹抗体検査を行ってから抗体価低値の対象者
のみに風疹ワクチンを接種する様な指針に変更された。

そこで平成26年度・27年度の公的補助のある風疹抗体検
査の結果とその後の風疹予防接種費用助成状況を倉敷市
のデータを元に解析した。なお，風疹予防接種費用助成
対象者は，厚生労働省の指示に従って ①妊娠を希望す
る女性は風疹抗体価HI 16倍以下 ②風疹抗体価が低い妊
婦の配偶者などの同居者は風疹抗体価HI 16倍以下 ③妊
娠を希望する女性の配偶者などの同居者は風疹抗体価
HI ８未満 とされている。

結　　　果

　平成25年度の倉敷市における成人風疹予防接種実施数
は1874人で男女別では女性59％，男性41％（妊娠希望の
女性の配偶者30％，風疹抗体価の低い妊婦の配偶者な
どの同居者11％）であった。年齢分布を見ると20歳代
44％，30歳代49％，40歳代７％であり，接種したワク
チンの種類は風疹単独ワクチンが64％，MRワクチンが
35％であった。
　平成26年度以降は風疹抗体測定の上で風疹ワクチン接
種に補助が出るようになっている。平成26年度の風疹抗
体検査受検者数は1248人（女性625人，男性623人）で
あった。受検者の年齢割合を見ると女性で10歳代１％，
20歳代49％，30歳代44％，40歳代６％，男性で20歳代
41％，30歳代49％，40歳代９％，50歳代１％であった。
平成26年度成人風疹抗体検査結果ならびにその後の予防
接種償還給付申請状況を示したのが図１である。女性の
31.5％（197人），男性の29.2％（182人）が予防接種助成
対象であったが，その中で予防接種償還給付未申請の割
合が女性で42.1％（83人），男性で28.0％（51人）であっ
た。平成27年度の風疹抗体検査受検者数は1030人（女性
531人，男性499人）であった。受検者の年齢割合を見る
と女性で10歳代１％，20歳代53％，30歳代42％，40歳代
４％，男性で10歳代１％，20歳代42％，30歳代51％，40
歳代６％であった。平成27年度成人風疹抗体検査結果な
らびにその後の予防接種償還給付申請状況を示したのが
図２である。女性の40.5％（215人），男性の32.5％（162
人）が予防接種助成対象であったが，その中で予防接種
償還給付未申請の割合が女性で34.9.％（75人），男性で
36.4％（59人）であった。

考　　　察

　我が国は2020年度を風疹排除（elimination）の目標年
にしている２）。予防対策の基本は男女ともがワクチンを
受けて，風疹の流行を抑制し，感染予防に必要な免疫を
妊娠前に獲得しておくことである。弱毒生ワクチンが実
用化され，広く使われている。我が国では風疹ワクチン
接種の施行が1977年８月～1995年３月までは中学生の女
子のみに行われ，その後も様々な方式に変更が加えられ
たために風疹ワクチン接種が十分に浸透したとは言えな
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い状況が続いてきた。2014年，全国17の地方衛生研究所
（地衛研）による風疹の赤血球凝集抑制（HI）抗体価を
測定した結果によると30歳代，40歳代の成人男性の抗体
保有率が低く，風疹を撲滅するためには30代，40代の男
性へのワクチン接種をどのように普及させるかが重要な
課題となる３）。一方，妊娠可能年齢の女性の抗体保有に
関する詳細な解析ではOkudaらが若年者における風疹抗
体保有率が低いことを報告していたが４），我々の倉敷市
における妊娠初期の妊婦における風疹抗体価の検討にお
いてもHI ８以下は23.3％，厚生労働省が風疹ワクチン
接種を推奨する抗体価HI 16以下は46.6％と相当数の妊
婦の抗体価が低く，産後にワクチン接種が必要なレベル
であることが明らかとなっている５）。また，風疹ワクチ
ン接種時期ごとによる風疹抗体保有率を見た検討におい
ては1988年以降出生のこれから妊娠適齢期を迎える世代
に風疹抗体保有率が低いことが示唆されている６）。風疹
ワクチンを直接接種可能であった平成25年度には1874人

が予防接種を行っていた。平成26年度以降，都道府県の
指針により風疹抗体検査後の風疹ワクチン接種を施行し
ている。風疹抗体検査を導入後の平成26年度に検査受検
者数は1248人，平成27年度には1030人となった。受検必
要者数が減少したことが関連したと考えられるが，風疹
感染に対する関心が薄れたことや抗体検査実施という煩
雑さも受検者数に影響した可能性があり，今後も検討が
必要であると考えられた。概算ではあるが，倉敷市の平
成27年の人口は47.7万人で20歳から44歳の男性人口は7.8
万人，女性人口は7.7万人であり，平成26年および27年
度の平均から見た風疹ワクチン接種必要者数は男性2.41
万人，女性2.77万人となる。ワクチン接種者が平成26年
と27年で合わせて男性222人，女性が244人でワクチン接
種必要者に対して推計で男性0.92％，女性0.88％である
と考えられる。
　なお平成25年度の倉敷市における風疹予防接種者1874
人すべてがワクチン接種必要者とは考えられないが，平

図１　平成26年度成人風疹抗体検査結果

図２　平成27年度成人風疹抗体検査結果
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成26年度と平成27年度の予防接種助成対象者の割合から
考察すると，全体の３割（562人）がワクチン接種の必
要性があると考えられる。風疹抗体検査結果ならびに
その後の予防接種償還給付をみると風疹ワクチンを接
種したものの予防接種償還給付を申請しない可能性が
ない訳ではないが，平成26年度で女性の42.1％，男性の
28.0％，平成27年度において女性の34.9％，男性の36.4％
において予防接種償還給付を請求していないことから風
疹抗体価測定を行う意識の高い市民でも予防接種が必要
な35％でワクチン接種を行っていない可能性があり，風
疹抗体測定，風疹抗体ワクチン接種の２段階式による風
疹予防接種の困難さを示しているのではないかと考えら
れる。本研究と同様の検討について文献的考察からは，
さいたま市からの報告が見られるのみである７）。さいた
ま市においては倉敷市と同様に抗体検査の上でワクチン
接種を行っている。同報告によると抗体陰性者1117例中
1038例（92.9％）が風疹ワクチンの接種を受けており，
未接種者は7.1％と報告されている７）。本研究との間で未
接種率にやや乖離が認められることから，検査方法や接
種方法のあり方に関しても今後検討する必要があると考
えられる。また倉敷市の中でワクチン接種希望者が100
人いた場合，希望者全員にワクチン接種を行うと一人当
たりの補助が最大5,000円であることから公費負担額は
50万円である。一方，ワクチン接種希望者に抗体検査施
行すると抗体検査の公費負担額が当院の場合6,000円で
あり抗体検査の公費負担額が60万円となる。さらに全体
の約３割がワクチン接種助成対象者となり公費負担額は
総額約75万円となる。したがって公費負担の総額におい
ても抗体検査を先行させる意義はないと言わざるをえな
い。したがって抗体検査後のワクチン未接種予防をする
点から，予防接種普及に当たっては抗体測定を省いて予
防接種を直接行うといった施策の必要性があるのではな
いかと考えられた。
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分娩後に凝固障害が遷延し大量出血した急性妊娠脂肪肝の一例
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公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院

A case of acute fatty liver in pregnancy with massive postpartum hemorrhage due to 
prolonged coagulopathy

Takashi Nishikawa・Yoshimasa Akamatsu・Jun-ichi Aratake・Ryosuke Kuroda・Sawako Kato 
Tomoki Nishimura・Rie Hara・Michiru Yasui・Yu Tanaka・Akihiro Shoji・Yukihiro Kuroiwa 
Hikaru Kiyokawa・Ken Fukuhara・Takashi Nakahori・Tetsuro Honda・Masaaki Hasegawa

Department of Obstetrics and Gynecology, Kurashiki Central Hospital, Ohara HealthCare Foundation

急性妊娠脂肪肝（AFLP）は稀であるが母児ともに生命の危機を伴う疾患である。嘔気嘔吐や上腹部痛，倦怠感，黄疸などの
臨床症状を呈し，血液検査で肝酵素の上昇と凝固障害を認め，産後出血の原因となる。今回，分娩後に凝固障害が遷延して大
量出血をきたし，止血に難渋したAFLPの症例を経験した。症例は28歳初産婦で，妊娠38週に肝障害と凝固障害を認めAFLP
と診断した。緊急帝王切開術を行い，術後出血量は少量で推移していたが，術後12時間が経過してフィブリノゲンや血小板の
著明な低下といった凝固障害の悪化により出血性ショックとなり，約5000mL程度の出血を認めた。大量輸血とアンチトロンビ
ン製剤による抗DIC療法，止血処置が必要だった。その後フィブリノゲンは上昇傾向となりその後出血傾向はなかった。ただ
し，肝機能と凝固障害の正常化には数日を要した。
本症例で経験したAFLPにおける凝固障害は，常位胎盤早期剥離や羊水塞栓症と機序が異なり，肝細胞での凝固因子の産生低
下が関与していると考えられている。AFLPの患者は分娩後に黄疸や倦怠感が軽快し肝機能が改善するのに１週間程度の時間
を要することが多い。そのためフィブリノゲン濃度の回復時間が，ほかの産後出血と比べ長く，凝固障害が遷延したと考えら
れる。したがって，本症例のように分娩後大量輸血により凝固障害が改善傾向となっても再度悪化する可能性がある。肝障害
が持続する限りは凝固能と出血傾向について慎重にフォローアップし，FFPを中心とした輸血やフィブリノゲン製剤の投与を
積極的に行い，分娩後も全身呼吸循環管理など集学的治療を行うことが重要と考える。

Acute fatty liver in pregnancy (AFLP) is an uncommon but life-threatening disease for mother and fetus. 
Clinical symptoms include nausea, vomiting, and jaundice. Laboratory data show signs of liver dysfunction and 
coagulopathy, and AFLP causes postpartum hemorrhage. We report a case of AFLP that triggered massive 
postpartum hemorrhage. A 28-year-old nulliparous woman was admitted at 38 weeks’ gestation and diagnosed 
with AFLP. We performed an emergent cesarean section, and the postoperative bleeding was low. Twelve 
hours later, severe coagulopathy occurred and genital bleeding increased markedly. We performed a massive 
transfusion and the bleeding was ceased. Total blood loss was 5000 mL. 
The hemostatic dysfunction of AFLP differs from that of placental abruption and amniotic fluid embolism in 
that it is affected by the decreased hepatic production of coagulation factors. It takes up to 1 week for the 
symptoms to disappear and hepatic dysfunction and coagulopathy to resolve. Therefore, although a patient 
with AFLP achieves hemostasis, prolonged coagulopathy seems likely to worsen bleeding. In cases of AFLP, 
intensive care and timed transfusions after delivery are important.

キーワード：急性妊娠脂肪肝，消費性凝固障害，産後出血
Key words： acute fatty liver of pregnancy, consumption coagulopathy, postpartum hemorrhage

緒　　　言

　急性妊娠脂肪肝（AFLP）は稀であるが母児ともに生
命の危機を伴う疾患で妊娠30週以降に発症することが多
い。頻度はおよそ妊娠7000‒15000例に１例とされる１）。
嘔気嘔吐や上腹部痛，倦怠感，黄疸などの臨床症状を呈

し，血液検査で肝酵素の上昇と凝固障害を認める。常位
胎盤早期剥離や羊水塞栓症と同様に産後出血の原因とな
る。
　AFLPによる凝固障害は，常位胎盤早期剥離や羊水
塞栓症，HELLP症候群などと別の機序が考えられてい
る。分娩後も肝障害と凝固障害が遷延するのが特徴で，
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産後は大量輸血を含めた集中治療を必要とし，出血の可
能性を常に考慮に入れて全身管理を行わなければならな
い。分娩後，凝固障害が遷延し大量出血をきたし止血に
難渋した症例を経験したので報告する。
　

症　　　例

患者　28歳　女性
妊娠分娩歴　２妊０産
家族歴　特記事項なし
既往歴　特記事項なし

現病歴
　自然妊娠成立し近医産婦人科で妊婦健診が行われ，明
らかな異常なく経過していた。妊娠37週頃より倦怠感を
自覚し，妊娠38週２日に実母に眼球結膜黄染を指摘され
前医を受診。血液検査でビリルビン値の上昇がみられ同
日当院へ搬送された。
　当院受診時，意識清明で眼球結膜の黄染と心窩部に
軽度の圧痛を認めた。超音波断層法と胎児心拍数陣痛
図（CTG）にて胎児に明らかな異常所見は認めなかっ
た。体重51.1kg，血圧124/85mmHg，脈拍107回/分だっ

図１　術後経過
術後12時間が経過して出血量が増加し，フィブリノゲンと血小板の著明な減少を認めた。
合計RBC28単位，FFP38単位，PC30単位，フィブリノゲン製剤，アンチトロンビン製剤
を投与して止血が得られた。出血量は約5000mLだった。

表１　入院時検査所見

肝障害と腎障害を認める。ビリルビンは直接ビリルビン有意に上昇し
ている。PT，APTTの著明な延長とフィブリノゲン異常低値を認める。
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た。
　当院受診時の血液検査（表１）では，T-Bil 6.2mg/
dL，D-Bil 5.0mg/dL，AST 302IU/L，ALT 340IU/L，
クレアチニン1.67mg/dL，APTT 55.5秒，PT 20.4秒，
フィブリノゲン101mg/dL，AT 14.0%，D-Dimer 48.2
μg/mLと肝障害と腎障害，血液凝固障害（産科DIC
スコア10点）を認めた。アンモニアが83μg/dLと高値
だったが意識清明で肝性脳症はないと判断した。
　肝機能障害，腎機能障害，アンチトロンビン低下を伴
う血液凝固障害，直接ビリルビンの上昇などからAFLP
と診断した。術前にフィブリノゲン製剤３gとアンチト
ロンビン製剤3000単位を投与した上で，同日全身麻酔
での緊急帝王切開術を施行した。出血量は羊水込みで
1600gだった。出生児は3015gの女児で，Apgar score 
１分値８点，５分値８点，臍帯動脈血pH7.403だった。
術中に赤血球液（RBC）４単位，新鮮凍結血漿（FFP）
８単位を輸血した。術後は集中治療室（ICU）へ入室し
た。
　手術後の血液検査でHb 8.0g/dL，血小板数6.5 × 
104 /μL，APTT 51.4秒，PT 19.0秒，フィブリノゲン
132mg/dLと，貧血や血小板減少の進行や凝固異常の遷
延を認めた。その後さらなる悪化が見られたため，RBC
６単位，FFP16単位，濃厚血小板（PC）10単位を追加
で輸血した（図１）。性器出血は少量だった。AST，
ALTは順調に低下したが，FFP輸血を行っているにも
かかわらずPT延長は改善に乏しかった。アンモニアの
さらなる上昇はなくその後低下し，経過中肝性脳症は認
めなかった。
　術後12時間の時点で，性器出血が増加した。子宮内
からの出血でありBakriバルーン®を用いての子宮内バ

ルーンタンポナーデ法および子宮収縮剤での止血を図っ
たが出血のコントロールに難渋した。出血が持続し，出
血性ショックをきたし凝固異常と血小板低下が進行し
た。Bakriバルーン®を抜去し腟内にヨードホムルガー
ゼを充填した上で，RBC，FFP，PC，フィブリノゲン
製剤，アンチトロンビン製剤の追加投与を行った。約
5000mLの出血をきたしRBC22単位，FFP22単位，血小
板20単位を輸血して止血が得られた（図１）。
　その後ほとんど出血なく経過した。術後２日目に
T-Bilが再度上昇し術後５日目以降低下傾向となった。
術後５日目にICUを退室したが，PTは短縮が緩徐で肝
機能障害の遷延が示唆された（図２）。全身状態は良好
だったため，術後11日目に母児ともに退院し，術後28日
目の検査で肝機能の正常化を確認できた。

考　　　察

　AFLPの診断において，HELLP症候群との鑑別は重
要である２）。血小板数が保たれている一方で，アンチ
トロンビンが著明に低下していること，クレアチニン
や直接ビリルビンの上昇など，特徴的な検査結果より
HELLP症候群は否定的と考えた３）。AFLPの診断基準
にコンセンサスは得られていないが，欧米ではSwansea 
criteriaが用いられている３）。表２にSwansea criteriaを
記す１） ４）。６項目以上で臨床的急性妊娠脂肪肝と診断す
るが，本症例では８項目を満たした。AFLPとの診断に
至り，緊急帝王切開術を施行した。
　産科出血は妊産婦死亡の主要な原因だが，先進国にお
いてはその多くが播種性血管内凝固症候群（DIC）を合
併している４）。一般にDICは，炎症性サイトカインやエ
ンドトキシン刺激で血管内皮細胞や単球・マクロファー

図２　入院後経過
術後２日目にT-Bilが再度上昇し術後５日目以降低下傾向となった。PTは短縮が緩徐で肝機
能障害の遷延が示唆された。術後28日目の検査で肝機能は正常化した。
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ジの細胞表面に組織因子が発現し，もしくは胎盤などに
存在する組織因子が血中に大量に放出され，その組織因
子が凝固カスケードを活性化させる。結果，トロンビン
が制御困難に産生される。同時に線溶系が亢進して，凝
固因子と血小板が持続的に消費され消費性凝固障害へと
至る５） ６） ７）。基礎疾患によって線溶活性化の程度は異な
るが，産科領域では凝固障害が急速に進展する結果，制
御不能な出血へと至り，ときに致死的となりうる６） ８）。
　産科出血の中で，常位胎盤早期剥離や羊水塞栓症で見
られる凝固障害は，胎盤の組織因子，羊水や胎児成分
によって引き起こされる消費性凝固障害である。また
HELLP症候群では血管内皮細胞の障害に伴って血管内
凝固が亢進され，血小板と凝固因子の消費が行われる。
一方，分娩後の大量出血が凝固障害の原因となることも
ある。常位胎盤早期剥離や羊水塞栓症などの産科合併症
に関連した出血以外に弛緩出血や頸管裂傷，癒着胎盤な
どが原因とされる。これは出血に伴う凝固因子の消費も
関与するが，赤血球製剤や細胞外液の投与による希釈性
凝固障害によるとされる６）。
　しかし，本症例で経験したAFLPにおける凝固障害は
上記の機序とは異なる。AFLPでは組織学的に肝細胞内
に微小脂肪滴の浸潤を認めるのが特徴である。病態は不
明な部分が多いが，虚血や炎症性サイトカインの関与は
少なくミトコンドリア障害などによる直接的な肝細胞障
害が考えられている９）。肝不全や腎不全，凝固障害を認
め，AFLPの凝固障害は，肝細胞での凝固因子の産生が
低下することで起こるとされている２）。しかし病態が進
行すると血管内皮障害や血管内脱水と，肝不全による母
体のアシデミアにより，フィブリン分解産物が増加して
凝固因子が消費されるという，消費性凝固障害も合併す
ると考えられている６） ９）。
　AFLPではこれらの理由により凝固障害が遷延すると
考えられている。Meng et al. はAFLPの患者が分娩後に

黄疸や倦怠感が軽快し肝機能や凝固能が改善するのに中
央値で10.2日を要したと報告している10）。凝固異常に関
して言えば，止血に不可欠な凝固因子で，良好な止血を
得るための指標となるフィブリノゲン濃度の回復時間を
検討したところ，常位胎盤早期剥離では数時間でフィブ
リノゲン濃度が正常範囲に改善するのに対しAFLPでは
数日間を要したという報告８）や，別の報告では，フィ
ブリノゲン値のカットオフを280mg/dLとして，常位胎
盤早期剥離では1.7日で正常化したが，AFLPでは4.2日
を要した11）。
　このようにAFLPにおける凝固障害はほかの産科疾患
による凝固障害と対照的に遷延する可能性があるため，
分娩後からの持続的な輸血が必要である11）。本症例では
帝王切開術前後から，RBC，FFP，PCの輸血，フィブ
リノゲン製剤の投与を継続していた。術後，出血量は少
量で推移していたが，術後12時間が経過して著明な凝固
障害の悪化とそれに伴う大量出血を認めた。そのためさ
らなる大量輸血とアンチトロンビン製剤による抗DIC療
法，止血処置が必要だった。約5000mL程度の出血を認
めたものの，本症例では治療が奏効し分娩から24時間ほ
どでフィブリノゲンは上昇傾向となりその後出血傾向は
なかった。ただし，フィブリノゲン値のカットオフを
Nelson et al. の報告に基づいて280mg/dLとすると，表
に示したように４日を要した。その後凝固障害が再燃す
ることはなかった。
　AFLPでは凝固能の回復に時間を要するため，本症例
のように分娩後大量輸血により凝固障害が改善傾向と
なっても再度悪化する可能性がある。それに対応するた
めFFPを中心とした輸血やフィブリノゲン製剤の投与を
積極的に行い，分娩後も全身呼吸循環管理など集学的治
療を行うことが重要と考える。また必要であれば肝不全
に対する血漿交換療法も検討されるがその導入の適応や
効果について一定の見解は得られていない。本症例では

表２　Swansea Criteria１）３）

本症例では，上記のうち８項目を満たしている（該当項目に下線）。



2018年 135分娩後に凝固障害が遷延し大量出血した急性妊娠脂肪肝の一例

肝性脳症は認めず，肝機能は緩徐に改善傾向だったため
血漿交換療法は行わなかった。また肝障害とそれによる
凝固障害が遷延すると，帝王切開術後に腹腔内出血を認
め多臓器不全を合併して全身状態が悪化したという症例
報告もあり12），肝障害が持続する限りは凝固能と出血傾
向について慎重にフォローアップし，積極的な輸血療法
や止血処置を行う必要があると考えられた。
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妊娠中に発症した急性リンパ性白血病の１症例

荒木　ゆみ・田中　教文・定金　貴子・占部　智・平田　英司・工藤　美樹

広島大学病院　産科婦人科

A case of acute lymphoblastic leukemia during pregnancy

Yumi Araki・Norifumi Tanaka・Takako Sadakane・Satoshi Urabe・Eiji Hirata・Yoshiki Kudo

Department of Obstetrics and Gynecology, Hiroshima University Hospital

【緒言】妊娠中の急性リンパ性白血病（ALL）発症は極めて稀であるが，母体救命のためには遅滞なく治療を行う必要があ
る。我々は，妊娠32週でALLを発症した１例を経験したため報告する。
【症例】33歳，１妊０産。妊娠32週０日に頭痛，白血球増多のため前医へ紹介された。白血球数 384,000 /μL，血色素量 4.9 
g/dL，血小板数 18,000 /μL，頭部CTで頭蓋内点状出血を認め，白血病の疑いで当院へ搬送となり，精査の結果ALLと診断し
た。腫瘍崩壊症候群を防ぐためステロイドで腫瘍細胞数を減少させた後に化学療法を行う方針とし，帝王切開術は血栓症およ
び腫瘍塞栓症のリスクとなるため，細胞数減少後に施行する予定とした。しかし，ステロイド先行治療（ベタメタゾン）開始
３日目（妊娠32週２日）の時点で白血球数 333,000 /μLと反応不良であり，早期の化学療法への移行が必要と考えられたため，
緊急帝王切開の方針とした。全身麻酔下で帝王切開術を施行し，1,530gの女児をApgar Score １分値８点，５分値９点で娩出
した。術後は腫瘍塞栓症の発症もなく，経過良好であった。術後１日目よりステロイドをプレドニゾロンに変更して継続した
後，術後４日目より化学療法（Hyper CVAD療法）を開始し，化学療法後21日目に完全寛解に到達した。
【結語】ALLは診断後の迅速な治療開始が重要であり，妊娠中の発症例では個々の症例毎に適切な分娩時期や治療方針を決定
する必要がある。

Acute lymphoblastic leukemia (ALL) during pregnancy is rare with an estimated incidence of 1 in every 
100,000 pregnancies. Here we report the case of a 33-year-old pregnant woman with ALL. The patient 
presented with extreme fatigue and headache at 32 weeks’ gestation. Laboratory results demonstrated 
hyperleukocytosis, severe anemia, and thrombocytopenia. Computed tomography (CT) showed small cerebral 
hemorrhages. She was transferred to our hospital, where she underwent bone marrow aspiration and was 
diagnosed with ALL. A fetal examination showed no signs of fetal distress. The ALL treatment protocol 
starts with 7-day pre-phase steroid therapy to reduce leukocyte count and avoid tumor lysis syndrome. A 
cesarean section performed before remission induction chemotherapy carries a high risk of a perioperative 
tumorous embolism because of hyperleukocytosis, so we planned to perform it after the pre-phase steroid 
therapy. However, at pre-phase therapy day 3, the leukocyte count remained high; we discussed the case with 
a hematologist and performed an emergency cesarean section. Remission induction chemotherapy was started 
4 days postoperative and she achieved complete remission. Although ALL during pregnancy is very rare, 
adequate chemotherapy is mandatory; otherwise, its progress is quite rapid and leads to poor maternal and 
fetal outcomes.

キーワード：急性リンパ性白血病，妊娠
Key words： acute lymphoblastic leukemia, pregnancy

緒　　　言

　 急 性 リ ン パ 性 白 血 病（A c u t e L y m p h o b l a s t i c 
Leukemia, 以下ALL）は，リンパ球系細胞が幼若な段階
で腫瘍化し異常増殖する血液悪性疾患である１）。正常細
胞の減少による症状（貧血，易感染性，易出血性など）
と，腫瘍細胞の多臓器浸潤による症状（多臓器不全）を
認める。本邦における成人急性白血病の約80%は急性骨
髄性白血病（Acute Myeloid Leukemia, 以下AML）で

あり，約20%がALLである１）。小児のALLは比較的予後
良好であることが知られているが，成人のALLは70～
90%が完全寛解に到達するにも関わらず，長期生存率は
30%程度にとどまっている１）。進行も非常に速く，無治
療の場合には診断後１～３ヶ月で死亡するとされてい
る２）。
　急性白血病の発症頻度は一般成人で年間10万人当たり
約５人であり，妊娠中のALL発症は極めて稀である３）。
上記のように急激に増悪する性質をもつ腫瘍であり，母
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体救命のため診断後は直ちに治療を開始する必要がある
が，分娩管理および治療内容の詳細な経過が記載され
た報告は少ない。今回我々は，妊娠32週でALLと診断
し，適切な管理により良好な治療効果が得られた１例を
経験したため報告する。

症　　　例

年齢：33歳。
妊娠分娩歴：１妊０産。
既往歴および家族歴：特記事項なし。
現病歴：自然妊娠にて妊娠成立し，近医で妊婦健診を受
けていた。妊娠10週３日の採血結果は白血球数 18,000 /

μL，血小板数 248,000 /μLであった。妊娠経過良好で
あり，胎児発育不全も認めていなかった。妊娠31週１日
から頭痛が出現し，妊娠32週０日にめまい，嘔気も伴う
ようになったため，同日近医を受診した。採血で白血球
数 測定限界以上（＞60,000 /μL）を指摘され，前医へ
紹介となった。
血液検査（表１）：白血球数 384 ,000 /μL（好中球 
6.8%，リンパ球 67.3%），血色素量 4.9 g/dL，血小板数 
18,000 /μL，LDH 808 U/L（ASTおよびALTは基準値
内）。
頭部単純CT（図１）：脳出血が多発していた。
　血液検査所見から急性白血病が疑われ，脳出血は血小
板減少に起因するものと考えられた。赤血球，血小板輸
血を行いながら，精査加療目的に同日（妊娠32週０日），
より高次施設である当院へ搬送となった。
来院時所見：体温 36.5 ℃，血圧 123/70 mmHg，心拍数
60 bpm。意識は清明だが頭痛，嘔気，強い倦怠感を認
めた。皮下出血は認めなかった。頸管長は37 mmであ
り，切迫早産徴候はなかった。推定胎児体重は1,426 g
（-1.7 SD）と胎児発育不全を認めたが，超音波上胎児
形態異常は認めず，羊水量は正常であり，biophysical 
profile score（BPS）は10点であった。
　血液内科により施行された骨髄検査の結果，骨髄中
の有核細胞数は908,790 /μL（基準：10万～20万），
その内96%は芽球様細胞が占めていた。芽球様細胞は
Myeloperoxidase（MPO）染色陰性であり，ALLと診断
した。
　治療は当院血液内科のプロトコールに沿い，腫瘍崩壊
症候群を起こさずに腫瘍細胞を減少させる目的でまず約
７日間ステロイドを投与し，その後寛解導入化学療法に
移行する予定とした（図２）。妊娠32週であったため，
化学療法前に分娩を行う方針として，具体的な管理につ
いて検討した。脳出血のため分娩時に慎重な血圧管理が
必要なこと，および早産期であり頸管熟化に時間を要す
ることから分娩方法は帝王切開術が望ましいと判断した

表１　血液検査結果（搬送日）

図１　頭部単純CT
脳出血が多発している。
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が，本症例は腫瘍細胞数が非常に多く，無治療の状態で
は周術期の腫瘍塞栓症および血栓症のリスクが高いと考
えた。分娩時期について血液内科医師と相談した結果，
ステロイド投与により２-３日で腫瘍細胞数が減少する
ことが期待できるため，その時点で帝王切開術を行い，
貧血，血小板減少に対しては適宜輸血で対応する方針と
した。
入院後経過（図３）：ステロイド先行治療として，同時
に胎児肺成熟も期待できるとの観点からベタメタゾン12 
mg（プレドニゾロン換算：60 mg）を２日間投与し，
以後プレドニゾロン100 mgに切り替える予定として治
療を開始した。しかし投与開始３日目（妊娠32週２日）
の時点で白血球数 333,840 /μLとステロイドへの反応は

不良であり，化学療法を早期に開始する必要があると考
えた。周術期の腫瘍塞栓症のリスクが高い状態ではあっ
たが，この時点で帝王切開術を施行することとした。
術前の血小板数が42,000 /μLと低値であったため血小
板20単位を輸血し，血小板数 76,000 /μLに上昇したこ
とを確認して，全身麻酔下で帝王切開術を施行した。
児は1,530 gの女児で，Apgar Score １分値８点，５分
値９点であった。術中出血量は羊水込みで251 gであっ
た。術中から血小板20単位を追加で輸血し，術後血色
素量 7.9 g/dLであったため赤血球２単位も追加輸血し
た。出生児は早産児および低出生体重児のためNICU入
院となったが，新生児呼吸促迫症候群や白血病の所見は
認めなかった。母体の術後経過は腫瘍塞栓症などの合併

図２　当院血液内科におけるALL治療プロトコール

図３　入院後経過
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症もなく良好であり，全身状態が回復したため，ステロ
イド開始後６日目（術後４日目）に血液内科へ転科し，
寛解導入化学療法（シクロフォスファミド300 mg/m2 
Ⅳ days1-3，ビンクリスチン２ mg Ⅳ day4, 11，ドキソ
ルビシン50 mg/m2 Ⅳ day4，デキサメタゾン40 mg/m2 
Ⅳ/po days1-4，11-14併用療法：Hyper CVAD療法）
へ移行した。腫瘍細胞数は術後のステロイド投与期間
中から減少を認めており，化学療法前に白血球数は
92,570 /μLまで低下した。化学療法導入後も腫瘍崩壊
症候群の発症なく経過し，化学療法開始後21日目に完全
寛解に到達した。その後は寛解後療法（メソトレキセー
ト，シタラビン併用療法 : MA療法）を２サイクル施行
し，治療開始後４ヶ月で血縁者間末梢血幹細胞移植を施
行した。

考　　　察

　妊娠中の白血病発症頻度は約10万妊娠に１例であり，
その内ALLは４分の１程度と極めて稀である３）。一般に
妊娠は白血病の経過に影響を与えないと考えられている
が，白血病により母体の貧血や感染，流早産，胎児発育
不全，子宮内胎児死亡，常位胎盤早期剥離などを生じる
可能性がある４）。
　白血病治療は日本血液学会のガイドライン５）に基づ
いて行われる。ALLの場合，寛解導入化学療法に先行し
て約７日間のステロイド投与を行う場合が多く，その主
な目的は腫瘍崩壊症候群の予防である。腫瘍崩壊症候群
は悪性腫瘍の化学療法開始時期に発症することのある合
併症で，腫瘍細胞の内容物が大量に漏出することにより
急激な高尿酸血症，高カリウム血症，アシドーシスを生
じ，多臓器不全を来し致命的となり得る状態である。血
液悪性腫瘍は腫瘍崩壊症候群を生じるリスクが高く，予
防が重要となる。ステロイドはALLの腫瘍細胞数を減少
させ，腫瘍崩壊症候群を生じにくくするため，初期治療
として安全性が高い。その明確な機序は不明だが，抗腫
瘍薬は腫瘍細胞の壊死による破壊を誘導するのに対し，

ステロイドはリンパ球のアポトーシスを誘導する性質を
持ち，細胞内容を漏出させにくいためと考えられてい
る６）。ステロイド先行投与の後，寛解導入化学療法とし
てはHyper CVAD療法などが行われ，その後追加の化
学療法や造血幹細胞移植が行われる。
　妊娠中の白血病発症例では，分娩と化学療法のどちら
を先行させるか，個々の症例に応じて判断する必要があ
る。妊娠を中断させて化学療法を行う場合は抗腫瘍薬の
胎児毒性を憂慮せず治療でき，また妊娠に伴う生理的変
化に影響されず治療を計画できるメリットがある。デメ
リットとして，分娩・帝王切開術後管理の期間は治療開
始が遅れる可能性があり，早産週数であった場合は児の
未熟性が問題となる。また，帝王切開施行時には周術
期の腫瘍塞栓症や血栓症のリスクにも注意が必要であ
る７）。化学療法の胎児毒性に関しては，妊娠中に化学療
法を施行した報告によれば，第２三半期以降であれば児
への影響は少なかったとされている８），９）。
　ALLを含む妊娠中の白血病発症例についてまとめた
２文献（表２）10），11）では，白血病の診断時妊娠32週以
降であった７例中５例（71%）で分娩後に化学療法を
行っている。妊娠継続のまま化学療法を行った２例のう
ち，１例は妊娠32週でAMLと診断しダウノルビシン，
シタラビン併用療法を施行した例，１例は妊娠37週で
急性前骨髄球性白血病（Acute promyelocytic leukemia: 
APL）と診断しオールトランス型レチノイン酸（All 
Trans Retinoic Acid: ATRA）を投与した例であった。
Anniek et al. の報告12）では，妊娠36週で発症したALL
に対し，本症例と同様に分娩前にステロイドの先行投与
を行っている。異なる点として，診断時の血小板数は
81,000 /μLと保たれており，脳出血などの出血症状を
認めておらず経腟分娩が可能であった点が挙げられる。
この報告ではステロイド先行投与を６日間行った後に分
娩誘発し，翌日経腟分娩となり，分娩後48時間後に寛解
導入化学療法を開始して良好な経過を辿っている。妊娠
中に白血病を発症した場合でも，分娩方法は基本的に経

表２　妊娠中の白血病発症例
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腟分娩が望ましいが，状況に応じて白血病治療への影響
を最小限にできるよう選択するべきである。
　本症例はALLの診断時に妊娠32週に達していたた
め，化学療法前に分娩を行う方針とした。初診時に多発
脳出血を認めており，分娩方法は帝王切開術としたが，
腫瘍細胞数が非常に多かったため周術期の腫瘍塞栓症お
よび血栓症が懸念された。ステロイドで腫瘍細胞数が減
少すれば腫瘍塞栓症のリスクも低下するため，ステロイ
ドの反応を見て帝王切開術を行う方針とした。しかしス
テロイド投与３日目に反応不良であった時点で治療方針
を再検討し，早急に化学療法へ移行するため，直ちに帝
王切開術を施行した。腫瘍塞栓症のリスクはあったもの
の本症例では発症することなく，診断後６日目には寛解
導入化学療法に移行することができ，非妊娠例と同様の
ALL治療が可能であった。

結　　　語

　妊娠中に発症したALLの１症例を経験した。本症例で
は治療方針と分娩のタイミングを検討し，ALLの病状
に即した治療を行うことができた。妊娠中に白血病と診
断した例では，血液内科等の関連科ともよく協議して，
個々の症例毎に適切な分娩時期と治療方針を慎重に検討
し決定することが重要である。
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成熟奇形腫を伴った卵巣原発腹膜偽粘液腫の１例
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A case of ovarian-origin pseudomyxoma peritonei with ovarian mature cystic teratoma

Keizo Tokumo １）・Rika Tanimura ２）・Sayaka Kawai ２） 
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境界悪性である腹膜偽粘液腫の発生頻度は，100万人に１-２人とされ，多くは虫垂原発で卵巣原発は稀である。腫瘍減量手術
のみでは再発を繰り返し予後不良とされ，現在は腹膜偽粘液腫専門施設での完全減量手術と温熱化学療法が標準治療である。
この度，67歳の成熟奇形腫を合併した卵巣原発腹膜偽粘液腫で腫瘍減量手術のみで術後３年再発していない症例を経験した。
これまでも，成熟奇形腫を伴った症例は，腫瘍減量手術のみで予後良好であることが報告されており，腹膜偽粘液腫は，卵巣
原発と虫垂原発では生物学的に異なる腫瘍であることが示唆された。

Borderline-malignant pseudomyxoma peritonei (PMP) has an estimated prevalence of 1 to 2 per million. The 
appendix is the primary origin in many cases, while those originating in the ovary are rare. Treatment with 
cytoreductive surgery alone is thought to result in recurrence and poor prognosis. Current standard treatment 
involves complete cytoreductive surgery and thermo-chemotherapy at a specialized facility for PMP. 
Here we present a case of a 67-year-old patient with PMP of ovarian origin that was complicated by teratoma. 
The patient underwent cytoreductive surgery alone with no recurrence for 3 years postoperative. Other 
studies have also reported that cytoreductive surgery alone can lead to good prognosis in cases of ovarian 
mature cystic teratoma. The present findings suggest that PMPs originating in the ovary versus those in the 
appendix are biologically distinct tumors.

キーワード：腹膜偽粘液腫，成熟奇形腫，腫瘍減量手術
Key words： pseudomyxoma peritonei, ovarian mature cystic teratoma, cytoreductive surgery

緒　　　言

　腹膜偽粘液腫は，稀で予後不良な疾患である１，２）。多
くは虫垂原発と言われており，完全減量手術と温熱化学
療法が標準治療である３）。一方，成熟奇形腫を伴った卵
巣原発腹膜偽粘液腫は，これまで腫瘍減量手術のみで予
後良好である報告が散見されており４-８），生物学的に異
なる腫瘍である可能性がある。67歳の成熟奇形腫を伴っ
た症例を経験したので報告する。

症　　　例

年齢：67歳，女性　主訴：腹部膨満感　妊娠歴：２妊２
産　既往歴：特記すべき事なし
現病歴：２か月前からの腹部膨満感にて近医産婦人科を
受診し，CT検査で，骨盤から上腹部におよぶ巨大な腹
腔内腫瘍を認め精査加療目的に当科紹介となる。

身体所見：身長156.8cm　体重66.4kg　
経腟超音波検査：子宮正常大，内膜４mmと肥厚なし。 
腹腔内に多量の液体貯留を認めた。子宮頸部，体部の細
胞診は陰性であった。
血液検査所見：血液検査一般，生化学検査は異常なし。
腫瘍マーカーは，CA72-4 26.4U/ml（基準値：４以下），
CA125 74.3U/ml（基準値：35以下），CEA 10.0ng/ml（基
準値：５以下）と異常高値であった。
CT検査（図１）：骨盤内から上腹部におよぶ多量の腹水
貯留を認めた。長径20cmの巨大卵巣腫瘍と腫瘍内に石
灰化を認め成熟奇形腫を認めた。リンパ節の腫大や転移
巣は認めなかった。
骨盤造影MRI画像（図２）：T2強調画像で右卵巣は長径
20cm大の多房性嚢胞性腫瘤で，嚢胞内容は高信号を呈
し，壁に沿って石灰化も見られた。T1強調画像で低信
号の腫瘤を認めた。脂肪抑制T1強調画像で多房性嚢胞
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腫瘤に信号低下を来した脂肪成分を認める成熟奇形腫が
混在していた。
治療経過：成熟奇形腫を合併した腹膜偽粘液腫が疑わ
れ，手術を施行した。
　開腹時所見（図３）は，新生児頭大に腫大した右卵巣
腫瘍は，すでに破綻しており，ゼリー状の粘液が腹腔内
に大量に充満していた。まずは，右付属器摘出術を行
い，続いて腹腔内に貯留したゼリー状の粘液を可及的に
除去した。骨盤腹膜の広い範囲に微小な結節を触知し，

播種もしくは反応性の炎症を疑った。肉眼的に子宮，左
卵巣，虫垂，大網に異常は認めなかった。子宮，左側付
属器，大網，虫垂，骨盤腹膜の一部を追加切除した。摘
出物の割面にて，腹膜偽粘液腫と成熟奇形腫は混在して
いた。
病理組織（図４）：右卵巣腫瘍は，大小多嚢胞性病変が
みられ，粘液が充満していた。軽度の異型を示す粘液上
皮が増殖し一部小乳頭状に増殖がみられ，粘液中に腫瘍
成分も認めた。一部に毛髪の充満する成熟奇形腫成分を
認め，両者は近接していた。左卵巣異常なし。子宮の漿
膜に異型細胞を認めたが，筋層への浸潤はなかった。虫
垂，腹膜に腫瘍性変化は認めなかった。以上より，奇形
腫を伴った腹膜偽粘液腫で軽度の異型を認め，境界悪性
腫瘍と診断した。術後経過良好で１週間で退院となっ
た。腫瘍マーカーも正常化し，後療法なしで術後３年経
過し再発兆候はない。

考　　　察

　腹膜偽粘液腫（pseudomyxoma peritonei，以下
PMP）とは，腹腔内にゼリー状の粘液が多量に貯留
する病態である。100万人に１-２人と稀な疾患で女性
に多い。Ronnett et al.１，２）は，PMPを悪性度の高い
peritoneal mucinous carcinomatosis（PMCA），低悪性
度のdisseminated peritoneal adenomucinosis（DPAM），
その中間型の３群に分類し，さらに，DPAMを狭義の
PMPと提唱した。低悪性度ではあるが，腹膜に浸潤の

図１　CT検査
多量の腹水と上腹部まで及ぶ巨大卵巣腫
瘍。石灰化を認めた。

図２　骨盤MRI
A　T2強調画像：腫瘤は高信号を呈し，壁に沿って石灰化を認める
B　T1強調画像：腫瘤は低信号を呈する
C　脂肪抑制T1強調画像：腫瘤内に信号低下を来す成熟奇形腫成分を認めた

図３　手術所見
A　左卵巣腫瘍と破綻したゼリー状物質
B　骨盤腹膜の微小な結節
C　腹腔内に多量に貯留したゼリー状の物質
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見られた場合，完全摘出が困難で再発再燃を繰り返し予
後不良である。
　原発は，虫垂，胃，結腸などの消化器や，女性であ
れば卵巣の報告がある。また，loss of heterozyosityや
k-rasなど遺伝子解析の結果からPMPの多くは虫垂原発
であることが明らかとなった９）。
　卵巣に偽粘液腫がある場合の多くは虫垂からの転移で
あるが，虫垂に病巣なく，成熟奇形腫を伴った場合のみ
卵巣原発腹膜偽粘液腫と報告されている10）。また，卵巣
粘液腺腫の破裂のみでは，PMPにはならないとされて
いる11）。
　従来，PMPに対しては，腫瘍減量手術を行っていた
が，再発率が高く，徐々に進行し悪液質で死に至る。そ
こで，Sugarbaker et al. が３）考案した広範囲に腹膜を
切除する完全減量切除術と術中温熱化学療法が，今では
標準的治療となっている。しかしながら，この手術は約
９-10時間と長時間かかり，高侵襲で術後合併症が高い
ことから12），わが国では完全切除は13.4％，腹腔内化学
療法は32.6％に行われているに過ぎず13），一部の専門施
設14）で行っているのが現状である。
　一方，成熟奇形腫を伴った卵巣原発腹膜偽粘液腫は従
来の腫瘍減量手術で，再発せず予後良好な症例４-８）が報
告されており，虫垂原発と卵巣原発は生物学的に異なる
可能性が示唆された。
　本症例は，成熟奇形腫と腹膜偽粘液腫が混在してお
り，奇形腫から発生した腹膜偽粘液腫の可能性が考えら
れ，このような腹膜偽粘液腫において，なぜ予後良好で
あるのかは症例が少なく，これからの検討課題である。
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図４　病理組織所見（HE染色×100倍）
A　成熟嚢胞性奇形腫　毛髪を認める
B　粘液性腫瘍　軽度の異型を示す粘液上皮を認める
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Comparative analysis of complications of hysteroscopic surgery using monopolar or 
bipolar electrodes
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Isao Tamura・Ryo Maekawa・Toshiaki Taketani・Koutaro Sueoka・Norihiro Sugino
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子宮鏡下手術（レゼクトスコープ）における合併症を，特に重篤な合併症である水中毒（低Na血症）の発症を血中Na値の変
化に注目して検討した。山口大学医学部附属病院産科婦人科において子宮鏡下手術を施行した167症例（子宮筋腫68例，頸管
ポリープ６例，胎盤遺残３例，中隔子宮２例，Asherman症候群２例，子宮出血２例）を対象とした。灌流液に３%D-ソルビ
トール（ウロマチックS）を使用するモノポーラ法（M群）と生理食塩水を灌流液とするバイポーラ法（B群）において合併症
および周術期の血中Na値を検討した。合併症は，M群では，子宮穿孔２例（1.9%），水中毒（低Na血症）１例（0.9%），子宮出
血１例（0.9%）に認め，B群では，子宮穿孔１例（1.7%）のみで，水中毒（低Na血症）は認めなかった。術前，術後の血中Na
値（mEq/L）は，M群では術前（139.3mEq/L）から術後（136.7mEq/L）へ平均2.6mEq/L低下したのに対して，B群では術前
（139.4mEq/L）から術後（139.7mEq/L）と変化を認めなかった。水中毒発症の観点からは，生理食塩水を灌流するバイポー
ラ法では血中Na値の低下を認めず，水中毒のリスクが軽減される可能性が考えられる。

This study evaluated the complications of hysteroscopic surgery using monopolar or bipolar electrode 
resectoscope. We enrolled a total of 167 patients: endometrial polyp, 84; myoma, 68; cervical polyp, 6; retained 
placenta, 3; uterus septus, 2; Asherman’s syndrome, 2; and uterine bleeding, 2. The patients were divided into 
two groups: group M, monopolar electrode resectoscope using 3% D-sorbitol; and group B, bipolar electrode 
resectoscope using saline. Complications included uterine perforation in 2, hyponatremia in 1, uterine bleeding 
in 1 in group M and uterine perforation in 1 in group B. There was no intergroup difference in preoperative 
serum sodium levels. In group M, the mean postoperative serum sodium level (136.7mEq/L) was significantly 
decreased (-2.73mEq/L) compared to the mean preoperative level (139.3mEq/L). However, in group B, 
there was no significant difference between mean preoperative serum sodium level (139.4mEq/L) and mean 
postoperative sodium level (139.7mEq/L). Hysteroscopic surgery using a monopolar electrode resectoscope is 
associated with a significantly decreased incidence of hyponatremia, whereas bipolar electrode resectoscope 
use seems safe for reducing the risk of hyponatremia.

キーワード：子宮鏡下手術，レゼクトスコープ，モノポーラ，バイポーラ，低Na血症
Key words：hysteroscopic surgery, resectoscope, monopolar, bipolar, hyponatremia

緒　　　言

　経頸管的切除術（transcervical resection: TCR）は子
宮内腔病変に対する有効なかつ低侵襲な手術法である。
灌流液を用いて子宮内腔を子宮鏡で観察しながら病変を
切除するレゼクトスコープが開発されて子宮鏡下手術の
適応，普及が拡大している。子宮内膜ポリープや粘膜下
筋腫のみならず，子宮奇形，胎盤ポリープ，Asherman
症候群なども適応となる。経頸管的な手術であるため侵
襲が少ない半面，子宮穿孔や水中毒といった重篤な合併

症が存在する１，２）。子宮鏡下手術では，切断された子宮
内膜や筋層の血管から灌流液が体内へ流入する可能性が
ある。モノポーラ法では電解質を含まない３%D-ソル
ビトール（ウロマチックS）を使用するため，低浸透圧
の灌流液が多量に血管内へ移行することにより血液希釈
が惹起され，低Na血症，水中毒が発症すると考えられ
る。一方で，近年普及しつつあるバイポーラ法では，生
理的食塩水を灌流液に使用できるため，水中毒のリスク
を軽減できる可能性がある。我々は，モノポーラ法から
バイポーラ法へ移行しており，子宮鏡下手術合併症，特
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に水中毒（低Na血症）の発症について，モノポーラ法
とバイポーラ法における血中Na値の変化に注目して検
討した。

研究方法

　2005年１月から2016年３月までの期間に，山口大学医
学部附属病院産科婦人科において子宮鏡下手術を施行し
た167症例を対象とした。2013年６月まではモノポーラ
法によるTCRをSTORZ社のモノポーラレゼクトスコー
プTCRシステムを用いて施行した。2013年６月以降は
バイポーラ法によるTCRをSTORZ社のバイポーラレ
ゼクトスコープTCRシステムを用いて施行した。モノ
ポーラ法は，子宮内灌流液には電解質を含まない３%D-
ソルビトール（ウロマチックS：バクスター株式会社）
を使用し，灌流圧は子宮からの高低差により設定し，
高低差は約100cm（100cmH2O）とした。バイポーラ法
は，子宮内灌流液には生理食塩水を使用し，灌流圧は同
様に子宮からの高低差約100cm（100cmH2O）とした。
モノポーラ法によるTCRを施行した109症例，および
バイポーラ法によるTCRを施行した59症例において，
対象疾患，合併症，腫瘍径，手術時間，灌流液量（in/
out），術前，術当日（術中または術直後），術後１日目
の血中Na値を測定し，２群間で比較検討した。データ
は平均値±標準偏差（SD）で示し，統計学的検討は，
Mann-Whitney U-test または Simple linear regression 
analysisを用い，p<0.05を有意差ありと判定した。尚，
本研究は山口大学医学部附属病院の治験及び人を対象と

する医学系研究等倫理審査委員会（IRB）の承認のもと
施行した（管理番号H30-026）。

研究成績

　対象疾患の内訳を表１に示す。子宮内膜ポリープ84
例，子宮筋腫68例（粘膜下筋腫42例；分娩筋腫26例），
頸管ポリープ６例，胎盤遺残３例，中隔子宮２例，
Asherman症候群２例，子宮出血２例であった。
　子宮鏡下手術の合併症を表２に示す。全体の合併症は
子宮穿孔３例（1.8%），水中毒（低Na血症）１例（0.6%），
子宮内腔癒着１例（0.6%），子宮内・骨盤内感染０例で
あった。合併症の多くはモノポーラ群の症例であり，バ
イポーラ群での発症は子宮穿孔の１例のみであり，水中
毒（低Na血症）の合併はなかった。
　術前，術直後，術翌日に血中Na値（mEq/L）を測定
した39症例（モノポーラ群22例，バイポーラ群17例）に
おける周術期の血中Na値変化を表３に示す。モノポー
ラ群：術前（139.3±2.1），術直後（136.7±5.4），術翌日
（138.9±1.5），バイポーラ群：術前（139.4±2.0），術
直後（139.7±1.3），術翌日（138.9±1.0）であり，バイ
ポーラ群では術前から術中術後に血中Na値の低下を認
めなかったのに対し，モノポーラ群では血中Na値は平
均2.7mEq/L低下を認めた。また，低下した血中Na値は
術翌日には術前値に回復していた。
　血中Na値の低下に関与する因子を検討するため，術
前から術中の血中Na値変化と手術時間および灌流液量
インバランス（灌流液量と排液量の差）の相関につい

表１　対象疾患の内訳

表３　血中Na値の推移（術中Na値を測定した症例）

表２　子宮鏡下手術の合併
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て検討した（図１）。手術時間と血中Na値については，
両群とも手術時間の増加に伴いNa値が低下する傾向に
あったが，有意なものではなかった。灌流液量と排液量
の差は体内に流入した可能性があるため，灌流液量イン
バランスと血中Na値について検討すると，モノポーラ
群では灌流液量インバランスの増加に伴いNa値は低下
し，有意な負の相関を認めたのに対し，バイポーラ群で
は灌流液量インバランスが増加してもNa値の低下は認
めなかった。

考　　　察

　子宮鏡下手術の合併症について，特に水中毒（低Na
血症）の発症について，モノポーラ法とバイポーラ法に
おける血中Na値の変化に注目して検討した。水中毒の
合併症は１例（0.6%）に認め，モノポーラ法でレゼクト
スコープを施行した症例であり，バイポーラ群での発症
は認めなかった。電解質を含まない３%D-ソルビトール
（ウロマチックS）を使用するモノポーラ法では，術中
の血中Na値は術前から平均2.7mEq/L低下を認めたのに
対し，バイポーラ法では血中Na値の低下を認めなかっ
た。また，モノポーラ法では灌流液量インバランス（ウ
ロマチックS）と血中Na値に有意な負の相関を認めたの
に対し，バイポーラ群では灌流液量インバランス（生理
食塩水）が増加してもNa値の低下は認めなかった。こ
れらの結果より，バイポーラ法では生理食塩水を灌流す
るため体内へ流入しても血中低Na値の低下を起こしに

くく，水中毒の発症リスクを軽減できると考えられる。
　America Association of Gynecologic Laparoscopists
（AAGL）の報告では，子宮穿孔は1000例中14例に発
症し，水中毒は1000例中２例と言われている３）。水中毒
は，灌流液が多量に血管内に流入することによって発症
する低Na血症であり，悪心，嘔吐などの症状から始ま
るが，低Na血症が進行すると脳浮腫や肺水腫を伴い意
識混濁やショックなどの危機的状況に陥る重篤な合併症
である。モノポーラ法では電解質を含まない３%D-ソ
ルビトール（ウロマチックS）を使用するため，低浸透
圧の灌流液が多量に血管内へ移行することにより血液希
釈が起き，水中毒が発症すると考えられる。血中Na値
が130mEq/L以下になると脳細胞内へ水分の移行が始ま
り，125mEq/L以下になると悪心，嘔吐，頭痛，意識障
害などの症状が出現する４）。さらに血中Na値が低下す
ると脳浮腫のため中枢神経損傷，意識混濁を来し，さ
らに肺水腫，ショックなどを生じ死に至る危険性もあ
る５）。
　一方，バイポーラ法では生理的食塩水を灌流するた
め，血管内に生理的食塩水が流入しても血中Na値の低
下は起こりにくいと考えられるが６），我々の検討でも水
中毒の合併症は認めなかった。さらに周術期の血中Na
値の低下を認めず，灌流液量インバランスが増加して，
一定量の生理的食塩水が血管内に流入してもNa値の低
下を認めなかったことから，バイポーラ法では血中Na
値の低下が起こりにくく，水中毒の発症リスクが低いと

図１　血中Na値の変化（術前－術中）と手術時間および灌流液インバランスとの相関
術前から術後の血中Na値の変化と，手術時間および灌流液量インバランス（灌流液量
と排液量の差）の相関を検討。手術時間と血中Na値の変化に相関は認めない。灌流液
量インバランスは，M群で血中Na値の変化と負の相関を認めたが，B群では相関を認め
なかった。
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考えられる。しかし，バイポーラ法でも，モノポーラ法
に比較して頻度は低いものの，低Na血症の発症する可
能性はあり，水中毒の発症に注意は払わなければならな
い７）。さらに，バイポーラ法では切開時にプラズマ放電
が発生すること，水蒸気の気泡が発生することが問題と
なる８）。
　今回我々は，バイポーラ法を用いた子宮鏡下手術で
は，血中Na値の低下が起こりにくく，水中毒のリスク
を軽減できる可能性を明らかにした。これは子宮鏡下手
術時における水中毒の合併症を軽減する観点からは重要
な予防対策と考える。一方で，灌流液がどのくらい体内
へ流入したのかを正確に調べることは困難であり，重篤
な水中毒の予防には，①灌流液とレゼクトスコープシス
テム，②灌流圧，③灌流液量インバランスの把握，④水
中毒の早期発見，が必要と考えられる。②灌流圧につい
ては，我々は子宮からの高低差約100cm（100cmH2O）
を灌流圧に設定して子宮鏡下手術を施行した。灌流圧を
設定できる自動灌流装置もあり，一定した圧で灌流が可
能であるが，いずれにしても正確な子宮内圧を測定する
ことはできない。レゼクトスコープの先端で子宮内圧を
測定できるシステムの普及が望まれる。③灌流液量イン
バランスの把握については，できるだけ正確に頻回に
チェックする必要があり，手術室スタッフの教育や連携
が不可欠である。術野や床などに溢れて正確に計測でき
ない排液量をどのように把握するのか難しい問題であ
る。④水中毒の早期発見については，全身麻酔下では水
中毒発症時における悪心，嘔吐や不穏状態などの意識障
害といった初期症状を観察することができないため発見
が遅れる可能性がある。当院では脊椎麻酔下で子宮鏡下
手術を行っており，これらの症状の出現に注意を払うこ
とで水中毒の早期発見を心がけている。
　子宮鏡下手術を行うにあたっては，水中毒が頻度は低
いものの合併する可能性があることに留意して臨むべき
であり，その発症リスクを軽減する方策を講じる必要が
ある。バイポーラ法を使用することは，考慮するべき一
法と考える。また，水中毒が発症した場合は，重症化す
る前に，いかに早期に発見するかが重要となる。
　なお，この論文について開示すべき利益相反状態はあ
りません。
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当院におけるマイクロ波子宮内膜アブレーション療法の治療成績

中本　康介・岡本　啓・野村　奈南・相馬　晶・藤本　英夫

市立三次中央病院　産婦人科

Survey of microwave endometrial ablation outcomes in our hospital

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

Department of Obstetrics and Gynecology, Miyoshi Central Hospital

マイクロ波子宮内膜アブレーション（Microwave endometrial ablation: MEA）は，過多月経に対する子宮摘出術に代わる低侵
襲かつ安全に実施できる外科的治療法である。しかし，その一方で効果が不十分となる例が存在することが課題とされる。今
回，当院で施行した症例の治療成績について検討した。対象は，2014年５月から2017年５月までに当院で経験した過多月経に
対してMEAを施行した16症例である。原因疾患は，子宮筋腫，子宮腺筋症，子宮内膜ポリープ，単純型子宮内膜増殖症，　機
能性過多月経であった（併存している場合あり）。前治療として薬物療法が効果不十分の症例や子宮摘出術などの外科的治療が
既往歴や併存症のために高リスクである症例，短期入院を希望する症例でMEAを選択した。結果は，16症例中14症例（87.5%）
で月経量の減少を認め，有効であった。子宮穿孔や感染症などの有意な合併症を認めなかった。しかし，２症例では効果不十
分で，追加治療を必要とした。MEAは安全かつ有用性が高い治療法であることが分かった。しかし，一部効果不十分例が存在
したことから，さらなる治療法の工夫，適応症例の選択が必要である。

Microwave endometrial ablation (MEA) is a minimally invasive and safe alternative to hysterectomy for 
menorrhagia. However, it is inefficient in some cases. This study aimed to evaluate 16 cases treated in our 
hospital from May 2014 to May 2017. The causes of the menorrhagia were uterine myoma, adenomyosis uteri, 
endometrial polyp, simple endometrial hyperplasia, and functional dysmenorrhea. MEA was selected in cases 
in which pretreatment medical therapy was inefficient, surgical treatment such as hysterectomy was high risk 
due to a patient’s past history or comorbidities, or patients desired short-term hospitalization. It is efficient 
because 14 of 16 cases showed reduced menstrual bleeding volume. There were no significant complications 
such as uterine perforation or infection. However, treatment was inefficient in 2 cases and additional treatment 
was required. Our results show that MEA is safe and effective; however, when it is inefficient, further 
treatment methods are required.

キーワード：過多月経，マイクロ波子宮内膜アブレーション
Key words：menorrhagia, microwave endometrial ablation

緒　　　言

　マイクロ波子宮内膜アブレーション（Microwave 
endometrial ablation: MEA）は2.45GHzのマイクロ波を
照射して子宮内膜を焼灼する治療法である１）。低侵襲か
つ安全に施行できる外科的治療法で，過多月経に対する
子宮摘出術の代替療法となりうる。西川の施設では２），
術後，無月経となったのが34.8%，術後に月経量が減少
したのは52.2%であり，87%の患者の過多月経は改善し
たと報告しており，多くの症例で有効であった。しか
し，術後に追加の治療を要するなど効果不十分例がある
ことが課題とされている。事前に効果不十分となりうる
ことを予測することが可能なら，MEAを施行する症例
の選択，MEA以外の治療方針の選択をする判断基準と
して有用となる。今回，我々は当院で施行した16症例に

ついて検討し，その有効性と治療効果が不十分となった
症例については，その原因を考察した。

方　　　法

　MEA実施ガイドライン（表１）の適応基準１）を参考
に，前治療として薬物療法が効果不十分の症例や子宮摘
出術などの外科的治療が既往歴や併存症のために高リス
クである症例，短期入院を希望する症例でMEAを選択
した。当院では，手術前日に入院し，子宮頸管拡張器
（ラミセル®）による頸管拡張を行っている。手術の翌
日に診察を行い，問題がなければ退院するというスケ
ジュールの２泊３日で治療している。麻酔は脊髄くも膜
下麻酔を選択している。以下に基本的な手術手順を示
す。手術機器は，Alfresa社製の2.45GHzのマイクロ波を
発生するマイクロ波手術器マイクロターゼと直径４mm
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のサウンディングアプリケーターを使用し，照射条件は
１ヶ所あたり出力70w・照射時間50秒とした。まず，子
宮腔内を子宮鏡で観察する。その後，ゾンデ診を行い，
子宮腔長を測定する。超音波ガイド下にアプリケーター
が子宮内にあることを確認しながら凝固計画に沿って，
子宮内膜を照射する。MEA終了後に子宮鏡で子宮腔内
を観察し，内膜が凝固していること，頸管狭窄をきたし
ていないことを確認する。照射不十分の部位があれば追
加照射する。治療効果は，主に自覚症状による月経量の
減少を指標とした。治療効果の判定と，効果不十分と判
断した基準は，閉経を迎えるまでの間に過多月経の自覚

症状が改善を認めなかった，もしくは一時的には改善し
たが再燃した症例とした。

結　　　果

　患者背景は，平均年齢が45歳（31-52歳）であった。
過多月経の原因疾患は，機能性過多月経４例，その他は
器質性過多月経である。子宮筋腫10例（うち粘膜下筋腫
５例），単純型子宮内膜増殖症２例で子宮腺筋症，子宮
内膜ポリープ，子宮内膜症の合併例を認めた。それぞれ
の症例の過多月経の原因疾患・結果について表２に示
し，以下に経過を記載した。16症例中14症例（87.5%）
で月経量の減少を認め，有効であった。そのうち２症例
は無月経となった。平均照射回数は追加照射を含めて
8.6回（６-12回），平均手術時間は21分（10-42分）であっ
た（子宮内膜症による高度な癒着により開腹手術から
MEAに術式を変更した症例12，子宮頸部異形成があり
同時にレーザー手術も施行した症例13は除く）。子宮穿
孔や感染症などの合併症は認めなかった。
　効果不十分となった症例３と症例９の経過を記載す
る。症例３は41歳，多発子宮筋腫による過多月経を認め
ていた（図１）。Hb 6.1 g/dlと高度貧血を認めており，
gonadotropin releasing hormone agonist: GnRHaを投与
した。GnRHa終了後の治療として，子宮摘出術を予定
していたが，長期入院が困難である事情からMEAを選

表１　適応基準（文献１より引用）

表２　MEA施行後の治療成績

（考察した症例に関しては色をつけている）
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択した。筋腫の数は４個以上，筋腫の最大径は３cmで
あった。ゾンデ診より子宮腔長は９cmであった。子宮
鏡で子宮腔内を観察すると，凹凸は乏しいものの，細長
く変形していた。照射後，再度子宮腔内を観察すると，
照射不十分な部位があり追加での照射を必要とした。
　術後はHb 13 g/dlと改善を認め，３年は月経量の減少
を認めた。しかし，徐々に月経量が増加したためホルモ
ン治療を希望された。Dienogest: DNGを開始したが，
不正性器出血ありHb 9.8 g/dlまで低下したためGnRHa
を開始し，月経量の減少を認めた。
　症例９は，47歳，子宮腺筋症，粘膜下筋腫の合併例で
ある（図２）。前治療として levongorgestrel releasing 
intrauterine system: LNG-IUSを使用していたが，自然
脱出を認めたため，MEAを選択した。子宮筋層腹側に
50mmの腺筋症結節を認めた。ゾンデ診より子宮腔長は
13cmであった。術前のHb 6.3 g/dlだったが治療後，一
時的に月経量の減少を認めた。鉄剤内服も継続し，術後
２週間でHb 10.8 g/dlまで改善した。しかし，徐々に月
経量は増加し，術後１年でHb 6.3 g/dlと低下を認め，過
多月経のため追加治療を希望された。子宮動脈塞栓術，
再度MEA，子宮摘出術，保存的加療の選択肢を提示し
て，子宮動脈塞栓術を選択された。子宮動脈塞栓術によ
り月経量の減少を得ることが出来た。

考　　　察

　生体組織にマイクロ波を照射すると，発熱によって
蛋白質などが変性し，60℃になると卵白などの蛋白質
は凝固する２）。この原理を応用したMEAは，子宮全
摘術に代わる比較的簡便で侵襲の少ない外科的治療
法である。MEAによる過多月経の治療の最大の目的

は，閉経を迎えるまで過多月経の自覚症状を日常生活
に支障を来たさない程度まで改善させることである。
Nakamura et al.３）は手術施行年齢が48歳未満の場合は
効果を得にくいと報告している。閉経を迎えるまでの時
間が長いことが再発の可能性を上昇させる原因と考え
る。
　MEAは有用な治療法であるが，その治療効果は100%
ではないこと，及び短期的・長期的な合併症が皆無でな
いことなどを考慮して適応を検討すべきである１-４）。治
療効果を十分に得るためには，適応症例の選択が重要と
なる。年齢，原因疾患，子宮腔長などが影響を与えると
いう報告があるが３-４），明確な指標はない。当院の結果
でも，多くの症例で治療効果が高く有用な治療であった
が，効果不十分例が存在したので，これらについて考察
した。
　MEAの治療効果を十分に得るためには内膜を変性・
凝固させることと，腫大した子宮を縮小させる必要があ
る。月経量が増加する原因は，内膜の変形による表面積
が増加していることと腫大した子宮の収縮不良が原因と
考える。その観点から考察すると，子宮筋腫や子宮腺筋
症と比較して，子宮内膜ポリープや単純型子宮内膜増殖
症，機能性過多月経は内膜の照射を阻害する要因，子宮
収縮が不良となる原因が少ない。当院の結果でも，後者
の効果不十分例は認めなかったことから，治療効果を得
やすい原因疾患といえる。逆に，子宮筋腫・子宮腺筋症
の症例に関しては，適応の選択を吟味すべきであると考
える。
　Nakamura et al.３）は子宮筋腫が原因疾患の場合４個
未満，最大径が５cm未満であることがよりMEAの効果
を得やすいと報告している。症例３の子宮筋腫は４個以

図１　骨盤MRI矢状断（T2強調像）
子宮筋腫（最大３cm大）

図２　骨盤MRI矢状断（T2強調像）
子宮腺筋症
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上であり，最大筋腫の大きさは３cmと小さかった。筋
腫の数が影響して腫大した子宮を縮小させることが出来
なかったこと，ゾンデ診では９cmであったが，子宮鏡
での子宮腔長の評価は細長く変形があり，乖離があるこ
とから子宮腔内の変形・子宮腔長の延長が，内膜の照射
不十分かつ照射後の確認が不十分となったことが効果不
十分となった原因の可能性があると考えた。
　子宮腺筋症はMEAによる効果が不十分となる場合が
ある。津田によると結節性子宮腺筋症では，MEAによ
り内膜から６mm程度の深さで病巣の焼灼を行っても腺
筋症組織が肥厚した筋層内に残存し，月経量や月経痛な
どが改善されないと述べている５）。摘出子宮を用いた実
験では，50秒の照射後にマイクロ波アプリケーター表
面から10mmの位置で温度上昇は10℃以下であった。さ
らに表面から13mm離れると温度上昇は５℃以下であっ
た２）。以上のような検討からも肥厚した腺筋症組織を
十分に変性，凝固させることは困難であると考える。
Nakamura et al.３）も子宮筋層が60mm以上に厚くなっ
ている症例では再発の割合が高かったと報告している。
つまり，MEAの治療効果をより高く得るためには，マ
イクロ波が浸透する深さが病巣まで達しているかに影響
を受ける。本症例のような結節性子宮腺筋症では，病変
が筋層深くにある場合，病変まで照射することができ
ず，子宮を縮小させることも困難となり月経量の改善を
認めない原因となったと考える。
　子宮腺筋症の症例でもMEAに工夫を加えることで
治療効果を上昇させる報告がある。Nakamura et al.６）

は， 同 じ 場 所 を ３ 度 繰 り 返 し 照 射 す る m u l t i p l e 
microwave endometrial ablation techniqueは過多月経
の改善や患者の満足度をvisual analog scale: VASにて評
価し，改善を認めたと報告している。また，金岡ら７）

は，MEA施行時にマイクロ波を直接腺筋症組織内へ照
射して腺筋症組織の主要部分を壊死させることができれ
ばMEAの成績は改善が期待できると述べている。そし
て，経頸管的に腺筋症組織内に挿入できる新しい代替療
法としてMEAと同時に腺筋症組織をマイクロ波で壊死
させる経頸管的マイクロ波腺筋症焼灼術（transcervical 
microwave adenomyolysis: TCMAM）を試験的に行い
有用であったと報告している５）。今後の子宮腺筋症の治
療の一つとして期待される。
　MEAは子宮内膜を焼灼することで，無用な子宮出血
をなくす治療としても有用であり，３割程度で無月経と
なる場合もある２） ８）。筋腫がない症例や筋層内筋腫の症
例，５cmより筋腫が小さい症例ではより無月経になり
やすいと報告されている８）。症例12は子宮筋腫による過
多月経を認める子宮内膜症の症例である。前治療として
LNG-IUSを挿入していたが，効果不十分であった。子宮
筋腫は子宮体部に３cm，１cmの筋層内筋腫であった。

腹式単純子宮全摘術，両側内膜症性嚢胞核出術を予定し
ていたが，開腹所見で子宮摘出術が困難な場合は，過多
月経の治療は子宮摘出術ではなく低侵襲な治療である
MEAを選択することを術前に説明していた。開腹する
とre-ASRM分類Ⅳ期の高度な癒着を認めたため，容易
に核出可能な右側の内膜症性嚢胞のみ核出し，子宮摘出
術を断念し，MEAを施行した。術後は，無月経となっ
た。子宮内膜症の治療として，術後にDNGを開始した
が，不正性器出血なく経過した。DNGはしばしば不正
性器出血の副作用が報告されているが，MEAを先行し
たことで結果としてDNGによる不正性器出血を予防す
ることが出来たと考えている。

結　　　語

　MEAは過多月経に対して治療効果が高く，子宮摘出
術に比較して入院日数も短く，低侵襲な治療法であり，
当院でも有用であった。しかし，一部で無効例があり，
他の治療を要したことから，さらなる治療法の工夫，適
応症例の選択が必要である。
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結核性腹膜炎を合併した進行卵巣癌の１例
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A case report of advanced ovarian cancer with tuberculous peritonitis
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症例は68歳，女性。25歳時に肺結核の既往があった。皮膚筋炎の加療中に悪性疾患のスクリーニング目的に行った腹部CT
で骨盤内腫瘤と多発肝腫瘤を認め右卵巣癌，癌性腹膜炎，多発肝転移を疑われ当科紹介となった。腹水細胞診の結果は
adenocarcinomaであり，MRI・FDG-PET/CTの結果とあわせて卵巣癌ⅣB期と診断し，術前化学療法施行後に開腹術を行っ
た。しかし粟粒大の腹膜播種病変を広範囲に認めたため，子宮摘出は断念し両側付属器摘出術および大網部分切除術と腹膜播
種病変の生検のみ行った。摘出標本の病理組織検査では壊死を伴う肉芽腫が見られ，結核性腹膜炎が疑われたため，肺生検を
行い肺結核症と診断した。結核治療として抗結核薬を９ヶ月間投与した。その後結核病変の再燃はない。卵巣癌に関しては２
度の再発を認めたが，再度化学療法・手術を施行し，現在再発なく経過観察中である。

A 68-year-old woman had pulmonary tuberculosis at age 25 and dermatomyositis at age 63 was referred to 
our department with suspected right ovarian cancer, carcinomatous peritonitis, and multiple liver metastasis 
on an abdominal computed tomography (CT) screening test. The cytological finding was adenocarcinoma 
in ascites. We diagnosed ovarian cancer FIGO stage ⅣB from the results of ascites cytology, magnetic 
resonance imaging, and fluorodeoxyglucose-positron emission tomography/CT. Abdominal surgery was 
performed after neoadjuvant chemotherapy. However, since extensive peritoneal disseminated lesions 
showing miliary appearance were observed, we chose not to perform a hysterectomy; instead, we performed 
a bilateral salpingo-oophorectomy, omentectomy, and biopsy of the peritoneal disseminated lesions. A 
histopathological examination showed that the miliary lesions were composed of epithelioid granulomas with 
necrosis suggestive of tuberculous peritonitis. Thus, we performed a lung biopsy, which revealed pulmonary 
tuberculosis. Anti-tuberculous drugs were administered for 9 months. The tuberculosis has not relapsed 
since. Ovarian cancer relapsed twice after neoadjuvant chemotherapy and primary surgery. We administered 
chemotherapy and performed another surgery, and she has not since been admitted for cancer recurrence.

キーワード：卵巣癌，癌性腹膜炎，結核性腹膜炎，化学療法
Key words：ovarian cancer, carcinomatous peritonitis, tuberculous peritonitis, chemotherapy

緒　　　言

　結核性腹膜炎は極めてまれな疾患であるが１）２），腹水
貯留や結節状の腹膜所見など癌性腹膜炎と共通した所見
が多く，原因不明の腹膜炎として試験開腹された後に診
断に至るケースも報告されている３）４）。今回，我々は進
行卵巣癌の手術後に結核性腹膜炎が判明し，癌病巣と結
核病巣との鑑別や抗結核薬と抗癌剤の併用など治療に難
渋した１例を経験したため報告する。

症　　　例

　患者：68歳　女性
　主訴：LDH高値
　既往歴：25歳 肺結核（外来にて半年治療），37歳 子
宮筋腫，63歳 皮膚筋炎
　家族歴：特記事項なし
　月経・妊娠歴：０妊０産，閉経：52歳
　現病歴：皮膚筋炎のため当科受診の半年前より当院皮
膚科にてPSL内服加療中であった。皮膚科初診時，肺病
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変なく，クォンティフェロン陰性，各種スクリーニング
検査では悪性疾患は指摘されていなかった。その後血液
検査にてLDHの著明な上昇が続くため，20XX年３月末
に当院総合診療内科を紹介され，精査目的に行った腹部
CTで右卵巣癌，癌性腹膜炎，多発肝転移を疑われ当科
紹介受診となった。
　当科初診時現症：身長 147cm，体重 44.9kg，体温 
36.0℃，血圧 143/81mmHg，脈拍 94/分，表在リンパ節
は触知せず，胸部に異常なし，腹部は右下腹部に手挙大
の腫瘤を触知し，下腿浮腫はなし。
　内診所見：子宮腟部は正常，子宮は右付属器と一塊と
なり新生児頭大の腫瘤として触知した。
　経腟超音波断層法：骨盤右側に長径14cm大の一部嚢
胞性・充実性腫瘍を認めた。ダグラス窩には腹水貯留あ
り。ダグラス窩穿刺を行い，腹水細胞診を提出した。
　血液検査：WBC 13220/μL，AST 71U/L，ALT 
54U/L，LDH 2657U/L，CRP 0.68mg/dL，CA125 
1148.9U/mL，その他特記すべき異常値はなかった。
　腹水細胞診：Adenocarcinoma
　骨盤部造影MRI：骨盤腔に嚢胞性成分と充実性成分の
混在した長径125mm大の腫瘤を認めた（図１a）。上行
結腸腹側には充実成分を主とする腫瘤を認め，その周囲
には播種と思われる小さな腫瘤も多発していた。L2椎
体には転移を疑うリング状の造影効果を認めた。
　FDG-PET/CT：骨盤腔内，肝内，L2椎体にFDGの集

積を認めた（図１b）。両側肺尖部の小結節影，索状影に
は集積はなかった。
　以上より，卵巣癌 FIGO ⅣB期（肝転移，骨転移，腹
膜播種）と診断した。全身状態から試験開腹等は困難
であったため，術前化学療法としてweekly-TC療法を６
コース施行予定としたが，発熱性好中球減少症を発症し
たため６コース目は中止し計５コースの施行となった。
化学療法施行中にLDH，CA125は順調に低下していっ
た。化学療法後のFDG-PET/CTでは骨盤腔，肝臓への
FDG集積は著明に改善を認めたが，L2椎体への集積は
増加しており，効果にばらつきを認めた（図１b）。また
右肺尖部には炎症性と思われるFDG集積を伴う浸潤影
の出現を認めた。治療効果判定はPRとし，腫瘍減量手
術（interval debulking surgery）を行った。
　手術所見：開腹時所見で粟粒大の腹膜播種病変が腸管
表面を含めびまん性に広がっており，また癒着も強かっ
たため子宮摘出は断念し両側付属器摘出術および大網部
分切除術と播種病変の生検のみ行った（図２a）。
　病理組織学的所見：癌の大部分は化学療法により消失
していたが，右卵巣の一部に砂粒体とごく少量のviable
な漿液性癌の残存を認めた（図２b）。大網と腹膜には多
核巨細胞と壊死を伴う類上皮細胞肉芽腫が粟粒状に多発
していた（図２c，d）。
　抗酸菌感染症が疑われたため気管支鏡検査を行ったと
ころ，気管吸引液の塗抹・培養検査では抗酸菌陰性，
PCR検査では結核菌陽性であった。また肺生検の結果，
乾酪壊死性肉芽種とZiehl-Neelsen染色で抗酸菌を認め
（図３a），肺結核症・結核性腹膜炎と診断した。リファ
ンピシン（RFP），イソニアジド（INH），エタンブトー
ル（EB），ピラジナミド（PZA）の抗結核薬４剤併用療

図１
a．骨盤部MRI　T2強調画像
b．FDG-PET/CT（上段：化学療法前，下段：化学療法後）

図２　初回手術摘出物と病理所見
a．初回手術摘出物（左上：大網，左下：右付属器，右側：左付属器）
b．HE染色×400　右付属器組織のごく一部に残存していた漿液性癌
c．HE染色×40　大網の粟粒状の肉芽腫病変
d．HE染色×100　壊死を伴う類上皮細胞肉芽腫
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法を開始した。
　術後経過：術後化学療法については，手術により腫瘍
は完全摘出できていると考えられること，抗結核薬が開
始となったことより行わない方針となった。術後２ヶ月
目に，腰痛増悪の精査のため再度FDG-PET/CTを施行
したところ，L2椎体へのFDG集積増加が認められた。
骨転移増悪による癌性疼痛もしくは結核性椎体炎の可能
性が考えられたため，CTガイド下生検を施行した。
　L2椎体病理組織学的所見：乾酪壊死を伴う類上皮細
胞肉芽腫を認めた（図３b）。
　病理組織検査から，結核性椎体炎と診断し現行の結核
治療を継続した。症状は徐々に改善していった。術後
７ヶ月目に腹部膨満感の訴えがあり，造影CTを施行し
たところ骨盤腔内に壁の一部に造影効果のある多房性嚢
胞性腫瘤と，その右側に内部不均一な充実性腫瘤を認め
（図４a），卵巣癌腹膜播種の再発と診断した。前回化学

療法より６ヶ月以上１年未満の再発であったため，抗が
ん剤部分感受性と判断しレジメンは前回同様weekly-TC
療法を６コース施行した。化学療法後のFDG-PET/CT
では指摘されていた骨盤腔内の嚢胞性腫瘤は縮小し，充
実部分は消失していた。治療効果判定はPRとし，腹式
単純子宮全摘出術，骨盤リンパ節郭清術，回盲部切除術
を施行した。病理は残存腫瘍なしとの結果であったた
め，組織学的にはCRであったと判断し術後化学療法は
行わなかった。
　結核病変については結核性椎体炎の発症が認められた
ため，標準治療より長い９ヶ月間治療を継続した。治療
終了以降，肺およびL2椎体への再燃は認められなかっ

図３
a．肺生検病理所見
　左：Ziehl-Neelsen染色×400
　右：HE染色×100

b．L２椎体病理所見
　左：HE染色×200，凝固壊死
　右：HE染色×400，類上皮細胞肉芽腫

図４
a．再発時　骨盤部造影CT
b．再々発時　FDG-PET/CT

図５　治療経過（術前化学療法から再手術まで）
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た（図５）。再手術後２年目にも卵巣癌腹膜播種の再々
発を認めたが（図４b），この時は弧発性の再発であった
ため横行結腸部分切除術のみを施行。病理組織学的所見
では結腸漿膜下層から筋層内に高異型度な癌細胞の充実
性増殖がみられ，免疫染色にてp53，WT-1，ERが陽性
を示すことから卵巣漿液性癌の転移と診断した（図６）。
病変は肉眼的に完全摘出できており，患者の希望も考慮
し術後化学療法は施行しなかった。その後の再発は認め
られていない。

考　　　察

　本邦での結核罹患率は漸減傾向を示しているが，2013
年時点で16.1（10万）と欧米先進国の４倍以上である。
新規結核患者は現在でも毎年２万人を越え，その中でも
高齢者，担癌患者，免疫抑制状態，妊婦など，結核感
染・発病のハイリスク者が大きな問題となっている５）（発
症患者の71％が60歳以上，20％が糖尿病罹患）。結核は
空気感染により肺に感染し，初期変化として肺内原発巣
や肺門リンパ節病変を形成する。その後，連続的または
リンパ行性転移，管内性転移，血行性転移により全身に
播種し，ほとんどの場合潜在性病変として症状は出現し
ない。発病の多くは，宿主が免疫抑制状態に陥った際の
潜在性病変の再燃による。結核性腹膜炎は稀な疾患であ
り，全結核患者のうち１%未満との報告がある１）２）。し
かし本症例のように免疫抑制状態で発症する結核は典型
的な肺結核で発症する場合以外に播種性結核，肺外結核
などが多いといわれている６）。また通常結核の再燃は１
箇所のみに発症することが多く，結核性腹膜炎の患者で
活動性肺結核病変がみとめられたのは21%であった７）。
そのためCTなど画像検査で肺に有意な所見が出ないこ
ともある。
　結核性腹膜炎の臨床症状は腹水貯留，発熱，腹痛など
非特異的であり，癌性腹膜炎と比較して画像所見・肉眼

的所見に類似点が多いため鑑別が困難となる。確定診断
は腹水および腹膜中の結核菌や乾酪性肉芽腫を証明す
ることであるが，腹水中に結核菌が証明される確率は
低い。一方で腹水中ADA活性の上昇（カットオフ値を
33U/Lとする）は感度，特異度ともに高く，補助診断と
して優れた検査といえる。ツベルクリン反応やインター
フェロンγ遊離試験は結核既往のある場合，ほとんどの
例で陽性になる。術前に結核性腹膜炎の可能性が示唆さ
れる場合，腹腔鏡下手術による生検病理組織検査にて乾
酪性肉芽腫を証明し，診断に至った報告３）４）もある。
　本症例のように進行卵巣癌に結核性腹膜炎が合併して
いる場合，癌性腹膜炎との鑑別はさらに困難となり，両
疾患に対する適切な治療機会を逸する可能性は高い。そ
の理由としては，まず卵巣癌は診断時点で進行している
ことが多く，癌性腹膜炎を発症していることも少なくな
いこと，また結核性腹膜炎ではLDHや卵巣漿液性嚢胞
性腺癌に特異的とされる腫瘍マーカーであるCA125も高
値を示す８）ことなどが挙げられる。本症例ではCA125
再上昇や術中の広範囲にわたる腹膜播種病変所見から抗
がん剤抵抗性の卵巣癌と判断し，摘出範囲を限局した。
その時点では肺結核の既往・肺尖部に浸潤影の出現があ
る点や化学療法効果のばらつき，術中の腹膜播種病変な
どに違和感はあったが，抗がん剤抵抗性進行卵巣癌の所
見としても矛盾が少ないため，鑑別として結核性腹膜炎
を挙げていなかった。しかし摘出物の病理組織検査にて
結核性腹膜炎が判明したため，抗結核薬開始となった。
その後結核の再燃は認めず良好な経過が得られている
が，既往症に肺結核がある場合，結核性腹膜炎の可能性
に留意した術前評価と術中所見に違和感があれば術中迅
速病理検査を行うべきである。卵巣癌については初回術
後に２度の再発を認めたが，化学療法・手術により寛解
した。治療終了後１年経過した現在，再発は認めない
が，今後も慎重な経過観察は必要と考えられる。 

図６　再々手術時摘出結腸の病理所見
a．HE染色×40　結腸漿膜側から固有筋層に浸潤する癌
b．HE染色×400　核異型が強い癌細胞の充実性増殖
c-f．免疫染色×200　p53，WT-1，ER染色にて陽性を示した
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結　　　語

　結核性腹膜炎と癌性腹膜炎の鑑別は困難であり，身体
所見・検査所見・肉眼的所見では判別できないことが多
い。多発転移のある進行癌患者において化学療法の効果
にばらつきがある場合，結核病変も念頭に置くべきであ
る。また化学療法による結核再燃の可能性にも留意すべ
きと考えられた。
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妊娠中に母児のQT延長症候群を疑い，加療を行った１例

鍵元　淳子・土谷　治子・道方　香織・金子　朋子

医療法人あかね会　土谷総合病院

A case of maternal and fetal long QT syndrome suspected and treated during pregnancy

Junko Kagimoto・Haruko Tsuchiya・Kaori Michikata・Tomoko Kaneko

Akane Medical Corporation Tsuchiya General Hospital

37歳３妊０産。前医で妊娠初期から胎児徐脈を認めていた。妊娠26週時，胎児心構築異常を疑われ，当院を紹介受診。胎児
心エコーで両大血管右室起始・肺動脈狭窄が疑われた。外来管理中，妊娠31週時に胎児徐脈に加え，間欠的心室頻拍（VT）
を認め，先天性QT延長症候群が疑われた。胎児治療として母体への硫酸マグネシウム投与を開始し，VTの抑制に有効であっ
た。また母体にもQT延長を認め，long QT syndrome（LQTS）と診断し，分娩後まで硫酸マグネシウム投与を継続した。出
生後，児は心電図でLQTSと診断された。母児共にメキシレチン，ビソプロロール内服開始され，心事故なく経過している。
その後の遺伝子検査で母児共に先天性LQTS2型と診断された。

Congenital long QT syndrome (LQTS) is an inherited channelopathy that causes sudden death owing 
to polymorphic ventricular tachycardia. Fetal LQTS can be suggested on echocardiography. When fetal 
bradycardia and intermittent tachycardia (VT) coexist, LQTS is likely. VT and torsades de pointes require 
treatment if they occur because fetuses are at risk of intrauterine heart failure and fetal demise. Consensus 
is lacking regarding appropriate drug selection. The American Heart Association recommends maternal 
intravenous magnesium as first-line treatment for fetal VT. In addition to magnesium, treatment for VT 
includes intravenous lidocaine, particularly in cases with associated hydrops, or oral propranolol or mexiletine. 
Here we report successful intrauterine management with maternal intravenous magnesium.

キーワード：QT延長症候群，硫酸マグネシウム，胎児徐脈，心室頻拍，トルサード・ド・ポアンツ
Key words： long QT syndrome, magnesium sulfate, fetal bradycardia, ventricular tachycardia, torsade de 

pointes

緒　　　言

　先天性QT延長症候群（congenital long QT syndrome:
先天性LQTS）は，QT間隔の延長とtorsade de pointes
（TdP）と呼ばれる多形性心室頻拍を認め，失神や
突然死を引き起こす症候群である。QT延長とは，
通常Baze t tの式で心拍数補正された補正QT間隔
（QTc=QT/ RP）が440msec以上の場合をいう。心拍
数の高い小児でのQT間隔補正にはFridericiaの補正式の
採用が勧められている。先天性LQTSは，遺伝性の不整
脈であり，現在まで15個の原因遺伝子が報告されてい
る１）。遺伝子型の頻度は，LQTS1，2，3の３型で90％
を占め，特にLQTS2は，分娩後に心事故の発生率が増
加するとされている２）。また，胎児期や新生児期に発症
する先天性LQTSは重症化し，原因不明の子宮内胎児死
亡の原因，乳児突然死症候群の原因としての報告もあ
る３）。このため早期の診断，治療が望まれるが，胎児期
の先天性LQTSに対する治療は確立されたものがない。

今回，我々はLQTSが疑われた胎児に胎内治療として母
体硫酸マグネシウム投与を行い，有効であった症例を経
験したので報告する。

症　　　例

患者：37歳
妊娠分娩歴：３妊（１回中絶　１回流産）　０産
合併症：てんかん　発症14歳，睡眠中に手足を突っ張
り，呼びかけに反応なし。脳波をとり，てんかんと診断
されている。その後も発作を繰り返している。最終発作
は31歳時。初診時カルバマゼピン，葉酸内服中。
既往歴：なし　学校健診で心電図異常指摘なし
家族歴：祖父　60歳台で旅行中に飲酒後，入浴中に突然
死

現病歴：排卵誘発剤内服・黄体ホルモン補充で妊娠に至
り，前医で妊娠管理をされていた。妊娠初期に胎児超音
波検査でNT（nuchal translucency）肥厚が認められた
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ため，羊水染色体検査が行われたが正常核型であった。
妊娠初期より胎児徐脈を認めていた。胎児心構築異常が
疑われ，妊娠26週０日当院紹介受診となった。

【初診時経腹超音波断層法所見】
胎児推定体重807g（-0.67SD）
胎児心エコーでは，右心室から大動脈が起始していて，
左大動脈弓を形成，右心室からの大動脈起始部の左側か
ら肺動脈が起始しており，両大血管右室起始・肺動脈狭
窄が疑われた。
その他の異常は認めなかった。

【初診時ノンストレステスト（NST）所見】
胎児心拍数基線105bpmと徐脈を認めた。variability減
少，accelerationあり。（図１）

【妊娠経過】
初診時，胎児に心不全徴候認めず，外来にて妊婦健診を
行っていた。妊娠31週６日妊婦健診時，経腹超音波断層
法施行時に突然間欠的に繰り返す胎児頻脈を認めた。
Mモード心エコー法で，心房波100bpm，心室波250bpm
と，心房と心室の収縮が解離し，心室拍数のみ上昇し

ていたことから心室性頻拍（ventricular tachycardia: 
VT）と診断した（図２）。また心室拍数に250bpm～
300bpmと変動あり，TdPと考えられた。以上の所見か
ら，胎児診断として先天性LQTSが疑われた。

【入院後経過】
小児科医と相談し，胎児管理目的で入院管理とした。イ
ンフォームド・コンセントの上，胎児のVTの抑制のた
め母体への硫酸マグネシウム１g/h静脈内投与による胎
内治療を開始した。母体のMg血中濃度4.4mg/dlであっ
た。治療開始後，VT減少傾向を認めた。硫酸マグネシ
ウムを減量すると，VTが増加するため１g/h継続投与
とした。分娩方法は，小児科医と協議し，出生直後に児
に除細動が必要となる可能性あり，帝王切開予定とし
た。術前の母体心電図でも，QTc 511msecと著明なQT
延長を認め（図３），母児の遺伝性LQTSが疑われた。
妊娠36週６日選択帝王切開術を行った。母体は，循環器
内科医と協議し，術後24時間まで硫酸マグネシウムを継
続投与した。術後８日目薬物負荷試験が行われ，メキシ
レチン，ビソプロロール併用で内服治療開始となった。
内服治療開始後６日目の心電図でQTc 454msecと短縮
を認めた（図４）。

図１　初診時NST

図２　経腹超音波断層法　Mモード心エコー法　間欠的心室頻拍
心房波と心室の収縮が解離している。
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【児の経過】
児は，2382gの男児。Apgar score１分５点　５分９点
であった。出生後の心電図では，心拍数102bpm　QTc: 
Bazett 620msec, Fridericia 570msecとQT延長を認め，
頻発するPVCを認めた（図５）。硫酸マグネシウム投与
開始し，PVCは減少した。生後２日目メキシレチン，
ビソプロロール内服開始となった。内服治療開始後，
安静時心拍数約120と増加，PVC消失，QTc: Bazett 

527msec, Fridericia 471msecと軽度短縮した（図６）。
また心エコー，心臓CTで両大血管右室起始・肺動脈狭
窄・左上大静脈遺残の診断であり，生後49日に体肺動脈
短絡術を施行され，生後77日目退院となった。生後12カ
月に心内修復術（心室中隔欠損パッチ閉鎖・肺動脈狭窄
解除）が行われた。また１歳11カ月でてんかんと診断さ
れた。
 

図３　母体心電図　妊娠34週４日　QTc 511msec

図４　母体心電図　内服治療開始６日目　QTc 454msec
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図６　児心電図　内服治療開始後　QTc: Bazett 527msec, Fridericia 471msec

図５　児心電図　NICU入院時　QTc: Bazett 620msec, Fridericia 570msec

表　本邦における先天性LQTSに対する硫酸マグネシウムによる胎内治療症例
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同意を得て母児の遺伝子検査を提出したところ，母児と
もにKCNH2変異ありLQTS2と診断された。

考　　　察

　QT延長症候群（long QT syndrome: LQTS）は，心電
図にＴ波の形態異常を伴うQT延長を認め，torsade de 
pointes（TdP）と呼ばれる特殊な心室頻拍（ventricular 
tachycardia: VT），あるいは心室細動（ventricular 
fibrillation: VF）などの重症心室性不整脈を生じて，め
まい，失神などの脳虚血症状や突然死をきたしうる症候
群である。診断には，Schwartzのリスクスコアが用い
られる。LQTSは大きく先天性と二次性に分けられる。
先天性では，約75%に遺伝子変異が認められる。LQTS
関連遺伝子は，15個報告されており（Romano-Ward
症候群１型～15型：LQTS1～15とJervell and Lange-
Nielsen症候群：JLN1～2），LQT1～3が圧倒的に多
い１）。LQTS1は，10代までの男児に好発し，運動時の
QT延長や失神を特徴とする。LQTS2は思春期以降の女
性に後発し，夜間の突然の大きな音，例えば目覚まし
時計や電話の音などで失神を生じやすい。LQTS3も夜
間安静時に失神発作などの症状を生じやすい４）。近年，
LQTSとてんかんは，それぞれの原因遺伝子は一部で高
い相同性を示す傾向があり，イオンチャネル病として，
関連する可能性が示唆されている。特にKCNH2遺伝子
異常では，てんかん発作は多くみられるとする報告があ
る４）～６）。二次性の原因としては，抗不整脈薬・向精神
薬・抗生物質・抗アレルギー薬・消化器疾患などの薬物，
徐脈，低K血症・低Mg血症・低Ca血症などの電解質異
常，そのほか，急性心筋梗塞，脳卒中，甲状腺機能低下
症などがあげられる１）。

　LQTSの妊娠による心事故のリスク評価に関して，心
停止や失神発作などの心事故は，妊娠前と比較し妊娠中
は増加しないが，分娩後，特に９カ月以内に有意に多く
認められると報告されている。分娩後の増加する心事故
は特にLQTS2に高率にみられ，β遮断薬による予防的
治療の継続が，心事故を有意に抑制することから，β遮
断薬の継続が必須であると報告されている７）８）。母体
安全への提言2015では，妊産婦死亡の原因疾患として
2012～2015年の266事例のうち２事例がLQTSとされ，
今まで原因不明の突然死とされてきた妊産婦死亡におい
てもLQTSが含まれていた可能性があり，慎重な周産期
管理が必要と考えられる９）。

　胎児期や新生児期に発症するLQTSは重症化すること
が多い。原因不明の子宮内胎児死亡や乳児突然死症候群
の原因としても考えられている３）。このため早期診断，
早期治療が望まれる。

　近年は，胎児心磁図により正確な胎児不整脈診断が期
待されているが，特殊な環境・機器を要するため，まだ
一般的ではなく，胎児心エコーが標準的である。胎児心
エコーで先天性LQTSを疑う所見としては，①洞性徐脈
（＜110bpm, もしくは妊娠週数ごとの標準値＜３パーセ
ンタイル）　②２：１房室ブロック　③間欠的な心室頻
拍が知られている。洞性徐脈は第２三半期には認める
が，TdPや２：１房室ブロックは妊娠30週以降に発症す
ることが多いとの報告がある10）。
　VTのほかに，胎児頻脈性不整脈として洞性頻脈，上
室性頻拍（supraventricular tachycardia: SVT），心房粗
動（atrial flutter: AF）があるが，頻度はSVT約70%，
AF25%，VT３～５%とある。胎児心エコーガイドライ
ン（胎児心エコーガイドライン作成委員会編） 11）による
と，間欠的な頻拍発作では，頻拍が全体の50％以上を占
めると循環不全となる可能性が高く，治療の適応にな
る。また持続時間が長いほど，胎児水腫に進行しやすい
との報告がある。一方頻拍が50％未満でも胎児水腫に進
行する症例もあるので慎重な経過観察が必要とされてい
る。AHA（American Heart Association）では，50％
未満の間欠的な頻拍発作の中でSVT，AFは経過観察と
しているが，200bpm以上のVTは急速に胎児水腫に進行
するリスクがあるため治療適応としている12）。
　胎児期のLQTSに対する治療法は確立しておらず，報
告は少ない。AHAの診療指針では，胎児徐脈には治療
を推奨しないが，VT/TdPに対しては，治療が必要とし
ている。治療薬として第１選択薬は硫酸マグネシウムで
あり，２～６gを20分で静脈内投与後，１～２g/hで持
続投与，48時間以上の治療は勧めないが，VT再発の場
合には再投与を考慮，治療域＜６mEq/Lとある。硫酸
マグネシウム短期投与に加え，特に胎児水腫を認める
場合には，リドカイン静脈内投与，または，プロプラ
ノール，メキシレチンの経口投与も挙げられている12）。
Simpson et al. の報告では，胎児水腫，VTを発症した症
例に対し，硫酸マグネシウムを２～４g/hで開始，母体
血中濃度1.47～1.71mmol/Lで持続投与し，12時間でVT
消失，４日で胎児水腫消失したとある13）。また，Cuneo 
et al. は，胎児治療として硫酸マグネシウム２g/h投与
とリドカインの併用でVT・TdP・房室ブロック・胎児
水腫が消失したと報告している14）。本邦における先天性
LQTSに対する硫酸マグネシウムによる胎内治療の報告
を表にあげた。前田らは，硫酸マグネシウム投与が有
効であった症例を報告している15）。釣谷らは，腔水症・
VT/TdPを認めた症例に対し硫酸マグネシウム投与を
行ったが，母体全身倦怠感のため増量できず，プロプラ
ノール，メキシレチンを併用し，腔水症・VT/TdP消失
を認めたと報告している16）。Miyake et al. は，硫酸マ
グネシウムが有効であった症例と，硫酸マグネシウムで
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は症状改善なく，プロプラノール併用し症状改善した症
例を報告している17）。硫酸マグネシウム投与が有効であ
る症例の基準は，症例報告が少なくまだ明確ではない。
三好らは，TdPが頻回に出現する場合には，非持続性で
あっても急速に胎児水腫に進行する症例もあるため積極
的に治療介入を考慮すべきで，硫酸マグネシウムは経静
脈投与で速やかに血中濃度を上げることができ，胎盤移
行も非常によいことから効果発現までが早く，硫酸マグ
ネシウムを第１選択としている，としている18）。
　本症例では，VTが頻発していたこと，AHAにおいて
第１選択薬として推奨されていること，過去の症例報
告，及び母体の頸管長短縮を認めたことから硫酸マグ
ネシウムを治療薬として選択した。硫酸マグネシウム
１ℊ/h，母体血中濃度約4.5mg/dlでVTの抑制に有効で
あった。硫酸マグネシウムが有効でなかった場合の可能
性を考え，プロプラノロール，メキシレチンを使用につ
いては，当院倫理委員会の承認を得ていたが，使用には
至らなかった。

結　　　語

　今回，我々は胎児徐脈・間欠的心室頻拍から母児の
LQTSを疑った症例に対し，母体硫酸マグネシウム投与
を行い，胎内治療として有効であった。分娩前にLQTS
が疑われたことにより，母児共に早期に治療を開始する
ことが可能となり，その後心事故なく経過している。
LQTSは母児共に突然死をきたしうる重要な疾患であ
り，産婦人科医として熟知しておくべき疾患と考えられ
た。
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分娩中の胎児心房粗動に対する胎児脳組織酸素飽和度（FtO₂）計測の意義について

相本　法慧・岡﨑　倫子・伊藤　裕徳・野田　清史

岩国医療センター　産婦人科

Practicalities of measuring fetal tissue oxygen saturation to monitor fetal atrial flutter

Noritoshi Aimoto・Michiko Okazaki・Hironori Ito・Kiyofumi Noda

Department of Obstetrics and Gynecology, Iwakuni Clinical Center

【目的】胎児不整脈では，心拍数モニタリングによる胎児well being評価が困難な例が存在する。今回分娩中の胎児心房粗動
の例に対してFtO₂を計測したので報告する。【方法】症例は28歳・妊娠33週６日初妊婦。心房：心室＝２：１伝導の心房粗動
と診断した。入院管理にて薬物療法を施行したが改善が認められず，分娩誘発をおこない経腟分娩となった。臍帯動脈pHは
7.28，Apgar scoreは5/8で児心拍は出生当日に自然に洞調律に復した。分娩中に胎児心拍数モニタリングによる胎児状態の正
確な評価が困難であったため，分娩第Ⅰ期の人工破膜後から内診指接着型オキシメーター（トッカーレ™）を使用し胎児脳組
織酸素飽和度（FtO₂: fetal tissue oxygen saturation）と総ヘモグロビン指数（T-HbI: total hemoglobin index）を測定した。
【結果】分娩第Ⅰ期ではFtO₂は57.8±11.3％（平均±標準偏差），T-HbI 0.39±0.26（計45回）であった。分娩の間歇期ではFtO₂ 
58.7±10.7％，T-HbI 0.36±0.23（計23回）であった。分娩の発作時ではFtO₂ 56.9±12.3％，T-HbI 0.41±0.28（計22回）であっ
た。第Ⅱ期ではFtO₂ 2.47±20.4％，T-HbI 0.94±0.08（計３回）であった。分娩第Ⅰ期の所要時間は７時間15分，第Ⅱ期では16
分であった。【結論】本症例における分娩第Ⅰ期のFtO₂は既報例に比して同程度な値であった。分娩後の経過に異常なく，胎
児の予後にも問題はなかった。胎児不整脈などで胎児心拍数モニタリングが困難な場合には，今後FtO₂の測定を胎児状態の評
価として補助的に使用できるようになる可能性があると考えられた。

Introduction: Evaluating the condition of a fetus is difficult in cases of fetal arrhythmia. We measured fetal 
tissue oxygen saturation (FtO2) to monitor atrial flutter during delivery.
Methods: A 28-year-old primipara presented (33 weeks and 6 days of gestation) with fetal atrial fibrillation 
with a 2:1 A:V ratio. As medication for fetal arrhythmia was ineffective, labor was induced and she gave 
birth to a male infant with an Apgar of 5/8 and umbilical arterial pH of 7.28. We measured FtO2 and the total 
hemoglobin index (T-HbI) using finger-mounted fetal tissue oximetry (™toc-care) following amniotomy during 
the 1st stage of labor. 
Results: FtO2 was 57.8±11.3％(Mean±Standard deviation), T-HbI was 0.39±0.26 (measured 45 times in total) 
in the 1st stage of labor. FtO2 was 2.47±20.4％, T-HbI was 0.94±0.08 (measured three times in total) in the 2nd 
stage of labor. 
Conclusion: FtO2 was similar to previously reported values. No problems were encountered after delivery and 
the infant convalesced well. In cases where fetal heart rate monitoring is difficult, measurement of FtO2 may 
prove to be a useful alternative to monitor fetal status.

キーワード：胎児不整脈，胎児心房粗動，脳組織酸素飽和度
Key words： regional cerebral tissue oxygen saturation，fetal arrhythmia，fetal atrial flutter

緒　　　言

　胎児機能の評価は胎児にとって非侵襲的であることが
望ましく，現在は胎児心拍数モニタリングが広く用いら
れている。しかし胎児不整脈など，心拍数モニタリング
による胎児状態の評価が困難な場合がある。今回我々は
分娩中の胎児心房粗動の例に対して胎児脳組織酸素飽和
度（FtO₂: fetal tissue oxygen saturation）と総ヘモグロ
ビン指数（T-HbI: total hemoglobin index）を計測し，

分娩管理をおこなった。

対象・方法

　症例は28歳，妊娠33週６日の初妊婦，特記すべき
既往症，依存症なし。近医での妊婦健診にて胎児頻
脈（210bpm）を認め，同日精査加療目的に当科紹介
となった。当院での超音波検査のMモードにて心房拍
数434bpm，心室拍数が218bpmであり，心房：心室＝
２：１伝導の心房粗動と診断した（図１）。胎児の心
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臓形態に異常は認められなかった。母体は入院時，身
長158.7cm，体重65.6kg，血圧107/66mmHg，脈拍109/
分，尿蛋白（－），尿糖（－），血算，生化学及び凝固能
検査は正常であり，心電図は正常洞調律であった。紹介

同日より入院管理にて抗不整脈薬による薬物療法を開始
した。ジゴキシンを１日0.75mgから1.25mgの間で使用
し血中濃度は有効域に達し，入院６日目よりソタロール
160mg/日を併用し入院９日目より240㎎/日，入院11日
目より320㎎/日を投与した。それでも心房粗動の改善が
認められないため，入院13日よりオキシトシンで分娩誘
発をおこない入院14日目に経腟分娩となった（図２）。
　分娩中の胎児心拍数モニタリングでは児心拍は頻脈に
より部分的にハーフカウントされ，連続したモニタリン
グや基線細変動の把握が困難であった（図３）。そこで
本症例では，胎児well beingの評価のために分娩第Ⅰ期
の人工破膜後から内診指接着型オキシメーター（トッ
カーレ™）（図４）を使用し，FtO₂とT-HbIを測定した。
複数の医師及び助産師によって計45回の測定を行った。

結　　　果

　結果を表１，２に示す。分娩第Ⅰ期ではFtO₂ 57.8±
11.3％，T-HbI 0.39±0.26（計45回）であった。分娩の間
歇期ではFtO₂ 58.7±10.7％，T-HbI 0.36±0.23（計23回）
であった。分娩の発作時ではFtO₂ 56.9±12.3％，T-HbI 
0.41±0.28（計22回）であった。第Ⅱ期ではFtO₂ 47±
20.4％，T-HbI 0.94±0.08（計３回）であった。分娩の図１　当院での超音波検査のMモード

図２　薬物療法による治療経過

図３　分娩中の胎児心拍数モニタリング
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進行にともない，陣痛発作時はFtO₂が低下する傾向に
あったが有意な差ではなかった。分娩第Ⅰ期の所要時間
は７時間15分，第Ⅱ期は16分であった。
　分娩時妊娠35週５日，頭位，児体重は2460g，臍帯動
脈pHは7.28，Apgar scoreは5/8であった。児はNICU管
理となったが，当日に心拍は自然に洞調律に復し，その
後の経過にも問題はなく22日目に退院した。

考　　　察

　胎児機能が悪化した場合にどの時点で分娩をするかと
いう判断は，周産期管理において非常に重要である。胎
児機能の評価方法は胎児にとって非侵襲的であることが
望ましく，主として超音波を用いた各種の計測法によっ
て成り立っている。現在は超音波ドプラ法を利用した胎
児心拍数モニタリングが広く用いられている。しかし胎
児心拍数モニタリングの問題点としては偽陽性が多い
こと，心拍数の評価が難しい（真の瞬間心拍数を計測
できない）こと，基線細変動の評価は主観的であるこ
とがあげられる１‒４）。さらに胎児心拍数モニタリングで
は，胎児頻脈性不整脈および徐脈性不整脈における胎児
well beingの評価はできないことが多い。胎児頻脈性不
整脈は心拍数200bpm以上が持続する場合と定義されて
いる。胎児不整脈はそのほとんどが器質的心疾患を伴わ
ない予後良好な上室・心室期外収縮であるが，頻脈性不

整脈と徐脈性不整脈の一部では胎児心不全をきたし，胎
児水腫や胎児死亡の原因となる５，６）。胎児頻脈不整脈で
は多くの場合に胎児心拍数は210bpm以上となり，胎児
心拍陣痛図上はハーフカウントされることが多い。また
多くの頻拍発作では基線細変動が消失するため，胎児状
態の評価が難しい。そして徐脈性不整脈においては胎児
心拍数が55bpm以下の場合CTG上は正確にカウントさ
れず，発作の頻度によっては連続的な胎児心拍のモニタ
リングが困難である。非伝導性上室性期外収縮の二段脈
は良性で治療不要であるが，２：１伝導の高度房室ブ
ロックとの鑑別が困難で，心房収縮の正確な判定が必要
である。現在，胎児不整脈に対しては胎児心エコー検査
のうち，心室心房をスキャンするMモード法，静脈動脈
（SVC-AAo）を同時にサンプルするドプラ法が主たる
診断法である７‒11）。その他の方法は超音波検査としては
デュアルドプラ法・組織ドプラ法の応用，あるいは母体
腹壁から得る胎児心磁図，胎児心電図などが報告されて
いるが，胎児不整脈に対しての有用性は確立されていな
い12‒18）。
　今回我々が用いた内診指接着型オキシメーターは近赤
外線分光法（NIRS: near-infrared spectroscopy）による
胎児脳組織酸素飽和度を測定する機器であり，指先にセ
ンサーを装着し，専用の滅菌された清潔な透明の手袋を
して内診をおこなうものである。原理としてはプローブ

図４　トッカーレ™を装着した状態
（www.astem-jp.com/pdf/product/toccare20160915.pdfより引用）

表１　分娩中のFtO₂（％）：平均±標準偏差（測定回数）

表２　分娩中のT-HbI：平均±標準偏差（測定回数）



174 Vol.67 No.1相本　法慧・岡﨑　倫子・伊藤　裕徳・野田　清史

に近赤外光の照射部と検出部があり，接触した部位の光
減衰量から酸素化ヘモグロビン量，脱酸素化ヘモグロビ
ン量を測定する。また，照射点からの距離の異なる２種
類の光減衰量の差を測定することで，酸素飽和度と総ヘ
モグロビン指数を瞬時に測定表示できる。しかし一般
的に用いられているSPO₂を測定するパルスオキシメー
ターと異なり，その絶対値そのものではなく，基本的に
は相対的な変化で評価すべきものと考えられ，児の頭部
を測定した場合には，頭皮と脳が50%ずつの割合で反映
されることになる。総ヘモグロビン指数は連続測定によ
り組織血流量の変化をみることができる19）。また現在測
定基準値が設定されておらず，その解析が進められてい
る。Mukai et al. 20）は正常胎児ではFtO₂は50.3±16.3％
であったと報告している。Uchida et al. 21）はアプガー
スコアが８以上の胎児25例のFtO₂は65.5±8.6％に対し，
臍帯動脈pH 7.1未満の１例のFtO₂が41.7％であったと報
告している。2016年８月から12月までの当院における20
例の測定では分娩中の児のFtO₂は51.3±4.4％，T-HbIは
0.38±0.14であった。 
　本症例における分娩第Ⅱ期のFtO₂は既報例及び当院
での計測値と同程度であったため，自然経過観察とし
た。分娩後の経過に異常はなく，胎児の予後にも問題は
なかった。
　内診指接着型オキシメーターによるFtO₂の評価は，
胎児心拍数モニタリングよりもさらに定量的であり測定
も簡便である。また電池で稼働し携帯性に優れるため，
使用場所を選ばない。しかし小泉門や産瘤では測定値に
誤差が生じうるため，排臨，発露などの分娩直前では
FtO₂が異常低値となる可能性があるなどの問題点も存
在している22－24）。また分娩中に子宮頸管が開大したのち
直接児頭にセンサーを装着するという点で，腹壁から連
続モニターが可能な胎児心拍数モニタリングに比べて，
シチュエーションは限定される。
　いずれにせよ指接着型内診指接着型オキシメーターに
よる胎児脳組織酸素飽和度測定は非侵襲・簡便に脳循環
を反映する一つの手段として有用で，特に胎児不整脈な
どにおいて分娩時に胎児心拍数モニタリングが困難な場
合では胎児状態を判断するのに有効な可能性があり，今
後有用性に関してさらなる症例の蓄積や基準値の解析が
望まれる。

結　　　語

　分娩時のFtO₂の測定は脳循環を反映する一つの手段
として用いられ，特に胎児不整脈などにおいて分娩時に
胎児心拍数モニタリングが困難な場合では胎児状態を判
断するのに有用となる可能性があると考えられた。
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平成30年度
鳥取産科婦人科学会
鳥取県産婦人科医会

総会ならびに学術講演会

日時：平成30年５月27日（日）
会場：鳥取県医師会館

特別講演（共催：アトムメディカル株式会社）
 座長　鳥取産科婦人科学会　会長　原　田　　　省

　『母体安全への提言2018』
 三重大学大学院　医学系研究科　産科婦人科学　教授
 池　田　智　明　先生

一般講演
　Session １（15：20～15：48） 座長　高　橋　弘　幸（鳥取県立中央病院）
　１．分娩監視の新しいhypoxia indexで脳性麻痺を予防しよう
 鳥取大学　名誉教授
 ○前田　一雄

　２．当院における妊娠糖尿病と産褥フォローの検討
 鳥取県立厚生病院
 ○宮本　圭輔・木山　智義・周防　加奈・大野原良昌・皆川　幸久

　３．頸管妊娠加療後に帝王切開瘢痕部妊娠を生じた１例
 鳥取県立中央病院
 ○和田　郁美・上垣　　崇・竹中　泰子・木内　　誠・高橋　弘幸

　４．GBSによる胎内感染が原因と考えられた胎児機能不全の１例
 山陰労災病院
 ○岩部　富夫・坂本　靖子・平川絵莉子

　Session ２（15：48～16：16） 座長　大野原　良　昌（鳥取県立厚生病院）
　５．当院で施行したTLH症例の検討
 鳥取大学
 ○澤田真由美・東　　幸弘・池淵　　愛・森山真亜子・山根恵美子
 　佐藤　絵里・谷口　文紀・原田　　省

　６．当科でのCART治療
 鳥取市立病院
 ○長治　　誠・早田　　裕・清水　健治

地 方 学 会 欄
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　７．卵巣腫瘍茎捻転が疑われた巨大遊走脾捻転の１例
 鳥取赤十字病院　産婦人科１）　外科２）

 ○竹内　　薫１）・大畠　順恵１）・坂尾　　啓１）・木原　恭一２）

 　前田　佳彦２）

　８．尿管子宮内膜症の悪性転化と考えられた後腹膜腫瘍の１例
 鳥取大学
 ○飯田　祐基・小作　大賢・澤田真由美・森山真亜子・工藤　明子
 　野中　道子・千酌　　潤・佐藤　慎也・大石　徹郎・原田　　省

　Session 3（16：16～16：44） 座長　岩　部　富　夫（山陰労災病院）
　９．当院での過去10年における患者年齢別，胚盤胞グレード別のART成績
 タグチレディースクリニック
 ○田口　俊章・小林　健治・山田　裕子・山脇友記子・伊丹菜菜瀬
 　中西　真実

　10．子宮形態異常の妊婦転帰に関する検討
 鳥取県立中央病院
 ○上垣　　崇・和田　郁美・竹中　泰子・木内　　誠・高橋　弘幸

　11．胎内発症した一過性骨髄増殖症の２例
 鳥取大学
 ○森山真亜子・荒田　和也・經遠　孝子・原田　　崇・谷口　文紀
 　原田　　省

　12．医史でみた人体の中をみる試み
 安芸市立病院
 ○水田　正能
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平成30年度
山口産科婦人科学会・山口県産婦人科医会

総会ならびに学術講演会

日時：平成30年６月17日（日）
会場：山口県医師会館　会議室

特別講演Ⅰ　11：00～12：00
 座長　山口県産婦人科医会　会長　藤　野　俊　夫　先生

　『目指すべき口唇口蓋裂治療』
 演者　山口大学大学院医学系研究科歯科口腔外科学講座　教授
 三　島　克　章　先生

アフタヌーンセミナー（共催：日本新薬株式会社）
特別講演Ⅱ　13：30～14：30
 座長　山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学講座　教授　杉　野　法　広　先生

　『女性のメンタルヘルス最近の話題』
 演者　山口大学大学院医学系研究科高次脳機能病態学講座　教授
 中　川　　　伸　先生

薬剤情報提供　14：30～14：40
　『月経困難症治療剤の最近の話題』
 日本新薬株式会社　西日本学術部
 富　原　靖　彦

※特別講演Ⅰ・Ⅱ：日本専門医機構の産婦人科領域講習１単位を発行いたします。

一般講演Ⅰ（９：00～10：52）
９：00～９：32　内分泌・不妊 座長　浅　田　裕　美　先生
　１　当院におけるART（生殖補助医療）妊娠例の臨床的検討
 山下ウィメンズクリニック
 ○山下　三郎・山下久美子・半田　利枝・田中　知代・青木美穂子
 　福田　　薫・渡辺　和美・山下　芳香・高杉　敏子・河野　弘美
 　影山　英子・高橋　美子・石井　雅子

　２　GnRHアンタゴニスト併用で卵胞発育障害を来したARTの２症例
 山口県立総合医療センター
 ○三輪　照未・中村　康彦・清水真央子・清水奈都子・大谷　恵子
 　浅田　裕美・三輪一知郎・讃井　裕美・佐世　正勝
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　３　子宮内膜症合併不妊症におけるジエノゲストの体外受精の成績に与える影響
 山口大学
 ○高木　遥香・田村　　功・土井結美子・白蓋雄一郎・三原由実子
 　松本　真紀・竹谷　俊明・田村　博史・杉野　法広

　４　子宮内膜症合併不妊症における内膜症性嚢胞手術後の排卵誘発に対する卵巣の反応性
 山口大学
 ○土井結美子・竹谷　俊明・高木　遥香・白蓋雄一郎・三原由実子
 　松本　真紀・田村　　功・田村　博史・杉野　法広

９：32～９：56　周産期Ⅰ 座長　前　川　　　亮　先生
　５　メトクロプラミドに起因すると思われる急性ジストニアを発症した妊娠悪阻の一例
 済生会下関総合病院
 ○矢壁　和之・折田　剛志・田邊　　学・丸山　祥子・嶋村　勝典
 　森岡　　均・高崎　彰久

　６　臨床的急性妊娠性脂肪肝の一例
 山陽小野田市民病院
 ○藤田　麻美・平野恵美子・村上　明弘・住浪　義則

　７　血栓症を発症することなく管理し得た先天性アンチトロンビン欠乏症の一例
 山口大学
 ○鷹巣　　剛・村田　　晋・道上　真奈・藤村　大志・品川　征大
 　前川　　亮・杉野　法広

９：56～10：20　周産期Ⅱ 座長　嶋　村　勝　典　先生
　８　本邦のHIV感染妊婦における経膣分娩について
　　　―「HIV感染妊婦に関する診療ガイドライン」の刊行にあたって―
 関門医療センター産婦人科１）・仙台医療センター産婦人科２）

 河北病院産婦人科３）・久留米大学医学部産婦人科４）

 昭和大学医学部看護学科５）・九州医療センター産婦人科６）

 県立奈良総合病院産婦人科７）

  H27-H29年度　厚生労働科学研究費補助金　エイズ対策研究事業
  「HIV感染妊婦に関する全国疫学調査と診療ガイドラインの策定ならびに診療体制の確立」班８）

 ○林　　公一１）８）・明城　光三２）８）・五味渕秀人３）８）・宗　　邦夫４）８）

 　中山　香央５）８）・蓮尾　泰之６）８）・喜多　恒和７）８）

　９　常染色体優性遺伝と思われる左室心筋緻密化障害の胎児診断症例
 山口赤十字病院
 ○月原　　悟・清家　崇史・長屋　陽平・宮本　圭輔・小松　宏彰
 　宮田　知子・宮田　康平・申神　正子・金森　康展

　10　妊娠中期に発見された胎児脳腫瘍の一例
 山口大学
 ○藤村　大志・前川　　亮・鷹巣　　剛・道上　真奈・品川　征大
 　村田　　晋・杉野　法広
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10：20～10：52　内視鏡 座長　末　岡　幸太郎　先生

　11　当院におけるTLHの現状
 山口県立総合医療センター
 ○三輪一知郎・清水真央子・清水奈都子・三輪　照未・大谷　恵子
 　讃井　裕美・佐世　正勝・中村　康彦

　12　腹腔鏡下子宮筋腫核出術においてin-bag morcellationを行った症例の検討
 徳山中央病院
 ○山縣　芳明・坂井　宣裕・爲久　哲郎・平田　博子・中川　達史
 　平林　　啓・沼　　文隆

　13　Online Surgical Video Discussion（OSVD）から学ぶ腹腔鏡下手術
　　　～認定医取得につなげられるか～
 山口赤十字病院産婦人科１）・長野赤十字病院産婦人科２）

 諏訪赤十字病院産婦人科３）

 ○小松　宏彰１）・掘澤　　信２）・山本さやか３）・宮田　康平１）

 　月原　　悟１）・申神　正子１）・金森　康展１）

　14　正常卵巣茎捻転の一例
 山口大学
 ○岡田　真希・梶邑　匠彌・春瀬　風香・中島　健吾・末岡幸太郎
 　杉野　法広

一般演題Ⅱ（14：40～15：52）
14：40～15：12　腫瘍・手術 座長　平　林　　　啓　先生
　15　子宮全摘出後腟断端部離開の２例
 山口県立済生会豊浦病院１）・山口大学２）

 ○岡田　　理１）・清水奈都子２）・中島　健吾２）・杉野　法広２）

　16　IMT（Inflammatory Myofibroblastic Tumor）と鑑別を要した類粘液性平滑筋腫の一例
 山口赤十字病院
 ○清家　崇史・小松　宏彰・中曾　崇也・宮田　康平・月原　　悟
 　申神　正子・金森　康展

　17　ビタミンK欠乏により出血傾向をきたした子宮体癌の１例
 周東総合病院
 ○松原　正和・津山　重夫

　18　化学療法により抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（SIADH）を来した２症例
 山口大学
 ○中島　健吾・末岡幸太郎・春瀬　風香・岡田　真希・梶邑　匠彌
 　杉野　法広
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15：12～15：52　周産期Ⅲ 座長　金　森　康　展　先生
　19　待機療法を行った癒着胎盤の一例
 徳山中央病院
 ○坂井　宜裕・山縣　芳明・平田　博子・中川　達史・平林　　啓
 　沼　　文隆

　20　術中術後管理に難渋した穿通胎盤の１例
 徳山中央病院
 ○平田　博子・平林　　啓・爲久　哲郎・坂井　宜裕・中川　達史
 　山縣　芳明・沼　　文隆

　21　コントロール不良な分娩後弛緩出血に対して子宮摘出術を施行し，永久病理にて癒着胎盤が判明した症例
 長門総合病院
 ○西本　裕喜・服部　守志

　22　産科危機的出血に対する止血方法の検討
 山口県立総合医療センター
 ○清水真央子・三輪一知郎・清水奈都子・三輪　照未・大谷　恵子
 　浅田　裕美・讃井　裕美・佐世　正勝・中村　康彦

　23　緊急帝王切開術後に急性腎障害となった１例
 済生会下関総合病院
 ○田邊　　学・矢壁　和之・折田　剛志・丸山　祥子・嶋村　勝典
 　高崎　彰久，森岡　　均
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