


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69巻第２号（令和３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，オ

ンライン投稿・査読システム（https://mc.manuscriptcentral.com/mtog）にアクセスし御投

稿ください。

　多数の御投稿をお願い申し上げます。

締切日　令和２年12月25日（金）正午

・　郵送による御投稿は一切受け付けません。

・　応募者は，投稿開始時にアカウントの作成が必要です。

・　 採録（受理）された論文は順次掲載されます。採録決定日以降に，論文の「掲載予定証

明書」を編集委員長名で発行することができます。

・　 期日までに採録されなかった論文，締切日を過ぎて投稿された論文は，採録後は次号へ

の掲載となります。

・　 システム上の「投稿マニュアル」を参照してもなお不明な点がある場合は，以下にお問い

合わせください。

＜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

「現代産婦人科」編集委員会事務局

TEL 086－235－7320（直通）　FAX 086－225－9570

E-mail　obgyn@cc.okayama-u.ac.jp
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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。学生・初期研修医からは参加費を徴収しない。

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
　　　　　　　　　　　　改訂　令和元. ９. 22

（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）編集は本会事務局において行う。
　　　　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） 投稿規程は別に定める。
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. 17
　　　　　　　　　　　　改訂　平成22. ９. 19
　　　　　　　　　　　　改訂　平成29. ９. 24
　　　　　　　　　　　　改訂　令和元. ９. 22



会　長　　増　山　　　寿（岡山）

理　事　　岩　佐　　　武（徳島）　金　西　賢　治（香川）　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）　原　田　　　省（鳥取）　前　田　長　正（高知）

　　　　　増　山　　　寿（岡山）

監　事　　金　重　恵美子（岡山）　江　尻　孝　平（岡山）　

幹　事　　早　田　　　桂（岡山）　鎌　田　泰　彦（岡山）　

委員会委員名

運営委員会　　委員長　増　山　　　寿（岡山）

　　（副）原　田　　　省（鳥取）　前　田　長　正（高知）　

　　　　　早　田　　　桂（岡山）　泉　谷　知　明（高知）　

学術委員会　　委員長　増　山　　　寿（岡山）　　

　　　　　岩　佐　　　武（徳島）　金　西　賢　治（香川）　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）　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）　坂　本　康　紀（高知）　沼　　　文　隆（山口）

　　　　　藤　田　卓　男（香川）　三　好　博　史（広島）　安　井　敏　之（徳島）

編集委員会　　委員長　増　山　　　寿（岡山）

　　　　　岩　佐　　　武（徳島）　金　西　賢　治（香川）　鎌　田　泰　彦（岡山）

中 国 四 国 産 科 婦 人 科 学 会
役員及び委員会（2020年9月21日〜2021年9月19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　　中　塚　幹　也　　中　村　圭一郎　　長谷川　雅　明

（広島）伊　達　健二郎　　土　谷　治　子　　中　西　慶　喜　　平　田　英　司

　　　　三　好　博　史　　村　上　朋　弘　　山　本　　　暖

（山口）竹　谷　俊　明　　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）田　中　宏　和　　花　岡　有為子　　藤　田　卓　男

（愛媛）近　藤　裕　司　　矢　野　浩　史　　横　山　幹　文　　松　原　圭　一

（高知）泉　谷　知　明　　坂　本　康　紀　　林　　　和　俊

中 国 四 国 産 科 婦 人 科 学 会
評　　議　　員（2020年9月21日〜2021年9月19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　　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　　土　光　文　夫　　絹　谷　一　雄　　平　林　光　司

　　　　占　部　　　武　　吉　田　信　隆　　勝　部　泰　裕　　内　藤　博　之

　　　　上　田　克　憲

（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　　原　　　量　宏

　　　　樋　口　和　彦　　秦　　　利　之

（愛媛）福　井　敬　三　　池　谷　東　彦

（高知）相　良　祐　輔　　深　谷　孝　夫　　濱　脇　弘　暉

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。
　　非会員の医師名を掲載する場合は，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場合はこの限りでなく，単年度会費を徴収しない。
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中国四国産科婦人科学会に所属する。
４． 論文の種類は原著，症例報告とする。総説，診療指針，内外文献紹介，学会関連記事，座談会記事等は

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。
５． 論文は他紙に未発表のもので，それ自身で完結していなければならない。続報形式のものは認めない。
６．論文は和文とし，欧文は受け付けない。ただし，図表はこの限りでない。
７． 投稿の方法は電子投稿に限る。オンライン投稿・査読システム（https://mc.manuscriptcentral.com/

mtog）にアクセスし，必須事項を入力の上，表示される指示に従って投稿すること。　
８． 本誌は査読制を敷く。原稿の採否は査読者の意見を参考にして，編集委員長が決定し，事務局から通知

する。採録決定日以降に，論文の「掲載予定証明書」を編集委員長名で発行することができる。
９． 採録（受理）された論文は順次掲載される。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，カラー印刷にかかる費用は著者に
別途請求する。

10． 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点で徴収する。

■論文の書き方

１． 原稿の長さは文献，図表も含め8,000字以内とする。なお表題，概要，英文抄録は字数に含めない。図表
は１点400字で換算する。

　　その他の原稿の長さは編集委員会の指示に従う。
２．文字原稿の作成は，A４版横書きで，Microsoft Wordを使用すること。
　　査読のため各頁下に頁数，各頁左端に行番号を付けること。
３．本文の記述の順序は，
　　 １頁目：表題，所属，著者名（それぞれ英文も併記），連絡先（筆頭著者の氏名，メールアドレス．所属

施設の名称，住所，電話，FAX番号）
　　２頁目：概要（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単語以内（double spaceで入力のこと）
　　 ４頁目以降に【原著論文】緒言，方法，成績，考案，文献，図表の順に，【症例報告】緒言，症例，考案，

文献，図表の順に記載する。本文中には図表の引用個所を明示する。

学 術 論 文 投 稿 規 程



４． 図表はMicrosoft Word，Excel，Power Pointを用いて作成し， １枚ずつに分けて番号を付ける。タイト
ルおよび説明文は本文の文献の後にまとめて記載すること。光顕写真には撮影倍率もしくはスケールを
入れること。なお学会発表に用いたPower Pointによる図表はそのまま使用せず，投稿に適した形に修正
すること。また，他雑誌からの図表を引用する場合は，著者の責任で使用許諾をとっておくこと。

５．単位，記号はm, cm, mm, g, mg, μg, l, ml, ℃, pH, N, M, Ci, mCi, μCiなどとする。
６． 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。
７．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。
８． 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。特に遺伝性疾患やヒトゲノム・

遺伝子解析を伴う症例の報告では，「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」（文部科学省・厚
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腹腔鏡下に診断し得た３cm大の傍卵巣嚢胞を伴った卵管捻転の一例

岡本　和浩・岡本　遼太・入江　恭平・柏原　麻子・谷川真奈美・片山　隆章
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A case of salpingeal torsion complicated by a 3-cm paraovarian cyst diagnosed by 
laparoscopic examination

Kazuhiro Okamoto・Ryota Okamoto・Kyohei Irie 
Asako Kashihara・Manami Tanigawa・Takaaki Katayama

Department of Obstetrics and Gynecology, Himeji St. Mary’s Hospital

子宮付属器腫瘍は日常診療でもよく遭遇する疾患であるが，数cm大の傍卵巣嚢胞によって卵管が捻転を起こすのは稀と思わ
れる。今回我々は３cm大の傍卵巣嚢胞を伴った右卵管捻転の一例を経験したので，文献的考察を踏まえ報告する。症例は34
歳，２妊２産。数日前から持続する下腹部痛にて当科および外科を受診。以前から指摘していた傍卵巣嚢胞を認める他は，
子宮，卵巣に特に器質的な異常を認めなかった。急性虫垂炎疑いにて外科で施行された腹部CT検査では虫垂腫大は認めず，
ダグラス窩に少量の出血を認め，卵巣出血の診断にて鎮痛薬での経過観察となった。２日後に放射線科医師よりCTにて右傍
卵巣嚢胞の捻転の可能性があると連絡があり，本人に連絡し受診して頂いた。腹腔鏡下手術を行い，右卵管の1080度の捻転
を確認し，右卵管摘出術を行った。本症例では初診時には傍卵巣嚢胞の捻転の可能性は考慮しておらず，放射線科医師の読
影がなければ，手術も行っていなかったと思われ，正しい診断ができていなかったと思われた。子宮付属器腫瘍のある患者
の腹痛の精査を行う場合には，比較的小さな傍卵巣嚢胞であっても捻転の可能性を鑑別に挙げて，対応することが望ましい
と思われた。

Adnexal tumors are common; however, the occurrence of salpingeal torsion along with a small paraovarian 
cyst is rare. Here we report a case of salpingeal torsion occurring with a small peritubal cyst. A 34-year-
old bipara female patient presented to the surgery and gynecology departments with a chief complaint 
of persistent lower abdominal pain. Transvaginal sonography revealed no remarkable uterine or ovarian 
abnormalities other than a pre-existing paraovarian tumor. Acute appendicitis was suspected owing to pain in 
the middle and right portions of the abdomen. Computed tomography detected blood in the pouch of Douglas 
but no appendiceal enlargement. She was diagnosed with ovarian hemorrhage and was treated conservatively. 
Two days later, a radiologist brought up the possibility of torsion of the paraovarian tumor. We informed the 
patient and performed laparoscopic surgery. Salpingectomy was performed for right salpingeal torsion. This 
diagnosis was not considered initially and was only made owing to the contribution of the radiologist. When 
examining the cause of lower abdominal pain, we should consider the possibility of salpingeal torsion with a 
small peritubal tumor.

キーワード：傍卵巣嚢胞，卵管捻転，腹腔鏡下手術
Key words：paraovarian cyst, fallopian tube torsion, laparoscopic surgery

緒　　　言

　傍卵巣嚢胞は子宮付属器腫瘍の約10～30％の頻度
との報告があり，日常診療でもよく認める疾患であ
る１） ２） ３）。経腟超音波検査を行えば，小さな子宮付属器
腫瘤も容易に同定でき，存在そのものの診断は難なく行
える。比較的大きな子宮付属器腫瘤があり，強い腹痛を
認める場合には，捻転の可能性は常に鑑別に挙がるが，
比較的小さな傍卵巣嚢胞の存在と鎮痛薬で対応可能な程
度の腹痛であれば，原因が卵管捻転であったとしてもそ
の診断には難渋する可能性がある。今回我々は以前から

経過観察していた３cm大の傍卵巣嚢胞を伴った卵管捻
転の一例を経験したので，文献的考察を踏まえて報告す
る。

症　　　例

患者：34歳，２妊２産
主訴：下腹部痛
既往歴：右傍卵巣嚢胞
現病歴：数年前より３cm大の右傍卵巣嚢胞を認めてお
り，１年毎の婦人科受診を指示しており，症状なく，大
きさも著変なく経過していた。４日前から下腹部全体の
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疼痛が出現し，徐々に右下腹部へ移動。２日前に１度ア
セトアミノフェンを服用するもNumerical Rating Scale 
（NRS） ５/10程度の痛みが持続しているため，外科外
来，婦人科外来を受診された。体温37.8度，血液検査で
はWBC 9,700/μL，CRP 2.02 mg/dLと白血球数の軽度

上昇，炎症反応の軽度上昇を認め，外科外来では，右下
腹部に圧痛を認め，反跳痛や筋性防御はないものの，急
性虫垂炎の疑いにて腹部造影CT検査の方針となった。
当科では経腟超音波検査にて３cm大の既知の右傍卵巣
嚢胞，ダグラス窩に深度14mmの腹水を認めた他は特記

図
の

図１　経腟超音波画像
３cm大の右傍卵巣嚢胞を認める。

図３ 腹
下の の の の

図３　腹部造影CT画像　体軸断
右傍卵巣嚢胞（下の矢印）と子宮の間に結節状の構造物（上の矢
印）を認める。

図 腹
の

図２　腹部造影CT画像　前額断
子宮に連続する結節状の構造物を認める（矢
印）。

図 術

の 癒着
腹 着

図４　術中所見
虫垂の腫大は認められなかったが，先端が右卵管に
わずかに癒着している。血性腹水を少量認め，傍卵
巣嚢胞周囲に血塊が付着している。

図 術
の

図５　術中所見
右卵管捻転の所見を認める。

図 術
の の

の

図６　術中所見
右卵管の捻転解除操作の途中。右卵管は1080度捻転
しており，傍卵巣嚢胞は卵管の先端付近に位置してい
た。



2020年 3腹腔鏡下に診断し得た３cm大の傍卵巣嚢胞を伴った卵管捻転の一例

すべき器質的な病変はなく（図１），引き続き外科での
精査を指示した。CTでは虫垂の腫大を認めず，右卵巣
周囲からダグラス窩に出血を示唆する所見があり，卵巣
出血の診断にてアセトアミノフェン処方にて経過観察の
方針となった。尚，CTは土曜日の時間外に施行されて
おり，依頼しない限りは放射線科医による読影結果がす
ぐには報告されない状況であった。２日後に放射線科医
より，CTにて右傍卵巣嚢胞と子宮の間に結節状の軟部
陰影があり，捻転を起こしている可能性があり，骨盤内
の出血も卵巣出血の可能性もあるが，傍卵巣嚢腫の捻転
に伴う出血の可能性がある，と連絡があった（図２，図
３）。患者に連絡し，アセトアミノフェンを１日１回使
用する程度であるが，腹痛は持続しているとのことで来
院を指示し，翌日当科再診された。診察では右下腹部の
圧痛は消失しており，経腟超音波検査では３cm大の右
傍卵巣嚢胞を認めた。体温36.9度，血液検査ではWBCは
8,300/μLと正常化，CRPは2.76mg/dLと前回より微増
していた。読影報告では傍卵巣嚢胞を伴う卵管捻転の可
能性を指摘されていたが，３cm大の傍卵巣嚢胞が捻転
する可能性は一般的には高くないと思われ，術前に卵管
捻転の確証は持てなかった。本人，家族には審査的な意
味合いも含め腹腔鏡手術を行うこと，卵巣も一緒に捻転
しており壊死に陥っていた場合には卵巣温存ができず，
付属器摘出になる可能性，捻転解除で十分な可能性，捻
転でない可能性，痛みの原因を特定できない可能性も含
め十分に説明，いずれの場合でも以前から指摘している
右傍卵巣嚢胞は摘出することを説明し，手術を行った。
術中所見：血性腹水を少量認め，傍卵巣嚢胞の周囲に血
塊の付着を認めた（図４）。虫垂の腫大は認められなかっ
たが，先端が右卵管にわずかに癒着していた（図４）。
右卵管は1080度捻転しており，卵管の先端に傍卵巣嚢胞
を認めた（図５・６）。右卵巣は正常所見であり，右卵
管切除を行い，手術を終了した。
　術後経過は良好にて術後３日目に退院。病理診断は良
性の漿液性嚢胞腺腫であった。

考　　　案

　傍卵巣嚢胞は子宮付属器腫瘍の約10～30％の頻度であ
り決して少ない疾患ではなく，手術時に術前に指摘し
ていなかった小さな傍卵巣嚢胞を認めることもよくあ
る１） ２） ３）。経腟超音波検査は，多嚢胞性卵巣の小さな卵
胞の個数の測定，卵胞の発育や排卵日の推定等のための
平均卵胞径の測定も行うことができる程であり，少なく
とも数cm以上の傍卵巣嚢胞であれば，診断そのものは
容易である。
　卵巣嚢腫が茎捻転を起こした場合，卵巣の血流不全の
ため，通常強い持続する疼痛が出現するため，経腟超音
波検査で卵巣嚢腫を認める場合には茎捻転を疑うことが

でき，カラー・パルスドップラー法で卵巣内の血流の欠
如を確認できれば，さらに強く疑うことができる。一
方，卵管捻転の場合には，卵巣嚢腫の茎捻転の場合と比
較して疼痛が弱い可能性があり，捻転のリスクの高い６
cmを超える傍卵巣嚢胞を認める場合には，傍卵巣嚢胞
の捻転に伴う卵管捻転も考慮するが，捻転のリスクの低
い６cm未満，特に今回の様な数cmの傍卵巣嚢胞であれ
ば，卵管捻転でない他の疾患を考える可能性が高い。今
回の症例でも外科で急性虫垂炎を疑われ，当科も受診
し婦人科的な診察をしているが，既知の３cmの傍卵巣
嚢胞を認める他に異常を指摘できていなかった。卵管
捻転と付属器捻転の臨床像を比較した2019年のShevach 
et al.の報告では，腹痛，嘔気嘔吐，発熱，白血球上昇
の頻度は有意差を認めず，圧痛±腹膜刺激症状（70.6% 
vs 90.3%，p<0.001），入院までの腹痛持続時間（46.8±
39.0 vs 30.0±39.4時間，p<0.001）に有意差を認めてい
る ４）。今回の症例でも右下腹部の圧痛は認めたものの，
腹膜刺激症状はなく，腹痛が出現してから４日後に来院
しており，鎮痛薬も１回使用していたのみであり，すぐ
に病院を受診する程の強い腹痛でなかったと思われた。
先の報告では，捻転の回数も卵管捻転3.0±1.5，付属器
捻転2.1±0.92，p<0.001と有意差を認めている４）。その
点については特に考察されていなかったが，付属器捻転
では１～２回転程度でも血流障害による症状が強くでる
ため，より早い段階で患者が受診し手術となるが，卵管
捻転では複数回の捻転を起こすまでは症状に乏しい可能
性が高い。卵管捻転の症状は非特異的であり，付属器捻
転や多々の非婦人科疾患に類似するため，術前の診断は
困難である４）。これまでの卵管捻転の報告例をみても，
術前診断でなく手術時の所見で診断しているものが多
く，2020年のNEJMに掲載されている卵管捻転の報告で
も，4.2cm×2.2cmの付属器領域の嚢胞性構造物を認め，
術前に付属器捻転を疑い，審査腹腔鏡を行い，３回転し
た卵管を認め，卵管捻転の術中診断となっている５）。卵
管捻転の要因としては，長い卵管・卵管間膜，卵管留水
腫，卵管留血腫，卵管の新生物，卵管間膜内血流うっ
滞，卵管結紮の既往，卵巣嚢腫や傍卵巣嚢胞の存在，
増大した妊娠子宮，卵管周囲癒着などがある６） ７）。中で
も傍卵巣嚢胞の捻転の頻度は2.1％～16％との報告があ
り，傍卵巣嚢胞のみの捻転の報告もあるが，卵管を巻き
込んで捻転を起こすことが多く，卵管捻転の重要な要因
である２） ３） ４）。
　CTやMRIによる卵管捻転の画像診断では，卵管の拡
張，捻転による出血，子宮に連続する捻転した茎と腫大
した卵管によるBeak-like protrusion（くちばし様の突出
像），捻転した茎のWhirlpool sign（渦巻き像）を認める
ことがあるが，捻転した茎は必ずしも渦巻き状の形状と
して描出されるとは限らず，充実様構造物として認識さ
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れることがあり留意が必要である３）。卵管捻転では卵巣
も伴って捻転を起こすこともあり，卵巣の茎捻転では，
卵巣の梗塞に伴う出血，卵巣の浮腫，卵巣の造影効果の
減弱もしくは消失，捻転した茎の描出，捻転した卵巣の
正中への偏位，子宮の捻転側への偏位等の所見を認める
ことがあり，これらの診断にはCTよりMRIの方が優れ
ている８）。本症例では卵管や卵巣の捻転の可能性を考慮
しておらず，MRIまでは施行していなかったが，CTに
て放射線科医が子宮と右傍卵巣嚢胞の間に存在する結節
様の構造物から傍卵巣嚢胞の捻転の可能性を指摘し，正
診につながった。卵巣の捻転を疑う所見は認めなかっ
た。
　卵巣の茎捻転では梗塞に伴う卵巣内の出血は，通常卵
巣が破綻しなければ外出血にはならないと考えられる
が，卵管捻転の場合，卵管内に生じた出血は卵管采を通
じて外出血を起こし得る。今回の症例もCTで卵巣周囲
からダグラス窩にかけての出血を認めており，卵管内の
出血が外出血を起こしたものの，捻転による血流障害に
て出血量としては多くはならなかったと考えられた。虫
垂の右卵管への癒着は，右卵管の梗塞，出血による炎症
が偶然同部位に位置していた虫垂先端に波及し，癒着を
生じたと考えられた。
　傍卵巣嚢胞それ自体は日常診療でもよく遭遇する
common diseaseであり，卵巣嚢腫と同じく大きさに
よっては卵管を巻き込んで捻転を起こすリスクはある。
本症例では捻転の原因となったと推定される傍卵巣嚢胞
は３cmと捻転のリスクは一般的には高くなかった。CT
にて放射線科医が捻転の可能性を指摘しなかったら，正
診できていなかったと思われた。
　小さな傍卵巣嚢胞が要因となって卵管捻転を起こすの
は稀と思われるが，臨床症状の吟味，小さなものも含む
傍卵巣嚢胞等の卵管捻転の要因の存在，注意深い画像診
断を行い，卵管捻転の可能性が考慮される場合には，患
者，家族に十分な説明を行い，多くの場合は審査腹腔鏡
になると思われるが手術を行うことは妥当と思われる。
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嚢胞状帝王切開瘢痕部が着床部結節から成っていた一例

香川　智洋・阿部　彰子・乾　宏彰・峯田あゆか・西村　正人

徳島大学病院

A case of a cystic cesarean scar consisting of a placental site nodule

Tomohiro Kagawa・Akiko Abe・Hiroaki Inui・Ayuka Mineda・Masato Nishimura

Tokushima University Hospital

近年，帝王切開創部子宮筋層の菲薄化に伴う不正出血や不妊症などを呈する帝王切開瘢痕症候群の認知が広まってきてい
る。今回，帝王切開瘢痕部嚢胞を形成していた症例で，同部位が中間型栄養膜細胞から成っていた症例を経験した。
40歳，３妊３産（帝王切開２回）。周産期管理は前院で実施，胎盤は後壁付着であった。帝王切開後10ヶ月目より不正性器
出血を認め，13ヶ月目に前院受診した。超音波で帝王切開創部に３cm大の血腫像を認め，帝王切開瘢痕症候群が疑われ，当
科紹介となった。月経16日目の超音波で経時的に帝王切開瘢痕部創部への血液の流動影を認め，頸部離断しているように描
出された。挙児希望なく子宮全摘術を行う方針となり，帝王切開後18ヶ月目に開腹下単純子宮全摘術を施行した。開腹所見
は子宮頸部に４cm大の血腫を透見し，穿孔は認めなかった。摘出子宮の前壁筋層は著明な菲薄化を認め，結節形成は認めな
かった。病理学的には残存筋層は１-２mm厚で，菲薄化した嚢胞状空隙の内腔側に沿って中間型栄養膜細胞を認めた。過去
の帝王切開時に内膜の変化が起こり着床部結節が生じ，帝王切開瘢痕症候群の原因となった可能性が示唆された。
不正出血を伴う嚢胞状帝王切開瘢痕症候群の一例を経験した。病理学的に着床部結節と考えられる特徴的な所見を認め，文
献的考察を加え報告する。

Cesarean scar syndrome causes abnormal bleeding or infertility and has gained widespread recognition in 
recent years. We encountered a 40-year-old gravida 3, para 3 woman who had previously undergone two 
cesarean sections (CSs) and was admitted for removal of a cyst that consisted of intermediate trophoblasts. 
Abnormal bleeding was observed 10 months after her last operation but the patient consulted 3 months after 
the onset of symptoms. An ultrasound revealed a 3-cm hematoma at the site of the CS, and CS syndrome was 
suspected. On the 16th day of menstruation, blood flow shadows on the CS scar wound were observed over 
time, and it appeared as though the neck had been severed. A simple abdominal hysterectomy was performed 
18 months after her CS. Laparotomy revealed a 4-cm hematoma in the cervix with no perforation. The 
muscles of the anterior wall of the uterus showed marked thinning without nodule formation. Pathologically, 
the residual muscle layer was 1-2 mm thick, and intermediate trophoblast cells were observed along the 
luminal side of the thinned cystic space. A characteristic finding that was considered a pathological nodule 
was recognized, and the case is reported along with the literature review.

キーワード：帝王切開瘢痕症候群，中間型栄養膜細胞，着床部結節
Key words：cesarean scar syndrome, intermediate trophoblast, placental site nodule

緒　　　言

　近年，帝王切開創部子宮筋層の菲薄化に伴う不正出血
や不妊症などを呈する帝王切開瘢痕症候群の認知が広
まってきている。
　今回，帝王切開瘢痕部嚢胞を形成していた症例で，同
部位が中間型栄養膜細胞から成っていた症例を経験した
ので文献的考察を加えて報告する。

症　　　例

　40歳，既往歴・家族歴に特記事項なし。３妊３産（帝
王切開２回）。第１子は経腟分娩，次子は双胎妊娠のた

め選択的帝王切開，第４子も選択的帝王切開で分娩で
あった。いずれも前院で周産期管理がなされており，最
終妊娠時の胎盤付着部位は後壁であった。
　帝王切開10ヶ月目より不正性器出血を認め，13ヶ月目
に前院受診した。超音波で帝王切開創部に３cm大の血
腫像を認め，帝王切開瘢痕症候群が疑われ，当科紹介と
なった。月経16日目の超音波で経時的に帝王切開瘢痕部
創部への血液の流動影を認め，頸部離断しているように
描出された（図１）。MRIで子宮体下部前壁の帝王切開
瘢痕部は著明な菲薄化および約４cmの憩室様の構造を
認め，帝王切開瘢痕症候群が示唆された（図２）。
　挙児希望はなく，子宮全摘術を行う方針となり，帝王
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切開後18ヶ月目に開腹下単純子宮全摘術，両側卵管切除
術を施行した。開腹所見は子宮頸部に４cm大の血腫が
透見されるも，穿孔は認めなかった（図３）。摘出子宮
の前壁筋層は著明な菲薄化を認めた（図４）。
　病理学的には残存筋層は１-２mm厚で，菲薄化した
嚢胞状空隙の内腔側に沿って中間型栄養膜細胞の増生を
認めた。増生する細胞には核の大小不同がみられるもの
の，核分裂像に乏しく，高度な細胞異型はみられなかっ
た。また，フィブリンの析出，血液成分やヘモジデリン
の沈着を認めた。マクロファージやリンパ球，多核巨細
胞の集簇を伴っており，異物反応が見られた（図５，
６）。免疫染色では，栄養膜細胞様細胞はHCG陰性で，
Ki-67陽性率はhot spotで13%程度，サイトケラチン-AE
１/３にはびまん性に陽性，p63にも陽性を示した（図
７，８）。細胞異型がそれほど目立たず，筋層内への深い

浸潤がないこと，病変が子宮体下部前壁側の菲薄化した
嚢胞状空隙が形成されている領域の内腔側に沿って分布
していることを考慮すると，過去の帝王切開に関連する
子宮憩室に生じた着床部結節であると考えられた。

考　　　案

　近年，帝王切開瘢痕症候群の認知が広まってきてい
る。帝王切開瘢痕症候群は1995年にMorrisが提唱した疾
患概念で，帝王切開創部子宮筋層の菲薄化に伴う不正出
血や不妊症などを呈する病態である１）。帝王切開瘢痕部
はリンパ球の浸潤，瘢痕陥凹上の子宮内膜の突出，毛細
血管の拡張，瘢痕陥凹の輪郭に一致するポリープ形成，
子宮内膜の断片化と破壊，医原性腺筋症などの病理所見
を認め，これらの異常が過多月経や下腹部痛，性交痛，
月経困難症などの臨床症状を引き起こす可能性があると
指摘されている。また，瘢痕領域の筋肉層は線維筋収縮
が弱くなり，止血能力が低くなり過多月経をきたす可能
性や，子宮筋層の欠損部に帯下や月経血の流入による感
染の可能性があるとの報告もある２）。今回の症例でも不
正性器出血の症状や子宮筋層の著明な菲薄化，空隙の血

図１　初診時経腟超音波
月経16日目の超音波で経時的に帝王切開瘢痕部創部への
血液の流動影を認め，頸部離断しているように描出され
た（矢印）。

図４　摘出標本
摘出子宮の前壁筋層は著明な菲薄化を認め（矢印），結節
形成は認めなかった。

図２　造影骨盤MRI
子宮体下部前壁の帝王切開瘢痕部は著明な
菲薄化および約４cmの憩室様の構造を認め
た。子宮内腔と連続しており，液面形成を
伴った血腫の貯留を認めた（矢印）。

図３　開腹所見
子宮頸部に４cm大の血腫を透見（矢印），穿孔は認めな
かった。
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腫の形成などを認め，上記のような病態が示唆された。
　帝王切開瘢痕症候群の治療に関しては，ホルモン療法
による保存的治療や手術による治療の報告があるが，標
準的な治療法はいまだ確立していない。手術療法として
は子宮鏡下手術や腹腔鏡下手術の有用性が報告されて
いる３）-６）。Marrota et al.は，帝王切開瘢痕部に欠損を
認め，残存筋層が３mm未満の妊孕性温存希望症例に対
しては，腹腔鏡下の修復術が良い適応であると報告し
た４）。さらにCuilan et al.は，腹腔鏡と子宮鏡を組み合
わせることで，瘢痕部の位置や欠損の程度などをより正
確に確認でき，膀胱損傷のリスクを抑えられると報告し
た７）。その有効性は90%（36/40）であり，ほとんどの
症例で過長月経などの症状の改善を認めたが，不成功例
４例のうち１例は追跡不能となり，３例では術後も帝王
切開瘢痕部に憩室が見られた。以上の報告から，臨床症
状を有し挙児希望があり，残存筋層の菲薄化が目立つ場
合や欠損が広範囲である場合は手術療法が考慮される。
また，正確な瘢痕部の観察や合併症のリスクを下げるこ

とを目的として腹腔鏡と子宮鏡を組み合わせた修復手術
は考慮すべき治療法の一つであると考えられる。しか
し，費用の問題や手術時間が長くなる可能性なども考え
られ，また術者が腹腔鏡と子宮鏡に精通している必要も
あり，具体的な適応や方法については今後症例の蓄積に
より検討する必要があると考えられる。今回の症例では
挙児希望がなく，子宮筋層の菲薄化が著明で範囲も広い
と考えられたため，患者と相談の上で子宮全摘の方針と
した。
　今回の症例では瘢痕部に核の大小不同を示す中間型栄
養膜細胞様の細胞の増生を認めた。類上皮トロホブラス
ト腫瘍は構成細胞がより均一で，細胞質が淡明である
点，シート状に配列する点から合致しないと考えられ
た。細胞異型の程度や深い筋層浸潤がないこと，増殖パ
ターンなどから，過去の帝王切開に関連する子宮憩室に
生じた着床部結節と考えられた。着床部結節は胎盤着床
部位で不完全な退縮が起こったもので，中間型栄養膜細
胞に由来する非腫瘍性病変である。良性であり，経過観

図５　病理所見　HE染色（20倍）
病理学的には残存筋層は１-２mm厚で，菲薄化した嚢
胞状空隙の内膜に沿って中間型栄養膜細胞を認めた（矢
印）。

図７　病理免疫染色所見（400倍）
免疫染色で栄養膜細胞様細胞はp63に陽性を示した。

図８　病理免疫染色所見（400倍）
免疫染色で栄養膜細胞様細胞はサイトケラチンAE
１/３に陽性を示した。

図６　病理所見　HE染色（400倍）
菲薄化した嚢胞状空隙の内膜に沿って中間型栄養膜細胞
を認めた。フィブリンの析出やヘモジデリンの沈着，マ
クロファージ，リンパ球，多核巨細胞の集簇を認めた。
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察のみで消失すると考えられているが，不正性器出血を
呈することがあり，絨毛性疾患や胎盤ポリープ，過大着
床部などの他の良性疾患および悪性疾患との鑑別が重要
である。特に，着床部結節と胎盤部トロホブラスト腫
瘍，類上皮性トロホブラスト腫瘍との鑑別が問題となる
ことがあり，病理学的な検討が不可欠である。まず，類
上皮性トロホブラスト腫瘍の細胞は比較的形や大きさが
揃っているが，胎盤部トロホブラスト腫瘍では均一でな
い点などが両者の鑑別のポイントとされている。そして
着床部結節は類上皮トロホブラスト腫瘍と同じ絨毛膜無
毛部の絨毛膜型中間型栄養膜細胞の増殖による病変であ
るが，出血，壊死，石灰化を通常認めず，Ki-67陽性率
が低いのが特徴である８） ９）。境界明瞭な小結節を呈し，
中央部は硝子化やフィブリノイド変性が強くみられる。
細胞成分に乏しく，周辺部には密度がそれぞれ異なり変
性が強く核分裂像を認めない中間型栄養膜細胞を認め
る。免疫組織化学染色では，着床部中間型栄養膜細胞由
来と考えられている胎盤部トロホブラスト腫瘍や過大着
床部ではCD146やhPLは強陽性を示し，p63は陰性から
弱陽性を示す。それに対し，絨毛膜型中間型栄養膜細胞
由来と考えられている類上皮性トロホブラスト腫瘍や着
床部結節ではp63は強陽性を示し，CD146やhPLは陰性
から弱陽性を示す。免疫組織化学染色を組み合わせるこ
とでこれらの疾患の鑑別が可能と考えられている。以上
の点からも，今回の症例での着床部結節の診断と矛盾し
ない。臨床経過と画像所見だけでは絨毛性腫瘍や非腫瘍
性病変の鑑別は困難な場合が多く，正確な診断には病理
学的検討は不可欠である。しかし，着床部結節やトロホ
ブラスト腫瘍は比較的まれで症例報告も少なく，いまだ
明らかにされていない部分も多い疾患であり，実際には
診断に苦慮する場合も少なくない。
　また，着床部結節は胎盤部位の異常な退縮につながる
子宮内膜の変化によると言われており，帝王切開や子宮
内膜掻爬術などの外科的処置により子宮内膜の変化が起
こり，着床部結節が生じる可能性がある。着床部結節症
例の45～82％には，最近の妊娠前に子宮内膜掻爬または
帝王切開の既往があるとの報告がある10）。
　今回の症例では菲薄化した嚢胞状空隙の内腔側に沿っ
て中間型栄養膜細胞を認めており，過去の帝王切開時に
内膜の変化が起こり着床部結節が生じ，帝王切開瘢痕症
候群の原因となった可能性が示唆された。帝王切開瘢痕
部に病理学的に中間型栄養膜細胞や着床部結節の所見を
認めたという報告は検索した範囲では認められなかった
が，今後中間型栄養膜細胞や着床部結節といった観点よ
り帝王切開瘢痕部の病理学的な検討を重ねることで，帝
王切開瘢痕症候群の原因について，さらにはその予防法
についても新たな発見があるのではないかと考えられ
た。
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子宮頸癌サバイバーにおける治療後筋肉・脂肪面積変化の検討
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Examination of changes in muscle and fat mass index after treatment in cervical cancer 
survivors

Yuki Sakai・Keiichiro Nakamura・Hirofumi Matsuoka・Naoyuki Ida・Junko Haraga
Kotaro Kubo・Tomoko Haruma・Chikako Ogawa・Hisashi Masuyama

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

癌治療の発展によりがんサバイバーが増え，治療後の生活の質がますます重要になっている。そこで今回，子宮頸癌治
療後における経時的な身体的変化を着目し，検討した。当科で広汎性子宮全摘術及び同時化学放射線治療（concurrent 
chemoradiotherapy: CCRT）を行った子宮頸癌患者27名を対象とし，治療前後（治療前，治療直後，治療後１年，治療後３
年，治療後５年）のCT画像を用いて，第三腰椎レベルの骨格筋面積（skeletal muscle index: SMI），腸腰筋面積（iliopsoas 
muscle index: IMI），皮下脂肪面積（subcutaneous fat mass index: SFMI），内臓脂肪面積（visceral fat mass index: VFMI）
を計測し，経時的変化を検討した。治療前平均SMI，IMI，SFMI，VFMIは35.56 ± 3.61，3.67 ± 0.76，51.56 ± 19.76，
34.88 ± 17.89 c㎡/㎡ であった。治療後，筋肉・脂肪面積が20％以上減少した症例は治療直後ではIMI ３例（11.1%），SFMI 
４例（14.8%），VFMI 12例（44.4%），治療後１年IMI ２例（7.4%），SFMI ９例（33.3%），VFMI 11例（40.7%），治療後３年
IMI ３例（11.1%），SFMI ３例（11.1%），VFMI ７例（25.9%），治療後５年IMI ６例（22.2%），SFMI ６例（22.2%），VFMI 
８例（29.6%）であった。治療後における筋肉・脂肪面積変化は下肢リンパ浮腫や消化管・排尿障害の有害事象と関連はなく，
治療後生活向上に向け，さらなる身体・精神面の解明が必要である。

Improvements in treatment for gynecologic cancers have increased the number of cancer survivors. This 
reinforces the importance of quality of life (QOL) after treatment. The purpose of this study was to investigate 
the physical changes after treatment for cervical cancer. Using CT, the muscle area at the level of the third 
lumbar vertebrae (skeletal muscle area, iliopsoas area) and fat area (subcutaneous fat area, visceral fat area) 
were measured, and changes over time were examined in 27 cervical cancer patients who underwent radical 
hysterectomy and concurrent chemoradiotherapy (CCRT) before and after treatment (before treatment, 
immediately after treatment, 1 year after treatment, 3 years after treatment, 5 years after treatment). The 
mean pretreatment skeletal muscle area, iliopsoas area, subcutaneous fat area, and visceral fat area were 
35.56 ± 3.61, 3.67 ± 0.76, 51.56 ± 19.76, 34.88 ± 17.89 c㎡/㎡ respectively. From the results, the change of 
muscle and fat areas after treatment are not related to adverse events such as lower limb lymphedema, 
gastrointestinal dysfunction and urinary dysfunction. In the future, it will be necessary to clarify further 
physical and mental aspects to improve life after treatment. 

キーワード：子宮頸癌サバイバー，有害事象，筋肉・脂肪面積
Key words：cervical cancer survivors, adverse events, muscle and fat mass index

緒　　　言

　癌治療の発展によりがんサバイバーが増えており，特
に婦人科癌は若年者発症が多く，治療後の経過が長いこ
とからも治療後の生活の質（Quality of Life（QOL））
は重要である。QOLは身体的，精神的な変化だけでな
く，社会的，経済的な変化なども問題になる。そこで
我々は，当科で治療を行ったがんサバイバーに対し，就
労復帰やライフスタイル変化について，これまで検討

を行ってきた。その中で，合併症の一つである下肢リン
パ浮腫の出現が，歩行障害などの著しいQOL低下を引
き起こし，就労復帰に影響を与え得ることを報告してき
た。１）-３）

　リンパ浮腫は婦人科癌より乳癌で多く検討され，乳癌
においては前腕リンパ浮腫が出現すると腕力低下や肩関
節可動域の狭まり，精神面のQOL低下や抑うつの症状
も来しやすく，家族役割の変化，経済的にも支障をきた
していた。４）-６）しかし婦人科癌における下肢リンパ浮
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腫発症患者の身体的な検討を行った報告は未だない。
　下肢の筋力低下に伴い歩幅の減少，歩調の低下，股関
節における運動域減少などの歩行機能が低下することが
知られており，歩行時股関節屈曲（脚の前方への振り出
し）の原動力となる腸腰筋は歩行に重要な役割を果たし
ている。７）-９）

　また，近年高齢化が進行している背景もあり，加齢に
よる骨格筋量減少を要因とする筋力低下についてサルコ
ペニアという病態定義がされており，骨格筋量減少の要
因として炎症性疾患，腎疾患，低栄養，悪性腫瘍などの
影響が挙げられている。10） 11）そこで我々はCT画像を用
い，骨格筋や腸腰筋面積測定を行い，子宮頸癌治療後の
下肢リンパ浮腫を始め消化管障害，排尿障害といった骨
格筋量減少に影響を及ぼす可能性のある有害事象との相
関関係について，検討を行った。

方　　　法

　本研究は当施設倫理委員会の承認のもと，平成20年４
月１日から平成25年12月31日までに当科で子宮頸癌と診
断され，広汎性子宮全摘術及び後療法の同時化学放射線
治療を行った27名の患者を対象とした。
　筋肉・脂肪面積の評価法について様々な基準が提唱さ
れているが，近年サルコペニアの診断目的などで使用さ
れている方法の一つである，身長（m）の二乗に対する
面積比（c㎡/㎡）を利用し今回は筋肉・脂肪面積を検討
した。10） 11） 

　治療前，治療直後，治療後１年，治療後３年，治療

後５年のComputed Tomography（CT）画像を用い
て，第三腰椎レベル椎体単一軸画像の筋肉・脂肪面積
（c㎡）の測定を行い，身長（m）の二乗に対する面
積比〔骨格筋面積（skeletal muscle index: SMI），腸
腰筋面積 （iliopsoas muscle index: IMI），皮下脂肪面
積（subcutaneous fat mass index: SFMI），内臓脂肪
面積 （visceral fat mass index: VFMI）〕をそれぞれ算
出した。CT画像はソフトウェア（Synapse Vincent; 
Fujifilm Medical，Tokyo，Japan）を使用し解析を行っ
た。筋肉面積と脂肪面積はそれぞれCT値‒30～150HU，
‒190～‒30HUの範囲で抽出される領域を測定した
（図１）。
　加齢による筋肉量の減少に関する先行研究として，加
齢により20歳時から80歳時までに筋肉量は20～40%減少
することが報告されており12），今回の研究では筋肉量・
脂肪量ともに20%以上の減少をカットオフに設定した。
　有害事象である下肢リンパ浮腫，消化管障害，排尿
障害は，カルテから抽出した情報を用い，解析を行っ
た。下肢リンパ浮腫は国際リンパ学会（ISL）が特定し
た病期を用い，消化管障害および排尿障害は有害事象の
共通用語基準（CTCAE）バージョン4.0を使用し，評価
した。この研究では，下肢リンパ浮腫，消化管障害（胃
腸出血，イレウス，腸閉塞）および排尿障害（血尿，
尿閉）が少なくとも病期もしくはグレードがII以上の場
合，陽性と判断して，解析を行った。統計解析にはカイ
２乗検定を用いた。P＜0.05を有意差ありと判定した。

図１　CT画像を用いた筋肉面積および脂肪面積の測定
面積測定の一例として患者XのCT画像を示す。図に示す第３腰椎レベルにおけるス
ライス上で以下のCT値により抽出される面積のうち緑色で囲まれた領域を測定した。 
a：骨格筋（CT値-30〜150HU），b：腸腰筋（CT値-30〜150HU），c：皮下脂肪（CT
値-190〜-30HU），d：内臓脂肪（CT値-190〜-30HU）
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成　　　績

　本研究を行った罹患年齢の中央値は55歳であり，進行
期，組織型， Body Mass Index （BMI），追加治療，下肢
リンパ浮腫，消化管障害，排尿障害の内訳を表１に示し
た。
　治療前，治療直後，治療１年後，治療３年後，治療５
年後の各時期における平均SMI，IMI，SFMI，VFMIは

表２に示した。それぞれの変化率を求めた結果は図２の
ようになったが，いずれも明らかな経時的変化は認めな
かった。
　また，IMI，SFMI，VFMIにおいては治療後20％以上
減少した症例は散見されたが，SMIは治療後いずれの時
点でも20％以上減少を認めなかった（表３a）。
　有害事象の下肢リンパ浮腫，消化管障害，排尿障害

観察群の中央値，進行期，組織型，Body Mass Index （BMI），追加治
療，下肢リンパ浮腫，消化管障害，排尿障害の内訳。
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                                 表 1 

表１　観察患者背景

治療前，治療直後，治療１年後，治療３年後，治療５年後の各時期における平均SMI・
IMI・SFMI・VFMIの内訳。

2

2 2 2 2

2 2 22 22 2 2 2

2 2

 
                   表 2 
 

表２　筋肉・脂肪面積比の経時的推移
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図２　筋肉・脂肪面積比の経時的変化率
縦軸には観察群の骨格筋面積比（skeletal muscle index: SMI）・腸腰筋面積比（iliopsoas 
muscle index: IMI）・皮下脂肪面積比（subcutaneous fat mass index: SFMI）・内臓脂肪面積比
（visceral fat mass index: VFMI）それぞれの平均値の経時的変化率を示しており，治療前・治
療直後・１年・３年・５年後における推移を示す。

 
 
                                 2 

３a：SFI・IMI・SFMI・VFMIが治療前から20%以上減少した症例数についての内訳。
３b： IMI・SFMI・VFMIが治療前から20%以上減少した症例における，合併症の有無につ

いての内訳。

表３　筋肉・脂肪面積減少例の検討

表３a

表３b
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と，経時的筋肉・脂肪面積減少に対しての影響について
検討するために，IMI・SFMI・VFMIが治療前から20%
以上減少した症例における，合併症の有無について表
３bに示した。今回の結果からは，有害事象と筋肉・脂
肪量減少について明らかな関連性は認めなかった。

考　　　察

　治療法の進歩によりがんサバイバーが増えている。
子宮頸癌サバイバーが下肢リンパ浮腫が出現すると著
しくQOL低下し，身体面だけでなく，精神面が低下
することや就労復帰に問題が生じることが知られてい
る。２） ３）婦人科全領域では，下肢リンパ浮腫が1.2%-
39.1%出現すると報告もあり，13）-17）当科においても子
宮頸癌治療後に下肢リンパ浮腫が24.3％に出現してい
た。２）今回の検討では観察対象患者の51.9%に下肢リン
パ浮腫を認めており，発症時期は12ヵ月以内に64.3％の
患者が発症していた。
　今回の検討では，観察群のSMIおよびIMIの平均値の
経時的変化は明らかには認められなかった（図２）。ま
た，SFMIおよびVFMIにおいては，治療直後から１年
後にかけてVFMIの減少を認めたが，治療３年後以降で
は治療前との変化は明らかには認められなかった（図
２）。
　また，筋肉・脂肪面積が20%以上減少した症例におけ
る，下肢リンパ浮腫・消化管障害・排尿障害といった有
害事象の有無について検討したが，関連性は明らかには
できなかった（表３b）。下肢リンパ浮腫の発生時期（12ヵ

月以内）や有害事象重複している症例においても筋肉・
脂肪面積低下との関連性を認めなかった。
　広汎性子宮全摘術（RH）及び同時化学放射線治療
（CCRT）を行った子宮頸癌患者27名を，広汎性子
宮全摘術（RH）のみを行った９名と化学放射線治療
（CCRT）を併用した18名で比較を行った。治療の合併
症発生率においてはRH+CCRT群の方が下肢リンパ浮
腫・消化管障害・排尿障害のいずれの発生率においても
高く，下肢リンパ浮腫においてはRH+CCRT群では72％
で下肢リンパ浮腫が発生しており，RH群に対して有意
差を認めた（図３）。また治療後１，３，５年後における
IMI，SFMI，VFMIが20%以上減少した症例の割合を検
討したところ，RH+CCRT群の方がいずれの割合も高い
傾向にあり，VFMIにおいて有意差を認めた（図３）。
本研究では，観察症例が少数であったこと，CCRT単
独症例の観察は行っていないことなどを踏まえると，
CCRT併用による影響に関しての明確な結論を述べるこ
とは適切ではないが，今後データの蓄積によりCCRT併
用による治療が下肢リンパ浮腫の発生率および身体組成
に影響し得ることが示唆された。
　観察症例（中央値55歳）を55歳未満と55歳以上の二群
に分け，治療合併症の発生率および筋肉・脂肪面積変化
について比較したが明らかな差は認められなかった（図
４）。またBMIに関しても合併症発生率や筋肉・脂肪面
積変化について比較したが，明らかな差は認められな
かった（図５）。 
　有害事象を生じた婦人科癌患者のQOLが著明に低下

図３　RH単独群とCCRT併用群との比較検討
a：広汎性子宮全摘術（RH）のみを行った９名と化学放射線治療（CCRT）を併用した18名に
おける，下肢リンパ浮腫・消化管障害・排尿障害それぞれの発生率。b，c，d：広汎性子宮全摘
術（RH）のみを行った９名と化学放射線治療（CCRT）を併用した18名における，治療後１，
３，５年後でのIMI，SFMI，VFMIが20%以上減少した症例の割合。
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する報告は散見されるが，QOLと筋肉・脂肪面積の相
関関係は不明であり，今後前向き検討を組み，QOLと
筋肉・脂肪面積の関係性を明らかにするとともに，治療
後における生活の質向上に努めるための心身・精神面の
解析を行うことが重要である。
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妊娠中に発症した一過性大腿骨頭萎縮症の１例

森　亮・池上　信夫・岡田　眞尚

高知県立あき総合病院　産科婦人科

A case of transient osteoporosis of the hip in a pregnant woman

Makoto Mori・Nobuo Ikenoue・Masataka Okada

Department of Obstetrics and Gynecology, Kochi Prefectural Aki General Hospital

【緒言】一過性大腿骨頭萎縮症（Transient Osteoporosis of the Hip以下TOH）は1959年にCurtis et al.によって初めて報告さ
れた疾患であり，中年男性や妊娠中の女性に好発することが知られている。妊娠中では第３三半期に発症することが多く，
大部分は片側性であり，両側性は稀である。TOHの原因としては，微小血管障害，物理的なストレス，内分泌障害，神経障
害などが報告されているが，正確な原因は明らかとなっていない。今回，妊娠中にTOHを発症した１例を経験したので報告
する。【症例】39歳１妊０産，自然妊娠後，当院で妊娠管理を行っていた。妊娠33週から，外傷などの誘因なく左股関節痛が
出現した。疼痛は徐々に増強し，両側性となったため，松葉杖を使用していた。胎児発育不全を認めたため，妊娠37週に分
娩誘発の方針としたが，予定入院日より前に股関節痛が増強し，歩行困難となったため緊急入院となった。入院後，股関節
部のMRI検査を行ったところ，左側大腿骨頭に骨髄浮腫を認め，骨折線が見られなかったことから，TOHと診断した。分娩
方法は，経腟分娩を計画していたが，股関節痛により載石位が困難なことと，大腿骨頭部骨折の危険性を考慮し，緊急帝王
切開とした。術後，疼痛は徐々に改善し，独歩可能となった。【結語】TOHは大部分が自然治癒する予後良好な疾患である。
しかし，局所の骨萎縮により，大腿骨頸部骨折を合併することがあるため，画像検査による早期診断とともに，免荷療法な
ど骨折を生じさせないための管理が重要である。

Transient osteoporosis of the hip (TOH) was first described in 1959 by Curtis et al.; this disease is often 
unilateral and occurs frequently in middle-aged men and women in the third trimester of pregnancy. The 
cause of TOH is unclear but microvascular disorders, physical stress, endocrine disorders, and neuropathies 
may play a role in its pathogenesis. We report a case of TOH that developed during pregnancy. The patient 
was a 39-year-old primigravida who achieved spontaneous pregnancy. At 33 weeks of gestation she developed 
left hip pain of unknown origin that gradually increased and became bilateral, forcing the patient to use 
crutches. Induction of labor was proposed once fetal growth restriction was observed. However, the patient 
underwent emergency hospitalization as severe pain made ambulation difficult. Magnetic resonance imaging of 
the hip joint revealed bone marrow edema on the left femoral head but no fracture; a diagnosis of TOH was 
made. Due to difficulties assuming the lithotomy position and the risk of developing femoral head fracture, 
an emergency cesarean section was performed. The pain gradually improved after the operation as TOH is 
mostly self-healing and shows good prognosis. Early diagnosis through imaging and initiation of therapy to 
prevent fractures are important.

キーワード：一過性大腿骨頭萎縮症，妊娠 
Key words：transient osteoporosis of the hip, pregnancy

緒　　　言

　一過性大腿骨頭萎縮症（Transient Osteoporosis of 
the Hip以下TOH）とは，1959年にCurtisとKincaidに
よって提唱された疾患で１），特に誘因なく股関節部痛を
発症し，単純X線画像やMRIにおいて，有痛部の大腿骨
頭に骨萎縮を認めることが特徴である。妊娠中の女性に
関しては第３三半期に発症することが多く，その他は中
年男性にも好発するとされているが，小児を含む全年齢
層で発症する可能性があるといわれている２）。
　TOHは主に片側性で，大部分は股関節部に発症す

るが，稀に膝，足，手にも疼痛を生じることがある。
TOHの原因としては，微小血管障害，物理的なストレ
ス，内分泌障害，神経障害など，諸説が報告されている
が，現時点で正確な原因は明らかとなっていない３）。今
回われわれは，妊娠中にTOHを発症した症例を経験し
たので報告する。

症　　　例

　患者は39歳，１妊０産の初産婦，自然妊娠で妊娠初期
から当院で妊娠管理をおこなっていた。34歳時に非ヘル
ペス性急性脳炎及び右卵巣成熟嚢胞性奇形腫の既往があ
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るが，現在は両者とも治癒し後遺症は認めていない。家
族歴には特記すべき事項はなかった。１日当たり20本の
喫煙習慣があり，妊娠経過中も減量することなく継続し
ていた。
　妊娠21週５日：胎児発育経過は良好で，胎児超音波検
査上，胎児に明らかな形態異常は指摘されなかった。
　妊娠33週３日：外傷などの誘因なく，歩行時のみ左股
関節部痛を自覚していた。当初はTOHを疑わず，整形
外科にコンサルトすることなく，アセトアミノフェンで
対症療法をおこなっていた。疼痛は徐々に増強し，３週
間後には両側に自覚されるようになり，歩行時の疼痛が
著しく自走することができず，松葉杖の使用を余儀なく
していた。
　妊娠36週５日：胎児推定体重が－1.7SDと胎児発育不
全を認め，分娩誘発の方針となった。このとき，胎児及
び胎盤には明らかな形態異常はなく，また母体のバイタ
ルや血液検査からも有意な所見は認められず，胎児発育
不全の原因は不明だった。
　妊娠37週０日：左股関節部痛が安静時も出現するよう
になり，日常動作が困難となったため，加療目的に夜間
緊急入院となった。
　妊娠37週１日：子宮口は１cm開大であったため，ラ
ミナリア桿を用いて子宮頸管拡張をおこなった。分娩経
過中，左股関節部痛がさらに増悪し，疼痛のため砕石
位をとることが困難となった。血液検査では白血球数
7770/μl，CRP値3.00mg/dlで，臨床経過からも局所の
感染は強く疑われなかった。左股関節部の精査目的に
MRI検査を施行したところ明らかな骨折はなく，骨髄浮
腫像を認めた（図１）。臨床経過から総合的に判断し，
TOHと診断した。砕石位の保持が不可能であったこと

と，経腟分娩による大腿骨頸部の骨折のリスクを考慮
し，同日，緊急帝王切開を施行した。出生児は女児で，
出生時体重は2186g（Appropriate for dates）だった。
Apgar scoreは８点（１分）/９点（５分）で，臍帯動脈
血ガスはpH：7.327だった。
　術後は硬膜外麻酔を使用し，疼痛コントロールは良好
であった。TOHのため，骨の脆弱性による左大腿骨頸
部骨折を憂慮し，左下肢の免荷目的に術後は床上安静を
継続した。術後の離床が制限されるため，血栓症予防に
両下肢の間欠的空気圧迫法（以下IPC）及び弾性ストッ
キング着用をおこなった。術後３日目に硬膜外カテーテ
ルを抜去し，下肢静脈超音波検査を施行した結果，右膝
窩静脈に微小な壁在血栓を認めたため，IPCを中止しエ
ノキサパリンナトリウムの併用を開始した。術後４日目
から車イスの自走を許可した。術後９日目及び14日目の
下肢静脈超音波検査で，血栓のサイズ・性状に変化がな
いことが確認されたため，抗凝固療法を終了し，術後14
日目に退院とした。また，児は低出生体重児であった
が，臨床経過は良好であり，母体と同じく日齢14日に退
院となった。その後，現在まで児の経過は良好である。
　退院後は当院整形外科と共診し，外来リハビリを開
始した。疼痛の評価にはVisual Analogue Scale（以下
VAS）を使用した（図２）。自覚する疼痛は徐々に軽快
し，術後４週間目には松葉杖での歩行が可能となり，術
後６週間目には疼痛はほぼ消失し独歩可能となった。外
来では定期的に骨代謝マーカー測定及び，単純X線画像
検査，MRI検査，骨密度検査を施行し，骨粗鬆症治療薬
を使用せずに経過観察とした。単純X線画像検査，MRI
検査からは，病変部の骨萎縮，骨髄浮腫は自然軽快して
いく様子が認められた。骨密度検査からは，病変部に

図１
（左）T1強調画像　左大腿骨頭から大結節にかけて低信号を認める。（矢印部）
（右）脂肪抑制像　左大腿骨頭から大結節にかけて高信号を認める。（矢頭部） 

両者の所見から，骨髄浮腫が示唆される。
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限局した骨粗鬆症が認められ，経時的にYAM（young 
adult mean）値は改善した。骨形成マーカー及び骨吸収
マーカーは分娩後より上昇傾向を示し，非授乳期となっ
てから両者とも低下を示した。以下に分娩後の骨盤部単
純X線画像とMRI画像（図３），腰椎及び左右大腿骨頸
部の骨密度と骨代謝マーカーの推移（表１）を示す。そ
の後は，術後12カ月目に画像所見の正常化と自覚症状の
消失をもってフォローを終了した。

考　　　察

　TOHは誘因なく発症する股関節部痛が特徴で，大
部分が片側発生し，妊娠女性と中年男性で好発する。
TOHの標準的な治療は安静，免荷療法，除痛のための
非ステロイド性消炎鎮痛薬やオピオイドの使用，可動訓

練などのリハビリテーション療法が挙げられる。また，
保存的に治療することで６～12ヶ月以内に自然治癒する
予後良好な疾患である。TOHの原因としては，微小血
管障害，物理的なストレス，内分泌障害，神経障害など
が報告されているが，正確な原因は明らかとなっていな
い３）。しかし最近では，TOH症例ではdynamic MRIを
利用したタイムグラフにおいて，正常域より造影剤の排
出が遅延し，骨髄内の過度のうっ血が認められるとの報
告４）や，血管造影検査において，患側の大腿骨頭の栄
養血管が拡張し，健側よりも血液潅流量が増加している
との報告３）があり，何らかの血流障害が原因である可
能性が支持されつつある。
　TOHでは血液学的異常は認めないことが多いが，画
像所見に特徴があるとされている。単純X線画像におい

図２　VASを用いた術後の疼痛評価の推移

図３
単純X線画像：左大腿骨頭から頸部の腿骨皮質・海綿質の菲薄化が，経過とともに改善している（矢印部）。
MRI画像：診断時に認めた左大腿骨頭から大結節の骨髄浮腫像が消失している（矢頭部）。



22 Vol.69 No.1森　亮・池上　信夫・岡田　眞尚

て，患側の大腿骨頭から頸部にかけて大腿骨皮質と海綿
質の菲薄化がみられ，骨破壊や関節裂隙狭小化，軟骨下
骨硬化，嚢胞形成といった不可逆的変化を認めないこと
が特徴である。しかし，単純X線画像の変化は，発症か
ら約４週間経過してから現れ始めるため，TOHの診断
には早期に変化が現れるMRI検査を用いることが多い。
MRI画像の変化は発症後48時間以内に認められ５），病変
部はT1強調画像で低信号，T2強調画像で高信号，脂肪
抑制像で高信号に描出される。この所見は同部位の骨髄
浮腫（bone marrow edema：以下BME）の状態を示し
ている。これらの画像上の変化は数か月から１年で正常
化するといわれている。
　関節痛を主訴にして，MRI検査上，BMEを呈する疾
患には，大腿骨頭軟骨下脆弱性骨折，大腿骨頭壊死症，
腫瘍のびまん性浸潤や感染性関節炎などが挙げられる。
これらは進行性に骨破壊を呈するため，その鑑別は重
要である。TOHでは安静にして疼痛の自覚は軽減し，
MRI検査上，経時的に骨の圧壊を認めないためBMEの
像は拡大を認めず限定的となる。この点が鑑別に有用と
考えられる。また高齢女性で好発するものだが，急速
骨破壊型股関節症といった病態もあり，これもTOHと
同様に単純X線画像で，患側の骨頭部の菲薄化及びMRI
検査でBME像を認める。これは正常であった股関節が
６～12ヶ月の短期間に急速に破壊される疾患である。
よって，MRI検査でBME像を認めた場合には，鑑別診
断はもちろんのこと，短期間のうちに骨破壊が進行する
疾患の可能性もあるため，慎重な管理が求められる。
　TOHと診断した後の管理方針については，前述した
とおり，TOHの画像所見の正常化及び，股関節部痛を
含む臨床症状の消失に数か月から１年程度の期間を要す
る点３）５），類似した画像所見及び臨床症状を呈する他疾

患の鑑別のために，病勢が進行性か一過性かを判断する
期間が必要な点を勘案し，発症から少なくとも６～12ヶ
月の間はフォローを継続し，画像所見の正常化と臨床症
状の消失を確認した後に，フォローの終了を検討するこ
とが望ましいと考える。なお，本症例においても，診断
後12カ月目にフォローが終了したが，授乳など，骨代謝
に影響を及ぼし得る状態にある場合はこの限りでなく，
骨密度測定も含め，より慎重な管理が望まれる。
　妊娠中のTOHの分娩方法については一定の見解が得
られていない。本邦での報告例を見る限り，疼痛が軽減
し，開排制限を認めなければ経腟分娩は可能と考えられ
る。しかし，一部にはTOHを発症後，妊娠中に股関節
部骨折を来し，選択的帝王切開となった例や，経腟分娩
中に股関節部骨折を生じた報告もある６）。特に経腟分娩
中に骨折に至った例では，疼痛が著しい中，硬膜外麻酔
を併用したうえで分娩としている。本症例でも疼痛を自
覚している間は，骨密度測定において，患側の局所的な
骨粗鬆症を認めており，疼痛の自覚が消失してから，骨
密度及び画像所見が改善してきている。よって，TOH
では疼痛を自覚している間は，病変部の局所的な骨粗鬆
症を呈しており，骨折のリスクが高いと考えられる。妊
娠経過中にTOHと診断され，疼痛を自覚している際に
分娩となるケースでは，帝王切開での分娩が望ましいと
考える。
　妊娠に伴う骨代謝の変化として，一般的に骨形成マー
カーは妊娠後期から上昇し始め，分娩期・産褥期ではさ
らに高値を示す一方，骨吸収マーカーは妊娠初期より漸
増し，分娩期にピークをむかえ，産褥期に徐々に低下し
ていくとされる７）。また授乳期においては，乳腺由来の
副甲状腺ホルモン関連蛋白により骨吸収が亢進し，妊娠
中に増加していた１α，25-（OH）２ビタミンD濃度の低

1 の の
術 180 の

術 術
4

術
57

術
141

術
294

ALP ( g/L) (2.9~14.5) *2 15.9 13.0 23.3 17.9 11.8

( g/L)(8.3~32.7) *2 5.2 15.5 15.5 7.9

Total P1CP*1(ng/ml)(16.8~70.1) *2 94.3 167.0 113.0 31.5

TRACP 5b (mU/dL)(120~420) *2 355 361 384 436 117

*1 Ⅰ C *2()

(YAM Z ) 術 15 術 99

63% 2.2SD 77% 1.1SD

76% 1.2SD 72% 1.5SD

82% 1.5SD 81% 1.6SD

表１　骨代謝マーカーと腰椎及び左右大腿骨頸部の骨密度の推移
術後180日程度で断乳している。表の赤色部は非授乳期を示す。
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下により，腸管からのカルシウム吸収量が著減する８）。
その他，授乳中のプロラクチン分泌に伴う低エストロゲ
ン状態が骨吸収を促し，授乳婦の骨密度は非授乳婦と
比較して３%程度低下するといわれる。本症例における
骨代謝マーカーの推移をみると，授乳期では骨形成マー
カー・骨吸収マーカーとも上昇しており，断乳後は低下
が認められる。前述したように，授乳期は骨吸収が優位
となり，代償的に骨形成も亢進していると考えられる。
そして断乳により母乳へのカルシウム喪失がなくなり，
エストロゲンも増加することから骨吸収が抑制され，こ
のようなマーカーの変移を認めていると思われる。授乳
中は骨密度が低下するため，TOH妊婦において，骨の
変化が回復するまでに授乳を行うことは，骨折のリスク
を増大させる可能性がある。授乳を許可する場合は，本
症例のように骨密度の推移を確認することが望ましいと
考える。もし，TOH診断後，授乳中に骨密度のさらな
る低下を認めた場合は，骨折リスクを軽減するために断
乳が考慮される。しかし，母乳育児の利点も考慮しなけ
ればならないため，その決定には慎重にならざるを得な
い。

結　　　語

　今回われわれは，妊娠中に発症したTOHの１例を経
験した。TOHの大部分は予後良好であるが，妊婦にお
いては妊娠中や分娩時に骨折を来す例も報告されてい
る。加えて，分娩後に授乳を行う場合，さらなる骨密度
の低下を生じる可能性もあり，慎重な管理が求められ
る。TOHを早期に診断し，積極的に免荷療法などを導
入し骨折を生じさせないことが肝要である。
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当院における治療的頸管縫縮術の周産期予後
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Study of therapeutic cervical cerclage for cervical insufficiency

Tatsushi Nakagawa・Kei Hirabayashi・Hiroko Hirata・Hiroyo Nakashima・Kengo Nakashima 
Fumie Shibuya・Yoshiaki Yamagata・Fumitaka Numa

Department of Obstetrics and Gynecology, Japan Community Healthcare Organization, Tokuyama Central Hospital

【目的】妊娠中期の内診や経腟超音波検査で判明した頸管長短縮例や頸管開大例に対して治療的頸管縫縮術が行われてい
る。しかし，その適応や効果については一定の見解に至っていない。そこで今回，当院で治療的頸管縫縮術を施行した症例
について後方視的に検討する。【方法】2013年から2018年までの期間に，妊娠16週から27週未満で頸管機能不全と診断し治療
的頸管縫縮術を施行した35例を対象とした。内診所見により内子宮口開大を伴った頸管長20mm以下の頸管短縮群と頸管開大
に伴い胎胞が膨隆した頸管開大群（胎胞可視群と胎胞脱出群に細分類）に分類し，その周産期予後について評価した。【成績】
入院時週数の中央値は21週４日，手術時週数の中央値は22週６日であった。症例の内訳は頸管短縮群が21例，頸管開大群が
14例でそのうち８例が胎胞可視群，６例が胎胞脱出群であった。手術から分娩までの妊娠継続日数の中央値は頸管短縮群が
110日，胎胞可視群が72日，胎胞脱出群は23.5日であった。胎胞脱出症例に対しては二重McDonald法を行い，その半数で４週
間以上の妊娠継続を達成できた。【結論】局所の炎症がなく子宮収縮のない頸管開大例に対する治療的頸管縫縮術は，妊娠期
間の延長が期待されるため十分なインフォームド・コンセントのもとにその実施を検討すべきである。

Objective: Therapeutic cerclage is performed when cervical insufficiency is detected on ultrasonography in the 
second trimester of pregnancy. However, the effects of this procedure are not clearly defined. In this study, 
we retrospectively studied the perinatal outcomes of patients who underwent therapeutic cervical cerclage. 
Methods: We examined 35 women who were pregnant for less than 27 weeks and were treated at our hospital 
from 2013 to 2018. They were classified into the short cervix group if cervical length was less than 20 mm, 
and into the cervical dilatation group if there were visible membranes and a bulging bag of water.
Results: The median gestational age was 21 weeks and 4 days on admission and 22 weeks and 6 days at 
surgery. There were 21, 8, and 6 patients in the short cervix, visible membranes, bulging bag groups, with a 
median pregnancy duration of 110, 72, and 23.5 days, respectively. All patients with a bulging bag of water 
underwent cervical cerclage using the double McDonald procedure, which extended the pregnancy period of 4 
weeks or more for 3 patients. 
Conclusion: Our results suggest that therapeutic cerclage must be considered in patients with cervical 
dilatation without local infection and labor pains. 

キーワード：治療的頸管縫縮術，頸管機能不全，頸管無力症，胎胞脱出
Key words：therapeutic cervical cerclage, cervical insufficiency, bulging bag

緒　　　言

　妊娠中期の内診，経腟超音波検査により頸管長が短縮
した症例や頸管開大例に対して治療的頸管縫縮術が行わ
れている。既往妊娠歴と子宮頸管の状態により早産リス
クを個別的に評価し，妊娠週数や感染徴候の有無，子宮
収縮の有無を総合的に判断して手術適応を決定する。し
かし，その適応や効果については一定の見解に至ってい
ない１）。そこで今回，当院で治療的頸管縫縮術を施行し
た症例について後方視的に検討する。

方　　　法

　2013年１月から2018年12月までの期間において当院で
頸管機能不全と診断し，妊娠16週から27週未満で治療的
頸管縫縮術を施行した35例を対象とした。内診および経
腟超音波検査の所見より，頸管長20mm以下の頸管短縮
群と外子宮口が開大し胎胞が膨隆した頸管開大群に分類
した。頸管開大群は子宮頸管が全周性に確認できる胎胞
可視群と胎胞が腟内に脱出した胎胞脱出群に細分類し，
治療的頸管縫縮術の周産期予後について評価した。
　当時の治療的頸管縫縮術の適応は，妊娠27週未満で頸
管機能不全と診断し，子宮内感染がないと推測され子宮
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収縮がないかコントロール可能な症例であったが，内
診・超音波所見および既往妊娠歴を考慮して手術の可否
を決定した。経腟超音波検査でfunnelingを伴った頸管
短縮例に対しては慎重に経時的変化を観察して手術適応
を判断した。手術方法は可能な限り非吸収糸のテフロン
テープを用いたShirodkar法もしくはMcDonald法を選択
し，困難な症例に対しては合成吸収性モノフィラメント
のPDSⅡ （size 1, Ethicon）およびテフロンテープを用
いた二重McDonald法を施行した （図１）。胎胞脱出例に
おける胎胞還納の方法として，生理食塩水で湿らせた綿
球による胎胞の圧排，手術台による骨盤高位，経腹的羊
水穿刺を組み合わせて行った。

成　　　績

　患者背景を表１に示す。年齢中央値は32歳 （19～40
歳），産科歴は初産が13例に対して経産が22例で初産婦
より経産婦の方が多かった。母体搬送は15例で全体の
42.9%であった。入院時妊娠週数の中央値は21週４日 
（15週１日～26週３日），手術実施週数の中央値は22週

６日 （16週２日～26週３日）であった。代表的な早産リ
スク因子として，明らかな子宮収縮等が原因ではない流
早産既往がある症例は５例 （14.3%），円錐切除術の既往
は３例 （8.6%），双胎妊娠が４例 （11.4%）であった。内
診所見による内訳は頸管短縮群が21例，頸管開大群が14
例でうち胎胞可視群が８例，胎胞脱出群が６例であっ
た。頸管短縮群の経腟超音波検査による頸管長中央値は
12mm （６～20mm）で，21例中８例にfunnelingを認め
た。
　各群の周術期所見について表２に示す。頸管短縮群
に対してはほとんどの症例でShirodkar法が行われた。
胎胞可視群ではMcDonald法が増加し，胎胞脱出群では
全例で二重McDonald法が施行された。入院から手術ま
での日数の中央値は頸管短縮群が３日 （０～25日），胎
胞可視群が０日 （０～11日），胎胞脱出群が0.5日 （０～
４日）であった。頸管開大群において手術までの期間
は短く，当日もしくは翌日に縫縮を行った緊急性の高
い症例の割合は71.4% （10/14例）であった。頸管短縮
群，胎胞可視群，胎胞脱出群それぞれの手術時週数の中

表１　患者背景

図１　当院での二重McDonald法
A：腟鏡を慎重に挿入しているところ。腟内に径４cmの胎胞脱出を認めた。
B：PDSⅡによる一次縫縮後。羊水穿刺後に生食で湿らせた綿球で還納した。
C：テフロンテープにてPDSⅡの少し奥でMcDonald法を追加施行した。
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央値は22週２日 （16週３日～26週３日），20週５日 （16
週２日～26週３日），24週１日 （20週６日～26週３日）
で，手術時間の中央値は20分 （13～47分），21分 （16～
45分），28分 （21～51分）であった。各群の術前白血
球数の中央値はそれぞれ7,920/µl （4,170～10,230/µl），
8,615/µl （6,860～12,760/µl），11,865/µl （9,990～14,460/

µl）で，術前CRPの中央値は0.17mg/dl （0.04～0.77 mg/
dl），0.37mg/dl （0.1～0.91 mg/dl），0.57mg/dl （0.12～
1.65mg/dl）であった。すべての症例で術前の白血球
数は15,000/µl未満，術前CRPは2.0mg/dl未満であっ
た。腟分泌物細菌培養検査は35例中22例に施行され，
Gardnerella vaginalis以外ではgroup B Streptococcus， 

表２　各群の周術期所見

図２　頸管縫縮術後の妊娠継続日数

図３　各群の分娩週数
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Streptococcus mitis，Enterococcus faecalis，Escherichia 
coliが検出されたが，細菌培養陽性と早産との関連性は
明らかでなかった。
　各群の頸管縫縮術後の妊娠継続日数と分娩週数を図
２，３に示す。頸管短縮群，胎胞可視群，胎胞脱出群そ
れぞれの妊娠継続日数の中央値は110日 （28～167日），
72日 （20～146日），23.5日 （11～85日）であった。胎胞
脱出群は頸管短縮群に比し有意に妊娠継続日数が短かっ
たが，胎胞可視群とは有意差を認めなかった。分娩週
数の中央値は頸管短縮群38週０日 （30週０日～41週１
日），胎胞可視群36週２日 （24週６日～40週５日），胎胞
脱出群28週３日 （24週６日～33週３日）であった。各
群の早産率はそれぞれ19.0% （４/21例），62.5% （５/８
例），100% （６/６例）であった。当院のクリニカルパ
スを運用した場合には頸管縫縮術後にリトドリン塩酸塩
の点滴静注を行い，経過がよければ３日目に中止してい
る。術後のリトドリン塩酸塩もしくは硫酸マグネシウ
ム点滴静注の投与期間について分娩例も含めて検討す
ると，頸管短縮群，胎胞可視群，胎胞脱出群それぞれ
の投与日数中央値は７日 （３～103日），38日 （５～103
日），17.5日 （11～64日）であった。また，分娩前に退院
可能であった症例の割合は，各群それぞれ81.0% （17/21

例），62.5% （５/８例），16.7% （１/６例）であった。
　胎胞脱出６例の周産期予後について表３に示す。MD 
twinの１例を除き25週未満で治療的頸管縫縮術を施行し
た。術前CRPは２例で1.0mg/dlを超えていたが，白血球
数は15,000/µl未満で母体発熱などの感染徴候を認めな
かった。比較的早期の術後合併症は前期破水を２例，絨
毛膜羊膜炎に伴う子宮収縮の増強を１例に認め，いずれ
も３週間以内に分娩の転帰となった。残りの３例は４週
間以上の妊娠継続が可能であった。児の予後は現在まで
のところ全例intact survivalと考えられている。頸管開
大例に対して頸管縫縮術が不可能で保存的治療もしくは
経過観察となった症例を対象観察期間において５例経験
した （表４参照）。発症時期は妊娠22週１日から24週０
日で子宮収縮の持続や子宮内感染を伴った頸管開大例で
あった。５例中４例は母体搬送例で，１例は当院外来管
理例であった。手術適応がなく保存的治療を行ったが，
いずれも早期に分娩の転帰となった。すべての出生児は
590～732gの超低出生体重児で，Apgar scoreは低く予
後不良であった。１例は脳性麻痺，３例は何らかの精神
運動発達遅滞を認め，１例は15生日に新生児死亡となっ
た。

表３　胎胞脱出６例の周産期予後

表４　手術不可能であった頸管開大５例
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考　　　察

　頸管機能不全 （=頸管無力症）は「妊娠中期以降に外
出血や子宮収縮などの切迫流早産徴候を自覚しないにも
かかわらず子宮口が開大し胎胞が形成されてくる状態」
と定義されるが，ガイドラインにおいても明確な診断基
準がないとしている１）２）。そのため，どのような頸管短
縮や頸管開大例が頸管機能不全という早産ハイリスクカ
テゴリーに含まれるのかという線引きが非常に難しい。
また，自覚症状はないが他覚的に弱い子宮収縮を認める
切迫流早産と頸管機能不全が混在したような症例もある
ため，その診断・管理に苦慮することがある。頸管機能
不全の多くが原因不明であるが，先天的な頸管組織の異
常，既往分娩時の潜在的な頸管裂傷，円錐切除術の既
往，子宮頸管拡張・内容除去術との関連性が指摘されて
いる。流早産の既往がある早産ハイリスク症例はもとよ
り，既往歴・既往妊娠歴がない場合でも偶発的に頸管短
縮例が見つかることがあるため，問診や自覚症状だけに
とらわれず客観的評価を行うことが重要である。
　第２三半期における経腟超音波検査による頸管長の測
定は早産のスクリーニングとして有用とされている３）。
頸管長短縮の時期や程度が早産リスクと相関すること
は多くの論文で言及されているが，頸管短縮の判定は
妊娠24週未満で頸管長が25mm未満というのがおおよ
その目安として示されている４）。内子宮口の開大であ
るfunnelingを認めた場合には早産率が上昇するといわ
れており重要な所見の一つである。そのためfunneling
を認めた場合には注意深い経過観察が必要となる。実
際，今回の研究対象の中にはfunnelingを伴った頸管短
縮が増悪してきたため治療的頸管縫縮術を施行した症
例が８例あった。また，頸管周囲にhypoechoicもしくは
hyperechoicに描出される頸管腺組織エコー像が頸管の
熟化とともに消失するといわれており興味深い。頸管長
測定の時期について定まったものはないが，妊娠20週以
前から短縮してくる症例もあるため複数回のスクリーニ
ングが望ましい。当院では妊娠16週の妊婦健診時と20週
前後に施行される胎児超音波スクリーニングの際に頸管
長測定を行っている。スクリーニング検査で頸管長短縮
を認めた場合には，入院安静，予防的な子宮収縮抑制剤
の投与が行われている。しかし，これらの治療が早産リ
スクのない頸管短縮例の早産を防ぐというエビデンスは
乏しい５）６）。
　頸管機能不全に起因する頸管短縮例に対する治療的
頸管縫縮術の適応やその効果はいまだ明確に示されて
いない。妊娠中期のスクリーニングで抽出された妊娠
16週から24週未満で頸管長25mm未満または25%以上
のfunnelingを認める症例に対する無作為化比較試験で
は，McDonald法の有無によって早産率に差を認めな

かったと報告されている７）。一方，流早産の既往がある
早産ハイリスク症例に限定すれば，妊娠24週未満で頸管
長25mm未満の頸管短縮例に対する治療的頸管縫縮術の
有効性がメタアナライシスで報告されている４）。流早産
の既往は早産の重要なリスク因子であるが，子宮奇形を
伴う習慣性流早産，切迫早産管理中の早産，前期破水・
絨毛膜羊膜炎による早産や原因不明の死産など流早産の
理由は多岐にわたるため，頸管機能不全によるものかど
うかを明確に判別することは難しい。今回の検討では頸
管短縮群に対する治療的頸管縫縮術後の早産率は低く，
その周産期予後は良好であった。しかし，手術侵襲を加
えなくても早産に至らない症例が一定数含まれている可
能性があり，手術が有効であったかどうかを証明するこ
とはできない。現在当院では，妊娠24週未満の頸管短縮
例および妊娠26週未満で頸管が開大しているあるいは
頸管長が10mm前後と極度に短い症例を治療的頸管縫縮
術の適応としている。周産期医療の向上により妊娠26週
以降の新生児生存率や予後は改善されてきているとはい
え，神経学的予後不良例は少なからず存在している。小
児科からは１日でも長い在胎期間を望む声が強く，連携
を取りながら治療方針を立てている。子宮内感染や子宮
収縮がみられる症例に対してはそれらに対する治療を優
先すべきであるが，それらを認めない症例に対しては治
療的頸管縫縮術によって予後改善が見込めるのかどうか
を総合的に判断することが求められる。そのためにも頸
管短縮の診断基準や適切な管理方法の確立が望まれる。
　頸管開大例に対する治療的頸管縫縮術は，１つの無作
為化比較試験を含む10研究のシステマティックレビュー
によってその有効性が示されている８）。これは胎胞が視
認できる理学的所見に基づいた妊娠14週から27週未満の
症例が対象であり，経過観察群に比し新生児生存率を
1.65倍改善させ，平均34日妊娠期間を延長したと報告し
ている。今回の検討では，胎胞脱出群６例における頸管
縫縮後の妊娠継続日数の中央値は23.5日で，その半数で
４週間以上の妊娠期間延長をはかることができた。理学
的異常所見を有する頸管開大群14例でみると，頸管縫縮
後の妊娠継続日数の中央値は51日 （11～146日）であっ
た。本研究は後方視的であり症例数も少ないが，頸管開
大例に対する頸管縫縮術によって一定の予後改善が見込
めるという結果であった。胎胞が膨隆・脱出した症例に
対して保存的治療を選択するか積極的に頸管縫縮術を行
うかは施設ごとの判断基準によって異なるが，頸管縫縮
術を行う場合の術式はMcDonald法が一般的である。し
かし，胎胞を破水させることなく子宮内に還納し頸管を
縫縮することは容易ではない。そのため，術中の骨盤高
位や羊水穿刺による減圧法，膀胱充満法，ニトログリセ
リンによるrapid tocolysisなど胎胞を還納させるための
さまざまな工夫がなされている９）。当院においても比較
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的慣れた手技である羊水穿刺を経腹エコー下に行い，生
理食塩水で湿らせた綿球を用いて胎胞の還納を行う場合
がある。当院では胎胞脱出例に対して二重McDonald法
を行うことが多いが，単縫縮よりも優れているからとい
う理由ではない。まず通りがよくて運針しやすい鈍針・
強弯のPDSⅡで子宮頸管を一次縫縮し，外子宮口を閉鎖
した後に非吸収糸のテフロンテープで二次縫縮を行う。
つまり二回目のMcDonald法を容易にすることが目的で
あり，胎胞が見えなくなることでいったん心を落ち着か
せて施術できる。頸管縫縮術の手技は施設によって異な
るが広く普及した手術である。手術の成否が妊娠期間の
延長と新生児予後の改善に繋がるため，術式の工夫や改
良が期待される。
　母体の子宮内に炎症があると頸管熟化が進み有意に妊
娠期間が短くなるといわれており，細菌性腟症や絨毛膜
羊膜炎が代表的な疾患である10）。子宮内炎症の評価は頸
管短縮例に対する手術適応の判断だけでなく早産予防
としても重要である。経腟超音波検査にて内子宮口付
近の羊水中にAFS （amniotic fluid sludge）と呼ばれる
hyperechoicな微小粒子像を認めることがある。AFSは
細菌と炎症細胞の集合体によって構成されている。AFS
は頸管短縮例に合併することが多く早産や絨毛膜羊膜炎
と関連しているといわれており注意すべき所見の一つ
である11）。子宮内感染徴候には母体体温の上昇，母体頻
脈，子宮の圧痛，帯下の膿性・悪臭などがあり，検査法
としては血液検査での白血球数やCRP値，頸管粘液中の
顆粒球エラスターゼやフィブロネクチンの検出，羊水検
査，Nugent scoreなどがある。早産リスクが最大である
胎胞脱出例は緊急性が高く，手間や時間のかかる検査は
適さない。実臨床では母体に38℃以上の発熱がなく，内
診で悪臭を伴う帯下増加を認めず，血液検査で白血球増
加とCRP上昇が認められない場合には，子宮内感染の可
能性は低く治療的頸管縫縮術を検討してよいと考えられ
る。血液検査で子宮内炎症の有無を判定する基準は明確
に示されていないが，臨床的絨毛膜羊膜炎の診断基準の
１つに白血球数が15,000/µl以上という項目がある２）。し
かし，CRPについては明確な基準値は示されていない。
CRPは正常妊娠でも上昇し，炎症の程度は個人差が大き
いことなどが原因と考えられる。測定器や基準範囲が異
なるため参考程度に留まるが，正常妊娠における22週以
降のCRPの中央値は0.7～0.9mg/dl，95パーセンタイル
が1.5mg/dlとした報告もある12）。CRPのしきい値を0.7～
2.0mg/dlに設定し，絨毛膜羊膜炎の早期診断マーカーと
なり得るかどうかを検討した研究は数多く報告されてい
る。しかし，それらの多くがCRP単独で予測することは
不可能と結論付けており，システマティックレビューに
おいても有用性は示されていない13）。一方，妊娠24週か
ら33週の前期破水例において入院時CRPが2.0mg/dl以上

であることが臍帯炎の早期診断マーカーになるとの報
告や14），無症候性の絨膜羊膜炎において母体血のCRPと
IL-６が上昇しているとする報告も散見される15）。今回
の検討では全例が白血球数15,000/µl未満であり，CRP
が1.0mg/dlを超えた症例は胎胞脱出群の２例のみであっ
た。これまでの文献や自験例から子宮内炎症のCRPカッ
トオフ値は1.0～1.5mg/dlと推察され，診断の一助にな
ると考えられた。子宮内炎症がある症例に対して頸管縫
縮術を行うとかえって早産リスクが高まるといわれてい
るため，血液検査だけではなく臨床症状と合わせた総合
的な判断が必要であることは言うまでもない。今後，頸
管機能不全における子宮内炎症の診断法の確立が望まれ
る。
　腟や頸管の局所の炎症がなく子宮収縮のない頸管機能
不全例とくに胎胞膨隆・脱出例に対する治療的頸管縫
縮術は妊娠期間の延長が期待されるため，十分なイン
フォームド・コンセントのもとにその実施を検討すべき
である。

　本論文に関連して開示すべき利益相反はありません。
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羊水量増加症例における妊娠糖尿病発生率に関する検討
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Impact of amniotic fluid increase on the diagnosis of gestational diabetes mellitus

Hatsuko Semura・Katsuhiko Tada・Naoki Okimoto・Mizuho Yoshida
Saya Tsukahara・Yoko Tateishi・Kazumasa Kumazawa

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

【目的】羊水過多症に対する当院の成績を用いて，羊水量の増加と妊娠糖尿病（GDM）発生率の関係を検討すること。
【方法】2011年１月から2017年９月までに当院で分娩した糖尿病合併妊娠でない単胎妊娠症例3669例を対象とし，当院の
データベースから羊水過多あるいは羊水過多疑いの病名のついた症例を抽出し，このうち妊娠中に一度でも羊水インデック
ス（AFI）≧25 cmまたは羊水ポケット（AFP）≧８ cmのいずれかを満たした症例を羊水過多，20 cm≦AFI＜25 cmまたは
７ cm≦AFP＜８ cmのいずれかを満たす症例を軽度羊水増加と定義した。さらに，AFI＜20 cmを羊水量正常と定義した。
本研究では全例の羊水量を測定していないため，AFI 20 cmは合併症のない単胎妊娠のAFI値の95パーセンタイルに相当する
と仮定し，軽度羊水増加群と羊水量正常群の症例数を推定し，各群における推定GDM発生率を比較した。【結果】研究期間中
にGDMと診断された症例は240例で，発生率は6.5%だった。羊水過多あるいは羊水過多疑い症例は72例抽出され羊水過多群は
51例で，残り21例は全て軽度羊水増加群だった。羊水過多群のGDM合併率は13.7%であり，軽度羊水増加群（推定症例数132
例）と正常群（推定症例数3486例）における推定GDM合併率はそれぞれ23.8%，5.8%だった。軽度羊水増加群（P＜0.0001）
と羊水過多群（P＜0.05）のGDM発生率は羊水量正常群より有意に高い可能性が示唆された。また羊水過多群のうち，血糖ス
クリーニングは陰性だが羊水過多を理由に糖負荷試験をした12例中４例（33.3%）がGDMと診断された。【結論】羊水量の増
加とGDMの発生には正の関係性が存在する可能性が示唆され，羊水量の測定がGDMのスクリーニング項目として有用か否か
は今後の検討課題である。

Objective: To examine the relationship between gestational diabetes mellitus (GDM) and amniotic fluid volume 
increase. Methods: This retrospective observational study included 3669 singleton pregnancies delivered 
at Okayama Medical Center between January 2011 and September 2017. The mothers with amniotic fluid 
index (AFI) ≥ 25 cm or amniotic fluid pocket (AFP) ≥ 8 cm were defined as polyhydramnios (group P). 
The mothers with 20 ≤ AFI < 25 cm or 7 ≤ AFP < 8 cm were defined as amniotic fluid increase (group 
I), and those with AFI < 20 cm were defined as normal amniotic fluid (group N). The numbers of group I 
and group N were estimated since the amniotic fluid volume was not measured in all cases. The prevalence 
of GDM was compared among the three groups. Results: The prevalence of GDM in group P (n = 51) was 
13.7%. The estimated GDM prevalence of group I (estimated number = 132) and that of group N (estimated 
number = 3486) were 23.8% and 5.8%, respectively. The prevalence of GDM in groups I and P was 
significantly higher (P<0.0001, P<0.05) than that in group N. Conclusion: Amniotic fluid volume measurement 
using ultrasonography may help in the diagnosis of GDM.

キーワード：羊水過多症，羊水量，妊娠糖尿病，スクリーニング，胎児先天奇形
Key words：polyhydramnios, amniotic fluid, gestational diabetes, screening, fetal malformation

緒　　　言

　妊娠糖尿病 （gestational diabetes mellitus；GDM） を
合併した妊婦の将来の２型糖尿病の発症率は耐糖能の正
常な妊婦の約７倍との報告があり１），妊娠中にGDMを
診断する最大の目的は，GDM既往女性を出産直後から
適切に管理することによる将来の糖尿病の発症予防ある
いは発症遅延である。さらに近年では出産後から糖尿病
発症までの期間が以前よりも短縮してきたとも報告され

ており２），妊娠中のGDMのスクリーニングと出産後の
早期管理の重要性がますます強調されるようになった。
GDMの診断に関しては，日本では妊娠初期と中期にお
ける随時血糖測定によるスクリーニング方法がすでに確
立され３），この方法でのGDM発生率は７～８%と報告さ
れている４）。一方で，全妊婦にOGTTを実施した場合の
GDM発生率は12%に増えることが知られており４），現在
のスクリーニングシステムには限界がある。この問題点
を補うために，糖尿病の家族歴，母体肥満，heavy for 
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date児などをGDMの危険因子として設定し，積極的に
75 g経口糖負荷試験（OGTT）をする報告を認める５-７）。
　危険因子の観点からは，耐糖能異常を合併する妊婦に
おいて羊水過多症を併発することはよく知られた事実で
あり，羊水過多症の原因の約20%をGDMが占めるとの
報告もある８）。我々はこの点に着目し，2015年８月以降
は，羊水過多症と診断された妊婦に対しては血糖スク
リーニングリーニング結果とは関係なく積極的にOGTT
を実施することにしている。本研究の目的は，GDMの
スクリーニングにおける羊水量評価の有用性の基礎的情
報を得るために，羊水過多症に対する当院の成績を用い
て，羊水量の増加とGDM発生率の関係を検討すること
である。

方　　　法

１．対象患者
　本研究は，2011年１月１日～2017年９月30日に当院で
分娩となった3983例のうち，単胎症例3714例から糖尿病
合併妊娠45例を除いた3669例を対象とした後ろ向き観察
研究である。
２．羊水過多の定義とその原因疾患の定義
　羊水量の測定は，超音波検査で羊水インデックス
（AFI）９）または羊水ポケット（AFP）10）を用いて，過
去の報告９），10）に従って担当医が行った。測定頻度は，
外来患者では妊娠22～36週までは少なくとも２週間に１
回，妊娠36週以降は１週間に１回で，入院患者では少な
くとも１週間に１回としている。
　羊水過多は，妊娠中に一度でもAFIが25 cm以上また
はAFPが８ cm以上のいずれかを満たした症例と定義
し，その抽出は以下の方法で行った。まず，当院のデー
タベース上の3669例の中から羊水過多あるいは羊水過多
疑いの病名のついた症例を抽出し，ついで診療録上で羊
水量に関する記載をチェックし羊水過多症例を同定し
た。羊水過多の定義を満たさなかった症例の羊水量は，
全例20 cm≦AFI＜25 cmあるいは７ cm≦AFP＜８ cm
のいずれかを満たしており，これらの症例を軽度羊水増
加群と定義した。さらに，本研究ではAFI＜20 cmを羊
水量正常群と定義した。
　羊水量の増加と胎児の先天奇形とは密接な関係にあ
る。本研究での先天奇形とは，多尿性腎疾患，消化管閉
鎖，多発奇形，胎児水腫，骨系統疾患，口蓋裂など，羊
水産生異常または嚥下困難をきたし直接羊水増加の原因
となるものとした。染色体異常例では羊水量増加の原因
疾患を持つ場合に先天奇形に含めて採用した。
３． AFI値によって分類した各群におけるGDM発生率

の比較
　本研究では上述の通りAFI値によって，羊水過多群，
軽度羊水増加群，羊水量正常群を定義したが，全例にお

いて羊水量が測定できていないため，羊水過多群以外の
実際の症例数は不明である。軽度羊水増加群（20 cm≦
AFI＜25 cm）と羊水量正常群（AFI＜20 cm）の症例
数を推定するため，過去の報告11）を参考として，AFI 
20 cmは合併症のない単胎妊娠のAFI値の95パーセンタ
イルに相当すると仮定した。
４．GDMのスクリーニング方法と診断基準
　GDMスクリーニング基準は，妊娠初期（妊娠10週か
ら12週）ならびに妊娠中期（妊娠26週から30週）ともに
随時血糖100 mg/dl以上とし，該当症例にはOGTTを施
行した。また2015年８月以降の症例に関しては，血糖ス
クリーニングが陰性であっても羊水過多を認める場合
は原因検索としてOGTTを行った。糖尿病の家族歴，母
体肥満，heavy for date（HFD）に関しては当院では積
極的にOGTTを行っていない。随時血糖200 mg/dl以上
または空腹時血糖126 mg/dlの症例は妊娠中の明らかな
糖尿病として除外した。妊娠糖尿病診断基準（2010年
改訂）12）に基づき，空腹時血糖92 mg/dl以上，１時間値
180 mg/dl以上，２時間値153 mg/dl以上のいずれか１
つ以上満たす場合にGDMと診断した。GDM妊婦は当院
糖尿病内科に紹介し，血糖管理を行った。分娩後は12週
間以内にOGTTを行い，正常型，耐糖能異常型，糖尿病
型に分類し，糖尿病内科にて血糖管理を継続している。
５．新生児管理
　産褥病棟で管理した後期早産児（妊娠35週３日から
妊娠37週未満で出生した児），低出生体重児（出生体重
2000 g以上2500 g未満），巨大児（出生体重4000 g以上），
light for dates （LFD；体重10パーセンタイル未満），
HFD，GDM合併妊婦から出生した児については，生後
１時間と２時間に血糖値測定を行い，血糖値が50 mg/dl
以下の場合に介入を行った。NICUに入院した児は入院
直後よりブドウ糖補液を開始しており，血糖値60 mg/dl
未満で介入を開始した。
６．統計解析
　統計解析にはMann-Whitney U検定およびFisherの直
接確率検定を用い，P＜0.05を有意とした。統計ソフト
はEZRを用いた。
　本研究は当院の臨床研究審査委員会で承認を得たうえ
で施行した（IRB承認番号：H29-臨研-096）。

成　　　績

　対象期間の単胎分娩3669例におけるGDM診断数は240
例で，GDM発生率は6.5%であった。またこの対象症例
のうち，羊水過多あるいは羊水過多疑いの病名のついた
症例は72例で，そのうち羊水過多群は51例，軽度羊水増
加群は21例であった。それぞれの群の転帰は図１に示す
が，羊水過多群は，積極的にOGTTを実施することにし
た2015年８月以降と，それ以前に分けて記載した。両群
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の臨床的背景は表１に示す。
　羊水過多群のうち2015年以前群は25例あり，血糖スク
リーニング陽性例はなかった。この時期には血糖スク
リーニング陰性例にはOGTTを実施していないので，以
前群でのGDMの発生はなかった。2015年以降群は26例
あり，血糖スクリーニングが陽性だったものは４例（初
期２例，中期２例）で，全例にOGTTが実施され，この
うち３例（初期２例，中期１例）がGDMと診断された。
また，血糖スクリーニングが陰性だった22例中12例では
OGTTが実施され，このうち４例がGDMと診断され，
以降群におけるGDM合併率は26.9%と高率だった。ま
た，GDMと診断された７例のうち，血糖スクリーニン
グ陽性例３例には先天奇形を認めず，陰性例４例中３例
に先天奇形を認めた。
　軽度羊水増加群では血糖スクリーニング陰性例には

OGTTは実施されてなかった。この群では，21例のうち
６例（初期３例，中期３例）で血糖スクリーニングが
陽性であり，うち５例（初期３例，中期２例）がGDM
と診断され，この群におけるGDM発生率は23.8%と高率
だった。軽度羊水増加群では，GDMと先天奇形の合併
例はなかった。方法３．に記載したようにAFI 20 cm
は95パーセンタイルに相当すると仮定すると－これは
AFI 20 cmより下（すなわち羊水量正常群）に95%の症
例が存在すると同義－，羊水量正常群の症例数は3486
例，軽度羊水増加群の症例数は132例と推定される。こ
こで，軽度羊水増加群のGDM発生率が23.8%で一定であ
ると仮定すると，羊水量正常群のGDM症例数は202例，
GDM発生率は5.8%と推定され，羊水量正常群における
GDM発生率は他の２群より有意に低い可能性が推察で
きた（図２）。なお，AFI 20 cmが90パーセンタイルにの

（ ） 表   図１　羊水過多あるいは羊水過多疑い症例の転帰
括弧は（症例数/先天奇形症例数）を表す。OGTT，75 g糖負荷試験；GDM，妊娠糖尿病

（n=51） （n=21） P
32 (20–46) 32 (23–43) NS

BMI（kg/m2
） 20.9 (16.4–32.9), n=48 20.8 (17.3–28.2) NS

（ ） 38 (31–41) 39 (24–42) NS
（%） 25 (49.0) 9 (42.9) NS
（%） 17 (33.3) 4 (19.0) NS

LFD （%） 7 (13.7) 5 (23.8) NS
HFD （%） 11 (21.6) 3 (14.3) NS

（%） 29 (56.9) 4 (19.0) < 0.05
（%） 20 (39.2) 6 (28.6) NS

（%） 2 (3.9) 1 (4.8) NS
（%） 4 (7.8) 2 (9.5) NS

の

（ ） （%） Mann-Whitney
U Fisherの P <0.05 1

Apgar 7 BMI, body mass index; LFD, light for date; HFD, heavy
for date; NS, not significant

表１　羊水過多群と軽度羊水増加群の臨床背景

数字は中央値（範囲）または症例数（%）で示した。新生児仮死は１分後Apgarスコア＜７とした。
統計解析にはMann-Whitney U検定およびFisherの直接確率検定を用い，P <0.05を有意とした。BMI, 
body mass index; LFD, light for date; HFD, heavy for date; NS, not significant
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相当すると仮定した場合の羊水量正常群のGDM発生率
は4.8%とより小さくなった。
　新生児の観点からは，血糖スクリーニング陰性で
OGTT未施行の50例の中から４例の低血糖症例が発生し
た。羊水過多群から発生した３例中２例と，軽度羊水増
加群から発生した１例は先天奇形と重症新生児仮死を合
併しており，新生児低血糖の原因として母体の耐糖能異
常は考えにくかった。羊水過多群で2015年以降群から
発生した残りの１例は先天奇形のないHFD児であった
が，出産後に母体にOGTTは実施されていなかった。

考　　　案

　国内での現行のスクリーニング方法における，全妊
娠でのGDM合併率は７～８%４）であり，羊水過多症で
のGDM合併率は18.8%との報告がある８）。本研究におけ
るGDM合併率は6.5%，羊水過多症でのGDM合併率は
13.7%と過去の報告と近似しており，本研究の対象妊婦
は日本の現状を反映したものと言える。
　本研究で最も着目すべき結果は，羊水過多群の中で
OGTTが実施された，血糖スクリーニングが陰性例の12
例中４例（33.3%）にGDMが発生したことであり，羊水
過多でのGDM合併率は考えられていたより高率なのか
もしれない。また，この４例中３例では胎児エコーで先
天奇形が診断されていた。羊水過多症例で胎児の先天奇
形が認められると，羊水量増加の原因を胎児のみに求め
母体の耐糖能異常の存在を忘れがちであるが，こういっ
た症例の中にはGDM合併例が少なからず存在する５）こ
とが報告されている。将来の母親の糖尿病発症予防のた
め，羊水過多症例では血糖スクリーニング結果に関係
なく，積極的にOGTTを行う意義があることが示唆され

た。
　本研究では羊水過多と診断されない羊水量の軽度増加
群でのGDM発生率は23.8%と高率だった。母体の耐糖能
異常と羊水増加の発生機序については一致した見解が得
られていないが，耐糖能異常を合併する妊婦では，胎
児の血糖値が上昇することで浸透圧利尿となり胎児尿
生産が増加すること８）や，羊水中の糖濃度と羊水量に
正の相関があること13）が報告されている。そこで羊水
量とGDM発生率との関係を検討するため，軽度羊水増
加群のGDM発生率を23.8%と仮定して，羊水量正常群の
GDM発生率を推定すると5.8%であり，他の２群と比較
して有意に低い結果だった（図２）。この結果と過去の
報告８），13）とを併せて考えると，GDMの発生率と羊水
量の間には正の関係性が推定できる。また，2015年以降
群における羊水過多症例での高いGDM発生率を考える
と，血糖スクリーニング陰性の軽度羊水増加群に対して
積極的にOGTTを実施すれば，さらにGDMが検出され
る可能性も予想される。
　児の側からみたGDMの危険因子としてはHFD児が挙
げられるが，当院では積極的にOGTTを実施してこな
かった。本研究でも，羊水過多群の血糖スクリーニン
グ陰性例から新生児低血糖が１例発生した。この児は
HFDであり母体に何らかの耐糖能異常を合併していた
可能性があるが確認ができていない。今後，改善すべき
問題と考えている。
　本研究の最大の弱みは，羊水量の測定が全例に行われ
ていないことであり，そのため羊水量正常群と軽度羊水
増加群におけるGDM発生率を推定して比較したことで
ある。また，推定材料として合併症のない外国人妊婦の
データ11）を用いたことも正確性には欠ける。しかし，

の

の
の  

 1    

図２　各群におけるGDM発生率の比較
羊水量正常群と軽度羊水増加群の症例数とGDM発生率は推定値を示
す。統計解析にはFisherの直接確率検定を用い，P <0.05を有意とした。 
*, P＜0.0001; †, P＜0.05；GDM, 妊娠糖尿病
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本研究の目的はより正確なGDM発生率を推定すること
ではなく，羊水量増加とGDM発生率の間に関係性が存
在するか否かを検討することであり，その観点からは将
来に向けての有用な情報が得られたと我々は考えてい
る。
　2006年に発表された我が国の多施設共同研究 （JAGS 
trial） では，妊娠中期の随時血糖スクリーニングの特異
度は85.4%と高い水準を示したが，感度は39.5%に留まっ
ており14），血糖スクリーニングの診断精度には限界があ
ることが示唆されている。一方で国際的には，妊娠中期
までに耐糖能異常を指摘されなかった妊婦全員にOGTT
を実施することが推奨されている15）が，費用面や妊婦
の負担などからわが国での実施には困難が予想される。
本研究結果から，羊水量の増加とGDM発生率との間に
は正の関係性が存在する可能性が示された。超音波検査
を用いた羊水量の測定は日本の妊婦健診の現状を考え
れば医療者に大きな負担をかけるものではないので，
GDMのスクリーニング項目として羊水量の測定の有用
性が示されれば，無侵襲でより効率的なGDMのスク
リーニング体制の構築に向けての前進と言える。羊水量
の増加の程度とGDMの発生率との関係は，今後さらに
詳細に検討されるべき課題と我々は考える。

　今回の論文に関連して，開示すべき利益相反状態はあ
りません。
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進行・再発病変に複数回の手術療法が有効であった子宮平滑筋肉腫IVB期の１例

野村　奈南・小西　晴久・張本　姿・相馬　晶・藤本　英夫

市立三次中央病院　産婦人科

A case of stage IVB leiomyosarcoma treated successfully with multiple surgical 
treatments for advanced/recurrent lesions

Nana Nomura・Haruhisa Konishi・Shina Harimoto・Aki Soma・Hideo Fujimoto

Department of Obstetrics and Gynecology, Miyoshi Central Hospital

子宮平滑筋肉腫（leiomyosarcoma; LMS）は稀であるが予後不良な悪性腫瘍であり，進行・再発時の治療方針は確立されて
いない。LMS IVB期に対し，これまでに計４度の手術を施行し，４年の生存を得られている１例を経験したので報告する。
症例は50歳代女性，初回治療はLMS IVB期に対して単純子宮全摘出術および両側付属器摘出術，その２か月後に肝S6区域
転移に対し肝後区域切除術を施行した。化学療法は希望されず，外来経過観察中の初回治療後７か月で両側多発肺転移を認
め，ドセタキセルおよびゲムシタビン併用化学療法を開始するもドセタキセルに対するアナフィラキシーショックを認めた
ため中止した。アドリアマイシン単剤療法を６サイクル施行し， Partial Responseを得たため経過観察とした。再発治療後７
か月で左肺転移巣の再増大を認め，ゲムシタビン単剤療法を４サイクル行ったが左肺転移巣の増大と右骨盤内再発を認め， 
Progressive Diseaseと判断した。パゾパニブを投与するも肝機能障害のため中止し，エリブリンに変更したが本人と相談の
うえ手術療法の方針とし，骨盤内再発腫瘤切除術およびその１か月後に左肺転移巣に対し左肺底区域切除術を施行した。初
回治療から４年現在，右肺多発転移巣の緩徐な増大を認めるものの，症状はなく，担癌生存中である。進行・再発LMSに対
し，予後及びquality of life改善の視点からも，切除可能な病変に対する積極的な手術療法は選択肢の１つとなりうると考えら
れた。

This is a case report of a stage IVB uterine leiomyosarcoma that had undergone 4 previous operations but 
persisted for 4 years. A 50-year-old woman with stage IVB uterine leiomyosarcoma initially underwent 
simple, total abdominal hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy and retrohepatic segmentectomy 
for treatment of metastasis to the S6 segment of the liver. Multiple pulmonary metastases were observed 
bilaterally 7 months after the initial treatment. We confirmed partial response to chemotherapy after 6 cycles 
of adriamycin monotherapy. Seven months later, we started 4 cycles of gemcitabine monotherapy due to 
growth of the metastasis on the left lung. However, this metastasis had grown, and additional metastasis was 
observed on her pelvis. After a trial administration of pazopanib and eribulin, we decided to perform surgical 
resection of the pelvic and left lung metastases. Although the multiple metastatic lesions in the right lung are 
slowly growing, the patient is still alive with no subjective symptoms. Appropriate surgical treatment can be 
performed for resectable lesions in advanced and recurrent cases of uterine leiomyosarcoma to improve the 
prognosis and quality of life of these patients.

キーワード：子宮平滑筋肉腫，進行・再発病変，複数回の手術療法
Key words：uterine leiomyosarcoma, advanced/recurrent lesions, multiple surgical treatments

緒　　　言

　子宮平滑筋肉腫（leiomyosarcoma; LMS）は全子宮悪
性腫瘍の３～７％，婦人科悪性腫瘍全体の約１％と稀で
あるが非常に予後不良な悪性腫瘍である。唯一の効果的
な治療は早期の完全摘出とされており，進行・再発時の
治療方針は確立されていない１）。LMS IVB期に対し，
これまでに計４度の手術を施行し，初回治療から４年の
生存を得られている１例を経験したので報告する。

症　　　例

患者：50歳代，２妊２産，閉経48歳
既往歴・家族歴：特記すべき事項なし
主訴：下腹部痛，腹部膨満感
現病歴：
　当院受診の約１か月前より下腹部痛および腹部膨満
感を自覚し，近医内科を受診した。下腹部腫瘤および
肝腫瘤を指摘され，当科紹介となった。当科初診時，
臍高まで達する弾性硬の腫瘤を触知した。両側付属器
は触知しなかった。子宮腟部は鳩卵大で異常所見はな
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く，性器出血も認めなかった。腹部超音波断層法では子
宮は長径16 cm大に腫大し，両側付属器は不明瞭で腹水
は認めなかった。血液検査ではLDH 919 U/L， CA125 
50.2 U/mL， SCC 2.0 ng/mLと腫瘍マーカーの上昇を認
めた。子宮頸部細胞診はCLASS I，NILMであり，子宮
内膜細胞診もCLASS I，陰性であった。CTでは骨盤腔
を超える長径約16 cmの内部不均一な不整形の腫瘤を認
め，内部には石灰化している部分や，造影増強効果の乏
しい壊死を疑う部分を認めた。肝臓のS6区域に転移を疑

う5.3 cm大の腫瘤を認めた（図１左）。その他，腹膜播
種を疑う結節，肺転移やリンパ節腫大は指摘できなかっ
た。MRIでは子宮体部右側から連続するようにして発生
する長径約18 cm大で，内部に壊死や出血を反映した不
整で多彩な信号を伴う巨大な分葉状腫瘤を認めた（図
１右）。上部および下部消化管内視鏡で異常なく，FDG-
PET/CTで子宮及び肝臓にFDGの異常集積を認めた。
以上の所見より子宮肉腫とその肝転移を疑った。
　事前に自己血800 mLを貯血し，手術当日は術直前に

図１　初回治療前の画像所見
左： 造影CT。骨盤腔を超える長径約16 cmの内部不均一な不整形の腫瘤を認め

た。肝臓のS6区域に転移を疑う5.3 cm大の腫瘤を認めた。
右： 骨盤造影MRI T2強調画像。子宮体部右側から連続するようにして発生する

長径約18 cm大で，内部に壊死や出血を反映した不整で多彩な信号を伴う
巨大な分葉状腫瘤像を認めた。

図２　初回治療時の摘出物
上段： 子宮，両側付属器。大きさは25×15×10 cm，重量は1520 gで，腫瘍

組織はやや軟らかく表面は不整形で，内腔に壊死部分を伴っていた。
下段： 肝後区域。標本の大きさは14×９×５ cm，重量は380 gで，７×７×

6.5 cmの白色充実性で被膜を欠き，地図状の中心壊死を伴う境界明瞭
な腫瘍を認めた。



2020年 41進行・再発病変に複数回の手術療法が有効であった子宮平滑筋肉腫IVB期の１例

左子宮動脈および右内腸骨動脈本幹にスポンジゼル細片
で動脈塞栓術（trans-arterial embolization； TAE）と両
側尿管ステント留置を行い，手術を開始した。子宮は成
人頭大で腫瘍組織はやや軟らかく表面は不整形であった
（図２上）。両側付属器は異常なく，大網や腹腔内に明
らかな播種巣を認めず，明らかに腫大したリンパ節を認
めなかった。腹式単純子宮全摘出術，両側付属器摘出術
および大網部分切除術を実施した。肉眼的に残存腫瘍
はなく，手術時間は１時間37分，出血量は1000 gであっ
た。術後経過に問題なく，術後９日目に退院した。病理
組織診断はLMSであった。両側付属器や大網に悪性所
見は認めず，腹腔洗浄細胞診でも異型細胞を認めなかっ
た。術後１か月に，肝臓病変に対して当院外科にて肝
後区域切除術を実施した。７×７×6.5 cmの白色充実性
で，被膜を欠く地図状の中心壊死を伴う境界明瞭な腫瘍
を認め（図２下），病理組織学的にはLMSであった。以
上よりLMS IVB期pT1bN0M1と診断した。LMS IV期に
対する術後治療は確立されておらず，患者と相談のうえ
追加治療は行わず経過観察の方針とした。
　初回治療後７か月で両側多発肺転移を認め，ドセタキ
セルとゲムシタビン併用化学療法（DG療法; ドセタキセ
ル65 mg/㎡，day8，ゲムシタビン800 mg/㎡，day1，
8，q3w）を開始するもドセタキセルの初回投与にてア
ナフィラキシーショックを発症したため中止した。アド

リアマイシン単剤療法（70 mg/㎡，day1，q4w）を６
サイクル施行し，Partial Response （PR）を得たため経
過観察とした。再発治療後７か月で左肺転移巣の再増
大を認め，アドリアマイシンの再投与は総投与量制限
による治療強度の制約を考え，ゲムシタビン単剤療法
（1000 mg/㎡，day1，8，15，q4w）を４サイクル行っ
た。しかしながら左肺転移巣の増大と右骨盤内再発を
認め，Progressive Disease （PD）と判断した（図３）。
もともと多発転移であることから再々発病変に対する
化学療法としてパゾパニブ（800 mg/日）に変更した。
１か月後には骨盤内再発病変の縮小を認めたものの，
Grade 2の肝機能障害が出現したため中止しエリブリン
（1.4 mg/㎡，day1，8，q3w）に変更し１サイクル投与
した。しかし，その後の外科とのカンファレンス及び患
者と相談の上，多発転移ではあるもののサイズ変化を認
めない肺転移を除く，増大している左肺転移巣と右骨盤
内再発病変に対しては手術療法による摘出が望ましいと
判断し，まず，骨盤内再発腫瘤切除術を行った。再発腫
瘤は３cm大，表面平滑な不整形で，腹壁切開創部下端
の壁側腹膜に付着しており，周囲臓器との癒着はなく，
容易に摘出可能であった（図４左）。手術時間は26分で，
出血は少量であった。その１か月後に左肺転移巣に対し
外科で左肺底区域切除術を施行した。24 mmと10 mm
の内腔に壊死を伴う境界明瞭な腫瘤を認めた（図４右）。

図３　再々発時のCT所見
左：骨盤内の再発腫瘤
右：増大した左肺転移巣

図４　再々発時の摘出物
左： 骨盤内腫瘤。3.8×3.5×2.3 cmの表面平滑な不整形腫瘤であり，腹壁切開創部下端の壁側

腹膜に付着していた。周囲臓器との癒着はなく，容易に摘出可能であった。
右： 左肺底部。大きさは13×10.5×４ cm，重量は150 gであり，24 mmと10 mmの内腔に壊

死を伴う境界明瞭な腫瘤の形成を認めた。
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　初回治療から４年現在，右肺多発転移巣の緩徐な増大
を認めるものの，症状はなく，担癌生存中である。治療
経過を図５に示す。

考　　　察

　子宮肉腫の１つである子宮平滑筋肉腫は間葉性腫瘍に
分類され，病期分類別の頻度はI期：61％，II期：７％，
III期：８％，IV期：22％でIV期の生存期間中央値は15.7
か月と，予後不良の疾患である１）。初回治療として摘出
可能な症例では腹式単純子宮全摘出術と両側付属器摘出
術が基本であり，術後治療としての放射線治療や化学療
法の有効性に関する明確なエビデンスは示されていな
い２）。
　LMSは比較的早期より血行性に遠隔転移しやすく， 頻
度の高い転移先としては肺（74％），腹膜（41％），骨
（33％），肝臓（27％）が報告されている。その他の部
位としては頭蓋内，皮膚・軟部組織，甲状腺，唾液腺，
心臓，膵臓，副腎，腸，乳房が挙げられており３，４），本
症例でも初診時点で既に肝転移を認めていた。
　LMSの進行，再発例に対する手術療法の有効性に関
しては複数の報告３，５，６，７，８，９，10，11，12）があり，NCCN
のガイドラインにおいても孤立性再発で摘出可能であ
れば外科的切除が勧められている13）。しかしながらそ
の絶対数の少なさから，例えば再発卵巣がんに対する
Secondary debulking surgeryの適応について検討した
DESKTOP OVAR試験14）のような研究はなされておら
ず，手術の適応や予後改善の予測因子などは確立されて
いない。先に述べた複数の報告内で諸家が提唱してい
る再発LMSに対する手術療法が有用となりうる因子は
①FIGO病期分類がI期，②初回治療から再発までの期間
が長い（例：12か月以上），③完全摘出もしくはoptimal 

surgeryを達成できる孤立の局所再発であることなどが
挙げられている。本症例では初回診断時に既に肝転移を
認めており，初回治療として単純子宮全摘出術，両側付
属器摘出術および大網部分切除術に引き続き肝S6区域切
除を行い，肉眼的には腫瘍の完全摘出を達成した。再々
発時の骨盤内病変および増大傾向にある左肺転移巣はい
ずれも手術による完全摘出が可能であると判断し，骨盤
内再発腫瘤切除術および左肺底部切除術を実施した。本
症例においては，先に述べた手術療法が有用となりうる
因子は③完全摘出もしくはoptimal surgeryを達成でき
る孤立の局所再発のみであったが，いずれの病変におい
ても腫瘍は組織圧排性ないし非浸潤性に進展していたこ
と，患者のPerformance Status （PS）が０で複数回の手
術に耐えうる良好なものであったことが再発病変に対す
る手術においても肉眼的完全摘出を可能にした要因であ
ると考えられた。
　進行・再発LMSの予後は非常に悪く，完治は望めない
ことから，治療の目的として生存期間の延長に加えて患
者のquality of life （QOL）維持や症状緩和を重要視する
必要があると考える。その評価指標の一つにtreatment 
free interval （TFI）という概念がある。卵巣がんにお
いては，化学療法や放射線療法と比較して，手術療法は
その治療の特性から長期のTFIが得られるとの報告15）が
ある。本症例では初回手術後は７か月，再々発病変に対
する手術後は14か月のTFIを得ている。治療中及び現在
もPS 0の生活を維持できており，進行・再発LMSに対
する手術療法はQOLの維持および症状緩和の観点から
も治療の選択肢として考慮する価値がある。
　先に述べたようにLMSは血行性転移しやすいため，
全身化学療法も重要な治療の１つである。I期の完全摘
出症例への術後補助化学療法に関しては，追加治療を

図５　治療経過
DG; docetaxel, Gemcitabine
ADM; Adriamycin
GEM; Gemcitabine
PR; Partial Response
PD; Progressive Disease
PS; Performance Status
ADL; Activities of Daily Living
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行った方が５年生存率が良かったとの報告がある１）。し
かしながらIV期に対する術後補助化学療法に関する明
確なエビデンスはなく，本症例でも患者と相談したうえ
で，術後補助化学療法は行わなかった。再発病変に対す
る化学療法に関しては，アドリアマイシン単剤，DG療
法に加え近年分子標的治療薬としてパゾパニブ，トラベ
クテジン，エリブリンが悪性軟部腫瘍に対するセカンド
ライン以降の薬剤として承認された。しかしパゾパニブ
のOverall Survival （OS）は12.6か月，エリブリンのOS
は13.5か月と効果は十分ではない２）。本症例ではパゾパ
ニブやエリブリンを一時的に使用するも手術可能と判断
し，手術療法に方針変更した。術後は右肺の残存病変の
増大を認めなかったため，術後補助化学療法は行わな
かった。その結果14か月のTFIを得ることができた。ま
た再発治療に手術を選択したことで，薬物療法のみで期
待されたOSを超えた生存を得，現在も化学療法が可能
なほどの良好なPSを維持できていることから，本症例
において再発病変に対する適切なタイミングを逸しない
手術療法の選択は有用であったと考えられる。

結　　　語

　LMS IVB期に対し，計４回の手術を行い，担癌では
あるものの初回治療から４年の生存を得られている症例
を経験した。進行・再発LMSに対し，予後及びQOL改
善の視点からも，適切に適応を見極めたうえでの積極的
な手術療法は選択肢の１つとなりうると考えられた。

文　　　献

１） Takehara K, Yamashita N, Watanabe R, Teramoto 
N, Tsuda H, Motohashi T, Harano K, Nakanishi 
T, Tokunaga H, Susumu N, Ueda Y, Yokoyama Y, 
Saito T: Clinical status and prognostic factors in 
Japanese patients with uterine leiomyosarcoma. 
Gynecol Oncol, 2020, 157: 115‒120.

２） 福村直樹：子宮体がん治療ガイドライン2018年版． 
日本婦人科腫瘍学会編．東京：金原出版株式会社，
2018，181-202．

３） Bartosch C, Afonso M, Pires-Luís AS, Galaghar 
A, Guimarães M, Antunes L, Lopes JM: Distant 
Metastases in Uterine Leiomyosarcomas: The 
Wide Variety of Body Sites and Time Intervals to 
Metastatic Relapse. Int J Gynecol Pathol, 2017, 36

（1）: 31-41.
４） Tirumani SH, Deaver P, Shinagare AB, Tirumani 

H, Hornick JL, George S, Ramaiya NH: Metastatic 
pattern of uterine leiomyosarcoma: retrospective 
analysis of the predictors and outcome in 113 
patients. J Gynecol Oncol, 2014,  25（4）: 306-312.

５） 関雅也，今尾哲也，天野俊康，竹前克朗：９回の転
移巣摘除術後に出現した子宮平滑筋肉腫副腎転移の
１例．泌尿器科紀要，2011，57（8）：435-438.

６） Cybulska P, Sioulas V, Orfanelli T, Zivanovic O, 
Mueller JJ, Broach VA, Long Roche KC, Sonoda 
Y, Hensley ML, O’Cearbhaill RE, Chi DS, Alektiar 
KM, Abu-Rustum NR, Leitao MM Jr.: Secondary 
surgical resection for patients with recurrent 
uterine leiomyosarcoma. Gynecol Oncol, 2019, 
154（2）: 333-337.

７） Nakamura K, Kajiyama H, Utsumi F, Suzuki S, 
Niimi K, Sekiya R, Sakata J, Yamamoto E, Shibata 
K, Kikkawa F: Secondary cytoreductive surgery 
potentially improves the oncological outcomes of 
patients with recurrent uterine sarcomas. Mol Clin 
Oncol, 2018, 8（3）: 499-503.

８） Leitao MM Jr, Zivanovic O, Chi DS, Hensley ML, 
O’Cearbhaill R, Soslow RA, Barakat RR: Surgical 
cytoreduction in patients with metastatic uterine 
leiomyosarcoma at the time of initial diagnosis. 
Gynecol Oncol, 2012, 125（2）: 409-413.

９） Korets SB, Curtin JP: Surgical options for recurrent 
uterine sarcomas. Am Soc Clin Oncol Educ Book, 
2012, 362-366.

10） Burt BM, Ocejo S, Mery CM, Dasilva M, Bueno 
R , Sugarbaker DJ , Jak l i tsch MT: Repeated 
and aggre s s i ve pu lmonary r e sec t i on s f o r 
leiomyosarcoma metastases extends survival. Ann 
Thorac Surg, 2011, 92（4）: 1202-1207.

11） Giuntoli RL 2nd, Garrett-Mayer E, Bristow RE, 
Gostout BS: Secondary cytoreduction in the 
management of recurrent uterine leiomyosarcoma. 
Gynecol Oncol, 2007, 106（1）: 82-88.

12） Leitao MM, Brennan MF, Hensley M, Sonoda 
Y, Hummer A, Bhaskaran D, Venkatraman E, 
Alektiar K, Barakat RR: Surgical resection of 
pulmonary and extrapulmonary recurrences of 
uterine leiomyosarcoma. Gynecol Oncol, 2002, 
87（3）: 287-294. 

13） National Comprehensive Cancer Network: NCCN 
Clinical Practice Guidelines in Oncology, Uterine 
Neoplasms version 1, 2020.

14） Harter P, du Bois A, Hahmann M, Hasenburg 
A, Burges A, Loibl S, Gropp M, Huober J, Fink 
D , Schröder W, Muenstedt K , Schma l fe ld t 
B , Emons G , P f i s t e rer J , Wo l l s ch l aeger K , 
Meerpohl HG, Breitbach GP, Tanner B, Sehouli 
J: Surgery in Recurrent Ovarian Cancer: The 



44 Vol.69 No.1野村　奈南・小西　晴久・張本　姿・相馬　晶・藤本　英夫

Arbeitsgemeinschaft Gynaekologische Onkologie 
（AGO） DESKTOP OVAR Trial. Annals of Surgical 
Oncology, 2006, 13: 1702-1710.

15） 高畑敬之，小西晴久，楠本真也，大亀真一，小松
正明，白山裕子，横山隆，竹原和宏：再発卵巣癌
に対する手術療法の検討．現代産婦人科，2015，
64（2）：443-447．

【連絡先】
野村　奈南
広島大学病院
〒 734-8551　広島県広島市南区霞 1-2-3
電話：082-257-5555　FAX：082-257-5264
E-mail：nomi-nana@hi2.enjoy.ne.jp



現代産婦人科　Vol.69 No.1， 2020 年，pp.45-50

大量の血性腹水を伴ったpolypoid endometriosisの１例
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A case of polypoid endometriosis with massive hemorrhagic ascites

Yuka Enokizono・Masaki Sekine・Yumiko Kan・Hirohiko Morioka
Yuko Teraoka・Yuriko Omori・Takako Sadakane・Suguru Nosaka
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Polypoid endometriosisは組織学的に子宮内膜ポリープに類似し，嚢胞部と充実部が混在する腫瘤を形成し悪性腫瘍との鑑別
を要する稀な子宮内膜症である。今回，大量の血性腹水を伴った polypoid endometriosis の１例を経験したので報告する。症
例は47歳，０妊。１年半前から月経前後の腹部膨満感を自覚していた。２か月前から持続する腹部膨満感を主訴に近医内科
を受診し，経腹超音波検査で腹水貯留を指摘された。腹水穿刺で血性腹水を認めたため婦人科悪性腫瘍の評価目的に当科紹
介となった。造影CT検査で上腹部までおよぶ腹水貯留および右気胸を認めた。骨盤部造影MRI検査で子宮左背側に造影効果
を伴う30 mm大の腫瘤を認め，腹膜は全体的に肥厚していた。両側卵巣に異常所見を認めなかった。PET-CT検査で子宮左背
側の腫瘤および腹膜に異常集積を認めた。腹水は暗褐色の滲出性で，腹水細胞診では悪性所見を認めず，結核性腹膜炎の除
外のため腹水の好酸菌塗抹検査，PCR検査および長期培養検査を施行し，いずれも陰性であった。月経前後に腹部膨満感を
認めていた点や気胸を併発している点から子宮内膜症を疑ったが，腹膜癌などの悪性疾患が否定できないため試験開腹術を
施行した。腹腔内には血性腹水が6000 mL貯留し，腹膜全体は肥厚し易出血性であった。ダグラス窩腫瘤は黄白色の充実性腫
瘍で，両側卵巣の腫大は認めなかった。ダグラス窩腫瘤と両側付属器を摘出した。ダグラス窩腫瘤の病理組織診断はpolypoid 
endometriosisであり，両側付属器の表層に子宮内膜症を認めた。術後薬物療法は行わず，再燃なく経過している。血性腹水
を伴う腫瘍を認めた場合には悪性腫瘍を念頭に精査すべきであるが，本症例のように polypoid endometriosis を含む内膜症性
疾患を鑑別に入れる必要がある。 

Polypoid endometriosis is a rare type of endometriosis with histological features simulating an endometrial 
polyp. The imaging findings of polypoid endometriosis appear as a mixed cystic-solid mass and may simulate 
malignant tumors. We report a case of polypoid endometriosis with massive hemorrhagic ascites. A 47-year-
old nulliparous woman was aware of abdominal bloating around menstruation for a year and a half. She 
was referred to the first hospital with abdominal bloating lasting 2 months. Computed tomography showed 
large amounts of ascites and a right pneumothorax. Magnetic resonance imaging revealed a 30-mm mass at 
the cul-de-sac and peritoneal thickening. Bilateral ovarian enlargement was not observed. PET-CT revealed 
an abnormal accumulation of FDG in the mass at the cul-de-sac and peritoneum. Cytological studies of 
hemorrhagic ascites were negative. Some investigations of Mycobacterium tuberculosis were negative. We 
suspected endometriosis but could not exclude malignancy; therefore, we performed exploratory laparotomy. 
The mass at the cul-de-sac was removed, and salpingo-oophorectomy was performed. Pathological diagnosis 
revealed polypoid endometriosis of the cul-de-sac mass and endometriosis on the surface of both ovaries. 
No recurrence occurred over one year of postoperative follow-up. It is necessary to consider endometriosis, 
including polypoid endometriosis, in a patient with hemorrhagic ascites.

キーワード：polypoid endometriosis，子宮内膜症，血性腹水
Key words：polypoid endometriosis, endometriosis, hemorrhagic ascites

緒　　　言

　Polypoid endometriosisは組織学的に子宮内膜ポリー
プに類似し，嚢胞部と充実部が混在する腫瘤を形成し悪
性腫瘍との鑑別を要する稀な子宮内膜症である１） ２）。今

回，大量の血性腹水を伴ったpolypoid endometriosisの
１例を経験したので報告する。

症　　　例

47歳，０妊。
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主訴：腹部膨満感。
月経歴：初経11歳，25日周期，月経痛中等度，月経量中
等量。
既往歴：46歳時に子宮筋腫の指摘あり（加療歴なし）。
家族歴：父 肺癌，祖父 胃癌，叔父 大腸癌
現病歴：１年半前から月経前後の腹部膨満感を自覚して
いた。２か月前から持続する腹部膨満感を主訴に近医内
科を受診し，経腹超音波検査で腹水貯留を指摘され，当
院総合診療科を受診した。腹水穿刺で血性腹水を認めた
ため婦人科悪性腫瘍の評価目的に当科紹介となった。
初診時理学所見：身長 147 cm，体重 55 kg，BMI 
25.5，血圧 119/74 mmHg，脈拍 103回/分，SpO2 98% 
（room air），体温 37.3℃，右肺で呼吸音減弱，腹部は
膨隆，腹囲 95 cm。
血液検査所見 （月経２日目） ：WBC 6560/μL，Hb 
9.3 g/dL，Plt 42.9×104/μL，CEA 2.0 ng/mL （基
準値：<５ ng/mL），CA19-9 <２ U/mL （基準値：
<37 U/mL），CA125 90 U/mL （基準値：<35 U/mL），
E2 54 pg/mL，LH 3.6 mIU/mL，FSH 6.4 mIU/mL。
内診所見：子宮は下手拳大，可動性良好，硬結触知せ

ず，圧痛なし。
経腟超音波検査所見：子宮の背側に37×23 mm大の腫瘤
を認めた。両側卵巣は確認でき，両側付属器の腫大は認
めなかった。
子宮頸部細胞診：NILM
子宮内膜細胞診：陰性，子宮内膜組織診：悪性所見なし
経過：
　胸部レントゲン検査で右気胸を認め （図１），造影CT
検査では上腹部までおよぶ大量の腹水貯留と，子宮体部
左側に境界不明瞭な腫瘤を認めた （図２）。月経前後に
腹部膨満感を認めていた点や気胸を併発している点など
から子宮内膜症の可能性を疑ったが，鑑別疾患として腹
膜癌や結核性腹膜炎を考え精査を行った。骨盤部造影
MRI検査では，子宮左背側にT1強調像で低信号，T2強
調像で高信号，拡散強調像で高信号を示す充実性腫瘤を
認め，腹膜は全体的に肥厚していた。両側卵巣に異常所
見を認めなかった （図３）。悪性腫瘍を否定できなかっ
たためPET-CT検査を施行したところ，子宮左背側の腫
瘤に SUVmax 7.7の集積を認め，腹膜に SUVmax 3.3ま
での集積を伴う結節や肥厚を認めた （図４）。腹水所見
は暗褐色の血性腹水で，TP 4.6 g/dL，Alb 2.8 g/dL，
LDH 669 U/L，Chol 123 mg/dLであったことから滲出
性腹水と考えた。また，腹水中のadenosine deaminase 
（ADA） 40.9 U/L，CA125 3093 U/mLと上昇を認め
た。腹水細胞診では異型細胞を認めなかった。これらの
検査結果から結核性腹膜炎も鑑別に挙げたが，腹水の
抗酸菌塗抹検査は陰性，PCR陰性，T-SPOT陰性であっ
た。さらに，結核性腹膜炎を除外するために胃液，尿，
便の抗酸菌塗抹検査，PCR検査および腹水中の抗酸菌の
長期培養検査を施行し，それらの結果は陰性であった。
結果を確認するまでの２か月間で腹水穿刺を計９回，約 
12 Lの腹水除去を要した。いずれも腹水細胞診で悪性所
見を認めなかった。腹部膨満に伴う食思不振や睡眠困難
などの症状は腹水除去により軽減を認めた。初診から図１　胸部レントゲン検査

右気胸を認める

図２　造影CT検査
a：上腹部までおよぶ大量の腹水貯留
b：子宮体部左側に境界不明瞭な腫瘤（矢印）
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図３　骨盤部造影MRI検査
子宮の左背側の腫瘤
a：T1強調像で低信号（矢印）
b：T2強調像で高信号（矢印）
c：拡散強調像で高信号（矢印）

図４　PET-CT検査
a：子宮の左背側の腫瘤に SUVmax7.7 の集積
b：腹膜に SUVmax 3.3 までの集積を伴う結節や肥厚（矢印）

２か月経過した時点でHb 7.7 g/dL の貧血を認めたため
RBCを６単位輸血し，Hb 9.9 g/dL まで改善した。前回
のPET-CT検査から２か月経過し，再検したところ子宮
左背側腫瘤の集積はSUVmax 3.8 と減弱しており，悪性
腫瘍の否定はできないが炎症による集積の可能性が考え
られた。気胸に関しては変化を認めなかった。これまで
の経過から子宮内膜症を最も疑ったが，腹膜癌などの悪
性疾患が完全に否定できないと考え，試験開腹術の方針
とした。患者と家族には，経過から子宮内膜症が強く疑
われるが悪性疾患の可能性を否定できず，病理組織の確
認によって診断を確定させ適切な治療を行う目的で開腹
手術による両側付属器切除およびダグラス窩腫瘤の切除
を行うこと，永久病理組織診断によって追加治療を行う
可能性があることを説明し，試験開腹術に同意を得た。

　右気胸に対して胸腔ドレーンを留置し手術を施行し
た。腹腔内に血性腹水を6000 mL 認めた。小腸は癒着
が強固で一塊となっていた。腹膜は著しく肥厚し易出
血性であり肝表面や子宮表面からも出血を認めた （図
５）。両側付属器は正常大であったが，表面は粗造で
あった。ダグラス窩に腹膜から発生する黄白色の脆い軟
部腫瘤を認め （図６），腫瘤と子宮背側との癒着は認め
なかった。腹腔内所見からも子宮内膜症が最も疑われる
と判断し，両側付属器摘出術およびダグラス窩腫瘍摘出
術を施行した。手術時間は２時間38分，出血量は650 g 
であった。術後病理組織診断は，ダグラス窩の腫瘤に
内膜腺と小型充実性の間質細胞からなる子宮内膜組織
を認め，免疫染色で ER （+），PgR （+） でありpolypoid 
endometriosisと診断した （図７）。右卵巣・卵管の表層，
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左卵巣の表層に内膜症性病変を認めた。
　術後の経過は良好で，術後１か月が経過した時点で血
中 CA125 15 U/mL と低下し，E2 <５ pg/mL であっ
た。術後薬物療法は行わず，経過観察とした。術後１年
が経過し，現在までに腹水の再貯留を認めず，気胸も再
発していない。

考　　　察

　Polypoid endometriosisとは，組織学的に子宮内膜
ポリープに類似し，嚢胞部と充実部が混在する腫瘤を
形成し悪性腫瘍との鑑別を要する稀な子宮内膜症であ

る１） ２）。2004年のParker et al.の報告によると発生部位
は直腸，S状結腸，卵巣，子宮漿膜の順に多く，その他
に子宮頸部，腟粘膜，卵管，尿管，膀胱腹膜，大網，後
腹膜などの骨盤内を中心とした様々な部位に発生する。
また，好発年齢の平均は52.5歳で子宮内膜症に比べやや
高齢であり，タモキシフェン投与やホルモン補充療法と
の関連が示唆されている１）。Polypoid endometriosisで
は腫瘍の充実部のMRI検査所見としてT2強調像で高信
号，拡散強調像で中～高信号，ADC値は低下しない傾
向にあり，子宮筋層と同程度の強い造影効果を示すなど
の報告もあるが，実際には画像所見が多彩で，悪性腫瘍

図５　手術所見
a：小腸は一塊となり癒着
b：左横隔膜の表面は粗造で易出血性
c：右上腹部の肝表面（矢印）から出血あり

図６　摘出標本
ダグラス窩の軟部腫瘤

図７　ダグラス窩腫瘤の病理組織
a：HE染色（×40）　内膜腺と小型充実性の間質細胞からなる子宮内膜組織
b：エストロゲン受容体免疫染色（×100）
c：プロゲステロン受容体免疫染色（×100）
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との鑑別が困難であることが多い３） ４） ５）。本症例では，
月経前後に腹部膨満感を認めていた点や気胸を併発して
いた点などからダグラス窩腹膜に発生した子宮内膜症の
可能性を考えていたが，血性腹水であった点，PET-CT
検査でダグラス窩腫瘤に集積を認めた点，および播種を
疑う腹膜の肥厚や結節を認めた点から悪性腫瘍との鑑別
に苦慮したため試験開腹術を施行し診断した。本症例の
ように，開腹手術を選択されている症例が多いが，近
年では術前にpolypoid endometriosisを疑い腹腔鏡手術
で治療し得た症例の報告があり６），術前に子宮内膜症を
疑った場合には，審査腹腔鏡も選択肢と考える。また，
経腟的な生検にて診断した腟polypoid endometriosisに
おいてジエノゲスト２ mg/日の投与で病変の縮小を認
めた報告があり７），審査腹腔鏡にて診断した後に，ホル
モン療法による治療が可能かもしれない。
　また，polypoid endometriosisにおいても子宮内膜症
と同様に再発の可能性があるため後療法を検討する必要
がある。年齢や術前・術中の卵巣の所見，および腫瘍の
術中迅速病理診断の結果から卵巣を温存した場合には後
療法を要する。本症例では術前には卵巣に特記所見を認
めなかったが，年齢や悪性腫瘍が否定できないことを考
慮して両側卵巣摘出の方針とした。術後薬物療法は行わ
ず，再発なく経過している。年齢や術前の卵巣の所見か
ら，再発リスクを説明した上で術式を決定することが重
要である。 
　子宮内膜症では稀に大量血性腹水を合併する。大量血
性腹水が生じる機序として①骨盤内の内膜症による広汎
な癒着が下地にあり，この癒着の自然剥離などによる腹
腔内出血，②重症内膜症例では月経血の腹腔内への逆
流量が多い，③内膜症罹患の卵管や卵巣からの出血，
④腹膜の内膜症病変においては子宮内膜のホルモン動態
に呼応した内膜変化による出血，また内膜症に随伴す
る細胞性浸潤がマクロファージなどの作用誘起を来す
ことが考えられると相馬らは報告している８）。Polypoid 
endometriosisにおける血性腹水の産生機序については
報告を認めないが同様の機序で生じることが予想され
る。本症例ではダグラス窩のpolypoid endometriosisを
契機として腹壁や腸間膜，大網，肝表面など広範囲に炎
症が広がり，また小腸の癒着範囲も広範となっていたた
め，炎症部位からの出血や癒着部位の自然剥離による出
血により大量の血性腹水を生じたと考えられた。
　他に血性腹水をきたす疾患として結核性腹膜炎が挙げ
られる。結核性腹膜炎は極めて稀で，結核患者のうち結
核性腹膜炎をきたすのは0.55%程度とされている９）。本
症例では，血性腹水である点，滲出性腹水である点，腹
水中のADA上昇を認める点，腹膜に結節や肥厚を認め
た点から結核性腹膜炎も鑑別に挙げた。菌の検出による
確定診断が原則であるが，各種染色法やPCR法，生検を

行っても確定診断に至らない結核性腹膜炎もある９） 10）。
腹水ADA高値が結核性腹膜炎の鑑別診断において有
用と考えられており，33 U/Lをカットオフ値とした場
合，その感度は100%，特異度は96.6%であるとの報告が
ある11）。早期に診断，治療を要する場合には，腹腔鏡下
手術での結核性腹膜炎の診断が有用と報告があり12），今
後は早期の腹腔鏡手術も選択肢であると考える。

結　　　語

　大量の血性腹水を伴うpolypoid endometriosisの１例
を経験した。血性腹水を伴う腫瘍を認めた場合には悪
性腫瘍を念頭に精査すべきであるが，本症例のように 
polypoid endometriosisを含む内膜症性疾患を鑑別に入
れる必要がある。
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2008年の日本産科婦人科学会による胚移植数を原則１個とする会告により，生殖補助医療技術（Assisted reproductive 
technology, ART）による双胎・品胎以上の多胎は減少している。しかし，排卵誘発剤による不妊治療後の多胎は未だに減少
率が不十分と言われている。今回，医原的な多胎症例を減少させる方法を模索するため，当院で分娩管理を行った症例にお
ける不妊治療と多胎妊娠の関連を診療録から後方視的に検討した。2012年から2019年の間に当院で分娩管理を行った症例の
うち妊娠方法が不明な症例を除外した5383症例を対象とした。対象を自然周期群（N群），ART群（A群），クエン酸クロミフェ
ン群（C群），hMG/FSH群（G群）の４群に分類し多胎妊娠との関連を検討した。双胎は303例（5.63％），品胎は９例（0.17％）
であった。一絨毛膜二羊膜双胎症例はN群が87.80％を占め，不妊治療症例の中ではA群が8.94％と多かった。一絨毛膜二羊膜
双胎症例は妊娠方法別に発生率の差を認めなかった。二絨毛膜二羊膜双胎症例はN群が58.66％を占め，不妊治療症例の中で
はA群（16.20％）とG群（14.53％）が多かった。二絨毛膜二羊膜双胎症例は妊娠方法別に発生率の差を認め，G群が最も高率
であった。A群の一絨毛膜二羊膜双胎症例はすべて単一胚移植で，二絨毛膜二羊膜双胎症例は胚移植個数不明の４例を除いた
25例中23例（92.00％）が複数胚移植症例であった。品胎症例では９例中６例がG群の症例であった。今回の検討では，従来の
報告通り，多胎妊娠は複数胚移植症例とhMG/FSHによる排卵誘発症例が多いことが確認された。今後さらなる多胎妊娠減少
のためには，hMG/FSHによる排卵誘発を行う際はより少ない卵胞発育を原則とすること，そしてARTでは単一胚移植を行
うことがより強く求められる。

The aim of this study was to examine the relationship between multiple pregnancies and infertility treatment. 
A retrospective study was conducted on 5383 women who delivered at our hospital between January 2012 
and December 2019. They were classified into four groups: natural cycle, assisted reproductive technology 
(ART), ovulation induced with clomiphene citrate, or ovulation induced with gonadotropins. There were 303 
(5.63%) twin pregnancies and nine (0.17%) triplet pregnancies. In monochorionic diamniotic twin pregnancies, 
the natural cycle group accounted for 87.80% of the pregnancies. There were no significant differences among 
the groups in the rate of monochorionic diamniotic twin pregnancies. In the gonadotropin group, dichorionic 
diamniotic twin pregnancy rates were significantly higher than the rates in the other three groups. All 
monochorionic diamniotic twin pregnancies were followed by single embryo transfers. On the other hand, only 
two dichorionic diamniotic twin pregnancies were followed by single embryo transfer, whereas in the ART 
group, 23 were followed by multiple embryo transfer. In triplet pregnancies, six of nine patients were in the 
gonadotropin group and pregnancy rates were higher than the rates in the other three groups. The method of 
preventing multiple pregnancies occurring from infertility treatment is to induce monofollicular ovulation with 
gonadotropins and to perform single embryo transfer in the ART cycle.

キーワード：不妊治療，多胎妊娠，排卵誘発，生殖補助医療技術
Key words：infertility treatment, multiple pregnancy, ovulation induction, assisted reproductive technology

緒　　　言

　多胎妊娠は一度の妊娠で２児を得られる反面，早産，
妊娠高血圧症候群，子宮内胎児発育遅延など多くの合併
症のリスクを伴い，胎児数が増えるほど合併症のリスク

が高まることが知られている。排卵誘発剤の保険適応や
生殖補助医療技術（Assisted reproductive technology, 
ART）の本格化によって，多胎妊娠は1980年後半より
大幅に増加したが，2008年４月の日本産科婦人科学会の
胚移植数を原則１個とする会告により，ARTによる双
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胎・品胎以上の多胎は減少している１）。しかし，排卵誘
発剤による不妊治療後の多胎は未だに減少率が不十分で
あると言われている。高知県では，多胎症例や低出生体
重児を管理できる医療施設，医療者が少なく，多胎妊娠
やその他のハイリスク妊娠が一時期に重複すると容易に
母体や新生児の管理を担う体制が不十分な状況になり得
る。そのため，多胎妊娠は母体や胎児へのリスクだけで
なく，医療側にとっても大きな負担になることがある。
当院は県内の多胎症例の大部分を管理しているため，当
院で分娩管理を行った症例における不妊治療と多胎妊娠
の関連を検討し，本県における医原的な多胎症例を減少
させるための方法を模索した。

方　　　法

　2012年１月１日から2019年12月31日の期間に当院で分
娩管理を行った5558症例のうち，妊娠方法が不明な175
症例を除外した5383症例を対象とした。ARTや一般不
妊治療の排卵誘発と多胎妊娠の関連を検討するため，自

然妊娠や自然周期のタイミング療法，人工授精症例を
自然周期群（N群），ARTによる妊娠症例をART群（A
群），排卵誘発剤使用後のタイミング療法や人工授精症
例は，使用した排卵誘発剤によってクエン酸クロミフェ
ン群（C群），hMG/FSH群（G群）に分類し，４群にお
ける多胎妊娠症例について診療録を後方視的に比較検討
した。今回は不妊治療と多胎の関連の検討であるため，
vanishing twinや一児死亡例に関しては，妊娠初期に確
認された胎児数を基準として検討した。統計解析には
χ²検定を用い，p<0.05を統計学的有意とした。

成　　　績

　対象5383症例のうち，双胎は303例（5.63％），品胎は
９例（0.17％）であった。双胎妊娠，品胎妊娠の症例数
の年次推移を図１に示す。双胎症例数は2017年に51例と
多かったが，８年間でほぼ横ばいであった。一絨毛膜一
羊膜（Monochorionic Monoamniotic, MM）双胎は2018
年の１症例のみであった。品胎症例数は毎年２症例以下

図１　双胎/品胎症例数年次推移

図２　多胎の妊娠方法別割合
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であり，ほぼ一定であった。
　一絨毛膜二羊膜（Monochorionic Diamniotic, MD）
双胎と二絨毛膜二羊膜（Dichorionic Diamniotic, DD）
双胎における４群それぞれの症例数と占める割合を図
２に示す。MD双胎症例の中ではN群が全体の87.80％を
占めていた。N群以外のARTや排卵誘発を行った症例
の中ではA群が8.94％と多かった。DD双胎症例ではN群
が全体の58.66％を占め，N群以外のARTや排卵誘発を
行った症例の中ではA群（16.20％）とG群（14.53％）が
多かった。表１に，各群における多胎の症例数と群全体
に占める割合を示した。MM双胎の１症例はN群であっ
た。各群における双胎症例の割合は，N群で4.71％，
A群で6.73％，C群で16.18％，G群で24.77％であった。
各群におけるMD双胎症例の割合はN群で2.38％，A群
で1.85％，C群で2.21％，G群で0.92％であった。各群
におけるDD双胎症例の割合は，N群で2.31％，A群で
4.88％，C群で13.97％，G群で23.53％であった。図３に

示すように，MD双胎症例では妊娠方法によるMD双胎
発生率の差は認めなかった。DD双胎症例では，妊娠方
法別にDD双胎発生率に有意差を認め，G群は他の３群
いずれと比較しても有意にDD双胎発生率が高かった。
　次に，A群の双胎症例40例における胚移植数を検討し
た。MD双胎の11例はすべて単一胚移植であった。DD
双胎の29例では，単一胚移植数が２例，２胚移植が22
例，３胚移植が１例，胚移植個数不明が４例であった。
DD双胎では胚移植数不明の４例を除くと25例中23例
（92.00％）が複数胚移植によるDD双胎であった。
　品胎症例はN群が２例，A群が１例，G群で６例認
め，C群では認めなかった（図２）。N群の品胎症例は２
例中１例が三絨毛膜三羊膜（Trichorionic Triamniotic, 
TT） 品胎， １例が二絨毛膜三羊膜（Dichor i on i c 
Triamniotic, DT）品胎であった。A群とG群による品
胎症例は７例すべてTT品胎であり，A群の１例は３胚
移植例であった（表１）。品胎を認めた３群それぞれに

表１　多胎の膜性診断と妊娠方法別症例数と各群にしめる割合

図３　各群の多胎症例の割合
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おける品胎発生率はN群で0.04％，A群で0.17％，G群
で5.50％であり，症例数は少ないが，G群が高い傾向が
あった。

考　　　案

　多胎は早産など，周産期予後を悪化させる大きな要因
であると共に，新生児集中治療管理室病床を複数同時に
占有するため新生児医療に負担を強いることとなる。多
胎発生の医原的要因としては，排卵誘発剤による不妊治
療と生殖補助医療によることが多く，日本産科婦人科学
会では胚移植数を2008年４月に原則１個とする会告を出
し，ART由来の多胎発生は2006年以降品胎以上の多胎
が減少し，双胎も2009年以降減少している１）。しかし，
多胎妊娠や低出生体重児を管理出来る施設や医療者が少
ない地域では，いまだに多胎妊娠の管理は大きな負担と
なっている。高知県は多胎症例の管理に関して３次周産
期医療施設へ集約化を図っており，研究期間内の2012年
から2019年は県内の双胎妊娠の約85％，品胎妊娠の全例
を，当院で周産期管理していた。一方で，県内の多胎妊
娠以外のハイリスク妊娠の多くも管理している。そのた
め，多胎症例や28週未満の早産などのハイリスク症例が
重なった場合は，新生児医療へ多大な負担をかけること
になり，県内外の施設間搬送を考慮しなければいけない
事態となる。このような現状を踏まえ，今回当院での多
胎症例と不妊治療の関連を検討し，医原的な多胎症例を
減少させるための方法を模索した。
　結果，MD双胎では妊娠方法別にMD双胎発生率の有
意差を認めず，本検討では不妊治療とMD双胎妊娠の
関連は認められなかった。一方で，DD双胎発生率はG
群で有意に高く，品胎症例もG群の症例が多かった。ま
た，ARTによるDD双胎では複数胚移植症例が多かっ
た。しかし，A群全症例の胚移植数を調べることができ
なかったため，統計学的に有意差を示すことができな
かった。
　ARTにおけるMD双胎の発生は自然妊娠における
MD双胎発生率の約２－12倍という報告がある２）。しか
し，本検討ではA群とN群でMD双胎発生率に有意な差
を認めなかった。この理由としては，通常では自然妊
娠でのMD双胎妊娠率は0.4－0.5％と報告されている３）

が，当院は総合周産期母子医療センターとして県内の
MD双胎症例が集約されるため，当院でのN群におけ
るMD双胎発生率は，通常の約５倍高く，そのために
ARTによるMD双胎発生率が自然妊娠によるMD双胎
発生率と差がなかったと考える。ART後のMD双胎の
リスク因子は，胚盤胞までの長期培養や，顕微授精，
Assisted Hatchingなど人工的な透明帯の開孔が起因し
ているという報告４）がある一方，それらは関連しない
という報告５）もあり，未だ確定されていない。ただ，

着床前遺伝子診断のための胚生検を施行した場合のMD
双胎の発生頻度は10％という報告６）もあり，今後，着
床前診断（PTG-A, Preimplantation genetic testing for 
aneuploidy）症例が増えると予想され，MD双胎妊娠症
例も増加が懸念される。
　ARTにおけるDD双胎症例は，胚移植数不明の４例を
除いた25例中23例（92.00％）が複数胚移植であり，そ
のうちの１例は日本産科婦人科学会の会告に反した３胚
移植症例であった。単一胚移植によるDD双胎の２症例
は，胚の分離が胚盤胞以降に起こった可能性もあるが，
いずれも自然周期の融解胚移植症例であり，排卵前後の
性交があったため，自然妊娠との合併による二卵性DD
双胎の可能性が高い症例と考えた。A群のDD双胎発生
率の年次推移を検討すると，前半４年では230症例中15
症例，後半４年では364症例中14症例がDD双胎であっ
た。DD双胎発生率はそれぞれ6.52％と3.85％であり，減
少したが，有意差は認められなかった。本検討の２胚移
植は不妊治療に難渋する症例に施行していると推察され
るが，単一胚移植でもMD双胎妊娠率は高くなるため，
２胚移植によるDT品胎の可能性もあり，不妊治療に関
わる医師は２胚移植による多胎妊娠のリスクを考慮し
て，より慎重に適応を決める必要があると言える。
　もう一つの多胎妊娠の原因として，hMG/FSHによる
排卵誘発が問題となる。一般的に，hMG/FSHによる排
卵誘発は高率に卵胞発育を認める一方，多胎妊娠や卵
巣過剰刺激症候群のリスクが高いとされており，本検討
でもG群における双胎発生率は24.77％で，そのうちのほ
とんどがDD双胎（27例中26例）であった。G群のDD双
胎発生率は23.53％と他の３群と比較して有意に高かっ
た。また品胎に関しても９症例中６例がG群の症例であ
り，G群のおける品胎発生率も5.50％と高かった。一方
で，G群を４年ずつ前半と後半に分けて検討すると，症
例数は39症例と70症例，多胎症例数は19症例と14症例で
あり，前半の多胎発生率は48.72％，後半は20.00％と有
意な減少（p<0.005）を認め，G群の多胎発生率は年次経
過とともに減少していた。この理由としては，単一卵胞
発育を目的とし，多胎発生率が低い安全なFSH製剤の使
用方法である低用量漸増療法７）や，複数の卵胞発育を
認めた場合は治療を中止することが認識されてきたから
ではないかと推察される。
　当院における品胎以上の多胎妊娠の症例数は，日本産
科婦人科学会における胚移植数を原則１個とする会告が
出された2008年までは年間平均３症例であったが８），本
検討での８年間では品胎症例は年間平均1.13症例と減少
していた。しかし，３個移植によるART後の多胎妊娠
症例を２例認め，日本産科婦人科学会の会告以降も３個
以上の胚移植が行われていることがわかった。日本産科
婦人科学会の2017年度の体外受精・胚移植等の臨床実施
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成績ではARTによる品胎妊娠は年間48例報告されてお
り９），胚移植数との関連は示されてはいないが複数個胚
移植の影響であると推察される。
　全国的には，双胎や品胎以上の超多胎の症例数は徐々
に減少傾向であるが，都道府県それぞれで発生頻度に差
があり10），その要因として地域での不妊症治療施設の複
数胚移植の基準や排卵誘発方法などの方針に影響されて
いることが推察される。高知県の多胎出生割合は全国平
均と同等であり，決して多胎出生割合が多いわけではな
いが，周産期母子医療センターと県内のARTを行う施
設だけではなく排卵誘発行う診療所が多胎の情報を共有
していくことが重要である。
　多胎妊娠防止を目的とした2008年の日本産科婦人科学
会の会告後も，やはり依然として，hMG/FSHによる排
卵誘発を行った症例ではDD双胎や品胎が多いこと，ま
た複数胚移植によるDD双胎が多い可能性があることが
本検討で確認された。しかし，一方でhMG/FSHによる
排卵誘発症例における多胎発生率は年次経過と共に減少
を認めた。これは，不妊治療を行う医師が排卵誘発剤に
よる多胎のリスクに留意した結果，検討した８年の間
により安全な排卵誘発が行えるようになった可能性が
ある。今後，さらなる多胎妊娠減少のためには，hMG/
FSHによる排卵誘発を行う際はできるだけ少ない卵胞発
育を原則とすること，そしてART症例では単胎妊娠を
目標とした単一胚移植がより強く求められる。
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抗NMDA受容体抗体脳炎を発症した卵巣奇形腫に対して腹腔鏡下付属器摘出術
を行った２例
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Two cases of mature ovarian cystic teratoma with anti-N-methyl-D-aspartate receptor 
encephalitis treated by laparoscopic salpingo-oophorectomy

Mayuko Nakamura・Kotaro Sueoka・Fuuka Matsui・Takahiro Sakai
Tetsuro Tamehisa・Maki Okada・Takuya Kajimura・Fumie Shibuya
Isao Tamura・Ryo Maekawa・Toshiaki Taketani・Norihiro Sugino

Yamaguchi University Graduate School of Medicine Department of Obstetrics and Gynecology

【緒言】抗N-Methyl-D-Aspartate （以下NMDA）受容体抗体脳炎は非ヘルペス性の自己免疫性脳炎であり，約６割に卵巣奇
形腫を合併する。抗NMDA受容体抗体脳炎を伴った卵巣奇形腫に腹腔鏡下付属器摘出術を行い改善を認めた２例を報告す
る。【症例】症例１；31歳。希死念慮を主訴に近医精神科入院。意識障害，徐脈，及び呼吸不全も出現し，当院脳神経内科紹
介受診。MRIで右卵巣にわずかなスリット状の脂肪成分を含む２cm大の腫瘍を認め，卵巣奇形腫と診断し，抗NMDA受容
体抗体脳炎の可能性を考慮し（その後抗体陽性が判明），腹腔鏡下右付属器切除術を施行し，ステロイドパルス療法を施行し
た。術後10日程度で意識レベルは改善傾向を認め，免疫グロブリン療法を施行後に全身状態は改善した。症例２；24歳。発
熱・頭痛を初発症状として，体動が消失し，当院脳神経内科紹介受診。痙攣，意識障害（JCS 200）を認め，人工換気管理の
上，ステロイドパルス療法，免疫グロブリン療法を施行した。髄液検査で抗NMDA受容体抗体を認め，卵巣腫瘍精査目的に
当科紹介。骨盤MRIでは腫瘍は指摘できなかったが，経腟超音波で小さな腫瘍を疑いthin slice CTで微細な脂肪成分と石灰化
を認め，左卵巣奇形腫と診断した。腹腔鏡下左付属器切除術を施行し，シクロフォスファミドパルス療法を追加施行し，術
後２ヶ月で全身状態の改善を認めた。術後病理診断は２例とも成熟嚢胞性奇形腫であった。【結語】抗NMDA受容体抗体脳炎
において小さな病変でも奇形腫の摘出は有用であり，MRIで嚢胞内容液が脂肪成分でない場合も詳細な検索を行う，あるい
はMRIでの診断が困難な症例でもthin slice CTを行うなど念入りな画像検索を行うことで奇形腫の診断を行い，早期の外科的
治療につなげることが重要である。

We report two cases treated by laparoscopic surgery for anti-N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor 
encephalitis with ovarian teratoma.
Case 1: A 31-year-old woman who was hospitalized due to suicidal ideation had consciousness disturbance and 
respiratory failure, and so was transferred to the Department of Neurology in our hospital. She was diagnosed 
with anti-NMDA receptor encephalitis complicated by a right ovarian teratoma on MRI. She underwent right 
salpingo-oophorectomy followed by steroid pulse therapy. Her level of consciousness improved approximately 
4 months after surgery. 
Case 2: A 24-year-old woman who had a convulsion and consciousness disturbance was admitted in the 
Department of Neurology of our hospital. She was administered steroids and immunoglobulins with artificial 
ventilation. We consulted her for ovarian teratoma because anti-NMDA receptor antibodies were found in 
the spinal fluid. Although pelvic MRI showed no tumor, we diagnosed the ovarian teratoma containing a fine 
fatty component and calcification on thin-slice CT. She underwent left salpingo-oophorectomy with additional 
cyclophosphamide pulse therapy. Her general state improved within 2 months after surgery. 
Conclusion: We should perform thorough imaging examinations, including thin slice CT, to detect even small 
ovarian teratomas because earlier surgical resection is useful for patients with anti-NMDA receptor antibody 
encephalitis.

キーワード：卵巣奇形腫，抗NMDA受容体抗体脳炎
Key words：ovarian teratoma, anti-N-methyl-D-aspartate (NMDA)-receptor encephalitis
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緒　　　言

　抗N-Methyl-D-Aspartate （NMDA）受容体脳炎と
は，大脳辺縁系に分布するNMDA受容体に対する抗体
による自己免疫性脳炎である１）。成人女性患者の55%は
腫瘍合併例であり，そのうち95%は卵巣奇形腫と報告さ
れている２）。
　今回，抗NMDA受容体抗体脳炎を伴った卵巣奇形腫
に対して腹腔鏡下付属器切除を行い，改善を認めた２例
を経験したので報告する。

症　　　例

【症例１】31歳 
現病歴：希死念慮を伴う錯乱状態を来し，前医精神科
に医療保護入院中に意識障害 （JCS 200），呼吸障害を認
め，当院脳神経内科へ搬送となった。MRIで右卵巣に
２cm大の脂肪成分を伴った微小な腫瘍性病変を認め，
卵巣奇形腫合併脳炎の疑いで当科紹介受診となった。
既往歴：17歳時に卵巣嚢腫摘出術後であるが，詳細不
明。その他にパーソナリティー障害，気管支喘息，高血
圧症，狭心症（ステント留置）がある。
産科歴：５妊２産 （満期経腟分娩２回，人工妊娠中絶２
回，自然流産１回）

入院時所見：血圧：160/90 mmHg, 心拍数：110 bpm, 
体温：36.4度
血液検査所見： 
WBC：17690 /μl，neutrophil：70%，Hb：14.8 g/dl，
Plt：38.8×1010 / l，TP：7.0 g/dl，Alb：4.3 g/dl，
T.Bil0.7 mg/dl，AST：30 U/l，ALT：64 U/l，BUN：
17 mg/dl，Cre：0.68 mg/dl，Na：143 mmol/l，K：
3.9 mmol/l，Cl：107 mmol/l，CRP：1.07 mg/dl，TSH：
1.29μIU/ml （基準値：0.5～5.0），FT4：1.8 ng/dl （基
準値：0.9～1.7），CEA：3.7 ng/ml （基準値：０～6.0），
CA125：８ U/ml （基準値：０～35），CA19-9：2.0 U/
ml （基準値：０～37），SCC：2.7 ng/ml （基準値：０～1.5）
髄液検査所見：抗NMDA受容体抗体：16倍（術後に判明）
CT検査：左卵巣に嚢胞性腫瘤あり。石灰化はなく，内
容の性状は不明であった。
骨盤部MRI検査：右付属器に２cm大の嚢胞を認めた。
嚢胞内容液の大部分はT1強調画像で低信号・T2強調画
像で高信号であったが，嚢胞の上部にT1，T2強調画像
で共に高信号となるスリット状の微小領域があり，脂肪
抑制T1強調画像で同部は抑制された（図１）。
治療経過：
MRIの詳細な検索により，ごくわずかだが脂肪成分を有
することから，右卵巣奇形腫と診断したため，神経内科

図１　骨盤MRI画像
a：T1強調画像，b：T2強調画像，c. d.は右卵巣腫瘍部を拡大した像で，
c：T1強調像，d：脂肪抑制T1強調像
右側付属器にT1強調像で低信号，T2強調像で高信号の２cm大の嚢胞
を認めた（a，b矢印）。その嚢胞の上部にT1強調画像で高信号となるス
リット状の微小領域があり（c矢頭），T1脂肪抑制画像で同部は抑制さ
れ（d矢頭），卵巣奇形腫が疑われた。



2020年 59抗NMDA受容体抗体脳炎を発症した卵巣奇形腫に対して腹腔鏡下付属器摘出術を行った２例

医と相談の上，手術の方針とした。ご家族へは，卵巣奇
形腫を認め，これにより脳炎が引き起こされている可能
性があること，その場合は通常腫瘍摘出術が勧められる
こと，ただし摘出術により改善しないこともあり得るこ
とを説明し，手術の同意を得た。
第３病日に腹腔鏡下右付属器摘出術を行い，自発呼吸微
弱のため術後は人工換気管理のまま集中治療室に帰室と
なった。ステロイドパルス療法を開始し，意識レベルは
改善し，第10病日に人工呼吸管理を離脱した。その後意
識レベルは安定し，第130病日に退院となった。摘出し
た右卵巣には２cm大の嚢胞を認め，内部には毛髪や脂
肪成分を認めた。病理診断は石灰化は認めず，脂肪成分
や神経膠細胞成分を伴う成熟嚢胞性奇形腫であった（図
２）。
【症例２】24歳 
現病歴：頭痛と発熱を認め，その後体動困難となった
ため，前医神経内科へ救急搬送。その後，意識障害
（JCS 10），失語，従命困難を生じ，当院脳神経内科へ
紹介受診。抗NMDA受容体抗体脳炎と診断され，入院
管理となった。
既往歴：特記事項なし
産科歴：０妊
入院時所見：血圧：126/82 mmHg，心拍数：70 bpm，
体温：37.2度
血液検査所見：WBC：11090 /μl，neutrophil：85.3 %，
Hb：13.0 g/dl，Plt：23.2×1010 /l，TP：5.9 g/dl，Alb：

3.7 g/dl，T.Bil：0.6 mg/dl，AST：20 U/l，ALT：９ U/l，
BUN：17 mg/dl，Cre：1.87 mg/dl，Na：132 mmol/l，K：
4.5 mmol/l，Cl：101 mmol/l，CRP：0.42 mg/dl，TSH： 
0.25μIU/ml （基準値：0.5～5.00），FT3：2.0 pg/ml （基
準値：2.3～4.0），FT4：1.4 ng/dl （基準値：0.9～1.7），
CEA：1.4 ng/ml （基準値：０～6.0），CA125：20 U/ml 
（基準値：０～35），CA19-9：17.8 U/ml （基準値：０～
37），SCC：0.4 ng/ml （基準値：０～1.5） 
髄液検査所見：抗NMDA受容体抗体：16倍
入院後経過：入院後に施行されたCT，骨盤部MRIでは
両側付属器に明らかな腫瘍性病変は認めず（図３），直
ちにデキサメサゾン投与を開始し，NMDA受容体抗体
検出後は，ステロイドパルス療法を施行したが意識レベ
ルはJCS 200まで悪化し，人工呼吸器管理となった。難
治性症例であり，卵巣腫瘍の再精査のため当科紹介と
なった。経腟超音波では骨盤内に９×６mm大の充実性
腫瘍を認めたが，MRIの再検討でも明らかに脂肪成分を
伴う腫瘍と言える部分は無く，微細な病変の質的評価目
的でthin slice条件下でのCTを撮像した。thin slice CT
では，左付属器に微小な石灰化成分を認めた（図４）た
め，卵巣奇形腫の存在を疑った。神経内科医と協議の
上，薬物療法抵抗性であり手術の方針とした。ご家族へ
は，詳しい画像検索で当初分からなかった非常に小さい
卵巣奇形腫が存在すること，現在の薬物治療では効果に
乏しいこと，小さい腫瘍でも摘出による効果が報告され
ており今回も腫瘍摘出に期待したいことを説明し，手術

図２　病理所見
肉眼的には右側付属器に２cm大の嚢胞を認め，内部には毛髪や脂肪成分を認めた（a）。
HE染色では，皮膚や毛髪，脂肪成分を認める（b）他，神経膠細胞成分を認め（c），成
熟嚢胞性奇形腫と診断した。
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の同意を得て，腹腔鏡下左付属器摘出術を施行した。術
後しばらくは人工呼吸管理を離脱できず，内科的治療を
継続し，シクロフォスファミド投与も開始した。術後
２ヶ月ほどして意識レベルの改善を認め，第103病日に
軽快転院となった。摘出した左卵巣の一部に１cm程度
の腫瘍を認め，内部には毛髪を認めた。病理診断は嚢胞
壁内に脂肪成分を認め，神経膠細胞を伴う成熟嚢胞性奇
形腫であった（図５）。

考　　　察

　抗N-Methyl-D-Aspartate （以下NMDA）受容体抗体
脳炎は，大脳辺縁系に分布するNMDA受容体に対する
抗体による自己免疫性脳炎である１）。成人女性患者の
55%は腫瘍を合併しており，その95%は卵巣奇形腫であ
ると報告されている２）。卵巣腫瘍内の神経膠細胞に対す
る免疫応答により抗体が産生され，辺縁系脳炎を引き起
こすと考えられており，急激な意識低下や呼吸障害を認

め，人工呼吸器管理を要する重症症例も少なくない。し
かしながら，外科的切除を含めた適切な治療介入により
回復可能な辺縁系脳炎であり１），近年婦人科での報告も
増えてきている。 
　2011年にDalmau et al. のグループより治療アルゴリ
ズムが提唱された。腫瘍合併例と腫瘍非合併例では治療
方針が異なり，腫瘍合併例では腫瘍切除と免疫療法を行
い，腫瘍非合併例では免疫療法のみを行う。免疫療法の
第一選択はステロイドパルス療法，大量免疫グロブリン
療法，血漿交換療法であるが，開始後10日以内に改善し
ない場合には，躊躇することなく第二選択治療であるリ
ツキシマブやシクロフォスファミドとの併用療法を考慮
すべきであると述べられている。完全寛解率は約７割だ
が，再発例，重篤な後遺症を残す症例，死亡例も存在
する３）。手術介入の有効性及び介入時期に関する報告で
は，寛解あるいは軽度後遺症のみの残存となった率が，
４ヶ月以内に手術介入した早期治療群では85％，手術を

図３　入院時画像
a：CT，b c：MRI T2強調画像
CT，MRI共に矢印で示す両側付属器に明らかな腫瘍性病変は認めなかった。

図４　 卵巣腫瘍の再精査時の画像所見
a：経腟超音波，b：thin slice CT像，c：bの黒矢印部分を拡大したthin slice CT像
経腟超音波では９×６ mm大の充実性腫瘤を認めた（a 白矢印）。thin slice CTでは左付属器に微
小な石灰化成分を認め（b 黒矢印，c 矢頭），卵巣奇形種の存在が疑われた。
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しなかったあるいは４ヶ月以上経ってから手術をした晩
期治療群では65％と示されており，早期の手術介入が予
後の改善につながることが示されている４）。腫瘍合併例
に対する早期治療介入のためには，早期の腫瘍発見が重
要であり，神経学的な診断と並行して腫瘍性病変の検索
を行う必要がある。
　卵巣腫瘍の質的評価にMRIは非常に有用で広く用いら
れており，卵巣奇形腫においてもその診断能は高いとさ
れる。卵巣奇形腫の形態を特徴付けるのは脂肪組織であ
るが，嚢胞内容液が脂肪成分に乏しい症例もある。その
ような場合でも，嚢胞壁に微小な脂肪成分が存在し，詳
細なMRI検査で検出可能であったとの報告５）もあり，
実際に症例１ではスリット状のわずかな脂肪成分の同
定から奇形腫の診断に至った。しかし，症例２では骨
盤MRI検査では明らかな脂肪成分を伴う腫瘍は同定でき
ず，経腟超音波で認めた腫瘍の質的評価にthin slice CT
を用い，わずかな石灰化の部分を認めた。石灰化の診断
はMRIでは困難であり，CT（特に単純CT）で有用性が
高い６）とされ，thin slice CTは奇形腫の診断に非常に有
用であった。
　手術療法の術式選択については統一の見解はない。脳
炎の進行により，手術決定時には本人の意思疎通が困難
である場合が多いこと，術後は抑制が困難な不穏状態で
ある可能性があることも考慮すると，開腹手術に比べ全
身状態への影響や創部痛の少ない腹腔鏡下手術が選択さ
れやすい７）。腫瘍摘出を行うか付属器切除を行うかは症
例ごとに検討するべきであるが，腫瘍摘出例では腫瘍遺
残や破綻のリスクがあり，その場合に高度の神経学的後

遺症を残す割合が15%，死亡例が７％存在するという報
告がある８）。また本疾患の奇形腫合併例の26-60%は未
熟奇形腫であるとの報告もあり９），内容物漏出を極力避
けると言う点からも，付属器摘出術を第一選択として検
討すべきであると考える。腫瘍摘出後も全く改善を認め
ない場合には，奇形腫の残存や対側卵巣の奇形腫の存在
を考慮する必要がある１）

結　　　語

　今回我々は抗NMDA受容体抗体脳炎を伴った卵巣奇
形腫に対して腹腔鏡下付属器摘出術を行い，改善を認め
た２例を経験した。腫瘍合併例では病変が微少な場合も
早期の腫瘍摘出が予後の改善につながる可能性があるた
め，神経学的な診断と並行して積極的な腫瘍の検索を行
う必要がある。今回の２症例では通常のMRI検査では奇
形腫の診断は容易ではなかったが，１例はMRIによる詳
細な検索を行うことで微小な脂肪成分が同定でき，１例
はMRIで脂肪成分が同定できなかったがthin slice CTを
撮影することで石灰化部分が同定でき奇形腫の診断に
至った。このように特に抗NMDA受容体抗体脳炎の場
合は婦人科医が画像診断に積極的に介入し念入りな画像
検索を行うことが重要である。
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単孔式腹腔鏡手術が有用と考えられた卵巣嚢腫合併妊娠の１例
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A case of single-port laparoscopic surgery during pregnancy for a cystic ovarian tumor

Noriko Seki １）・Naoko Kariya １）・Hirohumi Koike １）・Yuka Ota １）

Kohei Ejiri １）・Koukichi Sakaguchi １）・Seiji Inoue ２）・Yukio Hirano １）

１）Department of Obstetrics and Gynecology，Okayama Saiseikai General Hospital
２）Inoue Clinic

卵巣嚢腫合併妊娠のうち茎捻転，破裂，分娩障害などのリスクがある場合は妊娠中でも腹腔鏡手術が考慮されるが，手術操
作や麻酔の胎児への影響の懸念から手術時期やトロッカー配置，麻酔方法などに苦慮することがある。今回，妊娠13週に全
身麻酔下に気腹法で単孔式腹腔鏡手術を施行した９cm大の成熟嚢胞奇形腫の症例を経験したので報告する。症例：31歳，１
妊０産。前医で妊娠初期より卵巣嚢腫を指摘されていたが，しばしば右下腹痛を認めるため，精査加療目的で妊娠13週３日
当科紹介となる。経腟エコーと骨盤単純MRIで子宮右側前方に９cm大の卵巣腫瘍を認め，右卵巣成熟奇形腫茎捻転が疑われ
たため，妊娠13週５日入院，妊娠13週６日全身麻酔下に単孔式腹腔鏡下嚢腫核出術（体外法）を施行した。術後切迫症状は
認められず，術後４日目に退院した。術後病理診断は右卵巣成熟嚢胞奇形腫であった。術後妊娠経過は順調で，正期産で健
児を正常分娩した。単孔式腹腔鏡手術のメリットは，整容性に優れていること，トロッカー留置時の合併症や術後の創感染
などのリスクが減少することなどが指摘されているが，鉗子の可動域が制限されることから一般的には操作手技が困難で対
象疾患が限定される。一方で卵巣嚢腫合併妊娠における単孔式腹腔鏡手術は，多孔式より子宮損傷のリスクが低く，トロッ
カー設置時間も短縮でき，子宮上方に挙上された腫瘍を臍まで牽引して体外法が行いやすいというメリットがある。卵巣嚢
腫合併妊娠における全身麻酔下の単孔式腹腔鏡手術は，母体および胎児いずれにも比較的安全で有用な術式と考えられる。

The frequency of benign ovarian masses that require therapy during pregnancy is estimated at about 2-3 
cases in 1000 pregnancies. Laparoscopic surgery is considered when there is a risk of torsion, rupture, or 
labor obstruction by an ovarian cyst during pregnancy. However, determining the appropriate timing of 
surgery, trocar arrangement, and mode of anesthetic delivery may be difficult. We report a case of single-
port laparoscopic surgery for an ovarian cyst during pregnancy under general anesthesia. The patient was 
a 31-year-old 1G0O woman diagnosed with an ovarian cyst at the beginning of her pregnancy. She often 
experienced pain on her right lower abdomen. As the pregnancy progressed to 13 weeks, the cyst was 
found to have grown to a size of 9 cm. Considering the possibility of torsion, the patient was hospitalized, 
and a single-port laparoscopic extracorporeal cystectomy was performed at 13 weeks of gestation. She was 
discharged from the hospital 4 days postoperatively. The histopathologic diagnosis was a mature cystic 
teratoma on the right ovary. Her pregnancy had a good course after discharge, and a healthy child was delivered 
vaginally at term. Single-port laparoscopy under general anesthesia can be used to treat ovarian cysts during 
pregnancy.

キーワード：妊娠，腹腔鏡，卵巣嚢腫合併妊娠，単孔式腹腔鏡手術，全身麻酔
Key words： pregnancy， laparoscopic surgery， ovarian cystic tumor， single port surgery， general anesthesia 

during pregnancy

緒　　　言

　妊娠中に発見される卵巣嚢腫の多くは妊娠経過に伴い
自然退縮する機能性嚢胞であるが，臨床的に管理，治
療が必要な良性腫瘍の頻度は1000妊娠に２-３例とされ
る１）。これらに対して，近年では腹腔鏡手術が考慮され
るが，手術操作や麻酔などの胎児への影響の懸念から手

術時期やトロッカー配置，麻酔方法などに苦慮すること
がある。今回妊娠13週に全身麻酔下に気腹法で単孔式腹
腔鏡手術を施行した９cm大の成熟嚢胞奇形腫の症例を
経験したため報告する。

症　　　例

症例：31歳，１妊０産。既往歴・家族歴：特記事項な
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し。現病歴：前医で妊娠初期より卵巣嚢腫を指摘され
ていたが，時々右下腹部痛を認めるため，精査加療目
的で妊娠13週３日当科紹介となる。初診時現症：身長
160cm，体重48kg，血圧94/64mmHg，脈拍76/分。
内診所見：子宮手拳大，軟，圧痛なし。子宮右側に手
拳大の嚢胞性腫瘤を認めたが，診察時に明らかな圧痛
は認めなかった。左付属器触れず。画像所見：経腟エ
コーで児頭大横径25mm，胎児心拍良好。子宮右腹側に
９cm大の卵巣腫瘍を認めた。左卵巣は正常大であり，
腹水は認めなかった。骨盤単純MRI（図１）では腫瘍
はT1，T2強調像でともに高信号，T1脂肪抑制で低信
号で，画像診断は右卵巣成熟奇形腫であった。捻転を

疑わせる明らかな管状構造は認めなかった。腫瘍マー
カーはCA125 28.6U/ml（基準値０-35U/ml），CA19-9 
10.2 U/ml（基準値０-37U/ml），CEA 2.0ng/ml（基準
値０-５ng/ml），SCC1.3 ng/ml（基準値０-1.5ng/ml）
であった。内診時には明らかな右付属器の圧痛は認めな
かったが，間歇的に頻回の右下腹部痛が認められること
より，緩い茎捻転を繰り返している可能性を考慮して手
術適応と判断した。経過：妊娠13週５日入院。妊娠13週
６日に全身麻酔下に気腹法で単孔式腹腔鏡下右卵巣嚢
腫核出術（体外法）を施行した。臍部正中に25mmの皮
切を施行し，オープン法でアプロ―チしてマルチチャ
ンネルポート（スマートリトラクターXS®）を装着し，

図１　骨盤単純MRI
子宮右腹側に９cm大の嚢胞を認める

図２　マルチチャンネルポート装着
５mmトロッカー挿入

図３　術中所見　右卵巣嚢腫茎捻転

図４　体外法で嚢腫核出施行 図５　術後創部所見
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５mmトロッカーを２本挿入した（図２）。１本目のト
ロッカーより５mmフレキシブルカメラを挿入して，気
腹圧を10mmHgとし，トレンデンベルグ体位で腹腔内を
観察したところ，妊娠子宮の右腹側に９cm大の右卵巣
嚢腫を認め，右卵巣固有索を軸にして180度時計回りに
捻転していたが，腫瘍の血流は保たれていた（図３）。
左付属器は正常で，骨盤内に癒着や腹水は認められず，
腹水洗浄細胞診を提出した。２本目のトロッカーより穿
刺針を挿入して，腫瘍内容を穿刺吸引したところ容易に
吸引可能で，内容は主に粘度の低い脂肪であった。内容
吸引後，卵巣腫瘍は容易に臍創部まで牽引されたため，
体外法で核出した（図４）。嚢腫穿刺時にごく少量の内
容液の漏出を認めたため，腹腔内を温生食で緩徐に洗浄
し，閉創後に（図５）に経腹エコーで胎児心拍良好なこ
とを確認して手術を終了した。術中出血は少量，手術時
間95分，麻酔時間156分，気腹時間26分であった。全身
麻酔は麻酔科が行い，使用薬剤はプロポフォール，ロク
ロニウム，フェンタニル，レミフェンタニルで，術後疼
痛管理はアセトアミノフェン点滴を頓用した。術後子宮
収縮抑制剤の予防投与は施行しなかったが，特に切迫症
状は認められず，経過良好で術後４日目に退院した。術
後病理診断は右卵巣成熟嚢胞奇形腫であった。腹水細胞
診陰性。術後の妊娠経過も順調で，前医で正期産の健児
を正常分娩した。

考　　　案

　近年，産科エコーの普及に伴い，妊娠初期に偶発的に
卵巣腫瘍が発見されることも多いが，その多くは良性
腫瘍であり，境界悪性・悪性腫瘍の頻度は５%未満とさ
れる１）。良性腫瘍で最も頻度が高いのは成熟奇形腫であ
り，これに嚢胞腺腫が続く１）。妊娠経過に伴い消退する
黄体嚢胞は妊娠初期には嚢胞腺腫との鑑別が困難なた
め，手術適応の判断には慎重な経過観察が必要である
が，東ら２） は妊娠16週以降でも７cmを超える腫瘤は真
性腫瘍とみなすことができるとしている。
　妊娠中の卵巣腫瘍の診断には経腟エコーが有用である
が，より詳細な組織型の推定や茎捻転の診断にはMRIが
有用である。MRIの妊娠中の胎児に対する影響について
Ray et al.３）は器官形成期にMRI検査が施行された妊婦
から出生した群は，MRIが施行されなかった群と比較し
て先天奇形や悪性腫瘍の発生に有意差は認められなかっ
たが，一方で妊娠週数を問わずガドリニウムによる造影
MRIを施行した群では，造影MRIを施行しなかった群と
比較して新生児死亡や死産の頻度が有意に高かったとし
ている。当院での妊娠中のMRI検査は原則として妊娠13
週以降に単純MRIを施行することとし，造影剤は使用し
ていない。また，器官形成期は症例ごとに産婦人科と放
射線科で十分協議の上，必要に応じて単純MRIを考慮し

ている。今回の症例は明らかな悪性所見は認められず，
右卵巣嚢胞性成熟奇形腫と考えられた。
　良性卵巣腫瘍合併妊娠の手術適応は茎捻転や破裂，分
娩障害，流早産などのリスクを有する場合が考えられる
が，一般的には茎捻転は10－20%程度の頻度で特に妊娠
初期に起こりやすく，破裂は３%程度の頻度で特に分娩
時に起こりやすいとされる１）。従来，妊娠中の手術はし
ばしば開腹手術が施行されてきたが，産婦人科内視鏡ガ
イドライン2019年版では妊娠中の腹腔鏡手術は可能とさ
れ，近年良性卵巣腫瘍合併妊娠の腹腔鏡手術は一般的と
なりつつある。Liu et al.４）は，妊娠中期における卵巣
腫瘍手術において腹腔鏡手術と開腹手術の安全性を比較
したメタアナリシスで，術後発熱や創部感染症，腸閉塞
などの術後合併症のリスクは腹腔鏡手術の方が有意に低
く，一方，術後流産や切迫流産のリスクに有意差は認め
なかったと報告した。Ye et al.５）は985例の卵巣嚢腫合
併妊娠の腹腔鏡手術と開腹手術の安全性を比較したメタ
アナリシスで，腹腔鏡手術の方が有意に早産が少なく，
入院期間が短く，術中出血量は少なく，一方で死産や手
術時間には有意差を認めなかったと報告した。
　妊娠中の腹腔鏡手術の問題点としては，麻酔薬や気腹
による胎児への影響，トロッカーや鉗子など手術機器に
よる子宮損傷，妊娠子宮による視野確保困難などがあげ
られる。手術時期は，胎児への影響を必要最小限にする
ためになるべく器官形成期を過ぎてから行うのが望まし
いが，緊急時には妊娠週数に関わらず手術を選択せざる
を得ない。
　妊娠中の腹腔鏡手術の麻酔方法については，従来，全
身麻酔による薬剤の胎盤移行や気腹による胎児アシドー
シスなどを懸念して脊椎硬膜外麻酔による吊り上げ法で
の手術の報告６），７）があった。しかしながら近年，妊娠
週数に関わらず全身麻酔による腹腔鏡手術の安全性に関
する報告５），８）が増加し，産婦人科内視鏡手術ガイドラ
イン2019年版９）では，妊婦であることを理由に麻酔法
と手術方法を変更する必要はないとしている。
　気腹圧については米国内視鏡外科学会（SAGES: 
Society of American Gastrointestinal and Endoscopic 
surgeons）ガイドライン10）では，15mmHg未満までは
胎児に対して安全に手術できるとしており，当科では
10mmHgとしている。今回は体外法を用いることにより
気腹時間は26分と体内法で行うよりもさらに時間を短縮
できた。
　妊娠中に一般的な多孔式腹腔鏡手術を行う場合にはト
ロッカーや鉗子の挿入に注意が必要であり，産婦人科
内視鏡手術ガイドライン2019年版９）では，臍部のアプ
ローチはオープン法が推奨されている。しかしながら，
臍部のトロッカーをオープン法で挿入しても，気腹後の
第２，第３トロッカー挿入時に子宮損傷の可能性は否定
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できず，カメラでトロッカーを確認しながら慎重に挿入
する必要がある。通常より柔らかい妊娠子宮は器具の接
触だけでも損傷しやすいためトロッカー挿入時の術者の
精神的ストレスは非妊時よりも大きく，実際に妊娠子宮
を損傷したという報告13）もある。
　単孔式腹腔鏡手術は，1969年にWheeless11）が卵管結
紮術において初めて報告し，その後，腹腔鏡手術の技術
や手術機器の発展と，より低侵襲で整容性に優れた方法
のニーズの増加により，近年急速に広まった。単孔式腹
腔鏡手術のメリットは整容性に優れていること，トロッ
カー留置時の血管損傷による合併症，術後の創感染，ヘ
ルニアのリスク減少などがある12）が，一方で鉗子の可
動域がより制限されることから，比較的操作手技が困難
で対象疾患が限定される。しかしながら，妊娠中の卵巣
嚢腫は子宮の増大により挙上されていることが多く，臍
切開創からの体外法を行うことで，手術操作は非妊時よ
り容易である。また，単孔式は，臍部のみのオープン法
によるアプローチのため，多孔式より子宮損傷のリスク
が低く，トロッカー設置時間も短縮できるというメリッ
トがある。高本ら14）は卵巣嚢腫合併妊娠の５例につい
て全身麻酔下に気腹法で単孔式腹腔鏡手術を行い，体外
法にすることで手術時間，麻酔時間，気腹時間を短縮で
き，いずれも術中出血少量，妊娠経過異常なく，胎児発
育異常も認めなかったと報告している。また，Takeda 
et al.７）は，吊り上げ法の検討ではあるが，卵巣嚢腫合
併妊娠に対する単孔式と多孔式腹腔鏡手術それぞれ29例
を比較し，手術時間，周産期予後に有意差はなかったと
報告している。今回は妊娠13週で子宮は手拳大となり，
腫瘍が子宮の右頭側に挙上されていたため，臍切開創ま
で腫瘍を容易に牽引することができ，子宮に一切触れる
ことなく手術可能であった。
　尚，単孔式の切開部は一般的には臍部であるが，妊娠
週数が進み子宮が増大した場合のトロッカー位置は臍よ
りさらに頭側の方が安全な場合がある。卵巣嚢腫合併妊
娠における単孔式腹腔鏡手術は症例ごとに腫瘍の性状や
大きさ，子宮との位置関係，癒着の有無など術前の正確
な診断を行うことでより安全に施行できると考えられ
る。

結　　　語

　卵巣嚢腫合併妊娠における全身麻酔下の単孔式腹腔鏡
手術は，母体および胎児いずれにも比較的安全で有用な
術式と考えられ，今後のさらなる症例の蓄積と検討が期
待される。

　本論文に開示すべき利益相反はありません。
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単孔式腹腔鏡下手術で摘出した自然発生異所性平滑筋腫と診断した大網腫瘍の１例

漆川　敬冶１）・山田　正代１）・炬口　恵理１）・小川　博久２）

１）地方独立行政法人　徳島県鳴門病院　産婦人科
２）徳島大学大学院医歯薬学研究部　疾患病理学分野

A case of omental tumor diagnosed as a spontaneous parasitic leiomyoma and treated by 
single-port laparoscopic surgery

Keiji Shitsukawa １）・Masayo Yamada １）・Eri Takiguchi １）・Hirohisa Ogawa ２）

１）Department of Obstetrics and Gynecology, Local Incorporated Administrative Agency Tokushima Prefecture Naruto Hospital
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子宮と連続性のない異所性平滑筋腫は，手術操作により播種されたと考えられる症例の報告は散見されるが，手術既往のな
い症例の報告は少ない。今回，自然発生したと考えられる大網異所性平滑筋腫を単孔式腹腔鏡下手術で摘出したので報告す
る。手術時年齢62歳，２産（経腟分娩），閉経49歳，手術歴なし。手術の13年前（49歳時）に，近医で多発筋腫を指摘され，
当院を初診した。最大２cm程度の多発筋腫と左卵巣嚢胞と思われる約３cmの嚢胞を認めた。その後，３か月から３年の間隔
で経過観察を受けていた。手術の７か月前に左下腹部違和感が出現し受診した。左卵巣嚢胞は約4.5cmと増大していた。MRI
で，嚢胞の他に，子宮上方に子宮とは連続しないT2強調画像で著明な低信号，T1強調画像でも低信号，わずかに造影される
4.2cmの腫瘤が認められた。CTでは石灰化腫瘍であり，移動性であった。腸管との連続性がないことより，有茎性漿膜下子
宮筋腫または大網腫瘍と推測した。外科医と連携したうえで，E・ZアクセスⓇを用いた単孔式腹腔鏡下手術を行った。腫瘍は
子宮との連続性はなく大網腫瘍であった。腸管と十分離れていたため，リガシュアⓇにて大網をシーリングしつつ切離した。
回収袋に収納したうえで，臍部の創を１cmほど延長し体外へ搬出した。切離開始から体外搬出までに要した時間は約15分で
あった。腫瘍は，中央部が石灰化しており，周辺部には異型に乏しい紡錘形細胞の増殖を認め，免疫染色で，smooth muscle 
actinとdesminとestrogen receptorが陽性，CD34とS100が陰性であったことから，異所性平滑筋腫と診断した。大網腫瘍は，
腸管と距離があれば切離することは難しくないが，gastrointestinal stromal tumorなどとの鑑別も重要であり，外科医など他
科との連携が重要であると考えられた。

We report a case of omental tumor that was diagnosed as a spontaneous parasitic leiomyoma and treated 
by single-port laparoscopic surgery. The patient was a 62-year-old woman without a prior history of surgery. 
She experienced left lower abdominal discomfort 7 months prior to the surgery. Ultrasonography, magnetic 
resonance imaging (MRI), and computed tomography (CT) revealed a mobile, solid, calcified tumor, 4 cm 
in diameter, that was a distinct entity from the uterus and intestine. The preoperative diagnosis was a 
pedunculated subserous myoma or an omental tumor. We resected the mass using single-port laparoscopic 
surgery, and the tumor was determined to be an omental tumor with a calcified central part and proliferating 
spindle cells in the peripheral areas. The tumor was positive for smooth muscle actin (SMA), desmin, and 
estrogen receptor, but negative for CD34 and S100. The final diagnosis was a parasitic leiomyoma. Since 
gastrointestinal stromal tumors are more common than omental tumors, collaboration with a surgeon is 
required when treating these cases.

キーワード：異所性平滑筋腫，寄生平滑筋腫，大網腫瘍，単孔式腹腔鏡下手術
Key words：parasitic leiomyoma, omental tumor, single-port laparoscopic surgery

緒　　　言

　子宮筋腫は頻度の多い良性腫瘍である。腹腔鏡下子宮
筋腫核出術時などにモルセレーターで子宮筋腫を細切し
た後に発症する子宮外の平滑筋腫の報告は散見される。
しかし，手術既往のない異所性の平滑筋腫の報告はまれ
である。今回，自然発生した異所性平滑筋腫と診断した
大網腫瘍を単孔式腹腔鏡下手術で摘出した。文献的考察

を加えて報告する。

症　　　例

手術時年齢：62歳。
２産（経腟分娩）。
既往歴：特記すべきものなし（腹部手術なし）
現病歴：手術の13年前（49歳時）に近医で婦人科検診を
受け，多発筋腫を指摘され，当科を受診した。経腟超音
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波検査にて，多発子宮筋腫（約２cm，２個）と左卵巣
嚢胞と考えられる約３cmの嚢胞を認めた。以後，３か
月から３年の間隔で受診していたが，腫瘤の大きさに
大きな変化はなかった。手術前７か月ころに左下腹部
不快感があり受診した。経腟超音波検査で左卵巣嚢胞
が4.5cmと増大していた。MRIを実施したところ，多発
子宮筋腫（約1.5cm，２個）と左卵巣嚢胞が確認された
が，ほかに子宮と離れた頭側に４cmの腫瘍を認めた。
T2強調画像で著明な低信号，T1強調画像でも低信号
で，わずかに造影されていた。CTでは，腫瘤は石灰化
しており，MRIとは位置が変化していた（図１）。腸管
との連続性はなく，脂肪組織に囲まれていた。腫瘍マー
カー（LDH，CEA，CA19-9，CA125，SLX，CA72-4，
TPA）は正常範囲であった。有茎性漿膜下筋腫または
大網腫瘍と診断した。
　卵巣嚢胞の治療および充実腫瘤の診断治療を目的とし
て，外科医の連携のもと，E･ZアクセスⓇを用いた単孔

式腹腔鏡下手術を行った。子宮に筋腫を認めたものの，
術前の画像でみられた腫瘤は子宮周辺には認められな
かった。腹腔内を見渡しただけでは腫瘤は見当たらな
かったが，鉗子で大網を引っ張り上げることにより大網
下に隠れていた大網腫瘤を確認することができた。腸管
と十分離れていることを確認し，外科医の立会いの下，
リガシュアⓇでシーリングしつつ摘出した（図２）。迅速
診断を行う目的で，回収袋に収納し，３cmの臍部創を
さらに１cmほど延長し体外へ搬出した。切離開始から
体外搬出までに要した時間は約15分，出血は少量であっ
た。腫瘍は，石灰化のため極めて固く，肉眼所見で良性
の可能性が高いと判断し，結果的に迅速組織診断は実施
しなかった。本人希望に基づき，引き続き腹腔鏡補助下
腟式子宮全摘出術および両側付属器摘出術を実施した。
　大網腫瘍は，中心部が固く石灰化しており，周辺部
は異型に乏しい紡錘形細胞の増殖を認めた。紡錘形細
胞は，免疫染色で，smooth muscle actin （SMA）と

図１　MRI（T2強調画像）および造影CT
腫瘍（→）が移動している。

図２　術中写真
大網を持ち上げることにより大網腫瘍を確認することができた。
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desminとestrogen receptorが陽性，CD34とS100が陰性
であった（図３，４）ことから，石灰化異所性平滑筋腫
（子宮由来）と診断した。
　また，左卵巣嚢胞は漿液性嚢胞腺腫，子宮腫瘤は平滑
筋腫と，病理組織で診断された。

考　　　察

　組織学的に平滑筋腫と診断された大網腫瘍の１例を経
験した。
　超音波検査，MRI，CTで移動性であること，周囲が
脂肪で囲まれており腸管とも連続性がないことから，有
茎性漿膜下筋腫または大網腫瘍と推定した。診断には腹
腔鏡下手術が有用であった。大網腫瘍は本来婦人科医の
扱う臓器ではないため，外科医との連携が必要である。

今回の症例の腫瘍は腸管と十分距離があったため切離は
困難ではなく，外科医立会いの下で婦人科医のみで手術
を完遂した。本腫瘍は，石灰化している充実性腫瘍で
あったことから細切するのが困難で，体外へ搬出するに
は比較的大きな搬出口が必要であり，臍部の創が比較的
大きな単孔式腹腔鏡下手術が有利であった。
　小嶌ら１）によると，充実性の大網腫瘍は，消化管間
質腫瘍（Gastrointestinal stromal tumor, GIST）の診断
がHirota et al.の報告２）により明確となった1998年以後
の報告を集計したところ100例の報告があり，平滑筋腫
は４例（４%）にとどまり，GIST　21例（21%），平滑
筋肉腫10例（10%），脂肪肉腫７例（７%）など，悪性
腫瘍の頻度も高く，さらに婦人科医よりも外科医が扱う
腫瘍が多いので注意が必要である。紡錘形細胞からなる

図３　摘出標本

図４　組織像
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腫瘍が多く，HE染色のみでは鑑別困難であり，免疫染
色を用いた鑑別が必要であり３），本症例でも免疫組織に
より平滑筋腫と診断した。
　異所性平滑筋腫は，腹腔鏡下筋腫核出術でモルセレー
ターを用いて筋腫を細切したときの破片が播種し生着し
たとされる報告は散見される４），５）が，手術既往のない
自然発生したと考えられる報告は少ない。大網に生着し
他の部位と連続性のない異所性平滑筋腫は，医中誌で検
索したところ，GISTの診断が明確となった1998年以後
現在まで国内で10例ほどの報告にとどまっている６）－９）。
　大網平滑筋腫の発生機序として，①漿膜下筋腫が茎捻
転し，茎が断裂，子宮から脱落した後に大網に癒着する
脱落先行説，②漿膜下筋腫が茎捻転し変性したものに大
網が癒着した後，子宮から遊離する癒着先行説，③大網
内の血管などの平滑筋組織から発生する大網原発説が，
考えられる。高井ら10）は，完全に腹腔内に遊離し，周
囲組織との連続性を認めなかった平滑筋腫を報告してお
り，その腫瘤は，内部が石灰化，周辺部に平滑筋細胞が
観察され，今回我々が報告した腫瘤と類似しているた
め，今回の腫瘤も脱落が先行した可能性が高い。一方，
大網と癒着した漿膜下筋腫の報告11）－13）も，いくつかみ
られることから，癒着が先行した可能性もある。今回の
症例は，下腹部違和感があったものの，過去に茎捻転を
示唆するような強度の腹痛の経験がなく，大網原発の可
能性も否定できない。

結　　　語

　自然発生した異所性平滑筋腫と診断した大網腫瘍を報
告した。大網腫瘍はGISTなどの外科疾患との鑑別が重
要である。腸管と距離があれば切離することは難しくな
いが，外科医など他科との連携が重要である。診断およ
び治療に，単孔式腹腔鏡下手術が有用であった。発生機
序は，漿膜下筋腫が茎捻転し子宮から脱落した後，大網
に癒着した可能性が高いと考えた。

付　　　記

　今回の報告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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人工妊娠中絶施行中に大量出血し子宮動脈塞栓術を施行し児娩出に至った１例
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A case of uterine artery embolization resulting in bleeding during artificial abortion

Hana Okamoto １）・Wataru Saito ２）・Soichiro Suzuki ２）・Ryo Matsumoto ２）・Tamaki Tanaka ２）

Mika Sugihara ２）・Rikiya Sano ２）・Tsuyoshi Ishida ２）・Yoshiaki Ota ２）・Yuichiro Nakai ２）

Mitsuru Shiota ２）・Takafumi Nakamura ２）・Koichiro Shimoya ２）

１）Resident Doctor’s Support Center, Kawasaki Medical School Hospital
２）Department of Obstetrics and Gynecology, Kawasaki Medical School Hospital

【緒言】帝王切開後妊娠の妊娠17週１日の症例に対して人工妊娠中絶を施行し，自然破水後から持続性器出血を認めたた
め，出血コントロール目的に子宮動脈塞栓術（uterine artery embolization: 以下UAE）を施行し，児および胎盤娩出に至っ
た症例を報告する。
【症例】患者は35歳の女性で６妊２産（人工流産３回）。第１子は帝王切開術にて娩出，第２子は経腟分娩にて分娩に至っ
た。自然妊娠にて妊娠成立し，社会的・経済的理由にて人工妊娠中絶の方針となった。妊娠17週２日にプロスタグランジン
E1誘導体製剤３錠目挿入後に自然破水を認め，少量出血を伴っていた。自然破水から2.5時間後より約100mL/時間の持続出血
を認め，止血目的でUAEを施行した。UAE施行直後に児娩出に至った。胎盤は自然剥離しなかったため待機し，児娩出から
約12時間後に娩出に至った。子宮内に遺残なく，出血も正常悪露程度で児娩出から２日後に自宅退院とした。
【考案】妊娠12週から22週未満での胎盤位置はplacental migration以前であり，内子宮口を覆うもしくは近傍にあることがあ
る。人工妊娠中絶施行中に大量出血を来した場合には早期の分娩の終了・止血が必要であるが，その対応に関して一定の方
針は示されておらず判断に難渋した。帝王切開術の既往があることから緊急帝王切開により娩出を図るか，UAEにより止血
後に児娩出を待機するか，選択に苦慮したが，循環動態が安定していることから帝王切開よりもUAEを先行させた。分娩時
出血に対して止血目的のUAEの有用性は以前より示されているが，中期中絶においても既知の症例報告によると同様にUAE
直後から著しく出血が減少し，止血をえられた例がある。中期中絶においては胎児娩出以前においてもUAEが有用であり，
その適応に妥当性があると考えられた。

We report a case where uterine artery embolization (UAE) was performed to control bleeding during artificial 
abortion in a patient at 17+2 weeks of gestation. The patient was a 35-year-old woman whose pregnancy was 
naturally established; she opted for artificial abortion due to social and economic reasons. Continuous bleeding 
at approximately 100 mL/hour was observed for 2.5 hours after spontaneous rupture of the membranes. We 
performed UAE to control her uterine bleeding, after which the baby was delivered. The placenta did not 
deliver spontaneously and we had to wait for 12 hours. There was no retention of the placenta and normal 
bleeding. She was discharged two days after termination of the pregnancy.
If severe hemorrhage occurs during artificial abortion, it is necessary to terminate and regulate bleeding at an 
early stage. However, there is no specific policy on how to deal with bleeding. We faced a challenge choosing 
whether to deliver by emergency cesarean section or wait for delivery after hemostasis using UAE. The 
utility of UAE for postpartum hemorrhage and bleeding during abortion in the 2nd trimester of pregnancy has 
been described in previous case reports.

キーワード：人工妊娠中絶，子宮動脈塞栓術，胎盤移動
Key words：abortion, uterine artery embolization, placental migration

緒　　　言

　妊娠中期においては胎盤の位置が内子宮口を覆うもし
くは２cm以内と近いものが少なくない。しかしながら
妊娠中期以降の子宮下節の開大・進展に伴い，胎盤の位

置が母体頭側（子宮底側）に移動するように見える胎盤
移動（placental migration）が認められる。したがって
妊娠を継続する場合は胎盤位置異常の診断は妊娠後期
（32～33週）に行うことが推奨されており１），それによ
り分娩様式を決定することとされている。しかしながら
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妊娠中期の分娩様式による流産処置あるいは人工妊娠中
絶に関しては胎盤が子宮口を覆っているもしくは近傍に
ある状態であっても経腟的に児の娩出を目的として処置
を遂行しており，その際の大量出血に対しての治療方法
は系統的指針がなく報告も少ない状況である。今回，
妊娠17週２日に人工妊娠中絶を施行し，自然破水後から
100ml/時間の大量出血が持続したため，子宮動脈塞栓
術（uterine artery embolization: 以下UAE）を施行した
症例を経験したので報告する。

症　　　例

　35歳の女性。６妊２産（人工流産３回），分娩歴とし
て第１子は帝王切開術，第２子は経腟分娩にて分娩して
いる。自然妊娠にて妊娠成立し，妊娠14週６日に前医に
て妊娠を確認した。社会的・経済的理由による人工妊娠
中絶を目的に妊娠16週３日に当科へ紹介となった。腹部
超音波検査で胎盤は低置であったが，前置胎盤ではな
かった。妊娠17週１日にラミナリア桿にて頸管拡張を施
行し，妊娠17週２日にメトロイリンテル40mlでの頸管
拡張を試みるも，頸管は強固であり挿入操作による疼痛
が強く，挿入困難であり断念した。子宮口開大度１cm
未満でプロスタグランジンE1誘導体製剤を挿入，３時
間毎にプロスタグランジンE1誘導体製剤を１錠ずつ挿
入し，プロスタグランジンE1誘導体製剤３錠目挿入時
の内診所見は，子宮口開大度１cm，子宮頸部硬度は硬
であった。その後，子宮収縮は増強するも内診所見は不
変であったが，処置開始から８時間37分後に自然破水を
認め，診察にて少量出血を伴っていた。自然破水から
23分後にプロスタグランジンE1誘導体製剤４錠目を挿
入した。自然破水から２時間30分後から時間あたり約
100mLの持続出血を認め，腟内には凝血塊が大量に貯留
している状態であった。腹部超音波検査で胎児心拍はす
でに停止していることを確認し，図１に示すように胎盤
は内子宮口近傍にあるものの胎盤後血腫を疑う所見は認

めなかった。その後も出血が持続することから，速やか
な止血が必要と判断した。その際の方法として児の娩出
を優先させるか，あるいは娩出以前に止血を優先させる
かのいずれかの選択肢を考えた。子宮摘出に関しては今
回の妊娠は社会的・経済的理由による人工妊娠中絶を選
択したが，今後の妊娠希望はあるため，第一選択とはし
なかった。前者の場合，緊急帝王切開を施行し，出血の
制御が不能な場合には子宮摘出となる可能性があると判
断した。その時点で患者のバイタルサインが安定してい
ることを確認し，UAEによる止血処置を行う時間的猶
予があると判断した。
　UAE直前の意識は清明， 心拍数：85/分， 血圧
109/65mmHg，腟鏡診にて外子宮口からの持続出血を
認め，総出血量は約400mlであった。子宮口は２cm開大
し，腹部所見として不規則な子宮収縮様の疼痛を認め
た。血液検査所見は血液濃縮を認めるもその他特記異常
所見は認めなかった（表１）。
　自然破水から４時間７分後にUAEを施行した。図２
に示すように血流の遮断に成功したが，右子宮動脈の塞
栓に時間を要し，手術時間は３時間３分であった。術中
のバイタルサインに変動は認めず，UAE直後の診察で
腟内に児の娩出を確認した。胎盤の剥離は認めなかった
が，出血の制御が得られていることから自然剥離を待機
する方針とした。術後の血液検査所見は軽度貧血を認め
るもその他凝固異常等は認めなかった（表２）。
　子宮動脈塞栓術後は下腹部痛の増強や出血なく経過し
た。児娩出から約12時間後に自然に胎盤娩出したことを
確認し，子宮内に明らかな胎盤成分の遺残は認めず経過
良好であった。その後の性器出血は認めず，全身状態・
子宮復古は良好であり児娩出から２日後に自宅退院し

図１　自然破水後，出血時の経腹超音波
子宮内に児頭と腟内に大量の凝血塊（△）を認めた。この時点で
胎盤辺縁（↑）は子宮口開大付近に認めた。

図２　 UAE画像
両側子宮動脈をゼラチンスポンジにて塞栓施行した。上段は塞栓
前，下段は塞栓後を示す。 
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た。退院後は自宅が遠方のため前医で子宮復古の管理を
継続する方針としたが，経過は順調であった。

考案・結語

　本邦にて妊娠12週以降の人工妊娠中絶にはゲメプロス
ト腟坐剤などの子宮収縮促進剤を使用し，分娩様式によ
るに児娩出を行うことが一般的である。しかしながら
妊娠中期においてはplacental migration以前であり，胎
盤が内子宮口を覆うもしくは近傍にあることが少なくな
い。人工妊娠中絶時に胎盤が内子宮口を覆う場合には大
量出血が予見されるため，帝王切開により児娩出を図る
こともあるが，母体への侵襲の高さ，経済的負担からそ
の適応は限定的であると言わざるを得ない。本症例にお
いては低置胎盤で胎盤が内子宮口を覆っていない場合に
は，経腟的に児娩出を目指すこととなる。人工妊娠中絶
施行中に大量出血を来した場合，鑑別すべき疾患として
常位胎盤早期剥離，頸管裂傷，子宮破裂等が挙げられ
る。本症例では子宮頸管からの活動的な出血は認められ
なかった。子宮破裂などの所見も認められないことか
ら，胎盤剥離面からの出血と判断した。いずれにしろ早
期の分娩の終了・止血が必要であるが，その対応に関

して一定の方針は示されておらず，その対応に苦慮し
た。緊急帝王切開により児・胎盤娩出を優先させるか，
UAEにより止血を図って児娩出を待機するかのいずれ
かの選択が考えられた。子宮摘出については今後の妊娠
希望があるため第一選択とはしなかった。出血が持続
しており，直ちには児娩出には至らないと推定された
ため，先んじて止血目的にUAEを行う判断をした。分
娩時出血に対して止血目的のUAEの有用性は以前より
示されているが２），妊娠第二期での出血を伴った２症例
に対してUAEを施行した症例報告によるとUAE後から
出血の制御が可能となった３）。癒着胎盤を疑われる中期
人工妊娠中絶の症例報告では帝王切開による児娩出後に
胎盤を剥離せずUAEを施行し，出血をコントロールし
た後，経過観察にて胎盤の自然消失を来した報告４）や
中期人工妊娠中絶後の仮性動脈瘤からの出血にUAEを
施行し止血を行った報告などが認められる５）。本症例は
帝王切開既往ではあったが，癒着胎盤を疑う所見は認め
られなかったものの胎盤もしくは胎盤剥離面からの出血
を制御するという目的は同じであり，他の報告と同様に
UAEは有効であると考えられた。
　今回，妊娠中期の人工妊娠中絶時に大量出血を来した

表１　UAE前血液検査

表２　UAE後血液検査
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症例に対してUAEを施行し，子宮を温存しつつ児・胎
盤娩出に至った症例を経験した。妊娠中期の人工妊娠中
絶では胎盤位置が低置であることが多く，今回の様に前
置胎盤ではないも経過中に大量出血を来すことがあり注
意が必要である。その対処法としては22週以降の分娩後
出血と同様に胎盤・胎盤剥離面からの出血を制御するた
めにはUAEは有効であった。しかしながら，人工中絶
は自費診療であるため，出血の可能性が予見される時点
での予防的UAEの施行に関しては十分な議論が必要で
あると考える。
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集学的治療を要した帝王切開術後のMycoplasma hominis感染症の１例
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A case of Mycoplasma hominis infection after cesarean section treated with multimodal 
therapy
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Mycoplasma hominisは，泌尿生殖器の常在菌であるが，手術などの侵襲が加わると重症感染症を発症することがある。症例
は29歳。帝王切開時の多量出血のため，当院へ搬送され，止血術と輸血を行った。術後５日目，発熱と腹壁創部の全層離開
を認め，創部再縫合術を行った。術後，βラクタム系抗菌薬を投与したが下熱せず，創部感染症と骨盤内膿瘍を併発した。
術後14日目，創部などから採取した検体の細菌培養検査でMycoplasma属に特徴的な微小集落を認め，Mycoplasma感染症と診
断，後日，遺伝子解析でMycoplasma hominis感染症と確定した。抗菌薬をテトラサイクリン系に変更，膿瘍腔へのドレーン
留置と洗浄を行ったところ，徐々に炎症所見が改善し治療に至った。通常の抗菌薬が無効な術後感染症で，細菌培養検査で
早期に起炎菌が同定されない場合，Mycoplasma感染症を想起する必要がある。

Mycoplasma hominis is part of the normal bacterial flora of the urogenital tract. However, surgical stress 
occasionally triggers it to develop into a severe infection in previously asymptomatic carriers. A 29-year-old 
female patient was transferred to our hospital for hemorrhagic shock during cesarean section. Hemostatic 
procedures and blood transfusion were performed. Five days after the operation, the patient underwent repeat 
surgery for sudden wound dehiscence, followed by wound infection and development of pelvic abscess, despite 
administration of beta-lactam antibiotics. Fourteen days after the operation, the appearance of minute colonies 
specific to Mycoplasma species on the culture plate led  to the diagnosis of Mycoplasma infection. Further 
analysis with 16S rRNA sequencing confirmed that M. hominis was responsible for the infection. Switching 
antibiotic therapy to tetracycline along with frequent washing of the abscess cavity with saline through an 
indwelling catheter gradually improved the inflammation and eventually eradicated the infection. In cases 
where the infection does not respond to usual empiric antibiotics and the bacterial pathogen is not identified 
for a long period of time, it is necessary to consider the presence of Mycoplasma species as the responsible 
agents. 

キーワード：帝王切開術，術後感染症，マイコプラズマ・ホミニス，骨盤内膿瘍，抗菌薬
Key words：cesarean section, postoperative infection, Mycoplasma hominis, pelvic abscess, antibiotics

緒　　　言

　Mycoplasma hominis（以下M.hominisと略す）は泌
尿生殖器系の常在菌で，特に性成熟期の女性においてそ
の保菌率が高い１）。病原性は弱いが，近年産婦人科領域
においてM.hominisによる術後感染症や骨盤内膿瘍など
の報告が散見されるようになった。M.hominisは一般細
菌培養では検出されにくいため，本菌に対する認識度は
高いとは言えず，診断や治療が遅れ，重症化する例もあ
る。今回我々は，帝王切開術後にM.hominisによる腹壁

創部感染および骨盤内膿瘍を認め，治療に難渋した１例
を経験したので報告する。

症　　　例

症例：29歳　初産婦
主訴：術中多量出血
既往歴および家族歴：特記事項なし
現病歴：妊娠40週２日，紹介医で分娩停止のため帝王切
開術を施行し，術中多量出血，止血困難となり，開腹さ
れたまま当院へ救急搬送された。
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来院時所見：意識はやや混濁，JCS 1，血圧80/50mmHg， 
脈拍数130/分。Shock index 1.6。下腹部正中に開放創が
あり，子宮切開創右側断端外側から少量の持続出血を認
めた。表１に来院時の血液検査所見を示す。
【入院後の経過】
　出血性ショックの状態であり，当院搬送後，直ちに開
腹止血術を施行した。
手術経過：帝王切開創部からの出血はほとんどなく，創
部右外側の広間膜下に胡桃大の血腫を認めた。右後腹膜
腔を展開し，血腫を除去して止血を行い，腹腔内を温生
食で洗浄した。最後に，ダグラス窩にドレーンを留置
し，閉腹した。
　前医での出血を含めて総出血量は約2,000mlで，術中

から術後にかけてRBC12単位，FFP８単位を輸血した。
　連日37℃台の発熱は続き炎症反応は高値が続いていた
が，食事摂取良好であり全身状態は徐々に回復してい
た。術後５日目，38℃後半の発熱と腹壁創の離開，創周
囲に著明な皮下浮腫を認めた。白血球が20,200/m㎥，
CRP値が20.137mg/dlと著増し，術後創部感染症と診断
した。
　創は腹壁全層に渡って離開しており，再手術を施行し
た。腹腔内には少量の凝血塊と腹水の貯留，骨盤腹膜の
炎症性肥厚を認めたが，明らかな膿瘍形成はなく，腹腔
内を温生食で洗浄後，ドレーンを再度ダグラス窩と皮下
に留置し，再手術は終了した。
　図１には入院後の体温，白血球数，CRP値の推移を示

図１　入院後の体温，白血球数，CRP値の推移および治療経過
注）CMZ：セフメタゾール，MEPM：メロペネム，AZM：アジスロマイシン
　　MINO：ミノマイシン，LVFX：レボフロキサシン

表１　来院時血液検査所見
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したが，再手術後から治療的抗菌薬としてセフメタゾー
ル，術後７日目（再手術後２日目）からはマイコプラズ
マ感染を推定してアジスロマイシンも投与したが，再手
術から連日39℃以上の発熱が続き，血液検査所見の改善
がなかった。術後８日目（再手術後３日目），原因検索
のため造影CT検査を施行したところ，広範囲の創部皮
下炎症所見と右子宮仮性動脈瘤を認めた（図２-a）。セ
フメタゾールの効果は乏しく，広域スペクトラム抗菌薬
のメロペネムへ変更した。

　術後９日目（再手術後４日目），右子宮仮性動脈瘤の
破裂の可能性を考え，子宮動脈塞栓術を施行した。
　術後10日目（再手術後５日目），著明な創部の発赤と
腫脹を認め，創感染所見が著明となったため創を一部開
放し，生食での創洗浄を開始した。
　術後13日目（再手術後８日目），腹壁創部の炎症所見
は改善傾向にあり，白血球数およびCRP値も減少して
いたが，依然として39℃以上の発熱が続いた。造影CT
検査で子宮後方に膿瘍を疑うSOLを認め，そこへCTガ

表２　各種培養結果

図２　造影CT検査　水平断
a．術後８日目（再手術後３日目）広範囲な創部皮下炎症（↓）
b．術後13日目（再手術後８日目）子宮後方に膿瘍を疑うSOL（▲）

図３　造影CT検査　冠状断（膿瘍腔▲）
a．術後13日目（再手術後８日目）膿瘍腔へドレーン（→）を挿入した。
b．術後16日目（再手術後11日目）より深部へドレーン（→）の入れ替えを行った。
c．術後26日目（再手術後21日目）膿瘍腔が縮小したことを確認後，ドレーン（→）を抜去した。
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イド下にドレーンを留置した（図２-b，図３-a）。膿
瘍の内容液は淡血性で明らかな膿性ではなかった。同
日，再手術時に採取した腹壁創部浸出液，腟分泌物から
の細菌培養検査で微小なコロニー形成を認め，その性
状から原因菌はMycoplasma属と推定した。診断までに
行った細菌培養検査の結果は，血液培養を除いてすべて
M.hominisが検出された。（表２）。抗菌薬をアジスロマ
イシンから感受性のあるミノサイクリンへ変更とした。
また後日，16S rRNA遺伝子解析によりM. hominisが起
炎菌であると確定した。
　術後16日目（再手術後11日目），ドレーンからの排液
は少なく，より深部へドレーンが留置されるように入れ
替えを行った（図３-b）。
　術後17日目（再手術後12日目），ドレーンの入れ替え
を行っても排液が少なかったため，生食による膿瘍腔の
洗浄を開始した。洗浄水が腟内に漏出し，造影CT検査
で膿瘍と子宮に瘻孔が存在することが確認された。以
後，洗浄を続けたところ，体温，白血球数，CRP値が
徐々に下降した。
　術後26日目（再手術後21日目），膿瘍腔が著明に縮小
したためドレーンを抜去した（図３-c）。
　術後30日目（再手術後25日目）退院となった。

考　　　案

　M.hominisは泌尿生殖器に関連した材料から分離さ
れることが多く，健常女性の腟分泌液から約３-11％の
割合で分離され，妊婦の約11.2％～22％が保菌してい
る１）。通常，泌尿生殖器の粘膜上皮に付着した状態で宿
主と共生しているため病原性を発揮しないが，手術，外
傷，人工物の挿入や装着など粘膜の感染防御機構の破綻
がM.hominis感染発症の契機となる。近年，産婦人科領
域において，M.hominisによる帝王切開２），３）や子宮摘
出術後４）の創部感染症や骨盤内感染，産褥熱５），腹腔内
膿瘍６）などの感染症が多く報告されている。重症例や
治療に難渋する例も少なくなく，本症例もその一例で，
抗菌薬の変更や膿瘍のドレナージを要した。
　M.hominis感染症が重症化する理由の一つとして，診
断が遅れることによる有効な治療開始の遅れが挙げら
れる。M.hominisは他のMycoplasma属と異なり通常の
血液寒天培地で培養可能であるが発育が緩徐なため，
特徴的な微小集落が目視可能になるには早くとも３日
間程度要す７）。本症例では培養開始後８日目にようやく
M.hominisに特徴的な集落が確認されたが，M.hominis
の集落確認に12日間要した症例も報告されている８）。通
常の細菌培養では培養開始後48時間で検査が打ち切られ
るため，偽陰性という結果になり正確な診断がなされな
いことも想定される。
　M.hominisは細胞壁を持たないためグラム染色で菌体

が確認できない。長期培養で微小な集落を認めグラム染
色で菌体が確認できない場合，M.hominis感染症を強く
疑うが，確実な診断には血液寒天培地をサブカルチャー
し，PPLO培地でいわゆる目玉焼き状の集落を確認する
必要がある。また，これらの培養ではMycoplasma属で
あることは同定できても菌種レベルを特定できないが，
PCR法を用いて16S rRNAの遺伝子解析を行うことで
M.hominis感染かどうか診断できる７）。本症例も微小コ
ロニーから採取した菌塊を用いて16S rRNA遺伝子解析
を行い，M.hominis感染症と確定された。
　また，Mycoplasma属は細胞壁を持たないためβラク
タム系抗菌薬は無効であり，有効な抗菌薬が限られる
ことも重症化の一因と考えられる。術後感染症の予防
には，通常ペニシリン系やセフェム系抗菌薬が用いら
れるがこれらには完全耐性を示す。M.hominisは，他の
Mycoplasma属と異なりエリスロマイシンやアジスロマ
イシンなど14員環および15員環マクロライド系抗菌薬
にも無効であること６），８），９）も留意しなければならな
いが，あまり周知されていない。一方，テトラサイク
リン系，クリンダマイシン，フルオロキノロン系抗菌
薬は有効10）で，βラクタム系抗菌薬からこれら抗菌薬
の変更により，M.hominis感染症が改善した報告例が多
い11），12）。本症例でもセフメタゾール，アジスロマイシ
ンおよびメロペネムからミノマイシン，レボフロキサシ
ンへ抗菌薬を変更し炎症所見が改善した。従って，産婦
人科領域の術後感染症のうちペニシリン系やセフェム系
抗菌薬に無効で，感染巣から得られた検体の細菌培養検
査で数日経っても細菌の集落が確認されない場合は，
M.hominis感染症を念頭におき，細菌検査室に長期培養
と同時にMycoplasma分離培地へのサブカルチャーを依
頼すべきである。培養の結果，Mycoplasma感染の可能
性が高いと判断されたら, 直ちに感受性のある抗菌薬へ
の変更が望ましい。
　術後のM.hominis感染症では膿瘍を形成しやすいこと
も特徴といえる。本症例でも子宮後方に膿瘍が形成され
CTガイド下にドレーンを留置した。M.hominisに有効
性のあるミノサイクリンへの抗菌薬変更とドレーンか
らの膿瘍腔洗浄により，一気に病状が好転した。しか
し，M.hominisに有効な抗菌薬が用いられていない状況
下で，再開腹などにより膿瘍腔の洗浄とドレナージを行
うと，感染所見は反って増悪した報告がある13）。本症例
でも２回の手術ともドレーンを留置したが，同時に有
効な抗菌薬が投与されなかったため，感染所見は改善し
なかった。張ら13）は，手術によりM.hominisが腹腔内と
皮膚切開創部の広範囲に散布され感受性のある抗菌薬が
使用されていない場合には，腹腔内洗浄やドレナージ術
のみではさらなる感染所見の重篤化を惹起する可能性が
あることを認識しなければならないと述べている。従っ
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て，膿瘍形成を伴ったM.hominis感染症では，膿瘍のド
レナージとともに，有効な抗菌薬への変更を同時に行う
ことが最重要であると結論付けている13）。一般的な病原
菌ではドレナージのみで効果を認めることが多いのに比
してM.hominis感染症ではその効果があまりないが，そ
の理由はよく分かっていない。本症例と同様，膿瘍腔に
ドレーンを留置したにも関わらず，排膿がほとんどなく
ドレナージ自体は効果がなかった症例が報告されてい
る14）。M.hominisによる膿瘍はドレーンから排膿されに
くく，このことがドレナージ術単独では感染所見が改善
されない一因かもしれない。
　産婦人科領域の術後感染症で，通常の予防的抗菌薬が
無効で細菌培養検査で２日以上陰性が続く場合には，
M.hominis感染症を念頭に置き，細菌検査室と連携して
検査を継続すべきである。そして，M.hominis感染症の
疑いが高いと判断された場合は，直ちに感受性の高い抗
菌薬に切り替え，膿瘍を認める場合には同部のドレナー
ジ術を積極的に行うことが肝要であると考えられる。
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詳細な家系調査によりBRCA1遺伝子病的バリアントが判明した
子宮体部漿液性癌の１例
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A case of uterine serous carcinoma identified as a BRCA1 pathogenic variant through a 
detailed family survey

Yayoi Higuchi １）・Chiaki Izumiya １），２）・Yusuke Ujihara １）・Takashi Ushiwaka ３）

Mari Tashiro ２）・Takeki Sugimoto ２）・Nagamasa Maeda １）

１）Department of Obstetrics and Gynecology, Kochi Medical School
２）Clinical Genetics Department, Kochi Medical School Hospital
３）Department of Obstetrics and Gynecology Faculty of Medicine, Kagoshima University

近年，遺伝性乳癌卵巣癌症候群（hereditary breast and ovarian syndrome ：HBOC）において，子宮体癌とくに体部漿液性
癌の発症リスクが増加するとの報告がある。今回，BRCA1病的バリアントを有するHBOC家系において，同一のバリアン
ト陽性が判明した体部漿液性癌既往の症例を経験した。症例は70歳，女性。20XX年に子宮体癌ⅣB期と診断され，化学療法
（DC療法）の後，子宮摘出術，両側付属器切除術，骨盤リンパ節生検を行い，術後DC療法を施行した。初回治療時の組織診
断では亜型分類ができなかったが，20XX+１年に腟断端再発を認め，提出腫瘤の組織診断が漿液性癌であったことから，子
宮体部漿液性癌と診断した。さらに20XX+３年に縦隔リンパ節腫大を認め，胸腔鏡下に摘出した。これも漿液性癌で，子宮
体癌の再発と診断した。術後DC療法を施行し，現在も寛解状態を維持している。
姪が49歳で乳癌を発症し，当院臨床遺伝診療部を受診したことを契機に，姉が卵巣漿液性癌，母方叔母とその長女（従姉妹）
に乳癌の家族歴が判明した。別の従姉妹（乳癌例の三女）にBRCA1病的バリアントが判明したため，姪はBRCA遺伝子検査
を受け，同じ病的バリアントを認めた。この結果を聞き，20XX+５年に本例は当院臨床遺伝診療部で遺伝カウンセリングを
受けた後，BRCA遺伝子検査を受けた。本例も同一のバリアントを認め，現在乳癌のサーベイランスを受けている。
本例は家系調査により遺伝子検査に至り，BRCA1病的バリアントを認め，子宮体部漿液性癌とBRCA1病的変異との関連が
疑われた。子宮体部漿液性癌とBRCA1/2バリアントとの関連性はいまだ定まってはいないが，RRSO施行時の子宮全摘併施
の可否を検討するうえでも重要であり，今後の知見の集積が望まれる。

Recent studies have reported an increase in the risk of developing uterine serous carcinoma in patients with 
hereditary breast and ovarian cancer syndromes (HBOC). We report a case of uterine serous carcinoma 
associated with BRCA1 mutation. A 70-year-old woman was diagnosed with uterine serous carcinoma. After 
receiving neoadjuvant chemotherapy, she underwent surgery and subsequent adjuvant chemotherapy. She 
had two episodes of relapse for which she underwent surgery and adjuvant chemotherapy and is currently in 
remission. 
Her sister had serous ovarian cancer, whereas her niece, maternal aunt, and eldest daughter have a history 
of breast cancer. Her cousin was found to carry a BRCA1 mutation, which prompted her niece to undergo 
genetic testing that showed the presence of the same mutation. The patient consulted the genetic department 
of our hospital, and the same mutation was found on BRCA testing. 
A detailed family survey led to further genetic testing, which revealed a pathogenic BRCA1 variant. An 
association between uterine serous cancer and the mutation was suspected; while the association between 
this cancer and BRCA mutations is still unclear, it is important to consider  performing hysterectomy in 
combination with RRSO  for patients with HBOC. 

キーワード： 遺伝性乳癌卵巣癌症候群，子宮体部漿液性癌，BRCA1/2遺伝子病的バリアント，リスク低減卵管
卵巣摘出術

Key words： hereditary breast and ovarian syndrome: HBOC, uterine serous carcinoma, pathogenic BRCA1/2 
variant, risk reducing salpingo-oophorectomy: RRSO
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緒　　　言

　遺伝性乳癌卵巣癌症候群（Hereditary Breast and 
Ovarian Syndrome：HBOC）は，生殖細胞系列の
BRCA1/2遺伝子病的バリアントに起因し，常染色体優
性遺伝形式をとる遺伝性癌易罹患性症候群であり，とく
に乳癌および卵巣癌の発症リスクは極めて高くなること
が知られている。1999年のHornreich G et al. の症例報
告１）以降，BRCA1/2バリアントと子宮体癌，とくに体
部漿液性癌との関連性についての報告が散見されるが，
HBOCにおいて子宮体癌発症リスクが上昇するか否か
は，いまだ一定の見解は得られていない。
　今回，詳細な家系調査によりBRCA1遺伝子に病的バ
リアントを認めた子宮体部漿液性癌の症例を経験したの
で報告する。

症　　　例

年齢：70歳，女性
主訴：下腿浮腫
妊娠分娩歴：３妊３産
既往歴：31歳　潰瘍性大腸炎，60歳　原発性胆汁性肝硬
変，61歳　下肢静脈瘤
家族歴：家系図参照（図１）
治療歴：20XX年に著明な下腿浮腫を認め近医内科を受
診した。利尿薬を処方されたが浮腫は改善せず，腹部超
音波検査で右水腎症を指摘されたため，近医泌尿器科へ
紹介となった。CT検査で多発する骨盤部および鼠径リ
ンパ節腫大を認め，悪性リンパ腫が疑われたため，当院

血液内科に紹介となった。FDG-PET/CT検査（図２）
で全身のリンパ節腫大にくわえ，腫大した子宮にも集積
が認められ，さらに鼠径リンパ節生検の病理診断結果が
adenocarcinomaであったことから，当科へ紹介となっ
た。
　子宮内膜組織診はadenocarcinoma，（endometrioid 
adenocarcinoma, G3疑い）であり，子宮体癌ⅣB期と診
断した。全身のリンパ節転移を認めたため化学療法の方
針となり，DC療法（ドセタキセル70mg/㎡・カルボプ
ラチンAUC5）を開始した。DC療法が奏功し，５コー
ス終了後のFDG-PET/CT検査（図２）では，子宮およ
びリンパ節の集積はほぼ消失していた。MRI検査（図
３）では子宮は著明に縮小していたが，拡散強調像で一
部高信号を認めた。そこで，腹式子宮全摘術，両側付属
器切除術を行った。後腹膜腔の結合織が瘢痕化してお
り，リンパ節郭清は困難と判断し，リンパ節は一部の生
検に留めた。摘出した子宮・両側付属器に肉眼的腫瘤を
認めなかったが，組織診でviableなadenocarcinoma（図
４）が確認できた。ただし，化学療法による修飾・変性
が強く亜型分類は困難であった。術後DC療法６コース
施行後の画像検査で再発・転移を疑う病巣を認めず，寛
解と判断した。
　初回治療の１年後に腟断端再発を認め，摘出術を施行
した。摘出腫瘤の組織診がserous carcinoma, high grade
（図４）であったことから，初回治療時の組織診を再検
討したところ一部に乳頭状増殖を示しており，子宮体部
漿液性癌であったと判断した。術後はDC療法を６コー
ス施行した。さらに20XX+３年に縦隔リンパ節転移を

図１　家系図：Ⅲ-1が発端者である姪。本症例はⅡ-6
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認め，胸腔鏡下に切除した。組織診は前回の腟断端腫瘍
と同様のserous carcinoma, high gradeであり，術後DC
療法を３コース施行した。現在，２回目の再発治療後か
ら２年を経過したが，寛解状態を維持している。
　20XX+４年に姪（家系図（図１）Ⅲ-１）が49歳で乳
癌を発症し，母（本例の姉，Ⅱ-２）が卵巣漿液性癌に
罹患していたことから，婦人科検診と遺伝学的検査を希
望し，当科および当院臨床遺伝診療部を受診した。遺
伝カウンセリングで詳細な家族歴を聴取したところ，
姪だけでなく，母方叔母（Ⅰ-６）とその長女（本例の
従姉妹，Ⅱ-８）も乳癌に罹患しており，乳癌の家系内
集積が認められた。そこで，姪に対してBRCA1/2遺伝
子検査を検討していたところ，別の従姉妹２人（Ⅱ-９
とⅡ-10）が他施設でBRCA遺伝子検査を受けており，

うち１人の従姉妹（Ⅱ-10）がBRCA1病的バリアント陽
性（c.4327C>T，ナンセンス変異）であったことが判っ
た。直接従姉妹から検査結果を提供してもらい，姪は同
病的変異の有無を調べ，同様の病的バリアント陽性であ
ることを確認した。
　姪のBRCA1病的バリアント陽性が判明したことか
ら，本例の子宮体部漿液性癌においてもBRCA1病的バ
リアントの関与が懸念されたため，姪の同意を得たうえ
で本例に情報を提供し，遺伝カウンセリングを勧めた。
20XX+５年に当院臨床遺伝診療部で遺伝カウンセリン
グを受け，BRCA遺伝学的検査を受検した。検査の結果
は，姪と同一のBRCA1病的バリアント陽性であった。
その結果をうけ，本例は当科での定期検診に併せて，当
院乳腺外科外来で乳腺のサーベイランスを行っている。

図２　FDG-PET/CT検査所見
A： 治療前：腫大した子宮のFDG集積と全身のリンパ節（両側腋窩，縦隔，肝門部，腹

腔動脈周囲，膵頭部周囲，腹部傍大動脈，腸間膜，両側閉鎖・外腸骨，両側鼠径）
に集積を認めた。

B： DC療法５コース終了後；治療前に認めた子宮および全身のリンパ節腫大はいずれも
縮小し，有意な集積は認めなかった。

図３　MRI検査所見
A：治療前（T2W像）：子宮は全体的に腫大し，内膜と筋層の境界は不明瞭だった。
B： DC療法５コース終了後（①T2W像，②拡散強調像）：子宮は著明に縮小していた①が，②で一部淡く高信号がみられ，

病巣の残存が疑われた。
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なお，検査前の遺伝カウンセリングでは長男が同席して
いたが，結果開示の際に来院したのは本人のみであっ
た。３人の子供には本人から結果が伝えられており，
各々に対する遺伝カウンセリングを調整中である。

考　　　察

　HBOCにおける卵巣癌（卵管癌，腹膜癌を含む）の
発症リスクは，BRCA1病的バリアント保持者で40%，
BRCA2病的バリアント保持者で18%と非常に高率であ
る２）。HBOCにおける卵巣癌の組織型としては漿液性癌
が最も多いこともあり，BRCA1/2バリアントと子宮体
部漿液性癌との関連性についていくつもの検討が行われ
ている。
　1999年にHornreich et al.が，BRCA1バリアント陽
性の子宮体部漿液性癌症例を報告１）したのが最初であ
る。2004年にはLavie et al.３）が子宮体部漿液性癌症例
20例中４例（20%）でBRCA1/2バリアントを認めたと
報告した。さらに，子宮体部漿液性癌とBRCA1/2バリ
アントとの関連性について検討したmeta-analysis４）で
は，BRCA1/2バリアント保持者で子宮体部漿液性癌の
有病率が高くなることが示され，とくに第１度近親者に
乳癌または卵巣癌を認めるものや乳癌の既往例は子宮体
部漿液性癌の発症リスクが高くなるとしている。その
一方で，Goshen et al. ５）は子宮体部漿液性癌56例のう
ち，乳癌既往例が11%，第１度近親に乳癌を有するもの

が29%と高率だったが，BRCA1/2バリアント保持者は
いなかったと報告した。
　 ま た， 子 宮 体 部 漿 液 性 癌 に 限 ら ず 子 宮 体 癌 と
BRCA1/2バリアントとの関連性について検討した報
告も複数みられる。Levine et al.６）は，アシュケナー
ジ系ユダヤ人において子宮体癌症例のBRCA1/2バリ
アント保持者の頻度は一般集団と同等であったとし，
BRCA1/2バリアントは子宮体癌の発症リスクを上昇さ
せないとした。しかし，800例を超えるBRCA1/2バリ
アント保持者を対象とした２つの前方視的検討７）８）で
は，子宮体癌の標準化罹患比（standardized incidence 
ratio：SIR）は2.45‒5.3であり，子宮体癌発症リスクが上
昇するとしている。なかでもtamoxifen使用歴があるも
のではSIR11.6と著明に高値であった。以上のように，
BRCA1/2バリアントと子宮体癌および子宮体部漿液性
癌の関連については，いまだ一定の結論には至っていな
い。
　一方，子宮体癌の約５%に遺伝的素因が関与してい
るといわれており９），婦人科診療において，卵巣癌だ
けでなく子宮体癌症例においても詳細な家族歴の聴取
は必要といえる。子宮体癌を発症する遺伝性腫瘍とし
てはLynch症候群，Cowden病やPeuts-Jeghers症候群が
ある。なかでも，Lynch症候群は最も多く，NCCNガイ
ドライン『子宮体がん（2018年第１版）』10）で子宮内膜
癌の病理学的評価としてミスマッチ修復（MMR）遺伝

図４　手術摘出標本の肉眼所見と病理組織所見
A：子宮および両側付属器；肉眼的に明らかな腫瘍性病巣は認めなかった。
B：治療開始前の子宮内膜組織診の病理組織所見（HE染色,×400）；adenocarcinoma，一部，乳頭状増殖を認める。
C：摘出した子宮（内膜）の病理組織所見（HE染色,×400）；adenocarcinoma，一部，乳頭状増殖を認める。
D：腟断端再発腫瘍の病理組織所見（HE染色,×400）；serous carcinoma, high grade。
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子に関するユニバーサルスクリーニングが推奨されて
いるように，子宮体癌と関連する遺伝性腫瘍ではLynch
症候群がまず挙げられる。しかし，上記の遺伝性腫瘍
や，一定の見解は得られていないものの本症例のように
BRCA1/2が関与する子宮体癌の可能性もある。そのた
め，家系調査により何らかの遺伝性腫瘍の可能性が示唆
された場合は，遺伝診療の専門家と連携し，遺伝カウン
セリングを行ったうえで，症例ごとに適切な遺伝学的検
査を吟味したうえで選択することが望まれる。なお，そ
の際は子宮体癌で保険適用が認められている遺伝学的検
査はないことにも留意する必要がある。
　BRCA1/2バリアント保持者における子宮体癌発症リ
スクの問題は，HBOC症例に対してリスク低減卵管卵巣
摘出術（risk reducing salpingo-oophorectomy: RRSO）
を行う際の子宮摘出の併施について検討するうえで重要
な情報の１つである。
　RRSOを受けたBRCA1/2バリアント保持者におけ
る子宮体癌の発症リスクについて前方視的に検討した
２つの報告11）12）がある。Shu et al.11）は，RRSO後の
BRCA1/2バリアント保持者1083例のうち８例に子宮体
癌が発症し，組織型別にみるとは類内膜癌は２例，O/E
比（observed to expected ratio）0.55であったが，漿
液性癌は５例，O/E比14.8であった。さらに漿液性癌５
例のうち４例がBRCA1バリアント保持者だったことか
ら，BRCA1バリアント保持者ではRRSOを施行する際
に子宮全摘を検討する必要があるとしている。Saule et 
al.12）の検討でも，RRSO後のBRCA1/2バリアント保持
者369例のうち２例のBRCA1バリアント保持者に子宮
体部漿液性癌が発症し，O/E比は32.2であった。また，
この２つの研究では，BRCA1バリアント保持者におい
て70歳までに子宮体部漿液性癌に罹患する率は推計で
2.6‒3.0%になることが示された。
　一方，BRCA2バリアント保持者に関しては，2005年
にLavie et al.13）による子宮体部漿液性癌の症例報告が
あり，また前述のShu et al.の報告11）でも子宮体部漿液
性癌が１例認められているが，BRCA1バリアント保持
者のような強い関連性は認められない。ただし，Beiner 
et al.の報告７）では，tamoxifen使用歴のあるBRCA2バ
リアント保持者で，類内膜癌のSIRが15.0と高いことが
示されており，BRCA2バリアント保持者でも乳癌既発
症者に対してRRSOを行う際には子宮摘出を検討する必
要があると考える。
　これらを踏まえ，NCCNガイドライン『乳癌および卵
巣癌における遺伝学的/家族性リスク評価（2019年第３
版）』14），日本産婦人科学会の『BRCA1/2遺伝子変異保
持者に対するリスク低減卵管卵巣摘出に関する考え方
（2016年）』15），日本婦人科腫瘍学会の『産婦人科におけ
る遺伝性乳癌卵巣癌症候群に対する保険診療についての

考え方（2020年）』16）等のHBOC診療の診療指針では，
いずれもRRSO施行時に子宮摘出を併施することは子宮
体癌の発症リスク低減に繋がる可能性があるとしたうえ
で，RRSOを行う前にそのメリットとデメリットについ
て十分な説明を行う必要があると提言している。RRSO
を施行時の子宮摘出併施のメリットは前述の通り子宮体
癌発症リスク低減であるが，デメリットについても十分
に検討する必要がある。日本産科婦人科内視鏡学会の
アンケート調査17）によれば，腹腔鏡手術での合併症発
生率は，子宮付属器切除の1.39%に比べ，子宮全摘では
4.95%と高率だが，この調査における子宮全摘の対象は
子宮筋腫等の疾患を有する症例であり，正常大の子宮に
対する予防的手術であれば必ずしもこの数値は当てはま
らないと考えられる。
　2020年４月に乳癌既発症者のHBOCに対するRRSOが
保険適用となり，今後RRSOを受ける症例が増加すると
推察される。予防的な子宮全摘は当然保険適用ではない
ため，RRSO施行時に子宮全摘の併施する場合は，所属
施設の倫理委員会等での承認は必須であり，また費用に
ついても患者に説明する必要がある。なお，本例の姪に
おいては，当院臨床倫理委員会の承認を受けて，RRSO
と子宮全摘術を施行する予定である。

結　　　語

　詳細な家系調査によりBRCA1遺伝子に病的バリアン
トを認めた子宮体部漿液性癌の症例を経験した。子宮体
癌および子宮体部漿液性癌とBRCA1/2バリアントの関
連性はいまだ議論の残るところだが，関連性が否定され
るものではないため，子宮体癌とくに子宮体部漿液性癌
の症例に対しては家族歴を詳細に聴取することが肝要と
考える。ただし，子宮体癌における遺伝性腫瘍では，
Lynch症候群，Cowden病やPeuts-Jeghers症候群の可能
性を忘れてはならず，家系調査により何らかの遺伝性腫
瘍の可能性が示唆された場合は，遺伝診療の専門家と連
携し，遺伝カウンセリングを行ったうえで，症例ごとに
適切な遺伝学的検査を十分に吟味し選択することが必要
である。
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子宮峡部創陥凹に発生した胎盤ポリープに対して子宮鏡手術を施行した一例

中島　京１）・本田　直利１）・片山　由大１）・髙杉　篤志１）・久保　絢美１）

上野　晃子２）・梶原　涼子１）・山口真一郎１）・横山　幹文１）

１）松山赤十字病院　産婦人科
２）高知医療センター　総合周産期母子医療センター

A case of a placental polyp on an isthmocele that was treated with hysteroscopic surgery

Miya Nakashima １）・Naotoshi Honda １）・Yoshihiro Katayama １）・Atsushi Takasugi １）・Ayami Kubo １）

Akiko Ueno ２）・Ryoko Kajiwara １）・Shinichiro Yamaguchi １）・Motofumi Yokoyama １）

１）Department of Obstetrics and Gynecology, Matsuyama Red Cross Hospital
２）Perinatal Medical Center, Kochi Health Sciences Center

術前に子宮峡部創陥凹腫瘤（血腫）を疑い子宮鏡手術を施行し，術後病理組織学的検査により子宮峡部創陥凹に発生した胎
盤ポリープと診断した１例を経験したので報告する。
【症例】34歳。８妊２産。２回帝王切開分娩，１回人工流産（処置後胎盤ポリープ），５回自然流産（その内１回，稽留流産
処置後胎盤ポリープ）の既往あり。妊娠７週に稽留流産の診断で前医にて子宮内容除去術を施行されたが術中出血が多いた
め手術は中途終了となった。術後の経腟超音波断層法で子宮峡部創陥凹に40mmの血腫を認めたが血腫は縮小傾向であった。
しかしながら性器出血が持続するため術後６週間目に当科を紹介受診した。経腟超音波断層法および造影MRI検査上，子宮
峡部創陥凹に血流のない腫瘤と，子宮底部に血流を伴う結節を認め，血中hCGは６mIU/mLであった。子宮底部に発生した胎
盤ポリープ疑いおよび子宮峡部創陥凹腫瘤（血腫疑い）と診断した。大量出血時は子宮動脈塞栓術後，子宮鏡手術の方針と
し，性器出血少量のため経過観察とした。１カ月後経腟超音波断層法上，子宮峡部創陥凹の腫瘤は縮小し子宮底部の結節は
消失した。３カ月後外来子宮鏡検査上，内子宮口11時方向に表面塑造で赤褐色調腫瘤（胎盤ポリープ様）を確認したため，
子宮鏡下腫瘤切除術を施行し，術後病組織学的検査により子宮峡部創陥凹に発生した胎盤ポリープと診断した。術後経過に
問題なく，術後19日目より月経開始となった。帝王切開後の妊娠時の子宮内操作で大量出血を認めた場合は帝切瘢痕部妊娠
等の異常妊娠の可能性を考慮し高次施設への紹介が必要である。また子宮峡部創陥凹の血流のない胎盤ポリープ病変に対し
て子宮鏡手術は有用な治療となる可能性が示唆された。

We report a case of placental polyp which developed in the post-cesarean uterine isthmocele that was 
confirmed by postoperative histopathological examination following hysteroscopic resection.
The patient is a 34-year-old woman with 2 previous cesarean deliveries, 4 artificial abortions with 1 post-
treatment placenta polyp formation, and 1 abortion with post-treatment placental polyp formation. At 
the 7th week of gestation, dilatation and curettage was performed for a missed abortion. Postoperative 
transvaginal ultrasonography revealed a 40-mm hematoma in the uterine isthmus that tended to shrink. 
However, persistent genital bleeding prompted the patient to visit our department 6 weeks postoperatively. 
Transvaginal ultrasonography and contrast-enhanced magnetic resonance imaging (MRI) showed an avascular 
tumor located in the isthmocele and a vascularized nodule in the fundus of the uterus; her serum hCG level 
was 6 mIU/mL. The patient was diagnosed with a suspected placental polyp at the uterine fundus, and the 
isthmocele mass was suspected to be a hematoma. A reddish-brown placental polypoid mass was observed at 
the 11 o’clock position in the uterine ostium and subsequently removed during outpatient hysteroscopy. It is 
suggested that hysteroscopy be used to treat placental polyps without blood flow in the uterine isthmus.

キーワード： 胎盤ポリープ，子宮峡部創陥凹，子宮鏡下手術，帝王切開瘢痕部妊娠
Key words： placental polyp, isthmocele, hysteroscopic surgery, cesarean scar pregnancy

緒　　　言

　子宮峡部創陥凹とは子宮下節前壁筋層部陥凹を指し，
不正性器出血や月経痛，慢性骨盤痛，不妊等のいわゆる
帝王切開瘢痕症候群を引き起こす１）。我々は術前に子宮
峡部創陥凹部に発生した胎盤ポリープを疑い子宮鏡下に

切除術を施行し，術後病理組織学的診断により確認した
１例を経験したので報告する。

症　　　例

【患者】34歳 
【主訴】流産術後の持続する性器出血
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【妊娠分娩歴】８妊２産。20歳・22歳時帝王切開分娩，
自然流産５回，28歳時人工流産１回。
【既往歴】28歳時人工流産後に胎盤ポリープの診断で腹
腔鏡下子宮動脈結紮術後に子宮鏡下胎盤ポリープ切除
術。30歳時稽留流産後に胎盤ポリープと診断されたが自
然排出。
【現病歴】妊娠７週に稽留流産の診断で前医にて子宮内
容除去術が施行された。術中出血量が多く手術は中途終
了となった。術直後の経腟超音波断層法で子宮峡部創陥
凹に40mmの血腫を認めた。血腫は縮小傾向であったが
性器出血が持続するため術後６週間目に当科を紹介受診
した。
【腟鏡診】持続的な出血を認めないが，腟内に少量の凝
血塊貯留を認めた。
【経腟超音波断層法】子宮峡部創陥凹に血流を伴わない
23×22mmの腫瘤性病変と子宮底部に血流を伴う10mm
の腫瘤性病変を認めた（図１）。
【血液検査】WBC 6090/μL，Hb 13.0g/dL，Plt 24.0
万/μL，CEA 1.1ng/mL，CA125 5.4U/mL，CA19-9 

17.5U/mL，血中hCG ６mIU/mL
【造影MRI検査】子宮峡部創陥凹（20.1×9.7mm）に腫
瘤性病変を認めた。子宮内腔に造影される結節と右卵巣
嚢胞性腫瘤を認めた（図２）。
【初診時診断】子宮底部に発生した胎盤ポリープ疑いお
よび子宮峡部創陥凹腫瘤（血腫疑い）と診断し，大量出
血時は子宮動脈塞栓術後，子宮鏡手術の方針とし，性器
出血少量のため経過観察とした。
【臨床経過】初診時から５週間後（術後11週間目）の血
中hCGは２mIU/mLまで低下した。経腟超音波断層法で
子宮峡部創陥凹の腫瘤は1.5cmまで縮小し，子宮底部腫
瘤の血流は消失した。右卵巣は正常であった。子宮峡部
創陥凹の腫瘤は縮小傾向だが少量の性器出血が持続する
ため，初診時から８週間後（術後14週間目）に子宮鏡検
査を施行した。子宮底部に腫瘤性病変を認めず，子宮峡
部創陥凹に血腫様の腫瘤性病変を認めた（図３）。持続
する性器出血と早期の挙児希望のため，子宮鏡下手術を
行う方針とした。
【子宮鏡手術】子宮内腔所見は外来子宮鏡所見と同様

a b

図１　経腟超音波断層法
a 子宮峡部創陥凹に血流のない23×22mmの腫瘤性病変（赤矢印）
b 子宮底部に血流を伴う10mmの腫瘤性病変（黄矢印）

a

b

図２　造影MRI検査（術前）
a T2WI矢状断　子宮峡部創陥凹に腫瘤性病変（赤矢印）
b T1WI水平断　子宮内腔に造影される結節（黄矢印）と右卵巣嚢胞性腫瘤（白矢印）
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で，子宮体部に腫瘤は認めず，子宮峡部創陥凹部内側一
部に付着した表面塑造で赤褐色調腫瘤（胎盤ポリープ
様）を認めた。膀胱充満下に経腹超音波断層法で子宮漿
膜側の残存筋層の厚さを確認しながら，慎重に子宮峡部
創陥凹部腫瘤を切除した。切除後に子宮峡部創陥凹部の
表面の血管を焼灼した。子宮峡部創陥凹部外子宮口の瘢
痕化筋層を削り陥凹部形成を行った。手術時間は41分，
出血量は少量であった（図４）。
【術後病理組織学的検査】摘出した血腫内にフィブリン

変性を来たした絨毛状構造を認め，胎盤ポリープと診断
された（図５）。
【術後臨床診断】子宮峡部創陥凹に発生した胎盤ポリー
プ
【治療経過】術後経過に問題なく，術後１日目に退院し
た。性器出血なく経過し，術後19日目より月経が開始し
た。術後23日に造影MRI検査を施行し，子宮峡部創陥凹
部の腫瘤性病変は消失した。また子宮峡部創陥凹のサイ
ズは8.7×3.8mmで術前に比して縮小した（図６）。

a b

図４　子宮鏡手術
a 子宮峡部創陥凹に血腫様の腫瘤性病変
b 血腫を電極を用いて切除
c 陥凹部形成後

図５　病理組織学的所見（HE染色）
血腫内にフィブリン変性を来たした絨毛状構造あり

a b

図３　子宮鏡検査
a 子宮峡部創陥凹に血腫様の腫瘤性病変
b 子宮底部に腫瘤性病変なし
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考　　　案

　子宮峡部創陥凹は帝王切開術の既往がある女性のうち
6.9％に認め，不正出血（63.8％），月経困難症（53.1％），
骨盤痛（39.6％），性交痛（18.3％） 等の症状を引き起
こし，いわゆる帝王切開瘢痕症候群の原因と考えられ
る１）。本症例報告では当初，子宮峡部創陥凹部の血腫と
判断したが，子宮鏡手術所見および術後病理組織診断よ
り子宮峡部創陥凹に発生した胎盤ポリープと考えられ
た。
　子宮峡部創陥凹とは帝王切開後の帝王切開部位の筋層
の断裂を含む子宮峡部瘢痕部の欠損あるいは離開と定
義される。海外ではcesarean scar isthmocele, cesarean 
scar defect, cesarean scar nicheなど名称は統一されて
いないが，日本では村上らにより子宮峡部創陥凹の名
称が提唱されている２） 。Morrisにより報告された帝王
切開後の解剖学的欠損は病理学的に充血した子宮内膜
（61%）あるいは瘢痕部内の小ポリープ（16%）の存在
が月経過多，異常子宮出血の原因であること，またリン
パ球の浸潤（65%）および子宮下部の変形（75%）が慢
性骨盤痛，性交時痛に関与すること，さらに瘢痕に限局
する医原性子宮腺筋症（28%）が月経困難症を説明でき
ることが提唱された３）。　
　これらの病態が引き起こす様々な症候の総称を帝王切
開瘢痕症候群とされているが，婦人科系では過多月経，
月経痛，骨盤痛，過長月経，不正出血，不妊症の原因と
して鑑別診断に挙げられるが，さらに周産期関連では帝
王切開瘢痕部妊娠，前置癒着胎盤，子宮破裂の背景に関
わるものと考えられる２）。今回報告した症例は帝王切開
瘢痕部症候群の一つである瘢痕部妊娠が先行妊娠と考え
られる。瘢痕部妊娠には子宮峡部創陥凹から子宮内へ発
育する妊娠と膀胱方向へ発育する二つのタイプがあると
考えられる。前者では生児を得られる可能性はあるが胎

盤剥離面からの出血リスクがある。後者は前置癒着胎
盤，子宮破裂へ進展する可能性がある４）。本症例は前者
のタイプで流産処置後に胎盤ポリープに進展したケース
と考えられた。
　帝王切開瘢痕部妊娠は既往帝王切開瘢痕部に着床する
異所性妊娠で，その発生頻度は，初期妊娠10,000例に対
して2.7‒4.5例といわれている。無治療での子宮内操作に
より，菲薄化した筋層瘢痕部の穿孔や大量出血を引き起
こすおそれがある５）。帝王切開瘢痕部妊娠の診断は難し
く，帝王切開瘢痕部妊娠のうち13.6%は頸管妊娠や進行
流産と誤診されているとの報告がある６）。瘢痕部妊娠の
超音波による診断基準について，Rotas et al.は①絨毛が
膀胱と子宮前壁の間に存在すること②子宮腔内に胎児成
分を認めない③羊膜腔を通過する矢状断で胎嚢と膀胱の
間に筋層を認めず，子宮前壁の連続性が途絶している④
カラードプラーで流産時には胎嚢周囲に血流がないのに
対して胎嚢への血流が豊富⑤超音波プローブを押し当て
ても内子宮口にある胎嚢が移動しない所見の５項目を挙
げており，早期の正確な診断が重要と述べている７）。本
症例は妊娠７週に稽留流産に至った症例であるが，一般
的には妊娠が継続されている場合は妊娠初期より子宮破
裂のリスクがあることから，妊娠を終了させる方向で治
療されることが多い。妊娠９-10週以降は胎盤の浸潤が
深くなるため，この時期までに妊娠の終了が必要とな
る８）。本症例では前医での診断は確定されていないが，
子宮内へ発育するタイプの帝王切開瘢痕部妊娠であった
可能性が示唆された。患者病歴の詳細な聴取と経腟超音
波検査による詳細な子宮峡部創陥凹と胎盤の関係を観察
する必要があったと考えられた。
　胎盤ポリープは分娩後あるいは人工妊娠中絶術後など
の妊娠帰結後に遺残した胎盤片がポリープ化し大量ある
いは不正出血が持続をする病態である。日本ではポリー
プ化した胎盤片を胎盤ポリープと呼称されているが，

図６　造影MRI検査（術後）
T2WI矢状断　子宮峡部創陥凹に腫瘤性病変なし
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欧米では胎盤遺残や胎盤ポリープを総称してretained 
products of conception （RPC）の名称が一般的である。
胎盤ポリープは子宮内処置時に大量出血を来したという
報告が多かったが９），当科での経験では大量出血をきた
した症例は16.6%（５/30例）であった10）。その治療は子
宮鏡手術単独，子宮動脈塞栓術単独，子宮動脈塞栓併用
後子宮鏡手術，腹腔鏡下子宮動脈一時結紮併用子宮鏡手
術11）および待機療法10）まで多岐に亘っている。本症例
での方針は大量出血時には子宮動脈塞栓術併用子宮鏡手
術の方針とし，性器出血少量のため経過観察とした。し
かしながら待機療法では長期に性器出血が持続しさらに
本人に早期の挙児希望があったため，子宮鏡下手術を行
う方針とした。子宮鏡手術所見および術後病理組織診断
より子宮峡部創陥凹に発生した胎盤ポリープと診断され
た。
　帝王切開後症候群は様々な病態をとることが想定され
るため，詳細な既往歴の聴取および綿密な経腟超音波検
査が必要である。子宮内操作を行う場合に大量出血を認
めた場合は帝王切開瘢痕部妊娠等の可能性を考慮して，
高次医療機関へ紹介することが望ましいと考えられた。
また血流を伴わない子宮峡部創陥凹病変に対し子宮鏡下
手術は治療の選択肢となることが示唆された。
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術前に診断し得た子宮頸部明細胞癌の一例

下雅意るり・佐藤　慎也・飯田　祐基・小松　宏彰・千酌　潤・大石　徹郎・原田　省

鳥取大学医学部　産科婦人科

A case of clear cell carcinoma of the uterine cervix diagnosed preoperatively

Ruri Shimogai・Shinya Sato・Yuki Iida・Hiroaki Komatsu・Jun Chikumi・Tetsuro Oishi・Tasuku Harada

Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Tottori University

【背景】子宮頸部明細胞癌は頸部腺癌の約４％と稀な組織型である。術前診断は困難であり，多くは摘出標本により確定診
断がなされる。今回，細胞診および狙い組織診により診断し，広汎子宮全摘出術を選択した子宮頸部明細胞癌を経験したの
で報告する。
【症例】42歳，１妊０産，統合失調症あり内服加療中。不正性器出血を主訴に近医受診し，当院へ紹介となった。腟鏡診で
子宮頸部に易出血性の腫瘍を認めた。頸部細胞診はAdenocarcinoma，狙い組織診で腺癌と診断し，明細胞癌の可能性が示唆
された。ハイリスクHPV検査は陰性であった。骨盤部MRIで腫瘍長径は50mmであり，僅かに左側の子宮傍組織浸潤がみられ
た。明らかなリンパ節転移は認めなかった。臨床進行期ⅡB期と診断した。術前化学療法としてDocetaxel + Carboplatin併用
療法を１サイクル施行後，広汎子宮全摘出術をおこなった。術後病理組織診断は明細胞癌，ypT2bN0M0であり，術後補助療
法として同時化学放射線療法を施行した。以後は経過観察としていたが，治療終了後10か月で腹水貯留が出現した。腹膜播
種による腸閉塞を呈し再発と診断。現在治療中である。
【結論】細胞診と組織診の所見より子宮頸部明細胞癌の術前診断が可能であった症例を経験した。子宮頸部明細胞癌は治療
抵抗性で予後不良な組織型であり，新たな治療戦略の開発が望まれる。

Clear cell carcinoma of the uterine cervix (CCCC) is a relatively rare tumor with most cases diagnosed using 
surgical specimens. Here, we report a case of CCCC that was diagnosed before hysterectomy. A 42-year-
old gravida 1, para 0 female patient was referred to Tottori University Hospital with a chief complaint 
of atypical genital bleeding. Colposcopy findings revealed an invasive cervical carcinoma, and CCCC was 
diagnosed through cytology and punch-biopsy. High-risk human papillomavirus was confirmed to be absent. 
Magnetic resonance imaging showed a tumor sized 47×36×51 mm with suspected parametrial invasion. 
There was no evidence of lymph node metastasis. Therefore, we determined the case to be at clinical stage 
IIB. Radical hysterectomy was performed after neoadjuvant chemotherapy was administered using docetaxel 
and carboplatin. The postoperative diagnosis was CCCC, T2bN0M0, FIGO stage IIB. Due to the high risk of 
recurrence, concurrent chemoradiotherapy was added as adjuvant therapy. However, the patient developed 
recurrent disease with peritoneal dissemination 10-months after the adjuvant therapy and is now under 
treatment. 

キーワード： 子宮頸部明細胞癌，細胞診
Key words： clear cell carcinoma of the uterine cervix, cytology

緒　　　言

　子宮頸部明細胞癌は頸部腺癌の約４％と稀な組織型で
ある１）。術前診断は困難であり，多くは摘出標本により
確定診断がなされる。これまで少数例の報告はあるが，
治療についてのエビデンスはほとんど無い。明細胞癌は
放射線療法や化学療法への抵抗性が示唆され，進行例で
は予後不良とされている。一方でⅠ/Ⅱ期で広汎子宮全
摘出術が可能な症例の予後は比較的良好との報告もあ
る２）。
　今回，細胞診および狙い組織診により診断し，広汎子
宮全摘出術を選択した子宮頸部明細胞癌を経験したので

文献的考察を加えて報告する。

症　　　例

42歳，１妊０産。
156cm，64.3kg，BMI 26.4
合併症：統合失調症。既往歴：特記事項なし。
家族歴：特記事項なし。
現病歴：５か月前からの不正性器出血を主訴に近医を受
診した。頸部細胞診はOther malignancy，内膜細胞診
は陽性の判定であり，いずれも類内膜癌が推定された。
子宮頸部腫瘍の精査のため当院へ紹介となった。腟鏡診
では頸管内から外子宮口に突出する易出血性の腫瘍を
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認め，経腟超音波検査で頸管内に40×27mmの低エコー
域を認めた。頸部細胞診の判定はAdenocarcinoma，狙
い組織診で腺癌と診断され，明細胞癌の可能性を示唆
された（図１，２）。ハイリスクHuman Papillomavirus
（HPV） 検査は陰性であった。MRIで腫瘍長径は
50mmであり，僅かに左側の子宮傍組織浸潤がみられ

た（図３）。CT検査では明らかなリンパ節転移を認め
なかった。膀胱鏡，直腸鏡検査で明らかな異常所見を
認めなかった。臨床進行期ⅡB期と診断して，当科の治
療方針に基づいて術前化学療法後の手術を予定した。
Docetaxel（70mg/㎡）+ Carboplatin（AUC5）併用療
法を１サイクル施行。１サイクル後のMRIで腫瘍長径は

図１　頸部細胞診　LBC（Sure Path法），倍率は対物レンズ
炎症性背景にN/C比が高く核が偏在した異型細胞が孤立散在性，あるいはミラーボール様
の小集塊として出現している。細胞質はライトグリーン好性で淡明，細胞は類円形で境界
は明瞭である。

図２　病理組織診（狙い生検），倍率は対物レンズ
a）H. E.染色：クロマチンに富む異型核と淡明な細胞質を有する細胞がびまん性に増殖している。
b）免疫組織化学：p16INK4a弱陽性。
c）PAS染色：グリコーゲンの貯留を認める。
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45mmとなり，10％の腫瘍縮小を認めた（図４）。合併
症のため２サイクル以降の化学療法の追加は困難と判断
し，広汎子宮全摘出術および両側付属器摘出術をおこ
なった。摘出標本による病理組織診断は明細胞癌であ
り，TNM分類ypT2bN0M0となった（図５）。リンパ節
転移は陰性であったが，子宮傍組織にわずかに浸潤を認
めたため，術後補助療法として同時化学放射線療法（骨
盤部50.4Gy/28回，Cisplatin 40mg/㎡/週）を施行した。
以後は経過観察をおこなっていたが，治療終了後10か月
で腹水貯留が出現した。CT検査にて腹膜播種による腸
閉塞を認め，再発と診断した。現在治療中である。

考　　　察

　子宮頸部明細胞癌は，主として淡明な細胞質を示す
細胞やhobnail様の形態を示す細胞で構成され，充実
性，管状・嚢胞状，あるいは乳頭状構築を示す腺癌で
ある３-５）。Herbst et al.は切迫早産の治療に用いた合成
エストロゲン製剤Diethylstilbestrol（DES）の胎内暴露

により若年女性に頸部明細胞癌が発生することを報告
した６-７）。これにより米国食品医薬局（Food and Drug 
Administration; FDA）は1971年に妊娠中のDESの使用
を禁止した。現在ではDESとは無関係に若年と閉経後の
中高年に二峰性のピークがあるとされ，その原因として
ホルモン環境の変化やDES以外の外的因子，遺伝因子の
関与が推測されている８）。本邦の報告でもDESの暴露を
受けたものはみられず，発症年齢は二峰性を示した９）。
子宮頸部明細胞癌の発生とHPVの関連は未だ明らかに
なっていない10）。Pirog et al.は頸部腺癌760例における
組織型とHPV陽性率を報告した11）。通常型腺癌のHPV
陽性率71.8％に対して，明細胞癌は20％と明らかに低
かった。一方でUeno et al.は，頸部明細胞癌はHPV非関
連腫瘍と報告しており，その発生におけるPI3K-AKT経
路活性化の関与を指摘している12）。本症例にはDES暴露
歴はなく，ハイリスクHPV検査は陰性であった。
　頸部明細胞癌の臨床症状は不正性器出血が最も多く見
られるが，子宮頸部細胞診による診断精度は低いとされ

図３　初診時MRI
a）Dynamic MRI（矢状断）
b）DWI：Diffusion weighted image（水平断）
子宮頸部の腫瘍は47×36×51mmであり，造影検査で早期濃染を認め，T1強調画像で低信号，
T2強調画像で軽度高信号，拡散強調画像で高信号，ADC mapで低信号であった。

図４　TC療法１サイクル後 Dynamic MRI（矢状断）
腫瘍縮小率10％，RECIST効果判定はSD （stable desease）であった。
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ている13-14）。明細胞癌の細胞所見としては様々な報告が
あるが，Sonoda et al.は①シート状の配列，あるいは乳
頭型で時にミラーボール状の集塊を形成する，②淡明で
豊富な細胞質を有する，③核は大型で円形～類円形，多
くは中心性であり，N/C比が高く時に裸核状を呈する，
④エオジン好性で明瞭な核小体をする，等を挙げてい
る。また，hobnail cellの出現や PAS染色は診断に有用
であるとも述べている15）。今回の症例では，hobnail cell
は認めなかったものの，豊富な細胞質を有する類円形で
大型の核を有する細胞が，主にミラーボール状の集塊を
形成している所見がみられた。組織所見としては，①グ
リコーゲンの貯留により淡明で豊富な細胞質を有するこ
とが多いが，好酸性の細胞質を伴うことや球状の硝子滴
を含有することがある，②乳頭状，腺管状，充実性蜂巣
状などの細胞増殖形態を示す，③間質ではしばしば好酸
性無構造の基底膜物質の沈着がみられ，これは間質硝子
化stromal hyalinizationと呼ばれる２）。免疫組織化学で
はHNF-1βが陽性，Estrogen Receptor，Progesterone 
ReceptorやCEAは陰性となることが知られている16）。
本症例は腫瘍径が大きく，外子宮口から組織診が可能で
あった。明細胞癌の特徴的な細胞像や組織像が観察され
たため，診断は比較的容易であった。子宮頸部明細胞癌
は，扁平上皮癌や明細胞癌以外の腺癌に比して体部に進
展しやすいとの報告もあり，子宮体部を原発とする明細
胞癌との鑑別が困難な場合がある17）。本症例では子宮体
部まで腫瘍の浸潤を認めたが，病変の主座は明らかに子
宮頸部にあるため子宮頸部原発と診断した。 

　Reich et al.の報告では，子宮頸部明細胞癌の５年生存
率はⅠB-ⅡB期で67％であり，扁平上皮癌の80％および
他の頸部腺癌の77％と比して低い傾向にあった17）。子宮
頸癌Ⅰ-Ⅱ期に対する標準治療は広汎子宮全摘出術ある
いは同時化学放射線療法であるが，腺癌では手術療法の
方が有意に予後良好であったという後方視的研究の結果
が報告されている17-20）。Yang et al.の報告では臨床進行
期，腫瘍径，リンパ節転移の有無が重要な予後因子であ
り，術後放射線治療の有無は無増悪生存期間および全生
存期間に影響していない21）。また，一般に明細胞癌はプ
ラチナベースの化学療法に抵抗性で予後不良と言われ
ているが22），症例の稀少性から子宮頸部明細胞癌におけ
る有効性は明らかではない。本症例は臨床進行期ⅡB期
であり，画像検査で明らかなリンパ節腫大を認めなかっ
たため，術前化学療法と広汎子宮全摘出術を選択した。
術後の病理組織診では脈管侵襲やリンパ節転移は認めな
かったものの，子宮体部への進展および傍結合織浸潤を
認めた。術前化学療法による効果は限定的であった。再
発高リスク群として同時化学放射線療法を追加したが，
早期に腹膜播種による再発を来し，頸部明細胞癌の放射
線療法抵抗性が示唆された。本症例では手術時の腹水細
胞診は施行していないが，既に腹腔内に播種があった可
能性も含め通常の症例以上に腹腔内の検索をおこなうこ
とが有用であったかもしれない。
　一般に子宮頸癌に対する標準的な術後療法は同時化学
放射線療法であるが，本症例のように明細胞癌では奏功
しない可能性も高く，分子標的治療の併用なども含め集

図５　病理組織診（術後），倍率は対物レンズ
a） 摘出標本：病変は子宮体部まで進展。間質浸潤は深部まで達し，一部では傍結合織への

浸潤をわずかに認める。
b） H. E.染色：明瞭な核小体と好酸性ないし淡明な細胞質を有する異型細胞が，乳頭状，索

状，腺管および充実構造を形成し増殖し，間質には広範囲に好酸性無構造の基底膜物質
の沈着を伴う。 
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学的な治療法の開発が望まれる。術前に組織型を診断し
得た場合，それに応じた治療法の選択が重要となると考
える。

結　　　論

　細胞診と組織診の所見より子宮頸部明細胞癌の術前診
断が可能であった症例を経験した。子宮頸部明細胞癌は
治療抵抗性で予後不良な組織型であり，新たな治療戦略
の開発が望まれる。
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卵巣未熟奇形腫の治療中に増大する腫瘍を認め，未熟奇形腫の増悪と
growing teratoma syndromeとの鑑別に苦慮した１例
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A case of growing teratoma syndrome during chemotherapy for ovarian immature 
teratoma

Shihori Nakamura・Tomoyuki Kusumoto・Hiroyuki Terabayashi・Kazushi Kojima
Sawako Funatomi・Tomoki Nishimura・Rie Hara・Yu Tanaka・Akihiro Syoji

Ken Fukuhara・Takashi Nakahori・Tetsuro Honda・Masaaki Hasegawa

Department of Obstetrics and Gynecology, Kurashiki Central Hospital

悪性卵巣胚細胞性腫瘍は若年女性に好発するまれな疾患であり，化学療法が著効することが知られている。その治療中，ま
たは治療後に腫瘍マーカーは正常化しているものの，再発腫瘍が増大傾向を示すgrowing teratoma syndrome（以下GTS）と
いう良性疾患が1982年に報告されている。今回我々は未熟奇形腫Grade3の術後化学療法中に増大する腫瘍を認め，未熟奇形
腫の増悪とGTSとの鑑別に苦慮した１例を経験したので報告する。症例は24歳女性，下腹部痛を主訴に当院受診。腹部CTで
新生児頭大の骨盤内腫瘤を認め，MRIで未熟奇形腫の破裂が疑われた。腫瘍マーカーはAFP＝35464 U/ml，hCG＝40.9 ng/ml
と高値であった。左付属器切除術と大網部分切除術を実施し，病理診断は卵黄嚢腫瘍を伴う未熟奇形腫Grade3 stageIC3期で
あった。術後化学療法としてBleomycin，Etoposide，Cisplatinの３剤併用（以下BEP）療法を実施したが，２サイクル終了時
点の診察でダグラス窩に腫瘤性病変を認めた。４サイクル終了時点でAFP＝21 U/mlと低値になったものの，腫瘍は増大傾向
であり未熟奇形腫の増悪が否定できないことから残存腫瘍摘出術を行った。腫瘍は直腸に浸潤しており，直腸低位前方切除
を要した。初回手術では確認されなかった播種病変も認めたためすべて摘出した。病理組織は成熟奇形腫成分のみで構成さ
れており，GTSと診断した。GTSは診断が遅れると切除困難となる症例も報告されている。胚細胞性腫瘍の治療経過中は定
期的に診察または画像検査を行い，腫瘍マーカーが低下しているのに反し残存腫瘍の増大を認めた場合は，GTSを念頭に入
れ手術を考慮すべきである。

Growing teratoma syndrome (GTS) is a rare benign complication of ovarian germ cell tumors. It is 
characterized by an increase in tumor size during or after chemotherapy with decreasing tumor markers, and 
is constituted by mature teratoma. We report a case of growing teratoma syndrome during chemotherapy 
for ovarian immature teratoma along with a literature review. A 24-year-old lady was diagnosed with Grade 
3 stage 1C immature teratoma which was treated by left salpingo-oophorectomy. After two courses of BEP 
(bleomycin, etoposide, cisplatin) chemotherapy, the number of chemoresistant tumors increased, while tumor 
markers decreased. The tumor survived after four courses of chemotherapy, and we performed debulking 
surgery. Pathological findings revealed a mature teratoma. We diagnosed the tumor as GTS, and five months 
passed by without recurrence. It is difficult to distinguish recurrence or the metastasis of malignant germ 
cell tumors from GTS; therefore, surgery should be considered. Large GTS is difficult to excise surgically, and 
serious complications may occur. Clinicians should consider GTS during treatment of immature teratomas and 
not delay the treatment for GTS.

キーワード：卵巣未熟奇形腫，化学療法中
Key words：growing teratoma syndrome, immature teratoma, chemotherapy

Ⅰ　緒　言

　悪性卵巣胚細胞性腫瘍は好発年齢が若年であるまれ
な腫瘍であり，化学療法が著効することから，進行期
であっても妊孕性温存手術の後にBleomycin, Etoposide, 

Cisplatinの３剤併用（以下BEP）療法を行うことで予後
の改善が見込まれる疾患である１）。卵巣あるいは精巣胚
細胞性腫瘍において，化学療法中または化学療法後に，
腫瘍マーカーは正常化しているものの，再発腫瘍が増大
傾向を示し，病理学的には成熟奇形腫で構成されている
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growing teratoma syndrome（以下GTS）という病態が
1982年に報告された２）。組織学的には良性であるが，化
学療法に抵抗性であり，治療には手術を要する２）。今回
未熟奇形腫の化学療法中に低下する腫瘍マーカーに反し
増大する腫瘍を認め，未熟奇形腫の増悪とGTSの鑑別に
苦慮した１例を経験したので，文献的考察も加え報告す
る。 

Ⅱ　症　例

　症例：24歳女性
　主訴：下腹部痛
　家族歴：なし
　妊娠歴：未経妊

　既往歴：心房中隔欠損症，脂肪肝
　現病歴：X年８月下腹部痛を主訴に救急外来受診し
た。その際に撮像されたCTで骨盤内腫瘤を認め当科紹
介となった。 
　入院時現症：血圧125/73 mmHg，脈拍83回/分・整，
体温36.3度，臍下２横指まで腹部腫瘤を触れ，圧痛を認
めた。経腟超音波で子宮背側に新生児頭大の充実性腫瘤
をみとめた。 
　検査所見：〈腫瘍マーカー〉AFP 35464 U/ml，hCG 
40.9 ng/ml，CEA 2.9 U/ml，CA125 172 U/ml，CA19-9 
191.6 U/ml
　造影CT検査所見：左付属器に接して12 cm×10 cm×
16 cmの腫瘤を認め，腫瘤内部には石灰化や脂肪成分を
含んでいた。腫瘤腹側や大網に脂肪織濃度上昇を認め，
造影効果を伴うダグラス窩腹膜肥厚を認めることから
gliomatosis peritoneiや播種が疑われた。血性腹水を認
め，腫瘍の破裂が疑われた。リンパ節転移は認めなかっ
た。
　単純MRI検査所見：T1強調画像で筋肉と等信号，T2
強調画像で軽度高信号，拡散強調画像で淡い高信号の充
実部分を主体に，嚢胞成分や脂肪成分が散在していた
（図１）。 
　以上から左卵巣未熟奇形腫の破裂と術前診断した。若
年であること，未熟奇形腫が疑われることから迅速検査
は行わず妊孕性温存手術（左付属器切除術＋大網部分切
除）をおこなった。 
　手術所見：子宮背面に18 cm大の腫瘤を認め，腹腔内
には血性腹水と腫瘍組織を認めた。腫瘍はダグラス窩と
子宮背面に強固に癒着していた。腫瘍壁は癒着面で破た
んし露出していた。骨盤内に明らかな播種病変は認めな
かった。左付属器切除術と大網部分切除術を施行した。
右卵巣と子宮は温存した（図２）。手術時間は２時間20

図１　骨盤部MRI所見（初回手術前）
骨盤内に18 cm大の腫瘤を認め，腫瘤内部には嚢胞成分や脂肪抑
制像で信号低下を呈する脂肪成分が散在していた。

図 ⾻ 所⾒（ ⼿術 ）
⾻ に 腫瘤を認め, 腫瘤

には嚢胞成分や
を する 成分 していた

図２
（a） 手術標本：左卵巣原発と考えられる成人頭大の腫瘤であり一部壁破綻を認めた。原発巣は子宮

左背側とダグラス窩に固着していたが，明らかな播種病変は認めなかった。
（b） 病理学的検査所見（HE60倍）：胎児期の未熟組織に類似した組織を多く認め，神経管様未熟な

神経組織を多く含む標本において，低倍率（対物４×）で３視野以上に同成分を認めた。

(a) (b)

図
(a)⼿術 ：左 と れる成 腫瘤 を認めた。 は⼦
宮左背側と に固着していた , かな 病変は認めなかった。
(b)病理 検査所⾒（HE60倍）： 未熟組織に した組織を 認め, 神経管 未熟
な神経組織を に いて, 倍 ( ) 上に 成分を認めた。
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分，出血量は1149 mlであった。
　病理組織学的所見：腫瘤内では，未熟な神経組織が目
立ち，未熟な，軟骨や骨，間葉組織，腸管様の構造，肝
様組織を認めた。一部に微小なyolk sac tumor成分も混
在していた。未熟な神経組織を多く含む標本において，
低倍率（対物×４）で３視野以上に同成分を認めるこ
とから，卵黄嚢腫瘍を伴う未熟奇形腫Grade3と診断し
た。大網には明らかな播種病変を認めなかったが腹水細
胞診では腫瘍細胞を認めた。
　 以 上 の 結 果 よ り 左 卵 巣 原 発 未 熟 奇 形 腫 G r a d e 3　
stageIC3期（pT1cNXM0）と診断した。術後22日目
よりBEP療法（Bleomycin 30 mg/body＋Etoposide 
100 mg/㎡＋Cisplatin 20 mg/㎡）を行った。２サイク
ル終了時点の経腟超音波で子宮体部左背側（未熟奇形腫
の強固な癒着を認めた部位）に３ cm×2.3 cm×2.8 cm
腫瘤性病変を認めた。BEP１サイクル目～２サイクル

目でのAFP低下が半減期を考慮するとやや乏しかった
が，予定通りBEP療法を継続した（図３）。３サイクル
終了時点でBEP療法の継続または手術について検討し
た。産婦人科領域では悪性胚細胞性腫瘍の症例数が多く
はないため，悪性胚細胞性腫瘍の経験数の多い，泌尿器
科，小児科を含む，放射線科，外科，腫瘍内科など多方
面の医師が集まる院内のオンコロジーボードで方針相談
した。結果，BEP療法は４サイクルまで行い，腫瘍残存
を認めた場合は手術を考慮する方針とした。
　４サイクル終了時点でAFP＝21 U/mlと低値になった
ものの，MRI検査では再発を疑う充実性腫瘍は増大傾向
であり，周囲直腸への浸潤が疑われた（図４）。初回手
術から113日目に残存腫瘍切除，組織確認目的に再開腹
手術を行った。
　再手術時の所見：腫瘍はダグラス窩を閉鎖するように
子宮左側背面と直腸に強固に癒着していた。骨盤壁には

a b

図 経 所⾒
（a） E 経 （b） E （ ） E

腫 強固に癒着していた⼦宮左背側 嚢胞性病変（△）を認め った。

図４　経腟超音波・MRI所見
（a）BEP２コース終了時点経腟超音波（b）BEP２コース終了時点MRI（c）BEP４コース終了時点
原発腫瘍が強固に癒着していた子宮左背側より嚢胞性病変（△）を認め増大傾向であった。
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図３
AFP推移：BEP１〜２コースでは一時腫瘍マーカー低下が緩除であったが，以
降は指数関数的に減少を認めた。
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米粒大～５ mm大の播種を疑う白色結節を複数個所認
めた。右卵巣は萎縮し腫瘍と一部癒着していた。直腸と
腫瘍の癒着は剥離困難であったため，外科医師に応援い
ただき，直腸低位前方切除を施行した。播種病変も確認
できたものはすべて切除した。右卵巣と子宮は切除する
ことなく腫瘍を完全切除することができ，妊孕性は温存
できた。手術時間は６時間48分，出血量は506 mlであっ
た。
　病理組織学的所見：腹水細胞診は陰性であり，腸管と
合併切除した腫瘍と腹膜播種病変からは成熟した重層扁
平上皮，線毛上皮，腺上皮などに裏打ちされた嚢胞や，
神経組織，軟骨，骨を認め，未熟奇形腫とする成分や
悪性転化した成分は認めなかった（図５）。摘出標本は
mature teratomaとの診断であり，臨床経過から本疾患
はGTSと診断した。
　術後３日目にはAFP値は９ U/mlと正常化していた。
２回目の手術以降は追加治療なく経過した。治療終了か
ら５か月経過したが，明らかな腫瘍の増大は認めていな
い。 

Ⅲ　考　察

　悪性卵巣胚細胞性腫瘍は全悪性卵巣腫瘍の５％に満た
ないまれな腫瘍であるが，好発年齢が若年であり，中で
も未熟奇形腫Grade3は92％が40歳未満で発症している。 
若年発症が多いという臨床背景と化学療法が奏功するこ
とから妊孕性温存手術を行なうことが多い１）。卵巣癌治
療ガイドラインによると妊孕性温存手術後に術後化学療
法としてBEP療法を行うことで予後の改善が指摘されて
いる１）。しかし，化学療法中に腫瘍の増大を認めた場合
には未熟奇形腫の増悪かGTSか判断に苦慮する場合も多
い。 
　GTSは1982年にLogothetis et al.により報告された病
態であり，非精細胞性胚細胞性腫瘍において①化学療法

中あるいは化学療法後に転移巣の増大がみられる，②高
値であった腫瘍マーカーが正常化する，③組織学的に成
熟奇形腫のみで構成されており悪性細胞を認めない，の
３項目を定義としている２）。発症頻度は非精細胞性胚細
胞性腫瘍の1.9-7.6％と言われている。もともとは精巣腫
瘍由来の疾患概念であるが，卵巣未熟奇形腫の12％にみ
られたとの報告もある１）。
　Djordjevic et al.の34症例の検討によると卵巣のGTS 
は５歳から38歳（平均20歳）で発症し，初回化学療法か
らの２年以内（平均８か月）で発症している３）。悪性卵
巣胚細胞性腫瘍におけるGTSの発症場所は骨盤，腹部，
または後腹膜に多く，腹部以外の臓器への転移は稀で
あった３）。遠隔転移が一般的な精巣腫瘍におけるGTSで
は遠隔転移の報告があることから，GTSの発症箇所は元
の腫瘍性病変を認めた箇所に発症することが推測され
る。
　GTSの発症機序としては２つ説があり，①腫瘍内に混
在している成熟成分と未熟成分のうち，化学療法により
感受性の高い未熟成分が消失した後，残存した成熟成
分が増殖をきたす説と，②化学療法により全能性悪性
胚細胞が良性成熟奇形腫に分化する説が挙げられてい
る１）４）５）。GTS のリスク要因としては，①進行期がⅢ
期であること，②初回手術による腫瘍減量が不十分であ
ること，③化学療法により腫瘍が縮小しないこと，④原
発腫瘍が未熟奇形腫成分を伴っていることなどが知られ
ている２）。
　本症例のように原発腫瘍が未熟奇形腫Grade3であ
り，初回手術で大半は切除できたものの，腫瘍と固着し
ていた腹膜が残存する不完全手術であった症例は発症リ
スクが高いと思われる。
　GTSの治療方法としては化学療法に抵抗性であること
から手術が標準治療となる。Andréf et al.の精巣原発の
GTSの手術症例の報告では，完全切除例24名と部分切除

(b)(a)

⼦宮

腫瘍

図5
(a)⼿術所⾒：⼦宮（⽮印）背⾯左側に腫瘤性病変（△）を認め, 腸管と強固に癒着していた。
(b)病理検査（HE染⾊60倍）：重層扁平上⽪, 線⽑上⽪, 腺上⽪などに裏打ちされた嚢胞や, 神
経組織, 軟⾻, ⾻などを認めた。未熟奇形腫とする成分や悪性転化を疑う成分は認めなかった。

図５
（a）手術所見：子宮（矢印）背面左側に腫瘤性病変（△）を認め，腸管と強固に癒着していた。
（b） 病理検査（HE染色60倍）：重層扁平上皮，線毛上皮，腺上皮などに裏打ちされた嚢胞や，神経組

織，軟骨，骨などを認めた。未熟奇形腫とする成分や悪性転化を疑う成分は認めなかった。
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例６名における再発率は，完全切除例で４％，部分切除
例で83％と部分切除例で有意に再発率が高かった。ま
た，GTSの５年生存率は89％であり，中には術後合併症
や切除困難例による死亡も報告されている６）。このこと
からGTSは可能な限り完全切除を目指す必要がある。
　GTSの早期発見のため化学療法２サイクル終了ごとに
定期的な画像検査を行うことを推奨している報告もあ
る４）７）。本症例では２サイクル終了時点の超音波検査で
腫瘍を確認しており，その後MRIで経時的に評価した。
定期的な診察を行っていたことで早期発見ができたと考
える。悪性卵巣性胚胞性腫瘍におけるGTSは前述にある
ように骨盤内発生が多いことを考慮すると，経腟超音波
は早期発見に有用であると思われる。腫瘍マーカーの測
定だけでなく，術後の化学療法中であったとしても経腟
超音波を含め画像検査を定期的に行うことが望ましい。
　慎重な経過観察を行っていても腫瘍マーカーの上昇
を伴わない悪性成分の再発やFDG-PETで集積を認める
GTSが知られていることから８），GTSと未熟奇形腫再発
の鑑別は困難である。腫瘍マーカーや画像検索のみでは
悪性腫瘍の混在が否定できないため，手術での病理組織
確認が必要となる。未熟奇形腫の再発に関しては二次腫
瘍切除術の意義について一定の結論は得られていない。
しかし良性のGTSであっても発見が遅れるとより病変は
より広範囲にわたり，隣接臓器損傷のリスクが高くなる
だけでなく，切除困難となることも少なくない。切除が
可能であるならば妊孕性温存の許す限りで，病理学的診
断確定のためにも手術が望ましいと思われる。
　本症例のGTSは直腸合併切除を要したものの，早期に
発見したことで完全切除を得られている。しかし再発を
繰り返す症例も報告されており，慎重な経過観察が必要
である。現在は約２か月ごとの診察とAFPを中心とし
た腫瘍マーカーのfollowを行っている。治療終了５か月
時点では再発は認めない。 
　本症例のように胚細胞性腫瘍の治療経過中に腫瘍マー
カーが低下しているのに反し，残存腫瘍の増大を認めた
場合は，未熟奇形腫の増悪とGTSの判断に苦慮すること
がある。しかし良性疾患であるGTSであっても診断が遅
れた場合は切除困難となる可能性があることを念頭に入
れ，定期的な診察・画像検査を行うことで，手術時期を
逃さないことが肝要である。
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広島県での日本母体救命システム普及協議会（J-CIMELS）の取り組み
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Initiatives conducted by the Japan Council for Implementation of the Maternal Emergency 
Life-Saving System (J-CIMELS) in the Hiroshima Prefecture

Satoshi Urabe １）・Nobutaka Toyota ２）・Satoki Semba １）・Ituka Kai １）・Mio Hanaoka １）・Takashi Kodama １）

１）Department of Obstetrics and Gynecology, National Hospital Organization Higashihiroshima Medical Center
２）Toyota Lady’s Clinic

日本母体救命システム普及協議会（J-CIMELS）は，2015年に妊産婦死亡数の更なる減少を目指すために設立され，母体救命
コース（J-MELS）を開催している。広島県では広島県産婦人科医会を主体として広島産科婦人科学会等関連諸団体の協力の
もとに「J-CIMELS広島」を設立し，2017年９月から活動を行っており，2019年４月までにJ-CIMELS公認講習会を７回開催
し，受講者総数は472名である。これまでの我々の活動の成果を受講者テストやアンケート結果から評価検討を行った。受講
者数はベーシックコースのテスト（８点満点）の平均点は，プレテスト6.86点，ポストテスト7.83点と有意に上昇していた。
受講者アンケートでは，99.7%が講習に満足しており，99.5%が同僚に受講を勧めたいという結果であった。「J-CIMELS広島」
設立時，県内のインストラクター数は２名という状況であったが，現在は48名となっている。受講者テストやアンケート結
果より高い学習効果を認めており，講習内容も好評であったことから有意義な講習会が行えていると考えられた。

The Japan Council for Implementation of the Maternal Emergency Life-Saving System (J-CIMELS) Hiroshima 
was established in Hiroshima with the cooperation of various groups associated with the Hiroshima Society 
of Obstetrics and Gynecology. As of April 2019, J-CIMELS Hiroshima has hosted the J-CIMELS certifying 
training course 7 times and organized 22 courses attended by 472 students. To evaluate the outcomes of these 
activities, we carried out a study based on the results of student tests and questionnaire surveys. Along with 
other prefectures, we co-organized courses for local communities and training instructors by introducing 
activities aimed at spreading information about J-CIMELS. The average score in the test designed for BC 
was 6.86 and 7.83 points for tests conducted before and after completion of the course, respectively. A course 
evaluation survey addressed to the participants showed that 99.7% were satisfied with the course, and 99.5% 
would recommend it to their colleagues. After completion of the courses, 24 became instructors. The tests 
administered to students as well as the questionnaire survey results showed high learning effectiveness. 
Furthermore, the course content was well received by the learners, showing that J-CIMELS Hiroshima has 
conducted meaningful workshops.

キーワード： J-CIMELS，J-MELS，J-CIMELS広島
Key words： J-CIMELS, J-MELS, J-CIMELS Hiroshima

緒　　　言

　日本母体救命システム普及協議会（Japan Council for 
Implementation of Maternal Emergency Life Saving 
System：J-CIMELS）は，我が国の妊産婦死亡の一段の
減少を目指すために日本産婦人科医会，日本産科婦人科
学会，日本周産期新生児医学会，日本麻酔科学会，日本
臨床救急医学会，京都産婦人科救急診療研究会，妊産婦
死亡検討評価委員会の７団体により設立され，日本看護
協会，日本助産師会，日本助産学会が協賛団体として
参加している。妊産婦死亡数の低下には産婦人科医師の
みでなく，周産期医療従事者の協働および実践教育が

重要であり，母体救命法を普及させることを目的に全
国でJ-CIMELS講習会（J-MELS）が開催されている。
J-MELSには，母体急変の第一発見者がまず行うべき救
命処置を学ぶ「ベーシックコース（BC）」とベーシック
コースのインストラクターになるための「インストラク
ターコース（IC）」，高次医療施設に搬送されてきた重
症母体への対応を学ぶ「アドバンスコース（ADC）」，
硬膜外麻酔下での分娩を安全に行うための医療安全講
習会「硬膜外鎮痛急変対応コース」がある。2015年に
J-CIMELS設立後，急速にJ-MELSは普及し，2018年12
月までに全ての都道府県でBCが開催され，これまでの
受講者数は約1.5万人である。J-CIMELSの普及により，
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バイタルサインの重要性や母体急変時の初期対応や高次
施設への搬送のタイミングなどが周産期医療従事者に広
く認知されたこともあり，2010年に29%であった産科危
機的出血による母体死亡例が，2018年には12%まで減少
している１）。
　広島県では，2017年４月に第69回日本産科婦人科学
会学術講演会（広島市）にて，J-CIMELS本部主催で初
めてJ-MELSが開催され，同年９月の第70回中国四国産
科婦人科学会学術講演会PlusOneセミナー（広島市）
で中四国では隠岐島に続いて２度目の地域主催開催と
なった。中四国はインストラクターが少なく全国的に
J-MELSの普及が遅れており，地域で講習会を受講する
機会がない状況を打開するため，「J-CIMELS広島」は本
格的に活動を開始した。これまでの我々の活動の成果に
ついて評価検討を行ったので報告する。

方　　　法

　J-MELSの主な講習活動であるBCの受講者376名の職
種と勤務先の内訳と広島県内の分娩取扱施設（総合病
院，総合病院以外の病院・有床診療所）に勤務する産婦
人科医と助産師総数に対する受講率よりBC受講者の現
状の把握と今後の課題について検討を行った。BC講習
会前後で行うプレテスト・ポストテストの結果と受講者
アンケートの集計結果から我々が行った講習会が受講生
にとって有意義なものであったか確認を行った。我々は
計画的なインストラクターの育成を進めており，広島県
内の公認インストラクター数の推移についても検討を
行った。統計学的解析はEZR（Easy R）を使用し，２
群間の比較にはｔ検定を用いて，P値＜0.05を有意差あ
りと判断した。

結　　　果

　広島県産婦人科医会主催の公認講習会として，県内外
の周産期医療従事者を対象に2019年４月までに７回の講
習会を開催している。累計コース開催数は22回（BC：18
回，IC：３回，ADC：１回）で受講者総数は472名であっ
た。受講者の内訳はBC：376名（医師129，助産師222，
看護師22，救命救急士１，医学生２），IC：84名（医師
66，助産師18），ADC：12名（医師12）であった。BC受
講者の職種での内訳は助産師58.3%，医師28.4%で，勤務
先での内訳は総合病院勤務67.8%，病院・有床診療所勤
務26.8%という結果であった（図１）。また広島県内の分
娩取扱施設の医療従事者総数におけるBC受講率は，産
婦人科医（常勤・非常勤）44.7%，助産師34.5%であった。
しかし勤務先での受講率の内訳では，助産師は総合病院
勤務34.0%，病院・有床診療所勤務35.7%と受講率に差が
なかったのに対し，医師は総合病院勤務72.4%，病院・
有床診療所勤務24.3%という結果であった（図２）。BC
講習会前後で行うテスト（８点満点）の平均点は，プレ
テスト6.86点，ポストテスト7.83点と有意に上昇してお
り，受講者アンケートでは，99.7%が講習に満足してお
り（大変満足94.3%，まあまあ満足5.4%），99.5%が同僚
に受講を勧めたい（是非勧めたい94.7%，まあまあ勧め
たい4.8%）という結果であった（図３）。「J-CIMELS広
島」設立時，広島県内のインストラクター数は２名（産
婦人科医１，救急医１）という状況であったが，計画的
なインストラクター育成を行った結果，現在48名（産婦
人科医33，救急医５，麻酔医２，総合診療医１，助産師
７）と全国５位のインストラクター数を有するまでに
なっている（図４）。

図１　ベーシックコース受講者の内訳（対象者：376名）
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図３　 ベーシックコースのテスト，アンケート結果のまとめ（対象者：376名）

図２　県内の分娩取扱施設における産婦人科医・助産師のベーシックコース受講率

図４　県内のインストラクター数の推移
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考　　　察

　広島県では広島県産婦人科医会を中心に周産期医療従
者への広報とホームページでの告知を積極的に行うこと
で，広島県内の産婦人科医の44.7%，助産師の34.5%が
BC受講を修了している状況である。BC受講者の職種に
よる内訳は，助産師58.3%，医師28.4%であり，全国平
均２）（助産師57%，医師28%）とほぼ同等の内訳であっ
た。広島県内の分娩取扱施設の医療従事者総数におけ
るBC受講率は，助産師は勤務先による受講率に差がな
かったのに対して，総合病院以外の産婦人科医は受講率
が低く今後の課題と考えられた。受講しやすい開催日時
で，開催場所を固定せず地域の周産期医療を担っている
施設の近くでも定期的に講習会を開催するなどの取り組
みが必要と思われる。講習会を告知して勧誘しても受講
していただけなかった有床診療所の産婦人科医が，BC
を受講した自施設の助産師からの口コミで受講に至った
ケースも多く，J-MELSの受講生が同僚に薦めたいと感
じてもらえるような質の高い講習会を提供することも重
要であると感じた。J-MELSは講習会を通じて地域の周
産期医療施設との連携を育むことができるため地域の病
診連携の強化につながるという側面もあり，その地域の
周産期医療情勢を担っている産婦人科医のインストラク
ターが中心に活動することが望ましい。しかし中四国地
方は講習会の普及が他の地域よりも遅れていたこともあ
り，熟練したインストラクター数が不足しており，我々
の活動開始当初は近隣各県のインストラクターに協力を
要請してインストラクターの養成に努めた。産婦人科
専門医がベーシックコース・インストラクターになる
にはBC受講（ポストテストで合格基準を満たすこと），
IC受講後にBCでアシスタントとしてインストラクター
補助を１回行うことが必要だが３），中四国各県でも広島
県と同様のインストラクター不足という悩みを抱えてい
た。この状況を打破するために2019年３月に行った第７
回講習会では，中四国10大学からインストラクターとし
て活躍が望まれる産婦人科医を推薦いただき，２日間で
BC：５回，IC：１回，ADC：１回（受講者総数162名）
の大規模講習会を開催した。この講習会により広島県で
11名，広島県外で24名のインストラクターを育成するこ
とができた。中四国各県でさらに定期的な講習会が開催
される契機になるのではないかと考えている。今回検討
を行った受講者テストやアンケート結果より，高い学習
効果を認め，講習内容も好評であったことからこれまで
の計画的なインストラクターの育成が功を奏し，有意義
な講習会が行えていると考えている。

結　　　語

　広島県でのこれまでのJ-CIMELSの取り組みについて

紹介した。今後も受講生が満足できる質の高い講習会を
提供するためにインストラクター技能の向上を行いなが
ら継続して活動を行っていきたい。
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常位胎盤早期剥離で超緊急帝王切開中に臨床的急性妊娠脂肪肝の合併が判明した１例
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Report of a case of acute fatty liver of pregnancy discovered during an extreme 
emergency cesarean section for premature abruption of a normally implanted placenta

Satoshi Urabe １）・Fumiyo Yamamoto ２）・Satoki Semba １）・Ituka Kai １）・Mio Hanaoka １）・Takashi Kodama １）

１）Department of Obstetrics and Gynecology, National Hospital Organization Higashihiroshima Medical Center
２）Department of Obstetrics and Gynecology, Hiroshima City Asa Citizens Hospital

急性妊娠脂肪肝（AFLP）は10,000妊娠に１例と稀な疾患である。AFLPは妊娠第３三半期や産褥期に肝機能障害で発症し，
急速に肝腎不全や肝性脳症，播種性血管内凝固症候群（DIC）を来すため分娩の終了が唯一の治療である。我々は常位胎盤
早期剥離で超緊急帝王切開中に臨床的急性妊娠脂肪肝の合併が判明した一例を経験したので報告する。症例は35歳，２経妊
２経産。既往症，合併症に特記事項なし。近医で妊娠管理されていたが，妊娠32週４日に下腹部痛と性器出血を認め，切迫
早産の診断で当院に母体搬送となった。血圧は正常で意識は清，子宮口は８cm開大，未破水，性器出血を認めた。腹壁は
板状硬で経腹超音波検査で胎盤後血腫像を認め，常位胎盤早期剥離の診断で超緊急帝王切開術を施行した。児は1,516gの女
児でApgar score：５/７，臍帯動脈血pH：7.071，胎盤は子宮内で完全に剝離した状態であった。術中に判明した血液検査の
結果は，PLT：19.7万/µL，T-BIL：3.55mg/dL，AST：312U/L，ALT：332U/L，LDH：501U/L，S-GLU：64mg/dL，Cre：
1.16mg/dL，APTT：40秒，FIB：147mg/dL，ATⅢ：16%であった。Swansea診断基準で６項目を満たしておりAFLPの診断
となった。術中出血量は1,500g，術後１時間で1,000gの出血を認め，産科DICに対してRBC２単位，FFP８単位，ATⅢ製剤
3,000単位，トロンボモジュリン製剤の投与を行った。AFLP診断のための肝生検は躊躇され，術後に経腹エコーでの肝臓の
評価を行ったが脂肪肝の所見は認めなかった。術後経過は良好で術後８日目に退院となった。児は早産児で高次施設に新生
児搬送となったが，光線療法を要したのみで生後52日目に退院となった。胎児娩出までの迅速な対応とDIC治療により母児共
に救命が可能であった。

Acute fatty liver of pregnancy (AFLP) develops as an impairment of liver function during the third trimester 
of pregnancy as well as during puerperium, and because AFLP rapidly leads to hepatorenal failure, hepatic 
encephalopathy, and disseminated intravascular coagulation (DIC); the termination of pregnancy is the only 
treatment. The patient received antenatal care at a nearby hospital, but developed lower abdominal pain 
and genital bleeding at 32 weeks, 4 days of pregnancy. The patient’s abdominal wall was hard, board-like, 
and transabdominal ultrasonography revealed a retroplacental hematoma. The condition was diagnosed 
as placental abruption, and an extreme emergency cesarean section was performed. The fetus weighed 
1,516 g, the Apgar score was 5/7, and umbilical arterial blood pH was 7.071, with complete detachment of 
the placenta. Other findings met 6 Swansea criteria for the diagnosis of AFLP; therefore, the condition was 
diagnosed. For treatment of obstetric DIC, the following were administered: 2 units of RBC, 8 units of FFP, 
3,000 units of ATIII, and a thrombomodulin preparation. The patient was discharged on the 8th postoperative 
day. Immediate interventions for the delivery of the fetus as well as the treatment of DIC were actively 
performed, which saved the lives of the mother and newborn.

キーワード：急性妊娠性脂肪肝，AFLP，常位胎盤早期剥離，超緊急帝王切開，播種性血管内凝固症候群
Key words： acute fatty liver of pregnancy, AFLP, premature abruption of normally implanted placenta, 

extreme emergency cesarean section, disseminated intravascular cagulation

緒　　　言

　急性妊娠脂肪肝（acute fatty liver of pregnancy：
AFLP）は10,000妊娠に１例と稀な疾患である１）。AFLP
は妊娠第３三半期や産褥期に急激な肝機能障害で発症
することが多く，急速に肝不全や腎不全，肝性脳症，

播種性血管内凝固症候群（disseminated intravascular 
coagulation：DIC）を来すため母児共に極めて予後不良
な疾患である。AFLPの診断には肝生検により肝細胞
内の脂肪滴沈着像を病理組織学的に証明することであ
るが，多くがDICを発症しているため侵襲的検査は躊
躇され臨床的AFLPと診断されることが多い。AFLPは
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HELLP症候群と類似する点が多く鑑別に苦慮するが，
本邦では臨床的AFLPの診断基準はまだ定まっておら
ず，欧米のSwanseaの診断基準２）が用いられているのが
現状である。今回我々は，常位胎盤早期剥離で超緊急帝
王切開を行っている最中に臨床症状や血液検査結果より
臨床的AFLPの合併が判明した１例を経験したので報告
する。

症　　　例

　症例は35歳，２妊２産。既往症，合併症に特記事項な
し。自然妊娠し，前医で妊娠管理されていたが，妊娠中
の経過に異常は認めなかった。数日前より悪心と倦怠
感，軽度の下腹部痛を自覚しており，妊娠32週４日に強
い下腹部痛と性器出血のため前医を受診，胎胞形成を認
め切迫早産の診断で当院に母体搬送となった。来院時の
血圧は127/58mmHg，脈拍は115/分で意識は清。子宮口
は８cm開大，未破水，子宮内から持続的な性器出血を
認めた。
　腹壁は板状硬で，経腹超音波検査で胎盤後血腫像を
認めた。CTGで高度遅発一過性徐脈（波形LEVEL3）
を認めた（図１）。来院から18分後に常位胎盤早期剥離
と診断し，25分後にRapid sequence inductionとともに
手術を開始，手術開始１分後に胎児娩出となった。児
は1,516gの女児でApgar score：５/７，臍帯動脈血pH：
7.071，胎盤は子宮内で完全に剝離した状態であった。
来院時の血液検査の結果が術中に判明し，Swansea診
断基準で６項目（Abdominal pain, Elevated bilirubin, 
Hypoglycemia, Leucocytosis, Elevated transaminases, 
Coagulopathy）を満たしており臨床的AFLPと診断した
（表２）。測定可能であった術中出血量（羊水込み）は
約1,500gであったが術後子宮内から約1,000gの出血を認
め，産科DICスコア13点であり産科DICと診断した。赤
血球濃厚液（RBC）２単位，新鮮凍結血漿（FFP）８
単位，ATⅢ製剤3,000単位，トロンボモジュリン製剤の
投与を行いDICから離脱することができた。AFLP診断
のための肝生検は躊躇され，経腹超音波検査で肝臓の評
価を行ったが脂肪肝の所見は認めなかった。妊娠終了

とDICからの離脱により肝機能や腎機能は速やかに改善
し，術後７日目にはほぼ正常値まで回復し，術後８日目
に退院となった。児は早産児であり高次施設に新生児搬
送となったが，光線療法を要したのみで生後52日目に退
院となり経過は良好である。

考　　　察

　AFLPは1934年にStanderとCaddenにより初めて報
告され３），1940年にSheehanが400例の妊産婦・褥婦剖
検例から特徴的な非壊死性脂肪肝像を呈した６症例の
報告４）により産科領域固有の新たな疾患として確立し
た。妊娠30週以降に食思不振，悪心，心窩部痛，黄疸
などの臨床症状を認めることが多く，進行すると肝腎
不全，低血糖，DICを呈し，肝性脳症，多臓器不全，
ショックなどで死亡するが，近年は早期診断・治療が
なされるようになり，母体死亡率７-18%，胎児死亡率
９-23%まで改善されている５）。初産婦や双胎妊娠，男
児妊娠症例での発症頻度が高いという報告６，７）やAFLP
の約50%に妊娠高血圧症候群を合併するとされる５）。
我々が経験した症例では，妊娠31週頃より経度の悪心
と倦怠感を認め，来院時は肝腎機能障害，低血糖，
DICを呈していたが，妊娠高血圧症候群の合併は認め
なかった。前医から切迫早産の診断で時間外に救急搬
送されたが，常位胎盤早期剥離と診断して26分後に胎
児娩出となった。手術開始時は来院時の血液検査のう
ち全血算（CBC）しか判明していなかったが，術中に
判明した入院時の血液検査の結果は常位胎盤早期剥離
に典型的なものではなく，AFLPを想定させるもので
あった（表１）。鑑別疾患としては，ウイルス性肝炎や
薬剤性肝炎と共にHELLP症候群が挙げられるが，本症
例をAFLPと疑った理由は，ATⅢ異常低値（16%）と
低血糖（64mg/dL），血小板の低下を認めなかったこと
（19.7×104/µL）と肝炎既往がないこと妊娠中の薬剤使
用歴がないことである。AFLPの診断には肝生検による
組織学的診断で肝細胞に小脂肪滴の沈着があるかどうか
を確定させる必要があるが，AFLP診断目的で術後１日
目に肝生検後に肝周囲巨大血腫と腹腔内多量出血を来
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図１　来院時CTG所見
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した報告例もあり８），実臨床では侵襲に伴うリスクから
検査が躊躇され臨床的AFLPの診断にとどまることが多
い。本症例では産科DICを呈しており，術後の肝生検は
躊躇され，診療科内で協議した結果，経腹超音波検査で
肝臓の評価を行うこととなったが，肝実質エコーレベル
の上昇や肝内深部エコーの減衰，肝内の脈管の不明瞭
化，肝腎コントラストの上昇などの脂肪肝の所見は認
めなかった。本邦では臨床的AFLPの診断基準に関する
明確な指針はないため，欧米で使用されているSwansea
の診断基準を用いた診断報告例が殆どである。Swansea
の診断基準では，臨床症状（Vomiting, Abdominal 
pain, Polydipsia/polyuria, Encephalopathy），血液
所見（Elevated bilirubin, Hypoglycemia, Elevated 
urate, Leucocytosis, Elevated transaminases, Elevated 
ammonia, Renal impairment, Coagulopathy），検査
所見（Ascites or bright liver on ultrasound scan, 
Microvesicular steatosis on liver biopsy）の14項目のう
ち６項目を満たせば臨床的AFLPの診断となる。しか
しこの診断基準には血小板数や海外では一般的な検査
項目ではないATⅢ活性値が盛り込まれていないため，
HELLP症候群との明確な鑑別ができないことが多く注
意が必要である。AFLPの病態は胎児ミトコンドリア
での脂肪酸のβ酸化過程に関与するlong-chain hydroxy 
acyl-CoA dehydrogenase （LCHAD）の障害が一因と
考えられており９），3-hydroxy fatty acidsdicarboxylic 
acidが胎盤を経由して母体肝臓に蓄積されることで急
激な肝機能障害を来すため肝機能障害の程度が予後
を左右する。胎児娩出後は胎児からの3-hydroxy fatty 
acidsdicarboxylic acidの供給がなくなるため，児娩出後
２日以内に肝機能や凝固異常の改善を認め，10日以内
に通常に戻ると報告されており10），早期診断と早期治
療（妊娠終了）が非常に重要である。常位胎盤早期剥

離やHELLP症候群の帝王切開後の管理と異なる点とし
ては，術後も遷延する肝不全により肝臓移植を要した
症例もあるため11），肝不全への移行を認めないか注視す
る必要がある。臨床的AFLPは母体肝不全が病態の主体
であるため，血小板数が必ずしも低下しないことや肝
機能障害でATⅢの消費を賄えないためATⅢ活性値が
40%未満まで極端に低下すること，LDHに見合わない
高ビリルビン血症，低コレステロール血症，低血糖な
どもしばしば認められ診断の一助となる12）。Minakami 
et al.が提唱するATⅢ活性値と血小板数に基づいた臨床
的AFLPとHELLP症候群の診断基準では，まずAST高
値（>451U/L）かつLDH高値（>400IU/L）を満たした
うえで，血小板数<12.0×104/µLであればHELLP症候群
を疑い，ATⅢ活性値<65%かつ血小板数≧12.0×104/µL
であれば臨床的AFLPを疑うというものである12，13）。今
回我々が経験した症例はSwanseaの診断基準は６項目を
満たしており（表２），臨床的AFLPの診断としたが，
ATⅢ活性値および血小板数に基づいた診断基準では，
LDH（501/U/L）と血小板数（19.7×104/µL），ATⅢ
（16%）は基準を満たしていたが，AST（312U/L）は
基準を満たしていなかった。これはAFLPが重篤化して
肝不全となる直前に常位胎盤早期剥離の発症により妊娠
の中断が行われたためと推測される。妊娠終了により
AFLPに対して早期治療が行われたため，術前の高ビリ
ルビン血症は速やかに改善し，肝不全に移行することな
く，FFP８単位とATⅢ製剤，トロンボモジュリン製剤
の投与のみでDICを離脱することができた。肝機能障害
改善と歩調を合わせるようにATⅢ活性値や血小板数な
ども回復し，術後７日目には肝酵素はほぼ正常値に近い
値まで改善し（表１），術後８日目に退院となっている。
常位胎盤早期剥離でもAFLPでも対応としては急速遂娩
を行うことになるが，軽度の悪心や倦怠感が出現して数
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表１　血液検査データ推移
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日後には母体肝不全を認めていたことから早期発見，早
期治療の重要性を痛感した症例であった。常位胎盤早期
剥離による超緊急帝王切開が奇しくもAFLPに対しても
早期治療が行えたという点をみれば本症例は幸運な症例
であったと考えている。

結　　　語

　常位胎盤早期剥離で超緊急帝王切開中に臨床的急性妊
娠脂肪肝の合併が判明した１例を経験した。胎児娩出ま
での迅速な対応と積極的なDIC治療を行い母児共に救命
が可能であった。AFLP症例は早期診断と早期治療が極
めて重要であるが，本邦の臨床的AFLPの診断基準はま
だ定まっていないため診断と治療のガイドラインの策定
が急務と思われる。
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Utility of FibCare® in the diagnosis and management of postpartum hemorrhage: 
Our experience at the Kurashiki Central Hospital

Junichi Aratake・Yu Tanaka・Ken Fukuhara・Hiroyuki Terabayashi・Shihori Nakamura 
Sawako Funatomi・Kazushi Kojima・Tomoki Nishimura・Rie Hara・Tomoyuki Kusumoto 

Takashi Nakahori・Masaaki Hasegawa・Tetsuro Honda

Department of Obstetrics and Gynecology, Kurashiki Central Hospital

【目的】　
産科危機的出血において血中フィブリノゲン値は，病態の把握や対応の判断に重要である。今回我々は迅速なフィブリノゲ
ン値測定のために，臨床現場即時検査（Point of Care Testing; POCT）である血液凝固検査装置FibCare®（アトムメディカル）
を導入した。当院での産科危機的出血症例における使用経験を報告する。
【方法】
2018年10月から2020年５月までの期間において臨床的に産科危機的出血が疑われた症例で，同一血液検体より従来検査法，
FibCare®の２つの方法で血中フィブリノゲン値測定を行った43症例・測定回数52回を対象とした。それぞれのフィブリノゲ
ン測定値に関して重症度に応じフィブリノゲン値を４群（A群：150 mg/dL未満，B群：150 mg/dL以上200 mg/dL未満，C群：
200 mg/dL以上300 mg/dL未満，D群：300 mg/dL以上）に分類し後方視的検討を行った。
【結果】
測定回数全52回のうち，従来検査法による血中フィブリノゲン値（Standard-Fib）は，A群６回，B群５回，C群13回，D群28
回，FibCare®で測定した血中フィブリノゲン値は（FibCare-Fib），A群５回，B群１回，C群18回，D群28回であった。重症例
においてFibCare-FibはStandard-Fibと近似する傾向がみられ，FibCare-Fibを参考に全例で迅速な凝固因子の補充が開始され
止血が得られていた。複数回のFibCare®測定を行った６症例中，５例では従来検査法と同様に経時的な変化を追えていた。
【考察】
当院症例において，FibCare®は凝固因子の補充が求められるフィブリノゲン値150 mg/dL以下の重症例の見極めや経時的な
変化の把握に有用だった。希釈操作を要するために測定者間の誤差があり，臨床所見も併せた判断が必要と考えられた。

Objectives: Blood fibrinogen levels are important for the diagnosis and management of postpartum 
hemorrhage. We assessed the utility of FibCare® (Atom Medical) in point-of-care testing of blood fibrinogen in 
postpartum hemorrhage.
Methods: We obtained and retrospectively compared 52 matched blood fibrinogen measurements via standard 
testing (Standard-Fib) and FibCare (FibCare-Fib) in suspected postpartum hemorrhage (43 patients between 
October 2018-May 2020). Fibrinogen levels were classified into A: <150 mg/dL, B: ≥ 150 mg/dL & < 200 mg/
dL, C: ≥ 200 mg/dL & <300 mg/dL, or D: ≥ 300 mg/dL. 
Results: There were 6, 5, 13, 28, and 5, 1, 18, 28 cases of A, B, C, and D via Standard-Fib and FibCare-
Fib, respectively. FibCare-Fib matched Standard-Fib, especially in severe cases. Coagulation factors were 
supplemented based on FibCare-Fib, and hemostasis was achieved in all relevant cases. In 5 of 6 patients with 
multiple measurements, temporal changes in FibCare-Fib matched standard-Fib. 
Conclusion: FibCare® was useful especially in identifying and treating severe hemorrhage requiring 
supplementation of coagulation factors (tier A). Differences between Standard-Fib and FibCare-Fib partly 
arose during preparation for the FibCare measurement, as it requires a dilution step. Care should be taken to 
minimize errors, and treatment decisions must be guided by clinical manifestations.

キーワード：産科危機的出血，FibCare®，フィブリノゲン
Key words： postpartum hemorrhage, FibCare®, fibrinogen
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緒　　　言

　産科危機的出血において，血中フィブリノゲン値が
病態を反映することは以前より指摘されており，フィ
ブリノゲン値に応じた対応を行うべきとされる。「産科
危機的出血への対応指針2017」１）では，フィブリノゲン
値が150 mg/dL以下の産後出血症例では，産科危機的出
血を宣言し，直ちに輸血を開始し，高次施設へ搬送す
ることが推奨されている。従来の測定方法ではフィブリ
ノゲン値の測定には平均30～60分程度を要し２），これに
よって迅速な病態把握，治療開始が困難となることを臨
床上しばしば経験する。今回我々は，フィブリノゲン値
測定のための臨床現場即時検査（Point of Care Testing; 
POCT）である血液凝固検査装置FibCare®（アトムメ
ディカル）を導入した（図１）。当院でFibCare®を用い
て測定したフィブリノゲン値の正確性と有用性につい
て，特に凝固因子補充を要する重症例の考察を中心に，
その使用経験を報告する。

方　　　法

　当院で2018年10月から2020年５月までの期間において
臨床的に産科危機的出血が疑われた症例で，同一血液
検体を用いて従来検査法，FibCare®の２つの方法で血
中フィブリノゲン値測定を行った43症例・測定回数52回
を対象とし，それぞれの出血の原因疾患，測定場所，測
定者，フィブリノゲン測定値，行われた止血処置，転帰
に関して後方視的検討を行った（院内倫理委員会申請
番号第3441号）。従来検査法はクエン酸加血漿検体を用
いコアグピア®Fbg（積水メディカル株式会社）および
CP3000®（積水メディカル株式会社）により臨床検査技
師が測定した。FibCare®を用いた測定はアトムメディ
カルの指定する操作手順に沿って産婦人科医師が行っ
た。マイクロピペットを使用しクエン酸加全血検体を専
用希釈液で10倍希釈した後に，25μLを専用カードに滴
下し測定を行い，測定終了後，血漿中フィブリノゲン濃
度に換算するためにヘマトクリット（Ht）値を入力し
結果を得た。入力するHt値は一律30%を基本とし，同時

血液ガス分析でHtが判明しているものに関してはその
値で補正した。重症度に応じてフィブリノゲン値を４群
（A群：150 mg/dL未満，B群：150 mg/dL以上200 mg/
dL未満，C群：200 mg/dL以上300 mg/dL未満，D群：
300 mg/dL以上）に分類し検討を行った。統計手法には
Wilcoxonの符号順位検定を用いた。

成　　　績

　対象症例の内訳は，弛緩出血18例・常位胎盤早期剥
離８例・産道裂傷５例・癒着胎盤３例・常位胎盤早期
剥離の疑い２例（その後否定）・低置胎盤１例・急性
妊娠性脂肪肝１例・子宮内反症１例・HELLP症候群１
例・不全子宮破裂１例・RPOC（retained products of 
conception）１例・頸管妊娠１例であった。年齢の中央
値は32歳（20～43歳），産後の症例での分娩様式は経腟
分娩24例・帝王切開術16例であった。
　測定場所に関しては，救急処置室 16回・手術室 ５回・
分娩室 27回・集中治療室４回，測定者に関しては，産
婦人科医師（産婦人科を志望する初期研修医を含む）の
卒後２年目から13年目までが計測を行っていた。初期研
修医の測定に関しては後期研修医以上の医師の指導のも
とで測定を行った。全体の79％（41/52）はHt値30%で
算出した結果を使用した 。
　測定回数全52回のうち，従来検査法による血中フィブ
リノゲン値（以下，Standard-Fib）は，A群６回，B群
５回，C群13回，D群28回であった。一方，FibCare®を
用いて測定した血中フィブリノゲン値（以下，FibCare-
Fib）は，A群５回，B群１回，C群18回，D群28回であっ
た。FibCare®が群をこえてフィブリノゲン値を過大評
価したのは６回であった（表１・図２・図３）。そのう

図 . 検 FibCare ィ

図１　血液凝固検査装置FibCareⓇ（アトムメディカル）
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a dard-Fibの各 測定 の 、FibCare-Fibが とな た測定 の

表１　各測定法におけるフィブリノゲン測定値（群＊の分類）

*A群：150 mg/dL未満，B群：150 mg/dL以上200 mg/dL未満，
C群：200 mg/dL以上300 mg/dL未満，D群：300 mg/dL以上
**Standard-Fibの各群（測定回数）のうち，FibCare-Fibが同じ群
となった測定回数の占める割合
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図２　 各測定法におけるフィブリノゲン測定値
なお，FibCare-Fibが500 mg/dL以上と測定されたものは500 mg/dLと
して，50 mg/dL以下と測定されたものは50 mg/dLとした。

図３-１　各測定間での測定誤差
測定誤差とは，FibCare-FibからStandard-Fibの値を減じたもの。
なお，FibCare-Fibが500 mg/dL以上と測定されたものは500 mg/dLとして，50 mg/dL以下と測定
されたものは50 mg/dLとした。図 - . 測定 で で た測定

図３-２　従来測定法でA・B群であった測定
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ち２回に関しては，採取検体が不良（FibCare-Fib：D
群→Standard-Fib：A群），測定者のピペッティングミス
（FibCare-Fib：D群→Standard-Fib：C群）が原因であ
ることがカルテに記載されていた。
　また重症例を中心に複数回（２～３回）のFibCare®

測定を行った症例が７例（図４：それぞれa～gと表記し
た）あり，うち５例（a・b・c・d・g）ではFibCare-Fib
とStandard-Fibの経時的な増減の傾向が一致していた。
　止血処置としては，子宮収縮薬投与，子宮内バルーン
充填法，ヨードホルムガーゼ充填法，裂傷縫合，子宮動
脈塞栓術が用いられていた。子宮全摘症例，死亡症例は
なかった。

考　　　察

　産科危機的出血における産科DICの進行は急速であ
り，迅速な病態の把握，輸血や凝固因子補充の必要性
の判断，止血処置の実施が求められる。この点で，
FibCare®の迅速性は非常に有用である。臨床現場で
は，フィブリノゲン値を指標とした必要十分量の凝固
因子補充を行いたいが，従来検査法では血中フィブリ
ノゲン値の測定に30～60分ほどを要するため２），その
間にDICがさらに進行し，その値がリアルタイムでの病
態を反映しておらず，補充する凝固因子の量や製剤の
選択に難渋する，というジレンマが生じる。FibCare®

は，従来検査法と同様のトロンビン時間法（Clauss法）
により血中フィブリノゲン値を測定する機器である。
従来法では血漿を使用して測定を行うが，FibCare®で
は全血を用いるために，Ht値での補正が必要となる。
なお，メーカーから提供された換算表によると，実際
のHt値が30%より高い場合には，Ht値30%で得たFib
値よりも高値となる。また，Ht値30%で得たFib値が
150 mg/dLであった場合，Ht値を20%で補正するとFib

値は134 mg/dLとなり約10%程度の差が生じるが，臨床
的に大きな差ではないと判断し，Ht値不明の場合には
迅速性を優先してHt値30%と入力して測定している。
FibCare®による測定の最大の特徴はその迅速性であ
り，最短２分で血中フィブリノゲン値を測定できる。
そのため産科危機的出血のみならず，周術期における
大量出血時のフィブリノゲン値測定にも用いられてい
る３）４）。その迅速性に関してImai et al.は，従来検査法
での測定に平均35.7分（20.8-109.1分）を要したのに対
し，FibCare®を用いた測定では平均4.4分（2.68-6.55分）
だったと報告している２）。また凝固因子補充のために用
いられるのは新鮮凍結血漿（FFP）やフィブリノゲン製
剤（適応外使用）であるが，FFPは融解する必要があ
り，フィブリノゲン製剤は適度に加温しながら注射用水
に溶解する必要がある。言うまでもなく，これらはいず
れもある程度の時間を要する作業である。このように，
産科DICの進行が急激であるにもかかわらず，凝固因子
補充を決定してから実際に投与するまでにも少なくない
時間を要すことを踏まえると，フィブリノゲン値測定時
間の短縮は臨床現場において大きな意義をもつといえ
る。
　今回我々は諸家の報告に基づき，FibCare®によっ
てフィブリノゲン値の測定時間が短縮できるという前
提において，凝固因子補充を要する重症症例を中心に
FibCare®によるフィブリノゲン値測定の正確性を検討
した。「産科危機的出血への対応指針2017」１）では，
フィブリノゲン値が150 mg/dL以下の症例に対しては
直ちに輸血を開始するよう記載されている。また止血
に必要な条件に関しても複数の報告がなされており，
フィブリノゲン値を含めた凝固異常が着目されている。
Nakashima et al.は，子宮内バルーン充填法において，
フィブリノゲン値が172.5 mg/dL未満の場合にはその有

図4. 再検症例でのフィブリノゲン測定値の推移 左から右へ時系列順にフィブリ
ノゲン測定値を並べたもの。
6症例を各々a〜ｆと記した。な
お、FibCare-Fibが500以上と測
定されたものは500 mg/dLとして、
50以下と測定されたものは50 
mg/dLとした。

図４　再検症例でのフィブリノゲン測定値の推移
左から右へ時系列順にフィブリノゲン測定値を並べたもの。
６症例を各々a〜ｆと記した。なお，FibCare-Fibが500 mg/dL以上と測定された
ものは500 mg/dLとして，50 mg/dL以下と測定されたものは50 mg/dLとした。
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効性が低下すると報告している５）。またUrushiyama et 
al.は産科DICスコアが９点を超える症例では子宮動脈塞
栓術による止血が難しい場合があると報告している６）。
産科DICは基礎疾患，臨床症状，検査項目の多項目から
のスコアリングに基づき診断するが，フィブリノゲン
値が150 mg/dl以下であると１点が加算される。我々は
これらの報告に基づき，凝固因子の補充が必要な群と
して，フィブリノゲン値に基づいて最重症のA群（150 
mg/dl未満），重症のB群（150 mg/dl以上200 mg/dl未
満）を設定した。またそれ以上のフィブリノゲン値を
有する群をC群（200 mg/dL以上300 mg/dL未満），D
群（300 mg/dL以上）に分類した。FibCare®による
Standard-Fib A群の正診率は83.3%（５/６回）であり，
FibCare®がフィブリノゲン値を過大評価した測定が１
回あったが（FibCare-Fib：D群→Standard-Fib：A群），
これについては採取検体が不良であったことがカルテに
明記されていた。FibCare®によるStandard-Fib B群の正
診率は20.0%（１/５回）に留まった（その他の４回はす
べてFibCare-Fib：C群→Standard-Fib：B群）（表１）。
FibCare®が群の分類を越えてフィブリノゲン値を過大
評価した４回はHt 30%換算での値であったが，仮にそ
の場で同時血液ガス分析の値を用いてHtの補正を行っ
ていたとしても４回の測定すべてでFibCare-FibはC群の
ままであり，Ht補正を行っていないことが測定誤差の
原因ではないと考えられた。一方，FibCare-Fib A群（５
例）は全例Standard-Fib A群に，FibCare-Fib B群（１
例）はStandard-Fib B群に一致しており，重症例におい
てFibCare®が群の分類を越えてフィブリノゲン値を過
小評価した例はなかった。この結果より，FibCare-Fib
が200 mg/dL未満と低値であった場合には凝固異常をき
たした重症例であることを想定して凝固因子補充を行う
べきと考えられた。また，FibCare-Fib C群（18例）の
中にもStandard-Fib B群（４例）となる症例があること
を考慮し，凝固因子補充に関してはFibCare-Fibのみで
はなく臨床所見等も踏まえた総合的判断が必要と考えら
れた。
　なお，当院における全52回の測定をA-D群の分類なし
に検討すると，重症例ではFibCare-FibとStandard-Fib
は近似している傾向がみられるものの（図３-２），全体
的に測定誤差は大きかった（図３-１）。FibCare-Fibと
Standard-Fibの測定値の差をWilcoxonの符号順位検定で
検討すると，有意差はなかったが，測定誤差の平均値
の95%信頼区間は-6.29から33.06 mg/dLであり，プラス
に寄っていた（図３-１）。これより当院では，FibCare-
FibがStandard-Fibよりも全体的に高くなる傾向がある
と考えられた。また，測定誤差はImai et al.の報告１）と
比較して明らかに大きかった。ただし，大学院での研究
経験を有するピペット操作に習熟した測定者（１名）に

よる測定（４回）の誤差はいずれも小さく，特定の産
婦人科医師（後期研修医１年目）による測定（４回）
のうち３回でFibCare-Fibが過大評価（検体不良１回・
FibCare-Fib：C群→Standard-Fib：B群２回）となってお
り，当院で測定誤差が大きくなった理由としてピペット
操作の未熟性が考えられた。ピペット操作の未熟性によ
る測定誤差に関しては，他施設でも報告されている７）。
最新のFibCare®では無希釈・全血での測定が可能となっ
ておりこれに関しては今後の改善が期待される。
　FibCare®のもう一つの特徴として，持ち運び可能で
あることが挙げられる。今回の測定場所は，すべて臨床
現場であり，患者の治療に当たるスタッフと測定者が緊
密に連携することが可能であった。また，重症例では経
時的な変化を追うこともできるために，病態の変化や治
療の効果をリアルタイムで把握することにもつながると
考えられた。経時変化については６例中１例に誤差によ
るずれがあったが，その理由としては測定ごとに測定者
が変わっており，測定者の変更も誤差に影響した可能性
が考えられた（図４の症例e）。
　当院ではFibCare®の導入以降，FibCare-Fibを参考に
臨床的にフィブリノゲン値150 mg/dL以下が予想される
症例（持続出血がありFibCare値が200 mg/dL未満の症
例）に対して，FFPやフィブリノゲン製剤による凝固因
子補充を積極的に行っている（フィブリノゲン製剤に関
しては，院内の未承認適応外使用等評価委員会の許可の
もと，患者もしくはご家族の未承認，適応外使用の同
意を取得した上で投与）。実際に，FibCare-Fib A群に
関しては全例に対して迅速にフィブリノゲン製剤が投
与されており，かつ，フィブリノゲン値の過小評価はな
く，適切な投与であったと考えられた。また，検体不良
のためフィブリノゲン値を大幅に過大評価していた症
例（FibCare-Fib：D群→Standard-Fib：A群）があった
が，臨床所見による現場判断で従来検査の結果を待たず
にFFPが投与されていた。Standard-Fib B群において前
述の通りFibCare®がフィブリノゲン値を過大評価した
４回（FibCare-Fib：C群→Standard-Fib：B群）に関し
ては，初回測定は２回で，残り２回はすでに凝固因子補
充が開始された後での再検であった。初回測定２回（２
症例）に対しては，臨床所見からFFP投与が行われてい
た。凝固因子補充中の再検の２回（図４のe・f）に関し
ては，FibCare®がフィブリノゲン値を過大評価したも
のの，初回測定よりフィブリノゲン値が上昇していると
いう傾向を正確に捉えることはできており，またその時
点で危機的な持続出血はなく，従来検査法による測定結
果を待って凝固因子の追加補充がなされていた。結果的
にStandard-Fib A・B群の全症例に対して迅速に凝固因
子補充が開始され，子宮全摘以外の止血処置により止血
が得られた。
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結　　　語

　産科危機的出血における産科DICに対しては迅速な血
液凝固因子の補充と有効な止血が重要である。当院症例
においてはFibCare®は迅速かつon siteでフィブリノゲン
値を測定することが可能であり，凝固因子の補充が求め
られるフィブリノゲン値150 mg/dL以下の重症例の見極
めの一助となった。ただし，希釈操作を要するために測
定者間の誤差があること・出血持続症例においてフィブ
リノゲン値は経時的に変化していることなどを考慮して
血液凝固因子の補充に関しては臨床所見も併せた判断が
必要と考えられる。
　開示すべき利益相反はありません。
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腹腔鏡下手術で治療し得た卵巣妊娠の一例
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A case of ovarian pregnancy treatable through laparoscopic surgery

Satoki Semba １）・Satoshi Urabe １）・Fumiyo Yamamoto ２）・Ituka Kai １）・Mio Hanaoka １）・Takashi Kodama １）

１）Department of Obstetrics and Gynecology, National Hospital Organization Higashihiroshima Medical Center
２）Department of Obstetrics and Gynecology, Hiroshima City Asa Citizens Hospital

卵巣妊娠は異所性妊娠の0.5～３%に発症する稀な疾患である。今回，我々は妊娠８週相当まで発育した卵巣妊娠に対して腹
腔鏡下手術で治療し得た症例を経験したので報告する。症例は27歳，１妊１産。急性腹症で異所性妊娠を疑われ当院に救急
搬送となった。経腟超音波検査で左付属器領域に胎嚢を認め，胎嚢内部にはCRL 11.2mmの胎芽を認めたが心拍動は消失して
いた。左付属器を着床部位とした異所性妊娠と診断して腹腔鏡下手術を施行した。左卵巣は軽度腫大しており，被膜破綻部
より持続する出血を認めた。左卵巣の被膜破綻部を切開すると卵巣内部に発育した絨毛成分を含む腫瘤を認め，遺残のない
よう慎重に卵巣実質より剥離，摘出した。術後52日目でhCGは測定感度以下となり，２度の月経後に自然妊娠が成立し，現在
当科で妊娠管理中である。腹腔鏡手術の長所である拡大視効果により，絨毛成分を遺残することなく胎嚢の摘出を施行する
とともに，卵巣実質の温存が可能であった。

Ovarian pregnancy is a rare disease, accounting for 0.5 to 3% of ectopic pregnancies. This paper reports a 
case of primary ovarian pregnancy, diagnosed at 8 weeks gestation and treated by laparoscopic surgery. The 
case involved a 27-year-old woman who had had 1 previous pregnancy and delivered. An ectopic pregnancy 
was suspected due to acute abdominal symptoms, and the patient was urgently transported to our hospital. 
Transvaginal sonography showed a gestational sac in the left adnexa. An embryo with a crown lump length 
of 11.2 mm was found inside the sac without heartbeat. The serum human chorionic gonadotropin level was 
23,396 mIU/mL. The patient was diagnosed with left adnexa ectopic pregnancy, and laparoscopic surgery was 
performed. The left ovary was mildly swollen, and persistent bleeding was observed owing to the capsular 
rupture site. When the capsular rupture site in the left ovary was incised, villi, which had developed inside the 
ovary, were observed. These were carefully and completely detached from the ovarian parenchyma. Utilizing 
the magnifying function of laparoscopic surgery, accurate identification of the separated layers enabled the 
completion of treatment and preservation of fertility without any residual products of conceptions.

キーワード：異所性妊娠，卵巣妊娠，腹腔鏡下手術
Key words： ectopic pregnancy, ovarian pregnancy, laparoscopic surgery

緒　　　言

　卵巣妊娠は異所性妊娠の0.5～３%に発症する稀な疾患
である１）２）。その多くは胎芽が発育する前に破裂し，腹
腔内出血をきたす３）４）５）。今回，我々は卵巣被膜下で
胎芽が妊娠８週相当まで発育した卵巣妊娠に対して腹腔
鏡下手術で治療し得た症例を経験したので報告する。

症　　　例

　症例：27歳　１妊１産　
　月経歴：31日周期，整　最終月経不明
　既往歴：特記事項なし　
　現病歴：妊娠反応陽性のため前医を受診したところ子
宮内に胎嚢は確認されず，再診を指示された。２日後，

仕事中に急な下腹部痛を自覚したため前医を再診し，ダ
グラス窩に液体貯留を認めた。臨床経過より異所性妊娠
が疑われたため，当院に救急搬送された。
　初診時所見：血圧120/80mmHg，脈拍数80/min。腹
部は平坦・硬，筋性防御を認めた。内診で子宮および付
属器に強い圧痛を認めた。腟鏡診では外子宮口からの出
血を認めなかった。経腟超音波検査で子宮内に胎嚢を
認めず，左卵巣に接して胎嚢を認め，胎嚢内部にはCRL 
11.2mmの胎芽を認めた（図１）が，心拍動は消失して
いた。また，小骨盤腔を満たすecho free spaceを認め
た。
　血液検査：WBC 10 ,500/μl，Hb 13 .1g/dl，Hct 
39.0%，PLT 20.6万/μl，hCG 23,396 mIU/ml
　以上の所見より，左付属器を着床部位とした異所性妊
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娠と診断した。本人および家族に診断および治療の必要
性を説明し，緊急で腹腔鏡下手術を施行した。
　術中所見：腹腔内には約1,000mlの凝血塊を含む出血
を認めた。出血を吸引して除去後，骨盤内を観察した。
右付属器，左卵管には異常所見はなく，左卵巣は軽度腫

大，一部被膜破綻しており，同部位から持続する出血を
認めた。左卵巣の被膜破綻部を切開すると卵巣被膜下よ
り発生する辺縁が粗造な褐色調の腫瘤を認め，胎嚢と考
えられた。これを出血のないようにバイポーラ鉗子で凝
固しつつ，メリーランド型鉗子で卵巣実質より剥離，摘

図１　経腟超音波像

図２　腹腔内所見

図３　摘出物　肉眼的に絨毛成分（矢印）を認めた

A　子宮内に胎嚢を認めない

Ａ　骨盤内の腹腔内出血
Ｃ　卵巣実質からの胎嚢の剥離

B　左卵巣に接して胎嚢および胎芽を認める

Ｂ　左卵巣の破綻した部分からの持続出血
Ｄ　胎嚢摘出後の卵巣実質
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出した（図２）。摘出物は肉眼的に絨毛成分を認めた（図
３）。剥離面からのわずかな出血に対してバイポーラ鉗
子を用いて止血し，手術終了とした。手術時間は79分，
腹腔内出血を除いた術中出血は少量であった。
　病理所見：摘出物には絨毛および卵巣実質（卵胞嚢胞
と白体）を認めたが，黄体は認めなかった。以上の所見
より，左卵巣妊娠と診断した。
　臨床経過：術後１日目にHb 7.9g/dlと貧血を認めた
が，全身状態は安定しており，輸血を要さなかった。術
後６日目にHb 8.2g/dlと貧血は改善， hCG 1,073mIU/ml
と低下したため，術後７日目に退院した。術後24日目
で月経発来を認め，術後52日目でhCGは測定感度以下と
なった（表１）。術後２度目の月経発来を確認できたた
め，妊娠を許可した。その後，子宮内に自然妊娠し，現
在当科で妊娠管理中である。

考　　　察

　卵巣妊娠は異所性妊娠の0.5～３%と報告され，比較

的稀な疾患である１）２）。卵巣妊娠の発生に関与する因
子として，以前より子宮内避妊具（intrauterine device; 
IUD）や子宮および付属器の炎症による白膜肥厚，腹
部手術歴等の関連が指摘されている２）６）が，本邦で
の卵巣妊娠の報告例を確認できる限りIUD装着例はな
く４）５）７）８），少なくとも日本においてはその関与は疑
問視される。また，卵巣妊娠においては卵管妊娠とちが
い，クラミジアをはじめとする骨盤内炎症性疾患（pelvic 
inflammatory disease; PID）には関連が証明されていな
いという意見３）がある一方，クラミジア感染者の割合
が多かったとする報告４）もみられ，見解は一定ではな
い。本症例は，IUD装着はなく，血清クラミジア抗体も
陰性であり，明らかなリスク因子を指摘できなかった。
　卵巣妊娠の発生段階の病因分類のBaden＆Heins分類
（表２）９）では卵巣妊娠は原発性卵巣妊娠と卵管卵巣妊
娠にわけられ，原発性卵巣妊娠は卵胞内卵巣妊娠と卵胞
外卵巣妊娠にさらに細分される。卵胞内卵巣妊娠は卵胞
が破綻しても排卵が起こらず，破裂口より侵入した精子

表１　血中hCG値の推移

表２　Baden＆Heinsの分類９）

表３　Spiegelbergの診断基準11）
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が残留卵子と受精して着床発育をみるもの，卵胞外卵巣
妊娠は排卵された卵子が卵管に入らず卵巣被膜上に停滞
して受精し引き続き着床，発育するものとされる９）。卵
胞内卵巣妊娠は黄体がないか少なく，絨毛との間に連続
性が認められ，卵胞外卵巣妊娠では発育した妊娠黄体を
着床部と別の位置に認めるといわれる３）10）。本症例は術
中所見で卵巣被膜上および摘出物の病理検査で黄体が確
認できなかったことから，卵胞内卵巣妊娠が疑われた。
　本邦での卵巣妊娠の報告例をみると，その破裂時期は
妊娠６週前後に集中しており，hCG（尿中も含む）の中
央値は1,881～5,881であった３）４）５）７）。このように卵巣
妊娠は胎芽が発育する以前の比較的早期に破綻すること
が多いとされる。一方，卵巣内に中心性発育を呈し，妊
娠が持続したという報告４）や，非常に稀に妊娠末期ま
で至る症例も存在し11），着床する部位によって早期に破
裂するか妊娠が持続するか二極端に分かれるといわれ
る４）。本症例は卵巣の被膜下に着床したため，胎嚢がそ
の形態を保ったまま妊娠８週相当まで発育し，他の報告
と比較してもhCGが高値であったと考えられた。
　卵巣妊娠の診断基準は1878年にSpiegelbergが提唱し
たもの（表３）12）が現在も用いられている。１）患側の
卵管に異常が認められないこと，２）胎嚢は卵巣に存在
すること，３）卵巣と胎嚢は卵巣子宮靭帯によって子宮
体と連続していること，４）胎嚢壁に明らかな卵巣組織
が存在していることとされ12），本症例は上記診断基準を
満たしている。卵巣妊娠の多くは術中または術後に診断
され，術前診断は極めて困難とされる２）４）５）７）８）。本
症例では術前から卵巣妊娠を強く疑うことができなかっ
たが，術前の超音波検査を見返すと，明らかな卵管の腫
大がみられなかったことに加えて，卵巣の内部に全周性
に取り囲まれるように形状の保たれた胎嚢が描出されて
おり，本疾患を念頭に置き注意深く超音波検査を行うこ
とで術前に本疾患を予測することができた可能性はあ
る。
　治療に関しては卵巣の楔状切除，胎芽組織のみの切
除，抗がん薬の投与などで卵巣温存が行われることが多
い２）が，卵巣の径が大きい場合などは患側卵巣全体の
切除が選択される場合がある４）13）。手術方法の選択に
際しては妊娠部位の深達度によるところが大きく，卵巣
の被膜上に着床した場合は病巣を切除できる場合が多い
が，被膜下の場合は卵巣を部分切除とするか，全切除と
するか症例に応じて慎重に選択する必要がある。その
際，問題となるのは胎嚢の遺残および剥離後の出血であ
り，胎嚢および卵巣実質との剥離面の同定が可能であれ
ば，部分切除も選択可能であると考えられる。本症例で
は胎嚢は形状が粗造で褐色調であり，表面平滑で白色調
の卵巣実質との差異が明らかであった。また，卵巣被膜
を破綻した部分より切開を広げ胎嚢の全体が視認できる

ようにし，出血が多くならないように止血しつつ卵巣実
質を露出させるように慎重に剥離を進めた。最後に，剥
離面を詳細に観察し，遺残がないか確認した。本症例の
ように卵巣の被膜下に着床した場合でも，腹腔鏡下手術
に特徴的な拡大視効果を生かした胎嚢の同定と卵巣実質
との剥離層の注意深い観察により，胎嚢の正確な摘出と
卵巣実質の温存が可能であった。

結　　　語

　卵巣被膜下に発育した卵巣妊娠を腹腔鏡手術で治療し
た。卵巣妊娠は妊娠組織が形成される深達度によって異
なる臨床像を呈するが，腹腔鏡手術の長所を生かすこと
で，治療の完遂および妊孕性温存が可能であると考えら
れた。
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境界悪性傍卵巣腫瘍に対して腹腔鏡下手術を施行した１例

入江　恭平・岡本　和浩・谷川真奈美・中務日出輝・片山　隆章

姫路聖マリア病院　産婦人科

A case of paraovarian tumor of borderline malignancy resected laparoscopically

Kyohei Irie・Kazuhiro Okamoto・Manami Tanigawa・Hideki Nakatsukasa ・Takaaki Katayama

Department of Obstetrics and Gynecology, Himeji St. Mary’s Hospital

傍卵巣腫瘍の発生頻度は，子宮付属器腫瘍の10-20%とされ，臨床的にもしばしば経験されるが，そのほとんどは良性であ
り，悪性や境界悪性腫瘍は極めて稀である。術前に境界悪性の傍卵巣腫瘍が疑われ，腹腔鏡下傍卵巣腫瘍摘出術を施行した
１例を経験した。症例は24歳０妊，月経不順にて近医産婦人科クリニックを受診した際に，左付属器腫大を指摘された。当
科での造影MRI検査にて左卵巣に接するように内部に乳頭状の充実部分を伴う75*66mmの嚢胞性腫瘍を認め，境界悪性の左
傍卵巣腫瘍あるいは卵巣腫瘍を疑った。全身CT検査では他臓器や腹腔内に転移を疑う所見は認めなかった。全身麻酔下で腹
腔鏡下左傍卵巣腫瘍摘出術を施行した。卵管間膜と傍卵巣腫瘍の間を鋏でのcold cutを中心に剥離・切開を行い，回収袋を
用いて腫瘍が破綻することなく体外へ腫瘍を摘出した。術中迅速病理検査は漿液性境界悪性腫瘍の診断にて，子宮および両
側付属器は温存し手術を終了した。術後病理検査でも左漿液性境界悪性傍卵巣腫瘍の診断であった。腹水洗浄細胞診は陰性
で，術後の追加治療は行わず，術後10か月の現在まで再発や転移所見はなく，経過フォローを継続している。傍卵巣境界悪
性腫瘍の文献的考察を交えて報告する。

Prolusion: Paraovarian cysts originate from an embryonic remnant of the genital duct, usually located in the 
mesosalpinx, apart from a fallopian tube or an ovary. Paraovarian cysts account for up to 30% of all adnexa 
tumors but are common findings and are benign in most cases. This article presents a case of a patient 
with a paraovarian tumor, which was preoperatively suspected of borderline malignancy, who underwent 
laparoscopic tumor resection. 
Case: A 24-year-old non-parous woman was referred to our hospital with a left adnexal tumor. Pelvic contrast-
enhanced MRI revealed a cystic tumor 75 mm in diameter, accompanied by a papillary-enhanced lesion inside 
the mass located directly next to the left ovary. An adnexal low potential malignancy tumor was suspected, 
systemic CT was performed, and no metastasis was found. We performed laparoscopic left paraovarian cyst 
resection. The intraoperative frozen section diagnosis was a borderline tumor, and we did not perform any 
additional procedures. She has been followed up without any medical treatment, and currently no signs of 
recurrence have been observed. 
We describe paraovarian borderline tumor along with a literature review.

キーワード：傍卵巣腫瘍，境界悪性，腹腔鏡下手術
Key words：paraovarian tumor, borderline malignancy, laparoscopic surgery

緒　　　言

　胎生期の生殖管は，mesonephric duct（中腎管，
Wolff管）とparamesonephric duct（中腎傍管，Müller
管）の２つがあり，その遺残は広間膜内にしばしばみら
れ，卵管周囲には遺残組織から発生する多種類の嚢胞が
発生する１）。
　傍卵巣腫瘍の発生頻度は，子宮付属器腫瘍の10-20%
とされ，臨床的にもしばしば経験されるが，そのほとん
どは良性であり，悪性や境界悪性腫瘍は極めて稀であ
る２）。
　今回われわれは術前に傍卵巣境界悪性腫瘍を疑い，腹

腔鏡下手術にて治療を行った１例を経験した。既存の報
告に基づいて，境界悪性傍卵巣腫瘍の特徴および管理方
針について考察した。

症　　　例

症例：24歳
妊娠分娩歴：０妊，性交渉なし
既往歴：先天性肺動脈弁狭窄症
現病歴：月経不順およびカンジダ腟炎にて近医産婦人
科クリニックを受診した際に，経直腸超音波検査にて
70mmの左付属器腫瘤を指摘，手術治療目的に当科外
来を紹介受診となった。経腹超音波検査では，左卵巣
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近傍に74mmの嚢胞性腫瘤を確認し，内部には23mmの
乳頭状の充実部分を認めた（図１）。骨盤部造影MRI
検査では，子宮左側に84*75*66mmの嚢胞性腫瘍を認め
一部造影効果を伴う壁在結節を認めた。左卵巣は同定
され，beak signや嚢胞辺縁に卵胞も見られないことか
ら，境界悪性の左傍卵巣腫瘍あるいは卵巣腫瘍が疑われ
た（図２）。子宮や右付属器に異常所見は認めず，骨盤
内臓器やリンパ節に転移を示唆する所見は認めなかっ
た。全身CT検査でも他臓器や腹腔内に転移を疑う所見
は認めなかった。腫瘍マーカーは，CA125：17.8U/ml，
CA19-9：6.92U/ml，CEA：0.7ng/mlと正常範囲であっ
た。以上より，境界悪性傍卵巣腫瘍と診断，カンファレ
ンスにて治療方針を検討し，腹腔鏡下に左傍卵巣腫瘍を
摘出して術中迅速病理検査を確認し，良性あるいは境界
悪性腫瘍であれば手術を終了，悪性であれば妊孕性を温
存する目的に左付属器摘出および大網部分切除術の追加
を行う方針とした。本人・家族に十分な説明の上で同意

を取得し，全身麻酔下で腹腔鏡下左傍卵巣腫瘍摘出術を
施行した。
手術時所見（図３）：closed法にて臍部に10mmのカメラ
ポート，下腹部左右と正中に５mmトロッカーを留置し
た。腹腔内には癒着は認めず，左卵管間膜に８cmの傍
卵巣腫瘍を確認した。腹水はほとんどみられず，洗浄腹
水細胞診を施行した。術中破綻を予防するために，cold 
cutで慎重に卵管間膜と傍卵巣腫瘍の間の剥離と切開を
行い，傍卵巣腫瘍を摘出した。術中破綻なく，回収袋に
腫瘍を収納し，臍の創部より回収袋の開口部を出して，
18G針で内容液を穿刺吸引し，内容液を体内およびポー
ト創部に漏出することなく，腫瘍を体外へ摘出した。摘
出標本の内容液は無色透明な漿液性で，肉眼的にも一部
に乳頭状の充実部分が確認された（図４）。術中迅速病
理検査は漿液性境界悪性腫瘍の診断であり，子宮および
両側卵巣・卵管は温存し，止血を確認後に手術を終了し
た。
　術後病理検査では，線維性嚢胞壁を被覆する単層上皮
が中心で，一部に細胞異型の目立つ乳頭状増殖を呈する
部分を認めた（図５）。免疫染色ではWT1が陽性，p53
がまばらに陽性で，境界悪性漿液性腫瘍に合致した。腹
水洗浄細胞診は陰性であった。以上より，術後診断は，
漿液性境界悪性傍卵巣腫瘍stage IAと診断した。術後の
追加治療は行わず，術後10か月の現在まで再発や転移所
見はなく，経過フォローを継続している。

考　　　察

　傍卵巣腫瘍の術前診断には経腟超音波にてプローべを
押し当てた際に卵巣と離れる所見（split sign）が卵巣腫
瘍との鑑別に有用であるとする報告３）や，ほとんどの
傍卵巣腫瘍で同側に正常卵巣を同定することができると

図１　経腹超音波画像
左卵巣近傍に，74mmの嚢胞性腫瘤を認めた
内部には23mmの乳頭状の充実部分（矢印）を認めた

図２　骨盤部造影MRI　画像所見
a：T2WI　水平断
b：造影T1WI　矢状断
左卵巣（矢印）に接するように75＊66mmの単房性嚢胞性腫瘤を認めた
T1WI低信号，T2WI高信号が主体で，内部には造影効果と拡散制限を伴う乳頭状の充実部分あり

図２-ａ 図２-ｂ
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a： 左卵巣に近接し，卵管間膜内に発育する腫瘍を認
め，傍卵巣腫瘍と診断した

c： 腫瘍は組織回収袋を用いて臍ポート部より体外
へ搬出

d： 止血を確認し，両側付属器ともに温存した状態で手
術を終了した

b： 腫瘍の術中破綻を起こさないように，鋏でのcold 
cutを中心に，デバイスでの止血操作も行わず腫瘍を
摘出した

図３　腹腔鏡下手術時所見

図４　摘出標本
内容液は無色透明な漿液性で，一部に内腔に突出する
乳頭状の充実部分を認めた（矢印）

図５　病理組織像（HE染色　×10倍）
線維性嚢胞壁を被覆する単層上皮が中心で，一部に細
胞異型の目立つ乳頭状増殖を呈する部分を認めた

する報告４）もあるが，傍卵巣腫瘍と卵巣腫瘍の術前診
断は困難な場合も多い。今回の症例では経腟超音波およ
びMRI検査にて腫瘍の近傍に正常卵巣を同定できたこと
から，傍卵巣腫瘍を術前から疑うことができた。
　傍卵巣腫瘍は良性腫瘍が多く，境界悪性または悪性腫
瘍の頻度は２-３%と稀である５，６）。本邦で確認できた
傍卵巣境界悪性腫瘍の症例報告は，自験例を含めて27

例７～26）あり，年齢の中央値は34歳（11-62歳）で，その
ほとんどが生殖年齢の症例であった（表１）。腫瘍径の
中央値は６cm（１-27cm）で，組織型は漿液性がほと
んどで，粘液性が２例であった。充実部分は22例（壁肥
厚含む）で認め，充実部分を認めない症例が５例であっ
た。内部の充実部分は良性を含む傍卵巣腫瘍の30%程度
に認めるという報告がある３）。MRI検査にて，充実部分
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のT2WIでの低信号や拡散強調像での拡散低下が悪性度
と関連するとの報告23）もあり，画像検査にて傍卵巣腫
瘍の診断および境界悪性あるいは悪性の可能性を検討す
ることは重要と考えられる。自験例では，骨盤部造影
MRI・造影CT検査での正常卵巣の同定および充実部分
の造影効果や拡散強調像での拡散低下所見，腫瘍マー
カー値や転移所見がないことなどから，術前に傍卵巣境
界悪性腫瘍を疑い，治療方針を検討したうえで手術に臨
むことができた。
　術式について，検討した本邦での症例報告では，最終
術式として嚢腫摘出のみ行ったものが14例（開腹６例，
腹腔鏡下８例），付属器摘出術が７例（開腹４例，腹腔
鏡下３例），腹式単純子宮全摘+両側付属器摘出術が６
例であった。自験例と同様に妊孕性温存が必要な症例で
は腫瘍摘出術を行うのみで経過観察を行った症例も多
く，いずれも再発例は認めていない。悪性もしくは境界
悪性傍卵巣腫瘍の報告は少なく，定まった治療法や治療
ガイドラインは未だないが，臨床的には上皮性卵巣腫瘍
に準じて治療される１）。しかし，生殖可能年齢での発症
が多く，本症例のように妊孕性の温存が望まれ，個々の
対応を迫られる場合も多い。
　卵巣の境界悪性腫瘍については，10年間で950例の症
例を解析した海外の報告があり，年齢中央値は49.1歳
で，7.8%に再発を認め，そのうち30%に悪性転化を認め
ていた26）27）28）。今回の我々の国内文献での検討でも再

発例は認めておらず，傍卵巣境界悪性腫瘍は上皮性境界
悪性卵巣腫瘍と比べて予後は良好である可能性も考えら
れる。傍卵巣腫瘍では腫瘍のみを破綻なく摘出すること
も可能であるため，本症例は若年の未妊婦であり，十分
な説明と同意のもとで術中病理診断にて境界悪性を確認
して腫瘍摘出術と腹腔内の観察のみで経過観察をする治
療方針とした。
　産婦人科内視鏡手術ガイドライン2019年版では，卵巣
境界悪性腫瘍が疑われる症例に対しての腹腔鏡手術は，
質的診断や破綻の可能性などの十分な説明と同意のも
と，日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医や日本産科婦
人科内視鏡学会技術認定医による施行など，個別化され
た条件のなかでは開腹手術とならぶ選択肢として推奨さ
れている29）。海外でも傍卵巣境界悪性腫瘍に対して腹腔
鏡下手術が行われた報告30）が散見されている。傍卵巣
境界悪性腫瘍の好発が生殖年齢であり，腫瘍摘出のみの
症例も含め再発例もみられず予後が良好と考えられる点
や，妊孕性温存が必要な症例が多いことからも，侵襲の
少ない腹腔鏡下手術は選択肢の１つになり得る。卵巣腫
瘍摘出術では，正常卵巣皮質と腫瘍の間の切開剥離にて
腫瘍摘出を行うが，傍卵巣腫瘍摘出は卵管間膜と腫瘍自
体の間の剥離操作であり，卵巣腫瘍の摘出と比較して術
中破綻リスクも低いと判断し，本症例では正常の付属器
は温存して，慎重に腹腔鏡下傍卵巣腫瘍摘出術を行っ
た。本症例でも実施したが，腹腔鏡下手術の際には術中

表１　本邦での傍卵巣境界悪性腫瘍の報告例
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破綻に注意した手術操作やデバイスの使用，回収方法の
選択は重要である。
　今回我々は，術前に境界悪性傍卵巣腫瘍が疑われ，腹
腔鏡下傍卵巣腫瘍摘出術を施行した若年で未妊婦の一例
を経験した。傍卵巣境界悪性腫瘍に対する治療は，これ
までの報告でも統一されていない。確定診断には病理診
断が必要であり，術前に傍卵巣腫瘍の境界悪性腫瘍を疑
い，付属器摘出を行い良性であった場合，特に若年女性
にとっては不利益が大きい。境界悪性腫瘍に対し卵巣を
温存し傍卵巣腫瘍のみを摘出した症例の中で，再発の報
告はこれまでなく，妊孕性温存は十分可能である。若年
女性に対しては，腹腔鏡下の傍卵巣腫瘍摘出術も選択肢
と思われ，今後も症例の蓄積と治療法の確立が望まれ
る。

　この論文に関連して開示すべき利益相反状態はありま
せん。
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硬化性腹膜炎を合併し管理に難渋した両側卵巣低分化型
セルトリ・ライディッヒ細胞腫の一例

山根　尚史１）・中村　紘子１）・宇山　拓澄１）・隅井ちひろ１）・荒木　ゆみ１）
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A case of bilateral poorly differentiated Sertoli-Leydig cell tumors with sclerosing 
peritonitis that was difficult to manage

Naofumi Yamane １）・Hiroko Nakamura １）・Takuto Uyama １）・Chihiro Sumii １）・Yumi Araki １）

Maiko Sagawa １）・Tomoya Mizunoe １）・Kazuya Kuraoka ２）・Junichi Zaitsu ２）

１）Department of Obstetrics and Gynecology, National Hospital Organization Kure Medical Center and Chugoku Cancer Center
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低分化型セルトリ・ライディッヒ細胞腫は全卵巣腫瘍の0.2％程度とされる稀な腫瘍であり，50％以上が悪性の経過を辿り
追加治療を要する。今回我々は硬化性腹膜炎を合併し管理に難渋した両側卵巣低分化型セルトリ・ライディッヒ細胞腫の一
例を経験したため報告する。症例は37歳，２妊２産。前医受診１ヶ月前より全身浮腫，３日前より急激な腹部膨満感を自覚
し前医へ救急搬送された。CT検査で胸水，多量の腹水と骨盤内腫瘍を指摘され当科紹介となった。当科初診時のCT検査で
は左に長径20.7cm，右に長径9.7cm大の腫瘤を認め，上腹部まで及ぶ腹水とびまん性の腹膜肥厚を指摘された。血清CEA，
CA19-9，SCC，CA125，Ｅ2の上昇は認めなかった。MRI検査では線維腫や莢膜細胞腫が疑われた。胸腹水貯留と貧血の進行
を認め，第10病日に開腹手術を施行した。多量の血性腹水を認め，腹膜や腸管壁は硬化性肥厚を呈していた。両側卵巣は著
明に腫大し，腫瘍の被膜破綻を認めた。術中迅速病理診断は莢膜細胞腫で，両側付属器は子宮と強固に癒着していたため，
両側付属器摘出術と子宮全摘出術を行った。呼吸循環動態の安定化のため術後はICU管理となったが，腹膜炎が遷延し麻痺性
イレウスの管理に難渋した。臨床経過・画像所見より硬化性腹膜炎と診断し，術後43日目からステロイドを開始した。徐々
に状態改善に至り，術後52日目に食事開始となった。永久病理組織診断で低分化型セルトリ・ライディッヒ細胞腫IC２期の
診断に至った。術後化学療法としてBEP療法（ブレオマイシン，エトポシド，シスプラチン）を施行し，現在無病生存中で
ある。低分化型セルトリ・ライディッヒ細胞腫の術後に硬化性腹膜炎を合併する症例は稀であるが，多量の血性腹水を有し，
難治性のイレウスを呈する症例では硬化性腹膜炎も鑑別にあげ診療に当たることが望ましいと考える。

Poorly differentiated Sertoli-Leydig cell tumors are rare, accounting for approximately 0.2% of all ovarian 
tumors. We report a case of poorly differentiated bilateral Sertoli-Leydig cell tumors with sclerosing peritonitis 
that was difficult to manage. The patient was 37 years old and was aware of edema and abdominal fullness. A 
CT scan revealed a 20.7 cm long mass on the left side and 9.7 cm on the right. Blood tests showed no elevation 
of CEA, CA19-9, SCC, CA125, or E2. An MRI scan showed signs of fibromas and thecomas. She underwent 
bilateral salpingo-oophorectomy and total hysterectomy on the 10th day of hospitalization. There was a large 
amount of bloody ascites, sclerotic thickening of the peritoneal membrane and intestinal wall, and tumor 
capsular disruption. After the operation, she had peritonitis and paralytic ileus that was prolonged and difficult 
to manage. We diagnosed sclerosing peritonitis and prescribed steroids. The permanent histopathological 
diagnosis was poorly differentiated Sertoli-Leydig cell tumors (stage IC2). She received BEP (bleomycin, 
etoposide, cisplatin) therapy as adjuvant chemotherapy. Cases of postoperative sclerosing peritonitis with 
poorly differentiated Sertoli-Leydig cell tumors are rare, but we can cite sclerosing peritonitis as a differential 
diagnosis in cases with bloody ascites and intractable ileus.

キーワード：低分化型セルトリ・ライディッヒ細胞腫，莢膜細胞腫，硬化性腹膜炎
Key words： poorly differentiated Sertoli-Leydig cell tumor, thecoma, peritoneal sclerosis

緒　　　言

　低分化型セルトリ・ライディッヒ細胞腫は全卵巣腫瘍

の0.2％程度とされる稀な腫瘍である。組織分化度によ
り悪性度が異なり，低分化型では50％以上が悪性の経過
を辿り追加治療を要する１，２）。また，硬化性腹膜炎はび



136 Vol.69 No.1山根　尚史・中村　紘子・宇山　拓澄・隅井ちひろ・荒木　ゆみ・佐川麻衣子・水之江知哉・倉岡　和矢・在津　潤一

まん性に肥厚した腹膜の広範な癒着，炎症により，持続
的，間欠的，あるいは反復性にイレウス症状を呈する疾
患と定義される３）。その原因としては腹膜透析が代表的
だが，腹腔内出血を契機に発生した症例も報告されてい
る４）。卵巣腫瘍においては莢膜細胞腫で硬化性腹膜炎を
呈する報告は認めるが，低分化型セルトリ・ライディッ
ヒ細胞腫に硬化性腹膜炎を呈する症例の報告は我々が検
索する限り認めなかった。今回我々は硬化性腹膜炎を合
併し管理に難渋した両側卵巣低分化型セルトリ・ライ
ディッヒ細胞腫の一例を経験したため報告する。

症　　　例

　37歳女性，既往歴に甲状腺機能低下症と子宮頸部高度
異形成（円錐切除後），家族歴は父に脳梗塞，父方祖父
に胃癌，母方祖父に肝硬変がある。妊娠分娩歴は２妊２
産，月経周期は整である。受診約１ヶ月前より全身浮
腫，３日前より急激な腹部膨満感を自覚し，食事摂取が
困難となり前医へ救急搬送となった。CT検査で胸水，
大量腹水と骨盤内腫瘍を指摘され精査加療目的に当科
紹介となった。当科初診時の腹部診察で腹部緊満を認
め，血液検査ではHb 11.6g/dL，Alb 2.6g/dLと低Alb血
症を認めた。血清CEA，CA19-9，SCC，CA125の上昇
は認めず，E2は421pg/mLで月経周期からは正常範囲内
であった。身体所見上，男性化徴候は認めなかった。腹

腔穿刺にて腹水は血性であり，腹水細胞診では異型細胞
を認めなかった。骨盤MRI検査では，骨盤内左側に長径
20.7cm，右側に長径9.7cm大の腫瘤を認め，T2強調像で
低信号腫瘤の内部に高信号域を一部認め，拡散強調像で
も高信号域を認めたことから線維腫または莢膜細胞腫
が疑われた（図１）。CT検査では，胸水，多量の血性腹
水，びまん性の腹膜肥厚，腫瘍の被膜破綻を指摘された
が，腫瘍の遠隔転移を疑う所見は認めなかった。精査中
に血性腹水のコントロールは難渋し，Hb 6.0g/dL，Alb 
1.6g/dLと貧血，低Alb血症の進行を認め，赤血球輸血や
Alb製剤を投与しつつ連日腹腔穿刺を施行した。また胸
腔穿刺を行い淡黄色透明の滲出性胸水を認め，呼吸状態
が増悪傾向であったためNasal high flowを使用したが，
呼吸状態改善に乏しく第10病日に開腹手術を実施した。
両側卵巣腫瘍は壊死し，被膜破綻と出血をしていた。腹
腔内には大量の血性腹水を認め，腹膜と腸管壁は硬化性
肥厚を呈し，組織は脆弱で易出血性であった。左卵巣腫
瘍は1790g，右卵巣腫瘍は850gであり子宮との間に高度
な癒着を認めた。血性腹水を約3000ml吸引し，腹水細
胞診に提出し異型細胞を認めなかった。両側付属器摘出
術を施行し，術中迅速病理診断は莢膜細胞腫（悪性所見
なし）であったが，付属器摘出後に子宮との癒着部から
の強出血を認めたため子宮全摘出術を追加した。出血量
は1800mlで赤血球輸血８単位を投与した。術後は呼吸

図１　骨盤MRI検査
A）T2強調像：骨盤内右側に長径9.7cm大の腫瘤（▷）を認める。
B） T2強調像：骨盤内左側に長径20.7cm大の腫瘤（▷）を認める。T2W1で辺縁が低信

号で内部は一部高信号領域（⇨）を認める。
C） DWI：同部位（⇨）に高信号を認めることから，線維腫または莢膜細胞腫が疑われる。

図２　CT検査
A）来院時：多量の腹水貯留（＊），びまん性の腹膜肥厚（▷）を認める。
B） 術後７日目：腹水（＊），びまん性の腹膜肥厚（▷），腸管壁の浮腫性肥厚（⇨）を認める。
C） 術後61日目：腹水は改善したが，びまん性の腹膜肥厚（▷），腸管壁の浮腫性肥厚（⇨）

は 残存している。
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循環動態の安定化のためにICU管理とし，貧血と低Alb
血症に対して，赤血球輸血，Alb製剤を投与した。徐々
に胸水は減少し呼吸状態も安定したため，術後７日目に
抜管した。抜管後も高度な腹膜炎による二次性のイレウ
スを来し，胃管を挿入した。腸蠕動促進薬の使用，リハ
ビリによる離床促進を行い，全身状態が改善したため術
後18日目に一般病棟に転棟となったが，腹膜炎は残存し
イレウスの改善に乏しかった。臨床経過と画像所見より
硬化性腹膜炎と診断し，術後43日目からプレドニゾロン
１mg/kg/dayを開始した。徐々に腸蠕動は改善し，術
後52日目から食事を開始した。術後61日目のCT検査で
は腸管壁の浮腫性肥厚は残存したが腹水は減少し，胃管

を抜去した（図２，３）。ステロイドの減量が可能とな
り，術後86日目に退院となった。摘出腫瘍の肉眼像は，
表面に多量の出血を伴う白色弾性軟の腫瘤であった（図
４）。組織学的には，紡錘形や楕円形の核を伴う腫瘍細
胞が細い膠原繊維を伴い密に増生する像に加え，浮腫像
も呈していたことから莢膜細胞腫が鑑別に挙がったが，
核分裂像が目立つことが典型的でなかった。また臨床経
過から悪性腫瘍の可能性が示唆され，免疫染色を追加し
日本病理学会にコンサルテーションを依頼した。腫瘍細
胞はプロゲステロンレセプターがびまん性に陽性であ
り，エストロゲンレセプターも一部陽性であった。ま
た，免疫染色でαInhibin，Calretininがいずれも一部陽

図３　術前術後の経過

図４　肉眼病理画像 
A）左付属器　B）右付属器：両付属器ともに腫瘍の被膜破綻と出血を認める。
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性であった。短紡錘形核を持つ腫瘍細胞が密に増殖し肉
腫様形態を示し（Sertoli cell成分），腫瘍の内部に淡好
酸性顆粒状細胞を有し単在性に存在している（Leydig 
cell成分）ことから，低分化型セルトリ・ライディッヒ
細胞腫が最も考えられた（図５）。
　手術進行期はpT1c2NXM0，FIGO分類でⅠC２期と診
断した。現在は術後補助化学療法としてBEP療法（ブレ
オマイシン30mg/body，エトポシド100mg/㎡，シスプ
ラチン20mg/㎡）を４コース施行し，術後13ヶ月の時点
で再発所見を認めていない。また，硬化性腹膜炎の臨床
症状は再燃なく経過し，ステロイドを終了している。

考　　　案

　低分化型セルトリ・ライディッヒ細胞腫は，性索間質
性腫瘍の１つで全卵巣腫瘍の0.2％程度，性索間質腫瘍
の15％程度とされる稀な腫瘤である。多くは30歳以下で
発症し，95％以上の症例が片側性かつⅠ期の症例であ
るため，本症例の様に両側発生は非常に稀である１，２）。
30-50％の症例でアンドロゲン活性を，稀にエストロゲ
ン活性を示す。確定診断は病理診断となるが，精巣の発
生初期から成熟期までの様々な構造に類似した形態の細
胞を認め，その段階により分化度が決まる。低分化型で
は，腫瘍は卵巣あるいは精巣への分化が判読出来ない未
分化性腺に似た紡錘形細胞の集塊から成り，一部にセ
ルトリ細胞を含むが判定が難しい場合もある。鑑別診
断に免疫組織染色を用いることがあり，特にInhibinは
セルトリ細胞に特異性が高く，診断に有効なマーカーと
なる５）。本症例では細胞形態から低分化型セルトリ・ラ

イディッヒ細胞腫が鑑別に挙がったが，両側発生は極め
て稀であり，線維肉腫，莢膜細胞腫，子宮内膜間質肉
腫，孤発性線維性腫瘍なども鑑別に挙げ免疫染色を行い
検討された。腫瘍細胞ではCD10，CD34染色が陰性であ
り，子宮内間質肉腫，孤在性線維性腫瘍は考えにくく，
Calretinin，Inhibinがいずれも陽性であることからセル
トリ・ライディッヒ細胞腫が示唆された。また，Inhibin
の発現割合は低く低分化度の腫瘍が示唆された。治療は
手術療法が基本であり，術後補助化学療法は手術進行期
Ⅰ期の症例では施行しないこともあるが，腫瘍の被膜破
綻がある症例，異所性成分を伴う変異型の症例や低分化
型の症例では50％以上が悪性の経過をたどるとされ，プ
ラチナ製剤を含む内容の術後補助化学療法の施行が望ま
しいとされる６，７，８，９，10）。本症例では低分化型かつ腫瘍
の被膜破綻を認めたため治療を要すると考え，BEP療法
を施行する方針とした。
　低分化型セルトリ・ライディッヒ細胞腫の報告で，
本症例のように多量の胸腹水貯留や硬化性腹膜炎を呈
する症例の報告は稀である。本症例の胸腹水貯留は，
pseudo-Meigs症候群のようにエストロゲンによる血管
透過性亢進と，腫瘍被膜からの出血，高度な炎症性変化
が要因であったことが予想された。また，硬化性腹膜炎
はびまん性に肥厚した腹膜の広範な癒着や炎症により，
持続的，間欠的，あるいは反復性にイレウス症状を呈す
る疾患と定義される５）。その原因としては腹膜透析が代
表的であるが，特発性，感染性腹膜炎（細菌性，結核
性），難治性腹水（肝硬変），卵巣莢膜細胞腫，腹腔内出
血などで発生することが報告されている６）。その機序は

図５　組織病理画像（×400倍）
A）HE染色：短紡錘形核を持つ腫瘍細胞が密に増殖し肉腫様形態を示している。
B） CD10染色　C）CD34染色　D）Calretinin染色　E）Inhibin染色：CD10，CD34は陰性，Calretinin

は陽性，Inhibinは発現している細胞割合は少ないが陽性である。
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明らかでない部分も多いが，炎症などにより腹膜が劣化
し腹膜中皮細胞が剥離・消失すると線維化の進行，腹膜
肥厚が生じる。この状態で更なる炎症状態が加わると腹
膜の透過性が亢進し，腹膜表面にフィブリンの膜が形
成され，イレウス症状を呈すると考えられている11）。ま
た，莢膜細胞腫と硬化性腹膜炎の報告からエストロゲン
刺激により腹膜の線維化が引き起こされるとの仮説も考
えられている12，13）。明確な診断基準はないが臨床症状に
加えて画像所見で診断され，病理学的所見は補助的に使
われる。本症例では腹膜生検も検討されたが，侵襲を避
けるため施行しなかった。治療は抗炎症効果のあるステ
ロイドの使用や，腹膜線維化の予防にタモキシフェン，
リュープロレリンを用いる報告もある14）。難治性では外
科的に癒着剥離を行うこともある。本症例では，腫瘍被
膜破綻に伴う血性腹水を認め，高度な炎症状態が持続し
たことで腹膜の劣化・肥厚・硬化を認めたと考えられ，
本症例のように術前に血性腹水を認める症例では，より
早期の手術介入が望ましかったと考える。また，本症例
は腫瘍のエストロゲンレセプターが陽性であり，臨床経
過から急激な腫瘍の増大が生じていたことを考えると，
高エストロゲン状態が持続していた可能性がある。術直
前のE2濃度は正常範囲内ではあったが，莢膜細胞腫で
の報告と同様にエストロゲンが硬化性腹膜炎を惹起し重
症化させた可能性がある。

結　　　語

　硬化性腹膜炎を合併し管理に難渋した両側卵巣低分化
型セルトリ・ライディッヒ細胞腫の１例を経験した。術
前に多量の血性腹水を有し，難治性のイレウスを呈する
症例では硬化性腹膜炎も鑑別にあげ診療に当たることが
望ましい。
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腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術において術後診断が境界悪性であった
卵巣腫瘍症例の後方視的検討
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Retrospective study of ovarian tumors with borderline malignancy diagnosed after 
laparoscopic surgery

Syota Inoue・Haruchika Anan・Hiroki Tanaka・Shiho Nakano・Hiroshi Onji
Matome Imai・Hatsuko Semura・Miyuki Akisada・Yoshifumi Ochi

Shigeru Ueno・Tomoko Ikeda・Miki Mori・Emiko Abe・Yuji Kondo

Department of Obstetrics and Gynecology, Ehime Prefecture Central Hospital

上皮性・間質性卵巣境界悪性腫瘍は稀な疾患でなく，欧米のpopulation-based studyでも上皮性境界悪性腫瘍は近年増加傾向
にあることが指摘されている。また，卵巣境界悪性腫瘍の術前診断は難しく，術中迅速病理組織検査の精度も低いため，術
後に初めて卵巣境界悪性腫瘍と診断されることも珍しくない。腹腔鏡手術症例数は年々増加しており，腹腔鏡手術後に卵巣
境界悪性腫瘍と診断される症例も，今後増加する可能性がある。術後に卵巣境界悪性腫瘍と診断された症例で，初回治療を
腹腔鏡手術で行った事により影響があったか，後方視的に検討を行ったので報告する。2013年１月から2020年３月までの期
間，愛媛県立中央病院にて手術を行った症例のうち，最終病理診断にて卵巣境界悪性腫瘍と診断した10症例を対象とした。
後療法として，追加手術を２例に行っている。腹腔鏡下卵巣腫瘍手術は，熟練した術者であっても破綻のリスクがあり，本
検討でも腹腔鏡症例の５例（50%）に術中破綻を生じている。内訳は，腫瘍径が大きく腫瘍内容液の切開あるいは穿刺吸引が
必要であった３例，術中操作中に生じたものが２例であった。また今回の検討では，１例に腹腔鏡下患側付属器摘出後１ヵ
月の画像診断で対側の腫瘍増大を認め，後日開腹患側付属器切除および大網切除が施行された。術後経過観察においては画
像診断が重要であり，特に術後半年以内でのCTおよびMRI検査が有用であることが示唆された。

Epithelial and stromal borderline ovarian malignancies are not rare, but population-based studies have 
indicated that the incidence of borderline epithelial malignancies has been on the rise in recent years. In 
addition, preoperative diagnosis of borderline malignant ovarian tumors is difficult, and the accuracy of rapid 
intraoperative histopathology is low. It is not uncommon for a patient to be diagnosed for the first time with 
a borderline malignant ovarian tumor. Among the laparoscopic surgery cases at Ehime Prefectural Central 
Hospital from January 2013 to March 2020 at the final pathological diagnosis, a borderline malignant tumor 
of the ovaries was diagnosed, and 10 cases were enrolled. Three patients underwent additional surgery for 
postoperative therapy. Intraoperative rupture occurred in five patients (50%). Three cases of large tumors that 
required incision or aspiration of the tumor contents and two cases of intraoperative failure were reported. 
One patient had a large contralateral tumor one month after laparoscopic resection of the affected side 
adnexa. The patient underwent adnexal excision of the laparotomy and omentectomy. It was suggested that 
imaging diagnosis is important for postoperative follow-up, and CT and MRI examinations are particularly 
important within six months of surgery. 

キーワード：境界悪性腫瘍，腹腔鏡下手術
Key words： borderline tumor，laparoscopic surgery

緒　　　言

　上皮性・間質性卵巣境界悪性腫瘍は稀な疾患でなく， 
欧米のpopulation-based studyでも上皮性境界悪性腫瘍
は近年増加傾向にあることが指摘されている１）。また，
卵巣境界悪性腫瘍の術前診断は難しく，術中迅速病理組

織検査の精度も低いため，術後に初めて卵巣境界悪性腫
瘍と診断されることも珍しくない。腹腔鏡手術症例数は
年々増加しており，腹腔鏡手術後に卵巣境界悪性腫瘍と
診断される症例も今後増加する可能性がある。しかし腹
腔鏡手術の際，腫瘍被膜破綻によるアップステージング
の危険性などが指摘されており，無再発期間や生存率な
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どの予後への悪影響も懸念されている２）。今回腹腔鏡手
術後の最終病理診断にて卵巣境界悪性腫瘍と診断した症
例に対し，後方視的検討を行ったので報告する。

対　　　象

　2013年１月から2020年３月までの期間に，当院にて施
行した卵巣腫瘍の病名に対して行われた腹腔鏡下手術
796症例のうち，最終病理診断にて卵巣境界悪性腫瘍と
診断した全10症例について検討を行った。全症例とも当
院外来にて経過観察継続中である。腹腔鏡下手術症例は
いずれも，術前画像診断にて良性卵巣腫瘍疑いと診断し
ていた。
　

結　　　果

　卵巣腫瘍の病名に対し施行された腹腔鏡下手術のう
ち，最終病理診断にて卵巣境界悪性腫瘍と診断した症
例は796例中10例（1.3%）であった。全例に数種の腫瘍
マーカー測定，MRIによる術前画像診断を行い，平均年
齢は51.7±19.8歳，術後観察期間は36.2±17.2月，手術時
間は81.4±33.9分，平均出血量は19.6±36.4mlであった。

入院日数は全症例とも当院クリニカルパスの規定通り，
５日間で周術期合併症等なく退院した。術中破綻は50％
（５例）に認め，腫瘍径が大きなものに穿刺・切開吸引
を行ったものが３例，術中操作中に生じたものが２例で
あった（表１）。最終病理診断ではmucinous borderline 
tumorが最も多く（10例中５例），次にserous borderline 
tumor（10例中３例）であった（表２）。
　永久病理検査の結果，10例に境界悪性以上と診断し，
うち２例に対して追加手術を施行した。症例①は術前診
断にてendometriosisと診断し，腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出
術を施行した。術中破綻を伴い，永久標本にてAtypical 
endometriosisと診断した。PET-CT検査にて異常集積は
指摘されなかったが，患者希望により初回手術より２ヵ
月後に腹腔鏡下患側付属器摘出術を施行し，追加標本中
には明らかな悪性所見は認めなかった。唯一の再発症例
であった症例⑩は，子宮筋腫に対して腹腔鏡下子宮筋腫
摘出術，および再発筋腫に対する腹腔鏡下子宮全摘出術
の手術歴があった。その際，両側卵巣卵管の癒着が強く
両側付属器遺残となったが，明らかな卵巣腫大は認めな
かった。その後，定期外来経過観察を行い，術後３ヵ

表１　症例の概要

表２　腹腔鏡症例の一覧
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月～８ヵ月間で約10cmの右卵巣多房性嚢胞を指摘し
た。造影MRI検査にて右卵巣漿液性卵巣嚢腫と診断し，
腹腔鏡下右付属器切除術が施行された。対側付属器は癒
着が高度であったが，術中に明らかな対側病変は認めな
かった。永久病理診断にてserous borderline tumorと診
断，十分なインフォームドコンセントの下，腫瘍マー
カー（CA125，CA19-9，CEA）および超音波断層検査
を用いた外来経過観察を行う方針となった。しかし，術
後１ヵ月に経腟超音波検査にて約４cmの左卵巣多房性
嚢胞を確認，再発を考慮し施行したPET-CT検査にて同
部に異常集積を認めた。術後４ヵ月に開腹左付属器切除
術および大網切除術を施行，永久病理検査にて左付属器
よりserous borderline tumorと診断した。腹水細胞診は
疑陽性であったが，大網に転移は認めなかった。十分な
インフォームドコンセントを行った後，化学療法は希望
されず，外来経過観察の方針とした。追加手術までの間
に有意な腫瘍マーカーの上昇は認められなかった。追加
手術後６ヵ月に施行したPET-CT検査で異常集積を認め
ず，再発なく経過している。他例も説明の上，経過観察
を希望され，再発なく経過している。｛観察期間中央値
43ヵ月（６-57ヵ月）｝。

考　　　察

　腹腔鏡下卵巣手術後に遭遇する境界悪性腫瘍は稀であ
り，術前の腫瘍マーカーでも特異的所見に乏しいことか
ら，事前回避することは非常に困難である。追加手術の
リスクを考慮すると，術中迅速病理組織検査での診断が
考慮されるが，良性卵巣腫瘍の診断で腹腔鏡下手術を行
い術後に境界悪性腫瘍または悪性腫瘍と診断される頻度
は0.4～2.5%３），4）と非常に低確率である。また常勤病理
医が不在の施設もあり，全例に迅速診断を望むのは困難
である。また，術中迅速病理組織標本作製のコストや，
術中診断に要する時間に対して，卵巣境界悪性腫瘍にお
ける術中迅速病理組織検査の精度は感度44～87%，特異
度64～98%と低く，その結果により治療法を決定するの
は注意を要する５）。
　当院では卵巣腫瘍に対して前例には術中迅速病理検査
を行っておらず，腹腔鏡手術時の精度や追加手術回避に
ついては評価できなかった。術後に境界悪性と判明した
腹腔鏡下手術症例は，卵巣腫瘍の病名に対して施行され
た腹腔鏡下手術の1.3％であった。いずれも周術期合併
症等なく，当院クリニカルパスの規定通り退院とした。
　術中破綻は，腫瘍径が大きく穿刺・吸引を行った３
例，術中操作中に破綻した２例，計５例（50%）に認め
た。本検討では穿刺・吸引を行った症例の再発は認めな
かったが，症例数が少なく観察期間も短いため，安全性
の担保については言及し難い。術中破綻症例の１例に再
発を生じているが，手術時に腹腔内に高度癒着を認め

た。
　最終診断で境界悪性腫瘍と診断した２例に追加手術を
施行し，１例はRe-Staging目的で，もう１例は再発疑い
で手術を行い再発と診断した。他例は説明の上，経過観
察を希望されたが再発なく経過している。再発症例は，
破綻によるアップステージングの可能性も考えられた
が，高度癒着もあり腫瘍破綻が腹腔鏡手術の影響とは断
定できなかった。
　術後永久標本にて境界悪性が判明し，Surg i ca l 
Stagingが不十分な場合の術後のRe-Stagingについては
賛否両論ある６）。術後治療を省略できる症例を抽出する
観点から行われるものであり，Re-Staging自体は生存率
に寄与しないという報告や，再発した場合でも追加手術
を行えば良好な生存率が得られる７）との報告もあり，
未だ意見の一致を認めていない。本検討においても，無
再発期間や生存率などの予後への影響は，今後のデータ
の集積が必要と考えた。
　上皮性境界悪性腫瘍に関しては，20年以上経過してか
らの再発例もあり，長期の経過観察が必要とされる。
治療後５年間は３-６ヵ月ごと，その後は１年に１回の
問診，内診，経腟超音波断層法検査，CA125測定での
経過観察が推奨されている８）。当院では術中破綻症例に
対し，多くは半年以内にPET-CT検査を含む画像検索に
て，転移・再発がないことを確認し，術後２年間は３ヵ
月毎の超音波断層法及び腫瘍マーカーのフォローを行
い，以後は半年毎に経過を観察している。術前検査の腫
瘍マーカーがカットオフ値を上回ったものは10例中３例
であり，かつ軽度上昇に留まっている（表３）。また再
発が疑われた症例⑩に関しても，初回腹腔鏡下卵巣手術
後の腫瘍マーカーは正常域を推移しており，術後経過観
察においては画像診断がより重要であると考えられた。
本研究にて再発を認めた症例は，術後の早い時期に腫瘍
増大を呈しており，術後直ぐには観察期間をあけずに，
積極的な画像評価の有用性が示唆された。

結　　　語

　腹腔鏡下手術後に卵巣境界悪性腫瘍と診断した症例は
再発に留意する必要があり，その際には積極的な画像評
価が有効であると考えた。今後も腹腔鏡下手術の治療成
績の集積および長期的経過観察を行い，本研究を継続し
ていくことが必要である。
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当院におけるチョコレート嚢胞に対する，腹腔鏡を併用したエタノール固定術の検討
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Clinical analysis of laparoscopic assisted ethanol sclerotherapy for ovarian endometrial cysts

Kazuhiro Okamoto・Kyohei Irie・Manami Tanigawa・Hideki Nakatsukasa・Takaaki Katayama

Department of Obstetrics and Gynecology, Himeji St. Mary’s Hospital

【緒言】子宮内膜症は婦人科のcommon diseaseであり，年齢，嚢胞病変の有無，挙児希望の有無等の患者背景により最適な
治療法を選択しなければならない。卵巣チョコレート嚢胞に対する外科的治療には卵巣摘出，嚢胞摘出，嚢胞壁焼灼，エタ
ノール固定等があるが，卵胞発育，卵巣機能低下のリスクもあり，卵巣機能温存にも留意し，術式を決定する必要がある。
当科では手術適応と判断する両側性の卵巣チョコレート嚢胞に対しては，不妊治療中の患者，将来的な挙児希望を有する比
較的若年者には原則的に嚢腫摘出術ではなく，腹腔鏡を併用したエタノール固定術を行っている。
【方法】今回我々は2018年１月から2020年５月までに腹腔鏡併用エタノール固定術を行った９症例に関し検討を行った。
【結果】患者背景は，年齢は31.1±3.7歳（Mean±SD），全例未経産，両側性，不妊治療施設からの紹介が５例であった。
骨盤MRI検査の読影報告に記載されている嚢胞径から概算した嚢胞の推定内容量は149±107mL，実際の吸引量は118±
93.1mL，実際の吸引量/推定内容量は77.2±19.3%であった。rASRM分類は全例IV期，78±27点であった。手術時点ですぐの
挙児希望を有していた７例中２例が妊娠している。
【結論・考察】腹腔鏡併用エタノール固定術後に特記すべき合併症を起こした症例はなく，手術手技は問題なく安全に施行
できるものと思われる。子宮内膜症は不妊の原因となるが嚢胞性病変の存在のみならず，子宮内膜症による骨盤内癒着も不
妊の原因であり，今回の症例ではrASRM分類は平均78点であり，エタノール固定のみでなく，腹腔鏡併用による癒着剥離に
より腹腔内の環境を改善できたことも示唆された。

Introduction: Endometriosis is a common gynecologic condition that affects women in the reproductive age. 
The treatment of endometriosis varies depending on the patient’s background. Physicians should choose the 
best operative procedure considering the risks of reduced ovarian function after surgery. In our department, 
apart from ovarian cystectomy, we perform ethanol sclerotherapy in patients with bilateral endometriomas 
who are desirous of pregnancy. Methods: We reviewed 9 cases in which we conducted laparoscopic assisted 
ethanol sclerotherapy between January 2018 and May 2020. Results: The mean age of the patients was 31.4 
years. Five patients were referred from fertility specialists, and all patients were nulliparous with bilateral 
endometriomas. The estimated fluid content was 149±107 mL, while the actual aspirated content was 
118±93.1 mL. All cases were diagnosed with stage IV endometriosis using the revised American Society 
for Reproductive Medicine (rASRM) scoring system; the average rASRM score was 78. Two patients 
became pregnant after surgery. Discussion and Conclusion: No complications were associated with the above 
procedure in all the cases. Sclerotherapy and adhesiolysis through a laparoscopic approach could lead to better 
outcomes in pregnancy. In some cases, laparoscopic assisted sclerotherapy can be considered for women with 
ovarian endometriomas.

キーワード：エタノール固定術，チョコレート嚢胞，腹腔鏡下手術
Key words： ethanol sclerotherapy, ovarian endometrial cyst, laparoscopic surgery

緒　　　言

　子宮内膜症の有病率は生殖年齢女性の７-10％とさ
れ，日常的に遭遇する疾患であるが，年齢，嚢胞病変の
有無，嚢胞の大きさ，挙児希望の有無等，患者背景はさ
まざまである１）。患者背景により治療内容は異なってく
るため，多々ある治療の選択肢の中からその患者に最適
なものを選択しなければならない１） ２）。特に不妊治療中

の患者や将来的な挙児希望を有する患者にチョコレート
嚢胞の手術加療を行う場合，手術による卵巣機能低下は
確実に避けなければならない。
　当院では手術適応と判断する両側性の卵巣チョコレー
ト嚢胞の患者のうち，不妊治療中，もしくは将来的な挙
児希望を有する若年者に対して，嚢胞摘出術でなく，腹
腔鏡を併用したエタノール固定術を行っている。
　今回我々は，当院で腹腔鏡併用エタノール固定術を
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行った症例をまとめ，検討を行ったので文献的考察も踏
まえて報告する。

方　　　法

　当院において2018年１月から2020年５月までに腹腔鏡
併用エタノール固定術を行った９症例を対象とし，診療
録より患者背景，画像データ，手術データ，術後経過を
抽出し，後方視的に検討を行った。

　当院での腹腔鏡併用エタノール固定の手術手順：
１． トロッカー配置はダイヤモンド法とし，腹腔鏡下に

腹腔内に生食１Lを注入する。この時に不要な腹腔
内操作でチョコレート嚢胞が破綻してしまうとエタ
ノール固定ができなくなるため，生食注入以外の腹
腔内操作は決して行わない。

２． 経腟超音波ガイド下に18Gの穿刺針でチョコレート
嚢胞内容を吸引。嚢胞内容の粘稠度が高く，少量ず
つしか吸引できない場合は，適宜それまでに吸引し
た内容量を超えない生食を嚢胞内に注入すること
で，嚢胞内が希釈，攪拌され，吸引しやすくなる場
合がある。複数の嚢胞が存在する場合にはそれぞれ
に対し穿刺吸引を行う。

３． 吸引量の70%の無水エタノールを嚢胞内に注入し，
７分間固定する。

４． 無水エタノールを吸引し，嚢胞内を生食で数回洗浄
する。

５． 腹腔鏡下に骨盤内癒着剥離を行う。

結　　　果

　患者背景を表１に示す。症例は計９例。年齢の平均は
31.1歳，手術時点で全例未経産，全例他院からの紹介で
あり，その内不妊治療施設からの紹介が５例，既婚です
ぐの挙児希望を有するのは９例中７例であった。
　骨盤MRI検査で評価を行った各症例のチョコレート嚢
胞のデータ，手術関連データをを表２に示す。チョコ
レート嚢胞の内容量は，嚢胞を円周率を３とした球体
と捉え，骨盤MRI検査の放射線科読影報告に記載されて
いる３方向の嚢胞径の積を１/２にした値を推定値とし
た。２方向のみ記載されている場合にはその平均径を３
方向目とした。嚢胞が２つに分かれている場合はそれぞ
れの内容量の推定値を算出し加算した。嚢胞内容量は
149±107mL，手術時の吸引量は118±93.1mL，手術時
の吸引量/推定内容量は77.2±19.3%であった。rASRM
分類は全例ステージIV，78±27点であった（２例デー
タ欠損）。術後すぐの挙児希望を有していた７例中２例
が妊娠しており，２例とも自然妊娠であった。特記すべ
き術後合併症は認めなかった。

考　　　察

　挙児希望を有する卵巣チョコレート嚢胞の治療におい
て，薬物療法ではコントロールが難しい場合や外科的な
介入を行うメリットが卵巣機能への負の影響を上回ると
判断される場合には，手術適応と判断される。嚢胞腺腫
や成熟奇形腫に対して保存手術を行う場合には，焼灼等

表１　患者背景

表２　チョコレート嚢胞のデータ，手術関連データ，術後経過
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の嚢腫摘出以外の術式が選択されることはないと思わ
れ，正常卵巣とは卵巣嚢腫の間の正しい剥離すべき層で
核出を行えば通常出血することもほとんどなく，比較的
容易に嚢腫摘出操作を行うことができる。嚢胞腺腫や成
熟奇形腫と違い，チョコレート嚢胞は卵巣内から嚢腫が
正常卵巣を外側に圧排する様に増大するのではなく，多
くの場合移植された内膜症病変が外側の卵巣皮質から嵌
入（invagination）し増大して形成されると考えられて
おり，チョコレート嚢胞壁のすぐ外側はさまざまな成長
段階にある多数の卵胞を含む皮質が存在している３） ４）。
チョコレート嚢胞壁を裏打ちするのは上皮間葉転換や線
維芽細胞－筋線維芽細胞移行によって生じた筋線維芽
細胞による線維化した組織の場合も多く，チョコレート
嚢胞壁と正常卵巣の間を剥離していくのは容易ではな
い３） ４） ５）。そのため嚢胞壁が分厚い状態で剥離操作を進
めると，多くの場合卵巣皮質の一部も一緒に核出してし
まい，卵巣機能の低下を起こす可能性がある３） ４）。日産
婦の生殖・内分泌委員会でもチョコレート嚢胞を有する
群とチョコレート嚢胞に外科処置を行った群の比較で卵
巣予備能が低下することが明確に示されたと報告されて
いる６）。外科処置の84.8％が嚢胞摘出術であり，吸引や
エタノール固定の症例数が十分でなく処置法別の有意差
は得られなかった様だが，2017年に報告された卵巣チョ
コレート嚢胞に対する硬化療法のシステマティックレ
ビュー・メタアナリシス（n=1102）では，採卵数は嚢
胞摘出術に比較してエタノール固定術の方が多かったと
報告されており，硬化療法は挙児希望を有する女性に対
して考慮すべき手法とされている３） ６）。
　当院ではチョコレート嚢胞を有する患者に対し，年
齢，挙児希望の有無，月経困難症等の症状の有無，症状
の程度，チョコレート嚢胞の大きさから，総合的に判断
し対症療法，ホルモン製剤による薬物療法，手術療法を
選択している。嚢胞径が５-６cm以上，薬物療法で症状
コントロール不良，妊娠前の手術が望ましいと判断する
などの場合には手術療法も考慮している。
　手術適応と判断した場合の術式としては，嚢腫摘出術
による卵巣機能への影響も考慮し，チョコレート嚢胞が
両側性の場合で，不妊治療中の患者，または挙児希望の
ある若年者に対しては，卵巣機能温存の観点から嚢胞摘
出術ではなくエタノール固定術の提示を行っている。
　エタノール固定術の提示を行う際は，手術により卵巣
機能を低下させてないことを優先する状況のために当該
術式を勧めること，再発率が高く，病理学的検索が行え
ないデメリットも十分説明し，手術を行っている。
　卵巣チョコレート嚢胞に対するエタノール固定術は
1988年に岡山大学の赤松らによって安全でかつ効果の高
い治療法として初めて報告された７）。当時の手術手技は
内容液の吸引後に８～９割の純エタノールを注入し，

５～15分後のエタノール回収と再注入を繰り返し，計30
分間の固定を行い，生食での嚢胞内の洗浄後に生食を注
入しながら穿刺針を抜去し，ダグラス窩を主とし腹腔内
に生食約50mLを注入し終了するものであった７）。先述
のシステマティックレビュー・メタアナリシスでは，
エタノール濃度は50％～100％，注入量は嚢胞内容液の
50％～100％，固定時間は０分～15分または充填したま
ま，と報告により差があった３）。固定時間に関しては，
10分未満の場合は10分以上の場合と比較して有意に再発
率が高くなっていたが，固定時間の延長により，嚢胞の
すぐ外側に存在している卵巣皮質へのダメージも危惧さ
れる４） ８）。チョコレート嚢胞における病巣の厚さ，卵胞
の位置，エタノールの組織進達度の検討では，固定時間
が10分間では卵胞損失を起こす可能性が大きく，５～７
分間程度の固定で内膜症病変には十分でかつ卵胞に対し
て低侵襲であるとの報告もあり，当院でも固定時間は７
分としている４）。
　エタノール固定術において，内容液が十分に吸引され
ないと特に嚢胞内側に粘稠度の高いチョコレート内容液
が付着したままになってしまうと，嚢胞内側面にエタ
ノールが直接浸透できず，治療効果が低下する可能性も
あると思われる。今回の検討では術前の骨盤MRI検査か
ら内容量を推定し，実際の手術時の吸引量と比較を行
い，吸引量/推定内容量は77.2±19.3%であり，実際の吸
引量は推定された内容量より少ない傾向があった。吸引
は経腟超音波ガイド下に嚢胞が完全に縮小し潰れ，内容
液が引けなくなるまで行っているが，単純に吸引のみ
を行っているのではなく，適宜生食を注入し内容液の希
釈，攪拌も行っており，穿刺針を時計回り・反時計回り
に回したり，少し前後に動かしたりはするため，穿刺し
た孔が多少広がり，穿刺針との隙間から多少の内容液が
漏れ出ている可能性もあり，実際の吸引量が推定量より
も少なかったと考えられた。
　腹腔鏡を併用する理由としては，エタノールの腹腔内
の漏出が原因と思われる術後合併症の報告もあり，最初
に腹腔内を生食で満たすことで，無水エタノールが嚢胞
外に漏出した場合でも希釈され，臓器損傷や術後癒着
の予防ができると思われる８） ９）。穿刺吸引時に孔の広が
りにより内容液が既に少量漏出している可能性もあり，
エタノール注入時にも少量のエタノールが腹腔内に漏れ
出ている可能性は十分あると思われる。また今回の検討
ではrASRM分類は全例でステージIVであり，骨盤内の
癒着剥離操作を行うことで腹腔内の環境改善し，妊孕能
の改善にも寄与できると思われ，腹腔鏡を併用すること
で，経腟的な操作のみで行うエタノール固定の弱点を補
完できるものと考えている（図１～３）。手術時点です
ぐの挙児希望を有していた７例中２例が妊娠しており，
妊娠を確認できていない５例中４例は術後数ヶ月から１
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年程度の症例であり，今後妊娠される可能性は十分ある
と思われる。
　術後は不妊治療施設からの紹介患者は直ちに不妊治療
を開始，再開して頂くよう指導しており，不妊治療施設
以外からの紹介の場合も，すぐの挙児希望がある患者に
は，再発率が高いため速やかに妊娠トライをして頂くよ
う指導し，必要があれば不妊治療施設への紹介を行うこ
とを説明している。すぐの挙児希望がない場合には，再
発予防のために薬物療法を行っている。術後フォローは
紹介元で行う場合も多いが，当院でフォローしている主
に薬物療法中の患者の再発症例はなく，また紹介元から
再発の報告や再手術の依頼がきたことも現時点ではな
い。
　今回の検討ではエタノール固定術後の合併症も認め
ず，腹腔鏡を併用したエタノール固定術は卵巣機能温存
を目的としたチョコレート嚢胞に対する術式として考慮
できると思われた。
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図１　症例３
エタノール固定後，腹腔鏡下癒着剥離術の開始前

図３ 症例３
腹腔鏡下癒着剥離術の終了時

図３　症例３
腹腔鏡下癒着剥離術の終了時

図２　症例３
腹腔鏡下癒着剥離術，ダグラス窩の癒着剥離中
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卵管膨大部妊娠に対する卵管切除後に同側卵管間質部妊娠をきたした二例
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Interstitial pregnancy after ipsilateral salpingectomy for tubal pregnancy: 
A report of two cases

Yui Matsumoto・Toru Fujioka・Shimon Yukimoto・Kazuyoshi Nakahashi・Hiroshi Onji・Hiroaki Kato
Megumi Ueno・Maki Yokoyama・Toshiaki Yasuoka・Aya Inoue・Yuka Uchikura・Tomoka Usami
Kazuko Takagi・Yuko Matsubara・Takashi Matsumoto・Keiichi Matsubara・Takashi Sugiyama

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

異所性妊娠の90%以上は卵管膨大部妊娠であり，卵管間質部妊娠は２-４%と稀であるが，卵管切除後の同側間質部妊娠の発
症頻度はさらに稀である。卵管膨大部妊娠に対し腹腔鏡下卵管切除術を行った後，同側卵管間質部妊娠をきたした２例を経
験したので報告する。症例１は30歳，３妊１産，１年前に左卵管膨大部妊娠で腹腔鏡下卵管切除術の既往があった。妊娠５
週０日，超音波検査で胎嚢様所見を認めたものの，２日後に左下腹部痛を自覚し再受診した。血中hCGは1,415 mIU/ml，経
腟超音波検査で子宮腔内に胎嚢を認めず，左卵巣周囲に２-３ cm大の血腫様の腫瘤とダグラス窩にecho free spaceを認めた。
その後，echo free spaceの増大と左下腹痛が持続したため，腹腔鏡手術を施行した。術中所見は，左卵管間質部が暗赤色に腫
脹し，ダグラス窩には中等量の血液貯留を認めた。同部を切除し，子宮筋層は吸収糸を用いて２層に連続縫合を行なった。
術後２日目，血中hCGは580 mIU/mlと低下し，術後30日目に陰性化を確認した。症例２は37歳，３妊０産，１年前に右卵管
膨大部妊娠で腹腔鏡下右卵管切除術の既往があった。妊娠５週１日，経腟超音波検査で子宮内に胎嚢を認めず，翌日に下腹
痛が出現したため再受診した。経腟超音波検査で径５ cmの右卵巣嚢胞に隣接した２ cm大の腫瘤性病変を認め，異所性妊娠
の疑いで当院へ紹介された。血中hCGは2,328 mIU/mlで，ダグラス窩穿刺を行い血液を吸引した。腹腔鏡下手術では右卵管
間質部が腫大しており，線状切開で絨毛様の内容物を排出し，同切除術を行った。術後３日目，血中hCGは280 mIU/mlに低
下し，術後32日目に陰性化を確認した。これら２例の経験を踏まえ，卵管切除後の妊娠では，切除同側の間質部妊娠の可能
性も考慮に入れて管理する必要があると考えられた。

Interstitial pregnancies account for 2‒4% of all ectopic pregnancies. Interstitial pregnancy after ipsilateral 
salpingectomy is very rare. Here, we report two cases of interstitial pregnancy after ipsilateral salpingectomy 
for tubal pregnancy.
A 30-year-old G3P1 woman with a history of left salpingectomy for tubal pregnancy had left lower abdominal 
pain at five weeks of pregnancy. The serum hCG was 1,415 mIU/ml, and transvaginal ultrasound revealed no 
gestational sac (GS) in the uterus, a 2‒3 cm hematoma-like mass around the left ovary, and an echo free space 
in Douglas pouch. Laparoscopy showed a dark red mass in the left interstitial area. 
A 37-year-old G3P0 woman with a history of right salpingectomy for tubal pregnancy had lower abdominal 
pain at five weeks of pregnancy. The serum hCG was 2,328 mlU/ml, transvaginal ultrasound revealed no GS 
in the uterus, and a 2 cm mass beside the 5 cm right ovarian cyst. Laparoscopy revealed swelling of the right 
interstitial area, and the villi-like contents were discharged. 
In both cases, we resected a cornual wedge and the pathological finding revealed villous tissue. These two 
cases highlight the clinical importance of considering the possibility of interstitial pregnancy even after 
ipsilateral salpingectomy.

キーワード：異所性妊娠，間質部妊娠，卵管切除後同側間質部妊娠
Key words：ectopic pregnancy, interstitial pregnancy, interstitial pregnancy after ipsilateral salpingectomy

緒　　　言

　異所性妊娠の90%以上は卵管膨大部妊娠であり，卵管

間質部妊娠は２-４%と稀である１）。また，異所性妊娠
における卵管切除後の同側間質部妊娠の発症頻度は１%
程度と稀である２）。膨大部妊娠に対する腹腔鏡下卵管切
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除術後に自然妊娠が成立し，同側卵管間質部妊娠をきた
した２例を経験したので報告する。

症　例　１

年齢：30歳　
既往歴：29歳時に左卵管膨大部妊娠に対し腹腔鏡下左卵
管切除術
妊娠分娩歴：３妊１産（26歳時に40週で2,710 gの女児を
自然経腟分娩，29歳時に異所性妊娠）
家族歴：特記事項なし
現病歴：自然妊娠後，前医を受診し，最終月経より５週
０日，超音波検査で子宮内に胎嚢様所見を認めた。２日
後，左下腹部痛が出現し前医再診にて，子宮内に胎嚢様
所見を認めたが不明瞭なため，同日，当院へ紹介受診と
なった。
来院時身体所見：意識清明，体温：37.1℃，血圧：
108/68 mmHg，心拍数：68/分，SpO2：98%
腹部所見：軟，下腹部に強い圧痛あり，反跳痛なし
経腟超音波検査所見：子宮内に胎嚢様所見を認めたが不
明瞭で，径1.7 cmの右卵巣嚢胞と左卵巣周囲に２-３ cm
の血腫様の腫瘤影を認めた。またダグラス窩に約４ cm
のecho free spaceを認めた（図１）。
血液検査所見：WBC 14 ,200/μl，Seg 87 .5%，Hb 
13.3 g/dl，Hct 38.8%，PLT 25.9万/μl，CRP 0.04 mg/dl， 
血中hCG 1,415 mIU/ml
入院後経過：入院翌日，echo free spaceの増大と，左下
腹痛が持続したため，異所性妊娠破裂の疑いで腹腔鏡
手術を施行した。腹腔内所見は，左卵管間質部が暗赤
色に腫脹し，ダグラス窩に中等量の血液貯留を認め，
左卵管間質部妊娠破裂が疑われた（図２）。腫脹した
左卵管間質部周囲にバソプレシンを局注し，同部をソ
ノサージ®で楔状に切除後，子宮筋層を吸収糸（２-０ 
VICRYL®）で２層に連続縫合した（図３）。そして，切
除標本内に肉眼的に絨毛様組織を確認した。手術時間は

１時間48分，出血量は少量であった。術後経過は良好
で，術後２日目の血中hCGは580 mIU/mlに低下し，翌
日退院した。術後30日目には外来でhCG値の陰性化を確
認した。病理組織検査では間質部腫瘤に絨毛組織を認
め，左卵管切除後に発生した同側間質部妊娠と診断し
た。

症　例　２

年齢：37歳
既往歴：36歳　右卵管膨大部妊娠に対し当院にて腹腔鏡
下右卵管切除術を受けた。クラミジア抗体陽性であった
ため，術後抗菌薬による治療を受けた。
妊娠分娩歴：３妊０産（24歳　人工妊娠中絶，36歳　異
所性妊娠）
家族歴：特記事項無し
現病歴：自然妊娠後，前医を受診したところ，最終月経
より５週１日，超音波検査で子宮内に胎嚢を認めなかっ
た。帰宅後，夜間に下腹痛が出現したため翌日に再診し
たところ，経腟超音波検査で径５ cm大の右卵巣嚢胞に
隣接して３～４ cm大の腫瘤性病変を認め異所性妊娠の
疑いで当院へ紹介受診となった。
来院時身体所見：意識清明，体温：36.5℃，血圧：
122/72 mmHg，心拍数：78/分，SpO2：98%
腹部所見：軟，下腹部に強い圧痛あり，反跳痛なし
経腟超音波検査所見：子宮内に胎嚢を認めず，子宮右側
に径５ cm大の右卵巣嚢胞と嚢胞に隣接した2.4×1.1 cm
大の腫瘤性病変を認めた。また，ダグラス窩に少量の液
体貯留を認めた（図４）。
血液検査所見：WBC 15,200/μl，Hb 10.5 g/dl，Hct 
32.0%，PLT 21.7万/μl，CRP 0.94 mg/dl，血中hCG 
2,328 mIU/ml
入院後経過：ダグラス窩穿刺を行い，非凝固性の血液を
吸引した。その後腹痛の増強を認めたため，異所性妊娠
破裂の疑いで腹腔鏡手術を施行した。腹腔内所見は，ダ

図１　経腟超音波検査所見（症例１）
左卵巣に隣接して２-３ cmの血腫様の腫瘤影（→）を認めた。

図２　術中所見（症例１）
左卵管間質部が腫大し，漿膜は破綻して赤紫色の凝血塊が付着し
ていた。
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グラス窩に多量の暗赤色の血液貯留を認め，右卵管間質
部は腫脹し，一部漿膜破綻し，凝血塊の付着と持続出血
を認めた（図５）。また，腫大した５ cm大の右卵巣嚢
胞を認め穿破したところ，黄色透明の内容液を排出し機
能性嚢胞と思われた。腫脹した右卵管間質部周囲にバソ
プレシン局注後に間質部に切開を加えたところ，絨毛様
組織の排出を認めたため同部を楔状に切除し，子宮筋
層を吸収糸でマットレス縫合およびベースボール縫合
を加え修復した（図６）。手術時間は１時間35分，出血
量は770 mlであった。術後にHb 8.4 g/dlと低下したが，
輸血は不要であった。血中hCGは，退院時の術後３日目
に280 mIU/mlと低下し，術後32日目に陰性化を確認し
た。病理組織検査は絨毛組織を含む異所性妊娠であり，
右卵管切除後の同側卵管間質部妊娠と診断した。

考　　　察

　卵管間質部妊娠は全異所性妊娠の２-４%とされてお
り比較的稀な疾患と認識されている１，３）。しかし，近年
においては生殖医療の発展や性感染症の増加に伴い，
増加傾向にあるとされている３）。また本症例のような卵

管切除後の同側卵管間質部妊娠は，異所性妊娠の中で
も0.3-4.2%と報告されている２）。卵管切除後の自然妊娠
に限ると，山本らは2006年に同側卵管間質部妊娠が生
じる確率は１%であることを報告している２）。卵管切除
後の同側間質部妊娠の機序は現在２通り考えられてい
る。１つは卵管間質部の再疎通部位が形成され，腹腔
側より受精卵が卵管間質部に着床するとされる外遊走
説である４）。もう１つは対側の卵管から子宮腔内に到達
した受精卵が，遺残卵管間質部に着床する内遊走説で
ある５）。我々が経験した２症例では，いずれも卵巣に
おける妊娠黄体形成部位が同定できなかったため，遊
走説に関する検討は困難であった。卵管間質部妊娠の
リスク因子については，いくつかの報告がある。例え
ば，Soriano et al.は間質部妊娠24例を検討し，リスク因
子として骨盤内手術既往（75.0%），異所性妊娠の既往
（48.1%），in vitro fertilization（IVF）後妊娠（29.7%），
骨盤腹膜炎の既往（12.5%）を挙げており，これらは卵
管への侵襲の既往や感染による癒着などが起因している
と考えられる６）。Larrain et al.も，間質部妊娠86症例で
検討を行い，骨盤内手術既往（68.6%），異所性妊娠の既

図３　術中所見（症例１）
左卵管間質部をソノサージ®で切除し，2-0VICRYL®で２層に連続
縫合を加えた。

図５　術中所見（症例２）
右卵管間質部が軽度腫大して漿膜は破綻しており，凝血塊の付着
と持続出血を認めた。 

図４　経腟超音波検査所見（症例２）
子宮右側に５ cm大の嚢胞性腫瘤を認め，それに隣接して24×
11 mmの腫瘤性病変（→）を認めた。

図６　術中所見（症例２）
腫大部分を楔状切除し，マットレス縫合およびベースボール縫合
を加えた。 
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往（27.9%），骨盤腹膜炎の既往（32.5%）をリスク因子
として挙げているが，assisted reproductive technology
（ART）既往と間質部妊娠の関連性は認められなかっ
たと報告している７）。また喫煙（59.5%）およびピル服
用（64.6%）も，卵管切除後の同側間質部妊娠のリスク
が高いと示している７）。卵管間質部妊娠の症状は下腹痛
（48%）と不正性器出血（29%）が多く６），他の異所性
妊娠と差異はない。我々が経験した２症例では，卵管間
質部妊娠のリスク因子として異所性妊娠および卵管手術
の既往があり，症状は２症例ともに下腹痛のみで不正
性器出血はみられなかった。また，卵管間質部妊娠の
診断においては，超音波検査で役に立つ所見として，
Timor-Tritsch et al.は，①子宮内腔に胎嚢が認められな
いこと，②胎嚢が子宮内腔より１ cm以上離れて認めら
れること，③胎嚢を５ mm以下の薄い子宮筋層が覆っ
ていること，の３項目を提唱している８）。Ackerman et 
al.は子宮内膜から間質部の腫瘤や胎嚢に向かって延び
ている線状のエコー像（interstitial line sign）が間質部
妊娠の超音波検査所見で特徴であることを報告してい
る９）。今回，我々が経験した２症例とも子宮内腔に胎嚢
を認めず，胎嚢が子宮内腔より１ cm以上離れていた。
ただし，両症例共に，胎嚢が５ mm以下の薄い子宮筋
層で覆われていたかについては，周囲が不明瞭なため
確認しづらく，interstitial line signの存在も不明であっ
た。したがって，今後の間質部妊娠の診断に関する課題
として，経腟超音波検査の際，子宮内外の胎嚢の確認に
加え，胎嚢を覆っている筋層やinterstitial line signの有
無を念頭に置いた上でより詳細に実施することが重要
であると思われた。治療方法は，他の異所性妊娠と同
様，待機療法，薬物療法，手術療法がある。薬物療法
は，methotrexate （MTX）の局所もしくは全身投与が
ある。2017年産婦人科診療ガイドライン産科編では，全
身状態良好，未破裂，血中hCG<3,000～5,000 mIU/ml，
腫瘤径<３～４ cmの全ての条件が満たされればMTX使
用の適応，血中hCG<1,000 mIU/mlで待機療法の適応と
なることを示している10）。また，MTXによる薬物療法
が成功した場合の将来の妊孕性，異所性妊娠反復率，お
よび卵管通過性は手術療法と同程度であり11），侵襲なく
安全に治療を遂行できるといった利点もあると同時に，
待機療法・薬物療法の不成功時には子宮破裂の母体症状
が急激に悪化する可能性もあるため，常に緊急対応が可
能な状態での経過観察が必要となる。症例１では，血中
hCGは1,415 mIU/mlで腫瘤径２-３ cmであったが，下
腹痛の訴えが強く，ダグラス窩のecho free spaceから破
裂の疑いがあったため，腹腔鏡手術を選択した。症例２
も，血中hCGは 2,328 mIU/mlで腫瘤径２ cmであった
が，腹腔内出血を認めて異所性妊娠の破裂が疑われたた
め，腹腔鏡手術を行った。手術療法は，以前は開腹術が

頻繁に行われていたが，最近では経腟超音波検査の普及
で早期診断が可能となったこともあり，特に未破裂例に
関しては術中出血量の減少や手術時間の短縮を考慮して
腹腔鏡手術を選択することが望ましいとNash et al.は指
摘している12）。また，出血量を抑える目的で，病巣切除
前に周囲にバソプレシンの局注を行うことを勧める報告
もある13）。
　卵管間質部妊娠の手術の問題点として，卵管間質部
の楔状切除後に妊娠した場合，次回妊娠における子宮
破裂が懸念される。楔状切除することにより，子宮筋
層が菲薄化する可能性が高く，手術時の予防や次回妊
娠時の注意が必要である14）。たとえば，子宮破裂の予防
として，子宮漿膜や子宮筋層を補強するようなマット
レス縫合や３層縫合といった手術時の工夫が報告され
ている。また，術後妊娠時の子宮破裂を予防する目的
で，間質部妊娠の14例において妊娠７～８週，血中hCG 
20,000 mIU/ml以上の症例では帝王切開分娩とする報告
などがある15）。症例１では，間質部分の嚢胞周囲にバソ
プレシンを局注後，間質部分を楔状切開し，内容物を除
去後に筋層を吸収糸で２層縫合した。症例２では，間質
部分の嚢胞周囲にバソプレシンを局注後，同部の楔状切
開を施行し，筋層の修復はマットレス縫合およびベース
ボール縫合による２層縫合を施行した。２症例とも術後
の経腟超音波検査で子宮の菲薄化は認めておらず，術後
６ヶ月間の避妊を指導した。今後の妊娠に関しては，慎
重な管理が必要であると考える。
　卵管切除後の同側卵管間質部妊娠の発生予防に関する
報告は少なく，初回の卵管妊娠に対して卵管切除を施行
する際，卵管角切除術を同時に行うことで同側卵管間質
部妊娠が減少するといった意見もある16）。しかし，エビ
デンスはなく，むしろ子宮破裂や癒着胎盤のリスクが上
昇すると述べられており，現在のところ確実な予防法は
ない17）。

結　　　語

　今回，異所性妊娠による卵管切除後の自然妊娠が卵管
切除同側の卵管間質部妊娠となり，腹腔鏡下手術が施行
された二例を経験した。卵管切除後の自然妊娠では，同
側卵管間質部妊娠が稀に存在することを念頭に置いた対
応，すなわち卵管切除後の患者への説明や妊娠初期にお
ける早期発見が重要であると考えた。

　開示すべき利益相反はありません。
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膀胱子宮窩の強固な癒着に対し，腹腔鏡下子宮腟上部切断術後に後腟壁側からの
逆行性アプローチにて頸部摘出を行った一例
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Laparoscopic supra-cervical hysterectomy subsequently performed resection of uterine 
cervix in retrograde approach for the management of vesicouterine pouch adhesion: 

A case report
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腹腔鏡下子宮全摘出術（total laparoscopic hysterectomy; TLH）において，子宮内膜症等によるダグラス窩の高度癒着症例
に対する逆行性子宮全摘出術は文献で目にする機会も多く有用な術式として馴染み深くなってきているが，膀胱子宮窩の高
度癒着を認めた場合，通常の前腟壁切開からアプローチする子宮全摘出術は困難である。今回我々は既往手術が原因と思わ
れる膀胱子宮窩の高度癒着を認めた症例に対し，腹腔鏡下に子宮腟上部切断術を行い，術中二期的に後腟壁からのアプロー
チによる逆行性子宮頸部摘出術を行った症例を経験したので，文献的考察を踏まえて報告する。症例は46歳，２妊１産。診
断は多発子宮筋腫，過多月経および月経困難症を伴っており手術適応と判断した。帝王切開術および帝王切開術後の子宮筋
層の縫合不全による再手術の既往を有していた。内診にて膀胱子宮窩に高度癒着が疑われるもTLHは可能と判断し，手術を
行った。膀胱子宮窩の高度癒着にて膀胱子宮窩の剥離が困難であり，上記手順にて子宮摘出を行った。ダグラス窩の癒着が
なく，膀胱子宮窩の癒着が高度である場合，後腟壁からのアプローチによる逆行性子宮全摘出を行える可能性はあるが，前
腟壁切除に至る過程で子宮腟部を反転させる必要があり，子宮体部を限られた膀胱子宮窩のスペースに持ち上げるのは困難
と思われる。子宮腟上部切断術を行うことで，子宮頸部のみが残存する状態となれば，スペースの問題が解決されるため，
後腟壁からの逆行性子宮頸部摘出が容易となる。これまでに同様の術式の報告例はみられず，膀胱子宮窩，子宮前壁側のみ
の強固な癒着症例に対し，子宮腟上部切断術に引き続き後腟壁側からのアプローチによる逆行性子宮頸部摘出術はTLHを完
遂する上での有用な方法と考えられた。

It is popular to use the retrograde approach in total laparoscopic hysterectomy (TLH), when we deal with 
severe adhesion in Douglas’s pouch for endometriosis. However, it is not useful for adhesion with the uterus 
and bladder to approach from the anterior vaginal wall. We present a novel operative procedure. The case of 
a 46-year-old parous woman, with a history of cesarean section and reoperation due to failure of the uterine 
sutures. The intraoperative finding was strong adhesion formation between the bladder and lower uterine 
segment. To avoid organ injury, we decided to perform a supra-cervical hysterectomy followed by resection of 
the uterine cervix using a retrograde approach from the posterior vaginal wall. In cases where the adhesion 
of the excavation vessel is observed, the above-mentioned operative procedure may be a very useful method.

キーワード：腹腔鏡下子宮全摘出術，子宮腟上部切断術，逆行性子宮全摘出術
Key words： total laparoscopic hysterectomy (TLH), supra-cervical hysterectomy, retrograde approach

緒　　　言

　腹腔鏡手術は日進月歩であり，現在は悪性腫瘍に対す
る術式も含めてその適応範囲は拡大し，婦人科手術にお
ける腹腔鏡下手術の重要性は増している。腹腔鏡手術は
開腹手術と比較して低侵襲であり，患者のニーズも高
い。当院では悪性腫瘍に対する腹腔鏡手術は行っていな

いが，良性腫瘍に対しては積極的に腹腔鏡手術を行って
いる。今回我々は既往手術が原因と思われる膀胱子宮窩
の高度癒着を認めた症例に対し，腹腔鏡下に子宮腟上部
切断術を行った後に後腟壁側からのアプローチによる頸
部摘出術を行った症例を経験したので，文献的考察も踏
まえて報告する。
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症　　　例

患者：46歳，２妊１産
診断：多発子宮筋腫
既往歴：33歳，帝王切開術，帝王切開時の子宮筋層縫合
不全にて再手術

現　病　歴

　排尿障害を主訴に近医泌尿器科を受診し，婦人科受診
を勧められ，前医を受診した。子宮筋腫を認め，過多月
経および月経困難症があるために，手術加療を勧めら
れ，当院紹介受診となった。内診にて子宮後壁側に筋腫
を触れ，可動性は不良であった。経腟超音波検査では，
体部後壁に７cm大，前壁に３cm大など筋層内に多発す
る子宮筋腫を認めた。症状を有す子宮筋腫であり，手
術適応と判断。子宮の大きさから腹腔鏡下子宮全摘出
術（total laparoscopic hysterectomy; TLH）の適応と考
えられた。手術既往のためか子宮前方の可動性が悪く,
膀胱子宮窩の癒着，膀胱の頭側へのつり上がりが疑わ
れた。骨盤MRI検査では，子宮後壁に７cm大，前壁に

3.5cm大，その他筋層内に小さな筋腫を複数個認めた。
頸部筋腫はなく，両側卵巣に異常所見はなく，ダグラス
窩には腹腔内癒着を示唆する所見はなかった（図１）。
婦人科・放射線科の合同カンファレンスにてTLHは可
能と判断，手術の方針となった。前医より継続中のレル
ゴリクスの内服は手術前日まで継続し，後壁筋層内の筋
腫は５cm大に，その他の筋腫も縮小効果を認めた。

手 術 所 見

　我々の施設ではTLHを施行する際に，通常は子宮マ
ニピュレータートータル®（アトムメディカル）を装着
し，腟円蓋部に挿入されているカップを鉗子で確認する
ことで腟の切開ラインおよび膀胱の剥離範囲を確認して
いる。本症例では腟が狭く，カップの挿入が困難であっ
たため，子宮マニピュレーターのみを挿入し，必要に応
じて自在鈎を用いて腟円蓋部の位置を確認した。子宮前
面には膀胱が子宮頸部に覆い被さる様に強固に癒着して
いたため，膀胱内に生理食塩水を注入後に側方からの剥
離も試みたが，腟円蓋部までの膀胱剥離は遂行できな
かった（図２）。そのため左右の子宮動脈の結紮と尿管

図１　骨盤MRI画像　T2WI
子宮内腔は内子宮口の高さで不整であっ
た（赤矢印）
子宮頸部と膀胱の間に不整な高信号領域
を認め癒着が疑われた（黄矢印）

図２　膀胱子宮窩の所見（剥離操作中）
膀胱子宮窩は強固に癒着し，膀胱は吊り上がっていた
腟円蓋部（黒矢印）
膀胱上端（黄矢印）

図３A　子宮腟上部切断術
内子宮口の高さにて子宮体部（白矢印）をモノポー
ラで切断

図３B　子宮腟上部切断術
子宮体部から子宮マニピュレーター（黒矢印）を
抜去
子宮頸部断端（黄矢印）が確認された
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の同定および卵巣固有靭帯と卵管の処理を行った後に，
子宮腟上部切断術を行う方針とした。子宮傍結合織の処
理を行った後，内子宮口の高さで子宮腟上部切断術を
行った（図３A～C）。子宮マニピュレーターを抜去し，
Vagi－パイプ®（八光）を腟内に挿入し，癒着のないダ
グラス窩より後腟壁を開放し，左右の腟壁を切開した。
そして逆行性に前腟壁のみを薄く切開し，子宮頸部を強
く頭側に牽引しながら膀胱との癒着部を慎重に剥離切開
し，膀胱損傷をすることなく子宮頸部を摘出した（図４
A～D）。子宮頸部は経腟的に，子宮体部は腟が狭いため
インバッグモルセレーションにて回収した。手術終了前

にインジゴカルミンを静注し，膀胱鏡にて両側尿管口か
らの尿の流出を確認し，膀胱粘膜の損傷のないことも確
認した。摘出標本を図５に示す。術後病理検査結果は子
宮平滑筋腫であった。手術時間は５時間44分，出血量は
250mLであった。

考　　　察

　1986年にHarry Reichが初めて報告したTLHは１），
本邦でも徐々に定着しつつある。当院では2018年より
TLHを導入し，子宮全摘術が必要な子宮良性疾患に対
しては積極的にTLHを施行し,その件数は増加傾向であ

図３C　子宮腟上部切断術後
子宮頸部（黄矢印）の断端が確認できた

図４D　逆行性子宮頸部摘出術
子宮と膀胱の間の剥離を進めながら，子宮頸部（黄
矢印）を頭側に牽引し，間の結合織を切断した
前腟壁（白矢印）

図５　摘出標本

図４A　逆行性子宮頸部摘出術
腟管にVagi−パイプ®を挿入し，頸部（黄矢印）を挙上
後腟円蓋（黒矢印）を切開し腟管を開放

図４B　逆行性子宮頸部摘出術
子宮頸部（黄矢印）を挙上しながら，後腟壁（黒
矢印）より左右の腟壁に切開を追加

図４C　逆行性子宮頸部摘出術
前腟壁（白矢印）のみを切開し子宮頸部（黄
矢印）を反転させ，膀胱との間を慎重に剥離
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る。2020年１月～６月までに施行したTLHは32件で，
内診による子宮の可動性を中心とした術前評価を行い，
500gを超える子宮に対しても施行している。なお同期間
に良性子宮疾患に対し腹式子宮全摘術を行ったのは９例
のみで，摘出標本重量は1021±139gであった。
　子宮内膜症等でダグラス窩の癒着が強い場合や後壁の
子宮頸部筋腫，子宮頸部が不明瞭な症例の場合では，前
腟壁の開放後に子宮下部の支持靭帯の切断，ダグラス窩
腫瘤の処理や癒着剥離を行う逆行性子宮全摘出を行うこ
とで，ダグラス窩の癒着部位や子宮と直腸の位置関係が
把握しやすくなり，尿管損傷等の臓器損傷のリスクを低
減させ，より安全な手術を行うことができる２，３）。しか
し，膀胱子宮窩の癒着が強固で膀胱を十分に子宮下部組
織より下方へ剥離できていない場合には前腟壁より切開
を開始する上記方法は行えない。理論上，逆行性の子宮
全摘出術は膀胱子宮窩の癒着が強い場合に，後腟壁を先
に切開し，腟円蓋に沿って左右の腟壁を切開した後に前
腟壁を切開し，最後に子宮前壁と癒着している膀胱の間
にテンションをかけて子宮と膀胱の間を剥離することも
できる。しかし，腹腔鏡下手術では腹腔内スペースは限
られており，十分に広い術野を作ることは容易ではな
い。そのため後腟壁から前腟壁を切開し,子宮を前方に
反転させて子宮腟部の全体が臍側から観察できるように
するのは，特に子宮が大きい場合では非常に困難と思わ
れる４）。今回の症例でも７cm大の筋腫が後壁に位置し
ており，後腟壁の切開ができても子宮腟部を反転させる
のは困難が予想された。 
　子宮腟上部切断術は内子宮口の高さで子宮を切断する
術式で巨大子宮筋腫に対するTLHにおいて，子宮腟上
部切断術を先行して行うことが有用であったとする報
告５）もあり，ワーキングスペースの確保に苦慮する症
例では有効な手法であると考えられる。
　通常の子宮全摘出術と子宮腟上部切断術の比較を行っ
たコクランレビュー（n=733）では，手術時間，出血
量，術後発熱の頻度は子宮腟上部切断術のほうが有意に
少ないが，術後の周期的な不正出血は有意に多く，失
禁，便秘，性機能に関しては有意差を認めていない６）。
子宮腟上部切断術では術後早期に性交渉許可ができるた
め患者満足度が高かったとの報告もある７）。子宮腟上部
切断術の最大のデメリットは子宮頸部が残存することで
あり，当院でも子宮腟上部切断術を予定手術として行う
ことはない。今回の症例では帝王切開術および帝王切開
術後の創部修復術が原因と思われる膀胱子宮窩の膀胱の
つり上がりを認めたが，ダグラス窩の癒着はなく，子宮
腟上部切断術を先行し，続けて後腟壁側からのアプロー
チによる逆行性子宮頸部摘出を行うことで子宮頸部を残
存させることなく子宮全摘出術を完遂することができ
た。これまでに同様の術式の報告例はみられず，膀胱子

宮窩，子宮前壁側のみの強固な癒着症例に対し，子宮腟
上部切断術に引き続き後腟壁側からのアプローチによる
逆行性子宮頸部摘出術はTLHを完遂する上での有用な
方法と考えられた。

　本論文に開示すべき利益相反はありません。
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妊娠後期に発症したリンパ球性下垂体炎の一例

高橋　成彦・濱田　史昌・中野　祐滋

高知県立幡多けんみん病院　産婦人科

A case of lymphocytic adenohypophysitis in late pregnancy

Naruhiko Takahashi・Humiaki Hamada・Yuuji Nakano

Department of Obstetrics and Gynecology, Kochi Prefectural Hata Kenmin Hospital

リンパ球性下垂体炎はまれな疾患であるが，妊娠中に発症する場合が多く，その症例に直面した際には分娩方法や分娩時期
の決定に苦慮することがある。今回，我々はリンパ球性下垂体炎を妊娠後期に発症し，分娩方法，診断に苦慮した症例を経
験したので報告する。
症例は35歳，初産婦。当院で妊娠初期から妊婦健診施行していた。妊娠33週頃より頭痛を認め，妊娠35週に視野異常も自覚
し，頭部MRI検査で下垂体腫大を認めた。その後症状が増悪し，リンパ球性下垂体炎の疑いで治療を進めるため分娩の方針
とし帝王切開術を施行した。分娩後，ステロイド治療を行い症状は改善し，現在経過観察中である。

Lymphocytic adenohypophysitis is a rare disease which often develops during pregnancy and which can 
complicate delivery method, timing, etc. Here, we report a case of lymphocytic adenohypophysitis that 
developed in late pregnancy and created difficulties in delivery method and diagnosis.
The patient was a 35-year-old primipara. During a pregnancy checkup at our hospital for uterine myoma, 
she reported that she had a headache from around 33 weeks, and that she had a visual field abnormality at 
35 weeks. She also had pituitary swelling. Subsequently, the symptoms worsened, and, because delivery was 
required in order to proceed with the diagnosis of lymphocytic adenohypophysis, a cesarean section was 
performed. After delivery, the patient received steroid treatment and her symptoms improved, although she 
remained under observation.

キーワード：リンパ球性下垂体炎
Key words：lymphocytic adenohypophysitis　

緒　　　言

　リンパ球性下垂体炎は1962年にGoudie et al.によって
はじめて報告された疾患であり１），自己免疫による発症
機序が考えられている。症状としては両耳側半盲を呈す
るものが女性で約85％を占め，その半数以上が妊産婦の
発症という特徴をもつ２，３）。妊娠中のリンパ球性下垂体
炎に対する診断・治療は非妊娠時のものとほぼ同等であ
るが，この疾患の稀少さゆえに診断，治療に苦慮するこ
とも多い。
　今回，妊娠後期に頭痛，両耳側半盲を発症し，分娩後
ステロイド投与を行い視機能が回復し，リンパ球性下垂
体炎と診断した症例を経験したので報告する。

症　　　例

　患者：35歳　女性　　１妊０産　
　既往歴，家族歴に特記事項なし
　現病歴：
　自然妊娠成立後，当院で妊婦健診を受けていた。妊娠

33週頃より頭痛を自覚し経過をみていたが，妊娠35週よ
り視野欠損も自覚し，妊娠35週１日に当院眼科を紹介し
た。視野検査で両耳側半盲を認め，脳腫瘍が疑われたた
め脳神経外科へ紹介となった。頭部MRI検査で，T1強
調像で低信号，T2強調像で高信号を示す１×２×２cm
大の腫瘤をトルコ鞍部～鞍上部に認めた（図１）。
　内分泌ホルモン検査ではTSH：0 . 1 75p IU/m l，
FT3：2.08pg/ml，FT4：0.75ng/dlであった。GH：
41.6mg/ml，PRL：223.26ng/mlと高値であったが，LH：
0.31mIU/ml，FSH：0.10mIU/mlとそれぞれ低下を認め
た（表１）。内分泌負荷試験，造影MRI検査，下垂体生
検は妊娠中であることを考慮して施行せず，下垂体腺腫
の可能性を考慮して経過観察とした。
　妊娠35週４日には両耳側半盲を認めたため再度脳神経
外科を受診した。視野症状を認めるのみで神経症状等は
認めなかったが，頭部MRI検査で腫瘍性病変が増大して
おり，視神経を圧排していた（図２）。下垂体卒中を疑
う所見は認めず，病変が３日間で増大していることから
下垂体腺腫より下垂体炎が疑われたため，ステロイドを
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用いた治療を行う方針となった。治療効果が乏しい場合
には手術療法の検討も必要であったが，妊娠35週であり
RDSの頻度は１％未満とされ２），分娩による胎児への有
害事象はほとんどないと考え，脳神経外科，産科で相談
の上，選択的帝王切開で出産したのちステロイド投与に
よる治療を行う方針とした。視野症状の増強が著しく，
同日帝王切開を施行し，出生体重2278gの女児をアプ
ガースコア１分値８点，５分値９点で出産した。
　出産翌日からプレドニゾロン（PSL）30mg/day内

服を開始し，投与翌日より徐々に視野症状の改善を認
めた。分娩後９日目には術後経過良好であり自宅退
院となった。PSL30mg/dayは10日間投与し，その後
PSL20mg/dayに減量し14日間投与した。さらに14日ご
とに半量に減量していき，最終PSL2.5m/dayを14日投与
し，分娩後66日目で投与終了した。投与終了時のMRI画
像で腫瘤の著明な縮小を認め（図３），現在再燃なく経
過している。

図１　妊娠35週１日のMRI所見
A：T2強調画像，矢状断　B：T2強調画像，冠状断　

図２　妊娠35週４日のMRI所見
A：T2強調画像，矢状断　B：T2強調画像，冠状断

図３　分娩後２ヶ月時点でのMRI所見
A：T2強調画像，矢状断　B：T2強調画像，冠状断
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考　　　察

　リンパ球性下垂体炎は下垂体へのリンパ球を中心とし
た細胞浸潤によって引き起こされる自己免疫性疾患であ
る。正確な頻度は不明とされるが，およそ900万人に１
人と推定され，下垂体切除例のうちリンパ球性下垂体炎
を認めた例は１％未満であったとされる２）。特に下垂体
前葉炎の約85％は女性に発症し，そのうち約60％は妊娠
に関連するとされ，妊娠に伴う生理的下垂体腫大が下垂

体の虚血や血栓を引き起こすとされている３，４）。
　GoudieとPinkertonによって最初に報告された後１），
報告は増加してきているが，いまだ報告総数は少なく，
稀な疾患である。その初発症状としては，下垂体腫大に
よる頭痛（53％）や視力，視野障害（43％）が多いとさ
れ３），日本間脳下垂体腫瘍学会による自己免疫性視床下
部下垂体炎の診断と治療の手引きでも，その診断基準の
参考所見とされている５）（表２）。安田らの報告では，
妊娠後発症の本疾患では９割以上が妊娠20週以降の発症

表１　血液検査結果

表２　リンパ球性下垂体前葉炎（典型例）の診断 （文献５より引用）
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で，視野障害が77％と最も多かったと報告しており６），
頭痛，視野障害を妊娠中期以降に認めた場合には本疾患
を念頭において診療にあたるべきと考えられる。
　本症例も妊娠33週頃に頭痛を訴え，徐々に視野障害が
出現していること，下垂体前葉ホルモン値が低かったこ
と，画像検査で下垂体の腫大を認めたことから疑い例と
考え，治療を進めた。確定診断には下垂体生検による病
理組織診が必要であるが，妊娠中の下垂体生検はその侵
襲面から近年選択されることは少なくなっており，臨床
症状，MRI検査，下垂体ホルモン値の低下より診断し，
PSL投与による診断的治療を行う場合がある。本症例で
も術後PSL投与開始後，１週間以内に症状が改善してお
り，下垂体炎の診断に矛盾しない経過であった。
　リンパ球性下垂体炎合併妊娠の分娩方法に関する明確
な指針は現在のところないが，報告をみても経腟分娩で
母児共に良好な転帰をたどる例も多くみられ，Caturegli 
et al.による報告でも，自己免疫性下垂体炎は胎児や妊
娠経過に影響を与えず，正常な経腟分娩が可能であると
している３）。その一方で，分娩方法として帝王切開を選
択する施設も少なくない。本邦の報告でも，伊藤ら８）

は母の下垂体疾患治療を優先するために妊娠33週で帝
王切開を選択しており，その他にも特に2011年以降は帝
王切開での分娩が選択されている例は多い６）が，これ
は下垂体卒中のリスク等を鑑みて決定する施設が多い様
である。下垂体卒中は下垂体腫瘍の存在により発症する
可能性が高まるが，下垂体疾患を伴わない症例において
も発症することがある。その中でもリンパ球性下垂体炎
は下垂体の炎症，腫脹を呈する疾患であり，妊娠中に生
じた場合は妊娠に伴う生理的下垂体腫大が下垂体の虚血
や血栓を引き起こすとされる。そのため下垂体卒中のリ
スクをさらに高める可能性があり，過去にも分娩中では
ないが下垂体卒中を合併した報告がある９）。平山らの報
告では，分娩中の過換気や努責が原因と考えられる脳血
流の低下，その直後のリバウンドによる血流増加から硬
膜外麻酔での無痛分娩では経腟分娩も考慮されるが，そ
うでない場合には下垂体卒中のおそれがあるのではない
かと論じている７）。本症例でも症状が急速に増悪してお
り，治療開始のタイミングであったこと，下垂体卒中の
リスク等から35週での帝王切開を選択した。
　産後症状は増悪なく，分娩翌日からPSL30mg/day投
与を開始し，症状は改善傾向を認めた。厚生労働省の診
断と治療の手引きにおいては，１mg/kg/dayからの治
療を推奨している５）が，本症例では，産後症状の増悪
がないことから0.5mg/kg/dayで投与開始された。妊娠
中に投与を開始する場合には妊娠による下垂体腫大，炎
症の影響も持続すると予想されるため，推奨量での投与
が望ましいかもしれない。

結　　　語

　リンパ球性下垂体炎は妊娠期，産褥期に頭痛，視野障
害を認めた際には念頭に置いて鑑別を進めるべき疾患の
一つである。分娩方法における明確な指針はなく経腟分
娩も可能とされるが，無痛分娩が選択できない場合には
特に下垂体卒中のリスクから選択的帝王切開も考慮され
る。
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診断に苦慮したフィルグラスチム投与による大血管炎の１例
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A case of aortitis due to filgrastim that presented with difficulties in diagnosis
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フィルグラスチム （FG） は顆粒球コロニー刺激因子（granulocyte-colony stimulating factor：G-CSF） 製剤の一つで，末梢血
中の好中球を増加させる。近年，G-CSFによる大血管炎が報告され，2018年には重大な副作用として添付文書に追記された。
症例は75歳女性，子宮体癌ⅠB期，術後補助化学療法としてパクリタキセル/カルボプラチン併用療法を開始し，１コース目
終了後からGrade3の好中球減少を認めFGを投与していた。５コース目終了後に，発熱と好中球減少を認め，CT検査で骨盤
内左側にリンパ嚢胞を認めた。リンパ嚢胞への感染と考え，抗生剤投与を開始し，好中球減少に対してはFG投与を行った。
しかし，その後も発熱が持続しCRPは上昇した。熱源の検索のため再度CT検査を行い，大動脈の壁肥厚を認め大血管炎の診
断に至った。プレドニゾロンの投与にて速やかに解熱し，CRPも低下した。G-CSF使用後に持続する発熱と炎症反応の上昇を
認めた際には，大血管炎を鑑別診断として念頭に置くことが重要である。

Filgrastim (FG) is a granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF), which increases neutrophils in peripheral 
blood. A case of G-CSF-induced aortitis was recently reported; further, this condition was added to the drug 
package insert in 2018 as a serious side effect.
In this case, a 75-year-old woman with stage IB endometrial cancer was scheduled for 6 cycles of 
postoperative adjuvant chemotherapy with paclitaxel and carboplatin every 3 weeks. The patient was 
urgently admitted to our hospital on the 9th day after the fifth course of chemotherapy due to temporary loss 
of consciousness. She had fever and neutropenia; computed tomography (CT) scan revealed a lymphatic cyst 
on the left side of the pelvis. Considering an infection of the cyst, antibiotics were administered and FG was 
prescribed for neutropenia. However, the fever and the rising trend of C-reactive protein (CRP) continued 
after this initial treatment. A repeat CT scan revealed thickening of the aortic wall, which eventually led to 
the diagnosis of aortitis. Administration of prednisolone dramatically improved the symptoms. In cases of 
persistent fever persists and increase in inflammatory response after using G-CSF, aortitis must be considered 
in the differential diagnosis.

キーワード：G-CSF，フィルグラスチム，大血管炎
Key words： G-CSF, filgrastim, aortitis

緒　　　言

　フィルグラスチム （FG） は顆粒球コロニー刺激因子
（granulocyte-colony stimulating factor：G-CSF） 製剤の
一つで，末梢血中の好中球を増加させる作用を有する。
本邦では，「化学療法による好中球減少症」に対して保
険適用となっている。副作用として，腰痛や関節痛など
を５％以上の頻度で認め，稀だが重大な副作用として
間質性肺炎や急性呼吸窮迫症候群などがある１）。近年，
G-CSFによる大血管炎が報告され２），2018年には重大な
副作用として添付文書に追記された。
　今回，子宮体癌の術後補助化学療法中にFGによる大
血管炎を発症した症例を経験したので報告する。

症　　　例

75歳女性
主訴：意識消失
既往歴：高血圧症，２型糖尿病
家族歴：特記事項なし
現病歴：20XX年１月に子宮体癌の診断で準広汎子宮全
摘術，両側付属器切除，骨盤リンパ節/傍大動脈リンパ
節郭清を実施した。術後病理組織診断で，子宮体癌ⅠB
期，pT1bN0M0，漿液性癌と診断した。再発高リスクの
ため，術後補助化学療法として20XX年２月よりパクリ
タキセル（PTX）/カルボプラチン（CBDCA）併用療
法（TC） （PTX 175mg/㎡，CBDCA AUC5）を開始し
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た。TC １コース後13日の採血でGrade3の好中球減少を
認めたため，FG 75μgを２日間投与した。２～４コー
ス目にもGrade3または４の好中球減少を認めたため，
同様にFGを投与していた。20XX年５月にTC ５コース
目を実施し，投与３日目から全身倦怠感，食欲不振が出
現した。化学療法後９日目に，入浴後の一過性意識消失
を認め，当院へ救急搬送となった。
入院時現症：意識清明，体温37.1℃，血圧126/77mmHg， 
脈拍94回/分，SpO2：98%
診察所見：心音 整，呼吸 清，腹部 軟，圧痛なし
神経学的所見：異常なし
血液学的所見：表１に示す。
頭部単純CT：脳血管障害を疑う所見なし
腹部造影CT：骨盤内左側に，周囲の脂肪組織濃度の上
昇を伴う長径36mmの多房性嚢胞を認めた（図１A）。

入院後経過：CT検査の結果からリンパ嚢胞への感染を
考え，タゾバクタム/ピペラシリン（TAZ/PIPC） 4.5g×
３/日を開始した。また，好中球減少に対してFG 75μg
を４日間連日投与した。その後も37.5度以上の発熱が持
続したため，入院７日目に再度CT検査を実施したが，
リンパ嚢胞は縮小を認めた（図１B）。また，入院時に
行った血液培養，尿培養の結果は陰性であった。リンパ
嚢胞の縮小が得られたため抗生剤は有効と判断し，入
院８日目よりTAZ/PIPCをスルバクタム/アンピシリン
（SBT/ABPC）1.5g×２/日へde-escalationした。しか
し，その後も38～39度台の高熱と食欲不振が持続した。
この時点で，感染症以外の熱源として偽痛風や褥瘡，偽
膜性腸炎の可能性も考えたが明らかな理学所見はなく，
CDトキシンは陰性であり，熱源を特定できなかった。
入院10日目に行った採血では，CRP 29.2 mg/dLとさら
に上昇したため，再度CT検査を実施した。CTでは両側
鎖骨下動脈，大動脈弓部から胸部下行大動脈，腹部大動
脈にかけて広範囲に大血管の壁肥厚と周囲の浮腫性変化
を認め（図２B），大血管炎と診断した。
　大血管炎の原因精査のため，梅毒TP抗体，IgG4，抗
核抗体，P-ANCAなどの抗体検査を行ったがいずれも陰
性であり，病歴からFGによる薬剤性の大血管炎と診断
した。薬剤性の大血管炎に対する確立された治療方法は
ないため，高安動脈炎の治療に準じて３），入院11日目よ
りプレドニゾロン（PSL）30mg/日を開始した。PSL開
始後，速やかに解熱と炎症反応の低下が得られた（図
３）。入院23日目に行ったCT検査では，血管壁の肥厚は
不明瞭化した（図２C）。入院24日目で退院とし，その

表１　入院時血液検査所見

図１　骨盤部造影CT
Ａ（入院１日目）：左骨盤内にリンパ嚢胞を認めた。
Ｂ（入院７日目），Ｃ（入院10日目），Ｄ（入院23日目）：リンパ嚢胞の縮
小を認めた。
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後は外来にてPSLを漸減し，血管炎の再燃なく経過して
いる。またTC ６コース目は中止し経過観察とした。

考　　　案

　子宮体癌の術後補助化学療法中にFG投与による大血
管炎を発症した１例を経験した。化学療法中に発熱を認
め，CT検査では骨盤内に周囲の脂肪組織濃度の上昇を
伴ったリンパ嚢胞を認めたため，当初はリンパ嚢胞への
感染と判断し抗生剤による加療を行った。またGrade3
の好中球減少を認めたためFG投与を併用した。しか
し，リンパ嚢胞の縮小後も発熱が持続し，入院10日目に
CRPが急上昇したため再度CT検査を行い，大血管炎の
診断に至った。リンパ嚢胞感染中にFG投与による大血
管炎を併発したと考えられ，抗生剤投与が奏功しない発
熱が持続し診断に難渋した。
　G-CSFは好中球の分化を誘導するが，一方でIL-6など
の炎症性サイトカインの放出を促進する作用を有してお
り，血管炎発症の要因となっている可能性がある４）。大
血管炎の主な症状としては，発熱，倦怠感，頸部や胸部
など様々な部位での疼痛，頭痛や眩暈などの症状を認
める５）。本症例では，発熱，倦怠感，食欲不振を認めた
が，これらは化学療法時にも発症しうる症状であり，ま
た疼痛もなかったため，大血管炎を疑うことができな
かった。また，FG投与開始後７日目のCT検査では大動
脈の壁肥厚は明らかではなく，10日目のCT検査で大動
脈の壁肥厚が出現した。大動脈の壁肥厚が発熱の出現
よりも１週間以上遅れて出現したことが診断に時間を
要した一因であった。藤本らは，本症例と同様にG-CSF
投与後10日目のCT検査で明らかではなかった大動脈の
壁肥厚が，15日目のCT検査で顕在化した症例を報告し

た６）。またShirai et al. の21症例のケースシリーズにお
いても，ほとんどの症例において，G-CSF投与後から大
血管炎の症状出現までに１-２週間を要していた７）。し
たがって，G-CSFによる大血管炎を疑った場合には，
G-CSFの投与開始から症状の出現やCTで有意な画像所
見が得られるまでに一定の期間を要することを念頭に置
く必要がある。
　G-CSFによる薬剤性大血管炎に対する確立された治療
法は現段階ではないが，これまでにステロイド投与が効
果的であったとの報告がある８）。本症例では，大血管炎
の診断確定直後にステロイドの投与を開始し，病態の
速やかな改善を得た（図３）。一方，ステロイド投与を
行わずに自然軽快した報告もあり９），必ずしも治療介入
は必要ではない10）。しかしながら大動脈炎が大動脈解離
などの重篤な病態を発生させる可能性が指摘されてお
り11），発熱の持続やCRP高値を認める症例にはステロイ
ド投与が考慮される。
　FGは，化学療法による好中球数1000/m㎥未満で発熱
を認める場合，あるいは好中球500/m㎥未満が観察され
た場合，１日１回の投与が保険適用となっている１）。一
方，G-CSF適正使用ガイドラインにおいては，「一次予
防的投与はFN発症率が20%以上のレジメンを使用する
ときに推奨」とされる12）。子宮体癌におけるTCの FN発
症率は２%とされており13），G-CSFの投与は必須ではな
い。しかし，本症例は75歳と高齢で，合併症として２型
糖尿病を有していたため，FN発症時のリスクは高いと
考えGrade3以上の好中球減少に対してG-CSFの予防的投
与を行った。G-CSF使用時には本症例のように重篤な副
作用を発症する可能性もあり，G-SCFの適正使用が不要
な副作用発生を予防するために重要であることを再認識

図２　胸腹部造影CT（上：冠状断，下：水平断）
Ａ（入院７日目）：大動脈の明らかな壁肥厚は認めなかった。
Ｂ（入院10日目）： 大動脈弓部〜腹部大動脈にかけて大動脈壁に造影効果を伴う壁肥厚と周囲の浮腫

性変化を認めた。
Ｃ（入院23日目）：大動脈壁肥厚は不明瞭化した。
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した。
　また，化学療法中にG-SCFによる重大な副作用を認め
た場合には，今後のG-CSF投与を避けるために，化学療
法の減量や中止が考慮される。本症例ではTC ５コース
終了後に血管炎を発症したため，TC ６コース目を中止
し経過観察とした。これまでの報告では，化学療法を
減量し継続することで好中球減少を回避した症例もあ
る14）。G-CSFの適正な使用が，化学療法の継続にも寄与
すると考える。
　今回，子宮体癌の術後補助化学療法中にFGによる大
血管炎を発症した１例を経験した。G-CSF使用後に持続
する発熱と炎症反応の上昇を認めた場合には，大血管炎
を鑑別診断として念頭に置き迅速な対応をとることが重
要である。
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図３　入院後経過
G-CSF: granulocyte-colony stimulating factor, PSL：ブレドニゾロン，TAZ/PIPC：ダゾバクタム/
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抗生剤投与後も発熱・CRPの改善を認めず，入院10日目にCRPの急上昇を認めCT検査を行った。
大血管炎と診断し，入院11日目よりPSL30mg/日で治療を開始したところ，速やかに解熱しCRPは
低下した。
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Retrospective survey of treatment methods for ectopic pregnancy

Keiji Morikawa・Kento Hosaki・Masatoshi Kanemori・Yoshiaki Tsukizawa・Karen Iwama
Naoko Tanaka・Rinko Kubo・Yousuke Katayama・Maiko Ueda・Shoko Tamada

Madoka Sekino・Masae Yorimitsu・Naoko Ueno・Makoto Ishida・Junichi Kodama 

Department of Obstetrics and Gynecology, Hiroshima City Hiroshima Citizens Hospital

異所性妊娠は産婦人科における最も頻度の高い救命救急疾患のひとつである。ショック状態で搬送されてくる症例もあり，
対応の遅れは患者の生命に関わる。異所性妊娠に対する治療は手術的治療が中心であり，最も頻度の高い卵管妊娠では腹腔
鏡手術が一般的であるが，希少部位異所性妊娠に対する腹腔鏡手術の適応も広がってきている。
2010年１月から2020年５月までに当科で診断治療を行った異所性妊娠について後方視的に検討した。当科で管理を行った異
所性妊娠は334例で，卵管妊娠は288例，瘢痕部妊娠は16例，間質部妊娠は11例，頸管妊娠は８例，卵巣妊娠は８例，腹膜妊
娠は３例であった。このうち，治療方針の大きく異なる瘢痕部妊娠，頸管妊娠を除いた症例につき検討を行った。手術症例
257例のうち腹腔鏡手術を施行した症例は252例（98.1%）であった。腹腔鏡で手術を開始した252例のうち251例で全腹腔鏡手
術が行なわれ腹腔鏡完遂率は99.6％であった。手術時間の中央値は40（16-149）分で出血量の中央値は70（０-3100）mlであ
り輸血を要した症例を22例認めた。
異所性妊娠治療においては救急医や麻酔科医と連携し全身状態の安定化を図るとともに，迅速に緊急手術が可能な体制の構
築が重要である。本検討では多量出血を伴う症例においても腹腔鏡下手術が完遂されており，手術に伴う大きな合併症は認
めず，循環動態が不安定な重症症例でも腹腔鏡手術は有用と考えられた。また，従来開腹術が行なわれてきた希少部位異所
性妊娠症例に対しても腹腔鏡下手術率が高くなっていくことが予想された。

Ectopic pregnancy is one of the most common critical diseases in obstetrics and gynecology. Laparoscopic 
surgery is the most common method for treating fallopian tube pregnancies, and the indication for its use in 
ectopic pregnancies at rare sites is expanding. 
We retrospectively investigated 334 cases of ectopic pregnancies that were diagnosed and treated in our 
department from January 2010 to May 2020, including 288 cases of fallopian tube pregnancy, 16 cases of 
cesarean scar pregnancy, 11 cases of interstitial pregnancy, 8 cases of cervical pregnancy, 8 cases of ovarian 
pregnancy, and 3 cases of peritoneal pregnancy. We excluded patients with cesarean scar and cervical 
pregnancies from the investigation. Of 257 patients who underwent surgery, 252 underwent laparoscopic 
surgery. The median operation time was 40 minutes with a median blood loss of 70 mL, and 22 patients 
required blood transfusion. 
In this study, laparoscopic surgery was completed even in cases with massive bleeding. Laparoscopic surgery 
is considered useful even in hemodynamically unstable cases. Furthermore, it is expected that the laparoscopic 
surgeries will be performed increasingly in cases of ectopic pregnancies in rare sites where laparotomy is 
currently performed.

キーワード：異所性妊娠，卵管妊娠，間質部妊娠，腹腔鏡手術
Key words：ectopic pregnancy, tubal pregnancy, interstitial pregnancy, laparoscopic surgery

緒　　　言

　異所性妊娠は産婦人科における最も頻度の高い救命救
急疾患のひとつである。これに伴う大量出血は致命的に
なりうるため，最も重要なのは救命救急医療の側面であ
る。すなわち迅速な全身管理および手術介入が必要であ

る。
　当院は救急部，麻酔科や手術室と連携し24時間緊急腹
腔鏡手術が可能な体制をとり産婦人科救急を積極的に受
け入れており，比較的多数の異所性妊娠を取り扱ってい
る。近年，希少部位妊娠に対する腹腔鏡手術導入が進ん
できている。卵管妊娠では腹腔鏡下手術が一般的である
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が，希少部位妊娠に対する治療法はコンセンサスがな
い。本邦のガイドラインでは2019年版で間質部妊娠や帝
王切開瘢痕部妊娠（以下瘢痕部妊娠）に対する腹腔鏡手
術についても言及された１）。当科では従来開腹術を行っ
ていた希少部位妊娠の手術適応症例に対して腹腔鏡手術
導入に取り組んでいる。
　今回，当院の異所性妊娠における妊娠部位別の治療法
を評価する目的で後方視的に検討を行った。

方　　　法

　2011年１月～2020年５月までの約９年間に当科で診
断・治療を行った異所性妊娠を対象とし，診療録から後
方視的に検討を行った。異所性妊娠症例のうち，瘢痕部
妊娠，頸管妊娠は治療方針が大きく異なるため，これら
を除く症例の詳細につき検討を行った。
　手術症例に関しては術中所見および，病理学的に異所
性妊娠と診断された症例を対象とした。正所性妊娠と卵
巣出血の合併であった症例など術後診断が異なった症例
は除外した。
　MTX療法または待機療法を行った非手術症例は，異
所性妊娠を疑いhCGを測定した症例のうち，超音波所見
（付属器領域等のGS様所見）および臨床経過から担当
医が異所性妊娠と診断した症例を抽出した。超音波所見
が明らかでなく生化学的妊娠と鑑別困難な症例は病的意
義が乏しく本検討からは除外した。
　検討項目は，治療方法として手術術式，腹腔鏡手術，
開腹術，子宮内容除去術，化学療法，待機療法とした。
患者の背景因子として年齢，βhCGの最大値について検
討した。手術症例については手術時間，術中出血量，同
種血輸血の有無を検討した。非手術療法では診断から治
療終了までに要した期間，methotrexate（MTX）治療

について検討した。
　なお，異所性妊娠管理において本来はhCGで管理を行
うことが一般的であるが，当院では24時間βhCGの定量
検査が可能であるため，早急に治療法決定の判断が必要
な状況においてはβhCG測定を行う場合が多く，本検討
ではβhCG値を検討項目とした。
　卵管峡部・膨大部以外の部位への妊娠を，希少部位異
所性妊娠として瘢痕部妊娠，間質部妊娠，頸管妊娠，卵
巣妊娠，腹膜妊娠に分類した。既往卵管切除症例の同側
の卵管起始部～間質部への反復異所性妊娠は間質部妊娠
に含めた。

成　　　績

　当科で管理を行った異所性妊娠は334例で，卵管妊娠
は288例（86.2%），瘢痕部妊娠は16例（4.8%），間質部妊
娠は11例（3.3%），頸管妊娠は８例（2.4%），卵巣妊娠は
８例（2.4%），腹膜妊娠は３例（0.9%）であった（図１）。
　以下，瘢痕部・頸管妊娠を除く症例につき検討した。
妊娠部位別の治療方法，患者背景として年齢，βhCGの
最大値（表１），手術の方法，術式，手術時間，出血量，
輸血につき示す（表２）。
　手術症例257例のうち腹腔鏡下手術を施行した症例は
252例（98.1%）であった。腹腔鏡で手術を開始した252
例のうち251例で全腹腔鏡手術が行なわれ，腹腔鏡完遂
率は99.6％であった。開腹移行をした１例は卵巣妊娠で
片側付属器切除の腹部手術歴のためであった。重篤な術
中合併症は認めず，創部出血による再入院を１例認めた
が保存的に軽快した。
　卵管妊娠は最も多く288例で，うち手術治療を行った
ものは235例であった。MTX療法を行った９例のうち３
例は効果が不十分のため卵管切除術を要した。手術治療

図１　異所性妊娠の症例数
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のうち231例（97.3%）は腹腔鏡手術であった。開腹移行
例は認めず，腹腔鏡完遂率は100％であった。開腹術が
選択された４例のうち３例が既往腹部手術，１例が手術
室の腹腔鏡対応が難しいためであった。いずれも2011年
以前の症例であり，2012年以降は全例で全腹腔鏡手術が
行なわれていた。原則卵管切除術を行っているが，卵管
線状切開術が２例に行なわれ，うち１例で絨毛遺残によ
り再手術で卵管切除術が必要となった。稀な症例とし
て，卵管への正所異所同時妊娠を１例，卵管全胞状奇胎
と術後病理診断された症例を１例認めた。卵管妊娠に
おいてMTX療法，待機療法を行った症例の治療期間の

中央値はそれぞれ38.5日，45.0日であった。なお，MTX
療法の内容は20mg/㎡ or 20mg/body ５日間投与と，
50mg/㎡ or 50mg/body単回投与が混在していたが，
2013年以降は50mg投与に統一されていた。
　間質部妊娠を11例認め，10例で腹腔鏡下手術，１例で
開腹術を施行した。うち１例で腹腔鏡下手術を行った
が絨毛組織が十分除去できておらず存続絨毛症となり
MTX療法を要した。７例で縫合操作を要し，５例で卵
管角部の楔状切除術を要した。２例は卵管妊娠に対する
卵管切除術後に同側の卵管起始部～間質部への妊娠で
あった。開腹術を選択した１例は，間質部妊娠と術前診

表２　妊娠部位別の手術情報

表１　妊娠部位別の治療法，患者背景
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断したが休日であり腹腔鏡下間質部妊娠手術に慣れた術
者が院内に不在のためであった。
　卵巣妊娠は８例で，全例で腹腔鏡下手術を行い，うち
１例で小開腹を追加して手術を施行した。術式は卵巣部
分切除が６例，卵巣切除が２例行なわれた。１例で妊娠
成分除去を行ったが骨盤内癒着が高度であり，絨毛遺残
となり再手術で片側卵巣摘出を要した症例を認めた。
　腹膜妊娠は３例であった。全例で腹腔鏡下除去術を施
行され，妊娠部位はすべてDouglas窩腹膜であった。２
例に1450ml，1500mlの多量出血を呈しいずれも輸血を
要した。鏡視下縫合を１例に要した。

考　　　案

　異所性妊娠治療を腹腔鏡で行うにあたり最も重要なの
は安全性，迅速性である。一般に腹腔鏡手術は循環動態
が安定している症例に適応とされるが，当科では循環動
態が不安定な大量出血症例に対しても，全身管理医と連
携して腹腔鏡手術を施行している。
　安全に手術を行うためには，普段から緊急腹腔鏡手術
に対応できる手術チームの構築が必要である。当院の麻
酔科当直はICU管理を含めて３人体制で行っており，治
療反応不良のショック症例では初療室から全身管理を麻
酔科医に依頼し，場合によりポンプ装置を用いた急速輸
血・輸液を含めたバイタル安定化と外科的止血が同時並
行で行える体制としている。
　本検討では1000ml以上の腹腔内出血を32例（12.5%）
に認め，そのうち22例に輸血を要したが，全症例で腹腔
鏡手術を完遂されていた。開腹移行例は卵巣妊娠の１例
のみで，多量出血に対応するために開腹移行した症例や
手術に伴う重篤な合併症は認めなかった。
　腹腔鏡手術は開腹術よりも迅速に出血点へのアプ
ローチが可能である。骨盤高位，気腹，マニピュレー
ターの使用によって骨盤内に多量の出血が貯留した症
例であっても迅速に腹腔内観察および出血点への止血
操作が可能である。卵管妊娠手術の手術時間の中央値
は39分（16-149）であった。ショック症例においても
開腹移行率や安全性に差がないとする報告もある２-４）。
Odejinmi et al.は，手術法によらず手術前あるいは手
術中に十分に晶質液，膠質液，血液製剤を使用するこ
とにより安定化を図ることが重要で，熟練した麻酔
科医による管理が望ましいとし，腹腔鏡下手術では
Trendelenburg体位により静脈還流が増加する点も指摘
している３）。
　以上のように，適切な全身管理下であれば，循環動態
が不安定な症例でも腹腔鏡手術は十分適応になりうると
考えられた。

　当科の異所性妊娠に対する治療方針は，基本的に手術

療法を優先している。非手術的加療については，未破裂
で全身状態が良好，胎芽心拍を認めない症例では，ガイ
ドラインで示されているhCG値，腫瘤径，妊娠部位を参
考として５-６），患者の症状，今後の妊娠希望や社会的背
景を踏まえてInformed Consentを行いMTX療法，待機
療法を選択する場合がある。hCG推移を確認し，低下不
良例に対しては手術加療へ切り替えている。
　腹腔鏡下手術では術後１-２週間で社会復帰が可能な
場合が多い。一方，卵管妊娠ではMTX症例の治療期間
の中央値は38.5日，待機療法の治療期間の中央値は45.0
日と手術的治療と比較し時間が長くかかっており，ま
た，MTX療法後に緊急で手術治療を要した症例を認め
た。
　また，多量出血をきたす症例を予測することは難し
い。本検討ではβhCG 1000mIU/ml未満でも1400ml以上
の出血をきたした症例を３例認めており，hCG低値であ
るからといって多量出血のリスクを除外することはでき
なかった。多量出血を予測し予防的に手術介入を行える
因子の解析や診断法の確立が望まれる。
　術式に関して，卵管妊娠に対しては腹腔鏡下卵管切
除を第一選択としており，卵管線状切開術の適応は片
則卵管切除後等で患者が強く希望する場合のみとして
いる。本検討では卵管線状切開を選択したのは２例で
あったが，１例で絨毛存続症のため再手術を要した。
対側卵管が正常の場合上記２術式で次回妊娠率は差が
ないとされ，卵管温存のリスクとしてpersistent ectopic 
pregnancy（PEP），同部位への卵管妊娠再発がある。
PEPの発症率は2.08%-11%と報告される７-10）。

　希少部位妊娠に対する腹腔鏡下手術の報告は国内外で
増加している11-14）。本邦ガイドラインでも2019年の改訂
で瘢痕部妊娠，間質部妊娠は循環が安定した症例に対し
て開腹術と並ぶ選択肢として記載された１）。当科でも体
腔内縫合が必要な手術が増えてきたことで，希少部位異
所性妊娠においても腹腔鏡手術が増加している。瘢痕
部・頸管妊娠を除く希少部位異所性妊娠に対する手術症
例22例のうち21例（95.5％）で腹腔鏡手術が行なわれて
いた。
　間質部妊娠では，切除時に出血が多くなる場合があ
り，また４cm以上の腫瘤の症例では卵管角切除が考慮
されるとされ１），縫合操作が必要となる場合も多い。し
たがって出血に対応する正確な鉗子操作や工夫，体腔内
縫合の技術を要する。間質部妊娠術後の妊娠では子宮破
裂のリスクも報告され12，14），慎重な妊娠管理が必要で
ある。手術手技や妊娠転機については今後の検討が必要
である。また，術前の部位診断は重要である。超音波診
断で卵管妊娠と間質部妊娠の鑑別はやや難しいが，間質
部妊娠を示唆する超音波所見として，内膜とGestational 
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Sac（GS）との間に線状のhigh echoを認めるinterstitial 
line signは感度80%，特異度98%とされる15-16）。

結　　　語

　当科の異所性妊娠手術の大部分で腹腔鏡手術が施行さ
れており，希少部位妊娠に対する腹腔鏡手術も安全に導
入が進んでいた。大量出血を伴う症例に対しても，迅速
かつ安全に緊急手術が施行されていた。全身管理医との
連携，施設の体制によっては循環動態が不安定な症例で
も腹腔鏡手術は有用であると考えられた。
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令和２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：令和２年６月21日（日）
会場：山口大学医学部（総合研究棟A）
　　　医修館１階　第１講義室（メイン会場）
　　　医修館２階　第２講義室（遠隔会場）

アフタヌーンセミナー（共催：日本新薬株式会社）
特別講演　11：00〜12：00
 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

　『新たな不妊治療の開発：ベンチワークから臨床応用へ』
 演者　学校法人国際医療福祉大学　医学部　産婦人科　教授
 河　村　和　弘　先生

薬剤情報提供　12：00〜12：15
　『月経困難症治療剤の最近の話題』
 日本新薬株式会社
 塚　田　泰　成

※特別講演：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。

一般演題Ⅰ（９：00〜９：54）
９：00〜９：27　腫瘍Ⅰ 座長　末　岡　幸太郎　先生
　１　卵巣未熟奇形腫の治療後に発生したgrowing teratoma syndromeの一例
 済生会下関総合病院
 ○中村真由子・丸山　祥子・樫部真央子・品川　征大・矢壁　和之
 　田邊　　学・森岡　　圴・嶋村　勝典

　２　学童期に発症した未熟奇形腫に対するBEP療法の治療経験
 徳山中央病院
 ○中島　博予・平林　　啓・中島　健吾・平田　博子・澁谷　文恵
 　中川　達史・山縣　芳明・沼　　文隆

　３　５年間の経過観察中に悪性化した卵巣粘液性腫瘍の１例
 済生会山口総合病院
 ○古谷　信三
 なわたクリニック
 　縄田　修吾

地 方 学 会 欄
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９：27〜９：54　内分泌・不妊 座長　浅　田　裕　美　先生
　４　体外受精における受精障害に関与する因子の検討～卵子の個別培養の成績から～
 山口大学
 ○田中結美子・白蓋雄一郎・藤村　大志・清水奈都子・高木　遥香
 　三原由実子・田村　　功・竹谷　俊明・田村　博史・杉野　法広

　５　体外受精における周産期予後の検討～卵子の個別培養の結果から～
 山口大学
 ○藤村　大志・三原由実子・田村　　功・清水奈都子・田中結美子
 　高木　遥香・白蓋雄一郎・竹谷　俊明・田村　博史・杉野　法広

　６　当院における妊孕性温存療法の現状
 山口県立総合医療センター
 ○鷹巣　　剛・浅田　裕美・米田　稔秀・三輪　照未・大谷　恵子
 　三輪一知郎・讃井　裕美・佐世　正勝・中村　康彦

一般演題Ⅱ（10：00〜10：54）
10：00〜10：27　周産期Ⅰ 座長　金　森　康　展　先生
　７　子宮底部横切開法による帝王切開を施行した３症例
 山口県立総合医療センター
 ○米田　稔秀・三輪一知郎・鷹巣　　剛・三輪　照未・大谷　恵子
 　浅田　裕美・讃井　裕美・佐世　正勝・中村　康彦

　８　当院における分娩状況の報告
 長門総合病院
 ○西本　裕喜・服部　守志

　９　妊娠糖尿病における３ポイントスクリーニング法の有用性の検討
 山口大学
 ○川﨑　真奈・前川　　亮・城下　亜文・高崎ひとみ・高木　遥香
 　三原由実子・村田　　晋・杉野　法広

10：27〜10：54　腫瘍Ⅱ 座長　嶋　村　勝　典　先生
　10　進行肺癌に対するALK阻害剤治療中に妊娠が判明し，治療継続して出産に至った１例
 徳山中央病院
 ○平田　博子・中島　博予・中島　健吾・澁谷　文恵・中川　達史
 　山縣　芳明・平林　　啓・沼　　文隆

　11　子宮体癌再発に対し免疫チェックポイント阻害薬を投与した１例
 山陽野田市民病院
 ○平野恵美子・村上　明弘・藤田　麻美・住浪　義則

　12　当科での子宮頸癌手術症例の治療成績
 山口大学
 ○城下　亜文・末岡幸太郎・坂井　宜裕・爲久　哲郎・岡田　真希
 　梶邑　匠彌・竹谷　俊明・杉野　法広
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一般演題Ⅲ（13：50〜15：11）
13：50〜14：17　手術・症例 座長　竹　谷　俊　明　先生
　13　腹腔鏡下子宮腫瘤摘出術を施行した若年型嚢胞性子宮腺筋症の１例
 山口赤十字病院
 〇西村　典子・元村　衣里・長屋　陽平・内山美穂子・高石　清美
 　月原　　悟・申神　正子・金森　康展

　14　当院におけるTLH （total laparoscopic hysterectomy）の後方視的検討：肥満症例と非肥満症例の比較
 山口県立総合医療センター
 〇大谷　恵子・米田　稔彦・鷹巣　　剛・三輪　照未・三輪一知郎
 　浅田　裕美・讃井　裕美・佐世　正勝・中村　康彦

　15　骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下腟断端仙骨子宮靭帯固定術の経験
 徳山中央病院１）・産業医科大学若松病院２）

 ○中島　健吾１）・吉村　和晃２）・中島　博予１）・平田　博子１）

 　澁谷　文恵１）・中川　達史１）・山縣　芳明１）・平林　　啓１）

 　沼　　文隆１）

14：17〜14：44　腫瘍Ⅲ 座長　平　林　　　啓　先生
　16　公的医療保険適用後に施行した遺伝性乳癌卵巣癌に対するリスク低減卵管卵巣摘出術の１例
 山口赤十字病院
 〇髙石　清美・元村　衣里・長屋　陽平・内山美穂子・西村　典子
 　月原　　悟・申神　正子・金森　康展

　17　肺良性転移性平滑筋腫を伴った子宮平滑筋腫の一例
 済生会下関総合病院
 〇樫部真央子・中村真由子・品川　征大・矢壁　和之・田邊　　学
 　丸山　祥子・森岡　　圴・嶋村　勝典

　18　子宮体癌の遅発性再発症例の検討
 山口大学
 ○坂井　宜裕・竹谷　俊明・城下　亜文・爲久　哲郎・岡田　真希
 　梶邑　匠彌・末岡幸太郎・杉野　法広

14：44〜15：11　周産期Ⅱ 座長　前　川　　　亮　先生
　19　妊娠中の母体血中SCC抗原，及び，羊水中SCC抗原による羊水塞栓症の発症予測
 済生会下関総合病院１）・山口大学２）

 ○矢壁　和之１）・髙崎　彰久２）・城下　亜文２）・藤村　大志２）

 　田邊　　学１）・丸山　祥子１）・森岡　　圴１）・嶋村　勝典１）

　20　品胎妊娠における胎児間輸血症候群のレーザー治療経験
 山口大学
 ○高崎ひとみ・村田　　晋・城下　亜文・川﨑　真奈・高木　遥香
 　三原由実子・前川　　亮・杉野　法広

　21　令和元年山口県周産期死亡調査報告
 山口県周産期医療研究会
 ○佐世　正勝・森岡　　圴
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