


会　告
第74回中国四国産科婦人科学会総会

ならびに学術講演会

会　　　期　　2022年９月17日（土）・18日（日）

会　　　場　　ザ　クラウンパレス新阪急高知
　　　　　　　〒780-8561　高知県高知市本町４-２-50
　　　　　　　TEL：088-873-1111

会　　　長　　前田　長正
　　　　　　 （高知大学医学部医学科　産科婦人科学教室　教授）

ホームページ　　https://med-gakkai.jp/jsog-cs74/

大会事務局　　高知大学医学部医学科　産科婦人科学教室
　　　　　　　〒783-8505　高知県南国市岡豊町小蓮
　　　　　　　TEL：088-880-2383　　FAX：088-880-2384

運営事務局　　株式会社メッド
　　　　　　　〒701-0114　岡山県倉敷市松島1075-３
　　　　　　　TEL：086-463-5344　　FAX：086-463-5345
　　　　　　　E-mail：jsog-cs74@med-gakkai.org

※COVID-19の蔓延状況にもよりますが，オンライン開催も視野に入れながら現地
開催を目指して準備を進めております。詳細は学会ホームページに随時掲載致し
ますのでご確認ください。





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71巻第１号（令和４年11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，学

会ホームページのオンライン投稿査読システムにアクセスし御投稿下さい。多数の御投稿を

お願い申し上げます。

締切日　令和４年６月30日（木）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。

・　採録された論文は順次掲載されます。

・　締切日を過ぎて投稿された論文，編集上の期限までに採録に至らなかった論文は，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

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

※投稿規程とオンライン投稿査読システム内の用語等に一部齟齬がござ

いますことを何卒ご容赦ください。
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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　　前　田　長　正（高知）

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　　江　尻　孝　平（岡山）　坂　本　康　紀（高知）

幹　事　　泉　谷　知　明（高知）　鎌　田　泰　彦（岡山）

委員会委員名

運営委員会　　委員長　前　田　長　正（高知）

　　（副）増　山　　　寿（岡山）　京　　　哲　　（島根）

　　　　　泉　谷　知　明（高知）　折　出　亜　希（島根）

学術委員会　　委員長　前　田　長　正（高知）

　　　　　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（2021年9月20日〜2022年9月18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　　河　原　義　文　　中　塚　幹　也　　中　村　圭一郎

　　　　本　田　徹　郎

（広島）古　宇　家　正　　伊　達　健二郎　　土　谷　治　子　　中　西　慶　喜

　　　　三　好　博　史　　村　上　朋　弘　　山　本　　　暖

（山口）田　村　博　史　　沼　　　文　隆　　藤　野　俊　夫

（徳島）春　名　　　充　　前　川　正　彦　　安　井　敏　之

（香川）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

（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（2021年9月20日〜2022年9月18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）河　野　一　郎　　本　郷　基　弘　　平　野　隆　茂　　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　　苛　原　　　稔　　

（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
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Therapeutic effects of olaparib in platinum-sensitive recurrent ovarian cancer

Maiko Ueda・Yuna Ito・Keiichi Oishi・Yuki Sakai・Karen Iwama・Naoko Tanaka
Yoshiaki Tsukizawa・Rinko Kubo・Keiji Morikawa・Yosuke Katayama・Shoko Tamada

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

Department of Obstetrics and Gynecology, Hiroshima City Hiroshima Citizens Hospital

〈目的〉プラチナ感受性再発卵巣癌の維持療法として，2018年１月にolaparibが本邦で承認された。卵巣癌は再発率が高く，
プラチナ感受性であっても無増悪生存期間は６－13ヶ月という予後不良な癌腫であるが，olaparibによる予後改善が期待され
ている。当科においても積極的に使用しており，今回当科におけるプラチナ感受性再発卵巣癌，腹膜癌に対するolaparibの治
療効果ならびに副作用について検討することを目的とした。
〈方法〉2018年４月から2019年３月までに当科でolaparibを投与開始したプラチナ感受性再発卵巣癌または腹膜癌18症例を対
象とし，診療録を基に治療効果について後方視的に検討した。
〈結果〉内服継続症例が６症例，progressive diseaseと判断された症例８症例，有害事象で内服中止となった症例が４症例で
あった。８症例（44％）の症例で１年以上，５症例（27％）の症例で２年以上内服継続できていた。
〈結語〉前回のplatinum free intervalよりも長期間内服継続できている症例が５症例（27％）あり，長期にわたる病勢コント
ロールが可能となっていることが示唆され，olaparibによる予後改善が期待される結果であった。

Objective: Olaparib was approved in Japan in January 2018 as a maintenance therapy for platinum-sensitive 
recurrent ovarian cancer. Ovarian cancer has a high recurrence rate and poor prognosis with a progression-
free survival of 6-13 months even in platinum-sensitive patients. This study aimed to investigate the 
therapeutic efficacy and side effects of olaparib for the treatment of platinum-sensitive recurrent ovarian and 
peritoneal cancers in our department. 
Methods: This study investigated the therapeutic efficacy and side effects of olaparib in patients with 
platinum-sensitive recurrent ovarian and peritoneal cancers in our department.
Results: Six patients continued treatment, eight patients were judged to have progressive disease, and four 
patients discontinued treatment due to the occurrence of adverse events. Eight patients (44%) continued 
treatment for >1 year, while five patients (27%) continued treatment for >2 years.
Conclusion: Five patients (27%) were able to continue treatment longer than the previous platinum-free 
interval, suggesting that long-term disease control is possible and that olaparib is expected to improve 
prognosis.

キーワード：olaparib，PARP阻害薬，再発卵巣癌
Key words：olaparib, PARP inhibitor, recurrent ovarian cancer

緒　　　言

　olaparibはBRCA1/BRCA2遺伝子変異などの相同組換
え修復の欠損を有する細胞または腫瘍のDNA損傷応答
を阻害する標的治療薬として，DNA損傷応答経路に異
常をきたした一連のPARP依存性の腫瘍タイプにおいて
様々な試験が進行している。本邦では2018年１月にプラ
チナ感受性再発卵巣癌の維持療法として承認された。
2018年７月には化学療法による治療歴のある生殖細胞系

列のBRCA遺伝子変異陽性かつHER2陰性の転移性乳癌
の治療薬として承認され，2019年６月にはプラチナ製剤
を含む１次治療が奏効したBRCA遺伝子変異陽性進行卵
巣癌の初回治療後の維持療法として承認された。2020
年12月には相同組換え修復欠損を有する卵巣癌における
bevacizumabを含む初回化学療法後の維持療法として承
認され，前立腺癌，膵癌にもその適応は拡大し，その治
療効果に期待が寄せられている。
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目　　　的

　当科におけるプラチナ感受性再発卵巣癌，腹膜癌に対
するolaparibの治療効果ならびに副作用について検討す
ることを目的とした。

方　　　法

　2018年４月から2019年３月までに当科でolaparibを投
与開始したプラチナ感受性再発卵巣癌または腹膜癌18症
例を対象とした。診療録を基にolaparib開始時の年齢，
初発時の組織型，進行期，再発回数，再発部位，前治療
から再発までのplatinum free interval（PFI），olaparib
開始直前治療の治療効果判定，olaparibの使用期間と中
止理由，bevacizumabの使用歴の有無を抽出し検討し
た。治療効果判定については画像検索が行われた症例に
ついてはResponse Evaluation Criteria in Solid Tumors
（RECIST）により判定を行った。臨床的に明らかに腫
瘍マーカーなどの低下を認めたものやその他の理由によ
り画像検索を行っていない症例もあり，そのような症
例についてはGCIG基準１）を用い，治療前値が正常上限
２倍以上で，治療で50％以上の減少が少なくとも28日
以上持続した症例についてはclinical complete response

（clinical CR）と定義した。 

結　　　果

　患者背景は年齢の中央値67歳（51－76歳），卵巣癌
15症例，腹膜癌３症例であった。組織型はhigh-grade 
serous adenocarcinomaが16症例であり，治療前の腹水
細胞診にてadenocarcinomaと診断され，その他臨床所
見より卵巣癌または腹膜癌と診断された症例が２症例
あった。進行期はⅢ期12症例，Ⅳ期６症例であり，再発
回数は初回再発が10症例，２回目４症例，３回以上が４
症例であった。前治療から再発までのPFIは中央値14ヶ
月（９－95ヶ月）であり，再発部位については腹膜17
症例，リンパ節６症例，肝臓２症例，副腎１症例（重
複あり）であった。olaparib開始直前の治療効果判定は
complete remission（CR）４例，partial response（PR）
11例，clinical CRは３例であった（表１）。また８症例
にbevacizumabの使用歴を認めた。
　内服継続症例は６症例で投与期間の中央値は112週間
（89－116週間）であり，５症例は２年以上内服を継続
できていた。また４症例は前回のPFIの期間を超えて内
服継続できていた（表２）。progressive disease（PD）
と判断され内服中止となった症例を８症例認めた。PD

表２　内服継続症例

表１　患者背景

※重複症例あり
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と判断された症例の投与期間の中央値は13週間（５－56
週間）であり，PDとなった症例においても前回PFIより
も長期間内服可能であった症例が１症例あった（表３）。
有害事象で中止となった症例は４症例あった（表４）。
有害事象で中止となった症例の投与期間の中央値は13週
間（12－32週間）であり，有害事象としては薬剤性肺
炎，発熱性好中球減少，腸腰筋膿瘍，Grade 3以上の貧
血，肝機能上昇を認めた。

考　　　案

　卵巣癌は再発率が高く，プラチナ感受性であっても無
増悪生存期間は６－13ヶ月という予後不良な癌腫であ
る。卵巣癌の維持療法としてこれまでbevacizumabが主
流であり，当科においても積極的に使用をしてきた。
2019年にbevacizumabの当科での治療成績を検討した結
果では，プラチナ製剤感受性再発卵巣癌15症例における
progression-free survival（PFS）の中央値は15ヶ月（４
－27ヶ月）であり２），その現実は厳しいものであった。
2018年４月にPARP阻害薬であるolaparibが保険適応と
なり，その効果が期待されている。
　プラチナ製剤感受性再発漿液性卵巣癌を対象とした第
Ⅱ相試験であるstudy19試験３）では，40％の症例が１年
以上，24％の症例が２年以上olaparibによる維持療法が
継続できたという結果がでている。当科の検討では，８
症例（44％）の症例で１年以上，５症例（27％）の症例

で２年以上内服継続できており，同等の結果であった。
また前回のPFIよりも長期間内服継続できている症例が
５症例（27％）あり，olaparibの長期にわたる病勢コン
トロールの可能性が示唆された。さらに５症例中，２
症例は再発回数が４回以上の症例であり，前回のPFIが
12ヶ月以下の症例を２症例に認め，olaparibによる予後
の改善が期待される結果であった。直前の化学療法の治
療効果によるolaparibの治療効果への影響については，
study19試験３）のサブグループ解析では有意差はないと
されているが，当科の検討では内服継続症例とPDと判
断されたため内服中止となった症例では内服継続症例に
おいてCR（clinical-CRも含む）が多い傾向にあった。
しかし前回のPFIよりも長期間内服継続できている５症
例中３症例は直前の治療効果はPRである。また今回の
検討のlimitationとして，治療効果判定は本来であれば
RECISTを用いて判定されるべきであり，播種病巣が主
体で適確な測定可能病変に乏しい症例に限ってGCIG基
準等を用いるべきであるが，日常臨床において，主治医
の判断によりCA125値で判断をした症例や患者さんの負
担を考慮した結果，画像検索が出来ていない症例も含ま
れるため，正確な比較は困難であると考えられる。今後
さらなる症例の積み重ねによる正確な検討が必要と考え
られる。
　またプラチナ製剤を含む１次治療が奏効した進行卵巣
癌を対象としたPRIMA第Ⅲ層試験４）で初回治療後の維

表４　有害事象で中止となった症例

表３　PDと判断された症例
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持療法として保険適応となったniraparibも使用開始と
なっている。治療効果をolaparibと直接比較することは
難しいが，プラチナ製剤感受性再発卵巣癌に対する第Ⅲ
層試験であるNOVA試験５）においても，全集団におい
て内服中央期間は250日（１－815日）とプラセボ群の
163日（12－926日）と比較し，その効果が期待される結
果である。
　また有害事象については，bevacizumabの当科での検
討では21症例中８症例の45％で蛋白尿，高血圧，消化管
穿孔，深部静脈血栓症を認め，投与中止となっている。
一方，olaparibにおいては，BRCA変異を有する進行卵
巣癌患者を対象としたSOLO2第Ⅲ相試験６）では有害事
象による内服中止は11％であり，比較的安全に使用でき
ることが予想される。当科では有害事象による内服中止
を４症例（22％）に認め，臨床試験よりも多い傾向が
あったが，３症例は再発回数が２回以上であり，積み重
なる化学療法の影響で骨髄抑制などが生じた可能性があ
る。またSOLO2試験において日本人集団に限ると有害
事象の発現頻度が比較的高く，36%が中止に至っている
という報告もある。日本人集団の症例数が少ないため，
今後本邦でのデータの蓄積が必要であろう。niraparibに
おいては有害事象による内服中止は12％とolaparibと同
等であるが，発現項目や頻度には違いがあり，olaparib
はGrade 3以上の貧血の発現頻度が19％と報告されてい
るが，niraparibは血小板減少の頻度が高いと言われて
おり，血小板数10000/μL未満で輸血を要した症例は
PRIMA試験で13.8％，NOVA試験で19.9％と高い割合と
なっている。また高血圧が6.4％に発現しているのも特
徴的である。プラチナ製剤感受性再発の維持療法とし
て，共に病状の長期コンロールを期待した良い選択肢と
なるが，今後症例の蓄積によりその使い分けを考えてい
くことが必要になると考えられる。

結　　　語

　プラチナ感受性再発卵巣癌に対してolaparibの使用を
開始し，44％の症例で１年以上にわたり，27％の症例で
２年以上にわたり，病勢のコントロールが可能であっ
た。27％の症例では，前回のPFIを超えて病勢のコント
ロールが可能であり，olaparibの有効性が示唆された。
維持療法の重要性が増す中で，今後も症例を蓄積し検討
をしていく必要があると考えられた。
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産科出血において子宮動脈塞栓術を施行した20症例に対する検討
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Uterine artery embolization for obstetrical hemorrhages: A retrospective review of 
20 cases
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産科危機的出血は妊産婦・褥婦死亡の主要な原因の一つである。近年，子宮動脈塞栓術（uterine artery embolization; UAE）
は産科危機的出血に対する有効な治療法として用いられており，観血的止血と異なり子宮温存が可能な止血法である。当院
で2010年１月から2020年３月までに止血困難な産科出血に対してUAEを施行した20例を対象とし母体背景などを後方視的に
検討した。子宮摘出に至らなかった症例を成功例とし，全体の成功率は95％（19/20例）であった。子宮摘出術が必要となっ
たのは，UAEの合併症で子宮壊死となったために摘出を行った１例のみである。UAEによって子宮が温存され，施行後妊娠
が確認された症例は４例だった。本検討においてUAEは止血率の高い，子宮温存，妊孕性温存が可能となる有用な止血法で
あることが示されたが，施行後の卵巣機能の評価，妊孕性の有無についてはさらなる追跡調査が必要である。

Massive uterine hemorrhage is a major cause of maternal morbidity and mortality. Recently, uterine artery 
embolization (UAE) has been used as a treatment for uterine hemorrhage. In order to control uterine 
hemorrhage, UAE is one of the best treatments in terms of uterine preservation. The clinical data of 20 
women who underwent UAE between January 2010 and December 2020 at the Kochi Health Sciences 
Center were retrospectively analyzed. The clinical success rate for UAE was 95% (19 of 20 patients), and 
hysterectomy was performed in 1 case. UAE is an effective approach for treating uterine hemorrhage.

キーワード：子宮動脈塞栓術，産科危機的出血，子宮出血，血管内治療
Key words：uterine artery embolization, interventional radiology, uterine hemorrhage,

postpartum hemorrhage

緒　　　言

　現在の周産期医療においても，産科危機的出血は妊産
婦・褥婦死亡の主要な原因の一つである１）。分娩後の産
科危機的出血のみならず，流産や中絶に伴う胎盤ポリー
プや頸管妊娠，瘢痕部妊娠などの産科疾患においても止
血困難な異常出血を経験することがある。これらの妊娠
に関連した止血困難な産科出血は急速な全身状態の悪
化，播種性血管内凝固症候群（DIC）に至る場合がある
ため母体の救命に向けた迅速な対応が求められる。子宮
動脈塞栓術（uterine artery embolization; UAE）は止
血困難な産科出血に対する有効な治療法であり，子宮温
存，ひいては妊孕性温存が可能な止血法である。今回，
産科領域疾患における止血困難な異常出血を産科出血と
定義し，当院で産科出血症例に対して施行したUAEの

有効性について検討した。

方　　　法

　2010年１月から2020年３月までに当院で止血困難な産
科出血に対し出血コントロール，そして子宮温存を期待
しUAEを施行した症例を対象とした。母体背景，妊娠
帰結，出血原因，分娩週数，輸血量，合併症，追加治療
の有無などの項目を後方視的に検討した。当院での臨床
研究審査委員会による承認（承認番号211007）を受け，
施行後の月経再開，妊娠の有無については診療録や電話
アンケートをもとに調査した。
　妊娠中から産褥期に異常な産科出血が起こった症例に
対して，輸血，子宮収縮剤投与，子宮内バルーン留置と
いった保存的治療では止血が得られず，UAEを施行し
た症例について検討を行った。当院は放射線科によって
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24時間UAEが対応可能となっている施設であり，他院
発生の搬送症例を含んでいる。UAE手技としては，大
腿動脈を穿刺しシースを留置しガイドワイヤー，カテー
テルを挿入し，造影の施行にて出血部位を確認し，塞栓
を行う。塞栓部位，塞栓物質は症例によって検討，選択
されている。
　なお，UAEにて止血が得られ，子宮を温存できた症
例を成功例，UAE施行するも子宮摘出に至った症例を
不成功例と定義した。

結　　　果

　対象は20例であり，患者背景を表１に示した。年齢の
中央値は35.5歳，範囲は24歳から42歳であった。分娩歴
は初産11例（55％），経産９例（45％），妊娠方法は自然
妊娠14例（70％），不妊治療６例（30％），不妊治療の
内容としては体外受精（in vitro fertilization: IVF）４
例，顕微授精（intracytoplasmic sperm injection: ICSI）
１例，人工授精（artificial insemination of husband: 
AIH）１例，であり，生殖補助医療で妊娠した５症例は
いずれも凍結融解胚移植後妊娠（freeze-thaw embryo 
transfer: FET）であった。
　妊娠帰結は経腟分娩８例（40％），帝王切開４例
（20％）であり，流産５例（25％），中期中絶３例
（15％）であった。20症例のうち，７例（35%）が他院

からの搬送症例であった。
　出血原因となった病態は，弛緩出血５例（25%），胎
盤ポリープ５例（25％），胎盤遺残２例（10％），頸管妊
娠２例（10%），癒着胎盤１例（５％），羊水塞栓症１例
（５％），腟壁血腫１例（５％），帝王切開瘢痕部妊娠１
例（５％），子宮動静脈奇形１例（５％），仮性動脈瘤１
例（５％）であった。
　塞栓物質は全例でゼラチンスポンジを使用し，マイク
ロコイルとゼラチンスポンジを併用した症例が１例，
n-butyl-2-cyanoacrylate（NBCA）とゼラチンスポンジ
を併用した症例が１例，１回目ゼラチンスポンジで塞栓
を行うも止血が得られず，２回目コイルにて塞栓した症
例を１例認めた。
　塞栓部位は両側子宮動脈が18例（90％），片側子宮動
脈が１例（右側子宮動脈），腟壁血腫に対して両側内腸
骨動脈，両側内陰部動脈を塞栓した症例が１例であっ
た。
　産褥症例において分娩からUAEを施行までの出血量
の中央値は1950g（643－8500g）であった。また，UAE
施行前の止血処置として子宮腔内バルーン留置した症例
は４例あった。輸血症例は11例（55％）であり，産褥症
例が10例，中期中絶症例が１例であった。
　子宮摘出に至った症例は１例あり，成功例は19例で成
功率は95％であった。子宮温存ができなかった１例は

表１　当院でUAEを行った症例

IVF: in vitro fertilization，ICSI: intracytoplasmic sperm injection，FET: freeze-thaw embryo transfer，AIH: artificial insemination of husband，RBC: red blood cell，FFP: fresh frozen 
plasma，PC: platelet concentrates，NBCA: n-butyl-2-cyanoacrylate
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UAEの合併症として子宮壊死に至った症例であった。
　術後月経再開が確認できた症例は，子宮が温存された
19症例のうち17例認め，１例は月経再開を認めず，１例
は不明の結果であった。月経再開を確認できた症例のう
ち，１例は過少月経，１例は過短月経を認めた。UAE
後妊娠に至った症例は４例であり，UAE後胞状奇胎を
認めた症例を１例認めた。妊娠に至った症例の患者背景
を表２に示す。妊娠方法はいずれも自然妊娠であった。
UAE後２回帝王切開にて分娩した症例が１例あった。

考　　　案

　日本産婦人科医会の報告によると，2010年１月から
2020年６月までに妊産婦死亡を428名認め，そのうち
産科危機的出血が原因となった症例が，428例中82例
（19％）であり，産科危機的出血は今日においても妊産
婦・褥婦死亡の主たる要因の一つである。産科危機的出
血の原因別頻度において，子宮型羊水塞栓症が45％と最
も多く，子宮破裂，常位胎盤早期剥離，癒着胎盤，弛緩
出血，子宮内反症，産道裂傷と続いた１）。
　産科出血は急速な全身状態の悪化，容易に産科DIC
（播種性血管内凝固症候群）に至る可能性があり，
ショックインデックス１以上を認める場合は分娩時異常
出血として輸液，子宮腔内バルーンタンポナーデなどの
対応が必要とされ，出血の持続，バイタルサインの異
常，ショックインデックス1.5以上，産科DICスコア８点
以上（単独でフィブリノゲン150mg/dl以下）を認める
場合は，産科危機的出血として迅速な輸血の開始，子宮
圧迫縫合，interventional radiology（IVR），子宮摘出な
どによる母体救命のための処置が求められる２）。IVRは
このように産科危機的出血に対する有用な止血手段とし
ての施行が推奨されている。
　当院において，異常な産科出血に対してトランサミン
投与，子宮収縮強化，子宮腔内バルーンタンポナーデな
どの非観血的方法で止血を試みるも出血コントロールが
得られない症例に対する子宮温存を図る止血方法とし
て，放射線科医の協力を得てIVR，すなわち子宮動脈塞
栓術を施行している。産科領域において適応となり得る
疾患としては，弛緩出血，癒着胎盤，前置胎盤，常位胎
盤早期剥離，頸管裂傷，外陰・腟裂傷，子宮内反症，羊

水塞栓症などが挙げられる。いずれの疾患においてもそ
れぞれの病態に沿った処置を行った上で，止血が得られ
ない場合IVRの選択が挙げられる。有用性は高く，当院
における成功率は95％であった。分娩後異常出血に対し
て子宮摘出に至らず止血ができた成功率は85％との報
告４），流産手術，中期中絶などに対する子宮内容除去術
による異常出血に対するUAEの成功率は81.8％との報告
もあり５），当院の検討においても高い成功率が得られて
いる。
　UAE施行後子宮摘出に至った症例は20例中１例であ
る。子宮摘出に至った症例はUAEの合併症として子宮
壊死に至ったため子宮摘出を行った症例であった。他
院発症例で，当院にてUAEにて止血確認し前医へ転院
後，子宮壊死の診断となり子宮摘出術を施行された。こ
の症例以後，当院放射線科において塞栓物質の微小な切
片を作成しにくいことで子宮壊死のリスクを下げるとさ
れるカッティング法にて塞栓を行うという対応をとっ
ており６），以後子宮壊死に至った症例は経験してない。
その他の合併症としては，発熱などの塞栓後症候群，骨
盤内感染，子宮内膜虚血，子宮虚血などが挙げられる
が３），当院の症例では子宮壊死症例の他は大きな合併症
を認めていない。
　止血困難な産科出血に対しUAE施行によって子宮摘
出の回避が可能となるが，UAE施行後の月経回復，妊
孕性については，十分な追跡ができていないのが現状で
ある。他院で発症し搬送された症例は止血が得られれば
速やかに前医へ転院する方針となっており，転院以後の
追跡が困難となる場合がある。術後の妊孕性温存の有無
などの確認についてはさらなる症例数，長期の追跡調査
などが求められる。
　当院で妊娠が確認できた症例は４例で，１例は帝王切
開となり，２例は当院で経腟分娩，１例は人工妊娠中絶
となっている。UAE施行において癒着胎盤のリスクが
上がるとの報告７），分娩後異常出血のリスクが上がると
の報告もある８）。前述の帝王切開例は全前置胎盤，癒着
胎盤疑いの診断で，警告出血のため妊娠34週人工早産
として選択的帝王切開術を施行した症例で，2400gの術
中出血を認めるも，癒着胎盤は認めなかった。そのほか
UAE後の妊娠例において出血量，合併症など妊娠・分

表２　UAE後妊娠に至った症例
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娩経過で明らかな異常のある症例は認めなかった。妊娠
方法はいずれも自然妊娠であった。
　月経再開については，瘢痕部妊娠後の子宮内容除去
術後の異常出血に対するUAE施行後の月経再開につい
て，84.9％で月経再開があり，月経量に変化がなかっ
た例よりも月経量が減少した例が多いとの報告もある
が９），本検討において月経再開が得られない症例を１
例，月経再開するもUAE施行前と比較して月経量が
減った症例を１例，月経期間が短縮した症例を１例確認
した。月経に変化があった症例では挙児希望あり，近
医受診しホルモン治療など施行された症例もあるが，
次回妊娠がハイリスクになる可能性を指摘され子宮鏡
検査，不妊治療などの追加治療はされず妊娠には至っ
ていない。UAE後の生殖機能については，同様の手技
による子宮筋腫に対するUAEで卵巣機能低下は認めな
いとの報告もあり10），卵巣機能低下よりも，子宮内膜虚
血，子宮内腔癒着といった合併症が影響すると考えられ
る３）。そのため子宮鏡による癒着剥離術などが有効とさ
れるが，今回の検討においてUAE後の挙児希望に対し
て外科的処置に至った例は確認できなかった。妊娠・産
褥期には子宮への側副血管が発達しており，UAE施行
においても子宮への血流が保たれることでその後の妊孕
性への影響は少ないと報告がある10）。今回の研究におい
てUAE施行後過少月経を認めた症例は１例，過短月経
を認めた症例は１例であり，いずれも妊娠に至っていな
いが，UAEの施行時期はそれぞれ産褥１日目と22日目
にゼラチンスポンジにて塞栓しており，施行時期による
影響は低いと考えられる。月経再開が得られなかった症
例は１回目にゼラチンスポンジで塞栓を行うも止血が得
られず，２回目コイルにて塞栓を行った症例であり，複
数の塞栓となったことや，当院でコイル塞栓後も月経再
開を認めた症例はあるものの，塞栓物質による影響など
が考えられる。ゼラチンスポンジは一時的な塞栓物質，
NBCAは半永久的な塞栓物質，コイルは永久的な塞栓物
質とされるが，NBCA，コイル塞栓でUAE後妊娠を認
めた報告もあり，その機序についてはさらなる研究が求
められる11）。本検討でNBCAを使用した症例はゼラチン
スポンジでの塞栓後の確認の造影で止血が得られておら
ず，DICに至っていることが確認されたためゼラチンス
ポンジによる塞栓での止血は困難と判断され，本人・家
族に同意を得た上でNBCAを使用し追加塞栓を行った症
例である。
　UAEで止血を得られた場合，子宮温存，さらには妊
孕性の温存が期待できるが，次回妊娠・分娩時において
癒着胎盤，分娩後異常出血のリスクが上昇する可能性が
あり７）８），UAEにおける合併症の他に，次回妊娠がハ
イリスクになる可能性についてもUAE施行前に説明が
必要であると考えられる。

　UAEは止血困難な産科出血に対して妊孕性温存が期
待できる止血方法であり，その有用性は高い。しかしな
がら，UAE施行を考慮するも，すでに母体の循環，血
行動態に破綻を来たしていると判断される場合，UAE
は適応外となり，輸血などにより母体の循環動態を回復
させた上で母体救命を目的とした観血的手術が選択され
る。子宮温存のためのUAEを検討する場合は，UAE施
行可能な全身状態を維持することが不可欠であるため，
輸血，高次医療機関への搬送などの迅速な対応が望まれ
る。

結　　　語

　止血困難な産科出血に対する止血法として，子宮動脈
塞栓術は子宮温存が可能な方法であり，成功率も95％と
有用な手段である。しかし，術後の妊孕性温存の有無な
どの確認についてはさらなる症例数，長期の追跡調査な
どが求められる。

利益相反について
　今回の論文に関して，開示すべき利益相反状態はあり
ません。
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Examination of cesarean delivery with a caul in our hospital
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Satomi Morita・Akiko Wakikawa・Akiko Ueno・Fumie Kawase

Ryuhei Nagai・Yorito Yamamoto・Junko Komatsu・Susumu Minami

Department of Obstetrics and Gynecology, Kochi Health Sciences Center

【目的】早産児は未熟で分娩時のストレスを受けやすいため，帝王切開での分娩が選択されることがある。しかし早産児の
帝王切開は子宮下節が伸展しておらず，また破水後速やかに子宮収縮がおこり，娩出に難渋することが予測される。当院で
は推定体重1000g未満の児の帝王切開で幸帽児分娩をトライしている。今回，当院における幸帽児分娩の安全性を評価するた
め，母体背景と新生児の出生時の状態について検討した。
【方法】2015年４月から2018年３月の期間に実施した推定体重1000g未満の児の帝王切開術38例（児総数42例，多胎を含み胎
児先天性異常を除く）を対象とし，幸帽児分娩を選択した群（Ｅ群）と破水や羊水過少など，母児の状況から執刀医が判断
し，幸帽児分娩を選択しなかった群（Ｃ群）に，さらにＥ群を成功群（Ｓ群）と不成功群（Ｆ群）に群別し，母体背景と分
娩適応，出生体重，Apgar score ５分値（A-5），臍帯動脈pH値（UmA-pH），児の出生時Hb（Hb），執刀から児娩出までの
所要時間（DT），手術時出血量について診療録から後方視的に比較検討した。
【結果】UmA-pHはＥ群（平均7.28），Ｃ群（平均7.33）で有意差を認めた。またDTもＥ群（平均13.1分），Ｃ群（平均8.69分）
で有意差を認めた。手術時出血量，出生体重，A-5，Hbについては両群間に差は認めなかった。また，出生体重はＳ群（平
均679g）とＦ群（平均837g）で有意差を認めた。
【結論】当院における幸帽児分娩の臨床的問題はないと評価できた。早産や胎児発育不全の分娩を取り扱う総合周産期セン
ターにおいては，幸帽児帝王切開は習得すべき手技のひとつであり，より安全に行うために今後も適応や手技について検討
される必要がある。

Objective: This study aimed to evaluate the usefulness of cesarean delivery with a caul. 
Methods: The study included 38 mothers who delivered children weighing less than 1,000 g via cesarean 
section between April 2015 and March 2018 (excluding congenital fetal malformation, including multiple 
births); the participants were divided into a group that selected cesarean delivery with a caul (Group E) and 
a group that is not suitable for cesarean delivery with a caul (Group C). Group E was divided into a success 
group (group S) and a failure group (group F). We retrospectively investigated the maternal background, birth 
weight, Apgar score at 5 min (A-5), umbilical artery pH (UmA-pH), baby Hb at birth (Hb), time required to 
deliver (DT), and volume of blood loss during surgery from the medical records. 
Results: Significant differences were observed in UmA-pH and DT between groups E and C. Meanwhile, no 
differences were found between the two groups in terms of volume of blood loss at surgery, birth weight, and 
A-5 and Hb levels. In addition, the birth weight was significantly different between groups S and F. 
Conclusions: At the comprehensive perinatal center, cesarean delivery with a caul is one of the procedures 
that the doctors should learn; moreover, the indications and proper techniques should be considered when 
performing this procedure.

キーワード：幸帽児帝王切開，幸帽児，早産
Key words：cesarean delivery with a caul, en caul, preterm birth

緒　　　言

　早産児は未熟で分娩時のストレスを受けやすいため，
帝王切開での分娩が選択されることがある。しかし，早

産児の帝王切開は子宮下節が伸展しておらず，更に破水
後速やかに子宮収縮が起こり，児娩出に難渋することが
予測される。そうなった場合，児の未熟性に配慮し，愛
護的に娩出するためには子宮体部縦切開などを追加せざ
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るを得ない。この切開は，次回妊娠時の子宮破裂リスク
を高めることにつながる。当院では推定体重1000g未満
の児の帝王切開において，羊水腔・卵膜に包まれた状態
で児を子宮腔から娩出する幸帽児分娩をトライしてい
る。今回，当院における幸帽児分娩の安全性を評価する
ため，母体背景と新生児の出生時の状態について検討し
た。なお，本研究は高知医療センター臨床研究審査委員
会の承認（承認番号211024）を受け，実施した。

方　　　法

　2015年４月から2018年３月の期間に当院で実施した，
推定体重1000g未満の児の帝王切開術37例（児総数42例，
多胎を含み胎児先天異常を除く）を対象とした（図１）。
当院の幸帽児分娩は，Murakoshi１），松下２）らの報告を
参考にしている。まず母体にニトログリセリン100μgを
静注し，子宮を弛緩させ（rapid tocolysis），Ｕ字あるい
はＪ字に子宮下部を切開し，用手的に子宮筋から卵膜を
剥離，子宮に圧迫を加え，胎児を卵膜ごと子宮から娩出
させる。Murakoshiの方法は胎盤も合わせて娩出する完
全幸帽児分娩であるが，当院は児の大部分が子宮外に出
たところで破膜して児を娩出する，部分幸帽児分娩とし
ている。また術中破水のタイミングが早く，児娩出が困
難となった場合を「不成功」としている。
　対象を幸帽児分娩を選択した群（Ｅ群）と破水や羊水
過少など，母児の状況から執刀医が判断し，幸帽児分娩
を選択しなかった群（Ｃ群）に，さらにＥ群を成功群（Ｓ
群）と不成功群（Ｆ群）に群別し，母体背景と分娩適
応，出生体重，Apgar score ５分値（A-5），臍帯動脈
血pH（UmA-pH），児の出生時Hb値，執刀から児娩出
までの所要時間，術中出血量について診療録から後方視
的に比較検討した。統計学的解析にはｔ検定（Welch），
χ２検定を用いて，p-value<0.05を統計学的に有意差あ
りと判定した。

結　　　果

　表１に対象とした症例の臨床データを示す。
　幸帽児分娩を選択した群（Ｅ群）は23例（26児），幸
帽児分娩を選択しなかった群（Ｃ群）は14例（16児）で
あった。
　Ｅ群の母体背景は切迫早産 ６例，妊娠高血圧症候群 
７例，胎胞脱出 ５例，胎児発育不全 ３例，羊水過少 １
例であった（双胎１例，品胎１例）。帝王切開の適応は，
妊娠高血圧症候群増悪・HELLP症候群 ２例，胎児徐脈 
８例，子宮内感染 ６例，子宮収縮抑制困難 ６例，臍帯
下垂 １例であった。
　一方，Ｃ群の母体背景は，前期破水 ４例，切迫早産 
２例，慢性早剥羊水過少症候群 ２例，妊娠高血圧症候
群 ２例，胎胞可視 １例，羊水過少 １例，MD双胎一児
子宮内死亡 １例であった（双胎１例，品胎１例）。分娩
適応は，妊娠高血圧症候群 １例，胎児徐脈 ４例，子宮
内感染 １例，子宮収縮抑制困難 ４例，完全破水 ３例，
双胎間輸血症候群 １例であった。
　Ｅ，Ｃ群で比較するとそれぞれ出生体重（mean±
SD）は703±180g，800±166g（p=0.08），Apgar score 
５分値（A-5）（mean±SD）は7.15±1.85，7.38±1.89
（p=0.713）と有意差は認めなかった。臍帯動脈血pH
値（mean±SD）は7.28±0.07，7.33±0.04（p=0.002）
でＥ群が有意に低値の結果であったが，pH7.1未満の児
は両群とも認めなかった。執刀から児娩出までの所要
時間（mean±SD）はそれぞれ13.1±2.84分，8.69±2.96
分（p<0.001）であり，Ｅ群で有意に長かった。術中出
血量と児の出生時Hb値については両群間で有意差がな
かった（表２，３）。
　さらに，Ｅ群を幸帽児成功群（Ｓ群）19例（22児）と
不成功群（Ｆ群）４例（４児）に分けて検討した。そ
れぞれ出生体重（mean±SD）は679±182g，837±102g

図１　対象と検討方法
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（p<0.05）とＦ群で有意に高値であった。A-5（mean±
SD）は7.36±1.40，6.00±3.56で有意差なく，臍帯動脈血

pH（mean±SD）は7.28±0.07，7.23±0.05（p=0.08）と
有意差は認めなかった（表４）。

表１　対象の臨床データ
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表４　幸帽児成功群（Ｓ群）と不成功群（Ｆ群）の比較

表３　幸帽児分娩を選択しなかった群（Ｃ群）と幸帽児分娩を選択した群（Ｅ群）に
おける，新生児仮死（Apgar score ５分値<７），臍帯動脈血pH 7.1未満，出生
時貧血（Hb<15g/dl）の頻度

表２　幸帽児分娩を選択しなかった群（Ｃ群）と幸帽児分娩を選択した群（Ｅ群）の比較
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考　　　案

　幸帽児帝王切開は1990年にPearson３）によって提唱さ
れた帝王切開手技である。Takagi et al.の調査では，幸
帽児帝王切開は日本の３次周産期センターの81.6%で実
施されており，早産児の帝王切開においてルーチンの
手技と考えられている４）。当院の幸帽児分娩の成功率は
82.6%であり，これまでの報告２）４）と同程度であった。
Murakoshi１）は，1000g未満の早産児の帝王切開におけ
るリスクとして，①早産児は子宮壁や術者の手による圧
迫に非常に弱い，②早産児の皮膚は未熟で脆弱である，
③子宮下節が進展していないため子宮壁が厚く子宮下部
切開が難しい，④娩出困難となって縦切開や逆Ｔ字切開
をした場合，将来子宮破裂のリスクとなる，⑤破膜する
と急激に子宮収縮が起こり，児が子宮壁に固定される，
の５点を挙げている。帝王切開での児損傷リスクは1.1%
と報告されている５）。今回我々が検討した全ての症例で
児の損傷は認められず，幸帽児帝王切開の優位性は示さ
れなかったが，早産児の帝王切開では児娩出に難渋する
だけでなく，分娩中の皮膚損傷や頭蓋内出血など児に思
わぬストレスがかかる可能性があるため，幸帽児帝王切
開は必須の手技と考える。幸帽児帝王切開は胎盤同時娩
出の有無によって完全幸帽児分娩と部分幸帽児分娩に分
けられる。完全幸帽児分娩では胎盤を剥離し娩出するた
め，母体と児の間の血流が遮断され，児の低酸素や貧血
を生じる可能性がある。村越らは完全幸帽児分娩を実施
しているが，児娩出後に破膜・蘇生するまで平均30秒程
度であり，上記のような影響はないとし，また早産児は
循環が不安定であるため，完全幸帽児分娩として臍帯血
輸血が可能な状態にすることで，出産後の循環動態を
改善し，新生児管理の一助となる可能性を示唆してい
る６）。一方でAbouzeid et al.は，妊娠24～32週の早産児
の帝王切開において完全幸帽児分娩を実施し，24例中
３例で臍帯血Hb値<15g/dlを認め，11例で輸血が必要で
あったと報告しており，完全幸帽児分娩における貧血に
ついて注意喚起している７）。当院では現在のところ，児
の貧血を懸念し，胎盤を剥離せず児の大部分が子宮腔外
に出たところで破膜する部分幸帽児分娩を選択してい
る。当院の検討では，Ｅ群とＣ群で児の出生時Hb値及
び貧血の発生率に有意差は認められなかった。 
　JIN et al.は，早産を対象とした幸帽児帝王切開の検討
において，新生児仮死が有意に少ない，また児の体重が
大きいことや羊水量が多いことが幸帽児分娩の失敗に関
連すると報告している８）。我々の検討においても，出生
体重はＳ群に比してＦ群で有意に大きく，特に700g以下
の症例（12例）では全例幸帽児分娩が成功していた。児
が大きいと卵膜ごと娩出するのが難しく，不成功となる
ことが予測され，児の推定体重は幸帽児帝王切開の適応

を決定する因子のひとつとして今後検討される必要があ
ると考える。
　幸帽児分娩の目的は，娩出時の破水によって起こる急
激な子宮収縮により，児がtrapされ，娩出困難となるの
を予防することである。愛護的な手技を心掛けており，
幸帽児分娩を行ったＥ群の方が執刀から児娩出までの所
要時間が有意に長いという結果はその影響と考える。ま
た臍帯動脈血pH値についても，Ｅ群の方が有意に低い
結果であったが，Ｅ・Ｃ群ともにpH7.1未満の症例はな
く，臨床的には問題ないと考える。以上から，当院にお
ける幸帽児分娩は臨床的に問題となるような有害事象を
増加させることなく行うことができていると評価する。
　今回の検討のlimitationとして，対照群を児推定体重
が1000g未満の帝王切開で幸帽児分娩を選択しなかった
群としていることが挙げられる。当院では1000g未満と
推定される児の帝王切開は①未破水②羊水過少がない
③CTGでreassuring fetal statusを満たせば，原則幸帽
児分娩をトライしている。本来，これらの条件を満たす
症例を対象として，幸帽児分娩実施の有無をランダムに
割り付けし，比較検討すべきであるが，今回は児推定体
重が1000g未満の帝王切開を診療録から後方視的に抽出
したので，対照群は執刀医によって幸帽児分娩としない
ことが決定された症例である。したがって，これらが必
ずしも同一条件とは言えず，執刀医によるバイアスが生
じている可能性は否定できない。今後，幸帽児分娩の有
用性や児の長期的予後を評価するためには，さらなる症
例の集積が必要である。
　Takagi et al.の調査では，幸帽児帝王切開を実施して
いる施設の約１/３が破水せず娩出することに難しさを
感じているという結果であった４）。しかしながら，特に
推定体重が1000g未満の小さい児や妊娠20週台の早産を
取り扱う総合周産期センターにおいては，幸帽児帝王切
開は習得すべき手技のひとつであり，より安全に行うた
めに今後も適応や手技について検討される必要がある。
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妊娠糖尿病スクリーニング検査における３段階法の有用性の検討
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Examination of the usefulness of the three-step method in gestational diabetes mellitus 
screening test
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Yumiko Mihara・Susumu Murata・Norihiro Sugino

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

【緒言】妊娠糖尿病（gestational diabetes mellitus; GDM）のスクリーニング検査として，妊娠初期（随時血糖）と中期
（24－28週の50g Glucose challenge testもしくは随時血糖）の２段階法が推奨されている。妊娠中期のGDMの治療介入が遅
れるとHeavy-for-date（HFD）などの周産期合併症が増加するため，検査施行時期には留意を要する。当院ではGDMの早期
治療介入を目的に，検査法を３段階法（妊娠初期，妊娠24週，30週の随時血糖）へ変更した。今回，その有用性について後
方視的に検討した。
【方法】2014年１月から2020年５月までに当院で妊娠初期から分娩まで管理した糖尿病合併妊娠を除く単胎879症例を対象と
した。２段階法群（2014年１月－2016年６月433例）と検査変更後の３段階法群（2016年７月－2020年５月446例）で，GDM
の診断頻度，周産期合併症の発症頻度を比較検討した。また，３段階法群において妊娠24週と妊娠30週のGDMの診断分布を
検討し，診断時期による周産期合併症の頻度を比較した。
【結果】GDMの全体の診断頻度，HFDを含む周産期合併症の発症頻度は２段階法群と３段階法群で有意差を認めなかった。
中期検査に着目すると，２段階法群では23例（5.3%）がGDMの診断に至り，４例（0.9%）がHFDであった一方，３段階法群
では妊娠24週に12例（2.7%），30週に14例（3.1%）がGDMの診断に至ったが，いずれもHFDは認めなかった。
【結論】中期検査を２回に分けてGDMスクリーニング法を３段階法に変更して検出機会を増やすことで，GDMの発症検出と
治療介入がより早期に可能となるが，周産期合併症の抑制に寄与するかは更なる検討が必要と考えられた。

A two-stage screening test for gestational diabetes mellitus (GDM) is recommended: a causal blood glucose 
(CBG) test (first trimester) and a 50-g glucose challenge test or a CBG at 24-28 weeks (second trimester). Since 
delayed treatment of GDM in the second trimester increases the risk of perinatal complications, such as heavy 
for date (HFD), the timing of the test should be carefully determined. Recently, the screening method was 
changed to a three-step method (CBGs in the first and second trimesters at 24 and 30 weeks, respectively) to 
initiate early therapeutic intervention by increasing the opportunity to discover GDM. This study aimed to 
evaluate the effectiveness of a three-step method.
No difference was observed in the overall GDM cases (36 vs. 49 cases, respectively) and other perinatal 
complications between the two-step group (433 cases) and three-step group (446 cases). In the second 
trimester, the two-step group had 23 patients who developed GDM at 28 weeks and four delivered an HFD 
infant. The three-step group had 12 patients who developed GDM at 24 weeks and 14 patients who developed 
GDM at 30 weeks, while none delivered an HFD infant.
The rate of GDM detection was not reduced using CBG. Changing the screening method to the three-
step method may detect GDM at an early stage; thus, immediate therapeutic intervention can be initiated, 
consequently reducing the number of HFD cases.

キーワード：妊娠糖尿病，GDM，スクリーニング，３段階法，HFD
Key words：gestational diabetes mellitus, screening, three-step method, heavy-for-date

緒　　　言

　本邦では，妊娠中の糖代謝異常のスクリーニングとし
て，妊娠初期に随時血糖測定，妊娠中期（妊娠24－28

週）に50g glucose challenge test（50gGCT）あるいは
随時血糖測定を行い，各スクリーニング陽性例に対して
75g oral glucose tolerance test（75gOGTT）を施行す
る２段階法が推奨されている１）。妊娠時に既に糖尿病を
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図１　当院におけるGDMスクリーニング法
50gGCT; 50g glucose challenge test

発症している症例が含まれるため，初期スクリーニング
は妊娠中の明らかな糖尿病（overt diabetes mellitus）
を見出すことを目的としている。一方，妊娠中期スク
リーニングは妊娠糖尿病（gestational diabetes mellitus; 
GDM）の発見を目的としている。妊娠中期以降ではイ
ンスリン抵抗性が増大する２）ため，それを代償すべく
インスリン分泌が増加して耐糖能を正常に保とうとす
る。しかし，潜在的なインスリン分泌異常が存在する
場合には，増大するインスリン抵抗性を代償できるだ
けのインスリンが分泌されない。その結果，GDMを発
症し３），heavy-for-date; HFDや巨大児の頻度が増加す
る４）。
　妊娠中期の検査推奨時期は範囲が広く（24－28週），
検査施行時期は施設によって異なる。Samesh ima 
et al.は，GDM症例に対して妊娠32週未満で血糖コント
ロールの正常化が達成できた場合，できなかった場合と
比較して出生時のHFDの発症を有意に低下させること
を報告している５）。この結果は，GDMは有効な治療介
入時期が限られることを意味している。即ち，常に発症
の危険のあるGDMは，治療介入が有効な妊娠32週まで
に，できるだけ発症の早期を捉えて，直ちに治療を開始
することが望ましい。
　当院では妊娠中期の治療介入可能な時期のGDMの発
見の機会を増加させる目的で，2016年７月から，妊娠中
の糖代謝スクリーニングを従来の２段階法（妊娠初期：
随時血糖測定，妊娠中期：妊娠28週の50gGCT）から３
段階法（妊娠初期：随時血糖測定，妊娠中期：妊娠24
週，妊娠30週の随時血糖測定）に変更した。妊娠中期ス
クリーニングの２回の施行時期は，現在推奨されている
妊娠24週－28週の施行時期を考慮し，その中で最も早い
妊娠24週と，治療介入が有効な32週までの発見・治療開
始を考慮して30週とした（図１）。今回，３段階法に変
更してから約４年が経過し症例数が蓄積したため，２段

階法と３段階法におけるGDMの診断頻度，診断時期の
分布，HFDを含む周産期予後について検討した。

対象と方法

１）対象患者
　2014年１月から2020年５月の期間に山口大学医学部附
属病院総合周産期母子医療センターで，妊娠初期から
分娩まで妊娠管理を行い，GDMスクリーニングを施行
した単胎妊娠症例879例（２段階法群；2014年１月から
2016年６月までに２段階法で管理した433例，３段階法
群；2016年７月から2020年５月までに３段階法で管理し
た446例）を対象とした。糖尿病合併妊娠は除外した。
２）GDMスクリーニング方法（図１）と診断基準
　２段階法群は妊娠初期に随時血糖測定および妊娠28
週時に50gGCTを行った。カットオフ値は，随時血糖は
100mg/dL以上，50gGCTは140mg/dL以上とし，スク
リーニング陽性例に75gOGTTを施行した。３段階法群
は妊娠初期，妊娠24週，妊娠30週時に随時血糖測定を
行った。カットオフ値はいずれの時期も100mg/dL以上
とし，スクリーニング陽性例に75gOGTTを施行した。
妊娠中期に，推定胎児体重+1.5SD以上，羊水過多（最大
羊水深度≧８cmかつ羊水インデックス≧24cm），尿糖
陽性（+～++++）の持続のいずれかを認める場合には，
スクリーニング陰性であっても75gOGTTを施行した。
75gOGTTは妊娠糖尿病診断基準（2010年改定６））に基
づき，空腹時血糖92mg/dL以上，１時間値180mg/dL以
上，２時間値153mg/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の診断例はいずれも当院
糖尿病・内分泌内科へ紹介し，血糖管理を行った。
３）検討内容
　２群において，GDMの診断頻度，診断時期の分布，
および周産期合併症（羊水過多，帝王切開，出生時
HFD，出生時Light-for-date; LFD，新生児低血糖，新生
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児黄疸）の発症頻度を比較検討した。骨盤位による帝王
切開は帝王切開数に含めなかった。HFDおよびLFDの
判定には，母体の初産，経産，妊娠週日数別に標準値
が設けられている在胎期間別出生時体格標準値を用い
た７），８）。
４）統計解析
　統計解析はWilcoxon順位和検定またはFisher直接確率
検定を用い，p＜0.05を有意とした。統計解析は統計ア
プリケーションR（https://www.R-project.org）を用い
て行った。
　本研究は山口大学医学部附属病院の治験および人を対
象とする医学系研究等倫理審査委員会の承認を得て行っ
た（承認番号：2020-154）。

結　　　果

１）背景
　２群における患者背景と周産期合併症の発症頻度を表
１に示す。２群間で年齢，妊娠前BMI，分娩週数に有意
差を認めなかった。分娩回数は２段階法群，３段階法
群それぞれで0.97±1.2回，0.88±1.4回であり，２群間に
有意差を認めた（p＜0.01）。周産期合併症である帝王切
開，出生時HFD，出生時LFD，新生児黄疸，新生児低
血糖は有意差を認めなかった。
２）GDMの診断頻度
　各群でのGDMの診断総数と，スクリーニング陽性
数，およびGDMの診断数を表２に示す。GDMの診断総
数は２段階法群 36例（8.3％），３段階法群 49例（11.0％）
で有意差を認めなかった。妊娠初期の診断数は，２段階
法群９例（2.1％），３段階法群19例（4.3％）で有意差を
認めなかった。
　妊娠中期の診断数は２段階法群 23例（5.3％），３段階

法群 26例（5.8％）であり，２群間に有意差を認めなかっ
た。陽性的中率は両群ともに0.25で有意差を認めなかっ
た。３段階法の中期検査において，GDMを24週と30週
の両週数で認め，それぞれ24週 12例（2.7％），30週 14
例（3.1％）であった（表２）。妊娠中期でのGDMの診断
週数は２段階法群 31.8週，３段階法群 28.3週であり，３
段階法群で有意に診断週数が早かった（p＜0.001）。
　妊娠中期に，推定胎児体重+1.5SD以上，羊水過多，
尿糖陽性が持続する場合に75gOGTTを施行しGDMの診
断となった例が２段階法群で４例（1.0％），３段階法群
で４例（0.9％）であった（表２）。
３）妊娠中期に診断された症例の周産期合併症の頻度
妊娠中期にGDMと診断された２段階法群 23例と３段階
法群 26例で，周産期合併症の頻度を比較した（表３）。
出生時LFD，帝王切開，羊水過多，新生児低血糖，新生
児黄疸はいずれも有意差を認めなかった。
　出生時HFDの発症頻度は２段階法群４例（1.0％），３
段階法群０例（０％）で有意差は認めなかったが，３段
階法群で診断された24週 12例，30週 14例には，いずれ
も出生時HFDの発症を認めなかった（表３）。尚，24週 
12例のうち，４例が直ちにインスリン加療が開始され，
８例は食事療法で分娩に至った。30週 14例のうち，４
例が直ちにインスリン加療が開始され，10例は食事療法
で分娩に至った。

考　　　案

　本研究は，GDMスクリーニング法について，現在推
奨されている２段階法に対し，妊娠中期の検査回数を１
回追加することで発見の機会を増加させ，早期治療介入
を可能とすることを示した。これまで，妊娠後期にもス
クリーニング検査と精査を実施して治療介入を行った報

表１　対象症例の背景と周産期合併症の発症頻度

数値は平均±SDまたは症例数（%）で示した。
統計解析にはWilcoxon 順位和検定またはFisher直接確率検定を使用した（p＜0.05）。
BMI; body mass index, HFD; heavy for date, LFD; light for date
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告はある９）が，中期にスクリーニング検査を２回施行
した報告はなく，３段階スクリーニング法の効果の検討
は本報告が初である。インスリン抵抗性は妊娠中期以降
に上昇する２）。即ち，GDMは特に妊娠中期以降は常時
発症する可能性があり，妊娠24－28週に１回のスクリー
ニング検査では治療介入可能なGDMを見逃す可能性が
ある。本検討において，24週と30週のいずれの週数でも
GDM症例が診断された。このことから，中期検査を１
回としている２段階法においては，24週で施行した場合
には24週以後に発症する症例を，一方，28週で施行した
場合には，既に発症している症例の検出と治療介入が遅

れている可能性が推察される。実際，本検討において，
中期スクリーニングでGDMと診断された症例のうち２
段階法では４例が出生時HFDを認めていた一方，３段
階法では認めなかった。このことから，２段階法群で出
生時HFDを発症した４例が，診断前のより早い段階で
GDMを発症していた可能性があり，発症早期に診断・
治療介入できていれば，出生時HFDの発症を抑制でき
た可能性が推察される。中期検査で検出されたHFD数
に２段階法と３段階法間で有意差はなかったが，３段階
法でHFDを認めなかったのは着目すべき点であり，今
後の症例の蓄積により３段階法がHFDの抑制に有用で

数値は症例数，GDMの診断週数は平均（範囲）で示した。統計解析にはWilcoxon順位和検定またはFisher
直接確率検定を使用した。GDM; 妊娠糖尿病，HFD; heavy for date
*妊娠中期に，推定胎児体重+1.5SD以上や羊水過多が持続したため75gOGTTを施行して診断に至った症例

表２　２段階法群と３段階法群でのGDMの診断分布の比較

p値は２段階法群と３段階法群（24週と30週の合計）を比較した（Fisher直接確率検定）を使用した。
HFD; heavy for date，LFD; light for date
*在胎期間別出生時体格標準値を用い，出生時にHFDであった症例

表３　妊娠中期にGDMと診断された症例の耐糖能異常関連疾患の頻度の比較
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あるか更に検討を行っていく必要がある。また，HFD
以外の周産期合併症にも有意差を認めなかったが，これ
らの合併症に関しても，今後の症例の蓄積により３段階
法が抑制に有用であるか更に検討を行っていく必要があ
る。
　以前のGDMの診断基準は，将来の糖尿病発症頻度の
上昇を根拠とし基準値が設定されていた10）。2010年に児
の周産期予後の改善を目的に診断基準が改定６）され，
現在，国際的に使用されている。現在，妊娠中の糖代謝
異常のスクリーニングは，妊娠初期の随時血糖測定と妊
娠中期の50gGCTまたは随時血糖測定を用いた２段階法
が推奨されている。50gGCTが施行困難な場合には随時
血糖測定でも良いとされているが，これは随時血糖測定
が50gGCTと比較して感度に劣るとされているためであ
る。しかし，随時血糖測定が50gGCTと比較して簡便な
検査であることやコストパフォーマンスの観点から，
妊娠中期のスクリーニング検査として随時血糖測定を採
用している施設が半数近いとされる11）。２段階法におけ
る随時血糖測定と50gGCTとの比較をした多施設共同研
究11）では，GDMの診断率は50gGCT群（7.6%）の方が
随時血糖群（4.8%）と比較して有意に高いが，3,500g以
上または90%tile以上の出生体重児を分娩するリスクは
同等であると報告されており，現行のスクリーニング法
によるGDMの診断では，目的である周産期合併症の改
善に繋がっていない。75gOGTTを妊婦全例に施行する
とGDMは16.5%診断可能であり，これは２段階法の8.5%
と比較すると有意に高いが，この方法でも出生時HFD
を抑制する結果には至っていない12）。本研究において，
50gGCTを採用した２段階法のGDMの診断率は8.3％，
随時血糖測定を採用した３段階法の診断率は11.0%であ
り，GDMの診断において非劣性であった。また，妊娠
中期スクリーニング検査に着目した場合の陽性的中率に
両群間で有意差を認めず，随時血糖による３段階法によ
る検査精度の低下はないと考えられた。随時血糖に変更
しても全体としての精度が同等であることを鑑みると，
検査頻度の増加による発症早期の診断と治療介入の利点
は大きい。
　GDMに対する運動療法はインスリン感受性改善に明
らかな効果を示さず13），有効性がエビデンスに乏しい一
方で切迫早産の一因となるため，積極的な推奨はし難
い。そのため，GDMの治療は成人非妊婦の耐糖能異常
に対する治療とは異なり，食事療法ならびにインスリン
強化療法が標準治療となる。まずは食事療法で血糖自己
測定を行い，血糖コントロール不良な場合に食事療法と
インスリン強化療法の併用へ変更する。GDMの診断基
準が新基準となったことで軽度の糖代謝異常がGDMと
診断されることになったが，多くは食事療法で十分で
ある14）。本研究でも，３段階法群で30週にGDMと診断

された14例のうちインスリン加療となったのは４例で
あり，食事療法の10例を合わせて出生時HFDは認めな
かった。このことから，出生時HFDの予防には必ずし
も薬剤投与という医療介入を必要とせず，生活の中で食
事管理を意識することだけでも出生時HFD発症のリス
クを低減させることができる可能性がある。
　本研究は時期を隔てた後方視的研究であり，研究の信
頼性はランダム化比較試験に劣る。本研究のように，
GDMスクリーニング方法を３段階法に変更することに
よりGDMをより早期に診断し，治療介入を行うことで
周産期予後の改善に有用であるかは判断が難しく，今後
更なる検討が必要と考えられた。
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子宮内胎児死亡を来した有窓胎盤の１例

片山　幸子・新居　真理・笠井　可菜・土肥　直子・沖津　修

つるぎ町立半田病院　産婦人科

A case of placenta fenestrata that resulted in intrauterine fetal death

Sachiko Katayama・Mari Nii・Kana Kasai・Naoko Doi・Osamu Okitsu

Department of Obstetrics and Gynecology, Tsurugi Municipal Handa Hospital

有窓胎盤とは，胎盤内部に実質が一部欠損し窓状にみえるものをいう。有窓胎盤はこれまで数例の症例報告を認めるのみの
稀な胎盤異常であり，胎児・新生児予後への関与など臨床的問題も明らかにされていない。今回我々は，有窓胎盤が子宮内
胎児死亡の原因と考えられた症例を経験したので報告する。

Placental fenestrata is one of the variations in placental morphology, which involves the lack of placental 
tissues in some areas. Placental fenestrata rarely occurs, and only a few cases have been reported so far; the 
clinical problems concerning fetal and neonatal prognosis have not yet been clarified. Here, we report a case 
in which placenta fenestrata was thought to be the cause of intrauterine fetal death.

キーワード：有窓胎盤，子宮内胎児死亡，抗Jra抗体
Key words：placenta fenestrata, intrauterine fetal death, anti-Jra

緒　　　言

　有窓胎盤とは，胎盤内部に実質が一部欠損し窓状にみ
えるものをいう１）。有窓胎盤はこれまで数例の症例報告
を認めるのみの稀な胎盤異常であり，胎児・新生児予後
への関与など臨床的問題も明らかにされていない。今回
我々は，有窓胎盤が子宮内胎児死亡の原因と考えられた
症例を経験したので報告する。

症　　　例

33歳
妊娠歴　４妊１産（自然流産２回，人工妊娠中絶０回）
既往歴　なし　（前回妊娠時 不規則抗体陰性）
輸血歴　なし
現病歴　近医で妊娠を確認，予定日決定後，妊娠管理
目的で当科を紹介され，妊娠10週４日に当院初診し
た。妊娠12週４日妊娠初期検査でWBC 9590/μl，Hb 
13.6g/dl，PLT 31.9×104/ul，RPR（－），TP抗体（－），
HBs抗原（－），HCV抗体（－），HIV-1,2抗原･抗体（－），
風疹抗体HI 16倍，随時血糖 112mg/dl，血液型 AB型
RH（＋），不規則抗体は多数項目で陽性となり，反応に
特異性がないため抗体の同定に至らなかった。このよう
な高頻度抗原に対する抗体のなかで，胎児に影響する可
能性のあるものとして抗Jra抗体を想定し，日本赤十字
社血液センターに確認検査を依頼したところ，抗Jra抗
体と同定され，稀な血液型Jra抗原陰性であることが判

明した。抗体価は64倍であった。抗Jra抗体は，以前は
胎児・新生児溶血性貧血には関与しないとされていた
が，最近では胎児貧血例の報告がある。よって，以後の
妊婦健診では，超音波ドップラー法によるMCA-PSVを
用いて胎児貧血の評価を行った。
妊娠24週４日　推定体重805g（＋0.2SD），MCA-PSV 
26.7cm/s，胎児水腫（－）
妊娠26週４日　推定体重991g（－0.4SD），MCA-PSV 
31.5cm/s，胎児水腫（－）
妊娠中期検査 WBC 12410/μl，Hb 13.0g/dl，PLT 
35.2×104，抗体価64倍　
妊娠28週４日 推定体重1193g（－0.9SD），MCA-PSV 
32.8cm/s，胎児水腫（－），抗体価64倍
　いずれもMCA-PSVは，1.5MoM（multiples of the 
median）以上の上昇を認めていなかった２）（図１）。ま
たいずれの妊婦健診においても血圧や尿蛋白の異常を認
めておらず，超音波検査でも胎児・胎盤に明らかな異常
は認めていなかった。妊娠30週４日に妊婦健診目的に受
診した。問診で５日前からの胎動消失の訴えがあり，経
腹超音波検査で確認したところ，胎児心拍を認めず，皮
下浮腫や胸腹水も認めず，明らかな外表奇形も認めな
かった。羊水量も正常で，胎盤に異常所見は認めなかっ
た。推定体重1156g （妊娠28～29週相当），抗体価は64倍
であった。推定体重や胎動の自覚から，５日前頃に子宮
内胎児死亡したと思われた。妊娠28週までのMCA-PSV
は特に上昇なく，胎児水腫も認めないことから，重症貧
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血による子宮内胎児死亡の可能性は低く，他の要因があ
る可能性が高いと考えた。妊娠30週６日，1050gの女児
を死産した。児に皮下浮腫はなく，重症貧血を疑わせる
所見はなかった。明らかな外表奇形はなく，浸軟は１度
と認められた。臍帯には巻絡や結節，過捻転を認めな
かった。臍帯付着部は中央付着，過捻転や絞扼は認めな
かったが臍帯血管がワルトン膠質に包まれないまま卵膜
上を走行している卵膜付着の状態であった。血管数は正

常（臍帯動脈２本，臍帯静脈１本），臍帯の色調は正常
白色であった。胎盤は重量204g，胎児面の色調は正常，
形状は楕円型，卵膜の黄染は認めなかった。胎盤母体面
の色調は暗褐色，石灰化や白色梗塞は認めず，血腫や辺
縁出血は認めず，腫瘤も認めなかった。胎盤中央に径
５×３cmの絨毛欠損部があり，この欠損部卵膜の上に
臍帯が付着していた。胎盤の肉眼的所見から有窓胎盤と
診断した（図２）。胎盤の切り出し切片でも，臍帯付着

図１　妊娠中のMCA-PSVの推移
MCA-PSVの上昇は認めていなかった。

図２　胎盤　左が母体面，右が胎児面
中央に径５×３cmの絨毛欠損部（▲）があり，この欠損部直下の卵膜上に臍帯が付着していた。

図３　胎盤病理
臍帯付着部では絨毛が大きく欠損していた。
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部では絨毛が大きく欠損しており（図３），臍帯胎盤病
理所見は，出血を伴う梗塞が全体の20～30％に認められ
た。好中球浸潤や細菌の存在など明らかな感染徴候は認
めなかった。ご夫婦は流死産絨毛・胎児組織染色体検査
は希望されず，病理解剖の同意は得られなかった。

考　　　案

　有窓胎盤とは，胎盤内部に実質が一部欠損し窓状にみ
えるものをいい，非常に稀な胎盤異常である１）。このよ
うな胎盤の形態異常の成因は，妊卵の着床部位，着床様
式，子宮内膜の異常とされている３）。子宮内膜が非薄な
子宮峡部や側壁では栄養不足により胎盤の発育が阻害さ
れる。過度に深くまたは浅く，基底板を広くまたは狭く
着床することも関係する。子宮内膜の発育不全，炎症，
内膜掻爬，内膜ポリープ，子宮筋腫および瘢痕形成不全
などにより基底脱落膜における栄養不全のために胎盤形
成不全を生じる。本症例では自然流産歴が２回あるが，
過去の記録が残っておらず，そのいずれかで子宮内容清
掃術を受けたかどうかは不明である。
　有窓胎盤では絨毛欠損部の直下に臍帯が付着している
場合があるが，本症例もこれにあてはまっており，臍帯
が胎盤実質でなく卵膜に付着していた。臍帯卵膜付着で
は，ワルトン膠質に包まれないむき出しの臍帯血管が臍
帯付着部と胎盤実質との間の卵膜上を走行している。ワ
ルトン膠質は，その弾力で正常の臍帯血管を外力から
守っているが，卵膜付着ではワルトン膠質が欠如するた
め，臍帯血管が慢性的に，あるいは子宮収縮や胎動に
伴って圧迫されやすい４）。
　本症例では，胎盤に梗塞が多発していた。胎盤梗塞
は，子宮血流の影響，初期からの胎盤の形成不全，感
染，妊娠高血圧症候群が原因でおこるといわれてい
る５）。その他，抗リン脂質抗体症候群を指摘する成書６）

もある。今回は感染や妊娠高血圧症候群は認めず，着床
部位は正常で子宮筋腫や内膜ポリープも合併していな
い。着床部位異常，子宮筋腫，子宮内膜ポリープ以外の
何らかの原因で子宮内膜の発育不全があり，胎盤の形成
が未発達となった結果，絨毛が一部欠損し有窓状になっ
たり，胎盤梗塞が発生したりしたのではないかと推察さ
れる。
　胎児死亡の原因として，本症例では母体が稀な血液型
Jra抗原陰性であることから，血液型不適合妊娠が挙げ
られる。しかし本症例では，妊娠経過中にMCA-PSV値
の上昇はみられず，不規則抗体価の上昇もなく，胎児水
腫の所見もみられなかったことから，Jra不適合が直接
の死亡の原因とは考えられない。また，本症例では組織
学的な胎盤梗塞を認めたため，胎盤機能不全が胎児死亡
につながった可能性を完全には否定できないが，継続的
な妊婦健診において明らかな胎児発育不全を認めていな

いことから，その可能性は低いと思われる。結果的に，
有窓胎盤に伴う臍帯卵膜付着のため，胎動など何らかの
機転により臍帯血管の強い圧迫が生じて血流が途絶え，
胎児死亡が引き起こされた可能性が最も高いと考える。
しかしながら，２回の自然流産歴がある上に今回の死産
が生じたという観点からは，本症例には不育症としての
精査を行うことが望まれる。多発胎盤梗塞の原因として
の血栓性素因や抗リン脂質抗体症候群を除外診断する必
要があると思われる。
　有窓胎盤は，非常に稀な胎盤異常であり，世界でも症
例報告はほとんどなく，胎児の予後に影響を与えなかっ
たという報告もあれば７），児発育へ負の影響を示したと
いう報告もある８）。このような胎盤形態異常を念頭にお
きながら日常診療を行うことは難しいが，胎盤形態異常
の成因から考えると，妊娠初期に妊卵の着床部位を確
認，妊娠中期までに胎盤位置，臍帯付着部の確認を必ず
行うという基本姿勢を心がけることが，胎盤形態異常の
診断につながると思われる。今回Jra不適合妊娠に気を
とられ，妊婦健診における超音波検査で胎児付属物の観
察が足りなかったと反省させられた。
　本症例のように，有窓胎盤や胎盤梗塞の成因となりう
る子宮内膜発育不全の存在が示唆される症例では，妊娠
前の管理方法としてカウフマン療法を行い子宮内膜の状
態をリセット・調整する方法も考えられる。さらに子宮
内膜の血流不全による子宮内膜発育不全に対し，エスト
ロゲンやプロゲステロン製剤が効かない難治性のものに
は血流促進作用のあるビタミンE，L-アルギニン，シル
デナフィル腟錠が子宮内膜発育不全に有効との報告もあ
る９）。また近年は,慢性子宮内膜炎という疾患概念が注
目されており，子宮内腔の培養検査や子宮鏡検査，抗生
物質療法なども考慮する必要がある。さらに妊娠成立後
は，低用量アスピリンやヘパリン療法も選択肢として挙
げられる。
　以上，非常に稀な胎盤異常である有窓胎盤から胎内死
亡に至ったと推定される症例を報告した。
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Fourteen cases of chronic placental abruption and four cases of chronic abruption-
oligohydramnios sequence: A retrospective study

Go Takasu・Susumu Murata・Mayuko Nakamura・Amon Shiroshita
Mana Kawasaki・Yumiko Mihara・Ryo Maekawa・Norihiro Sugino

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

【目的】慢性胎盤早期剥離（慢性早剥）は断続的な不正性器出血を繰り返す。またchronic abruption-oligohydramnios 
sequence（CAOS）は慢性早剥に羊水過少を合併した重症疾患であり，難治性の切迫流早産として治療を要する。今回は慢性
早剥・CAOSの周産期予後について検討することを目的にした。
【方法】2009年９月から2019年10月に当院で周産期管理を行い，繰り返す性器出血から慢性早剥またはCAOSと診断した症例
の臨床的特徴について検討した。また慢性早剥・CAOS以外の原因で早産となった症例を「対照早産群」とし，慢性早剥・
CAOS群と対照早産群における臨床所見の比較検討を行った。
【結果】慢性早剥群14例，CAOS群４例，対照早産群69例であった。出血開始週数中央値は慢性早剥が13.0週，CAOSが18.5
週であった。分娩週数中央値は慢性早剥が26.9週，CAOSが25.1週で，両群とも全例早産となった。新生児治療成績において
慢性肺疾患の発症頻度は慢性早剥が80%，CAOSが66.7%であり，両群ともに高率であった。胎盤病理では両群ともにBlanc分
類２度以上の絨毛膜羊膜炎やヘモジデリン沈着の頻度が高かった。
次に慢性早剥・CAOS群と対照早産群の２群間で検討を行った。両群間のSFD率，新生児死亡率，慢性肺疾患や脳障害の発症
率に有意差はなかったが，胎盤病理診断におけるBlanc分類２度以上の絨毛膜羊膜炎（66.7％ vs 29.1%；p＝0.02）とヘモジデ
リン沈着の頻度（50.0% vs 5.5%；P<0.01）は慢性早剥・CAOS群で有意に高率に認めた。
【結語】CAOSだけでなく慢性早剥でも早産リスクが高い可能性がある。断続的に性器出血を認める切迫流早産の妊婦で慢性
早剥やCAOSを疑う場合，高次施設での管理が望ましい。

Introduction: Chronic placental abruption and chronic abruption-oligohydramnios sequences (CAOS) are difficult to manage 
during the perinatal period. We aimed to investigate the perinatal outcomes and neonatal prognosis of patients with chronic 
placental abruption and CAOS. 
Method: Fourteen patients who experienced chronic placental abruption and four who experienced CAOS were included in 
this study (2009-2019). The preterm delivery group, other than those with chronic placental abruption and CAOS, was used 
as a control (n=69). All statistical analyses were two-sided, and a P value of <0.05 was considered significant.
Results: No significant differences were observed in the gestational weeks of delivery, small for date, rate of neonatal death, 
and chronic lung disease between the CAOS and preterm delivery groups. Meanwhile, significant differences were observed 
in the incidence of chorioamnionitis grade >1 and the presence of hemosiderosis in placental pathological findings in the 
same groups (66.7% vs. 29.1%; p=0.02,46.7% vs. 5.5%; p<0.01).
Discussion: Intrauterine inflammation was significantly higher in the chronic placental abruption-CAOS group than in the 
preterm delivery group.

キーワード：慢性胎盤早期剥離，慢性早剥羊水過少症，絨毛膜下血腫，早産
Key words：chronic placental abruption, chronic abruption-oligohydramnios sequence, 

subchorionic hematoma, premature preterm labor

緒　　　言

　Naftolin et al.１）により７日間を越えて慢性的に出血
を呈する慢性胎盤早期剥離（慢性早剥）が報告され，
Elliott et al.２）は慢性早剥に羊水過少を伴った場合を慢
性早剥羊水過少（chorionic abruption-oligohydramnions 

sequence; CAOS）とした病態を提唱した。いずれも妊
娠中の断続的な性器出血を特徴とし，難治性の切迫流早
産として治療を要する疾患であり，結果コントロール不
良の早産を来たし周産期管理に難渋する症例も少なくな
い２，３）。しかしながら，それぞれの明確な病態の定義や
治療法は確立しておらず，二つの病態を分けて比較した
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報告は少ない。今回当院で慢性早剥，CAOSの症例を複
数例経験したため，それぞれの経過から周産期予後の特
定などを目的に後方視的に検討した。また，周産期予後
に関する検討のため，慢性早剥群，CAOS群とは別に，
断続的な出血を伴わず早産に至ったものを対照早産群と
定義し，後方視的に比較検討した。

方　　　法

　2009年９月から2019年10月まで，当院で周産期管理を
行い，妊娠初期または中期から繰り返す性器出血を認
め，慢性早剥，CAOSと臨床診断した単胎症例を対象と
した。子宮収縮抑制が必要な症例は入院の上，塩酸リト
ドリン，硫酸マグネシウムを点滴静注した。また，血液
検査でCRPの上昇を認める症例に対しては，抗生物質の
投与を行った。
　慢性早剥，CAOSの診断基準はElliott et al.の報告２）

を参考にし，当院では以下のように定義した。
１．慢性早剥の診断基準
①前置胎盤などの同定可能な出血源がない
②断続的な性器出血を繰り返し，かつ分娩時まで持続

する
③初回の出血から７日目以降に分娩する
２．CAOSの診断基準
慢性早剥の診断基準に加え，
①当初は羊水量が正常（AFI ５－25cm，または最大

羊水深度２cm以上）
②明らかな破水を認めずに羊水過少となる（AFI 

５cm以下，または最大羊水深度２cm以下）
※AFI: amniofluid index
　また，同期間中に分娩した症例のうち，以下に当ては
まるものを対照早産群とした。
①当院で妊娠22週以降，34週未満で早産となった単胎

症例
②慢性早剥またはCAOSを疑う性器出血を認めない
③胎児・新生児期に先天奇形を認めない
④胎児・新生児期に染色体異常を認めない

　抽出された慢性早剥，CAOS，対照早産群の各症例を
用いて，慢性早剥群，CAOS群の妊娠時所見，新生児所
見および胎盤病理所見について検討した。また慢性早剥
症例とCAOS症例を合わせた慢性早剥・CAOS群と対照
早産群における新生児所見・胎盤所見について比較し，
周産期予後について検討した。　
　新生児慢性肺疾患（chronic lung disease, 以下CLD）
の定義は日齢28日以上の酸素療法を要する状態とし，在
胎期間の個体差も考慮し，修正36週０日以上酸素療法が
必要であった症例も別途集計し比較を行った４）。
　統計処理はEZR （Saitama Medical Center, Jichi 

Medical University, Saitama, Japan）を使用し，Fisher
の正確確率検定，χ二乗検定，Mann-Whitney U検定を
行い，ｐ値0.05未満を統計学的有意差ありと判断した。
尚，本研究は山口大学医学部附属病院倫理審査委員会の
承認を得ている。

結　　　果

　研究期間中に当院で分娩管理を行った妊婦は4824例
であった。そのうち慢性早剥14例（0.29%），CAOS４例
（0.08%）であった。
　慢性早剥14例，CAOS４例の詳細を表１に示す。慢性
早剥のうち１例（症例No.１）が母体の出血性貧血を来
し，人工妊娠中絶を行った。また，１例（症例No.２）
は妊娠24週に胎児死亡となった。結果，慢性早剥14例で
出生に至ったのは12例（85.7％）であった。そのうち妊
娠22週で出生した２例（14.3%）は，出生後の蘇生に反
応せず新生児死亡となった（症例No.３,４）。また，１
例が重度のCLDにより日齢53日に乳児死亡となった（症
例No.５）。残り９例（64％）は生存し当院小児科で経過
観察中である。
　CAOSのうち１例（症例No.15）が-2.5SDの胎児発育
不全と胎児水腫を認め，人工妊娠中絶を行った。残り３
例（75％）は生児を得て，当院小児科にて経過観察され
ている。

　慢性早剥群，CAOS群の妊娠時所見，新生児所見およ
び胎盤病理所見については，慢性早剥は14例，CAOS 
は４例であった（表２）。出血開始週数の中央値は慢
性早剥が13.0週（6.0週－27.7週），CAOSが18.5週（10.1
週－22.0週）であった。出血持続週数の中央値は慢性早
剥が12.0週間（2.0週間－24.1週間），CAOSが8.7週間（2.4
週間－9.9週間）であった。CAOSにおいて，羊水過少と
診断した週数の中央値は19.9週（14.0週－25.3週）であっ
た。分娩週数の中央値は慢性早剥が26.9週（18.0週－33.0
週），CAOSが25.1週（20.0週－30.0週）であった。新生
児所見の検討で，妊娠28週０日未満の超早産となった症
例は慢性早剥では50%（６例/12例），CAOSでは66.7%
（２例/３例）であった。慢性早剥で出生した児のうち
16.7%（２例/12例）がsmall for date（以下SFD）であっ
たが，CAOSではSFDは０%（０例/３例）であった。
CLDの発症は慢性早剥の80.0%（８例/10例）に，CAOS
の66.7%（２例/３例）に認め，修正36週０日以上酸素
療法を要した症例は慢性早剥で40.0%（４例/10例），
CAOSで66.7%（２例/３例）であった。脳室周囲白質軟
化症や脳室内出血などの脳障害を来した症例は慢性早剥
で40.0%（４例/10例），CAOS（０例/３例）で０%であっ
た。
　胎盤病理所見において，Blanc分類２度以上の絨毛膜
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羊膜炎（chorioamnionitis, 以下CAM）と診断された症
例は，慢性早剥で58.3%（７例/12例），CAOSで100%
（３例/３例）であった。ヘモジデリン沈着は慢性早剥
で41.7%（５例/12例），CAOSで66.7%（２例/３例）に
認めた。

　慢性早剥・CAOS群と対照早産群における新生児所見
の比較検討において，慢性早剥・CAOS群は15例，対照
早産群は69例であった（表３）。早産の理由として，胎
児機能不全が19例，母体適応での人工早産が７例，常位
胎盤早期剥離（今回定義した慢性ではない早剥）が６
例であった。残りの37例は子宮収縮抑制治療を行なっ
たが，陣痛抑制不良で早産となった。37例中，前期破
水は16例，臨床的CAMは11例であった。対照早産群の
うち55例で胎盤病理検査が行われた。慢性早剥・CAOS
群の分娩週数の中央値27.3週（22.1週－33.0週），対照早
産群の中央値は28.0週（22.1週－30.8週）で分娩時期に
有意差を認めなかった。SFD発症率は慢性早剥・CAOS
群が13.3%（２例/15例），対照早産群が21.7%（15例/69
例）であった。新生児期や乳児期に死亡した症例は慢
性早剥・CAOS群が20.0%（３例/15例），対照早産群が
10%（７例/69例）であった。日齢28日以上生存した症
例のうち，CLDを呈していた症例は慢性早剥・CAOS

群が76.9%（10例/13例），対照早産群が88.9%（56例/63
例）であり，修正36週０日以上まで酸素療法を要した症
例は慢性早剥・CAOS群が46.2%（６例/13例），対照早
産群が64.3%（36例/62例）であった。脳室周囲白質軟化
症・脳出血などの脳障害を呈していた症例は慢性早剥・
CAOS群が30.8%（４例/13例），対照早産群が14.5%（10
例/69例）であった。結果，分娩週数，SFD率，死亡
率，CLD発症率，脳障害発症率のいずれにおいても，慢
性早剥・CAOS群と対照早産群との間で有意差を認めな
かった。
　胎盤病理では，Blanc分類２度以上のCAMを呈してい
た頻度と，ヘモジデリン沈着の頻度を比較したところ，
慢性早剥・CAOS群は対照早産群に比べ，有意に高率に
認める結果となった（66.7％ vs 29.1%；p＝0.02，46.7% 
vs 5.5%；p<0.01）。この結果は，慢性早剥やCAOSの症
例は，他の理由にて早産に至る症例に比して，より高頻
度に子宮内感染や長期間の血液の滞留があったことを指
し示す証拠となった。

考　　　案

　常位胎盤早期剥離は，螺旋動脈からの出血により急速
に胎盤後血腫が形成され，性器出血，腹痛，子宮収縮等
の症状を来し，消費性の凝固障害による播種性血管内凝

表１　慢性早剥14例，CAOS４例の臨床経過

CLD, chronic lung disease; PVL, periventricular leukomalacia; IVH, intraventricular haemorrhage; CAM, chorioamnionitis; DCH, 
diffuse chorioamniotic hemosiderosis; AFD, appropriate for dates; SFD, small for dates; FGR, fetal growth restriction
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表２　慢性早剥とCAOSの妊娠時所見・新生児所見・胎盤所見の比較

＊：出生直後に新生児死亡となった２例を除いた10例で検討
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固症候群や胎児機能不全に至る。母児共に急激かつ重篤
な経過を辿る事が多いため，一般的には急速遂娩が必要
で，多くは緊急帝王切開術が施行されている。
　一方慢性早剥は，胎盤静脈叢からの出血が主と考えら
れ，脱落膜と絨毛膜が静脈性の出血により剥離し血腫を
形成し，血液の一部は腟へと排泄されることで，断続的
な性器出血を頻回に来す３）。静脈性の出血のため，多く
は緩徐な経過をたどるが，繰り返す性器出血と子宮収縮
が誘発されるため難治性の切迫流早産として治療を要
する症例が多い。さらに，この慢性早剥が進行し羊水
過少を合併するとCAOSと定義される。しかしながら，
CAOSに至る詳しい機序，病態については詳しくは解明
されていない。
　慢性早剥とCAOSの臨床経過の特徴について，
CAOS14例と慢性早剥６例を集積したElliott et al.の報
告では，慢性早剥の分娩週数は33.0±5.3週，CAOSの分
娩週数は26.1±3.9週であり，CAOSは慢性早剥より早産
に至る危険性が高い疾患であるとされている２）。本邦で
も慢性早剥15例とCAOS15例を比較検討したKobayashi 
et al.の報告で，慢性早剥の分娩週数は37.5±3.8週，

CAOSの分娩週数は25.7±2.4週と，CAOSは有意に早産
率が高いと報告された（P<0.01）５）。同研究では妊娠28
週未満に分娩に至った症例は慢性早剥では０%，CAOS
では86.7%と，CAOS症例の殆どは妊娠28週未満の早産
であり，新生児においてはSFD率（40.0% vs 6.7%；p＝
0.03），CLD発症率（73.3% vs 6.7%；p＝0.03），新生児死
亡率（26.7% vs 0.0%；p＝0.03）がCAOSにおいて高率で
あった。しかし我々の検討では，慢性早剥症例は切迫
早産治療を行ったにも関わらず，分娩週数中央値が26.9
週，最長でも妊娠33週までしか妊娠期間を延長できず，
CAOSと同様に全症例で早産となった。
　このように諸家の報告と異なり，当院の慢性早剥の切
迫早産管理に難渋した点を考察する必要がある。第一
に，慢性早剥の診断はElliott et al.の文献報告を参考に
している点は同一であると思われるが，その臨床像が全
く異なっている。Kobayashi et al.の報告とは異なり，
当院では慢性早剥の症例は全例分娩まで断続的に出血が
持続する症例に限定している。一方で，Elliott et al.の
定義に合致する症例であっても，一時的な切迫流産，早
産管理に留まり，その後外来通院が可能となったような

†：出生直後に新生児死亡となった２例を除いた13例で検討
‡：日齢28日未満で新生児死亡となった６例を除いた63例で検討
§：修正36週０日未満で新生児死亡または乳児死亡となった７例を除いた62例で検討

表３　慢性早剥・CAOS群と対照早産群の新生児所見・胎盤所見の比較
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症例は慢性早剥症例として登録しなかった。これらの症
例は一般的な切迫流産，切迫早産または絨毛膜下血腫と
してのみ管理した。このように，慢性早剥の診断基準に
従っていたとしても，集計される臨床像に差異があり，
Kobayashi et al.の報告は，実際には絨毛膜下血腫の症例
で，出血の症状が途中から改善した症例が蓄積されてい
る可能性が高い。慢性早剥であっても，どのような症例
が蓄積されるかで臨床成績が変動する可能性がある。こ
のような経緯から，我々は従来の報告のように，慢性早
剥は予後良好で，CAOSは予後不良であるとの認識は得
られず，慢性早剥はむしろCAOSと同等か不良ではない
だろうかという認識が，今回の当院の慢性早剥，CAOS
の臨床統計を行う契機となった。
　また慢性早剥とCAOSの唯一の鑑別点である，羊水過
少の有無についても注目し考察した。前述したとおり
CAOSが羊水過少に至る原因は明らかになってはいない
が，諸家の報告から，繰り返す出血により脱落膜から絨
毛膜と羊膜が分離し，胎盤剥離が遷延することで，胎盤
機能不全による胎児循環障害を引き起こすことや，羊膜
絨毛膜の血流不全を来し，卵膜脆弱化による前期破水を
発症することが原因の一つと推測されている２，６）。しか
し，性器出血を繰り返し，かつ経腟的な破水が極少量で
あれば，内診によって破水をとらえきれるかどうかは臨
床家としては判断に悩むところである。加えて，数週間
かけて血腫が溶解する際，血漿成分が水溶性帯下とし
て流出し，pH試験では陽性となることもあり，性器出
血と破水との鑑別が非常に困難となることは少なくな
い３）。つまり実際には病態からはCAOSであっても，漏
出量が少量であり，羊水深度が維持されていれば慢性早
剥のまま管理されていたこととなる。このような点を考
慮すると，そもそも慢性早剥とCAOSは完全には二分化
できる病態ではなく，臨床的にはオーバーラップを有す
る一症候群であると考える。よって，表２の結果のよう
に，慢性早剥であってもCAOSと同様にCLDや脳障害，
胎盤病理における絨毛膜羊膜炎，ヘモジデリン沈着の頻
度は高率となることが予想される。この結果は，CAOS
は慢性早剥の重症型であるとの認識のみでは不十分であ
り，慢性早剥も周産期領域において重篤な転帰に至る可
能性がある疾患として再認識すべきである。
　次に，表３に示した慢性早剥・CAOS群と対照早産群
との新生児，胎盤所見との比較検討結果について考察す
る。慢性早剥・CAOS群は新生児死亡率（20%），脳障
害（30.8%）が高率であった。脳室周囲白質軟化症の発
症頻度は在胎33週未満の低出生体重児の５～８%７，８），
脳出血の発症頻度は1500g以下の極低出生体重児・超低
出生体重児の16%と言われており９），本研究の結果は15
例の検討とはいえ，現在の新生児医療としては非常に合
併症の頻度が高い結果となった。今回の検討では新生児

死亡率や脳障害の発症率について有意差はなかったが，
対照群と比較し高い傾向となった。その要因として通常
の早産に比較し，出血による胎盤機能不全やヘモジデリ
ン沈着が影響していると考えられる。対照早産群にも臨
床的CAMや前期破水などの感染リスクの高い症例が多
数含まれていたが，慢性早剥・CAOS群の方が組織学的
検討における２度以上のCAMの診断率（66.7％）が有
意に高く，ヘモジデリン沈着の頻度（46.7％）も有意に
高かった。血腫の滞留によるトロンビン形成による化学
性炎症10）と，炎症の長期化によるインターロイキン，
サイトカインの産生がより高まり，結果としてCLDや脳
障害に伴う新生児死亡のリスクは上昇する11，12）。長時間
の血腫の滞留とそれに伴うサイトカインの放出が子宮内
環境をより悪化させている可能性は高く，一般的な早産
症例よりも慢性早剥，CAOSは神経学的予後が不良とな
る傾向があると我々は予想する。CLDは対照群でも高率
であったが，対照群には胎児機能不全や破水後長期間子
宮収縮抑制剤を用いて管理していた症例を多く含んでい
るため，通常の早産児よりも呼吸器管理に難渋した症例
が多くなったのではないかと考える。
　以上のことから，文献上は慢性早剥よりもCAOSの予
後は不良であるとする見解が多いが，当院では慢性早剥
とCAOSはほぼ同程度の予後不良となりうる疾患として
扱う方針としている。今後はCAOSへ進行する症例を周
産期母子医療センターへ紹介するのではなく，妊娠初期
中期から絨毛膜下血腫と診断され管理されていた症例で
も，断続的な性器出血が続く症例は慢性早剥の可能性を
念頭に置き，周産期母子医療センターで母体管理を開始
するべきであると考えている。
　本研究のlimitationとしては，多くの諸家の報告と同
様症例数が少ないことが挙げられる。

結　　　語

　今回の研究では，慢性早剥であってもCAOSと同様に
切迫早産のコントロールができず早産となっていた。慢
性早剥・CAOSは新生児にとって非常に高いリスクとな
ることはもはや周知の事実であり，今後，多施設研究に
よる多数症例を用いた検証が必要である。
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高齢者に発症した排尿障害を伴う陰唇癒着症の１例
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Labial adhesions with urination disorders in an older woman: A case report

Kohei Nishida・Kazuhiro Okamoto・Kyohei Irie・Hirofumi Matsuoka
Naoyuki Ida・Chikako Ogawa・Keiichiro Nakamura・Hisashi Masuyama

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

陰唇癒着症は左右の小陰唇または大陰唇が癒着している状態であり，低エストロゲン状態を背景に脆弱となった外陰部へ機
械的刺激や炎症などが起こり，それらが誘因となり陰唇内面同士に癒着が生じるものである。今回，排尿障害を契機に診断
された陰唇癒着症の一例を経験したので文献的考察を踏まえて報告する。症例は79歳，１妊１産，排尿障害を主訴に前医を
受診され，陰唇癒着症の診断にて当院に紹介となった。外陰部は左右の陰唇が完全に癒着しており，会陰部に尿の流出路と
思われるピンホール状の孔を認めた。骨盤造影MRI検査を施行し，泌尿生殖器の解剖学的な異常はなく，T2強調画像にて，
外尿道口から外陰部正中に向かう尿の流出路と思われる線上の高信号域，また外陰部正中に尿の貯留と思われる嚢胞状の領
域を認めた。排尿障害を伴う陰唇癒着症の診断にて外陰部癒着剥離術を行う方針となった。脊椎麻酔下に，ピンホール状の
孔を基点として鋭的鈍的に孔を拡張し，腟，本来の尿道口を確認，陰唇の間を覆っている外陰部の皮膚様の組織を陰核付近
まで切開し，癒着を剥離した。大陰唇の皮膚と小陰唇の内側の粘膜面を再癒着防止のために全周性に縫合し，手術を終了し
た。術後経過は良好で術後２日目に退院となった。退院２週間後の外来再診時に創部に異常なく全抜糸した。前医での週２
回の創部洗浄，エストロゲン含有ゲルの塗布を指示し，経過観察とした。術後２か月の外来再診時に再癒着なきことを確認
し，終診とした。高齢者の陰唇癒着症は報告例も少なく，明確な治療指針は示されていない。陰唇癒着症の症状は様々であ
るが，排尿障害，尿失禁を主訴とする高齢女性を診察する際には陰唇癒着症も鑑別に挙げ，外陰部の診察を行い，陰唇癒着
症の場合には適切な介入を行う必要がある。

Labia adhesion is a condition in which the left and right labia minora or labia majora adhere. We report a case of a patient 
diagnosed with labial adhesions due to dysuria based on the literature. The patient was 79 years old and was referred 
to our hospital with a diagnosis of labial adhesions after visiting a former doctor due to complaints of dysuria. The labia 
completely adhered to the vulva, and a pinhole-shaped hole, which was thought to be an outflow route for urine, was 
found in the perineum. The patient was eventually diagnosed with labial adhesions with dysuria and underwent surgical 
detachment of vulvar adhesions. At the outpatient visit 2 months after surgery, no re-adhesion was noted; hence, further 
follow-up visits were no longer scheduled. A few case studies have reported labial adhesions in older women, but no 
clear treatment guidelines have been established. Symptoms of labial adhesions vary; when examining older women with 
urinary disorders and urinary incontinence, labial adhesions were also identified, and the vulva was examined. Therefore, 
appropriate interventions are required.

キーワード：陰唇癒着症，高齢者，排尿障害
Key words：labial adhesion, elderly women, disuria

緒　　　言

　陰唇癒着症は低エストロゲン状態を背景に脆弱となっ
た外陰部に炎症，感染，外傷，機械的刺激などが加わ
り，それらが誘因となり陰唇内面同士に癒着が生じるも
のである１）。副腎性器症候群などのアンドロゲン過剰状
態が原因である陰唇癒着症とは区別される。閉経女性に
発生する陰唇癒着症は，症例報告は散見されるが報告例
自体も少なく，明確な治療指針も決まっていない。今
回，我々は排尿障害を契機に診断された陰唇癒着症に対

し，外科的治療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

患者：79歳，１妊１産
主訴：排尿障害
既往歴：肺癌治療後，高血圧，脂質異常症
現病歴：
　２か月前に膀胱炎に罹患し，同時期より排尿困難を認
めていた。症状が持続するため近医泌尿器科を受診さ
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れ，陰唇癒着症の診断にて，精査加療目的に当院紹介と
なった。外陰部の診察にて外尿道口，腟口は確認でき
ず，左右の陰唇は完全に癒着しており，会陰のやや上方
にピンホール状の孔を認め，同部位より尿が漏れ出てい
る状態であった（図１）。骨盤MRI検査を施行し，泌尿
生殖器の解剖学的な異常所見はなく，T2強調画像にて
高信号に描出される外尿道口付近から外陰部正中へ向か
う尿の排出経路と推定される線状の領域，外陰部正中に
尿の貯留と思われる嚢胞状の領域を認めた（図２）。膀
胱壁は慢性的な排尿障害が原因と示唆される軽度肥厚所
見を認めた。子宮，両側付属器には明らかな器質的な異
常所見は認めなかった。血液検査では血算，生化学検査
にて感染や炎症所見を示唆する所見はなく，腎機能も正
常であった。排尿障害を伴う陰唇癒着症の診断にて，外
陰部癒着剥離術を行う方針となった。

手術所見：
　脊椎麻酔下に手術を行った。ピンホール状の尿の排出
孔を基点として，ゾンデ，ペアンを用いて鈍的に孔を拡
張し，外陰部を覆っている皮膚様の組織を電気メスで切
離し，腟と尿道口を確認した（図３A）。癒着している
皮膚様の組織を陰核付近まで切離，剥離した（図３B）。
切離，剥離した外側の大陰唇の皮膚と内側の小陰唇の粘
膜を再癒着予防のため吸収糸を用いて全周性に縫合した
（図３C）。周囲を消毒し尿道バルーンを挿入，ゲンタ
マイシン硫酸塩軟膏を塗布し手術を終了した（図３D）。

術後経過：
　術後経過良好にて術後２日目に退院となった。退院２
週間後に再診とし，創部に異常なく全抜糸した。外陰部
を清潔に保つよう指導し，エストロゲン含有軟膏の塗布
と前医で週２回程度の創部・腟洗浄を指示し，経過観察
とした。エストロゲン含有軟膏は刺激が強く塗布継続が
困難であり，前医の判断にてステロイド含有軟膏に変更
となっていた。退院２か月後の外来受診時に創部は治癒
しており，陰唇の再癒着傾向もなく，クスコ氏腟鏡も問
題なく挿入できることを確認し終診とした（図４）。

考　　　案

　陰唇癒着症は左右の陰唇が癒着し腟前庭部を覆ってい
る状態である。多くは低エストロゲン状態が誘因とな
り，外陰部に炎症や感染，外傷，機械的刺激などが加わ
り後天的に発生すると考えられている１）。鑑別診断には
外陰萎縮症，副腎性器症候群，尿道下裂，腟閉鎖などが
挙げられるが，陰核腫大は伴わず，癒着線上に尿の排出
経路となるピンホール状の孔を認めることが特徴とされ
ている２）。本症例においては外陰部の掻痒感や白斑は認
めず，外陰萎縮症は否定的であり，副腎性器症候群に特

図１　外陰部診察所見

会陰のやや上方にピンホール状の孔を認め，同部位
より尿が漏れ出ている（矢印）

図２Ｂ　骨盤部MRI　T2強調画像　矢状断
T2強調画像にて高信号に描出される外尿道口付近か
ら外陰部正中へ向かう尿の排出経路と推定される線
状の領域，外陰部正中に尿の貯留と思われる嚢胞状
の領域を認めた（矢印）

図２Ａ　骨盤部MRI　T2強調画像　矢状断
泌尿生殖器に解剖学的な異常所見を認めず
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徴的な陰核腫大は認めなかった。尿道下裂は通常小児期
までには診断される疾患であり，外陰部の所見から腟閉
鎖も否定的であり，外陰部の所見，骨盤MRI検査にて陰
唇癒着症の上記特徴的な所見を認めており，陰唇癒着症

と診断した。低エストロゲン状態が一因とされており，
好発年齢は母体由来のエストロゲンが残存する新生児期
を過ぎた生後２か月から６歳までの小児期，エストロゲ
ン分泌が低下する閉経後の２峰性である３）。小児期では

図３B　術中所見　
癒着している皮膚様の組織を陰核付近まで切離，剥離

図３A　術中所見　
曲がりペアンで孔を鈍的に拡張し，電気メスを用い
て切開を広げ，外尿道口，腟口を確認

図３C　術中所見　
切離，剥離した外側の大陰唇の皮膚と内側の小陰唇
の粘膜を再癒着予防のため吸収糸を用いて全周性に
縫合

図３D　術中所見
周囲を消毒し尿道バルーンを挿入，ゲンタマイシン
硫酸塩軟膏を塗布し手術を終了

図４A　術後２か月の外陰部所見
縫合部の創は治癒，再癒着所見を認めない

図４B　術後２か月の外陰部所見　
クスコ氏腟鏡（Ｓサイズ）はスムーズに挿入可能
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0.6～1.4％に発生すると報告されているが，成人例では
報告例も少なく，発症率は明らかになっていない４）。陰
唇癒着症は癒着の程度により無症候性または症候性の場
合があり，小児の症例ではほとんどが無症状であり，健
診などで腟が見えない，尿の出方が不自然などの所見に
より，陰部の形態異常を指摘され診断されることが多い
のに対し，成人例では外陰部掻痒症，排尿障害，尿閉，
尿失禁，性交障害などの自覚症状が出現することが多
い５）。また陰唇癒着症の性質上，尿は癒着した陰唇に小
さく開いている孔を通じて体外へ少しずつ排出されるた
め，外尿道口と癒着した陰唇の内側の腟を含むわずかな
空間や膀胱内に慢性的な残尿が生じると考えられ，その
75％に尿路感染を認めるとする報告もある２）。本症例で
も，以前より繰り返す膀胱炎，排尿困難を認めていた。
診断は外陰部所見に合わせて他の鑑別診断のためにも
MRI検査が有用とされている。治療としてはエストロゲ
ン含有軟膏やステロイド塗布による保存的加療や用手剥
離，外科的切離などが挙げられる。小児例ではエストロ
ゲン軟膏で90％以上が治癒するとされており，８週間治
療しても効果が得られない場合は外科的治療が考慮され
る。また，思春期までの間は経過観察でも多くが自然治
癒するとされている６）７）。一方，成人例では保存的加療
の効果は低く，一般的に外科的切離が行われることが多
い。これは小児例では癒着が菲薄な膜様なものが多いの
に対して，成人例では癒着が強固であることが多いこと
が理由として考えられる３）。外科的加療としては瘢痕拘
縮予防を目的として，切開とその縫合を異なったライン
または軸で行うＺ形成術やY-Vなどの形成外科的手技や
Heineke-Mikulicz法といった消化器外科的手技を用いた
とする報告もあるが，用いられる手技に関しては明確な
基準はなく，いずれを行う場合においても左右の陰唇が
接触しないように縫合することが再癒着防止の観点にお
いて重要であると考えられる８）９）10）。また，手術の際
に尿の排出孔より内視鏡を挿入し，外尿道口や腟の解剖
学的構造を把握しながら手術を行うことで安全性を高め
ることができるとする報告もある11）。上記のような外科
的加療を施行した後でも再癒着率は14～20％と高く，再
癒着の予防のためにエストロゲン含有軟膏の塗布や陰部
の洗浄などにより外陰部を清潔に保つことが有用である
とされている12）。

結　　　語

　排尿障害を主訴とした高齢者の陰唇癒着症の１例を経
験した。外科的治療を行い，術後に再癒着予防のための
策も講じ，術後２か月時点では再癒着傾向もなく，経過
は良好であった。陰唇癒着症の症状は様々であるが，診
断自体は外陰部の診察で容易に可能である。排尿障害を
主訴とする高齢女性を診察する際には陰唇癒着症も鑑別

に挙げ，外陰部の診察を行い，陰唇癒着症の場合には尿
路感染も含めた病態や症状の改善のために適切な加療を
行わなければならない。
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当院で産後２週間健診時に施行したエジンバラ産後うつ病質問票の得点の検討
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高松赤十字病院　産婦人科

Validation of the Edinburgh Postnatal Depression Scale at 2 weeks postpartum check-up 
in Takamatsu Red Cross Hospital

Yoko Mori・Azusa Sakurai・Kota Yamauchi・Yuriko Harada
Ryusuke Harada・Hiroko Hara・Yukiyasu Sato・Masaki Goto

Department of Obstetrics and Gynecology, Takamatsu Red Cross Hospital

背景：産後うつ病は自死の危険因子の一つであり，児の健康と発達にも悪影響を及ぼす。エジンバラ産後うつ病質問票
（Edinburgh Postnatal Depression Scale: EPDS）は，産後うつ病のスクリーニングツールとして広く使用されている。本研
究では，産後２週間健診でのEPDS高得点者が有するリスク因子について検討し，今後の課題について考察する。
方法：2019年４月から2020年３月に当院で単胎を分娩した535人の女性に対し，産後２週間健診におけるEPDSの合計点数を
算出した。EPDS ８点以下群とEPDS ９点以上群に分け，それぞれの社会的および産科的背景を統計学的に比較した。
結果：EPDS ９点以上群は75名で，全体の12.8％であった。初産，精神疾患既往，産後２週間健診時での人工乳使用はEPDS 
９点以上の有意な独立リスク因子であった。EPDS ９点以上群のうち，１ヶ月健診までに精神的フォローアップを受けた女
性は33名おり，そのうち２名は精神科を受診した。
結論：初産婦，精神疾患既往，産後２週間健診時での人工乳使用はEPDS高得点のリスク因子である。

Background: Postpartum depression is a risk factor for suicide. In addition, it has a negative influence on children’s health 
and development. The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) is a widely used screening tool for postpartum 
depression. This study aimed to identify the possible risk factors for women with high EPDS scores.
Methods: The EPDS scores at 2 weeks postpartum were retrieved from 535 women who had a single live birth from April 
2019 to March 2020 in Takamatsu Red Cross Hospital. These women were dichotomized into “EPDS ≧ 9” and “EPDS ≦ 8” 
groups. The social and obstetric background factors were statistically compared between these two groups.
Results: Seventy-five women (12.8%) belonged to the “EPDS ≧ 9” group. “Primiparity,” “history of mental illness,” and 

“synthetic milk feeding at 2 weeks postpartum” were significant and independent risk factors associated with “EPDS ≧ 9.” 
Thirty-three women in the “EPDS ≧ 9” group underwent certain mental follow-up before 1 month postpartum check-up, 
and two of them were referred to psychiatrist.
Conclusion: Primiparity, a history of mental illness, and synthetic milk feeding at 2 weeks postpartum were associated with 
high EPDS scores.

キーワード：EPDS，産後うつ，リスクファクター
Key words：Edinburgh Postnatal Depression Scale （EPDS）, postpartum depression, risk factor

緒　　　言

　「産後うつ病」をはじめとする周産期うつは，妊娠・
出産・育児を契機としてだれでも発症しうる妊産婦自死
の危険因子の一つである。Takeda et al.１）は，東京23区
内で2005年から2014年の10年間に63名の妊産婦が自死で
亡くなっていること，自死率は10万人あたり8.7人であ
ることを報告し，自死が日本の妊産婦死亡の最大の原因
であることを明らかにした。また，産後うつ病などメン
タルヘルスに問題のある母親は乳児に対し好ましくない
育児行動を取る傾向にあり，児の健康と発達に悪影響を

及ぼすだけでなく，愛着障害や児童虐待との関連も示唆
されている。そのため，周産期メンタルヘルスへの取り
組みは近年大きな課題となっている。
　エジンバラ産後うつ病質問票（Edinburgh Postnatal 
Depression Scale: EPDS）は産後うつ病のスクリーニン
グツールとして広く使用されている。EPDSは10項目か
らなる自己記入式の質問票で，各質問には０点から３点
までの４段階の評価で回答し，10項目の点数を合計して
評価する。香川県では産後うつ病スクリーニングの一環
として，2019年４月以降に母子手帳を配布された女性に
対し，産後２週間健診，１ヶ月健診でのEPDSを用いた
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問診を公費で施行している。
　本研究では，高松赤十字病院で施行した産後２週間健
診でのEPDS高得点者のもつ背景因子について検討し，
今後の課題について考察する。

方　　　法

研究対象者
　2019年４月１日～2020年３月31日に当院で分娩した
596名のうち，単胎妊娠症例は583名，多胎妊娠症例は13
名であった。多胎妊娠は単胎妊娠と比較して，分娩前に
長期入院することが多い，帝王切開率が高い，育児の負
担が大きいなどの理由で産後うつの高リスクと考えられ
るが，症例数が少なく，また出生児の因子についての検
討が困難であったため，今回の研究対象からは除外し
た。単胎分娩症例583名のうち，当院で産後２週間健診
を受けEPDSを用いた問診が可能であった535名を対象
とした。なお，死産であった患者は産後２週間健診を受
けていなかったため，生児を得た症例のみ解析の対象と
している。
調査方法
　診療録データを用いた後方視的検討
調査項目
・社会的・産科的因子
　先行研究４）～７）をもとに，分娩時年齢，分娩歴，分娩
週数，不妊治療の有無，里帰り分娩の有無，母体搬送の
有無，今回妊娠中の入院の有無，妊娠リスクの有無，精
神疾患既往，分娩様式，経腟分娩での分娩所要時間，
分娩時出血量，児の出生時体重，児の性別，児のApgar 
score，児のNICU（neonatal intensive care unit）入
院の有無，小児科入院（NICU・GCU（growing care 
unit）・SCU（special care unit）のいずれかの入院）の
有無，人工乳の使用の有無を調査項目とした。
　なお，妊娠リスクのスクリーニング項目を表１に示
す。これらの項目を妊娠初期・妊娠20週・妊娠30週・妊
娠36週時点でそれぞれ確認している。
・EPDS
　EPDSはCox et al.２）によって1987年に開発された産後
うつ病のスクリーニング検査である。今回の調査には岡
野ら３）が1996年に翻訳した日本語版を使用した。日本
でのEPDSに関した信頼性と妥当性の研究調査３）から，
区分点は８/９点であり，９点以上で産後うつ病のリス
クが高いと報告されている。
・分析方法
　統計ソフトはJMP® Pro 14.3.0を使用した。分娩時年
齢，分娩歴，分娩週数，分娩様式，経腟分娩での分娩
所要時間，分娩時出血量，児の出生時体重，児のApgar 
scoreはMann-WhitneyのＵ検定，不妊治療の有無，里帰
り分娩の有無，母体搬送の有無，今回妊娠中の入院の有

無，妊娠リスクの有無，精神疾患既往，児の性別，児の
NICU入院の有無，児の小児科入院の有無，人工乳の使
用の有無はカイ二乗検定で単変量解析を行った。単変量
解析で有意差を認めた４因子で多変量ロジスティック解
析を行った。有意水準はp<0.05とした。
・倫理的配慮
　産後健診で得られたEPDSのデータと診療録の情報を
本研究に使用することに関して，高松赤十字病院倫理審
査委員会の承認を得た。また，本研究の計画について概
要を病院ホームページに掲載し，オプトアウトを行っ
た。

成　　　績

　日本語版EPDSの区分点は８/９点と報告されている
ことにもとづき，８点以下群と９点以上群に分けて解析
した。解析対象者535名のうちEPDS ８点以下は460名，
９点以上は75名であり，EPDS ９点以上は全体の12.8％
であった。「自殺企図」を示唆する質問10「自分自身を
傷つけるという考えが浮かんできた」で１点以上であっ
たのは，EPDS ８点以下群で１名，EPDS ９点以上群で
16名であった。
　社会的・産科的背景因子について単変量解析を行った
（表２）。「初産であること」，「精神疾患既往があるこ
と」，「分娩所要時間７時間以上」，「産後２週間健診時で

の

1 の
0 の

の
2

の
1

の

表１　ハイリスク妊娠スクリーニング項目
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表２　単変量解析　結果

人工乳を使用していること」の４因子において，EPDS 
８点以下群と９点以上群で有意差を認めた。上記４因子
で多変量ロジスティック解析を行ったところ，「初産で
あること」，「精神疾患既往があること」，「産後２週間健
診時で人工乳を使用していること」がEPDS ９点以上の
独立リスク因子であった（表３）。
　当院における産後うつ病のスクリーニングフロー
チャート（図１）と，EPDS実施後に患者がどのように
フォローされたか（図２）を示す。なお，「母乳外来」
とは当院で分娩した患者を対象に当院助産師が母乳育児
に関する相談，児の体重チェック，乳房マッサージなど
を行うものである。「継続看護連絡票」とは医学的・社
会的に養育支援が必要と判断した母子に対し患者の同意
を得て患者の住所地の市町村へ情報提供するものであ
り，必要時に保健師が医療機関や家庭を訪問する。ハイ
リスク妊娠（表１）のうち特にリスクが高いと考えられ
る患者については，妊娠中から継続看護連絡票を送付し
訪問を依頼している。「産後ケア」とは産後のサポート
不足，育児困難感が大きい，育児不安が強い，育児技術

が未熟などの患者が助産所に入所または通所し，母乳管
理や育児技術について助産師から指導を受けるものであ
る。
　EPDS ９点以上であった75名のうち，助産師との面談
または産科医師の診察で継続フォローが必要と考えられ
たのは33名（44％）であった。フォローの必要性につい
ては，当院では「質問10が１点以上で，面談でも自殺企
図が疑われる」，「経済的不安」，「家庭内不和・DV，そ
の疑い」，「児への愛着障害，その疑い」，「産後のサポー
ト不足」，「表情が乏しい・仮面様」，「会話時に視線が合
わない」，「育児困難感が大きい」，「育児不安が強い」，「育
児技術が未熟」，「産後の体調不良」，「面談時の流涙」な
どを総合的に判断し，１項目でもあてはまれば公認心理
師との面談を勧めている。33名のうち22名は公認心理師
との面談を行ったが，残り11名は公認心理師との面談を
希望しなかったため６名は母乳外来でフォロー，５名は
継続看護連絡票を送付した。公認心理師と面談した22名
のうち，６名は継続看護連絡票送付，３名は産後ケアを
受け，２名は精神科を受診し，残り11名は産後１ヶ月ま
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で公認心理師に継続して連絡が取れるよう連絡先を通知
した。
　また，EPDS ８点以下であったが質問10が１点以上で
あった１名の患者もフローチャートに則って評価され，

公認心理師との面談を受けた。

考　　　案

　本調査における産後２週間健診でのEPDS ９点以上
群の割合は初産婦で22.1％，経産婦で6.0％であり，有
意に初産婦でEPDS ９点以上群が多かった。先行研
究４）５）６）において，初産婦ではEPDS ９点以上が多い
という結果が出ているが，当院でも同様の結果であっ
た。また，Takehara et al.５）は産後２週間時点での
EPDS ９点以上群の割合を初産婦25.0%，経産婦8.4%と
報告しており，当院の産後２週間健診でのEPDS ９点以
上群の割合と大きな違いはなかった。初めて妊娠・分
娩・育児を経験する初産婦では，育児上の負担感・困難
感が大きく，産後の抑うつ感情も高まりやすいと考えら
れる。
　精神疾患既往はEPDS ９点以上群で有意に多かった。
これも先行研究４）６）７）で同様の結果が報告されてい

表３　多変量ロジスティック解析　結果

調整オッズ比
（95％信頼区間）
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1 2 2
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図１　当院における産後うつ病のスクリーニングフローチャート

図２　EPDS実施後のフォローアップ
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る。患者は精神疾患の既往を自己申告しないことも多い
ため，医療従事者が積極的に問診で確認することが重要
と考えられる。しかし当院には精神科外来がなく他院精
神科とも十分連携できていないのが現状であり，妊娠
中からの精神科との連携については今後の検討課題であ
る。
　また，産後２週間時点の人工乳の使用はEPDS ９点以
上群で有意に多かった。柴田ら６）は産後２週間健診時
点でのEPDS正常群と陽性群（EPDS ９点以上または質
問10が１点以上）の比較において「ミルクの使用」は
EPDS陽性群で有意に多かったと報告しているが，それ
以外には人工乳の使用の有無について検討した報告はほ
とんどない。産後２週間健診で授乳や児の体重増加に関
連する悩み・不安を訴える患者は多く，産後２週間ごろ
の褥婦にとっては授乳・児の栄養が大きな悩みになって
おり，母体の精神状態にも影響を及ぼしている可能性が
示唆される。
　里帰り分娩では，実家で妊娠後期・産褥期を過ごすこ
とで家事・育児のサポートのみならず情緒的サポートも
期待できるため，産後のサポート体制は十分と考えがち
である。しかし本研究ではEPDS ８点以下群と９点以上
群で里帰り分娩の有無に有意差は認めなかった。高野
ら７）は里帰りをした群の方がしない群より産後２週間
健診時のEPDS得点が高かったと報告している。産後２
週間健診でEPDS ９点以上であった患者に話を聞くと，
「里帰りした実家で気を遣う」，「実親が育児方針に口出
しするのが苦痛」，「期待していたほどのサポートが得ら
れない」などと訴え，里帰り先の生活で強いストレスを
感じていると推測される事例がある。里帰り分娩した女
性が必ずしも満足のいくサポートを得られるわけではな
いことを認識し，妊娠中から実親との関係性や実親の支
援状況について把握すること，問題があれば適切な介入
を行うことが必要である。
　今回EPDS高得点者75名のうち，産後１ヶ月健診まで
に何らかのフォローアップを受けた患者は44％であっ
た。岡野ら３）は日本語版EPDSの陽性反応的中度を0.50
と報告しており，助産師・産科医師の面談で約半数が
フォローアップ不要と判断されたのは妥当であろう。
　精神科受診を強く勧めても拒否する患者もおり，産後
うつが疑われる患者を治療につなげる難しさを実感する
ことがある。当院では公認心理師が常駐しており，精神
的加療が必要と考えられる患者に面談を行って，患者と
の信頼関係を築いた上で精神科受診を勧める方法をとっ
ている。これは精神科受診に心理的抵抗を示す患者には
有効な方法と考えられる。また，「時間がない」，「必要
性を感じない」などという理由で産科医師・公認心理師
との面談も拒否する患者がいるが，当院では産後うつ病
のハイリスク患者に対し近日中に母乳外来を受診させて

授乳指導や児の体重のみならず母親の心理状態をチェッ
クし，市町・保健所に継続看護連絡票を送付して早期の
自宅訪問を依頼し，産後１ヶ月健診までの間切れ目なく
支援を行うシステムを構築している。育児のサポートも
必要な患者には，産後ケアの利用もよい方法だろう。
　産後うつが疑われる患者の中には，必ずしも典型的な
うつ症状ではなく，授乳の困難感や産後の体調不良の
みを訴えるだけのこともある。また，EPDS ９点以上で
あっても精神科受診に同意しない患者もいる。このよう
な患者に対しては多業種がさまざまな方面から関わるこ
とで継続的なフォローアップが可能となり，精神的なサ
ポートにもつながると考えられる。

結　　　語

　初産婦，精神疾患既往，産後２週間時点の人工乳の
使用はEPDS ９点以上の有意な独立リスク因子である。
EPDS高得点の患者に対しては，多方面からサポートす
ることで精神的なフォローアップが継続できる。
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術後の経過観察にMRI検査（DWIBS法）の併用が有用であった
子宮体部脱分化癌の１例

宇山　拓澄・田中　教文・藤田真理子・三浦　聡美・坂下　知久

JA 尾道総合病院　産婦人科

Postoperative follow-up of dedifferentiated carcinoma of the uterus using DWIBS

Takuto Uyama・Norifumi Tanaka・Mariko Fujita・Satomi Miura・Tomohisa Sakashita

Department of Obsterics and Gynecology, JA Onomichi General Hospital

子宮体部脱分化癌は55～95％で再発する予後不良な悪性腫瘍である。MRI検査によるdiffusion-weighted whole body imaging 
with background suppression（DWIBS）法は，広範囲のDWI撮像法であり，造影剤の使用や被曝がなく全身の腫瘍性病変や
腫瘍活性の評価，病変の治療効果判定が可能である。子宮体部脱分化癌の術後の経過観察にDWIBS法を併用した症例を報告
する。
症例は56歳，未妊。不正出血があり前医受診し，子宮体癌疑いで当科紹介となった。組織診では高異型度子宮内膜間質肉腫
が疑われた。CT検査およびMRI検査で，頸部浸潤および左外腸骨～内腸骨リンパ節領域の腫大を認めた。以上の診断で，準
広汎子宮全摘術，両側付属器摘出術，骨盤リンパ節生検を施行した。術後病理結果は子宮体部原発の脱分化癌であり，摘出
リンパ節にも転移を認めた。術後４週に造影CT検査およびDWIBS法にて，仙骨節に転移の出現を認めた。術後補助化学療法
（mTC療法）を６サイクル施行し，２サイクル後のDWIBS法では仙骨節転移は縮小，４サイクル後のDWIBS法では不明瞭
化し，６サイクル後のPET-CTおよびDWIBS法では消失していた。以後３ヶ月毎にDWIBS法，１年毎にPET-CTを併用し，
術後１年２ヶ月再発なく経過している。
担癌患者の術後の経過観察には造影CT検査やPET-CTにMRI（DWIBS法）を併用することで，造影剤の使用や被曝，医療費
を抑えられ，頻回の検査が可能である。

Dedifferentiated carcinoma of the uterus is a malignant tumor with a poor prognosis. Diffusion-weighted whole-body 
imaging with background body signal suppression (DWIBS) is a broad-spectrum DWI technique that can evaluate neoplastic 
lesions and tumor activity throughout the body without contrast or radiation exposure. We report a case of a patient with a 
dedifferentiated carcinoma of the uterus identified during postoperative follow-up using DWIBS.
A 56-year-old woman presented with suspected uterine cancer. Histological examination revealed high-grade endometrial 
stromal sarcoma. The patient underwent surgery; results of the pathological test showed a dedifferentiated carcinoma of 
the uterus, and lymph node metastasis was also noted. Four weeks after surgery, DWIBS showed metastasis in the sacral 
nodes. Six cycles of adjuvant chemotherapy were administered, and the sacral node metastasis became indistinct after four 
cycles of treatment and eventually disappeared on positron emission tomography-computed tomography (PET-CT) and 
DWIBS after six cycles of treatment. DWIBS was performed every 3 months, while PET-CT was performed every year, 
with no recurrence detected for 1 year and 3 months.
For postoperative follow-up of patients with carcinoma, contrast-enhanced CT and PET-CT combined with DWIBS can 
reduce the use of contrast, radiation exposure, and medical costs and enable frequent examinations.

キーワード：子宮，脱分化癌，DWIBS法
Key words：uterus, dedifferentiated carcinoma, DWIBS

緒　　　言

　子宮体部脱分化癌は55～95％で再発する予後不良な
悪性腫瘍である１）。治療後の経過観察期間において，
画像検査の頻度については一定の見解はない。MRI検
査によるdiffusion-weighted whole body imaging with 
background suppression（DWIBS）法は，広範囲の
MRI拡散強調画像（DWI: diffusion weighted image）撮
像法であり，造影剤の使用や被曝がなく全身の腫瘍性病

変や腫瘍活性の評価，病変の治療効果判定が可能であ
る２）。当院ではPET-CT検査を行うことができず，施行
するためには紹介しなければならないため，婦人科悪性
腫瘍の全身検索に対して，積極的にMRI検査（DWIBS
法）を施行している。子宮体部脱分化癌術後の画像検査
にMRI検査（DWIBS法）を併用した症例を報告する。

症　　　例

症例：56歳，163cm，49kg
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妊娠分娩歴：０妊
既往歴：アトピー性皮膚炎
家族歴：父 胃癌，肝細胞癌，母 膵臓癌
現病歴：不正出血を主訴に前医受診され，子宮体癌疑い
で当科紹介初診。子宮は鶏卵大で両側付属器は触知せ
ず，頸管内に腫瘤を触知した。直腸診で傍腟結合織は軟
であった。経腟超音波検査では，子宮内腔に充満する腫
瘤を認め，頸管方向に連続していた。頸部細胞診，内膜
細胞診は類内膜癌のG3や混合癌（類内膜癌と神経内分

泌腫瘍）が疑われ，内膜組織診では壊死傾向の強い腫瘍
組織であり，high grade endometrial stromal sarcoma
（HG-ESS）が疑われた。CT検査，MRI検査では子宮内
腔に腫瘍が充満し子宮頸部浸潤を認めた。子宮体部筋層
浸潤はあるものの，子宮漿膜面までの浸潤は明らかでは
なかった。また骨盤リンパ節に腫大を認めた（図１）。
LDHや腫瘍マーカーの上昇は認めなかった。
　以上よりHG-ESSの骨盤リンパ節転移と術前診断
し，準広汎子宮全摘術，両側付属器摘出術，骨盤リ

図１　術前画像検査
造影CT検査では子宮内腔を占有する軟部腫瘤影あり，子宮頸部にも連続的に見られる。漿膜浸潤は見られ
ない（Ａ）。造影MRI検査（Ｂ），T2強調像（Ｃ）でも同様の所見であった。左内腸骨リンパ節の腫大を認め
た（Ｄ）。

図２　HE染色
類内膜癌G1成分を認め（Ａ，Ｂ），大部分は未分化癌（undifferentiated carcinoma: UC）であった（Ｃ，Ｄ）。
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ンパ節生検を施行した。摘出標本による病理組織所見
は，一部に類内膜癌G1成分を認め，大部分は未分化
癌（undifferentiated carcinoma: UC）に相当するN/C
比が大きく，核異型の強い，類円形の大型核を持つ中
型の腫瘍細胞が充実性胞巣を形成していた（図２）。
部分的には紡錘形の腫瘍細胞が混在しており，リンパ
管侵襲像も伴っていた。免疫組織化学ではUC領域は
EMA陽性，AE1/AE3陰性，CAM5.2陽性，NSE陰性，
chromogranin A陰性，synaptophysin一部陽性，ER陰
性，PgR陰性，vimentin陽性，p53陽性であった（図３）。
　以上より子宮体部原発の脱分化癌と診断された。摘
出リンパ節にも転移を認めFIGO（2008） stage ⅢC1， 

TNM分類pT1bN1M0となった。洗浄腹水細胞診は陽性
であった。またMSI検査を提出したところ，MSI-High
であった。
　術後補助化学療法として，mTC療法（PTX 180mg/m2，
CBDCA AUC6）を６サイクル施行する方針とし，術後
４週に造影CT検査を施行したところ，明らかな病変は
指摘されなかった。しかし，当科で婦人科悪性腫瘍の全
身評価として積極的に使用しているMRI検査（DWIBS
法）を同時に施行したところ，仙骨リンパ節に高信号を
認めた。再度前述の造影CT検査を確認したところ，同
部位の仙骨リンパ節に腫大を認め，転移と診断した（図
４）。mTC療法２サイクル後のDWIBS法では仙骨リン

図３　免疫組織化学
UC成分領域ではEMA，CAM5.2，vimentin，p53は陽性，synaptophysin一部陽性，他はすべて陰性だった。

図４　術後４週の画像検査
造影CTでははっきりとはしないが，DWIBS法では高信号を呈するリンパ節が同定できた。
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パ節転移は縮小，４サイクル後のDWIBS法では不明瞭
化した。６サイクル後にDWIBS法およびPET-CT併用
し確認したところ，病変は消失していた（図５）。以後
３ヶ月毎にDWIBS法，１年毎にPET-CTを併用し，術
後１年２ヶ月再発なく経過している。

考　　　案

　婦人科領域において，脱分化癌という概念は，2006年
にSilva et al. ３）が“UC成分に加え，分化型内膜癌が混
在する腫瘍”と提唱した。子宮体癌取り扱い規約病理編
第４版によると，UC成分の特徴は，腫瘍細胞は大きさ
が小型から中等大でほぼ均一であり，充実性シート上増
殖を示す。腺管構造，索状配列あるいは胞巣形成は見ら
れない。核分裂が多数認められ，凝固壊死を伴っている
ことが多いとされている。鑑別診断に低分化型の類内膜
癌（G3），神経内分泌癌，悪性リンパ腫，高異型度子宮
内膜間質肉腫などが挙がる。免疫組織化学的に，UC成
分はcytokeratin，EMAなどの上皮性マーカーが陽性を
示す。ただし，ごく一部で見られるか，弱い反応しか示
さないこともある。わずかに神経内分泌マーカーが陽性
となることがある。Vimentinに関しては未分化癌など
の多形性を示す上皮性腫瘍でもしばしば陽性となる１）。
本症例において，UC成分の組織像は特徴と一致し，
免疫組織化学は上皮性マーカーが陽性であり，一部で
synaptophysinが陽性であった。類内膜癌G1成分も混在
しており，脱分化癌の定義を満たしていた。
　脱分化癌の予後については，55～95％で再発する予
後不良な悪性腫瘍であるとされている１）。stage Ⅰでも

数ヶ月で死亡している例や，stage Ⅲでも３年以上生存
している例もある４）。遠隔転移部位に関しても，リンパ
節，卵巣，大網，腹膜，肝臓，肺への転移が多いが，骨
転移，脳転移，副腎転移の報告もある。術後数ヶ月で
多臓器転移を来した例や，急速な転帰をたどる例もみ
られ，脱分化癌は浸潤性が高く，予後不良であるといえ
る５）。本症例でも術後４週に仙骨リンパ節転移を認め，
急速な進行が疑われた。再発や多臓器転移の早期発見，
および早期介入が必要と考え，頻回の画像検査が必要と
判断し被曝や造影剤を必要としないDWIBS法を用いた。
　DWIは，水分子の拡散現象の多価を検出し画像のコ
ントラストに用いる撮像法で，特に，急性期脳梗塞の診
断に広く用いられてきた。悪性腫瘍は細胞密度が高い組
織のため拡散運動が低下し，高信号を呈することから，
2004年にTakahara et al.がDWIBS法と呼ばれる全身撮
像法を開発した。以降，体幹部への応用が進み，様々な
癌腫，その転移巣の検出，また病巣の活動性評価や治療
効果判定に使用されている２）。
　子宮内膜癌の再発診断に関してPET-CTは有用で，
感度：96～100％，特異度：78～88%と報告され，CT検
査/MRI検査の感度：85％，特異度：86％に対して優れ
ており，follow upに有用である６）７）。悪性腫瘍の遠隔転
移評価に関して，DWIBS法とPET-CTは同等の成績で
あると報告されている８）９）。Bin et al.のメタアナリシス
によると，DWIBS法は感度：89.7％，特異度：95.4％，
PET-CTは感度：89.5％，特異度：97.5％と同等の結果で
あった10）。以上より再発診断についてもDWIBS法は有
用であると考えられる。加えて，DWIBS法は治療経過

図５　ｍTC療法６サイクル後の画像検査
DWIBS法，およびPET-CTを併用したが，DWIBS法での高信号域や，PET-CTでの集積は見られなかった。
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中繰り返し施行可能で，放射線被曝がなく，造影剤投与
不要，さらに造影CT検査，PET-CTより安価であり，
医療費の軽減が可能である11）12）。リンパ節転移の同定に
関して，骨盤領域は消化管，血管等が密に存在している
ため，CT検査やMRI検査ではコントラストの差が少な
く，認識できず見落とす頻度が高い。DWIBS法ではこ
の部位のリンパ節を高コントラストで描出可能であり，
他の画像検査と比較して認識しやすく，見落としを補う
可能性がある。しかし，DWIBS法の主な使い方はリン
パ節存在診断であり，PET-CTのように腫大リンパ節の
良悪性を診断するまでには至っていない。良悪性のリン
パ節も混在して描出されてしまい，鑑別が必要となるた
め，同定したリンパ節を従来使用されていた，T1，T2
強調像，ダイナミックスタディー，造影T1強調像，高
精細のCT画像，PET-CTも併用し判断することが必要
となる13）。
　本症例では，術後に撮像した造影CT検査では，仙
骨リンパ節転移の指摘を撮像当初はされなかったが，
DWIBS法を撮像したところ，仙骨リンパ節に高信号を
指摘できた。後方視的に造影CT検査画像を確認したと
ころ，腫大を認めた。周囲の組織や血管とのコントラス
トがはっきりせず，指摘が難しかったと考えられる。
　脱分化癌は予後不良な癌腫であり，治療後も頻回の
画像検査でのフォローアップが必要と考えられた。
DWIBS法を用いることで，造影CT検査やPET-CTと異
なり，造影剤の使用や被曝なく頻回に施行することがで
きた。化学療法後の経過観察で，３ヶ月毎にDWIBS法
を，１年ごとにPET-CTを用い，経過観察期間中も再発
所見なく経過している。再発した場合にもDWIBS法は
感度が高い検査であるため，早期発見にも寄与すると思
われる。しかし，高信号を呈した場合でも，必ずしも再
発とはいえないため，他の画像検査も併用しながら用
いることが現時点では望ましいと考えられる。DWIBS
法をどう活用するかは今後の検討課題である。また，
DWIBS法は，現状では当院でも限られた放射線技師し
か撮像できないが，今後多くの病院に普及することが望
まれる。

結　　　語

　DWIBS法は経過観察中の全身検索に利用することが
できる。担癌患者の術後の経過観察には造影CT検査や
PET-CTにDWIBS法を併用することで，造影剤の使用
や被曝を抑えられ，頻回の検査が可能である。
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抗凝固療法中に下肢静脈血栓症を発症した抗リン脂質抗体症候群合併妊娠の一例
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Antiphospholipid syndrome as a complication of pregnancy and the development of 
venous thrombosis of the lower extremities during anticoagulation therapy:

A case report
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【緒言】抗リン脂質抗体症候群（APS）は，抗リン脂質抗体に関連して起こる動静脈血栓症あるいは習慣性流産・子宮内胎
児死亡などの妊娠合併症を主症状とし不妊・不育の原因ともなる全身性自己免疫疾患である。今回APS合併で標準的な抗凝
固療法を行っていたにもかかわらず下肢静脈血栓症を生じた一例を報告する。
【症例】31歳，４妊１産。第１子は常位胎盤早期剥離で緊急帝王切開術の既往あり。第２子は妊娠22週に子宮内胎児死亡と
なったため，精査のため当院の不育症外来を受診した。精査にて２回ループスアンチコアグラント陽性でありAPSと診断し
た。第３子は低用量アスピリン内服しながら自然妊娠成立し妊娠判明時より未分画ヘパリン自己注射を開始したが，妊娠７
週で稽留流産となった。第４子も同様に低用量アスピリン内服しながら自然妊娠成立。妊娠判明時より未分画ヘパリンを自
己注射していたが，妊娠９週突然の左下肢腫脹・変色，歩行時の痺れ，息切れを自覚し外来受診した。血液検査でＤダイマー
高値を認め，超音波検査で左大腿静脈から下腿静脈内まで連続する下肢静脈血栓が指摘された。入院し未分画ヘパリン持続
静注を開始した。APTTの値を参考に未分画ヘパリンを22500単位/日自己注射に調整し退院した。その後自覚症状は消失し
Ｄダイマー低下し，下肢血栓も縮小した。妊娠38週４日で選択帝王切開術を行った。胎盤病理ではフィブリン沈着は軽度で
小梗塞巣を認めるのみであった。術後はヘパリン持続点滴からワルファリン内服に切り替えて術後10日目に退院した。
【結論】標準的な抗凝固療法を行っていたにもかかわらず妊娠中に深部静脈血栓を発症したAPS合併妊娠例を経験した。血
栓性素因がある患者は，抗凝固療法を行っていても血栓症の発症に注意する必要がある。

Antiphospholipid syndrome (APS) is a systemic autoimmune disease that causes pregnancy complications, such as habitual 
abortion and intrauterine fetal death, as well as infertility.
Case: The patient was aged 31 years, had 4 pregnancies, and had 1 birth. At the birth of her 1st child, she experienced 
premature placental separation. Her 2nd child died in utero, and hence, she was diagnosed with APS. She got pregnant with 
her 3rd child, but the baby died in her womb. The 4th child was conceived spontaneously while taking low dose aspirin. She 
had been self-injecting 10,000 units/day of undifferentiated heparin at the fourth week of pregnancy; however, at week 
9 of pregnancy, she experienced sudden swelling and discoloration of the left lower extremity, numbness when walking, 
shortness of breath, and elevated D-dimer levels. The patient was admitted and discharged after the undifferentiated 
heparin does was adjusted to 22,500 units/day. Subsequently, the subjective symptoms disappeared, D-dimer levels 
decreased, and the lower-extremity thrombus shrank. A cesarean section was performed at 38 weeks of gestation.
Conclusion: The pregnant woman developed APS, in which a deep vein thrombus was detected during pregnancy despite 
the use of anticoagulation therapy. Patients with a thrombophilic predisposition should monitor for signs of thrombosis, 
despite the use anticoagulant therapy.

キーワード：抗リン脂質抗体症候群，下肢静脈血栓症，未分画ヘパリン
Key words：antiphospholipid syndrome, venous thrombosis of the lower extremities, unfractionated heparin

緒　　　言

　抗リン脂質抗体症候群（antiphospholipid syndrome; 

APS）は，抗リン脂質抗体に関連して起こる動静脈血栓
症あるいは習慣性流産・子宮内胎児死亡などの妊娠合併
症を主症状とし不妊・不育の原因ともなる全身性自己免
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疫疾患である１）。挙児希望のあるAPSの女性に対して抗
凝固療法として低用量アスピリン・ヘパリン療法が施行
されることが推奨される２）。今回APS合併で標準的な抗
凝固療法を行っていたにもかかわらず下肢静脈血栓症を
生じた一例を報告する。

症　　　例

妊娠歴：31歳，４妊１産。第１子は妊娠34週で妊娠高
血圧症，常位胎盤早期剥離のため緊急帝王切開術とな
り，児は1550gであった。第２子は妊娠22週に妊娠高血
圧症，子宮内胎児死亡となり，児は282gで胎盤に梗塞
像が認められた。第３子は低用量アスピリン（low dose 
aspirin: LDA）を内服しながら自然妊娠成立し妊娠４週
よりヘパリンカルシウム自己注射を開始したが，妊娠７
週で稽留流産となった。
既往歴・内服・アレルギー：特記事項なし
現病歴：上記妊娠歴のため第２子の死産の後に精査加療
目的に当院の不育症外来を受診した。当院での不育症精
査行ったところ，ループスアンチコアグラント陽性，抗
カルジオリピン抗体陰性，抗核抗体陽性，抗プロトロン
ビン抗体陽性，抗SS-A抗体陽性であった。ループスア
ンチコアグラントは初診時と３か月後の再検査で陽性で
あることを確認し，APSと診断した。

　当院の方針として，妊娠前の黄体期よりLDA内服し
ながら自然妊娠成立した。妊娠判明時よりLDAに加え
てヘパリンカルシウム10000単位/日を自己注射しており
児の発育は良好であったが，妊娠９週突然の左下肢腫
脹・変色，歩行時の痺れ，息切れを自覚したため当院救
急外来受診した。
現 症： 身 長 1 4 9 c m， 体 重 5 3 k g，B M I 2 3 . 9。 血 圧
110/71mmHg，心拍数103回/min，SpO2：98%（room 
a ir）であり左大腿部に腫脹，疼痛認められた。両
足背動脈は触知可能だった。 血液検査データでは
D-dimer43.8μg/mlと高値でありAPTTは44.5秒（ヘパ
リン皮下注開始前40.9秒）であった。経腟超音波検査で
は胎児生存を確認，経胸心臓超音波検査では右心系の拡
大など肺塞栓を疑う所見は認めなかった。下肢静脈超音
波検査では左大腿静脈から下腿静脈まで連続する下肢静
脈血栓を認めた（図１）。
　入院管理とし，循環器内科と併診して元来のAPTT
の1.5－2.0倍を目安にヘパリンを増量しコントロールを
行った。APTTの延長がヘパリン皮下注開始前と比べ
有効ではなかったため，ヘパリンカルシウム10000単位
/日自己注射からヘパリンナトリウム15000単位/日持続
静注に変更した。また下大静脈フィルターは感染や血栓
リスクを考え抗凝固療法で効果が見られていたため，留
置しなかった。自覚症状，血栓の状態改善に伴い妊娠15
週より当時の流量であるヘパリンナトリウム22500単位/
日持続静注からヘパリンカルシウム皮下注22500単位/日
（7500単位×３回）に切り替えた。血栓は徐々に縮小し
ていき（図２），全身状態が安定したため妊娠20週時に
退院した。入院時からのAPTTとD-dimerの推移を図３
に示す。
　退院後は血栓症状なく経過し児の発育も良好であっ
た。妊娠36週６日にLDA内服を終了し，既往帝切後妊
娠であるため選択的帝王切開術目的に妊娠38週２日に再
入院し，翌日ヘパリンカルシウム自己注射を終了した。
妊娠38週４日に選択的帝王切開術を施行した。また患者
とのインフォームドコンセントの結果，同時に卵管結紮
術を施行した。児は2630gの男児でApgar scoreは８/９

図１　下肢静脈超音波所見：左大腿静脈内に血栓を疑う高エコー
域あり

図２　下肢DVTの推移：血栓は徐々に縮小，器質化した
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点であり，手術時間64分，出血量1410g（羊水込み）で
あった。胎盤病理では一部に小さな梗塞像を認めた。
　術後翌日よりヘパリンナトリウム持続静注を再開
し，術後３日目にワルファリン３mgの内服を開始し
た。術後３日で撮影した造影CTでは明らかな肺塞栓
症/深部静脈血栓症（pulmonary embolism/deep venous 
thrombosis; PE/DVT）は認めなかった。術後８日目で
はPT-INR2.03となり，ヘパリン持続静注を終了し退院
した。現在ワルファリン３mgの内服を継続し外来通院
中である。

考　　　案

　抗リン脂質抗体症候群（APS）は，抗リン脂質抗体に
関連して起こる動静脈血栓症あるいは習慣性流産・子宮
内胎児死亡などの妊娠合併症を主症状とし不妊・不育の
原因ともなる全身性自己免疫疾患である１）。診断基準と
して抗リン脂質抗体症候群の改定分類基準（札幌クライ
テリア・シドニー改変－2006）３）が現在よく用いられて
いる。この基準では臨床基準と検査基準の両方でそれぞ
れ１項目以上陽性であるものがAPSと診断される。臨
床症状としては血栓症と妊娠合併症の２つがある。血栓
症としては，画像検査や病理検査で確認される１つ以上
の動静脈血栓症があげられる。妊娠合併症としては，１
回以上の妊娠10週以降の説明できない胎児死亡，１回以
上の子癇，重症妊娠高血圧腎症や胎盤不全などによる34
週未満の早産，または１回以上の妊娠10週未満の自然流
産があげられる。本症例では，第２子が22週で子宮内死
亡したこと，ループスアンチコアグラント２回陽性より
APSと診断された。
　抗リン脂質抗体症候群の女性が挙児を希望するとき
は，妊娠管理として抗凝固療法を施行する。妊娠中の抗
凝固療法として欧米ではアスピリンと低分子ヘパリンが

推奨されている４）。低分子ヘパリンはビタミンK拮抗薬
やdirect oral anticoagulants （DOAC）と異なり胎盤を
通過せず使用方法も簡便なためである。また母の血栓症
の既往歴によって用量を変更している。本邦では妊娠中
のAPSに対して低分子ヘパリンの保険適応がなく妊婦
に対しての使用は禁忌または原則禁忌とされているため
未分画ヘパリンを用いており，本症例もそれに倣った。
低用量アスピリンと低分子ヘパリン併用群と低用量ア
スピリンと未分画ヘパリン併用群で比較検討したFouda 
et al.の研究５）によると生児獲得率や合併症に有意な差
はなかったとされている。
　妊娠はそもそも通常の状態より血栓リスクが高い状態
である。妊娠中はエストロゲン増加に伴う凝固能亢進，
妊娠子宮による静脈圧排，血管内皮障害などにより，非
妊娠時と比べ血栓塞栓症のリスクが５倍高い。またの好
発時期は初期（妊娠悪阻に伴う脱水）と30週前後（切迫
早産などに伴う安静）の二峰性である６）。今回の症例で
も重症ではないが妊娠悪阻を認めており，悪阻に伴う脱
水も背景の一因であったと考えられる。
　産婦人科診療ガイドラインでは静脈血栓塞栓症
（venous thromboembolism; VTE）リスク分類を行い
それに応じて予防的抗凝固療法を行うことになってい
る２）。そのリスク分類は３群にわけられており，VTE既
往の有無，血栓素因，合併症の有無でリスク分類されて
いる。今回の症例では，VTEリスク分類においては「血
栓素因がある」という条件に当てはまり第２群（中間リ
スク妊娠）であり，妊娠期間中の予防的抗凝固療法を検
討することが推奨される。標準的な投与量であるヘパリ
ンカルシウム5000単位×２回/日自己注射７）を行った。
　妊娠・産褥期にDVTやPEを疑った場合の対応につい
ても産婦人科診療ガイドラインに記されている。すでに
意識を消失している場合や全身状態が不安定な場合に

図３　D-dimerとAPTTの推移
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は，DVTやPEの診断よりも治療（初期対応，特に呼吸
循環管理）を優先する。意識が清明で状態が安定して
いる場合は，医療面接等でDVTやPEの特異的症状や特
徴的発症状況，危険因子の有無などの情報収集を行う。
身体診察では，バイタルサイン測定（血圧，脈拍，呼吸
数，SpO2モニターなど），視診，聴診，触診（Homans 
テストなどを含む）を行う。超音波検査やCT検査が自
施設・自科で困難な場合には，高次施設や専門他科（循
環器内科医・循環器外科医など）へ紹介あるいは連携管
理を行う。それらが行える場合は常にPEの併存も疑っ
て診断治療を行う。PEと診断した場合（疑診を含む）
には，呼吸循環管理のほかに可能な範囲で初期対応（ヘ
パリン投与開始，DVTの検索）を開始するとされてい
る。本症例ではDVTが疑われ下肢静脈エコーで診断さ
れた。臨床所見や心エコーにて粗大なPEは否定的であ
り造影CTは施行しなかった。
　DVT診断後の抗凝固療法については未分画ヘパリン
の投与が推奨され，血栓の器質化後は，分娩前であれ
ば未分画ヘパリンによる予防的抗凝固療法を行うこと
が推奨されている６）。下大静脈フィルターは残存DVT
がある場合は考慮されるが，留置した場合でも約20%に
感染，血栓形成などの合併症があることから留置は慎重
に行う。適応としては，①妊娠34週前後で器質化してい
ない遊離血栓の存在②ヘパリン抵抗性血栓の存在③抗凝
固療法が困難な場合などがあげられる６）。本症例ではヘ
パリン療法が比較的奏功し血栓改善傾向であったため，
分娩直前までLDA+ヘパリンカルシウムの抗凝固療法を
継続した。下大静脈フィルターは感染や血栓リスクを考
え抗凝固療法で効果が見られていたため，留置しなかっ
た。産後はヘパリンナトリウム持続点滴静注を再開し，
安定したためワルファリンに変更した。

結　　　論

　抗リン脂質抗体症候群合併妊婦に対する標準的な抗凝
固療法を行っていたにもかかわらず，妊娠中に深部静脈
血栓症を発症した症例を経験した。
　本症例のように血栓性素因のある妊婦では，抗凝固療
法を行っている場合でも血栓症が起こりうることに留意
する必要がある。
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当院における骨盤臓器脱の手術成績について
―腹腔鏡下仙骨腟固定術（laparoscopic sacral colpopexy: LSC）を導入して―
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Outcomes of laparoscopic sacral colpopexy at our hospital

Yuko Matsubara・Keiichi Matsubara・Maki Yokoyama・Toshiaki Yasuoka・Yuka Uchikura
Tomoka Usami・Kazuko Takagi・Toru Fujioka・Takashi Matsumoto・Takashi Sugiyama

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

我が国では骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下仙骨腟固定術（Laparoscopic sacral colpopexy: LSC）は2016年に保険収載され，当
科でも2018年９月より導入している。LSC群の手術成績・中期的予後について検討する目的で，LSC群と腟式子宮全摘術・前
後腟壁形成術・肛門挙筋縫縮術・膀胱底縫縮術（total vaginal hysterectomy: TVH）群の手術成績を比較検討した。また，
LSC群の術後合併症を経験し改善するための考察をおこなった。対象は2018年９月から2020年４月までにLSCを施行した13例
と，TVHを施行した14例であり，診療録をもとに手術時間，術中出血量，術後当日の鎮痛剤使用の有無を抽出した。患者の
年齢は２群間に差はなく，BMIも２群間に差を認めなかった。平均手術時間はLSC群で有意に長かったが，術後当日の疼痛に
対する鎮痛薬使用はLSC群で有意に少なかった。また，今回導入したLSC術後の経過では，排尿障害が13例中11例において改
善したが，再発が１例，投薬を必要とする尿失禁が１例，便秘が２例に認められた。しかし，いずれも１年以内に治癒した。
今後，LSC術後の長期的な再発率や，LSC特有の術後合併症ともいえる尿失禁や便秘についてはより多くの症例での長期間の
追跡検討を行う必要があると考える。

In 2016, laparoscopic sacral colpopexy (LSC) for pelvic organ prolapse was covered by the health insurance in Japan, and 
LSC was introduced in our department in September 2018. The clinical course of the LSC group was compared with that of 
the total vaginal hysterectomy with anterior and posterior vaginal wall repair, levatorplasty, and bladder base repair (TVH) 
groups to evaluate the surgical results and post-surgical pain level. No significant differences were observed in the age 
and body mass index between the two groups. The mean operative time was significantly longer in the LSC group than in 
the TVH group; however, analgesic use for pain on the day of surgery was significantly lower in the LSC group. Although 
dysuria improved in 11 of 13 patients in the LSC group, recurrence was observed in only one patient. Urinary incontinence 
requiring medication was also observed in one patient, while constipation was observed in two patients. Although the 
operation time of LSC is long, it is considered to be a useful technique for reducing postoperative pain.

キーワード：骨盤臓器脱，腹腔鏡下仙骨腟固定術（LSC）
Key words：pelvic organ prolapse （POP）, laparoscopic sacral colpopexy（LSC）

緒　　　言

　80歳までに骨盤臓器脱（Pelvic organ prolapse : 
POP）や尿失禁で外科的治療を受ける患者の生涯リスク
は11.1%と言われている１）。さらに，分娩経験のある女
性の２人に１人がPOPになる可能性があるとも言われて
おり，女性にとって経験する可能性の高い疾患である。
人生100年時代となり，我が国でもますます高齢化が進
んでおり，中高齢女性に好発するPOPもさらに増加し，
女性のquality of life（QOL）を低下させることが予想さ
れる。POPでは，外陰部腫瘤感として下垂した臓器を
触知し，進行すると腟外に露出し，その結果，乾燥や外
部からの刺激によってびらん形成あるいは出血を来たす

原因となる。また頻尿や尿失禁といった排尿障害や便秘
などの排便障害などによって日常生活に障害を生じる。
POPを合併する女性のQOLを改善するために安全かつ
長期的に症状を改善する治療法が望まれる。
　POPの保存療法として，以前より行われているペッ
サリー法や腟式子宮全摘術などの手法があげられる。
しかし，従来のWallaceリングペッサリーは長期の合併
症として，膀胱腟瘻や直腸腟瘻といった重篤な疾患を
併発することがあり２），定期的な検診が欠かせない。
最近では患者自身で出し入れできるMilexTMペッサリー
（CooperSurgical, Inc., Trumbull, CT, USA）が日本に
も導入され，ペッサリー装着に伴う性器出血や潰瘍形成
といった合併症を低減することができる様になった３）。
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ペッサリーを自己脱着できない特に高齢の患者，ある
いは長期間の装着を忌避する若年者に対しては手術療
法が行われることになるが，TVHは比較的再発率が高
く４），再発した場合に再度手術を行う場合には腟閉鎖術
などを行うことになる。そこでもっと安全で再発率の低
い手術方法が求められていたが，2016年，POPに対する
腹腔鏡下仙骨腟固定術（Laparoscopic sacral colpopexy: 
LSC）が保険収載された。当科でも2018年９月より同術
式を導入し４年が経過したため，当院におけるLSCの手
術成績についてTVHと比較し，また，LSCの術後合併
症を経験し改善するための考察をおこなったので報告す
る。

対象と方法

　対象は，2018年９月から2020年４月までに当院でLSC
を行った13例と，TVHを行った14例（計27例）である。
術式の選択は，主治医と患者間で十分なインフォームド
コンセント後におこなわれた。診療録をもとに患者背景
を抽出し（年齢・BMI・妊娠分娩歴），両群間で比較した。
また，手術成績については手術時間，出血量，術後当日
の疼痛について検討した。
　統計的解析には，Fisherの直接確率検定を用いた。
p<0.05をもって統計的に有意とし，データは平均±SE
で提示した。なお，本研究は，当院の倫理委員会におい
て承認を受けた。

結　　　果

　対象症例の背景を表１に示した。当院におけるLSC
（n=13）は，TVH（n=14）と比較すると患者背景（平
均年齢・BMI・妊娠回数・分娩回数）において差は認め
られなかった（69 ± ２ vs. 68 ± ２歳，23.9 ± 0.6 vs. 
24.1 ± 1.3 kg/m２，2.2 vs. 2.6，2.2 vs. 2.4）。術中術後の
比較に関しては，手術時間が有意に長かった（226 ± 
10.7 vs. 131 ± 10.2分）（表２）。術中合併症はともに認
められなかったが，LSCでは測定できる様な術中出血量
は認められなかった（０ vs. 170.0 ± 69.9 g）。
　LSCの術後経過において特筆すべきことは術後疼痛の
少なさであり，今回の検討でも手術当日の鎮痛薬使用
はLSC群で有意に少なかった（１例 vs. ８例，p<0.05）
（表２）。術後の経過において，排尿障害はLSC群の13
例中11例において改善したが，LSC群において再発が１
例，投薬を必要とする尿失禁が１例，便秘が２例に認め
られた。尿失禁・便秘に関してはいずれも１年以内に治
癒した。

考　　　案

　従来からPOPに対して行われてきたTVHは，再発率
が20～30%と高いとする報告があり４，５），さらに腟口の
狭小化によって性交渉が障害されるという問題があっ
た。また，再発した場合にはLe Fortや腟閉鎖術といっ
た腟式の簡便な手術が行われ，結果として性交渉が不可
能になることが多かった。さらに術後の排尿障害の発症
率も高く，若年層の夫婦間に性交渉が継続している場合
には大きな問題となっていた。その後，泌尿器科を中
心に経腟メッシュ手術（TVM）による補強手術が行わ
れる様になった６）。2000年に欧米で始まった本手術は，
POP手術専用のポリプロピレンメッシュを用いて，下
垂した子宮や膀胱を元の位置に戻して補強するものであ
り，2005年には日本にも導入された。TVMは術後疼痛
が少なく再発率も低い（約５％）ことから広く行われて
いたが，その後，腟へのメッシュ露出や，膀胱・直腸損
傷等の重篤な合併症を生じたことから，2011年，FDA
はTVMの安全性に関して警告を行い７），2012年，POP

患者背景（平均年齢・BMI・妊娠回数・分娩回数）はLSC群とは，
TVH群において差は認められなかった。

表１　患者背景

表２　手術時間，出血量，術当日の鎮痛剤投与についての比較

手術時間はLSC群で有意に長かった。LSC群では手術当日の鎮痛薬使用は有
意に少なかった。
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に対するTVM手術用のメッシュが販売中止となった。
その後，TVMに代わって広く行われる様になった術式
がLSCである。 
　LSCはメッシュを用いて腟断端を仙骨前面岬角に向け
てつり上げる手術法であり，低侵襲な手術として認知さ
れている。TVMと比較して術後のPOP治癒率は高く，
メッシュによるびらん発症率は低く優れた術式として
認知される様になった８）。当科ではメッシュびらん・
露出などの術後合併症を防ぐためにシングルメッシュ
法を導入して，子宮の腟上部切断術を行った後，前腟
壁では膀胱尿道移行部まで膀胱を剥離しGYNEMESH®

（Ethicon, Inc, OH, USA）を3-0 ETHIBOND EXCEL®

（Ethicon, Inc, OH, USA）固定し（図１），仙骨前面の
岬角前縦靱帯に向けてつり上げている。後腟壁では直腸
腟中隔を肛門挙筋が露出する程度まで直腸を剥離して，
V-loc®（Medtronic plc, MN, USA）で縫合閉鎖している
（図２）。LSCは骨盤底の深く狭い術野で手術を行うた
め膀胱・直腸・血管損傷等に注意する必要があるが，幸
い，当科ではそのような重篤な合併症は生じていない。

　当院におけるLSCでは，TVHと比較して手術時間が
有意に長くなったが，手術導入初期前半と後半ではスキ
ルアップに伴い30分程度手術時間が短縮された。LSCは
臓器の吊り上げや剥離，運針，結紮固定などの煩雑な操
作が多く，容易な術式ではない。術者の技術向上はもち
ろんのことであるが，POPの術式選択時に，患者が高齢
であれば手術時間延長による合併症についても考慮のう
え適切な治療の選択が必要である。LSCは腟管の長さが
維持されるため，若年女性のPOPに対する手術として，
性交渉に影響が無く再発率の低いLSCが勧められている
報告もある。９，10）

　当院では１症例が術後４ヶ月に再発し（後腟円蓋），
現在ペッサリーを使用し外来経過観察中である。この症
例は再発リスクの高いPOP-Q stage IVであり，また，
導入初期の症例であったため，直腸腟中隔の閉鎖が不十
分であったことが考えられる。その後，直腸腟中隔の縫
合閉鎖を頭側まで十分に行うことにより，再発は認めら
れていない。
　LSC術後合併症として，本検討では２例で緩下剤の内
服治療を必要とする便秘が認められた。このうち１例は
術前より便秘の症状があり術後の増悪はなかった。他例
は術後新規発症の便秘であったが，緩下剤によって３ヶ
月後には治癒した。Ganatra et al.８）によるとLSC術後
合併症として9.8%に便秘や肛門痛・便失禁などを認め，
術後６ヶ月には症状はなくなったとの報告がある。LSC
におけるメッシュの固定位置によっては直腸肛門角の開
大を阻害する可能性があり，骨盤腔の減量による排出障
害11），また，下腹神経あるいは肛門挙筋周囲の剥離操作
により神経損傷などの影響によって，便秘あるいは閉塞
性排便障害が起きる可能性がありメッシュの仙骨岬角で
のアンカーポイントの位置決めが重要である12）。
　また今回の検討において，術後に排尿障害で内服が必
要であった１例を認めたが，これは術後新たに生じた症
状ではなく，術後４ヶ月の内服治療にて症状はなくなっ
た。さらに，LSC術後に新たにみられた術後腹圧性尿失
禁の頻度（新規出現あるいは増悪）は，過去の報告によ
ると15.9～37.6%とされており，術後のQOLを低減する
リスクとなり得る。POPでは臓器が脱出することによっ
て尿失禁の症状が隠されていることがあるため，LSCに
よって症状が露見する様になった可能性もあるが，尿失
禁を予防する方法として，LSCでは一般的にメッシュを
固定する仙骨の位置はL5～S1であるがこのアンカーポ
イントをS2にずらすことで尿失禁の合併症が減ったとの
報告もある11）。
　一方，アンカーとして子宮頸部が残存するため，将
来，子宮頸部悪性腫瘍を発症する可能性がある。通常，
80歳前後の高齢者では，それまでの子宮癌検診で異常が
なければその後子宮頸がんが発生するリスクは少ないと

図２　後腟壁は直腸腟中隔を肛門挙筋が露出するまで直腸
を剥離して，V-loc®で縫合閉鎖する

図１　腟上部切断術後，前腟壁は膀胱尿道移行部まで膀胱
を剥離しGYNEMESH®を3-0 ETHIBOND EXCEL® 

で固定する
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されているが，比較的若い患者ではリスクが残る。LSC
後に子宮頸部腺癌が発症したとの報告もあり13），術後も
定期的なフォローを継続し，これら病態の早期発見に努
める必要がある。
　今回の検討は，当施設でのLSC導入後の短期間での検
討であるが，LSCは経腟的な手術と異なり，盲目的では
なく手術操作を可視化することにより安全性が担保でき
術中出血量が少なく実施できた。しかし，腹腔鏡操作の
手順が多く，本手術を行うに当たってはその手順やコツ
を十分に理解した上で施行することが肝要である。ま
た，術後の長期的な再発率，LSC特有の術後合併症とも
いえる尿失禁や便秘については今後より多くの症例での
長期間の追跡検討を行う必要があると考える。
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婦人科癌の全身検索における，DWIBS法の有用性
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Utility of diffusion-weighted whole-body imaging with background body signal 
suppression in the systemic search for gynecological malignancies

Mariko Fujita・Takuto Uyama・Satomi Miura・Norifumi Tanaka・Tomohisa Sakashita

Department of Obsterics and Gynecology, JA Onomichi General Hospital

DWIBS法（Diffusion-weighted whole-body imaging with background body signal suppression）は全身の拡散強調MRI撮像
を可能とする，非侵襲的な撮像法である。様々な癌種において，全身の腫瘍性病変の評価や治療効果判定，再発の検出に有
用であり臨床診療で利用されている。無被曝，非造影で行うことができ，PET-CTや造影CTと比較して検査コストが低いと
いったメリットがある。当院では2018年から撮像可能となり，婦人科悪性腫瘍の治療前全身評価や治療効果判定に活用して
いる。婦人科癌においては全身のDWIBS法を撮像した報告はない。今回，当院で婦人科悪性腫瘍の治療前評価目的に造影CT
およびDWIBS法を撮像し，転移巣の有無を評価した18例について比較検討を行ったところ，転移巣検出においてDWIBS法は
造影CTと遜色ない結果を示した。今後，新たな全身検索法として期待でき，DWIBS法の普及が望まれる。

Diffusion-weighted whole-body imaging with background body signal suppression (DWIBS) is a noninvasive imaging method 
that enables diffusion-weighted magnetic resonance imaging (MRI) of the whole body. It is useful in the evaluation of 
systemic neoplastic lesions, response to therapy, and tumor recurrence in various cancer types, and is applied in clinical 
practice. It is a contrast agent-free MRI method and has a lower examination cost compared with that of PET-CT and 
contrast CT. DWIBS has been used in our hospital since 2018 and is used for the evaluation of gynecological malignancies 
and response to therapy. No previous study has reported the use of whole-body DWIBS imaging for the evaluation of 
gynecological malignancies. Hence, this comparative study was conducted in 18 patients with gynecological tumors who 
were examined for presence of metastatic lesions using contrast CT and DWIBS methods prior to therapy and found that 
DWIBS is not inferior to contrast CT. In the future, DWIBS will be used as a new systemic evaluation method worldwide.

キーワード：全身MRI，DWIBS法，婦人科癌
Key words：whole-body MRI, 

diffusion-weighted whole-body imaging with background body signal suppression （DWIBS）, 
gynecologic cancers

緒　　　言

　MRI拡散強調像は，急性期脳梗塞の診断に代表される
頭部領域の診断に限定されていたが，画質が向上し躯幹
部においても応用されるようになった。悪性腫瘍は細
胞密度が上昇し，水分子の拡散運動が低下することか
ら周囲の組織と比較して高信号を呈する。よって拡散
強調の信号は良悪性の鑑別や，腫瘍の質的特徴を反映
すること，治療効果判定に有用であることが，多数報
告されている。2004年 Takahara et al.１）によって，広
範囲の拡散強調の撮像技術としてDWIBS法（Diffusion-
weighted whole-body imaging with background body 
signal suppression）と呼ばれる新しい撮像法が開発さ
れた。非周波数選択的脂肪抑制法（short T1 inversion 
recovery; STIR）による均一な脂肪抑制を用いた広範囲

の拡散強調撮像法であり，実質臓器，骨を含めた全身の
病変の拾い上げに優れている。様々な癌種において全身
の腫瘍性病変の評価や，治療効果判定，再発の検出に有
用であり，PET like imagingとして診療に利用されてい
る。また，無被曝，非造影で行うことができ，造影CT
比較して検査コストが約１/４であり，前処置が不要と
いった利点を有する。一方，DWIBS法は撮像条件が複
雑であり，コイルの配置や患者のポジショニングといっ
た環境調整や画像処理の調節が難しいという問題があ
る。これらの問題点を克服し，当院では2018年から臨床
検査として実施可能になった。それ以降，婦人科悪性腫
瘍の治療前全身評価や治療効果の判定に全身のDWIBS
法を活用している。本邦では前立腺癌や大腸癌，乳癌
での報告はあるが，婦人科癌においては全身のDWIBS
法を撮像した報告はない。そこで，治療前に全身を
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DWIBS法およびCT検査を施行し，婦人科悪性腫瘍の転
移巣の検出における有用性を検討した。

対象と方法

　2018年６月から2020年３月までに当科で婦人科悪性腫
瘍のため受診し，検査に同意を得られた症例に造影CT
およびDWIBS法を治療前評価目的に施行し転移巣の有
無を評価した。婦人科癌18例を対象とし年齢は45歳～74
歳（平均63歳）で，癌種別では，卵巣癌８例，子宮体癌
７例，子宮頸癌２例，卵巣癌と子宮体癌の重複癌１例で
あった。
　MRI装置はGE Healthcare社製Discovery MR750 3.0T 
DV24を使用した。
　全例，造影CT，DWIBS法を治療前に撮像し，骨盤リ
ンパ節腫大，傍大動脈リンパ節腫大，大網転移，その他
の臓器の転移の有無について当院放射線科医師が読影
した所見を後方視的に比較検討した。リンパ節は造影
CTでは最大径10mm以上のリンパ節を腫大ありとし，
DWIBS法では最大径10mm以上かつ，拡散強調画像で
高信号の場合を腫大ありとした。
　本研究は当院倫理委員会の承認を得て行った。（承認
番号 OJH-202117）

結　　　果（表１）

　骨盤リンパ節腫大は造影CTで５例，DWIBS法で５例
指摘され，全症例一致していた。５例のうち，手術に

より摘出した症例は２例で，病理学的診断で２例とも
転移を認めた傍大動脈リンパ節腫大は造影CTで４例，
DWIBS法で５例指摘され，４例一致していた。一致し
た４例のうち手術で摘出し，病理学的検索をした症例は
なかった。
　大網は造影CTで６例転移を認め，うち５例はDWIBS
法でも高信号を呈していた。また，その他の転移は造
影CTでは肝転移１例，肝表面の播種４例，腹膜播種３
例，肺転移１例，骨転移１例認め，うちDWIBS法では
肺転移１例，腹膜播種１例を除くすべてで高信号を呈し
た。
　また，造影CTでリンパ節転移，遠隔転移を認めな
かった８症例のうち，７症例でDWIBS法でも転移巣を
認めなかった。手術で骨盤リンパ節郭清した６症例のう
ち５症例は病理学的にもリンパ節転移を認めなかった。
残る１症例は造影CT，DWIBS法ともに腫大，高信号を
呈さなかったが，摘出したリンパ節に転移を認めた。
この症例は病理標本では，左外腸骨リンパ節は12mm×
５mm，右外腸骨リンパ節は５×４mmであり，いずれ
もリンパ節の転移巣が画像診断では検出困難なサイズで
あったと考えられた。
　実際の臨床画像を提示する。（図１）卵巣癌ⅢC期の
症例で，表１の症例15である。DWIBS法で傍大動脈リ
ンパ節が高信号を呈した。造影CTでも同部位の傍大動
脈リンパ節腫大（18mm）を認めたが，DWIBS法の方
が，周囲とのコントラストが明瞭に検出されている。ま
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表１　治療前に造影CTおよびDWIBS法を撮像した症例
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た，DWIBS法で左腎上極に高信号を認めたが，造影CT
では造影効果を認めず，腎嚢胞と考えられた。

考　　　案

　拡散強調MRIは組織内の水分子の拡散運動（ブラウン
運動）を画像化する機能的画像診断法である。1990年代
後半に，超急性期脳梗塞の診断を中心に頭部領域の診断
に臨床利用されるようになった。細胞外液腔の大きい正
常組織では水分子の拡散速度は制限されず，低信号を呈
するが，細胞外液腔の小さい組織では拡散速度が制限さ
れ相対的に高信号を示す２，３）。がん組織は細胞密度が高
く，組織内拡散が抑制され結果として高信号を呈するた
め，拡散強調は腫瘍の特徴と関連し，良悪性の鑑別や治
療効果判定に有用であることが多数報告されている４）。
　DWIBS法は2004年にTakahara et al.１）により，広範
囲の拡散強調像を撮像できる技術として報告された。拡
散という微細な動きを可視化するには静止していなけれ
ばならないとされていたが，非呼吸停止下に撮像するこ
とを可能にした。また，STIR法という均一な脂肪抑制
法を採用することで，体のどの部位でも均一した脂肪抑
制が可能となった。腹部の拡散強調像で問題となる消化
管信号はT1強調画像での信号強度が高く，脂肪とT1値
が近い。よって，STIR法を用いることにより脂肪と同
じような信号を抑制することが出来，実質臓器および骨
を含めた全身の病変の拾い上げを可能とした。
　病変検出のために，様々な臓器や腸管内容物などの背
景を抑制するので，DWIBS法のみでは病変の位置が同

定できない。よって，T2強調画像とのfusion画像を異常
信号の位置情報把握に用いることが多い。
　DWIBS法は腫瘍やリンパ節の可視化にすぐれてお
り，PETに類似した画像が得られ悪性腫瘍診断に対する
有用性が認識されつつある。
　今回，当院で施行された婦人科悪性腫瘍の治療前の転
移巣の診断法として造影CTと比較し，造影CTと遜色な
い結果が得られた。Lecouvet et al.５）は，前立腺癌100
例における検討にて，リンパ節転移の診断能はDWIBS
法（感度：77～82％，特異度：95～96％）とCT（感度：
77～82％，特異度：96～98％）と比較して同等であると
されている。Kitajima et al.６）は子宮内膜癌および，子
宮頸癌患者で骨盤部の拡散協調像を撮像し，拡散強調像
はPET/CTよりリンパ節転移の検出において感度が高い
が特異度は低かったと報告した。リンパ節転移診断は臨
床病期に影響するため，感度が高い方が有用であるとい
える。
　DWIBS法は放射線被曝が無い，造影剤が不要でアレ
ルギーの発症が無い，前処置が不要であり検査日の拘束
時間が短い，保険点数がPET/CTや造影CTと比較して
低いといった利点があげられる。PET/CTを撮像できる
施設は限られ，PET/CTは効果判定や経過観察のために
頻回に撮像することは現実的ではないため，DWIBS法
はPET/CTやCTに変わる新たな画像検査法として期待
できる。
　一方，悪性腫瘍だけでなく膿瘍や炎症といった拡散が
制限された良性の病変も高信号を呈するため注意が必要

図１　卵巣癌ⅢC期　症例15
DWIBS法にて，傍大動脈リンパ節が高信号を呈し，造影CTでも同じ位置の傍大動脈リンパ節腫大を認めた。
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である。また，胸水，腹水があると診断困難であると
いったデメリットもある。
　また，DWIBS法では異常検出における定量性に課
題があり，リンパ節が偽陽性として描出されやすい。
これについては，PET/CTにおける，SUV（Standard 
Uptake Value）と同じように，拡散協調画像では拡
散の定量的指標であるADC価（apparent diffusion 
coefficient）を算出することにより，病変の評価を定量
化することが可能である。ADC値は腫瘍活動性と相関
するという報告があり，良悪性の鑑別や，悪性度，治療
効果判定において有用である７，８）。
　CTやMRIではリンパ節転移はサイズのみで評価して
いた。しかし，正常リンパ節が重なっていたり，小リン
パ節における微小転移もあり，サイズのみでのリンパ節
評価は限界があった。
　拡散強調は，正常リンパ節と転移リンパ節の細胞お
よび組織的レベルの違いを反映するため，両者を区別
するための補助となる可能性がある。今回の症例のう
ちDWIBS法で高信号であったが10mm未満のリンパ節
が病理結果で転移リンパ節であった症例もあった。いく
つかの研究では，転移性リンパ節は通常のリンパ節より
も拡散が制限されており，ADC価を用いて定量的に評
価できると報告されている９～11）。Choi et al９）はリンパ
節のADCを測定することは，MRIで短軸径を測定する
よりも，転移を検出するための感度が高いことを報告し
た。特に骨盤領域はCTではリンパ節と腸管，血管との
コントラストがつかず，リンパ節を認識しにくい部位で
ある。一方，DWIBS法ではこの部位のリンパ節を高コ
ントラストで描出可能である。また，尿路系はFDG排
泄により生理的集積がありPET/CTが苦手としている部
分であるため骨盤領域で感度の高い画像検査になる可能
性が高い。
　今回は婦人科癌領域における，全身検索のための造影
CTとDWIBS法との有用性を比較した初めての報告であ
る。当院では治療効果判定でも造影CTやPET/CTに加
えてDWIBS法を撮像しており，両者に対して遜色ない
評価能を示している。今後，PET/CTに代わる検査とな
る可能性がある。

結　　　語

　DWIBS法は全身の病変の拾い上げ，治療効果判定と
して有用なMRI撮像法である。PET/CTや造影CTと比
較して検査コストの低さや無被曝，造影剤を使わないと
いったメリットが多く，新たな全身検索法として期待で
きる。今後の症例の蓄積とDWIBS法の普及が望まれる。

利益相反

　本論文に関連して，開示すべき利益相反はない。
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抗癌剤によるリコール現象を認めた２例

長治　誠・早田　裕・清水　健治

鳥取市立病院　産婦人科

Cancer chemotherapy induced recall phenomenon: Two case series

Makoto Nagaji・Yuu Hayata・Kenji Shimizu

Department of Obstetrics and Gynecology, Tottori Municipal Hospital

放射線治療や抗癌剤による血管外漏出の既往のある患者に，原因となる薬剤を投与した際に，放射線照射野や血管外漏出
部位に一致して炎症が再燃することがあり，リコール現象といわれる。今回抗癌剤によるリコール現象を認めた２例を経
験したので報告する。症例１は76歳，腹膜癌ⅢC期症例に対して，パクリタキセル，カルボプラチン，ベバシズマブ（以下
TC-BEV）を投与時に血管外漏出を生じ，TC-BEV再投与後に前回の血管外漏出部に発赤，腫脹，疼痛を認め，ベバシズマブ
によるリコール現象と診断された。同部の冷却のみで症状は軽快した。症例２は58歳，子宮頸癌ⅢB期に対して，同時化学放
射線治療を実施後，左鎖骨上窩から腋窩リンパ節転移，両肺転移に対してTC-BEVを投与し，明らかな血管外漏出を認めな
かったが，TC-BEV再投与時に前回の投与部に一致して発赤，腫脹，疼痛を認め，リコール現象と診断された。ステロイド剤
内服，ステロイド局所軟膏外用にて症状は軽快した。癌化学療法を繰り返し行うことで，血管の脆弱性により確認し得ない
ような微小漏出による潜在的な組織傷害が成立していた可能性が推測される。抗癌剤による血管外漏出は，周囲の組織に障
害を起こし，過敏症とともに早急な対応が必要である。疼痛や機能障害，精神的苦痛等quality of lifeが低下する要因ともな
る。現在まで確立された治療法は示されておらず，予防と早期発見が最も重要であると考える。リコール現象はその特徴的
な臨床経過から診断は容易ではあるが，本病態の認識不足により他疾患との鑑別に苦慮することがあり，医師を含めた医療
従事者への情報共有が重要と思われる。

The recall phenomenon is a phenomenon in which inflammatory reactions occur at the site of previous radiotherapy or 
extravasation of anticancer drugs when the causative drug was administered. Radiation recall is widely known and have 
been used in several studies; however, studies on recall phenomena caused by extravasation of anticancer drugs are 
limited, and the mechanism of its occurrence remains unclear. Extravasation is an adverse event that causes damage 
to the surrounding tissues due to leakage of anticancer drugs outside the blood vessels during administration and is an 
adverse event that requires urgent action along with hypersensitivity. It also causes a decrease in the quality of life due to 
pain, dysfunction, and mental distress. Prevention and early detection are of utmost importance, as there is no established 
treatment for this condition. The recall phenomenon is generally reported in patients treated with anthracyclines and 
taxanes, which are necrotizing anticancer agents; however, cases of expression in molecular-targeted drugs have also been 
reported, and the causative agents are diverse. Herein, we report two patients who experienced anticancer drug-induced 
recall.

キーワード：リコール現象，抗癌剤，血管外漏出
Key words：recall phenomenon, anticancer drug, extravasation

緒　　　言

　リコール現象とは，原因となる薬剤を投与した際に，
過去の放射線治療照射部位や，抗癌剤などの血管外漏出
部に一致して炎症反応が起こる現象である。放射線リ
コールは比較的広く知られ報告例も多いが，抗癌剤の血
管外漏出に起因するリコール現象の報告は限られてお
り，その発生機序はいまだ明らかではない１-２）。リコー
ル現象は一般的に起壊死性抗癌剤であるアントラサイク
リン系やタキサン系などで多くが報告されているが，分
子標的薬などで発現した例も報告されており，原因薬剤
は多岐にわたる１-３）。今回抗癌剤によるリコール現象を

認めた２例を経験したので報告する。

症　例　１

年齢：76歳　閉経：52歳 
妊娠歴：２妊２産
既往歴：52歳　胃癌　胃亜全摘
　　　　年齢不明　慢性肝炎
家族歴：なし
現病歴：腹膜癌ⅢC期に対し，TC-BEV（パクリタキセ
ル：175mg/m2，カルボプラチン：AUC6，ベバシズマ
ブ：15mg/kg）にて治療していた。３コース目TC-BEV
を右前腕末梢血管より投与中，ベバシズマブ投与時に
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血管外漏出が生じた。ベバシズマブは非炎症性抗癌剤
に分類されることより，漏出直後は局所冷却を行い対
応した。その後皮膚症状は認めなかった。抗癌剤投与
にあたり，末梢血管確保が困難であったため，左上腕
に皮膚埋め込み型中心静脈カテーテル（Central Venous 
Port；以下CVポート）を造設し４コース目TC-BEVを投
与した。Day 20に３コース目血管外漏出部位に発赤，
腫脹，疼痛を認め，皮膚科を受診しベバシズマブによる
リコール現象と診断された。同部の冷却のみで症状は軽
快し，発症５日後には症状は消失した。その後５コース
目のTC-BEV投与をおこなったが，症状の再燃は認めな
かった。

症　例　２

年齢：58歳　閉経：54歳 
妊娠歴：２妊２産
既往歴，家族歴：なし 
現病歴：子宮頸癌ⅢB期（日産婦2011，FIGO2008）に
対し，同時化学放射線療法を施行した。その後左鎖骨上
リンパ節に再発を認め，放射線単独治療を施行した。
今回左鎖骨上窩から腋窩リンパ節，両肺に転移を認め
TC-BEV（パクリタキセル：175mg/m2，カルボプラチ
ン：AUC5，ベバシズマブ：15mg/kg）にて治療してい
た。左前腕末梢血管より４コース目TC-BEVを投与し，
すべての薬剤の投与終了後点滴を抜針した。約２時間30
分後，抜針部周囲に腫脹，圧痛を認めた。薬剤投与中の
明らかな血管外漏出は認めなかったため，静脈炎を疑い
腫脹部の冷却，ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸
エステル軟膏を外用し，翌日には皮膚症状は軽快した。
　５コース目TC-BEVを右前腕末梢血管より投与したと
ころ，Day 7に４コース目で点滴を施行した左前腕部周
囲に発赤，腫脹，硬結，疼痛を認めた（図１）。ベタメ
タゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏を外用
したが症状は軽減しなかった。症状が持続するため，
Day 13に皮膚科を受診し，抗癌剤投与中に明らかな血
管外漏出は認めないが，４コース目TC-BEV投与部位に

一致していることより，抗癌剤によるリコール現象と診
断された。プレドニゾロン１日10mg　３日間内服，ク
ロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏を外用し発症15
日後，Day 28に皮膚症状は軽快した。その後６コース
目のTC-BEV投与をおこなったが，症状の再燃は認めな
かった。

考　　　案

　皮膚におけるリコール現象とは，抗癌剤投与後に過去
の放射線治療照射部位に生じる放射線リコールや，過去
の抗癌剤などの血管外漏出部位に生じるもの，過去の日
焼け部位に生じるものなどがある１-３）。放射線リコール
に関し報告例は多いが，抗癌剤の血管外漏出後のリコー
ル現象の報告は比較的少ない１，４-６）。いずれも紅斑や腫
脹，疼痛，硬結，壊死などの症状を呈するが，中には皮
膚炎と同時あるいは遅れて間質性肺炎や消化管障害，
筋炎などの皮膚以外のリコール現象を呈することもあ
る１-２）。
　リコール現象全体の原因薬剤は，一般的には起壊死性
抗癌剤であるアントラサイクリン系やタキサン系などの
抗癌剤で報告されている１-２，４-６）。しかし，組織障害が
軽度である抗癌剤や種々の分子標的薬，抗菌薬，抗結核
薬，高脂血症治療薬の内服で発現した例も報告されてお
り，原因薬剤は多岐にわたる１）。被疑薬投与からリコー
ル現象発現までの期間は，点滴投与の場合は数日～数週
で起こることが多いとされている。さらに，経口投与の
場合は数か月以降に発現することもあり，点滴投与より
遅い傾向がある１）。リコール現象発現から炎症の消失を
確認できるまでに期間は４～91日（中央値：17日）であっ
たという報告がある１）。皮膚潰瘍を形成した場合は治癒
までに長期を要すため注意が必要である。 
　血管外漏出の発生機序として，がん化学療法を繰り返
し行っている血管は細く，脆弱化している可能性があ
る。さらに穿刺針による血管損傷により，血管の弾力性
が低下し，血管内圧に負荷がかかった場合や，穿刺針・
カテーテル先端の移動等が原因で，抗癌剤が血管外に浸

図１　症例２；リコール現象
皮下腫脹と発赤，硬結を認める。
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潤あるいは漏出する。これにより投与された薬剤が周囲
の皮膚軟部組織へ拡散され，皮膚組織を障害するために
発生するとされている８）。血管外に漏出した抗癌剤は，
すべて組織障害をきたす可能性があるが，その程度に
よって起壊死性抗癌剤（vesicant drug），炎症性抗癌剤
（irritant drug），非壊死性抗癌剤（non-vesicant drug）
の３つに分類される。当院癌化学療法委員会が作成し
た，抗癌剤の血管外漏出時の組織障害性に基づく分類を
示す（表１）。起壊死性抗癌剤は，少量の漏出でも重篤
で永続的な組織壊死を起こすおそれがあり極めて強い疼
痛を伴う。漏出の疑いがある場合は速やかな対応が必要
であり，潰瘍を形成した場合は治癒が困難である。炎症
性抗癌剤は漏出局所に紅斑や腫瘍が起こるが，壊死や潰
瘍形成に至らず，症状は短期間で改善する。一方，非炎
症性抗癌剤は多少流出しても炎症や壊死を生じにくく，
薬剤の投与方法として皮下注射や筋肉内注射が可能であ
る。
　リコール現象はアントラサイクリン系やタキサン系な
どの抗癌剤で報告されているが１-２，４-６），組織障害が軽
度である抗癌剤や種々の分子標的薬，抗菌薬，抗結核
薬，高脂血症治療薬の内服で発現した例も報告されてお
り，原因薬剤は多岐にわたる１）。自験例も１例は分子標
的薬であるベバシズマブ漏出後に抗癌剤の再投与後にリ
コール現象を認めている。
　リコール現象の発生機序として，抗癌剤の血管外漏出
により一次反応として，局所炎症反応や毛細血管の増生
がおこる。漏出部に対し，安静やクーリング，外用処置
を行うことによって外見上は治癒したように見えても，

潜在的な組織傷害は持続する。この状態で薬剤が再投与
され，血管増生を伴う潜在的な組織傷害部位へ再循環，
蓄積することにより二次反応として炎症が再燃すると
推定されている１-２，４-６）。細胞障害性の高い薬剤ほどリ
コール現象を起こしやすいと考えられる２）。しかし，明
らかな血管外漏出を認めないにもかかわらずリコール現
象を呈した症例も報告されている１）。自験例でも１例は
明らかな血管外漏出を認めなかったが，その後の抗癌剤
再投与時に前コース投与部位に一致して皮下腫脹と発
赤，硬結を認め，被疑薬は不明であるが抗癌剤によるリ
コール現象と診断された。癌化学療法を繰り返し行うこ
とで，血管の脆弱性により確認し得ないような微小漏出
による潜在的な組織傷害が成立していた可能性が推測さ
れる。抗癌剤によるリコール現象は明らかな血管外漏出
の有無にかかわらず，過去の投与部位に一致して生じる
反応と定義すべきともされている１）。
　血管外漏出の皮膚障害に対しては確立した治療法が乏
しいため，予防及び早期発見が重要である。血管外漏出
の危険因子（表２）７，９）を理解し，適切な穿刺部位の選
択と穿刺手技の実施，穿刺部位の頻回な観察，血管外漏
出を早期発見するための患者教育，血管外漏出マニュア
ルが必要である。末梢血管の確保が困難な場合や，持続
投与が必要な場合は，末梢静脈挿入型中心静脈カテーテ
ル（Peripherally Inserted Central venous Catheter; 以
下PICC）やCVポートなどの中心静脈ライン確保も積極
的に考慮すべきであると考える。CVポートやPICCはカ
テーテルの先端は大血管に留置しているため血流は早
く，薬剤もすぐに希釈されるため静脈炎を起こす可能性

表１　血管外漏出時の組織障害性に基づく分類
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も少なくなる。CVポートは皮下に埋め込むため小手術
が必要ではあるが，PICCに比べ長期間使用が可能であ
るため，繰り返し行う抗癌剤治療に適していると考えら
れる。
　薬剤の再投与によりリコール現象を繰り返すか否かに
ついては一定の見解はない１-２，４）。担癌患者の場合は抗
癌剤投与を継続せざるを得ない状況も多い。今回経験し
た２例とも，皮膚症状は比較的軽微であり，抗癌剤の治
療効果が認められていたため，薬剤を変更することなく
被疑薬の再投与を行ったが，明らかな再燃は認めなかっ
た。再投与の可否はリスクとベネフィットの双方を考慮
して慎重に投与判断すべきであると考える。抗癌剤漏出
性皮膚障害の際は，再投与まで数週間以上の間隔を空け
ることが推奨されており１-２），リコール現象の発現後に
おいても同様の対応が望ましいと思われる。
　タキサン系抗癌剤は婦人科領域では使用頻度の高い薬
剤であり，また起壊死性抗癌剤であるため，明らかな血
管外漏出を認めない場合でも皮膚障害への注意が必要で
ある。タキサン系抗癌剤はその添付文書にもリコール現
象について記載がされており５，10），本病態を認識して
おく必要がある。リコール現象に対する知識と，適切な
皮膚障害への対策を行うことが，患者の治療効果の向上
や，Quality of lifeの改善に寄与すると考えられる。
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胎動消失を伴った妊娠31週５日の胎児発育不全の１例：
周産期死亡の予測に関する検討
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Fetal growth restriction with loss of fetal movement at 31 weeks and 5 days of gestation: 
Prediction of perinatal death

Riko Takayoshi １）・Toshiyuki Hata １）・Takahito Miyake １）

Masaaki Hasegawa ２）・Ayaka Saeki ２）・Tetsuro Honda ２）

１）Department of Obstetrics and Gynecology, Miyake Clinic
２）Department of Obstetrics and Gynecology, Kurashiki Central Hospital

妊娠中の胎動消失は時に子宮内胎児死亡を伴い，その周産期管理は大きな問題となる。今回，胎動消失を伴った妊娠31週５
日の胎児発育不全（FGR）の１例を経験したため，その周産期死亡の予測について検討した。症例は27歳女性，１妊０産。
妊娠31週５日，前日からの胎動消失のため受診した。胎児心拍動は確認できたが，胎動をまったく認めなかった。胎児推定
体重は1,321g（－2.0SD）であったが，最大羊水深度は50.5mmと正常値であった。胎児中大脳動脈（MCA）血流速度波形の
pulsatility index（PI）は0.76と有意に減少し，MCA-peak systolic velocity（PSV）は61.18cm/sec（1.45 MoM）と軽度上昇
していた。臍帯動脈（UA）-PIは0.57と有意に減少し，UA-PSVも19.23cm/secと有意に減少していた。しかし，UA-half PSV 
deceleration timeは120ms以上であった。また，Cerebroplacental ratioは1.3であった。CTG monitoringでは，一過性頻脈が
なく，基線細変動の消失と遷延一過性徐脈を認めた。Biophysical profile scoreは羊水量のみの２点であった。同日緊急帝王切
開で1,220g（10パーセンタイル未満）の男児をアプガールスコア１分値６点，５分値７点で出産した。臍帯動脈血pH＝7.119，
BE＝－8.9mEq/L，Hb＝16.0g/dLであった。胎盤は320gで，病理学的に何らかの循環障害を示す所見が得られた。児は自発
呼吸がなく，挿管し呼吸管理となったが，順調に経過し日齢51日に退院した。胎動減少・消失を伴ったFGR症例における周
産期死亡の予測に，UA-half-PSV deceleration timeが有用である可能性が示唆された。

We present a case of fetal growth restriction (FGR) with loss of fetal movement, resulting in a healthy baby. A 27-year-
old pregnant Japanese woman (gravida 1, para 0) visited our clinic at 31 weeks and 5 days of gestation due to loss of 
fetal movement. Fetal biometry revealed FGR but the normal deepest vertical pocket was normal. Doppler ultrasound 
revealed decreased middle cerebral artery (MCA) pulsatility index (PI), slightly increased MCA peak systolic velocity (PSV) 
(1.45 MoM), decreased umbilical artery (UA)-PI, and decreased UA-PSV. The UA-half-PSV deceleration time was >120 ms. 
The cerebroplacental ratio was 1.3. Cardiotocographic monitoring revealed absence of acceleration, loss of variability, or 
prolonged deceleration. The biophysical profile score was 2 points (amniotic fluid volume, 2 points). An emergency cesarean 
section was performed on the same day, which resulted in the delivery of a male newborn weighing 1,220 g and measuring 
37.4 cm in length. The umbilical artery pH was 7.119. The Apgar scores were 6 and 7 at 1 and 5 min, respectively. 
Pathological examination revealed a placental weight of 320 g and signs of placental circulatory failure. The umbilical 
cord was 45 cm long. The neonate had a favorable course after delivery and was discharged on the 51st neonatal day. 
UA-half-PSV deceleration time may be a good predictor of perinatal death in FGR with loss of fetal movement. 

キーワード：胎動消失，胎児発育不全，周産期死亡の予測，cerebroplacental ratio，
umbilical artery half-peak systolic velocity deceleration time

Key words：loss of fetal movement, fetal growth restriction, prediction of perinatal death, 
cerebroplacental ratio, umbilical artery half-peak systolic velocity deceleration time

緒　　　言

　妊娠中の胎動減少・消失が子宮内胎児死亡に先立っ
て出現することが数多く報告されている１），２）。そのた

め，胎動減少・消失感を主訴に来院した妊婦には直ちに
胎児well-beingを評価することが重要である３）。その評
価法には胎児発育の評価，羊水量の評価，NST，血流計
測，biophysical profile score（BPS）などがある３）-６）。
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しかしながら，その周産期死亡を予測することはなかな
か困難である。
　今回，胎動消失を伴った妊娠31週５日のfetal growth 
restriction （FGR）の１例を経験したので，その胎児
well-being評価所見および周産期死亡の予測について報
告する。

症　　　例

　27歳女性。１妊０産。自然周期で妊娠し，妊婦経過は
良好であった。妊娠29週の妊婦健診時の胎児推定体重は
1,315g（－0.8SD）で，特に異常は認められなかった。
　妊娠31週５日，前日から胎動を感じないと訴え外来を
受診した。胎児心拍動は確認できたが，胎動はまったく
認められなかった。胎児推定体重は1,321g（－2.0SD）
（図１），最大羊水深度は50.5mmと羊水量は正常であっ
た。パルスドプラ法による胎児中大脳動脈（MCA）
血流速度波形（図２）では， pulsatility index （PI）は
0.76（below 5 percentile）（図３）と有意に減少し，
MCA-peak systolic velocity （PSV）は61.18cm/sec
（1.45 MoM）（図４）と軽度上昇していた。臍帯動
脈（UA）血流速度波形（図５）のPIは0.57（below 

5 percentile）（図６）と有意に減少し，UA-PSVも
19.23cm/sec（below 5 percentile）と有意に減少してい
た。また，UA-half-PSV deceleration timeは120ms以上
であった。 Cerebroplacental ratio （CPR）は1.3であっ
た。CTG monitoringでは，子宮収縮はなく，一過性頻
脈が認められず，基線細変動もなく，遷延一過性徐脈が
認められた（図７）。BPSは，羊水量のみの２点であっ
た。以上の所見より胎児機能不全と診断し，総合周産期
母子医療センターへの緊急搬送を決定した。
　総合周産期母子医療センターに緊急母体搬送さ
れ，CTG monitoringで同様の所見が認められたため
（図８），ただちに緊急帝王切開が行われた。児は
1,220g（below 10 percentile）の男児で，アプガールス
コア１分値６点，５分値７点，臍帯動脈血pHは7.119，
BE－8.9mEq/L，Hb16.0g/dLであった。胎盤は320g（図
９）で肉眼的に異常は認められず，臍帯は45cmであっ
た。胎盤病理検査では，絨毛径が細く，絨毛密度の減少

図１　31週５日の胎児推定体重（EFW）

図２　胎児中大脳動脈血流速度波形

図３　胎児中大脳動脈（MCA） pulsatility index （PI）
MCA-PIが0.76（< 5 percentile）と低下していた。

図４　胎児中大脳動脈（MCA）-peak systolic velocity （PSV）
61.18cm/sec（1.45 MoM）と軽度上昇がみられた。
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図５　臍帯動脈血流速度波形
H-PSV DT：UA-half-peak systolic velocity deceleration time.

図６　臍帯動脈（UA）-pulsatility index （PI）
 0.57（below ５ percentile）と有意に低値を示した。

図７　来院時のCTG monitoring所見
子宮収縮はなく，一過性頻脈が認められず，基線細変動もなく，遷延一過性徐脈が認められる。

している部分があり，循環障害を示す所見であった（図
10）。しかしながら，胎盤，臍帯ともに炎症所見は認め
られなかった。分娩後自発呼吸が認められなかったた
め，挿管し呼吸管理となった。生後の診断は，極低出生
体重児，低酸素性脳症，新生児科仮死，新生児呼吸窮迫
症候群であった。母児共に順調に経過し，児は日齢51日
に退院となった。現在児は生後10ヶ月で，特に神経学的
に異常は認められておらず，順調に発育している。

考　　　案

　本報告は，妊娠31週４日で突然胎動が消失し，胎児
機能不全の診断で緊急帝王切開を施行された症例で
ある。診察時，胎動が全くなく，CTG monitoringで
accelerationが認められず，平坦な基線，遷延一過性徐
脈を目にした際，経験上，児の予後は相当厳しいこと
を予想した。搬送先では心停止となっているのではな
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図８　総合周産期母子医療センターでのCTG monitoring所見
搬送医院での所見と同じ所見であったため，ただちに緊急帝王
切開となった。

図９　胎盤の肉眼的所見
320gと小さいが，肉眼的には異常は認められない。

ａ．胎児面，ｂ．母体面。

図10　胎盤の病理組織学的所見（HE染色）
絨毛径が細く，絨毛密度の減少している部分を認める。何らかの
循環障害を示す所見と考えられる。
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いかと思うほどであったが，我々の予想に反して，児
はアプガールスコア６/７点，臍帯動脈血pHは7.119，
BE－8.9mEq/Lで出生し，現在のところ神経学的発達に
異常は認められていない。妊娠中の胎動減少・消失が子
宮内胎児死亡に先立って出現することが数多く報告され
ているが１），２），その予測は臨床的には非常に困難であ
る。
　周産期予後不良の予測には従来からCPRが知られてい
る７）-９）。しかしながら，最近の報告ではその有用性は低
いという報告がほとんどである７）-９）。本症例では，CPR
は1.3と低値ではなかった。Binder et al.10）は，胎動減少
を伴った症例では胎児低酸素が進むにつれてCPRが低下
していくことを報告しており，本症例では臍帯動脈血
pHが7.119と臨床経過に比べて予想よりも低くなかった
ことを反映していたのかもしれない。
　Bustos et al.11）は，臍帯動脈血流速度波形の新しい評
価法としてUA-half-PSV deceleration timeを提唱し，拡
張期の速度が収縮期最高血流速度の１/２の速度になる
までの時間と定義した。UA-half-PSV deceleration time
は心拍数に影響されない胎盤の血管抵抗を表すとされて
いる11）。さらに，彼らはFGR症例においてUA-half-PSV 
deceleration timeが90ms未満である場合には子宮内
胎児死亡が逼迫した状況であり，70ms未満の場合は
子宮内生存が望めないことを報告した12）。また，子宮
内胎児死亡となった39例のうちの95％でUA-half-PSV 
deceleration timeが120ms未満であったとしている12）。
本症例では，UA-half-PSVは9.62cm/secで，拡張期
血流速度の11.06cm/secより低くなり，UA-half-PSV 
deceleration timeが120ms以上となったことより無事に
生児を得ることができたことも推察される。本症例で
はUA-PIも有意に減少しており，胎盤の血管抵抗が増加
していなかったことが示唆される。Bustos et al.11）は，
拡張末期血流速度が収縮期最高血流速度の１/２の速
度よりも高い時には計測ができないとしているが，次
の周期が始まるまでの時間とすれば計測可能である。
UA-half-PSV deceleration timeは，胎動減少・消失を
伴ったFGR症例における周産期死亡の予測の新しいパラ
メーターのひとつとなりうることが今後期待される。
　本症例ではUA-PSVが19 . 2 3 cm/ s e c（be l ow 5 
percentile13））と有意に減少していた。しかしながら，
FGRにおいて臍帯動脈の収縮期最高血流速度はその周産
期予後との関連がないことが報告されており14），その臨
床的意義は低いものと思われる。
　本症例でFGRと診断された際，MCA-PIは有意に低下
していた。MCA-PIの低下は，胎児胎盤循環不全が生じ
た際，胎児低酸素症に対し，重要臓器である脳へ最優
先に血流を送ろうとする血流再分配を反映する所見で
ある４）。また，MCA-PSVは1.45 MoMと軽度上昇してい

た。MCA-PSV測定は，胎児貧血の評価法として用いら
れる15）。貧血になると心拍出量が増加し，血液の粘稠度
が下がることからMCA-PSVが増加する。通常，胎児の
重症貧血を示すMCA-PSVのカットオフ値は1.5MoM以
上とされるが，Mari et al.は，MCA-PSVが1.29MoM以
上の場合には，軽度貧血がある可能性が高いとしてい
る15）。本症例では，臍帯血のHbが16.0g/dlで貧血は認め
られておらず，本例のMCA-PSVの上昇は在胎中の貧血
が原因ではなかった。一方，MCA-PSVの増加は，FGR
でも認められることが報告されている16）。Hanif et al.に
よると，貧血の胎児とFGRの胎児では，MCA-PSVが上
昇する病態が異なり，早産のFGR胎児では脳の自動調
節能（autoregulation）が関わっているとしている17）。
本症例におけるMCA-PSVの軽度上昇は，胎児低酸素症
に対する血流再分配の結果によるものであることが考え
られ，胎児脳の血流が増加していたことが示唆される。
Mori et al.18）は，妊娠28－35週の血流再分配を伴った
FGRでは，脳の機能がその妊娠週数に比較して促進され
ている可能性を報告している。本症例でもそのメカニズ
ムが働き，生後10ヶ月たっても神経学的に異常の認めら
れない児を得ることができたことに寄与した可能性も考
えられる。
　本症例では，胎動消失を訴え来院した際，胎児機能不
全とともに，FGRと診断された１例であった。妊婦健診
中，児は－1.0SD前後で発育しており，胎動消失時には
その２週間前の計測から全く増加がなく，－2.0SDを示
した症例であった。実際，出生体重は1,220gとlight-for 
dates （LFD）であり，胎動が消失する少なくとも２週
間前より，児の発育不全が徐々に起きていたことが考え
られる。また，本症例では徐々に胎児低酸素が進行して
いたが，胎盤血管抵抗も上昇せず，また胎児脳血流も比
較的保たれていたことが考えられ，無事に生児を得るこ
とができた１例であった。

結　　　語

　胎動減少・消失を伴ったFGR症例における周産期死亡
の予測に，UA-half-PSV deceleration timeが有用である
可能性が示唆された。しかしながら，１例のみではその
有用性を確証できないため，今後さらに症例数を増して
従来のパラメーターと合わせてその有用性について検討
する必要があるように思われる。
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当院の糖代謝異常合併妊娠における妊娠前管理の現状とその周産期予後に関する
検討：プレコンセプションケアの観点から
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Current status of preconception management and perinatal prognosis in patients with 
saccharometabolism abnormalities

Hikari Sasada・Naoto Yonetani・Takashi Kaji・Eishi Sogawa
Atsuko Yoshida・Minoru Irahara・Takeshi Iwasa

Department of Obstetrics and Gynecology, Tokushima University Hospital

当院の糖代謝異常合併妊娠における妊娠前管理の現状と周産期予後についてプレコンセプションケア（preconception care: 
PCC）の観点から検討した。2015年から５年間に当院で分娩した糖尿病（DM）合併妊娠および妊娠中の明らかな糖尿病症例
を対象とした。妊娠判明時HbA1c＜7.0%群，HbA1c≧7.0%群，妊娠前DM診断なし群の３群に分類し，妊娠前管理状況を調
査した。HbA1c＜7.0%群とHbA1c≧7.0%群との間で予後を比較し，「妊娠前診断の有無」と「妊娠判明時HbA1c7.0%未満」が
予後に及ぼす影響を検討した。対象62例のうち妊娠前診断のあるDM合併妊娠は49例あり，うち13例（26.5%）が妊娠判明時
HbA1c≧7.0%であった。90%以上が妊娠前から内科を受診していたが，HbA1c≧7.0%群のうち９例（69.2%）は妊娠許可なく
妊娠しており，受診を自己中断した症例も認めた。妊娠前診断なし群の中には健診での高血糖指摘にもかかわらず放置して
いた症例がいた。HbA1c≧7.0%群はHbA1c＜7.0%群と比較し，流早産率（53.9%，2.8%，p<0.01），児が入院もしくは死亡と
なる割合（61.5%，11.1%，p<0.01）が有意に高く，予後に影響を及ぼす因子として「妊娠前診断の有無」は有意ではなく（流
早産：aOR 0.25，95%CI 0.02-2.93，児の予後不良：aOR 0.27，95%CI 0.04-1.87），「妊娠判明時HbA1c7.0%未満」は有意であっ
た（流早産：aOR 0.04，95%CI 0.002-0.63，児の予後不良：aOR 0.06，95%CI 0.01-0.42）。糖代謝異常合併妊娠には妊娠前管
理に問題がある症例が含まれていた。適切なPCCとして妊娠前のDM診断のみでなく，HbA1cを低下させる管理が重要であ
る。

In this study, we investigated the current preconception care (PCC) status in patients with saccharometabolism 
abnormalities and its effects on perinatal prognosis. We enrolled patients with complications of diabetes 
mellitus (DM) or overt DM  in pregnancy, who were treated at our hospital for 5 years. Patients were 
categorized into the following groups: serum glycated hemoglobin (HbA1c) <7.0% at pregnancy confirmation, 
HbA1c≥7.0%, and non-preconception DM. Nine patients (69.2%) from the HbA1c≥7.0% group conceived 
without permit. Among 49 patients with DM, 13 (26.5%) belonged to the HbA1c≥7.0% group, which showed 
a significantly higher abortion or preterm birth rate (53.9% vs. 2.8%, p<0.01) and included a greater number 
of infants with poor prognosis (neonatal intensive care unit admission or death) (61.5% vs. 11.1%, p=0.01). 
Although pre-existing DM did not significantly affect perinatal prognosis (preterm birth: adjusted odds ratio 
[aOR] 0.25, 95% confidence interval [CI] 0.02-2.93, p=0.21, poor prognosis: aOR 0.27, 95% CI 0.04-1.87, p=0.15), 
optimal DM control (HbA1c<7.0%) was significantly associated with perinatal outcomes (preterm birth: aOR 
0.04, 95% CI 0.002-0.63, p<0.01, poor prognosis: aOR 0.06, 95% CI 0.01-0.42, p<0.01). We concluded that PCC 
was challenging in some patients, and preconception diagnosis with optimal HbA1c control is important.

キーワード：糖尿病合併妊娠，妊娠中の明らかな糖尿病，妊娠糖尿病，プレコンセプションケア，HbA1c
Key words：pregnancy with diabetes mellitus，overt diabetes in pregnancy，gestational diabetes mellitus，

preconception care，HbA1c

緒　　　言

　プレコンセプションケア（preconception care: PCC）
は「妊娠前の女性とカップルに対して医学的・行動的・
社会的な保健介入を行うこと」と定義され１），その対象

は環境や遺伝，母体合併症，メンタルヘルスまで多領域
にわたる。その周産期予後改善効果は多数報告されてお
り，葉酸摂取による児の神経管閉鎖障害の低下や禁煙に
よる新生児死亡率の低下などが挙げられる２）３）。
　糖代謝異常合併妊娠は重要な周産期合併症であり，
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PCCを受けた女性は受けなかった女性と比較して妊娠判
明時のHbA1c値が有意に低く，先天奇形や周産期死亡
リスクが低下すると報告されている４）５）。一方，糖代謝
異常に関連してその妊娠前管理に問題があると思われる
症例がしばしば経験されるが，本邦においてその頻度や
現状を調査した報告は少ない。
　そこで，PCCの観点から，当院における糖代謝異常合
併妊娠を対象に，妊娠前の糖代謝異常の指摘の有無や内
科的管理の現状について調査するとともに，それらの周
産期予後との関連について以下の検討を行った。

方　　　法

　単一の総合周産期センターにおける後方視的観察研
究として行った。2015年８月から2020年７月までの５
年間に，当院で周産期管理を行った糖尿病（diabetes 
mellitus: DM）合併妊娠および妊娠中の明らかな糖尿病
（overt diabetes in pregnancy: Overt DM）症例を対
象とした。妊娠糖尿病（gestational diabetes mellitus: 
GDM），多胎妊娠，妊娠判明時のHbA1c値が不明な症例
は検討から除外した。
　妊娠前の診断・管理，母体背景因子，周産期予後因子
に関する以下の項目について診療録より収集した。妊
娠前診断・管理として妊娠前におけるDM診断の有無，
診断後の内科的管理の受診状況や健康診断における糖
代謝異常指摘の有無，妊娠判明時のHbA1c値を，母体
背景因子として年齢，DM家族歴，DM合併症の有無，
初経産，流産歴，身長，非妊時体重，非妊時BMI，不
妊治療歴を，周産期予後因子として妊娠高血圧症候群
（hypertensive disorders in pregnancy: HDP）の合併，
妊娠中のインスリン使用の有無，分娩時HbA1c値，流
早産，帝王切開，分娩時出血量，巨大児，Heavy for 
date，臍帯動脈血pH 7.2未満，先天奇形，NICU入院，
子宮内胎児死亡（intrauterine fetal death: IUFD）を含
む児死亡の有無とした。
　最初に妊娠前の診断・管理の現状を明らかにする
ため，対象を①妊娠前にDMと診断されていたDM合
併妊娠のうち，妊娠判明時HbA1c値が7.0%未満の群
（HbA1c＜7.0%群），②同様に妊娠判明時HbA1c値が
7.0%以上の群（HbA1c≧7.0%群），③妊娠前にDMと診
断されていない群（妊娠前診断なし群）の３群に分類
し，各群において妊娠前の診断・内科的管理の状況を調
査した。次に，対象症例における妊娠判明時のHbA1c
による周産期予後の差を明らかにするため，HbA1c＜
7.0%群とHbA1c≧7.0%群において母体背景因子，周産
期因子の各項目を２群間比較した。児の予後に関連する
因子としては，流産，死産，NICUへの入院を包括した
評価項目を「児の予後不良」として比較を行った。最後
にPCCの観点から，妊娠前に「DMと診断されていたか

どうか」と「診断かつ妊娠判明時にHbA1c7.0%未満か
どうか」がそれぞれ周産期予後に及ぼす影響の違いを明
らかにするため，多重ロジスティック回帰分析（母体年
齢，非妊時BMI，不妊治療の有無で補正）を用いて検討
した。
　２群間比較にはStudentのt検定もしくはFisherの正
確確率検定を用い，有意水準を５%として判定した。
統計解析にはJMP software（JMP version 11.0; SAS 
Institute Inc., Cary, NC, USA）を使用した。本研究は当
院倫理委員会の承認を得て実施した。

成　　　績

　解析対象はDM合併妊娠が50例（１型DM合併妊娠20
例および２型DM合併妊娠30例），Overt DMが12例の計
62例であった。DM合併妊娠50例のうち49例は妊娠前に
DMと診断されており，妊娠判明時のHbA1cによる分類
では36例（73.5%）がHbA1c＜7.0%群，13例（26.5%）が
HbA1c≧7.0%群であった。DM合併妊娠のうち１例は妊
娠中に初めて糖代謝異常を指摘されたが，明らかな糖尿
病網膜症の存在によってDM合併妊娠と診断された。こ
の１例と全てのOvert DM症例の計13例が妊娠前診断な
し群に分類された。
　各群における妊娠前の診断・内科的管理の状況を調査
したところ，HbA1c＜7.0%群の36例中35例（97.2%）は
妊娠前からDM管理のために内科を定期的に受診してい
た。残りの１例は定期的な内科受診はしていなかったも
のの，直前の自然流産時に産婦人科でHbA1cが高値で
ないことが確認されていた。HbA1c≧7.0%群の13例中
12例（92.3%）も妊娠前から内科（もしくは小児科）を
受診していたが，うち９例は内科医師から妊娠許可が
ないまま妊娠が成立していた。残りの１例は内科受診
を自己中断していた。妊娠前診断なし群に分類された
Overt DMの12例中５例（41.7%）は，健康診断で高血
糖を指摘された既往があったにもかかわらず放置してい
た。また，妊娠後にDM合併妊娠（糖尿病増殖網膜症お
よび腎症３期）と診断された１例は，高血圧管理のため
に内科を定期的に受診していたにもかかわらずDMの指
摘はされていなかった。
　DM合併妊娠における妊娠判明時HbA1cによる母体
背景項目の２群間比較の結果を表１に示す。母体年
齢，DM家族歴の有無，初経産の割合や非妊時BMIに
関して２群間で有意な差を認めなかった。糖尿病網膜
症や腎症，神経障害などのDM合併症を有する割合は
HbA1c＜7.0%群が41.7%，HbA1c≧7.0%群が92.3%と
HbA1c≧7.0%群の方が有意に高値であった（p<0.01）。
不妊治療により妊娠に至った割合は，HbA1c＜7.0%
群が52.8%であったのに対してHbA1c≧7.0%群は7.7%
であり，HbA1c＜7.0%群の方が有意に高率であった
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（p=0.01）。
　周産期予後項目の２群間比較の結果を表２に示す。分
娩時の平均HbA1c値には２群間で有意差を認めなかっ
た。流早産率はHbA1c≧7.0%群が53.9%，HbA1c＜7.0%
群が2.8%とHbA1c≧7.0%群の方が有意に高率であり
（p<0.01），NICU入院もしくは児の死亡（流産含む）
で定義した児の予後不良の割合はHbA1c≧7.0%群が
61.5%，HbA1c＜7.0%群が11.1%とHbA1c≧7.0%群が有
意に高率であった（p<0.01）。HbA1c≧7.0%群にはDM
合併症を考慮して人工妊娠中絶を行った２型DM合併妊
娠の症例が１例，胎児21トリソミーを合併して人工妊娠
中絶を行った１型DM合併妊娠が１例含まれていた。ま
た，児の先天奇形の詳細は，HbA1c＜7.0%群に心室中
隔欠損症，多嚢胞性異型性腎，多脾症候群の症例が１例

ずつ，HbA1c≧7.0%群に21トリソミー，純型肺動脈閉
鎖の症例が１例ずつであった。
　全62症例を対象に「妊娠前にDMと診断されているか
どうか」と「DM診断かつ妊娠判明時HbA1c＜7.0%か
どうか」が，周産期予後（流早産もしくは児の予後不
良）に与える影響を調べた多重ロジスティック回帰分
析結果を表３に示す。「妊娠前にDMと診断されている
こと」は周産期予後に影響を与える有意な因子ではな
く（流早産：調整オッズ比（adjusted Odds Ratio: aOR） 
0.25，95%信頼区間（confidential interval: CI） 0.02-2.93，
p=0.21，児の予後不良：aOR 0.27，95%CI 0.04-1.87，
p=0.15），「DM診断かつ妊娠判明時HbA1c＜7.0%である
こと」は周産期予後に影響を与える有意な因子であった
（流早産：aOR 0.04，95%CI 0.002-0.63，p<0.01，児の

表１　DM合併妊娠における母体背景因子の比較

表２　DM合併妊娠における周産期・新生児予後の比較



318 Vol.70 No.2笹田ひかり・米谷　直人・加地　剛・祖川　英至・吉田あつ子・苛原　稔・岩佐　武

予後不良：aOR 0.06，95%CI 0.01-0.42，p<0.01）。

考　　　案

　本研究により以下の２つが明らかになった。糖代謝異
常合併妊娠には妊娠前管理に問題があることが伺える症
例が多く含まれていること，糖代謝異常合併妊娠におけ
る適切な妊娠前管理として，妊娠前におけるDMの診断
のみでは十分でなく，診断後にHbA1cを低下させるよ
うに血糖コントロールしておくことが重要であること，
の２つである。
　本研究において，DM合併妊娠の90%以上は妊娠前か
らDM管理のために内科を定期的に受診していたが，
HbA1c≧7.0%群には妊娠許可を得ずに妊娠が成立した
症例や内科受診を自己中断していた症例が含まれてい
た。また，Overt DMには健康診断で高血糖を指摘され
た既往があったにもかかわらず放置していた症例が含ま
れていた。さらに，産婦人科での不妊治療により妊娠が
成立したにもかかわらずHbA1c≧7.0%群に分類された
症例や，別疾患で内科管理されているにも関わらずDM
に気づかれていなかった症例も認められた。これらの症
例のように妊娠前管理が不十分となる要因の一つとし
て，本邦においては一般人，医療者ともにPCCの重要性
の認知度が低いことが挙げられる。世界的には2006年に
アメリカ疾病対策予防センターからPCC導入が提言さ
れ６），2015年にWHOや国際産婦人科連合もPCCに関す
る声明を発表したことからPCCの取り組みが始められ
た１）７）。本邦においては国立成育医療研究センターにプ
レコンセプションケアセンターが開設されPCCの普及を
行っているが，その認知度は結婚・妊娠を経験していな
い就労女性で16.1%，医師や看護師でも10%にとどまる
と報告されている８）。産婦人科以外のかかりつけ医を含
め，教育機関や行政等とも連携して普及を行っていく必
要がある。
　本研究において，HbA1c≧7.0%群はHbA1c＜7.0%群
と比較して流早産率が有意に高く，児の予後不良の割合
が多かった。Joslin Diabetes Centerの集計では，HbA1c
値が上昇するに従って流産率が上昇すると報告されてお

り９），インスリンを必要とするDM合併妊娠では人工早
産だけでなく自然早産も多いと報告されている10）。本研
究の結果はこれらの報告に概ね一致する結果となった。
　糖代謝異常に関連した適切なPCCとして，妊娠前に
おけるDMの診断のみでは十分ではなく，DMと診断し
た後の適切な管理が重要である。本研究において多重
ロジスティック解析の結果，単独で流早産率や児の予
後不良リスクを低下させる因子として，妊娠前のDM
の診断は有意な因子ではなく，DMの診断かつ妊娠判
明時HbA1c＜7.0%であることが有意な因子として抽出
された。この理由として，妊娠前にDMと診断されてい
たにもかかわらず，治療の中断や管理不足により血糖
コントロール不良のまま妊娠に至る症例が一定数存在
することが挙げられる。平成24年の国民健康栄養調査
によると，DMを指摘された者のうち38.0%は治療を受
けておらず，13.5%は受診を中断していた11）。本研究に
おいて妊娠前にDMと診断されていたにもかかわらず
HbA1c≧7.0%群に分類された割合は26.5%であり，前述
の通りPCCの認知率が低く，その重要性が理解されてい
ないことが要因の一つであると思われた。
　本研究において，Overt DM症例の中に健康診断で高
血糖を指摘された既往があったにもかかわらず放置して
いた症例が４割以上含まれていた。Overt DMには定義
上，妊娠前には見逃されていたDMと，妊娠前には存在
しなかった糖代謝異常が妊娠によって悪化したものの両
者が含まれると解釈される。両者を明確に区別すること
は困難であるが，健康診断で高血糖を指摘されていた既
往は妊娠前にDMの存在が見逃されていた可能性を疑わ
せるものであり，これらの症例も適切なPCCにより予後
が改善する可能性があると考えられた。
　本研究にはいくつかの限界が存在する。まず，本研究
においては妊娠前血糖コントロールの適正と非適正を
区別するHbA1c値のカットオフとして，日本糖尿病学
会による糖尿病患者の妊娠許容条件であるHbA1c 7.0%
を用いた12）。妊娠判明時のHbA1c値が6.9%を超えると先
天奇形や周産期死亡などの有害事象が増加すると報告
されている13）ことも参照とした。ただし，妊娠判明時

表３　妊娠前のDM診断の有無と妊娠判明時HbA1cが周産期予後に与える影響
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のHbA1cが6.4%を超えると先天奇形の頻度が上昇する
という報告もあり14），HbA1c値の妊娠前管理目標は議論
のあるところである。次に，本研究では１型DMと２型
DMをあわせてDM合併妊娠としてその妊娠前管理や予
後を調査した。１型DMと２型DMでは病態が異なり，
その適切な管理方法も異なるが，両者とも妊娠判明時
のHbA1cにより予後に影響がでると報告されているこ
と４）５）９）10）13）や，別々に検討するには症例数に限りが
あることから本研究においては両者をあわせての検討と
した。各々の適切なPCCのあり方についてさらなる研究
が必要である。
　糖代謝異常合併妊娠には妊娠前管理に問題があること
が伺える症例が多く含まれていた。糖代謝異常症例に関
する適切なPCCとして，妊娠前のDMの診断のみではな
く，HbA1cを低下させる適切な管理が重要である。

利益相反について
　今回の論文に関連して，開示すべき利益相反状態はあ
りません。
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左腎萎縮を伴う尿管子宮内膜症の１例

森　亮・濱田　史昌・中野　祐滋

高知県立幡多けんみん病院　産婦人科

Ureteral endometriosis with left renal atrophy: A case report

Makoto Mori・Fumiaki Hamada・Yuji Nakano

Department of Obstetrics and Gynecology, Kochi Prefectural Hata Kenmin Hospital

【緒言】子宮内膜症は生殖可能年齢の約10％に認められ，子宮，付属器やダグラス窩に発症するものが代表的である。しか
し，一部には胸膜，腸管，尿路などに発症する稀少部位子宮内膜症例も散見される。なかでも尿管子宮内膜症の頻度は子宮
内膜症の0.1%程度とされ，臨床において経験する機会が稀な疾患と思われる。今回われわれは，左腎萎縮を伴う尿管子宮内
膜症例を経験したため報告する。【症例】52歳０妊０産。スクリーニングを目的とした単純MRI検査で偶発的に左卵管癌の
疑いが指摘された。この間，月経困難症，血尿などの尿路症状は認めていなかった。追加でPET-CT検査，CT検査を施行
し，無機能腎と考える左腎萎縮，及び左尿管浸潤を伴う左卵管癌疑いと診断されたため，手術を施行した。腫瘍は尿管全
周を覆う，強固な繊維化組織を伴う後腹膜腫瘍であり，腫瘍摘出の際，子宮，両側付属器切除とともに尿管部分切除も行っ
た。病理組織学的に尿管内腔及び尿管周囲の腫瘤内に子宮内膜組織を認めたため，最終的には尿管子宮内膜症と診断した。
【考察】尿管子宮内膜症は約半数が無症状であり，無症候性に水腎症が進行し無機能腎に至る場合がある。本症例の腎萎縮
の発症原因は不明であるが，臨床経過から尿管子宮内膜症に起因する可能性が否定できない。また子宮内膜症や尿路疾患を
疑う臨床症状を全く認めなかったことから，MRI検査で偶然に病変を確認するまで診断が困難であった。稀な疾患ではある
が，尿管子宮内膜症は腎機能の廃絶に至る可能性もあるため，子宮内膜症と診断されている症例においては，水腎症の有無
など尿路系の評価もあわせて行うことが望まれる。

Endometriosis occurs in 10% of women of reproductive age and typically affects the uterus, appendages, and Douglas fossa. 
However, it rarely develops in the pleura, intestine, and ureter. Ureteral endometriosis has an incidence of 0.1% and is rarely 
experienced by doctors in the clinical setting. Herein, we report a case of a patient who developed ureteral endometriosis 
with left renal atrophy. The patient was 52 years old and nulliparous. Left fallopian cancer was suspected based on the 
patient’s MRI scan. Dysmenorrhea and urethral symptoms such as hematuria were not observed. After performing positron 
emission tomography-computed tomography (CT) and CT alone, surgery was carried as treatment for left fallopian cancer 
with left renal atrophy and left ureteral infiltration. The patient had a retroperitoneal tumor with a dense fibrotic tissue 
covering the ureter. Histopathologically, endometriosis was detected in the ureteral lumen and the tumor; therefore, 
the patient was diagnosed with ureteral endometriosis. Approximately half of patients with ureteral endometriosis are 
asymptomatic and may develop a non-functional kidney. We can assume that this is the cause of renal atrophy and that 
it cannot be diagnosed due the absence of clinical symptoms. This may lead to the abolition of renal function; therefore, 
evaluation of the ureteral function is desirable in patients with endometriosis.

キーワード：子宮内膜症，尿管子宮内膜症
Key words：endometriosis, ureteral endometriosis

緒　　　言

　子宮内膜症は生殖可能年齢の約10％に認められ，子
宮，両側付属器やダグラス窩に発症するものが代表的で
ある。しかし，一部には横隔膜や臓側胸膜に発症する胸
腔子宮内膜症，直腸やＳ状結腸に発症する腸管子宮内膜
症，膀胱や尿管に発症する膀胱子宮内膜症，尿管子宮内
膜症などの稀少部位子宮内膜症例も散見される。
　子宮内膜症は，その発生頻度からcommon site, less 
common site, rare siteの３つに分類され，less common 
site, rare siteが稀少部位子宮内膜症に相当する１）（表

１）。一般的に稀少部位子宮内膜症は卵巣やダグラス窩
周囲に子宮内膜症病巣を認めることや子宮腺筋症を合併
する場合が多いとされる。近年，後腹膜腔に進展し後腹
膜臓器の機能障害を引き起こす，深部子宮内膜症が注目
されているが，尿管子宮内膜症も深部子宮内膜症の一形
態とされる。
　泌尿器科領域での子宮内膜症は比較的稀であり，子宮
内膜症全体の1.2％程度とされている。そのなかでも尿
管子宮内膜症の頻度はさらに少なく，子宮内膜症全体の
0.1%程度に留まり２），臨床において経験する機会が稀な
疾患と思われる。尿管子宮内膜症は約半数が無症状とさ
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れ，早期診断が困難なことが多い３）。しかし，病状が進
行すると尿管狭窄や閉塞を来たし，水腎症や不可逆的な
腎機能低下を引き起こすことから，稀な疾患であるが臨
床上重要な疾患といえる。今回我々は臨床的に無機能腎
と判断された著明な左腎萎縮を伴う，尿管子宮内膜症の
１例を経験したため報告する。

症　　　例

　患者は52歳，有経女性，０妊０産。Ｘ－３年に不正性
器出血を認め，当院を受診して以降，定期的に婦人科検
診を受けていた。性交経験がなく，内診及び腟鏡診に対
して，極めて強い不快感と疼痛を訴えていたため，主
に６か月から１年毎の経腹超音波検査と骨盤部単純MRI
検査をスクリーニング目的に施行し，子宮及び両側付属
器の評価を行っていた。外来経過中，不正性器出血以外
に月経困難症や血尿などの尿路症状，その他の臨床症状
は自他覚とも認めず，経腹超音波及びMRI検査において
も，悪性疾患を疑う明らかな器質的病変を認めなかっ
た。
　Ｘ年に定期検査として，骨盤部単純MRI検査を施行し
たところ，新たに左卵巣背側に，２cm大の強い収縮機
転を有する不整形腫瘤を認めた（図１）。画像所見より
左卵管癌の可能性が疑われた。なお，この時点におい
て，卵管癌に特徴的な下腹部痛や腹水貯留，水様性帯下
といった臨床症状は認めていなかった。精査目的に血液
検査で腫瘍マーカーを確認したが，有意な値の上昇は
認めなかった（CA125：32.6U/ml，CA72-4：1.5U/ml，
CA19-9：9.3U/ml）。またPET-CT検査及び造影CT検査
も追加で施行した。PET-CT検査では子宮左側に不整形
腫瘤を認め，同部に一致してSUVmax4.6のFDG集積を
伴い，MRI検査と同じく，左卵管癌が疑われた。造影
CT検査では，同腫瘤が左尿管を巻き込んでおり，尿管

狭窄が示唆された。また著明な左腎萎縮を認め，左無機
能腎が強く疑われた（図２）。以上の結果から左卵管癌
ⅡB期の疑いと診断した。
　子宮全摘及び両側付属器切除を行い，病変部の術中迅
速病理診断結果をもって，拡大手術を行うか判断するこ
ととした。尿管に関しては，泌尿器科と協議し，画像所
見から腫瘤と共に尿管合併切除が必要と判断した。尿路
再建については尿管切除範囲が広いため，端々吻合は困
難と判断した。回腸導管や左腎尿管全摘出術が考慮され
たが，手術侵襲が大きいこと，左無機能腎の可能性が高
いことから，今回は尿管部分切除術を行い，尿路再建は
行わない方針とした。将来的な左水腎症の可能性に関し
ては，臨床症状を呈した際に左腎瘻を造設することとし
た。以上の方針を患者及び家族に説明し，同意を得たう
えで手術を施行した。
　術前に両側尿管ステント留置を試み，右側はスムーズ
に留置できたが，左側は途中でステントが通らなかっ
た。逆行性尿路造影検査を行うと左尿管閉塞が明らかで
あった（図３）ため，左尿管ステントは留置せずに手術
を開始した。開腹すると腫瘤は後腹膜より発生し，左卵
管及び卵巣は正常外観だった。尿管は腫瘤に内包され
るように固着していたため，腫瘤と尿管の剥離は困難
であった。腫瘤部分を迅速病理診断に提出し，結果は
endometriosisであった。悪性疾患も完全に否定できな
かったため，腫瘤の完全切除を目的に，子宮全摘，両側
付属器切除，後腹膜腫瘍摘出及び尿管部分切除を施行し
た。また腹腔内を観察した際に，子宮・卵巣やダグラス
窩周囲に，肉眼的に子宮内膜症を疑う病変は確認できな
かった。
　 摘 出 し た 腫 瘍 の 最 終 的 な 病 理 診 断 結 果 は
endometriosis（left parametrium and ureter） and 
adenomyosis uteriであり，尿管内腔及び腫瘤部に内膜

common site less common site rare site

・卵巣

・子宮靭帯

仙骨子宮靭帯

円靭帯

・直腸腟中隔

・腹膜

子宮，卵管，

直腸～S状結腸

尿管，膀胱

・大腸，小腸，虫垂

・子宮頸部，腟，卵管

・皮膚

創瘢痕部，臍

外陰，会陰，鼠径

・尿管，膀胱，大網

骨盤リンパ節，鼠径部

・鼠径管

・肺，胸膜

・軟部組織，乳房

・骨

・上腹部腹膜

・胃，膵臓，肝臓

・尿道，腎臓，前立腺

精巣周囲

・坐骨神経，クモ膜下腔

脳

表1：病理学的発生部位による分類
less common site, rare siteに相当する子宮内膜症が
稀少部位子宮内膜症とされる。(文献１より改変)

表１　病理学的発生部位による分類 （文献１より改変）

less common site, rare siteに相当する子宮内膜症が稀少部位子宮内膜症とされる。
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図１　骨盤部単純MRI検査
左卵巣背側に強い収縮機転を有する不整形腫瘤を認める。（矢頭部）（左/T1強調像　中/T2強調像　右/脂肪抑制像）

図２　腹部造影CT検査
左腎の著明な萎縮を認める。（左図）
左尿管を上流より追うと不整形腫瘤内部に至り，腫瘤が尿管を巻き込んでいる可能性が示唆された。（右図）

図３　逆行性尿路造影検査
左尿管閉塞が認められる。



324 Vol.70 No.2森　亮・濱田　史昌・中野　祐滋

腺，内膜間質を伴う組織が認められ（図４），尿管子宮
内膜症と診断した。

考　　　案

　尿管子宮内膜症の好発年齢は30～50歳代とされ，性成
熟期を超え更年期においても発症する可能性がある４）。
外性子宮内膜症の好発年齢は35歳であるが，骨盤子宮内
膜症から尿管に浸潤するのに数年程度の時間を要するこ
とが，子宮内膜症の一般的な好発年齢より遅い時期に発
症する要因であると推察されている。尿管子宮内膜症の
好発部位は，その殆どが下部尿管であり，症例の64%が
左側に，15.2%が両側に発症する５）。尿管子宮内膜症が
左側に好発する理由としては諸説あるが，骨盤内では左
付属器がＳ状結腸に覆われているため，月経血が貯留し
やすいといった理由が考えられる。
　尿管子宮内膜症の臨床症状として，主なものは側腹部
痛や腰痛，血尿，発熱，下腹部痛，膀胱炎症状があげら
れる。しかし，これらの症状を有する例は９～16％とわ
ずかであり，約半数の患者は自覚症状のないまま尿管が
狭窄するとの報告もある６）。加えて，月経周期と関連し
た症状を有する例も少なく，臨床的に尿管子宮内膜症を
診断することは困難といえる。本症例においても，月経
困難症などの子宮内膜症の存在を疑う臨床症状や血尿な
どの尿路症状も認めていなかったことから，尿管子宮内
膜症を鑑別疾患として考えるに至らず，画像所見より第
一に卵管癌の疑いに至ったものと考える。尿管子宮内膜
症をはじめとする深部子宮内膜症におけるMRI画像所見
として，T1強調像で低～中信号，T2強調像で低信号を
示し，病変内に出血成分をわずかに含む高信号の点状像
を認めることが特徴とされる７）が，本症例では腫瘍内
に出血成分は指摘できず，より診断を困難にしていたも
のと考える。また左腎萎縮に関しては，臨床経過より尿
管閉塞から無症候性に腎萎縮を呈した可能性が十分に考
えられる。
　尿管子宮内膜症は浸潤様式によって，intrinsic typeと

extrinsic typeに分類される。子宮内膜症組織を尿管壁
内の粘膜固有層や筋層に認めるものをintrinsic type，尿
管外膜や周囲結合組織に認めるものをextrinsic typeと
称し，両者が混在するものはmixed typeと呼ばれる。尿
管子宮内膜症の発生機序としてはshelter effectに基づく
移植説を支持する報告が多い。Shelter effectとは，骨盤
内臓器が逆流した子宮内膜組織の腹水腹腔内還流による
除去を妨げるため，子宮内膜組織が骨盤内に貯留し，子
宮内膜症が発症するとの仮説である。それゆえか尿管子
宮内膜症においては，extrinsic typeが80－90％と大部
分を占めている２）８）。
　Extrinsic typeでは尿管鏡下の術前組織診断は困難で
あるが，本症例は病理診断結果よりmixed typeであった
ため，尿管鏡下に尿管粘膜生検を施行していれば，術前
に尿管子宮内膜症と診断できた可能性があった。術前診
断は左卵管癌疑いで，尿管浸潤を伴っている可能性が強
く示唆されたが，尿管由来の同時性腫瘍の可能性も考慮
し，尿細胞診や尿管鏡検査を考慮すべきであったと考え
られる。何らかの形で子宮内膜症組織が得られていた場
合，外科療法を行う前に，診断目的にGnRHアゴニスト
投与を行い，腫瘍径の変化をみるといった方法が選択さ
れていた可能性もあった。
　尿管子宮内膜症の治療は，薬物療法と手術療法が主に
あげられる。膀胱子宮内膜症においては，低用量エスト
ロゲン・プロゲスチン配合薬（OC/LEP）やジエノゲス
トといった薬物療法を長期的に行うことで，病変縮小な
らびに症状改善効果が示されている。尿管子宮内膜症に
ついても，膀胱子宮内膜症と同じく，薬物療法は子宮内
膜組織の増殖抑制に効果的とされる。薬物療法を継続し
つつ，定期的に超音波検査などで水腎や尿管閉塞の有無
について評価を行うことが必要である。しかし，一般的
に尿管子宮内膜症と診断される際は，水腎症や尿管狭
窄・閉塞を伴う場合が多く，その際子宮内膜症組織は線
維化あるいは瘢痕化していることがほとんどである。線
維化した子宮内膜症組織に対し，薬物療法は無効なこと

図４　病理組織標本
尿管内腔に内膜腺及び内膜間質を認める。（左/中図）
腫瘤部にも内膜腺及び内膜間質を認める。（右図）
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が多く，その適応には注意が必要である。尿管子宮内膜
に対する薬物療法は，尿路の通過障害を伴わない症例に
限り選択されうるものと考える。
　前述した通り，通過障害を伴う尿管子宮内膜症では，
薬物療法の効果は乏しい可能性があるため，明確なエビ
デンスはないものの，手術療法が有効な場合がある。外
科療法は尿管周囲の癒着剥離術と尿管部分切除及び尿路
再建術に大別される。報告によって再発率や合併症の結
果に大きくばらつきがあり，どちらの術式が有効である
のか，結論はでていない。ただ尿管子宮内膜症における
手術療法では，一貫してその有用性に関する報告が多
く，症例に応じて選択すべき治療と考える。
　本症例は，画像検査所見より左卵管癌が疑われていた
ため，腹腔内観察及び組織学的精査のためにも，初めに
手術を行うことは妥当であったと思われる。しかし，泌
尿器領域の同時性癌の可能性などを考え，尿細胞診や尿
管鏡検査を追加していれば，いずれかにおいて子宮内膜
症組織が得られた可能性もありうる。しかし，術前に尿
管子宮内膜症の可能性が示唆されたとしても，尿管狭窄
に至る症例では薬物療法の効果に乏しいことが多いた
め，やはり手術療法が検討されていたと思われる。
　また術式に関しては，腫瘤は尿管を内包するように形
成され，後腹膜及び尿管に強固な癒着を伴っていたた
め，癒着剥離術単独では腫瘍の残存や尿管損傷のリスク
が高く，尿管部分切除術を併せて行う必要があった。切
除すべき尿管は約５cmであったため，尿管の端々吻合
は困難であり，尿路再建には膀胱尿管新吻合術や尿路変
向術の必要性があった。今回は，術前に患側の無機能腎
の可能性が強く疑われていたため，尿路再建の有用性が
低いと判断し再建術を行わなかった。腎動態シンチグラ
ムなどで，左腎機能の量的評価を行うことも考慮された
が，尿管閉塞に至っているにもかかわらず，水腎を呈し
ていないことから，左腎機能はほぼ廃絶していると考え
られ，本症例では省略した。子宮及び付属器切除に関し
ては，悪性疾患の可能性が完全に否定できず，腫瘤は子
宮周囲の靱帯や軟部組織にも浸潤していたため，完全切
除の目的で施行した。術中迅速病理診断結果は子宮内膜
症であったが，非常に稀なものの悪性疾患を伴う症例報
告もあるため９），術式の選択を慎重にする必要がある。
また本症例では妊孕性の温存が必ずしも必要でなく，内
診や経腟超音波検査による定期的なフォローが不可能で
あったことから，子宮及び両側付属器切除が適当と判断
した。
　本症例は両側付属器切除術後であるため，再発予防の
ための薬物療法は不要となる。今後は泌尿器科と連携
し，主に左腎に関して経過を見ていく予定である。

結　　　語

　晩婚化や少子化によって子宮内膜症の発症が増加して
いる現在，尿管子宮内膜症症例も増加しうることが予測
される。尿管子宮内膜症は臨床症状に乏しいことも多
く，その早期診断が極めて困難であるものの，尿路再建
術などの外科療法を要したり，ひいては不可逆的な腎機
能低下を引き起こすなど重篤な結果を伴うことがある。
よって子宮内膜症と診断された患者においては，ルーチ
ンとして経腹超音波検査などを実施し，尿路系の評価も
併せて行うことが望まれる。また月経困難症など子宮内
膜症を疑う臨床症状がなくとも，閉経前の女性に血尿や
水腎症，尿管狭窄を認めた場合には，尿管子宮内膜症も
念頭におく必要がある。
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産科危機的出血搬送例に救急外来で緊急大動脈バルーン遮断を使用した２症例
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Resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta in the emergency department 
for critical obstetric hemorrhage: A report of two cases

Chiaki Kuriyama・Jota Maki・Tomohiro Mitoma・Satomi Yokohata・Sakurako Mishima
Akiko Ohira・Satoe Kirino・Kazumasa Tani・Eriko Eto・Kei Hayata・Hisashi Masuyama

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

蘇生的大動脈内バルーン遮断（以下REBOA）は外傷性ショックに対する出血の制御手段である。今回，我々は救急外来で産
科危機的出血搬送２症例に対しREBOAを使用したので報告する。
【症例１】43歳 ２妊１産。妊娠41週１日に予定日超過で陣痛誘発を開始。胎児心音低下後，徐脈が継続し吸引分娩にて児は
娩出。娩出直前より母体の酸素化不良，血圧低下，出血量2070mlと羊水塞栓症が疑われたため事前に情報共有しつつ，前医
から救急搬送。初療時血圧46/36mmHg，E4V4M6，子宮は弛緩状態で大量出血が持続していた。輸血製剤や子宮用手圧迫に
て対応しつつ，病着から29分でREBOAを挿入した。緊急開腹下で単純子宮全摘＋両側卵管切除術施行。総出血量9000ml。
【症例２】37歳 ７妊５産。妊娠37週３日に前期破水を理由に陣痛誘発を開始。２時間で児は娩出。分娩直後より血圧低下，
不穏状態と出血量2500mlを認め，事前に情報共有しつつ，前医から救急搬送。橈骨動脈触知不可，E3V3M5，大量輸血開始
後より急速に増大する腹部緊満化を認め，病着から32分でREBOAを挿入。分娩経過と身体所見から子宮破裂による腹腔内出
血と推定。止血目的に緊急開腹下単純子宮全摘＋両側卵管切除術施行。総出血量10000ml。
【結語】
２症例とも県内で配備される緊急搬送補助システムを利用し，妊産婦情報を他科と到着前に共有し事前準備を行い，迅速な
REBOAや大量輸血の応急処置が可能であった。様々な原因から発症する産科危機的出血は外傷性ショックに類似した対応が
求められるが，REBOAの使用に関しては産科危機的出血への今後の報告が待たれ，検討していく必要がある。

Resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta (REBOA) is a useful strategy to control hemorrhage 
in patients with traumatic shock. We report two cases of REBOA performed in the emergency department to 
control critical bleeding.
Case 1: A woman in her 40s (G2P1) underwent vacuum extraction necessitated by a nonreassuring fetal status 
after labor induction. She was transferred to the emergency department with shock, massive bleeding, and 
suspected amniotic fluid embolism. On arrival, her uterus was atonic, and she had profuse bleeding. Following 
blood transfusions and manual uterine compression, REBOA was performed 29 min after arrival, followed by 
surgery.
Case 2: A woman in her 30s (G7P5) who delivered immediately following labor induction developed sudden 
shock and was transferred to the emergency department for evaluation of excessive bleeding. She developed 
significant abdominal distention following initiation of blood transfusion, and REBOA was performed 32 min 
after the patient’s arrival. Uterine rupture necessitated surgery in this case.
Conclusion: An effective information-sharing system for emergencies facilitated interdepartmental 
communication and rapid coordination to provide prompt first aid.
REBOA should be considered in such cases because patients with critical hemorrhage require support similar 
to that required for patients with traumatic shock.

キーワード：産科危機的出血，REBOA，産科救急，iPicss®
Key words：postpartum hemorrhage, REBOA, iPicss®, obstetric emergency

緒　　　言

　蘇生的大動脈内バルーン遮断（Resu s c i t a t i v e 
endovascular balloon occlusion of the aorta 以下

REBOA）とは大動脈内に挿入した血管内バルーンを膨
らませ中枢側からの血流を制御し血圧維持を図るデバイ
スである１）。一般的に外傷による出血性ショックに用い
られるが，近年その適応が広がり非外傷性ショックに用
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いられる機会が増えている。今回産科危機的出血の搬送
例に対して救急外来でREBOAを使用した２症例につい
て報告する。

症　例　１

症例１：43歳　経産婦，身長164cm 体重63.9kg
妊娠・分娩歴：２妊１産　経腟分娩１回
既往歴：子宮鏡下子宮粘膜下筋腫核出術
アレルギー：乾燥硫酸鉄にて喘息
現病歴：
〔来院までの経過〕
　妊娠41週１日にメトロイリンテルで頸管拡張，その後
オキシトシンにて陣痛誘発を開始。17時30分に適時破水
を認めた。子宮口８cm開大，直後から胎児心拍数陣痛
図Cardiotocogram（以下CTG）にて急激な心音低下と
徐脈が継続したため，急速遂娩の方針となり，17時47分
に吸引分娩を施行し，児は娩出に至った。
　母体は児娩出の２分前である17時45分より酸素化不良

を認めた。娩出後も改善を認めず，収縮期血圧60mmHg
台に低下，子宮収縮不良があり羊水塞栓症が疑われ児娩
出より11分後の17時58分当院へ入電。16分後の18時３分
に前医からiPicss®（アイピクス：岡山県内の全分娩取
り扱い施設に設置している妊産婦緊急搬送補助システ
ム２））を用いて当院他部署と診療情報連携がなされた。
前医での出血量は2070mlであった。診療情報から羊水
塞栓症が強く疑われたため，産科での人員確保だけで
なくCT検査室，救急科，ポンプ班，麻酔科と到着前か
ら赤血球液（以下RBC）10単位，新鮮凍結血漿（以下
FFP）10単位とREBOAの準備をした。
〔初診時経過〕
　児娩出より46分後の18時33分に当院到着。到着時の
意識レベルはE4V4M6，バイタルは心拍数113/分，血圧
57/31mmHg，SpO２はマスク10Lで100%，末梢冷感があ
り，子宮収縮も不良であり，噴出する大量出血が持続し
ていた。産科では子宮双手圧迫法を行いながら，救急科
による全身管理を行い，到着より18分後の18時51分に緊

図２　術中画像：子宮は弛緩状態であり噴出する大量出血が持続していた
左：左の円靭帯を処理
右：両側基靭帯，仙骨子宮靭帯，膀胱子宮靭帯を処理し内子宮口の位置を同定

図１　（左）初診時の当院での血算・凝固・腎機能所見（右）REBOA挿入後のレントゲン写真
：腎動脈と大動脈分岐部の間に先端は位置（図中矢印）



2021年 329産科危機的出血搬送例に救急外来で緊急大動脈バルーン遮断を使用した２症例

急輸血を開始，27分後の19時２分にREBOAを挿入し血
流を遮断させた（図１）。遮断直後の出血は劇的に減少
したが，断続的に阻血を解除すると出血が再助長するこ
とを繰り返すため，38分後の19時13分に止血目的に緊急
手術の方針となった。救急外来での輸血合計はRBC10単
位，FFP10単位，出血量は1985mlであった。
〔手術と術後経過〕
　REBOAを使用しながら輸血製剤の追加到着を待っ
て腹式単純子宮全摘＋両側卵管切除術を施行（図２）。
手術時間は１時間54分で出血量は5000ml，手術終了ま
での輸血合計はRBC22単位，FFP38単位，PC20単位
であった。手術後は集中治療室へ入室となった。術直
後に撮影した造影CTにて後腹膜から左腟壁に少量の
extravasationを認めたが，バイタルは安定しており，放
射線科に連絡を行った上で緊急対応の準備を整えて経過
観察としていた。その後，血圧は断続的に低下を認め，
その都度少量の昇圧剤と輸血にて対応し維持された。
翌日の採血でHbの上昇に乏しく造影CTを再検し後腹膜
から左腟壁下の血腫の増大を認め（図３），放射線科に
て左総腸骨または左閉鎖動脈からの分岐血管に対し，
IVR（Interventional radiology）で塞栓術を施行した
（図３）。腟壁血腫の増大に伴い，腟壁は自然破綻をき

たした。感染予防のため抗生剤加療と連日の洗浄で対応
し，血腫の縮小傾向と全身状態の改善を認めたため，術
後18日目に退院した。

症　例　２

症例２：37歳　経産婦，身長162cm 体重76.4kg
妊娠・分娩歴：７妊５産　経腟分娩５回　自然流産１回
既往歴：子宮鏡下子宮粘膜下筋腫核出術
アレルギー：なし
現病歴：
〔来院までの経過〕
　妊娠37週３日に前期破水にて前医入院。翌日の妊娠37
週４日の11時12分よりオキシトシンでの陣痛誘発を開始
し13時46分に児を娩出。娩出直後より血圧測定不良，出
血多量であり頸管裂傷の縫合を施行したが改善がみら
れず児娩出から57分後の14時43分に当院へ入電，65分
後の14時51分に前医からiPicss®を用いて当院他部署と
診療情報連携がなされた。前医での出血は分娩直後に
1920ml，頸管裂傷縫合時に250g，パット上に152gの合
計2322gであった。
　前医からの診療情報から頸管裂傷，弛緩出血もしくは
羊水塞栓症による出血性ショックを考え，速やかに搬

図３
（左）手術直後の造影CT像：腟壁に血腫を認める（黄矢印）
（右）手術翌日の造影CT像：血腫（黄囲線）が増大し腟壁が左方に圧排
（左下）IVRでの血管造影像：左総腸骨または左閉鎖動脈からの分岐血管からextravasationを認めた（赤矢印）
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送を依頼し，産科での人員確保だけでなくCT検査室，
救急科，ポンプ班，麻酔科と到着前からRBC10単位，
FFP10単位，REBOAを準備し救急外来で待機した。
〔初診時経過〕
　 1 5 時 1 0 分 に 当 院 到 着。 到 着 時 の 意 識 レ ベ ル は
E3V3M5，バイタルは心拍数143/分，橈骨動脈触知不
可，SpO２はマスク10Lで100%，子宮収縮は良好で経
腟的出血は少量であった。救急科にて全身管理が行わ
れ，到着より10分後の15時20分に緊急輸血を開始，32
分後の15時42分にREBOAを挿入した（図４）。初診時
の腹部超音波FAST検査（Focused Assessment with 
Sonography for Trauma）では，腹腔内出血の所見はダ
グラス窩に少量の液体貯留を認めるだけであったが，緊
急輸血開始後（到着後32分頃）より腹部の著明な緊満化
を認め，再検すると肝腎窩にまで液体貯留の所見が増悪
しており（図５），腹腔内出血が原因と断定し，到着か
ら41分後に止血目的の緊急開腹手術を決定した。

〔手術と術後経過〕
　腹部緊満の状態（図６）で緊急開腹すると腹腔内に貯
留する大量出血を確認，吸引し右側に縦裂した頸管裂
傷と血管破綻を認め，その部位から出血点を同定した
（図６）。頸管裂傷は後腹膜下に至るまで裂傷を認めて
いたため，子宮温存は困難であると判断し，腹式単純子
宮全摘術＋両側卵管切除術を施行した。合計出血量は腹
腔内9750mlとガーゼ1340mlの11090ml，手術時間は２時
間20分，合計輸血量はRBC24単位，FFP32単位，PC20
単位であった。手術後は集中治療室へ入室となった。経
過は良好であり術後２日目に抜管，術後５日目に一般病
棟に転棟し，９日目に退院となった。

考　　　案

　REBOAは古くから日本ではintra-aortic balloon 
occlusion （IABO）という名称で知られている。大腿動
脈よりシースを留置した後，カテーテルを挿入し大動脈

図５　腹部超音波FAST検査
（左）到着時：子宮周囲には明らかな液体貯留を認めなかった
（右）緊急輸血開始10分後：輸血開始後より肝腎窩に液体貯留を認めた

図４
（左）当院到着時血算，凝固，腎機能データ
（右）REBOA挿入後のレントゲン写真：先端は鎖骨下動脈まで到達（矢印）
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内でバルーンを拡張させることで大動脈内腔を閉塞し，
腹腔内や後腹膜内への大量出血を一時的に止血するデバ
イスである３）。主に外傷による腹部・後腹膜・骨盤外傷
による出血性ショック症例に用いられてきた。海外で
は蘇生的なIABOをREBOAとして出血性ショックに対
する蘇生的開胸術（Re-suscitative thoracotomy; RT）
と比較され，注目されている４）。現在REBOAの適応は
外傷症例だけでなく，大動脈瘤破裂，消化管出血，子
宮破裂や腫瘍切除，後腹膜出血など非外傷性疾患の出
血コントロールにも有用であるという報告が散見され
る５）。産婦人科領域では前置胎盤・癒着胎盤症例での予
定帝王切開時に予防的に術中出血量を低減させる目的で
使用されることがある６）。当院で産科危機的出血例に対
してREBOAを挿入した例はこの２症例のみでありまだ
明確な基準は確立されていないが，いずれも後述する
iPicss®により搬送前より致死的状態を把握し救急医と
事前協議を行い，到着前より準備を行った。
　２症例とも，岡山県の全分娩取り扱い施設に配備さ
れている妊産婦搬送補助システム（iPicss®）２）による院
内外他部署と病着前に情報共有を行った。iPicss®とは
iPicssApp®（アイピクスアプリ）を設定したスマート
フォンを搬送元施設に配備し，産前・産後の緊急事態に
特化した情報を紙ベースの搬送シートに記入し，撮影し
たものを搬送受入施設へデータ送信する７）。牧ら２）に
よると，iPicss®導入以前の2011年から2016年までの院
外搬送の超緊急帝王切開６例の施設到着から児娩出まで
の時間が20.5分（14-43），iPicss®導入以降の2017年から
2019年までの13例では，13.3分（10-28）まで短縮され
た。成田ら８）は2013年４月から2016年９月までに救命
救急センターで診療を行った重症妊産婦52例（うち院外
症例29例）のうち，輸血を要した症例において，初療室
搬入から輸血開始までの平均時間は32.1分であった。手
術や血管内治療を要した症例において，初療室搬入から

根本的治療の開始までの平均時間は39.1分であった。本
例の平均は初療室搬入から輸血開始まで19分，REBOA
挿入の開始まで31.5分であり，報告よりも円滑に対応す
ることが可能であった。
　REBOAの使用に関する文献は散見されるが，臨床
的な特徴から有用性に関する検討は大規模なケースシ
リーズに限られている９）。最大の有用性としては出血部
位より中枢側で大動脈を遮断することで，高い止血効
果および中枢側での昇圧作用が得られることである。
Osborn et al.によると，単一施設で６年間に腹腔内出
血に対して緊急開腹手術を受けた44人でREBOAを受け
た19人について収縮期血圧の平均を75±10mmHgから
124±12mmHgへと改善させることができたと報告して
いる９）。またStensaeth et al.は，2008年から2015年の間
で産科危機的出血症例に透視不要のREBOAで治療され
た36人の患者の検討で，REBOA挿入により収縮期血圧
の上昇が認められ，結果的に子宮収縮薬の効果発現まで
待機し，出血の改善が認められなければ子宮動脈塞栓術
を施行し，子宮全摘術を行うことなく止血が可能である
と報告していた10）。
　Matsumura et al.によると日本のREBOA挿入を行っ
た外傷による難治性出血性ショック患者において，早期
挿入完了群が止血到達までの時間が有意に短く，かつ高
い生存率を示した11）。同様の報告ではアクセスまでの平
均時間は生存者で25分，非生存者で47分であった９）。ま
た，Irahara et al.がREBOAの総閉塞時間に関して生存
群の総閉塞時間の平均が46.2±15.0分に対し，非生存群
は224.1±52.1分と報告している12）。本例では，挿入が完
了する時間は生存者群に属し平均に近い挿入時間であっ
た。また総閉塞時間は，断続的に血流再開を行っていた
ため合計時間は不明であった。報告論文が少なく，挿入
までの時間やどの程度バルーン閉塞が可能かについては
今後の検証が待たれる。

図６
（左）輸血開始後の腹部写真：著明な腹部膨満化を認めた
（右）術中写真：右側に縦裂した頸管裂傷と血管破綻を認めた
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　REBOAの限界としては，骨盤骨折症例において骨盤
内動脈損傷がない場合，REBOAが骨盤内静脈出血を一
時的に抑えるのに十分であるが，腸骨静脈切断や骨盤
内動脈出血がある場合REBOA単体での出血制御は難し
く，パッキングなどの追加処置が必要であると述べられ
ている13）。また，前述の通り止血効果は一時的で，生存
率は閉塞時間に相反するという報告もある12）。さらに，
Søvik et al.は非透視下でREBOAを挿入したPPH症例６
例のうち１例に副腎大動脈の損傷を認め，血管外科医に
よる修復が必要であったと述べている14）。本症例でも症
例１ではREBOAのアクセスで一時的な止血効果が得ら
れ，追加輸血製剤の待機中の血行動態の安定化に繋がっ
た。また手術中に出血減少に寄与したため，手術操作に
おいて安全上有用であった。一方で，REBOA解除後の
左後腹膜から腟壁下の再出血による少量出血の持続によ
り，手術後にIVR施行を余儀なくされた。症例２では，
左基靱帯部の子宮動脈損傷は挟鉗で止血に至ったが，左
仙骨子宮靱帯の中間辺りから円蓋部に縦列に認められる
頸管裂傷部の出血点は多岐にわたった。REBOA挿入後
も腹腔内膨隆は短時間で進行したことから，充分な止血
効果が得られなかった可能性が示唆された。またバルー
ンの位置が大動脈弓と下大動脈部の辺りであったことが
判明し，救急処置室にて修正された。その後も腹腔内出
血の増悪と血圧の急変を認めたため，超緊急手術の宣言
に至り，REBOAが充分に効果を発揮しなかった可能性
もある。
　以上のように，産科危機的出血のREBOA使用例は少
なく有用性や限界について明確なエビデンスは確立され
ていないが，外傷性出血では有用性の報告が蓄積されて
きており，類似した対応が求められる産科危機的出血に
おいて，一刻を争う際の緊急事態に行える手段になり得
る。これらは，搬送受入施設到着前からの情報連携や医
療体制の整備を行った上で迅速な対応ができる施設での
手段であると考えられる。

結　　　語

　２症例とも妊産婦緊急搬送補助システム（iPicss®）
を利用し，到着前より他部署と情報共有を行い，事前に
輸血やREBOA挿入の準備を行うことで，病着後円滑に
処置を遂行し救命に寄与した可能性がある。REBOAの
産科危機的出血使用例はまだ少なく，有用性や限界につ
いて明確なエビデンスは確立されていないが，出血制御
の応急処置の手段の１つとして考慮しておくことは大切
である。
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帝王切開術後に外陰部血腫を発症した１例
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Vulvar hematoma after cesarean section: A case report

Suguru Fujitsuka・Ryosuke Kuroda・Tomoki Nishimura・Rie Hara・Yu Tanaka
Tomoyuki Kusumoto・Ken Fukuhara・Takashi Nakahori・Masaaki Hasegawa・Tetsuro Honda

Department of Obstetrics and Gynecology, Kurashiki Central Hospital

腹部手術後の外陰部血腫は稀である。今回，帝王切開術後に外陰部血腫を発症した１例を経験したので報告する。症例は33
歳経産婦で，妊娠34週３日に妊娠高血圧腎症の診断で管理入院とした。35週０日に肝胆道系酵素の上昇，胸水，腹水が認め
られた。35週１日に激しい頭痛が出現し，緊急帝王切開術を行った。術前術後の血液検査では血小板減少や凝固能の異常は
なかった。術後血栓症予防目的に未分画ヘパリン5000単位２回/日の皮下注投与を行った。術後３日目に急性発症の外陰部痛
が出現し，10 cm大の左外陰部血腫が認められた。造影CT検査で腹部創部からの出血が外陰部へ下降したと考えられた。同
日緊急手術を行った。腹部と外陰部からアプローチしたところ，腹部皮下（腹直筋膜外）血腫と外陰部血腫が皮下で交通して
いた。動脈性出血はなく出血源の同定は困難であり，血腫除去，微細出血の止血，ドレーン留置を行い，手術を終了した。
術後経過良好で，血腫除去術後11日目に退院した。
腹部手術後の外陰部血腫の報告例は少なく，我々の検索では過去に５例であった。症例数が少なく，外陰部血腫の確立した
治療法はないのが現状である。治療戦略として手術治療のほかに保存治療やInterventional radiology（IVR）が治療選択肢と
して挙げられ，症例ごとに応じた対応が望ましい。本症例では，造影CTで腹壁に動脈性出血が認められたが末梢血管でIVR
の適応外と考えられたこと，および疼痛が高度であったことから手術治療を選択した。経腹手術後の外陰部血腫は稀である
が，このような病態が起こりうることを知っておくことが重要と考えられた。

Vulvar hematoma (VH) rarely occurs after abdominal surgery. We report a case of a patient who developed VH after 
undergoing cesarean section. A 33-year-old multiparous woman was hospitalized for pre-eclampsia at 34+3 weeks. At 35+0 
weeks, increased hepatobiliary enzyme levels, pleural effusion, and ascites were observed. At 35+1 weeks, severe headache 
occurred, and an emergency cesarean section was performed. Preoperative and postoperative blood tests revealed absence 
of thrombocytopenia or coagulation abnormalities. Routine post-operative heparin was administered to prevent thrombosis. 
On postoperative day 3, acute vulvar pain occurred, and a 10-cm VH was observed. Contrast-enhanced computed 
tomography showed bleeding from the abdominal wound to the vulva; hence, emergency surgery was performed. When the 
imaging was performed from the abdomen to the vulva, abdominal subcutaneous hematoma and VH were noted. Moreover, 
there was active arterial bleeding, but the source of the bleeding was not identified. She was discharged from the hospital 
11 days after hematoma evacuation. Five cases of VH after abdominal surgery were reported in the literature: two cases 
of VH that occurred after laparoscopic ovarian cystectomy and three cases after cesarean section. The onset of VH ranged 
from postoperative days 0 to 6. Here, the management of VH after abdominal surgery was discussed.

キーワード：外陰部血腫，帝王切開術
Key words：vulvar hematoma, cesarean section

緒　　　言

　外陰部血腫は経腟分娩後や外傷においては日常診療上
よく遭遇するが，それら以外での発症は稀である。我々
が知る範囲では腹部手術後の外陰部血腫は５例の報告が
あるのみで，稀な事象と考えられる。今回，帝王切開術
後に外陰部血腫を発症した１例を経験したので報告す
る。

症　　　例

　33歳の経産婦（３妊１産）で，既往歴と家族歴に特記
事項なし。
現病歴：自然妊娠成立し，前医で妊婦健診を受け順調に
経過していた。妊娠31週に血圧上昇，32週に下腿浮腫が
出現し，33週に155/102 mmHgの高血圧および，尿蛋白
（３+）を認め当科に紹介となった。妊娠高血圧腎症の
診断で，34週３日より入院管理となった。
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入 院 時 所 見： 身 長 1 5 8 c m， 体 重 5 7 . 4 k g（ 非 妊 時
46 kg），血圧156/108 mmHg，両側下肢浮腫あり，胎児
推定体重は1907 g（－1.4 SD）で，軽度の子宮動脈拡張
期逆流が認められた。
入院時検査所見：表１に示す。
入院後経過：入院当日に血圧が181/102 mmHgと重症域
であったため，ニフェジピン内服，および子癇発作予防
目的に硫酸マグネシウム投与を行った。血圧は非重症域
にコントロールできていた。連日の血液検査や胎児心
拍モニタリングなどにより厳重な経過観察を行った。
妊娠35週０日に肝逸脱酵素の上昇や胸腹水が出現し，
また複数回のニフェジピン内服後でも179/105 mmHgと
重症域の高血圧でありニカルジピン持続静注での血圧
コントロールを開始し，翌日から陣痛誘発の方針とし
た。しかし35週１日にNumerical Rating Scale （NRS）
８/10程度の拍動性の頭痛が出現し，妊娠高血圧腎症の
高血圧による頭痛と思われ，早急な娩出が必要と考えら
れたが，頸管熟化に乏しかったため緊急帝王切開術を
行った。帝王切開術前の血液検査所見でも，血小板数低
下や凝固系異常は認められなかった（表１）。帝王切開
術は脊椎クモ膜下麻酔の下，下腹部正中切開で行った。
開腹にはメスを使用し，止血処置にはバイポーラーを使
用した。筋膜下の微細出血は入念に止血したが，皮下脂
肪織には目立った出血はなく止血処置を行わなかった。
皮下脂肪織縫合は行わず，真皮埋没縫合を行い手術終了
とした。手術時間は１時間17分で，出血量は羊水込みで
1215 gであった。児は1856 g女児で，Apgar score １分

値８点，５分値９点，臍帯動脈血pH 7.217であった。術
後は肝逸脱酵素の低下を認め，妊娠高血圧腎症の病態は
改善傾向にあるものと思われたが，胸水貯留による呼吸
苦のため離床が進まなかった。深部静脈血栓症予防目
的に術後２日目から未分画ヘパリン皮下注（5000単位
２回/日）を開始した。血圧はニフェジピン錠の内服に
より正常域で推移していた。腹部創部から持続出血およ
び皮下出血はなく，圧痛を認めたが術後の正常範囲内で
あった。術後３日目の初回離床時に，急性発症の左外陰
部痛が出現した。腹部皮下出血を認めるも膨隆はしてい
なかった一方，左外陰部に10 cm大の血腫が認められた
（図１）。造影CT検査では腹壁創部に動脈相で造影剤流
出像を伴う液体貯留を認め，液体貯留は外陰部へと連続
していた（図２）。腹壁創部の動脈性出血が尾側へ下降
しているものと考えられた。血液検査では血小板数低下
や凝固系異常は認められなかった（表１）。放射線科に
intervention radiology （IVR）の適応について相談した
ところ，責任血管が末梢であり，動脈塞栓は困難である
ことが予想されるとの返事であった。そのため，同日
緊急で経腹的・経腟的血腫除去術を行った。腹部の皮
下，筋膜上に血腫を認め，外陰部血腫との交通を認めた
（図３）。筋膜下に血腫は認められなかった。術中に動
脈性出血は認められず，造影CT検査で指摘された出血
源の特定は困難であった。血腫の可及的除去，バイポー
ラーやモノポーラーでの微細出血の止血，ドレーン留置
を行って手術を終了した。術後ドレーンからの血性排液
はなく，止血が得られたと考えられた。術後３日目にド

表１　妊娠34週３日（入院時），妊娠35週１日（帝王切開術当日），産後３日目（外陰部
血腫発症日），産後４日目（外陰部血腫術後１日目）の検査所見。
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レーンを抜去したが，その後も左外陰部痛は再燃せず，
血腫除去術後11日目に退院した。

考　　　案

　我々の検索の限りでは，経腹術後に外陰部血腫を発症
した報告は，過去に５例１－５）で，その全てが産婦人科
手術であった（表２）。発症は術後０～６日目にまたがっ
ていた。２例３，４）は腹腔鏡下卵巣嚢胞摘除術後に発症し
ており，そのうち１例では手術が行われ，ほか１例では
保存的治療が行われた。残り３例１，２，５）は本症例と同じ
く帝王切開術後に発症した症例であり，１例では分娩第
一期に，ほか２例では本症例と同じく陣痛発来前に帝王
切開術が行われていた。したがって，産道損傷に伴う外
陰部血腫である可能性は否定してよいと思われる。帝王
切開術後症例の外陰部血腫治療であるが，２例で外陰部

血腫の穿刺あるいは切開が行われ，１例で保存治療が行
われた。
　経腹手術後の外陰部血腫の責任血管および成立機序に
ついて考察する。責任血管について言及してある報告
は，腹腔鏡手術の１例３）のみで，Superficial epigastric 
vessel （浅腹壁血管）であると述べている。ほか４例で
は責任血管が同定されていない。本症例においては術
前の造影CT検査では腹壁下に動脈性出血が認められた
が，手術時には明らかな動脈出血は認められなかった。
このことから，血腫自体による自然圧迫で止血可能な小
動脈が出血したのであろうと推察される。外陰部血腫の
成立機序であるが，腹壁下に生じた血腫が尾側へ下降
し，より疎な空間である外陰部で血腫として表現された
ものと考えられる。
　腹部手術後の外陰部血腫発生後の管理について述べ

表２　腹部手術後の外陰部血腫報告。

図１　帝王切開術後３日目に発症した左外陰部血腫。 図３　血腫除去術の術中所見。外陰血腫腔より示指を
差し入れると，腹壁創部下の血腫腔まで連続し
ていた。

図２　造影CT。腹部から外陰部まで広がる皮下の液体
貯留を認める（赤点線で囲まれた範囲）。腹壁
創部の出血（黄色丸）が尾側へ下降していると
疑われる。
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る。治療の選択肢として，（１） 腹部および外陰部血腫
の手術的除去，（２） 外陰部局所の切開あるいは穿刺に
よる血腫減量，（３） 保存治療，（４） IVRなどの選択肢
が挙げられる。どれがよいかというのは，報告症例数が
少なく結論を導くのは困難であると思われるが，血腫除
去では早く疼痛緩和が得られるという長所がある一方，
開腹した場合には入院日数が長くなるという短所があ
る。本症例においては，造影CTで腹壁創部下に出血が
認められ，放射線科にIVRの適応について相談したとこ
ろ，責任血管が末梢であり動脈塞栓が困難であることが
予想され，IVRは選択肢から外した。動脈性出血がCT
で描出されたこと，外陰部の疼痛が高度であったことな
どから手術を選択した。個々の症例において患者の状況
に応じた治療選択の検討が望ましいと考えられる。
　深部静脈血栓症および肺血栓塞栓症予防目的のヘパリ
ン投与も再出血の一因となった可能性がある。肺血栓塞
栓症は致死的となることもある病態であり，帝王切開術
は深部静脈血栓症のリスク因子であることが知られてお
り，その術後にはしばしば抗凝固薬が使用される。帝王
切開術後に抗凝固薬の使用により出血イベントの増加は
なかったとする報告もある６）が，一方で感染や創部離
開など創部トラブルの発生率を有意に上昇させるという
報告もある７）。後者の報告では，出血イベントの発症率
が抗凝固薬を投与されなかった群では発症率1.3%なの
に対し投与された群では9.1%で，有意差はないが（P＝
0.063） 抗凝固薬投与群で高い傾向にあった７）。抗凝固薬
はその作用機序から，自然止血が得られにくくなるた
め，使用する際には術中微細出血の止血も重要であると
思われた。
　本症例は妊娠高血圧腎症であったが，血小板数減少や
凝固異常は伴っていなかった。過去の報告で凝固能につ
いて記載しているものはなかった１－５）。ただし，1944
年の症例１）と1961年の症例２）は，外陰部血腫排出で軽
快していることから，また2000年以降の３例３－５）は術
前検査を行っていたであろうと考えられることから，い
ずれの症例も凝固異常があった可能性は低いと考えられ
る。このことから，凝固異常がなくとも術後に血腫を生
ずる可能性があるということを念頭に置いて丁寧な止血
を心掛けた手術に臨まねばならないと考えられた。
　腹部手術後の外陰部血腫の１例を報告した。稀ではあ
るが，こういった事例の存在を知っておくことは臨床医
に有用であると考えられ報告した。
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緊急帝王切開時に診断がついたSpontaneous hemoperitoneum in pregnancy
（SHiP）の１例

佐々木佳子・平松　祐司・川西　貴之・大道　千晶・根津　優子・徳毛　敬三

岡山市立岡山市民病院　産婦人科

Spontaneous hemoperitoneum in pregnancy diagnosed during the emergency cesarean 
section: A case report

Keiko Sasaki・Yuji Hiramatsu・Takayuki Kawanishi・Chiaki Omichi・Yuko Nezu・Keizo Tokumo

Department of Obsterics and Gynecology, Okayama City Hospital

Spontaneous hemoperitoneum in pregnancy（SHiP）は，妊娠中から産褥期における外傷，子宮破裂，卵巣出血，異所性妊娠
を除く急性腹腔内出血である。頻度は稀だが，周産期予後不良となりうる疾患である。症状が非特異的なため，緊急帝王切
開の開腹時に確定診断がつくことが多い。今回，緊急帝王切開時に初めて診断がついたSHiPを１例経験した。症例は40歳，
１妊０産。子宮筋腫合併妊娠で経腟分娩は困難と判断されたため，帝王切開での分娩予定だった。妊娠37週０日，急性腹症
のため，救急車で受診となった。受診時，vital signは正常で，不規則な子宮収縮を認めた。経腟超音波でダグラス窩に血腫
様のエコー像を認める他は，胎児心拍数陣痛図，経腹超音波，血液検査に異常を認めなかった。腹痛の確定診断は得られな
かったが，緊急帝王切開の方針とした。開腹時，腹腔内に150ｍl程度の出血を認めた。子宮筋腫表層の血管からの出血と子宮
頸部後壁からの出血を認め，この時点でSHiPの診断がついた。術中出血量は735mlで，児は出生体重2,504g，Apgar score８
点（１分）/８点（５分），臍帯動脈pH7.32だった。母児ともに経過良好であった。
妊娠中の急性腹症では，鑑別診断の１つにSHiPを念頭に置き，腹腔内出血の有無を検索する必要がある。そして，診断後は
母体と胎児の状態を総合的に判断し治療方針を立てることが重要である。

Spontaneous hemoperitoneum in pregnancy (SHiP) is defined as acute intraperitoneal hemorrhage during pregnancy or 
puerperium, excluding trauma, uterine rupture, ovarian hemorrhage, or ectopic pregnancy. Although it is a rare disorder, 
its perinatal prognosis is poor. A definitive diagnosis is made upon opening the abdominal cavity during a cesarean section. 
We report the case of a 40-year-old primiparous woman diagnosed with SHiP during an emergency cesarean section. It was 
complicated by uterine myoma; hence, cesarean section was performed. At 37 weeks of pregnancy, the patient visited the 
emergency room due to sudden abdominal pain. Fetal cardiotocography showed reassuring fetal status and irregular uterine 
contractions, while the results of transabdominal ultrasound and blood tests were normal. Transvaginal ultrasonography 
revealed a small hemorrhage in the pouch of Douglas. As the onset of labor was not spontaneous, cesarean section was 
performed. Laparotomy revealed bleeding from the vessels on the surface of the uterine myoma and uterine cervix. At that 
time, she was diagnosed with SHiP. The Apgar scores were 8 points at 1 min and 8 points at 5 min; the umbilical artery 
pH was 7.32. If a pregnant woman complains of abdominal pain, SHiP must be considered and intraperitoneal hemorrhage 
should be assessed.

キーワード：spontaneous hemoperitoneum in pregnancy（SHiP），腹腔内出血，急性腹症，妊娠
Key words：spontaneous hemoperitoneum in pregnancy（SHiP）, hemoperitoneum, acute abdomen, pregnancy

緒　　　言

　Spontaneous Hemoperutoneum in Pregnacy（以下
SHiP）は，妊娠中から産褥期における外傷，子宮破
裂，卵巣出血，異所性妊娠を除く急性腹腔内出血であ
る１）。発症時期は妊娠後期が最多で，頻度は10,000分
娩に１例と稀だが，母体死亡率が1.7％，周産期死亡
率は27％と高く，周産期予後不良となりうる疾患であ
る２）３）。症状が非特異的なため診断が困難で，確定診
断は帝王切開で開腹した時に初めてつくことが最も多

い４）。
　今回，我々は，急性腹症で発症し，確定診断がつかな
いまま行った緊急帝王切開で初めて診断されたSHiPを
経験したので，文献的考察を含めて報告する。

症　　　例

　症例は40歳，１妊０産。既往歴，家族歴に特記すべき
ことなし。自然妊娠で，10cm大の子宮筋腫を合併して
いたため，妊娠10週５日に近医より当院に紹介となっ
た。妊娠経過は良好だった。妊娠32週３日，分娩様式を
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決定するためにMRIを行ったところ，児頭より下方に筋
腫を認めた（図１）。経腟分娩は困難と考えられたため，
妊娠37週３日で選択的帝王切開と子宮筋腫核出術を行う
方針となった。
　妊娠37週０日，朝食後に突然強い腹痛が出現し，持続
していたため，救急車で受診となった。受診時，呼吸は
促迫していたが，vital signは異常なかった。胎児心拍数
陣痛図はreassuring fetal status（以下RFS）で（図２），
不規則ではあるが，患者本人の自覚する子宮収縮を認め
た。破水や性器出血はなく，経腹超音波で胎盤の異常も
認められなかった。経腟超音波でダグラス窩に境界不明
瞭な，低エコーで内部が不均一な腫瘤を認めた（図３）。
卵巣出血時の超音波像に類似する所見であり，血腫と推
測された。他に異常所見なく，血液検査も異常はなかっ
た（表１）。
　急性腹症のため，救急車で受診したものの，診察時に
は痛みは軽快し，軽度の腹痛を認めたものの，全身状態

は落ち着いていた。腹痛の確定診断はつかなかったが，
正期産であり，痛みを伴う子宮収縮を認めることから，
予定していた帝王切開を行うこととした。
　開腹時，腹腔内に150ｍl程度の出血を認めた。定型的
な帝王切開術を完遂後に出血部位の確認を行った。子宮
頸部後壁に10cm超の漿膜下筋腫を認め，筋腫直上の漿
膜下を走行する数本の血管の断裂による出血が確認され
た（図４－①）。筋腫核出後，ダグラス窩の血腫を除去
すると，新たに子宮頸部後壁からの出血を認めた（図
４－②）。術中出血量は735mlで，児は出生体重2,504g，
Apgar score ８点（１分）/８点（５分），臍帯動脈
pH7.32だった。
　術後は貧血もなく，経過は良好だった。児は呼吸障害
を認めることなく順調に経口哺乳が進んだ。術後６日目
に母子共に退院した。

考　　　案

　今回の症例は，選択的帝王切開での分娩を計画してい
た。妊娠37週０日，急性腹症のため救急車での受診と
なった。胎児心拍数陣痛図は不規則な子宮収縮を認め
た。RFSだったが，受診時には呼吸が促迫するほどの痛
みであったため，陣痛発来や常位胎盤早期剥離を念頭に
おいて検査を進めた。超音波では胎盤後血腫を認めず，
血液検査では肝腎機能，凝固機能は正常だった。経腟超
音波でダグラス窩に血腫を疑う像を認めたが，vital sign
が正常であったため，特記すべき所見ではないと考え
た。腹痛の確定診断はつかず，症状は軽快していたが，
患者の不安が強く，正期産であったため，緊急帝王切開
を行った。開腹時に腹腔内に出血を認め，この時点で
SHiPの診断がついた。本症例が帝王切開を予定してい
なかった場合，緊急帝王切開の判断が行えたかどうか，
不安が残る。
　SHiPの主な症状は，急性腹症（70%），循環血液量減
少性ショック（18%）で3rd trimesterに発症することが

図１　妊娠37週３日のMRI（長径10cmの子宮筋腫を認めた。）

図２　受診時の胎児心拍数心電図
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多い５）。症状が非特異的であるため，診断は容易ではな
い。確定診断は緊急帝王切開を行った際の開腹時につく
ことが多く，術前診断としては，原因不明の腹腔内出血
（37%），常位胎盤早期剥離（26%），子宮破裂（11%），
急性虫垂炎（７%）が挙げられる６）。
　診断は，腹部所見と超音波検査が決め手となるが，妊
娠後期では妊娠子宮により経腟超音波での腹腔内出血
の診断は難しく，経腹超音波や腹骨盤CTが診断に有用
となる場合がある７）。被曝のリスクを考慮し，妊娠中の
CTは敬遠されがちだが，妊娠中の腹痛ではSHiPを疑っ

て腹腔内出血を検索する必要があり，診断が困難な場合
は，腹骨盤CTも考慮するべきと考える。
　SHiPのリスク因子として，子宮内膜症と生殖補助医
療（assisted reproductive technique）による妊娠，が
報告されており，出血部位は子宮漿膜後壁や子宮傍組織
の子宮卵巣血管叢とされている３）。子宮筋腫の破裂や肝
臓表面，脾臓，血管周囲類上皮細胞腫瘍や動静脈奇形か
らの出血症例も認められる４）８）９）10）。Brosens et al.の
レビュー25症例の検討では，出血部位の90%が子宮後壁
または子宮傍組織で，52％に肉眼的に子宮内膜症病変を
認め，出血部位の生検が可能であった５例すべてにおい
て組織学的に血管新生と脱落膜化を特徴とした子宮内膜
病変を認めている11）。出血の原因として，子宮の増大や
脱落膜化した子宮内膜症組織が退縮したため，近接した
血管が破綻すること，循環血液量の増加に加え，排便・
性交・陣痛などで腹圧が上昇することにより，血管内圧
が上昇し血管が破綻すること，が考えられる５）。
　今回の症例は，子宮筋腫表面の血管と子宮頸部後壁か
らの出血を認めた。子宮内膜症病変は認められなかっ
た。一般に，30～49歳の経産婦で筋腫の直径が10－
16cmの症例で表面の血管からの出血が起こりやすい，
との報告がある12）。出血が起こる機序として，10cm以
上の筋腫では，表面の血管が引き延ばされていて破綻し図３　経腟超音波（ダグラス窩に血腫様エコー像を認めた。）

表１　受診時の血液検査所見

図４　腹腔内所見

①子宮筋腫表層の血管からの出血 ②子宮頸部後壁からの出血
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やすい状態になっていること，筋腫が増大することによ
り栄養血管が分断されること，胎児発育や胎動による子
宮の変形や腹圧の上昇により静脈がうっ血し，筋腫表面
の血管が破綻すること，が考えられる８）。本症例は，当
院初診時より10cm大の子宮筋腫があり，筋腫の周囲に
は著明な血流を認めていた。筋腫の表面に血管が豊富に
存在し，子宮の変形や腹圧の上昇により破綻したと考え
られる。
　1950年のHodgkinson et al.の報告では母体死亡率は
49.3％と高値であるが２），輸血医療の進歩により改善さ
れ，2017年のLier et al.のシステマティック・レビュー
では，母体死亡率は1.7％まで減少しているが，周産期
死亡率は27％と高く，新生児予後は依然として不良であ
る３）。新生児予後が不良である理由として，母体の循環
血液量の減少により胎児胎盤循環が悪化するから，とい
う考えがある。しかし，全国の周産期センターから集計
したSHiP35症例を検討したHagimoto et al.によると，母
体の腹腔内出血量と児の臍帯動脈のpHに相関関係は認
められなかった10）。また，臍帯動脈のpHで分類した新
生児予後の不良群では良好群と比較すると，32週未満の
早産や，術前診断が常位胎盤早期剥離であったものが多
かった10）。SHiPでは，腹腔内出血の刺激によって，常位
胎盤早期剥離と同様に持続的な子宮収縮を起こすことが
報告されている。母体の循環血液量の減少によるものに
加え，持続的な刺激による子宮収縮や子宮の過緊張が胎
児機能不全を伴い，それが新生児予後の悪化につながる
と考えられる。
　SHiPの治療方針として明確なガイドラインはない
が，止血と同時に帝王切開術を行う方針と，止血のみを
行い妊娠を継続する方針がある13）。出血源が特定でき，
止血可能で胎児機能不全を伴わない場合は，妊娠継続が
可能であり，早産に伴う合併症を減らすことができる。
佐久間らは，妊娠33週２日で発症し，胎児機能不全を伴
わないSHiPを保存的に管理し，再出血を起こした時点
で帝王切開を行い，新生児予後が良好な症例を報告して
いる14）。SHiPでは，母体の循環動態や妊娠週数，胎児の
状態を総合的に判断して管理を行う必要がある。
　今回，帝王切開時に診断がついたSHiPを１例経験し
た。急性腹症の妊婦では，鑑別診断の１つとしてSHiP
を念頭に置く必要がある。腹腔内出血の検索を行い，超
音波検査で不明瞭な場合は腹骨盤CTを行い，診断がつ
いた場合は母体と胎児の状態を総合的に判断し治療方針
を立てることが重要である。
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子宮内反症を呈した若年子宮体部癌肉腫の１例
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Non-puerperal uterine inversion associated with uterine carcinosarcoma in a young 
woman: A case report

Yuka Enokizono １）・Yuko Shiroyama ２）・Hirohiko Morioka ３）・Akiko Ueda ４）

Yumiko Nakashima ２）・Miho Kodama ５）・Hiroshi Miyoshi ２）

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

２）Department of Obstetrics and Gynecology, Hiroshima Prefectural Hospital
３）Department of Obstetrics and Gynecology, Hiroshima University Hospital
４）Department of Obstetrics and Gynecology, JA Onomichi General Hospital
５）Department of Obstetrics and Gynecology, Japanese Red Cross Society, Hiroshima Red Cross Hospital & 

Atomic-bomb Survivors Hospital

非産褥期の子宮内反症は稀であり，悪性腫瘍に伴うものは極めて稀である。子宮体部癌肉腫に伴う子宮内反症を呈した若年
の症例を報告する。27歳，０妊，持続する不正性器出血を主訴に救急搬送された。腟内に充満する不整形腫瘤を認め，持続
する出血を伴っていた。経腹超音波検査で子宮内反症が疑われ，造影CT検査では骨盤内に11 cm大の腫瘤があり，子宮底部
の陥凹を認めた。また，右腎に６ cm大の内部不均一な腫瘤があり，右腎と肝の間に２ cm大の腫瘤を認めた。腹痛の増強
と多量の持続出血のため緊急手術を施行した。子宮底部は内反し，ダグラス窩に播種を疑う腫瘤を認めた。腟内の腫瘍は非
常に脆く，経腟的に可能な範囲で摘出した。子宮内反を整復し，子宮体部前壁を切開して底部に残存した腫瘍茎部を切除し
た。肉眼的には悪性腫瘍が疑われたが，若年，未婚，未妊であることから子宮摘出は行わず手術を終了した。病理組織診断
は子宮体部癌肉腫であった。PET-CT検査でリンパ節に異常集積を認めなかった。本人と家族に治療方針について改めて説明
し，再手術の方針とした。腹式単純子宮全摘出術，両側付属器摘出術，骨盤リンパ節郭清，大網部分切除術を施行した。病
理組織診断は癌肉腫であり，子宮体癌ⅣB期と診断した。化学療法 TC療法６サイクルを施行した。また，右腎腫瘍は生検の
結果，腎原発の淡明細胞癌であり泌尿器科で腹腔鏡下経腹膜右腎摘出術を施行した。その際に摘出した右腎と肝の間の腫瘤
は，子宮体癌の播種の診断であり，化学療法を施行予定である。悪性腫瘍に伴う子宮内反症は極めて稀だが，本症例のよう
に若年の子宮内反症でも悪性腫瘍を考慮する必要がある。また，コントロール困難な疼痛や多量の出血から緊急の手術を要
する場合もあり，子宮全摘出術の可能性や二期的手術の可能性などを十分に考慮して術前説明を行い，治療を選択しなけれ
ばならない。

Nonpuerperal uterine inversion is a rare condition, and its association with malignant tumors is extremely uncommon. Here, 
we report a case of a young woman with uterine inversion due to carcinosarcoma (CS). A 27-year-old gravida 0 patient was 
hospitalized due to continuous abnormal vaginal bleeding. A hemorrhagic vaginal mass was detected, and ultrasonography 
revealed uterine inversion. Computed tomography (CT) also showed uterine inversion and a tumor located in the uterus. 
Vaginal bleeding persisted, and the intensity of abdominal pain increased; hence, emergency surgery was performed. The 
tumor was resected transvaginally, and an incision was made in the anterior wall of the uterus, thereby repositioning the 
uterus. Although malignancy was suspected, hysterectomy was not performed as the patient was young, unmarried, and 
infertile. The pathological diagnosis was uterine CS. After explaining the treatment plan to the patient and her family twice, 
total abdominal hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy, retroperitoneal lymph node dissection, and omentectomy 
were carried out, and six cycles of chemotherapy (carboplatin/paclitaxel) were administered. A mass was also detected 
in the right kidney, and biopsy revealed the presence of clear cell renal cell carcinoma. Laparoscopic nephrectomy was 
performed, and the tumor between the liver and the right kidney was removed. The pathological diagnosis was CS. Further 
chemotherapy will be administered in the future. Malignancy should be considered in young patients as in the present case.

キーワード：子宮内反症，子宮体部悪性腫瘍，癌肉腫
Key words：uterine inversion, uterine malignant tumors, uterine carcinosarcoma
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緒　　　言

　子宮内反症は，産褥期にみられる稀な疾患であるが，
非産褥期においてはさらに稀である。また，非産褥期の
子宮内反症の多くは子宮筋腫に伴うものであり，悪性腫
瘍によるものは極めて少ない。今回，子宮体部癌肉腫に
伴う子宮内反症を呈した若年の症例を報告する。

症　　　例

27歳，０妊
主訴：不正性器出血
既往歴：12歳　アトピー性皮膚炎，26歳　気管支喘息
家族歴：父　腎癌，母方祖父　肺癌，

母方おば　両側乳癌
現病歴：８か月前に近医で子宮筋腫を指摘されていた。

頸部細胞診は異常なかった。多量の性器出血があり，持
続するため救急要請，当院救急搬送となった。
初診時所見：身長 156 . 5 cm， 体重 57 . 5 kg， 血圧 
126/86 mmHg，脈拍 100回/分，SpO2 100% （室内気），
体温 37.0 ℃，軽度の下腹部痛はあるが反跳痛，筋性防
御はなかった。血液検査でHb 9.4 g/dlと軽度の貧血を認
めた。内診で腟内に充満する不整形腫瘤があり，腫瘤の
奥に頸管を全周触知した。腟鏡診では腫瘍表面から持続
出血を認めた。経腹超音波検査で子宮底部の陥凹がみら
れ，内反症が疑われた（図１）。造影CT検査では骨盤内
に11.5×8.2 cm大の腫瘤がみられ，子宮の内反が確認で
きた（図２）。その他，右腎下極に7.0×5.5 cm大の腫瘤
があり，右腎と肝の間には2.6×1.3 cm大の結節様病変が
みられた。以上より腫瘍分娩，子宮内反症，右腎腫瘍と
診断し緊急入院とした。休日であったためこれ以上の検
査はできず，平日にMRI検査，細胞診を行った後に治療
方針を決定することとした。
経過：
　入院から翌朝までの出血量は105 gであったが，Hb 
7.4 g/dlと貧血の進行を認めたため第２病日にRBC ４
単位を輸血した。午後から急激な下腹部痛の増強と，
1,080 gの出血があり，緊急手術の方針とした。術前の
腫瘍の肉眼所見からは悪性の可能性も考えられたが，休
日のため術中迅速病理検査はできず，疼痛と出血のコン
トロール目的に腫瘍摘出，および子宮内反整復を施行し
た。術前に，止血困難であれば子宮全摘出の可能性があ
ること，また腫瘍は悪性の可能性もあること，術後病理
組織診断の結果次第で再手術の可能性があることを患者
と家族に説明した。
　開腹時，子宮内反の深さは約６ cmで両側付属器は子図１　経腹超音波検査

図２　造影CT検査
ａ：骨盤内に115×82 mm大の腫瘤（矢印A），子宮底部の陥凹（矢印B）
ｂ：右腎に70×55 mm大の内部不均一な腫瘤
ｃ：右腎と肝の間に26×13 mmの結節
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宮底部陥凹部に引き込まれていた（図３）。ダグラス窩
に２cm大の腫瘤があり，播種が疑われた。手術はまず
経腟的に腫瘍を摘出した。腫瘍は非常に脆く，数回に分
けて用手的に摘出した。経腟的にヘガール拡張器No.20
で内反子宮を可能な限り整復した。腹腔内操作に戻り，
子宮前壁を縦切開し，子宮底部に残存していた２ cm程
の腫瘍茎部を電気メスで切断した。この時点で子宮口か
らの出血がほとんどないこと，子宮の内反が整復され
たことを確認した。ダグラス窩の腫瘤を生検し手術を
終了した。摘出した子宮腫瘍は171 gであった。術中出
血量は466 mlで，術中にRBC ６単位，FFP ６単位を輸

血した。腹腔洗浄細胞診は陰性であった。術後病理組織
診断は，子宮癌肉腫であった。癌種成分は類内膜癌で，
核/細胞質比の高い異型上皮細胞の増殖と腺管構造を認
めた。また，腺腔が不明瞭で充実性に増殖する部分も
認めた。肉腫成分は多角形あるいは紡錘形の間葉系腫
瘍細胞が充実性に増殖しており，腫瘍細胞は核/細胞質
比が高く，核異型が高度であった。免疫染色では，サ
イトケラチン（CK）AE1/AE3やEpitherial Membrne 
Antigen （EMA） 陽性の上皮成分を認め，充実部の一部
にCKおよびEMA陰性，vimentin陽性の間質成分を認め
た（図４）。ダグラス窩腫瘤も同様に癌肉腫の所見であっ

図３　第１回手術所見

図４　第１回手術　子宮腫瘍の病理組織
ａ：上皮成分（Ａ）と間質成分（Ｂ）ともに充実性に腫瘍細胞の増殖あり
ｂ：核異型が高度な上皮成分
ｃ：紡錘形細胞の増殖を認める間質成分
ｄ：充実部の一部でCK AE1/AE3陰性
ｅ：充実部の一部でEMA陰性
ｆ：ｄ，ｅと同部位でvimentin陽性の肉腫成分あり
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た。
　術前血液検体での腫瘍マーカーはCEA 3.1 ng/ml 
（≦５ ng/ml），CA19-9 13 U/ml （≦37 U/ml），
CA125 38 U/ml （≦35 U/ml）であった。術後19日目の
PET-CT検査では子宮にSUVmax 6.9，ダグラス窩播種
にSUVmax 4.2のFDG集積を認めたが，いずれも術後
変化との鑑別は困難であった。右腎と肝の間の腫瘤に
SUVmax 3.6のFDG集積を認めた。その他，明らかなリ
ンパ節転移を疑う集積はみられなかった。以上より癌肉
腫の診断で追加手術の方針とした。
　第39病日に腹式単純子宮全摘出術，両側付属器摘出
術，骨盤リンパ節郭清，大網部分切除術を行った。ダグ
ラス窩に播種があり，直腸表面は粗造であった。その
他，骨盤内に明らかな播種はなかった。PET-CT検査で
骨盤内および傍大動脈リンパ節に集積はなく，術中も腫
大を認めなかったため，傍大動脈リンパ節郭清は施行し
なかった。また，右腎の頭側の腫瘤は確認できなかっ
た。術後病理組織診断では子宮体部の4.5×3.0×0.5 cm
の範囲に癌の残存があり（図５），筋層浸潤２ mm，リ
ンパ管侵襲および静脈侵襲がみられた。リンパ節転移は
なく，ダグラス窩腫瘤は播種であったが，大網に播種は
なく，両側付属器に悪性所見はみられなかった。この時
点で右腎と肝の間の腫瘤は組織学的に診断できていな
いが，PET-CT検査で集積を認め癌肉腫の腹膜播種の可
能性が否定できなかった。以上より子宮体癌　癌肉腫　
pT3aN0M1, Stage ⅣBと診断した。
　第70病日よりTC療法（パクリタキセル175 mg/m2+
カルボプラチンAUC6）を６サイクル施行した。TC療
法６サイクル終了後のCT検査では局所の再発所見は認
めなかった。右腎下極の腫瘤は著変なく，右腎と肝の間
の腫瘤は4.0×3.4 cm大と増大傾向であった。第224病日
にCTガイド下腎生検を施行し，病理組織診断の結果，
腎原発の淡明細胞癌であった。第269病日に泌尿器科に
て腹腔鏡下経腹膜右腎摘出術を施行した。CT検査で指

摘されていた右腎と肝の間の４ cm大の腫瘤の他に，
右横隔膜に２ cmと１ cm弱の播種病変があり，すべて
切除した。病理組織検査では，腎腫瘍は異型度G2の淡
明細胞癌であり，右腎と肝の間の腫瘤および腹膜播種
は子宮癌肉腫の転移であったため，子宮体癌　癌肉腫　
pT3aN0M1, Stage ⅣBの診断であった。第305病日より
パクリタキセル135 mg/m2 +イホスファミド1.6 g/m2（３
日間）による化学療法を開始し，３サイクル施行予定で
ある。

考　　　案

　産褥期子宮内反症は2,000－3,000分娩に１例と稀であ
るが１，２），非産褥期子宮内反症はさらに稀で，内反症全
体に占める非産褥期子宮内反症の割合は１/６程度との
報告もある３）。Dasは非産褥期子宮内反症のうち筋腫に
よるものが87%，子宮肉腫によるものが7.4%，癌による
ものが5.6%と報告している４）。非産褥期子宮内反症の好
発年齢は31～60歳で多くは経産婦である４，５）。産褥期子
宮内反症では下腹部の激痛，悪心・嘔吐，大量出血，
ショックなどの症状がある。非産褥期子宮内反症では腫
瘍の増大に伴い慢性に発症・進行するとされ，産褥期に
比較し症状に乏しいが，不正性器出血や腟内腫瘤感，下
腹部痛，過多月経，排尿障害などの症状が典型的であ
る２－６）。
　子宮内反症は内診で本来の位置に子宮底を触れない
ことや，子宮底部の陥凹を触知することが特徴とされ
るが，腫瘤が大きいと指摘できないこともあり，MRI
検査などの画像検査が診断に有用である。MRI検査では
矢状断で子宮腔がU字型を呈し，また水平断では低信号
の子宮筋層周囲を中等度信号の子宮内膜が取り囲み，
bull’s eyeと呼ばれる像を呈する７）。本症例ではコント
ロール困難な疼痛や多量の出血など，非産褥期子宮内反
症では非典型的な症状を呈し，緊急手術を要したため，
MRI検査は施行できなかったが，経腹エコー検査および
CT検査で子宮底部の陥凹を認め，術前に子宮内反症を
診断して手術をすることができた。
　治療法は産褥期子宮内反症に準じて用手的整復や手術
による整復が行われるが，非産褥期子宮内反症では慢性
的な経過のため子宮が拘縮しており用手的に整復するこ
とは困難であると考えられる。本症例でも経腟的腫瘍摘
出とヘガール拡張器の使用だけでは内反の整復は不十分
であり，経腹的に子宮を切開して整復ができた。本邦の
報告では腫瘍による子宮内反症では子宮摘出した症例
がほとんどであった８）。子宮摘出の場合でも，子宮動脈
や尿管などの解剖学的位置関係の把握のため，子宮内反
を整復してから子宮を摘出することが望ましい８，９）。ま
た，子宮体癌による子宮内反症では，術前化学療法を
施行して腫瘍縮小後に手術を施行した症例の報告もあ

図５　第２回手術摘出標本
子宮体部に癌の残存あり
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る10）。
　子宮癌肉腫は悪性の上皮成分と悪性の間質成分の両成
分を認める腫瘍である。癌腫成分としては子宮内膜癌と
して発生する癌はすべてあり得るが，類内膜癌が半数を
占める。肉腫成分は本来子宮組織成分である平滑筋肉腫
や内膜間質肉腫などの同所性のものと，本来子宮の成
分でない横紋筋肉腫や軟骨肉腫などの異所性のものに
分かれ，同所性と異所性の割合はほぼ同等である11）。子
宮癌肉腫は子宮体部悪性腫瘍全体の４－９％と報告さ
れ12），癌肉腫の好発年齢は60歳以降である13）。５年生存
率はⅠ期 75.7％，Ⅱ期 55.9％，Ⅲ期 48.6％，Ⅳ期 14.5%
と報告されている14）。予後不良とされる類内膜癌G3の
５年生存率はⅠ期 90.7％，Ⅱ期87.9％，Ⅲ期 66.8％，Ⅳ
期 25.4％とされ，癌肉腫のほうがさらに予後不良であ
ることがわかる14）。子宮癌肉腫は，早期に骨盤や傍大動
脈リンパ節に転移する傾向があり，骨盤腔内に腫瘍が限
局していた症例の14%でリンパ節転移を認めたと報告さ
れている15）。治療は子宮体癌に準じて行われ，第一選択
は手術療法である。腹式子宮全摘出，両側付属器摘出，
骨盤・傍大動脈リンパ節郭清（生検），大網切除が標準
術式であり，子宮外病変が判明していれば最大限の腫瘍
減量術を行う16）。術後治療はイホスファミドやプラチナ
製剤，パクリタキセルなどを含む化学療法や放射線治療
（全骨盤照射）が考慮される17－20）。イホスファミドと
パクリタキセルの併用療法（TI療法）とパクリタキセ
ルとカルボプラチンの併用療法（TC療法）を比較検証
したGynecologic Oncology Group（GOG）261第Ⅲ相試
験では，全生存期間（overall survival: OS）がTI: 29.0
か月，TC: 37.3か月，無増悪生存期間（progression free 
survival: PFS）がTI: 11.7か月，TC: 16.3か月とTI療法に
対するTC療法の非劣性が示された21）。しかしながら癌
肉腫に対する薬物療法の選択肢は乏しい。本症例でも術
後化学療法としてTC療法を施行し，重篤な有害事象な
く投与できたが，骨盤外の播種病変の増大があり，TI
療法に変更した。今後の奏効を期待する。
　また，本症例は若年での子宮癌肉腫と腎細胞癌の重複
癌であった。遺伝性腫瘍であるリンチ症候群の関連腫瘍
は大腸癌，子宮内膜癌，卵巣癌，胃癌，小腸癌，胆道
癌，膵癌，腎盂・尿管癌，脳腫瘍，皮膚腫瘍が挙げら
れ22），本症例およびその家族歴に子宮内膜癌以外に該当
するものはなかった。しかし，若年の同時発生重複癌で
あり，遺伝性腫瘍の可能性は考えられる。また今後の治
療選択の点からも，がん遺伝子パネル検査の検討が必要
と考える。

結　　　語

　非産褥期子宮内反症を呈した若年子宮体部癌肉腫に対
して，コントロール困難な疼痛や多量の出血を認めたた

め，緊急手術を要した症例であった。腫瘍による非産褥
期子宮内反症は慢性に進行することが多く，本邦の報告
症例のほとんどはMRI検査や組織学的検査を行い，術前
化学療法や待機的手術ができた症例であったが，本症例
のように，緊急手術が必要な症例もある。また，若年の
子宮腫瘍であっても，術前に悪性の可能性や子宮全摘出
の可能性，二期的手術の可能性などを十分に考慮して説
明を行い，治療法を選択していく必要がある。

文　　　献

１）Platt LD, Druzin ML. Acute puerperal inversion of 
the uterus. Am J Obstet Gynecol 1981; 141: 187.

２）Coad SL, Dahigren LS, Hutcheon JA. Risks and 
consequences of puerperal uterine inversion in 
the United States, 2004 through 2013. American 
Journal of Obstetrics & Gynecology 2017; 217: 377.

３）Krenning RA. Nonpuerperal uterine inversion. 
Review of literature. Clin Exp Obstet Gynecol 1982; 
9: 12-15.

４）Das P. Inversion of the uterus. J Obstet Gynecol 
1940; 47: 525-548.

５）中浜之雄，高永松夫，太田孝夫，沖永荘一，荒井
清．筋腫分娩を合併した子宮内反症の１例．産科と
婦人科 1977；44：86-89.

６）G o w r i V . U t e r i n e i n v e r s i o n a n d c o r p u s 
malignancies: a historical review. Obstet Gynecol 
2000; 703-707.

７）Levin N. Nonpuerperal Inversion of the Uterus. 
Obstet Gynecol 1955; 5: 826-829.

８）滝真奈，寒河江悠介，稲田収俊，宮崎有美子，和田
美智子，横山玲子，坂田晴美，吉田隆昭，中村光
作．子宮内反および膀胱破裂をきたした子宮癌肉腫
の１例．産婦の進歩 2013；65：26-31.

９）勝部貴子，信實孝洋，平田英司，工藤美樹．子宮底
部より発生した子宮癌肉腫により非産褥期子宮内反
症を呈した１例．現代産婦人科 2013；62：55-58.

10）大亀真一，白山裕子，楠本真也，山本弥寿子，横山
隆，竹原和宏，野河孝充．術前化学療法を施行した
非産褥期子宮内反症合併子宮体部類内膜腺癌．現代
産婦人科 2014；63：277-279.

11）Kurman RJ, Carcangiu ML, Herrington CS. WHO 
Classification Tumors of Female Reproductive 
Organs. WORLD HEALTH ORGANIZATION, 
2014.

12）B r o o k s S E , Z h a n M , C o t e T , B a q u e t C R . 
Surveillance, epidemiology, and end results analysis 
of 2,677 cases of uterine sarcoma 1989-1999. 
Gynecol Oncol 2004; 93: 204-208.



350 Vol.70 No.2榎園　優香・白山　裕子・森岡　裕彦・上田　明子・中島祐美子・児玉　美穂・三好　博史

13）Akahira J, Tokunaga H, Toyoshima M, Takano 
T, Nagase S, Yoshinaga K, Tase T, Wada Y, 
Ito K, Niikura H, Yamada H, Sato A, Sasano H, 
Yaegashi N. Prognoses and prognostic factors of 
carcinosarcoma, endometrial stromal sarcoma and 
uterine leiomyosarcoma: acomparison with uterine 
endometrial adenocarcinoma. Oncology 2006; 71: 
333-340.

14）第61回治療年報（2013年治療開始例），日本産科婦
人科学会雑誌 2020；72：750-763.

15）Temkin SM, Hellmann M, Lee YC, Abulafia O. 
Early-stage carcinosarcoma of the uterus: the 
significance of lymph node count. Int J Gynecol 
Cancer 2007; 17: 215-219.

16）Nemani D, Mitra N, Guo M, Lin L. Assessing the 
effects of lymphadenectomy and radiation therapy 
in patients with uterine carcinosarcoma: a SEER 
analysis. Gynecol Oncol 2008; 111: 82-88.

17）日本婦人科腫瘍学会，子宮体がん治療ガイドライン
2018年版．金原出版株式会社 2018，184-189.

18）Wolfson AH, Brady MF, Rocereto T, Mannel 
RS, Lee YC, Futoran RJ, Cohn DE, Ioffe OB. A 
gynecologic oncology group randomized phase 
Ⅲ trial of whole abdominal irradiation （WAI） vs. 
cisplatin-ifosfamide and mesna （CIM） as post-
surgical therapy in stage Ⅰ-Ⅳ carcinosarcoma 
（CS） of the uterus （GOG150）. Gynecol Oncol 
2007; 107: 177-185.

19）Otsuki A, Watanabe Y, Nomura H, Futagami M, 
Yokoyama Y, Shibata K, Kamoi S, Arakawa A, 
Nishiyama H, Katsuta T, Kudaka W, Shimada 
M, Sato N, Kotera K, Katabuchi H, Yaegashi 
N. Paclitaxel and carboplatin in patients with 
completely or optimally resected carcinosarcoma of 
the uterus: a phase Ⅱ trial by the Japanese Uterine 
Sarcoma Group and the Tohoku Gynecologic 
Cancer Unit. Int J Gynecol Cancer 2015; 25: 92-97.

20）Gerszten K, Faul C, Kounelis S, Huang Q, Kelley J, 
Jones MW. The impact of adjuvant radiotherapy 
on carcinosarcoma of the uterus. Gynecol Oncol 
1998; 68: 8-13．

21）Powell MA, Filiaci VL, Hensley ML, Hung HQ, 
Moore KN, Tewari KS, Copelnd LJ, Secord AA, 
Mutch DG, Santin A, Richrds W, Warshal DP, 
Spirtos NM, Disilverstro P, Ioffe O, Miller DS. A 
randomized phase 3 trial of paclitaxel （P） plus 
carboplatin versus paclitaxel plus ifosfamide （I） 
in chemotherapy-naive patients with stage Ⅰ-Ⅳ, 

persistent or recurrent carcinosarcoma of the 
uterus or ovary: An NRG Oncology trial. Journal of 
Clinical Oncology 2019; 37: 5500.

22）Umar A, Boland CR, Terdiman JP, Syngal S, 
Chapelle A, Rüschoff J, Fishel R, Lindor NM, 
Burgart LJ, Hamelin R, Hamilton SR, Hiatt RA, 
Jass J , Lindblom A, Lynch HT, Peltomaki P, 
Ramsey SD, Rodriguez-Bigas MA, Vasen HFA, 
Hawk ET, Barrett JC, Freedman AN, Srivastava 
S. Revised Bethesda guidelines for hereditary 
nonpolyposis colorectal cancer （Lynch syndrome） 
and microsatellite instability: J Natl Cancer Inst 
2004; 96: 261-268.

【連絡先】
榎園　優香
独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院産婦人科
〒 737-0193　広島県呉市広多賀谷 1 丁目 5 番 1 号
電話：0823-72-7171　FAX：0823-74-9371
E-mail：yuka_m1006@yahoo.co.jp



現代産婦人科　Vol.70 No.2， 2021 年，pp.351-355

腹腔鏡下子宮全摘出術における尿管損傷の一例と，その再発予防策
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山下　瞳・石川　雅子・佐藤　誠也・京　哲

島根大学医学部附属病院　産科婦人科

Total laparoscopic hysterectomy induced ureteral injury and proposed preventive 
strategies: A case report

Hikaru Saito・Kentaro Nakayama・Tomoka Ishibashi・Nagisa Hadano
Hitomi Yamashita・Masako Ishikawa・Seiya Sato・Satoru Kyo

Department of Obstetrics and Gynecology, Shimane University Faculty of Medicine

腹腔鏡下子宮全摘出術（TLH）は，開腹手術と比較して侵襲が少ないが，尿管損傷の合併症のリスクは上がるとされてい
る。当院では良性疾患におけるTLH中の尿管損傷を経験した。症例は43歳，２妊２産の女性で月経困難症と過多月経を主訴
に受診した。MRIでは最大７cm大の多発子宮筋腫，子宮腺筋症，両側卵巣子宮内膜症性嚢胞（右６cm，左５cm）を認め，
TLH＋bilateral salpingectomy＋ovarian cystectomyを施行した。ダグラス窩は癒着で完全閉鎖しており，子宮内膜症性の癒
着のため左右の尿管が子宮体部側に変位していた。左側は膀胱子宮靭帯前層処理を行い，尿管を外側へ遊離したが，右尿管
の変位は左側ほどではないと判断し，通常の単純子宮全摘術の処理とした。術後３日目に血液検査で炎症反応が著明に上昇
し（WBC 20740 /μl，CRP 24.14 mg/dl），ダグラス窩留置ドレーンからの排液量が1012 ml/日に増加した。ドレーン排液
中のクレアチニン値が16 mg/dLと高いことから尿管損傷を疑い，逆行性膀胱尿管造影と造影CTを施行し，右尿管損傷と診
断した。術後22日目に膀胱尿管新吻合術を施行し，その後の経過は良好で，術後12日目（TLHからは34日目）に退院した。
当院では2015年４月から2020年４月までの５年間で，630例の良性疾患に対するTLHを施行し，そのうち本症例を含む２例
（0.32%）で尿管損傷の合併症を認めた。尿管損傷を予防する方法として，術前の尿管ステント留置を有用とする報告は多い
が，TLH全例に留置する必要はないとされている。そこで当院は，３D-CT撮影による尿管変位の評価を行い，特にリスクが
高い症例を選別し，術前に尿管ステントを留置することとした。その後の１年間で，良性疾患におけるTLHで尿管損傷は発
生していない。

Total laparoscopic hysterectomy (TLH) is associated with a higher risk of ureteral injury than that observed 
with abdominal hysterectomy. We describe ureteral injury attributable to benign TLH in a 43-year-old 
woman with dysmenorrhea and hypermenorrhea. Magnetic resonance imaging revealed multiple leiomyoma, 
adenomyosis, and bilateral ovarian endometriotic cysts, and we performed TLH with bilateral salpingectomy 
and bilateral ovarian cystectomy. Intraoperatively, we observed severe adhesion-induced obliteration of 
Douglas’ pouch. Results of blood tests performed on the 3rd postoperative day showed evidence of significant 
inflammation. The drainage volume from Douglas’ pouch was >1000 mL/day, and the creatinine level in 
this fluid was 16 mg/dL; therefore, we suspected ureteral injury and diagnosed right-sided ureteral injury in 
this patient who underwent ureterocystoneostomy, 22 days after the initial operation. Between April 2015 
and 2020, we performed TLH in 630 patients, among whom only two (0.32%) patients, including the patient 
described in this report, developed ureteral injury. Some authors recommend preoperative ureteral stent 
placement to prevent ureteral injury; however, ureteral stent placement is challenging in some patients. 
Therefore, we performed three-dimensional computed tomography to determine ureteral displacement and 
identify patients at a high risk of ureteral injury in whom preoperative ureteral stent placement is warranted.

キーワード：腹腔鏡下子宮全摘出術，尿管損傷，尿管ステント，3D-CT
Key words：total laparoscopic hysterectomy, ureteral injury, ureteral stent, 3D-CT

緒　　　言

　 腹 腔 鏡 下 子 宮 全 摘 出 術（T o t a l l a p a r o s c o p i c 
hyeterectomy: TLH）は産婦人科領域における基本術式
の一つであり，開腹手術と比較して傷が小さいこと，術

後疼痛が少ないこと，入院期間を短縮できること，な
どの利点から，近年増加傾向にある。しかしながら，
TLHにおいて最も注意すべき合併症として尿管損傷が
あり，その頻度は開腹子宮全摘出術と比べて高いとされ
ている１）。TLHにおける尿管損傷の頻度は文献によって
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異なり１-３），その背景には国ごと，施設ごとの手術の手
技レベルが大きく関与している。本邦でもTLHにおけ
る尿管損傷の報告は認めるものの４），一般的な頻度と自
施設を比較したものはない。尿管損傷の原因が自施設の
手術手技レベルによるものかを明確にすることは重要で
あり，我々はその点に着目した。
　尿管損傷を予防する方法として，術前に尿管ステント
を留置しておくことは有効とされている５）６）。本邦でも
TLH全例に尿管ステント留置を行っている施設７）８）は
あるが，時間やコスト，留置に伴うリスク等を考慮する
と，ある程度症例を選別する必要があると考える。子宮
頸部筋腫や重症子宮内膜症などの存在により解剖学的に
尿管の変位を来たしている場合は，特に尿管損傷のリス
クが高いとされている９）が，これまでそれを可視化す
る方法がなかった。そこで我々は尿管の３D-CTを撮影
し，尿管の変位を視覚的に評価することで，リスクが高
い症例のみに術前に尿管ステントを留置することを新た
に導入した。
　本論文では当院で経験した良性疾患におけるTLHで
の尿管損傷の症例を報告し，一般的な頻度のまとめと自
施設との比較，さらには再発予防に向けた取り組みを検
討したので報告する。

症　　　例

年齢：43歳　女性
主訴：月経困難症，過多月経
妊娠分娩歴：２妊２産（正常経腟分娩２回）
既往歴：なし
家族歴：父　高血圧，母・弟　腎臓病
現病歴：月経困難症と過多月経を主訴に近医を受診し
た。経腟超音波検査にて子宮筋腫と両側卵巣腫瘍を認
め，精査加療目的に当院紹介となった。 
診察所見：子宮可動性は高度不良，ダグラス窩に圧痛あ
り。
検査所見：
〈経腟超音波検査〉　子宮体部は12.1×7.4cm 
〈血液検査〉　Hb 10.3 g/dL，CA19-9 28.2 U/mL，
CA125 125.8 U/mL
〈骨盤部造影MRI（図１）〉　最大７×６×６cm大の多
発子宮筋腫，後壁子宮腺筋症，両側卵巣子宮内膜症性嚢
胞（右６cm大，左５cm大）を認め，ダグラス窩閉鎖を
疑う。
診断：多発子宮筋腫，子宮腺筋症，両側卵巣子宮内膜症
性嚢胞
治療経過：
月経困難症，過多月経，貧血を認めることから手術適
応と判断し，TLH＋bilateral salpingectomy＋ovarian 
cystectomyを施行した。直腸と子宮後壁は強固に癒着

しており，ダグラス窩に両側子宮内膜症性嚢胞がはまり
込み，ダグラス窩は完全に閉鎖していた。左尿管は子宮
内膜症の癒着のため，子宮体部に近接していたため，左
膀胱子宮靭帯前層を処理し，子宮頸部から外側へ十分に
遊離した。右尿管は左側ほど子宮に近接していないと判
断し，通常の単純子宮全摘術の要領で右子宮傍結合織を
処理した。剥離した両側尿管に十分な蠕動があることを
確認して，ダグラス窩にドレーンを留置し，手術終了し
た。手術時間は３時間24分，出血量は620ml，revised-
ASRMスコア92点：Ⅳ期であった。術後１日目の血液検
査ではWBC 9870 /μl，CRP 3.64 mg/dl，ドレーン排液
量は1100 ml/日と多量であった。術後２日目にはドレー
ン排液量は600 ml/日に減少した。術後３日目の血液検
査ではWBC 20740 /μl，CRP 24.14 mg/dlと炎症反応が
著明に上昇し，ドレーン排液量も1012 ml/日と増加し
た。尿管損傷を疑いドレーン排液中のクレアチニンを
測定したところ16 mg/dLと高く，逆行性膀胱尿管造影

図１　骨盤部MRI（T2強調像）
最大７×６×６cm大の多発子宮筋腫，子宮腺筋症，両
側卵巣子宮内膜症性嚢胞（右６cm大，左５cm大：上図
は両側合わせて測定）を認め，ダグラス窩閉鎖を疑う。

矢状断

水平断
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（図２）と造影CT検査（図３）を行い，右下部尿管損
傷と診断した。術後の手術ビデオの検証では，右側の膀
胱剥離と仙骨子宮靭帯の処理が不十分な状態で，子宮傍
結合織の切離位置が基靭帯寄りになってしまったため，
超音波凝固切開装置で右尿管を損傷した可能性が考えら
れた（図４）。セフェム系抗菌薬の投与を開始し，術後
６日目までは37度台の発熱と腹部の反跳痛を認めてい
たが，術後７日目からは腹痛が軽減し，血液検査でも
炎症反応（WBC 8170 /μl，CRP 0.62 mg/dl）や腎機能
（Cre 0.69 mg/dL，eGFR 73.1）は正常であった。右尿
管ステント留置を試みたが困難であり，また右水腎症を
認めないことから腎瘻造設も不可能であった。ダグラス
窩に留置したドレーンや，腟断端から尿の排出が継続す
る状態のため，自然軽快は困難と判断し，術後22日目に
開腹膀胱尿管新吻合術を施行した。術後経過は良好であ
り，術後12日目（TLHからは34日目）に退院した。

考　　　案

　子宮全摘出術における尿管損傷の合併症の頻度は幅
広く報告されている。Gilmour et al.10）によると，婦人
科手術での尿管損傷の頻度は総じて１－２%であり，
その２/３は術後に認識される。より大規模なコクラ

ンレビュー１）では，TLHにおける尿管損傷の頻度は，
腹式子宮全摘出術の2.44倍とされている。その理由と
して，尿路付近の組織を過凝固止血することによる血
流阻害が，遅発性の壊死やダメージを起こす可能性が
あると述べられている９）。良性のTLHに限定すると，
Tan-Kim et al.２）は尿管損傷の頻度は1.3%（46/3523）と
報告している。近年本邦でも大規模な検討（3949例）が
行われ３），TLHの尿管損傷の頻度は0.35%であると報告
された。このことから，世界各国と比較しても我が国は
手術手技のレベルが高いことが推察された。
　当院で施行した良性のTLHにおける尿管損傷の合併
症に関して，後方視的に検討した。2015年４月から2020
年４月までの５年間で，TLHを630例施行し，そのうち
本症例を含む２例（0.32%）で尿管損傷を認めた。この
頻度は前述の既報と比較しても高くなく，手術操作や指
導体制といった問題よりも，症例の難治性に原因がある
と考えられた。特に尿管損傷のリスクが高い症例とし
ては，子宮頸部筋腫や重症子宮内膜症など，尿管の走
行に変位を生じていると考えられる状況が挙げられてい
る９）。当院で尿管損傷をきたした２例は大型子宮筋腫や
重症子宮内膜症の症例であり，子宮のサイズや癒着の存
在により，尿管が変位していた可能性が考えられる。
　尿管損傷を予防する方法として，術前の尿管ステント
留置を有用とする報告は多く５）６），発光式尿管カテーテ
ルなど，より尿管の視認性を高める工夫も発表されて
いる７）。一方でWood et al.11） はTLH全例に尿管ステン
ト留置の必要はないとしている。尿管損傷は発見が遅
れるほど治療成績が悪く12），術中に尿管損傷が発見でき
れば，適切な修復術が可能で合併症が少ないという報
告13）もあることから，あらかじめ泌尿器科との緊密な
連携をはかっておくという意味でも，尿管ステント留置
は有用といえる。しかしながら，尿管ステントを留置
していたにも関わらず尿管損傷を起こしてしまった症

図２　逆行性膀胱尿管造影
右尿管下部で造影剤が腹腔内に漏出する。

図３　造影CT
右尿管下端から造影剤が腹腔内に漏出している（矢印）。

図４　右尿管損傷時の手術画像
右側の膀胱剥離と仙骨子宮靭帯の処理が不十分な
状態で，子宮傍結合織の切離位置が基靭帯寄りに
なってしまったため，超音波凝固切開装置で右尿
管を損傷した可能性が考えられる。
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例８）や尿管ステント留置に起因する血尿のために急性
腎不全を発症した症例14）の報告もある。前者８）は尿管
ステントを留置していることで，尿管損傷が起こるはず
がないという思い込みから術中に尿管の確認を怠り，尿
管ステントが途中で抜けていることに気が付かなかった
例であり，注意が必要である。後者14）は尿管ステント
挿入時のステントやガイドワイヤーによる尿管損傷ある
いは術中の尿管とステント間での摩擦によって生じた凝
血塊により尿管が閉塞し，急性腎不全を発症した例であ
る。特に術後血栓予防のために抗凝固療法が行われてい
る場合は，尿管閉塞をきたすほどの出血となることがあ
るため，血尿を認める場合はステントをしばらく留置し
て経過観察し，抗凝固療法の開始を遅らせるなどの工夫
が必要である。婦人科手術における予防的尿管カテー
テル留置の合併症の頻度についてはMerritt et al.15）が報
告しているが，urinary tract infection （1.48%），acute 
renal failure （0.6%），uretero-vaginal fistulae （0.3%）
と，その頻度は決して高くなく，ステント留置のメリッ
トの方が上回ると考えられる。
　これらの報告を検討し，当院では2020年６月から
TLH全例に対して３D-CT（図５Ａ，Ｂ）を撮影し，術
前に尿管ステント留置が必要な症例を選別することとし
た。腹部から骨盤部におけるCTの排泄相で造影し，尿
管の３D構築を行う撮影方法であり，排泄性尿路造影と
異なりCTのスライス断面をコマ送りにすることができ
るため，子宮と尿管の位置関係がより分かりやすい。尿
管に変位がある症例や，内診で子宮可動性が高度に不良
な症例等，特に尿管損傷のリスクが高いと予想される症
例を総合的に評価し，術前に尿管ステント留置を行っ
た。その結果，2020年６月からの１年間で89例の良性疾

患におけるTLHを行い，７例（7.9%）に術前に尿管ス
テントを留置し，尿管損傷の発生はなかった。尿管ステ
ント留置症例が比較的少ないのは，尿管損傷のリスクが
高いと判断した症例に対してTLHから開腹手術へ切り
替えた症例があったためと推察される。
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当院での子宮頸部筋腫に対する子宮全摘術における腹腔鏡手術と
開腹手術の比較検討

駒水　達哉・横山　幹文・井上　奈美・吉里　美慧・矢野　晶子
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松山赤十字病院　産婦人科

Laparoscopic vs. open hysterectomy for cervical myoma: A comparative study at our 
hospital

Tatsuya Komamizu・Motofumi Yokoyama・Nami Inoue・Misato Yoshizato・Akiko Yano
Atsushi Takasugi・Ayami Shinoda・Yuko Aoishi・Ryouko Kajiwara・Shuichi Kurihara・Naotoshi Honda

Department of Obstetrics and Gynecology, Matsuyama Red Cross Hospital

過去21年間に当院で施行した子宮頸部筋腫に対する子宮全摘術を検討した。対象期間は2000年１月１日から2021年９月30日
までとし，腹腔鏡手術11例（以下腹腔鏡群）及び開腹手術５例（以下開腹群）で診療録より後方視的に検討した。検討項目
は年齢，経産回数，GnRHa投与前後の最大筋腫径，出血量，手術時間，摘出子宮重量，術中術後合併症，腹腔鏡群での尿管
ステント挿入の有無，開腹移行の有無とした。またGnRHa投与後にMRI検査を施行した症例の推定子宮重量を求め摘出子宮
重量との相関について検討した。腹腔鏡群と開腹群で上記の各検討項目の中央値（最小値－最大値） p値を下記に示した。年
齢，経産回数に有意差はなかった。GnRHa投与前最大筋腫径は腹腔鏡群108mm（78-137）vs開腹群167mm（100-220） p＝0.03，
GnRHa投与後最大筋腫径は腹腔鏡群98mm（73-130）vs開腹群136mm（90-184） p＝0.02で腹腔鏡群が有意に小さかった。出
血量は腹腔鏡群219mL（少量-850）vs開腹群572mL（389-3845） p＝0.02で腹腔鏡群が有意に少なかった。手術時間は腹腔鏡
群278分（100-364）vs開腹群220分（157-303） p＝0.26で有意差はなかった。摘出子宮重量は腹腔鏡群450g（247-623）vs開腹
群1350g（462-1816） p＝0.02で腹腔鏡群が有意に小さかった。術中合併症及び開腹移行症例はなかった。GnRHa投与後にMRI
検査を施行した７例の推定子宮重量と摘出子宮重量の相関係数はr＝0.97であり良好な相関を認めた。摘出子宮重量の中央値
は開腹群1356g，腹腔鏡群450gであり，腹腔鏡群の最大値が623gであったことから，術前推定子宮重量が600g程度であれば子
宮頸部筋腫に対して腹腔鏡下子宮全摘術は可能と考えられた。

We compared laparoscopic hysterectomy (11 patients, LH group) and open hysterectomy (5 patients, open 
group) for cervical fibroids between January 2000 and September 2021. Outcome measures included the 
maximum fibroid diameter, estimated blood loss, operative time, uterine weight, operative complications, and 
laparotomy conversion rates. The median diameter of the largest fibroid was 108 mm (78-137) in the LH vs. 
167 mm (100-220) in the open group before gonadotrophin-releasing hormone agonist (GnRHa) administration 
and 98 mm (73-130) in the LH vs. 136 mm (90-184) in the open group after GnRHa administration. The median 
estimated blood loss was 219 mL (negligible-850) in the LH vs. 572 mL (389-3845) in the open group (significantly 
lesser blood loss in the LH group). The median operative time was 278 min (100-364) in the LH vs. 220 min 
(157-303) in the open group, without significant intergroup differences. The median uterine weight was 450 g 
(247-623) in the LH vs. 1350 g (462-1816) in the open group (significantly lower weight in the LH group). 
No operative complications or conversion to laparotomy was observed. Laparoscopic hysterectomy may be 
feasible for cervical fibroids after uterine weight reduction to approximately 600 g.

キーワード：子宮筋腫，子宮頸部筋腫，子宮全摘術，腹腔鏡手術，腹腔鏡下子宮全摘術
Key words：cervical myoma，laparoscopic hysterectomy

緒　　　言

　近年，子宮筋腫に対する手術療法として腹腔鏡下子宮
全摘術が幅広く行われるようになった。しかしながら子
宮筋腫の大きさ，部位あるいは同時に存在する骨盤深部
子宮内膜症などによる骨盤内癒着が存在すると腹腔鏡手

術が困難な場合がある。中でも子宮頸部に筋腫がある場
合は子宮動静脈，尿管などの後腹膜腔の諸構造の偏位，
子宮可動性の低下，腟壁の伸展や延長を来し，手術手技
が困難になることが多い。当院ではGnRHアゴニストあ
るいはアンタゴニスト（GnRHa）投与，子宮動脈本幹
処理，子宮頸部筋腫核出，必要に応じて尿管ステント挿



358 Vol.70 No.2駒水達哉・横山幹文・井上奈美・吉里美慧・矢野晶子・高杉篤志・信田絢美・青石優子・梶原涼子・栗原秀一・本田直利

入の手技を組み合わせて子宮頸部筋腫に対して腹腔鏡下
子宮全摘術を施行してきた。当院では腹腔鏡下子宮全摘
術の適応を拡大してきた25年間の過程で，子宮頸部筋腫
に対する術式選択は主に担当する術者の基準で行われて
いた。そこで子宮頸部筋腫に対する腹腔鏡手術の適応基
準を明らかにするために，過去21年間に当院で施行した
子宮頸部筋腫に対する子宮全摘術での腹腔鏡手術と開腹
手術を比較検討したので報告する。

方　　　法

　2000年１月１日から2021年９月30日までに子宮頸部筋
腫に対して子宮全摘術を施行した腹腔鏡手術11例（以
下，腹腔鏡群）及び開腹手術５例（以下，開腹群）を対
象とした。年齢，経産回数，GnRHa投与前・後最大筋
腫径，出血量，手術時間，摘出子宮重量，合併症，腹腔
鏡手術で尿管ステント挿入の有無，開腹手術への移行の
有無の項目について，診療録記事より抽出し，後方視的
に検討した。また腹腔鏡群11例のうち尿管ステント挿入
した症例は５例であった。ステント挿入群（５例）とス
テント未挿入群（６例）に分けて，GnRHa投与前後の
最大筋腫径，出血量，手術時間，術後合併症を検討し
た。統計解析はソフトウェアとしてEZR１）を用いて，
Mann-Whitney U 検定を行い，p値0.05以下を有意差あ
りと定義した。さらにGnRHa投与後にMRI検査を施行
した症例については推定子宮重量を求め，摘出子宮重量

とのPearsonの積率相関係数を検討した。推定子宮重量
はY：推定子宮重量（g），X＝a×b×c｛a：MRI矢状断
像にて子宮体部頂点から外子宮口までの距離（cm），b：
MRI横断像で子宮断面の最大長径（cm），c：MRI横断像
でbと垂直に交わる長径（cm）｝，としてY＝0.503X-35.9
の計算式で推定した２）。尚，本研究は当院の院内医療倫
理委員会審査（承認番号：931）での承認を得た。

成　　　績

　当科で対象期間に子宮頸部筋腫に対して子宮全摘術を
施行した症例は16例（表１）で，内訳は腹腔鏡群11例，
開腹群５例であった。術式は担当する術者の基準で選択
されていた。腹腔鏡群と開腹群で各検討項目の中央値な
らびに最小値，最大値，p値を示した（表２Ａ）。以下の
各検討項目の中央値のみを示した。GnRHa投与前の最
大筋腫径は腹腔鏡群108mm，開腹群167mm（p＝0.03）
で腹腔鏡群が有意に小さかった。GnRHa投与後の最大
筋腫径は腹腔鏡群98mm，開腹群136mm（p＝0.02）
で腹腔鏡群が有意に小さかった。出血量は腹腔鏡群
219mL，開腹群572mL（p＝0.02）で腹腔鏡群が有意に
少なかった。手術時間に有意差はなかった。子宮重量は
腹腔鏡群450g，開腹群1350g（p＝0.02）で腹腔鏡群が有
意に小さかった。両群ともに術中合併症はなかったが，
術後合併症として腹腔鏡群で肝機能障害を１例，低髄液
圧症候群を１例，尿管狭窄を１例，開腹群で肝機能障

表１　当院で子宮頸部筋腫に対して子宮全摘術を施行した症例の内訳
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害を１例認めた。腹腔鏡手術から開腹手術へ移行した
症例はなかった。また，腹腔鏡群でGnRHa投与前後の
最大筋腫径の中央値を比較したところGnRHa投与前は
108mm，GnRHa投与後は98mm（p＝0.48）で有意差を
認めなかったが，縮小傾向であった。さらに，腹腔鏡群
で尿管ステント挿入の有無に関して，GnRHa投与前・
後とも最大筋腫径の中央値は尿管ステントの有無で有意
差を認めなかった。出血量，手術時間，術後合併症も有
意差はなかった（表２Ｂ）。
　さらにGnRHa投与後にMRI検査を施行した７例につ
いて推定子宮重量と摘出子宮重量の相関係数はr＝0.97
であり，良好な相関を認めた（図１）。
　実際に当院で子宮頸部筋腫に対してGnRHa投与，尿
管ステント挿入，子宮動脈本幹処理，子宮頸部筋腫核出

の手技を組み合わせて子宮頸部筋腫に対して腹腔鏡下子
宮全摘術を施行した症例を提示する。

症　　　例

患者：44歳　０妊０産
既往歴：特記事項なし
現病歴：下腹部痛と発熱を主訴に前医を受診した。子宮
頸部筋腫（63×40×48mm）を含む多発子宮筋腫及び両
側卵巣子宮内膜症性嚢胞を認めたが手術加療の希望な
く経過観察となった。14ヶ月後に頸部筋腫は88×80×
84mmに増大し，手術加療の方針とした（図２）。
術前経過：GnRHアンタゴニストを４ヶ月投与したが，
子宮頸部筋腫は縮小しなかった。子宮の大きさは104×
112×84mm，頸部筋腫の大きさは84×74×77mm，推定

表２Ａ　当院で子宮頸部筋腫に対して子宮全摘術を施行した症例の結果

表２Ｂ　腹腔鏡手術症例のみの結果

図１　当院の頸部筋腫における推定子宮重量と摘出子宮重量の相関
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子宮重量は492gであった。
術中所見：主な手順及び所見を以下に示す。
１．硬膜外麻酔併用全身麻酔下で泌尿器科医師により両

側尿管ステントを挿入した。
２．ポート配置は４孔式パラレル法とした。
３．腹腔内所見：子宮頸部前壁内に子宮頸部筋腫70mm

大，子宮後壁に筋層内筋腫40mm大，子宮底部に漿
膜下筋腫20mm大をそれぞれ認めた（図３a）。上行
結腸，大網が右骨盤壁に癒着し，Ｓ状結腸が左子宮
広間膜広葉，左骨盤漏斗靱帯に癒着していた。両側
卵巣の内膜症性病変は明らかではなかった。

４．側方アプローチで後腹膜腔を展開した。右子宮広間
膜後葉を展開し，ステントを挿入した尿管，右側臍
靱帯，右子宮動脈を同定し，右子宮動脈本幹を結紮
した。右上部靱帯を処理した。（右側は卵巣温存）
左上部靱帯を処理し（左側は付属器切除），右側同
様に左子宮動脈本幹を結紮した（図３b）。

５．膀胱子宮窩腹膜を切開し，膀胱を尾側へ腟前壁から
剥離した。

６．可能な範囲で両側基靱帯組織を頸部外縁から切離し
た。

７．子宮頸部筋腫のカプセルを切開し，子宮頸部筋腫を
核出した（図４a）。

８．腟パイプを挿入した。菲薄化した核出後の頸部前壁

は一部穿破しており（図４b），同部位より縦切開を
行い，腟内腔を視認後，腟管の切開ラインを確認し
た。基靱帯を含む傍子宮結合織の処理を追加し腟管
を切断した。

９．子宮及び核出した頸部筋腫を経腟的に細切し回収し
た後，腟断端を縫合した（図４c）。

10．腟断端腹膜を縫合し，腹膜欠損部にアドスプレー®
を散布した。

　手術時間は278分，出血量は少量，摘出子宮重量は
446gであった。術中合併症はなかった。
術後経過：合併症なく術後経過は良好で，術後４日目に

退院となった。

考　　　案

　腹腔鏡下子宮全摘術は1989年にReich et al. により初
めて報告され３），以後低侵襲な手術として国内外の多く
の施設で行われている。しかし子宮の大きさや筋腫の位
置及び骨盤深部子宮内膜症の合併の有無などにより，そ
の難易度は異なっている。中でも子宮頸部に筋腫がある
場合は術野確保が困難となり，さらに解剖学的偏位によ
り臓器損傷や出血のリスクが高くなる。腹腔鏡下子宮全
摘術のなかでも，骨盤深部子宮内膜症を合併した子宮全
摘とともに，良性疾患では難易度が高い術式である。子
宮頸部筋腫に対する腹腔鏡下子宮全摘術についての報告

図２　当院初診時のMRI所見（T2強調像）
子宮頸部前壁に80mm大の頸部筋腫及び子宮後壁に60mm大の漿膜下筋腫を認める。

表３　子宮頸部筋腫に対する腹腔鏡手術の報告



2021年 361当院での子宮頸部筋腫に対する子宮全摘術における腹腔鏡手術と開腹手術の比較検討

図３
a　腹腔内所見：子宮頸部前壁に筋腫を認めた
b　両側子宮動脈本幹を結紮した

図４
a　子宮頸部筋腫を核出した
b　核出後の子宮頸部前壁は菲薄化しており一部破綻していた
c　手術終了時の骨盤内所見

をまとめた４）-13）（表３）。2004年以降，子宮頸部筋腫の
全核出あるいは一部核出により，子宮頸部筋腫に伴う解
剖学的偏位が是正され術野展開や処理が可能になると
報告された４）６）７）12）。一方2014年以降，筋腫核出を行
わない場合は早い段階で腟前壁を切開し，頸部を腟内腔
側から確認しつつ頸部側方～後方の傍子宮結合織の処
理を行う方法５）13）やその他自在鈎を利用した腟切開ラ
インの同定など様々な工夫８）-11）が報告された。当院で
は子宮頸部筋腫に対して，子宮筋腫を縮小させるために

GnRHa投与すること，子宮への血流を減少させ出血を
抑えるために子宮動脈本幹を処理すること，頸部の解剖
学的偏位を是正するために筋腫核出をすること，尿管位
置を把握しやすくするために術者の判断で尿管ステント
を挿入することにより腹腔鏡手術による子宮全摘術を施
行している。尿管ステント挿入群と未挿入群でGnRHa
投与後最大筋腫径に有意差はなかったことから，術前の
手術難易度評価はほぼ同等と考えられ，手術時間及び出
血量に有意差を認めなかった（表２B）ため，尿管ステ
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ントの挿入は術者の方針に委ねても問題ないと思われ
る。
　また，術後合併症について肝機能障害や低髄液圧症候
群は抗菌薬投与あるいは麻酔によるものと思われ，手術
操作による合併症は腹腔鏡手術群で尿管ステント挿入し
た症例に尿管狭窄が１例認められた。この尿管狭窄症例
は加療なく経過観察のみで消失した。
　さらに腹腔鏡手術の適応については術前評価，特に子
宮重量の評価を十分に行う必要がある。術前評価の要点
は腹腔鏡手術での摘出可能な子宮重量の推定が重要であ
ると考えられた。今回用いた推定式を後方視的に今回の
症例に適応すると良好な相関を認めた（図１）ことか
ら，術前にこの推定式を用いて子宮重量を推定すること
が可能と考えられた。術前の推定子宮重量を基に開腹手
術あるいは腹腔鏡手術かの術式選択に有用と考えられ
た。
　今回の検討では開腹群での子宮重量の中央値は1356g
であること，腹腔鏡群での子宮重量の中央値は450gで
あること及びその最大値は623gであったことから，
GnRHa投与により推定子宮重量が600g程度まで縮小で
きていれば腹腔鏡手術による子宮全摘術が可能であるこ
とが示唆された。当然のことながら，手術の完遂度は術
者の技量に依存することになるため，日本産科婦人科内
視鏡学会の技術認定取得及び腹腔鏡下子宮全摘術の十分
な経験を積んだ上で，熟練した指導医のもとで行うこと
が重要である。患者にとって，より低侵襲で安全な術式
を提供することは産婦人科医にとって重要な使命である
ため，術前評価を十分行った上で腹腔鏡手術，開腹手術
を選択する事が必要である。

結　　　論

　当院での過去21年間にわたる子宮頸部筋腫に対する子
宮全摘術について腹腔鏡手術と開腹手術を比較検討し
た。GnRHa投与により，推定子宮重量が600g程度まで
縮小できれば，子宮動脈本幹処理，子宮頸部筋腫核出の
手技を組み合わせることで，開腹手術を選択せずに，腹
腔鏡手術が可能であると考えられた。
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婦人科がん骨転移の２例

平野　章世・小西　晴久・益野　麻由・藤本　英夫

市立三次中央病院　産婦人科

Bone metastasis of gynecologic cancer: Two case reports

Fumiyo Hirano・Haruhisa Konishi・Mayu Masuno・Hideo Fujimoto

Department of Obstetrics and Gynecology, Miyoshi Central Hospital

婦人科がんにおいて骨転移は比較的稀な病態といえる。今回我々は，発見の契機や症状が異なる骨転移２例を経験したので
報告する。【症例１】62歳，２妊２産，PS 0。子宮平滑筋肉腫ⅣB期T3bN1M1。８回にわたる再発治療（手術療法，化学療
法，放射線治療）を繰り返し，初回治療から４年10ヶ月経過した時点で，肝S6および多発肺転移を認めるも無症状にて経過
観察中であった。フォローアップのFDG-PET/CTにて第４腰椎転移の新規病変あり，その他の病変に変化はなかった。放射
線治療（30Gy/10Fr）終了後８ヶ月現在，無症状でデノスマブを投与継続中である。【症例２】63歳，２妊２産，PS 0。卵巣
癌ⅣB期T2bNxM1，混合癌（漿液性癌/明細胞癌）に対して初回治療（術前化学療法，手術，術後化学療法）終了後１年１ヶ
月後に傍大動脈リンパ節および肺転移再発を認めた。手術にて完全摘出し，パクリタキセルとカルボプラチンによる化学療
法４サイクル後にカルボプラチンアレルギーを認め，オラパリブによる維持療法を開始した。維持療法開始１年７ヶ月後，
左上腕部痛および左手指のしびれが出現しMRIにて第７頸椎転移再発を認めた。その他の再発病変は認めなかった。神経症
状があるため診断翌日より放射線治療（30Gy/10Fr）を開始した。化学療法（パクリタキセル，シスプラチン，ベバシズマブ）
およびデノスマブを投与し，治療８ヶ月現在，症状は軽快傾向である。骨転移は稀な病態であるが，早急な治療が望ましい
場合があり，また分子標的薬などの治療の発展に伴い増加傾向で今後再発形式が変化してくる可能性もある。より個々の患
者に沿った対応が必要である。

Bone metastasis rarely occurs in patients with gynecological cancers. Here, we report two patients with bone metastasis. 
Case 1: A 62-year-old woman was diagnosed with uterine leiomyosarcoma stage IVB (T3bN1M1). Eight recurrent treatments 
were administered. Metastases were found in the liver and lungs 4 years and 10 months after the initial treatment; however, 
the patient was asymptomatic. Fluorodeoxyglucose-positron emission tomography/computed tomography examination 
during follow-up revealed new bone metastasis in the L4 spine. The patient remained asymptomatic and was treated with 
radiation therapy. Case 2: A 63-year-old woman was diagnosed with stage IVB ovarian cancer (T2bNXM1). After the initial 
treatment, surgical resection was performed as treatment for paratracheal lymph node and pulmonary metastases. After 
four cycles of chemotherapy, maintenance therapy with olaparib was initiated. One year and seven months later, the patient 
developed pain in the left upper arm and numbness in the left fingers; magnetic resonance imaging showed recurrence of 
metastasis in the C7 spine. Radiotherapy was initiated the day after diagnosis. The patient’s symptoms tended to improve 
after receiving chemotherapy and denosumab. Although bone metastasis rarely occurs, prompt treatment is desirable. 
Moreover, owing to the development of therapies such as molecular targeted drugs, the number of patients who develop 
bone metastasis is increasing, and the mode of recurrence may change. Therefore, a more individualized approach should 
be adopted.

キーワード：骨転移，婦人科がん，放射線治療，デノスマブ
Key words：bone metastasis, gynecologic cancer, radiation therapy, denosumab

緒　　　言

　骨は，がんの転移の好発部位であり，前立腺がん，乳
がん，肺がんにおいて頻度が高いことが知られている
が，婦人科がんにおいて骨転移は稀な病態である。骨転
移の治療目標は，骨転移をコントロールし，骨痛，病的
骨折などにより著しく低下しうる患者のQOLを維持す
ることである。また，神経麻痺などにより早急な治療が
望ましい場合もある。今回我々は，当科において発見の

契機や症状が異なる婦人科がんの骨転移２例を経験した
ので報告する。

症　例　１

患　者：62歳　PS 0
月経・妊娠分娩歴：２妊２産　閉経48歳
既往歴：胃潰瘍，皮膚炎
家族歴：特記事項なし
診　断：子宮平滑筋肉腫ⅣB期T3bN1M1



364 Vol.70 No.2平野　章世・小西　晴久・益野　麻由・藤本　英夫

経　過：
初回治療として，子宮全摘出術+両側付属器摘出術+大
網部分切除術を行い，病理組織学検査で子宮平滑筋肉腫
の診断であった。初回手術から１ヶ月半後に，肝臓S6
転移に対して肝後区域切除を施行し，病理組織学検査は
平滑筋肉腫であったため，子宮平滑筋肉腫ⅣB期と診断
した。その後４年10ヶ月の間に，肺，腹膜，肝臓，右副
腎，Ｓ状結腸腸間膜，大網に対して８回にわたる再発治
療（手術療法，化学療法，放射線治療）を繰り返した。
直近は大網病変に対する手術を４ヶ月前に施行した。増
大なく経過している多発肺病変や肝転移の治療効果お
よび再発病変の検索に対して撮影したFDG-PET/CTで
第４腰椎転移の新規病変を認めた（図１）。臨床症状は
認めなかった。その他の病変に変化は認めなかった。
診断翌週より放射線治療（30Gy/10Fr），デノスマブ投
与を開始した。治療後４ヶ月での造影CTにおいて，骨
転移病変は増大なく経過していたが（図２），肝臓の
新規病変出現のため放射線治療終了４ヶ月後よりbest 
supportive care（BSC）の方針となった。放射線治療終
了から８ヶ月現在，無症状で経過している。

症　例　２

患　者：63歳　PS 0
月経・妊娠分娩歴：２妊２産　閉経52歳
既往歴：55歳　子宮脱に対して腟式子宮全摘出術，前後

腟壁形成術
　　　　55歳　膵粘液産生腫瘍に対して膵尾部切除術
家族歴：特記事項なし
診　断：卵巣癌ⅣB期T2bNxM1，混合癌（漿液性癌/明

細胞癌）
経　過： 
初回治療として，術前化学療法（dose dense TC療法
（パクリタキセル80mg/m2 day 1，8，15，q3w，カル
ボプラチンAUC 5day 1））を３サイクル後，両側付属
器摘出術+直腸定位前方切除術+大網部分切除術を施行
し，完全摘出した。病理組織学検査では，混合癌（漿
液性癌/明細胞癌）の診断であった。術後化学療法と
してdose dense TC療法を３サイクル施行し，初回治
療を終了した。その１年１ヶ月後にCA125が上昇し，
FDG-PET/CTで傍大動脈リンパ節１ヶ所，左肺門リン
パ節および左肺上葉転移再発を認めた。当院外科と協議
し，腹部手術後に胸部手術を行う方針となった。まず，

図２　造影CT検査所見
ａ：治療前
ｂ：治療後４ヶ月

図１　FDG-PET/CT検査所見
第４腰椎転移の新規病変を認める。
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産婦人科にて傍大動脈リンパ節摘出を行い，その１ヶ月
後に肺上葉切除術，肺門リンパ節郭清術を行い，転移部
位を手術にて完全摘出した。その後，dose dense TC療
法４サイクルを施行し，カルボプラチンアレルギーを認
めたため，オラパリブによる維持療法を開始した。維
持療法開始から１年６ヶ月後のフォローアップの造影
CTでは明らかな再発病変は認められなかったが，その
１ヶ月後，左上腕部痛および左手指のしびれが出現し
近医整形外科を受診し，MRIにて第７頸椎転移を認めた
（図３）。FDG-PET/CTでもMRIと同部位の第７頸椎に
異常集積を認めた（図４）。その他の再発病変は認めず，
血中CA125値の上昇も認めなかった。脊髄圧迫症状が
あるため診断翌日より放射線治療（30Gy/10Fr）が開始
となった。浮腫予防にデキサメタゾンを６mgから開始
し，漸減しつつ15日間投与を行った。放射線治療終了後
に，パクリタキセル，シスプラチン，ベマシズマブによ
る化学療法およびデノスマブの継続投与を行った。放射
線治療による有害事象なく経過し，神経障害性疼痛に関

してプレガバリン処方を継続している。放射線治療から
４ヶ月後のFDG-PET/CTでは第７頸椎の集積亢進像の
消失を認めた（図４）。治療後８ヶ月現在，脊髄圧迫症
状は改善し，握力およびManual Muscle Test （MMT）
（表１）も改善を認めている。

考　　　案

　骨転移は，原発，続発を合わせた悪性骨腫瘍中で最多
である。近年，分子標的薬や新規抗腫瘍薬が登場し，が
んの治療成績が向上したことに伴い，生存期間が延長し
ていること，画像診断の進歩などにより発見機会が増
加したことから，骨転移患者は増加傾向にある１）２）。
各癌における骨転移の頻度の詳細な報告は見られてい
ないが，森脇の報告では，がんで死亡した症例の31.4％
に骨転移を認め，乳がんや前立腺がんでは約75％，肺
がんや甲状腺がんでは約50％程度に骨転移が認められ
ている３）。婦人科がんにおいて骨転移は稀であり，生存
時の診断に関する報告は少ない。子宮頸癌においては

図４　FDG-PET/CT検査所見
ａ：治療前　MRIと同部位の第７頸椎に異常集積を認める。
ｂ：治療後４ヶ月　異常集積像の消失を認める。

図３　MRI検査所見
ａ：第７頸椎転移再発を認める。
ｂ：椎間孔は狭窄している。

表１　治療経過
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1.1～2.42％４）５），子宮体癌においては1.16％６），卵巣癌
は0.61％７），子宮肉腫では3.81％８）と報告されている。
一方，剖検例についての森脇の報告によると，子宮がん
においては27.8％に，卵巣癌においては22.9％に骨転移
を認めたとしている９）。組織型による骨転移出現の頻度
の違いについての報告はなく，骨転移単独の症例報告は
極めて稀でしばしば多発性の転移病巣が認められる。
　骨転移が起こる部位は，腰椎，胸椎，頸椎，仙骨の順
に多く，四肢骨，特に末梢骨への転移は極めてまれであ
る10）。骨転移の初期の場合には，無症状であることも少
なくなく，骨転移の初診断時には27～60％が無症状で
あったとの報告もある11）12）。症状としては，一般的に
疼痛，神経症状，病的骨折などがあげられるが，脊髄圧
迫，高カルシウム血症を来すこともあり，その際は緊急
な対応が必要となる。今回経験した症例は，一例は無症
状でフォローのFDG-PET/CTにて発見され，またもう
一例は神経症状のためMRIを撮像し発見に至っており，
発見契機の異なるものであった。転移部位としては，そ
れぞれ，腰椎（L7），頸椎（C4）であり，発見時期は，
症例１は担癌経過観察中，症例２は維持療法中であっ
た。癌のフォローアップ中には骨転移が認められる可能
性があると考え，症状に注意しつつ診察することが重要
と考える。
　骨転移単独である場合，肝臓や肺などの臓器転移に比
べて予後は良好といえる。前立腺がん，乳がん，胃が
ん，大腸がんにおいて，骨転移のみの生存期間の中央値
は肺転移や肝転移と比較して良好であった13）14）15）。婦
人科がんについての報告はないが，同様の傾向があるこ
とが予想され，骨転移単独の再発である症例２に関して
は放射線治療およびデノスマブで骨転移のコントロール
は可能であったこと，また，白金製剤感受性再発でもあ
るため，ある程度の予後は期待できると考えられる。

　骨転移の治療に関しては，骨転移の有無が直接的には
生命予後に関連することは少ないため，骨転移をコント
ロールし，患者のQOLを改善させることが主な目的と
なる。内科的治療では，通常の進行・再発癌治療と同様
に化学療法を行う。疼痛緩和のため非ステロイド性消炎
鎮痛薬や麻薬の投与を，神経障害性疼痛に対しては，プ
レガバリンなどの鎮痛補助薬も有効である。骨転移の
発生，進行には破骨細胞の活性化が大きく関わってお
り，破骨細胞の分化や活性化を抑制する骨修飾薬（bone 
modifying agents: BMA）であるゾレドロン酸や抗
RANKL 抗体の投与も有用である。ゾレドロン酸は骨細
胞に取り込まれて破骨細胞の活動を抑制しアポトーシス
を誘導するビスホスホネート製剤であり，抗RANKLE
抗体であるデノスマブは，我が国では2012年に骨転移で
の承認が認められた薬剤である。骨転移患者における，
ゾレドロン酸とデノスマブを比較した第３相試験による
と，デノスマブ群ではゾレドロン酸群に比べて有意に骨
関連事象を低下させたものの，生存期間と病勢進行につ
いては変わらなかった16）。デノスマブの副作用では，ゾ
レドロン酸より有意に低カルシウム血症が多かった。ま
た，どちらも顎骨壊死や骨髄炎に注意が必要である。放
射線治療は，疼痛軽減や病的骨折の予防，麻痺の予防や
治療を目的とする。外照射により，骨転移の疼痛が分割
照射では59～73％の症例で改善され，23～34％の症例で
消失する17）18）19）。外照射した部位に，疼痛の改善が見
られなかった場合や，疼痛が再燃した場合には再照射も
考慮される。急性期の粘膜障害や晩期障害に注意が必要
だが，患者の身体的負担が少なく，積極的に用いられる
べき治療と言える。その他症例によっては，外科的治療
やリハビリテーションも有用である。本症例では，骨転
移診療ガイドライン20）のアルゴリズム（表２）を参考
に，２例ともにデノスマブの投与と放射線治療を行っ

表２　骨転移診療のアルゴリズム
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た。治療の副作用なく経過し，どちらもPS 0のためリハ
ビリテーションや看護介入は行っていない。症例１は標
準治療を終了していたため追加治療は行わず，症例２は
放射線治療後に化学療法を併用して行った。症例２は，
末梢神経障害を認めていたため，整形外科と併診し，握
力測定やMMTによる治療経過評価，また動作指導等を
行った。症例にもよるが，外科的治療等が考慮される場
合やより早急な対応が必要な場合もあり，整形外科や放
射線治療科，また場合によってはリハビリテーション
科，さらには顎骨壊死の点において歯科等と連携を取り
つつ対応していくことが必要と考えられる。
　今回我々は，発見の契機や症状が異なる婦人科がんの
骨転移２例を経験した。骨転移には早急な治療が望まし
い場合があり，患者の症状をくみ取り他科と連携をとっ
たフォローアップが必要である。また，分子標的薬の出
現で獲得耐性や抵抗性など従来とは異なる課題21）が出
現してきている。骨転移症例は含まれていないが，卵巣
癌で，PARP阻害剤による維持療法中の患者の３分の１
の再発はoligoprogressionを来し，全身化学療法ではな
く局所療法が選択肢となったという報告もある22）。症例
１での経過のような多発性の転移病巣を同時に認めてい
る骨転移再発症例に加え，症例２のような順調な経過の
中で骨転移単独再発を来すような，従来とは発見の契機
や再発形式が異なる症例が増えていく可能性があり今後
の症例の集積が大切である。

文　　　献

１）眞鍋淳．骨転移に対する診断と治療．癌と化学療法　
2010；37：211-216．

２）眞鍋淳．がん骨転移に対する集学的治療．癌の臨床　
2012；43：43-50．

３）森脇昭介．癌の骨（髄）転移の病理形態と問題点．
病理と臨床 1999；17：28-34．

４）Zhang Y, Gou X, Wang G, Ma W, Liu R, Han X, 
Li L, Baklaushev VP, Bryukhovetskiy AS, Wang 
W, Wang X, Zhang C. Real-World Study of the 
Incidence, Risk Factors, and Prognostic Factors 
Associated with Bone Metastases in Women 
with Uterine Cervical Cancer Using Surveillance. 
Epidemiology, and End Results（SEER）Data 
Analysis. Med Sci Monit 2018; 24: 6387-6397．

５）T h a n a p p r a p a s r D , N a r t t h a n a r u n g A ,   
Likittanasombut P, Ayudhya NIN, Charakorn C, 
Udomsubpayakul U,  Subhadarbandhu T, Wilailak S. 
Bone metastasis in cervical cancer patients over a 
10-year period. Int J Gynecol Cancer 2010; 20: 373-
378．

６）Uccella S, Morris JM, Bakkum-Gamez JN, Keeney 

GL, Podratz KC, Mariani A. Bone metastases in 
endometrial cancer: report on 19 patients and 
review of the medical literature Gynecol Oncol 
2013; 130: 474-482.

７）Baize N. Mahamat A, Benizri E, Saint-Paul MC, 
Mounier N. Bone metastasis from endometrioid 
ovarian carcinoma: a case study and literature 
review. Eur J Gynaecol Oncol 2009, 30: 326-328.

８）Yoney A, Eren B, Eskici S, Salman A, Unsal M. 
Retrospective analysis of 105 cases with uterine 
sarcoma. Bull Cancer 2008; 95: E10-7.

９）森脇昭介．骨転移病態，診断，治療，骨転移の病
理．金宝堂 1995：33-42.

10）森脇昭介．病理解剖から見た脊椎癌転移の病態と統
計学的考察．整形・災害外科 1993；36：233-241．

11）Ursavas A, Karadag M, Uzaslan E, Rodoplu E, 
Demirdogen E, Burgazlioglu B, Gozu RO. Can 
clinical factors be determinants of bone metastases 
in non-small cell lung cancer? Ann Thorac Med 
2007; 2: 1, 9-13．

12）Hopkins GB, Kristensen AB, Campbell CG. Skeletal 
scintigraphy: the use of technetium 99M-labeled 
comp lex in the de tec t i on o f ear ly o s seous 
involvement by metastatic tumors. West Med 1974; 
120: 448-451．

13）Halabi S, Kelly WK. Ma H, Zhou H, Solomon NC, 
Fizazi K, Tangen CM, Rosenthal M, Petrylak DP, 
Hussain M, Vogelzang NJ, Thompson IM, Chi KN, 
Bono J, Armstrong A, Eisenberger MA, Fandi A, 
Li S, Araujo JC, Logothetis C, Quinn D, Morris MJ, 
Higano CS, Tannock IF, Small EJ. Meta-analysis 
evaluating the impact of site of metastasis on 
overall survival in men with castration-resistant 
prostate cancer. J Clin Oncol 2016: 34: 1652-1659．

14）Kan t h an R , L o ewy , Kan t h an SC . S k e l e t a l 
metastases in colorectal carcinomas. Dis Colon 
Rectum 1999; 42: 1592-1597.

15）Turkoz FP, Solac M, Kilickap S, Ulas A, Esbah 
O, Oksuzoglu B, Yalcin S. Bone metastasis from 
gastric cancer: the incidence, clinicopathological 
features, and influence on survival. J Gastric 
Cancer 2014; 14: 164-172.

16）Lipton A, Fizazi K, Stopeck AT, Henry DH, Brown 
JE, Yardley DA, Richardson GE, Siena S, Maroto 
P, Clemens M, Bilynskyy B, Charu V, Beuzeboc P, 
Rader M, Viniegra M, Saad F, Ke C, Braun A, Jun 
S. Superiority of denosumab to zoledronic acid for 
prevention of sleletal-related events: A combined 



368 Vol.70 No.2平野　章世・小西　晴久・益野　麻由・藤本　英夫

analysis of 3 pivotal, randomized, phase 3 trials. 
Eur J Cancer 2012; 48: 3082-3092.

17）Wu JS, Wong R, Johnston M, Bezjak A, Whelan T. 
Meta-analysis of dose-fractionation radiotheraphy 
trials for the palliation if painful bone metastases. 
Int J Radiat Oncol Biol Phys 2003; 55: 594-605.

18）Sze WM, Shelley M, Held I, Mason M. Palliation 
of metastatic bone pain: single fraction versus 
multifraction radiotherapy: a systematic review of 
the randomized trials. Cochrane Detabase Syst Rev 
2004; （2）: CD004721.

19）Chow E, Zeng L, Salvo N, Dennis K, Tsao M, Lutz 
S. Update on the systematic review of palliative 
radiotherapy trials for bone metastases. Clin Oncol 
2012; 24: 112-124.

20）日本臨床腫瘍学会．骨転移診療ガイドライン．東
京：南江堂，2015．

21）矢野聖二．分子標的薬と治療抵抗性のメカニズム．
医学のあゆみ　2020；275：596-601.

22）Cerda VR, Lu D, Scott M, Kim KH, Rimel BJ, 
Kamrava M. Evaluation of patterns of progression 
on poly （ADP-ribose） polymerase inhibitor 
（PARPi） maintenance in ovarian cancer: a cross-
sectional study. Gynecol Cancer 2021; 0: 1-6.

【連絡先】
平野　章世
市立三次中央病院産婦人科
〒 728-8502　広島県三次市東酒屋町 10531
電話：0824-65-0101　FAX：0824-65-0150
E-mail：marumaru001713do0t@gmail.com



現代産婦人科　Vol.70 No.2， 2021 年，pp.369-373

当院でのジノプロストン腟内留置用製剤の使用成績について
～従来法との比較および留置時間についての検討～

村越まどか・福原　健・新垣　紀子・細部　由佳・山野　和紀
藤塚　捷・黒田　亮介・露木　大地・原　理恵・西村　智樹・田中　優

伊藤　拓馬・楠本　知行・中堀　隆・長谷川雅明・本田　徹郎

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院　産婦人科

Outcome and duration of vaginal administration of dinoprostone in labor induction

Madoka Murakoshi・Ken Fukuhara・Noriko Aragaki・Yuka Hosobe・Kazuki Yamano
Suguru Fujitsuka・Ryosuke Kuroda・Daichi Tsuyuki・Rie Hara・Tomoki Nishimura・Yu Tanaka

Takuma Ito・Tomoyuki Kusumoto・Takashi Nakahori・Masaaki Hasegawa・Tetsuro Honda

Department of Obstetrics and Gynecology, Kurashiki Central Hospital

【目的】当院でのジノプロストン腟内留置用製剤（以下ジノプロストン腟用剤）の使用成績について検討した。
【方法】2020年９月～2021年７月にジノプロストン腟用剤により分娩誘発された妊婦（以下ジノプロストン群，58例）と，
ジノプロストン腟用剤導入前の2020年３月～８月に当院での従来法により分娩誘発された妊婦（以下従来群，61例），（両群
とも妊娠37週以降の単胎，誘発前のBishop score （以下BS） ≦４点） を対象に分娩成績を後方視的に検討した。
【成績】両群間で経腟分娩率 （初産婦；53％ vs. 50％，経産婦；100％ vs. 93％），経腟分娩までの日数に大きな差を認めなかっ
た。初産婦ではジノプロストン群の誘発開始前の子宮頸管熟化が有意に不良であった（BS中央値；１点 vs. ３点，p=0.006）。
また有意差はなかったが誘発前BS０－２点の初産婦での比較では，ジノプロストン群の分娩成績が良好な傾向であった（全
体の経腟分娩率；50％ vs. 38％，24時間以内の経腟分娩率；17％ vs. ６％）。ジノプロストン群を留置時間で分けて比較す
ると，抜去基準にかかり８時間以内に抜去した群は９時間以上留置した群と比較して，有意に24時間以内の経腟分娩率が高
かった（全体の経腟分娩率；75％ vs. 55％，24時間以内の経腟分娩率；50％ vs. ３％，p=0.002）。
【結論】ジノプロストン腟用剤の使用成績は従来法に劣らないことが確認された。特に頸管熟化が不良な初産婦において有
用である可能性が示唆された。またジノプロストン腟用剤留置後８時間以内に有効陣痛に至らない場合は，24時間以内の分
娩に至る可能性は低いことが示され，ジノプロストン腟用剤の抜去のタイミングの判断基準になる可能性がある。

This retrospective study aimed to evaluate the outcome of vaginal administration of dinoprostone for labor 
induction in women admitted to our hospital. We divided women with singleton pregnancies of 37 weeks’ 
gestation and a Bishop score 4 in two groups: 1) those who underwent vaginal administration of dinoprostone 
from September 2020 to July 2021 (58 women; dinoprostone group); and 2) those who underwent conventional 
mechanical vaginal dilation from March to August 2020 (61 women; conventional group). The vaginal delivery 
rates did not differ significantly between the groups. However, primiparae in the dinoprostone group, with a 
Bishop score 0-2, showed better outcomes (total: 50% vs. 38%; within 24 hours: 17% vs. 6%). Women for whom 
dinoprostone administration was discontinued within 8 hours according to removal criteria had a significantly 
higher vaginal delivery rate than others (total: 75% vs. 55%; within 24 hours: 50% vs. 3%; p=0.002). The study  
findings suggest that vaginal administration of dinoprostone may be effective in primiparae with poor cervical 
ripening. If labor pain does not start within 8 hours of dinoprostone administration, it should be discontinued 
to avoid anticipation of early delivery.

キーワード：分娩誘発，子宮頸管熟化不良，経腟分娩率，ジノプロストン，留置時間
Key words：labor induction， poor cervical ripening， vaginal birth rate， dinoprostone， inserted duration

緒　　　言

　ジノプロストン腟内留置用製剤（以下ジノプロスト
ン腟用剤，商品名：プロウペス®腟用剤10mg）は，
2020年１月に「妊娠37週以降の子宮頸管熟化不全におけ
る熟化の促進」を効能又は効果として承認を取得した

プロスタグランジンE2製剤である。海外のガイドライ
ン１，２，３，４）ではプロスタグランジンE2の経腟投与は頸管
熟化促進の標準的な処置とされており，本剤はその代表
的な薬剤の１つである。
　国内では妊娠37週から41週未満でBishop score　（以
下BS）　４点以下の妊婦を対象とした多施設共同非盲検
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第Ⅲ相試験（261試験），並びに妊娠41週０日以上41週６
日以下でBS４点以下の妊婦を対象とした多施設共同二
重盲検プラセボ対照第Ⅲ相試験（262試験） において有
効性および安全性が評価されている５）が，承認後の使
用経験はまだ十分ではない。
　当院では2020年８月から本剤を導入した。本剤の有効
性や適正な使用方法を検討することを目的として本研究
を行った。

方　　　法

　2020年９月～2021年７月にジノプロストン腟用剤によ
り分娩誘発された妊婦（以下ジノプロストン群）と，ジ
ノプロストン腟用剤導入前の2020年３月～８月に当院で
の従来法により分娩誘発された妊婦（以下従来群）のう
ち，妊娠37週以降の単胎で誘発前のBSが４点以下であ
るものを対象として後方視的に検討した。
　当院の分娩誘発方法を図１に示す。BSなど子宮口の

所見をもとに誘発方法を決定している。土日祝日・夜間
の誘発は原則行っておらず，誘発日数の制限はしていな
い。低置胎盤・前期破水症例では，器械的拡張を行って
いない。ジノプロストン腟用剤の使用は担当医の判断と
しており，ジノプロストン腟用剤で分娩に至らなかった
場合，それ以降の誘発は従来法を継続している。従来法
では，子宮口閉鎖の場合のみ吸湿性頸管拡張剤を挿入し
ており，それ以外は，メトロイリンテル挿入後に子宮収
縮薬使用，もしくは直接子宮収縮薬を使用している。な
おジノプロストン腟用剤の抜去は添付文書に従い，（１） 
30分間にわたり規則的で明らかな痛みを伴う３分間隔
の子宮収縮 （２） 新たな破水 （３） 人工破膜を行うとき 
（４）過強陣痛やその徴候の発現 （５） 胎児機能不全や
その徴候の発現 （６） 悪心，嘔吐，低血圧等の全身性の
副作用の発現 （７） 留置後長時間経過した時（最大12時
間）とした。
　ジノプロストン群と従来群で母体背景（年齢，分娩誘
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発週数，分娩時のBMI，誘発前BS），出生児体重，経腟
分娩率，24時間以内の経腟分娩率，経腟分娩までの期間
（日数）を比較検討した。分娩に至るまでの時間は，い
ずれの群でも初回の分娩誘発処置または投薬開始時から
とした。またジノプロストン群においては留置中の有害
事象および留置時間別の分娩成績についても検討した。
　統計解析は統計ソフトEZRを用いてMann-Whitneyの
U検定またはFisherの直接確率検定を行い，P＜0.05で有
意差ありとした。また本研究は当院の医の倫理委員会で
承認を得て施行した（承認番号第3765号）。｠

成　　　績

　本研究では初産婦79例，経産婦40例の計119例の産婦
が分析対象となった。初産婦のうちジノプロストン群が
45例，従来群が34例であり，経産婦のうちジノプロス
トン群が13例，従来群が27例であった（表１）。経腟分
娩率は両群間で大きな差を認めなかった（初産婦；53% 
vs. 50%，経産婦；100% vs. 93%）が，患者背景を比較
すると，初産婦ではジノプロストン群で誘発週数が有意
に早く，誘発前のBSが有意に低値（BS中央値；１点 vs. 

３点，p=0.006）だった。一方，経産婦では有意ではな
いものの，ジノプロストン群の母体の分娩時BMIが高い
傾向を認めた（BMI中央値；29.2 vs. 25.7，p=0.056）。
経腟分娩までの日数は，両群間で有意な差は認めなかっ
た。
　初産婦でジノプロストン群の誘発前BSが有意に低
かったことから，さらに誘発前BS別に比較検討を行っ
た（表２）。誘発前BS ０－２点の初産婦では，有意差は
ないがジノプロストン群の分娩成績が良好な傾向であっ
た（経腟分娩率；50% vs. 38%，24時間以内の経腟分娩
率；17% vs. ６%）。
　次に誘発適応別に経腟分娩率を検討した（表３）。経
産婦では前述のとおり経腟分娩率がほぼ100%であるた
め，ここでは初産婦のみ検討した。前期破水では両群
とも経腟分娩率は高く（100% vs. 80%），過期産予防・
巨大児予防では両群とも経腟分娩率は低い傾向にあっ
た（過期産予防；30% vs. 38%，巨大児予防；33% vs. 
０%）。妊娠高血圧症候群・胎児発育不全ではジノプロ
ストン群で経腟分娩率は低い傾向にあった（妊娠高血圧
症候群；67% vs. 100%，胎児発育不全；33% vs. 100%）。

2 の分娩

2 4

症例数

経腟分娩数

24時間以内の経腟分娩数

経
症例数 2

経腟分娩数

24時間以内の経腟分娩数 2 4

表２　Bishop score 別の分娩成績

表 3 誘発適応別の経腟分娩率（初産婦のみ）

ジノプロストン群
（n=45）

従来群
(n=34）

症例数 経腟分娩数 症例数 経腟分娩数

硬膜外和痛分娩 11 6 (55%) 7 2 (29%)
過期産予防 10 3 (30%) 14 5 (38%)

巨大児予防 6 2 (33%) 1 0 (0%)

妊娠高血圧症候群 6 4 (67%) 3 3 (100%)

糖尿病合併妊娠 1 1 (100%) 2 1 (50%)

前期破水 5 5 (100%) 5 4 (80%)

胎児発育不全 3 1 (33%) 2 2 (100%)

その他 3 2 (66%)   － －

表３　誘発適応別の経腟分娩率 （初産婦）
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　ジノプロストン腟用剤留置中の有害事象は胎児機能不
全４例（６％），および血圧上昇３例（５％）を認めた（症
例の重複あり）。胎児機能不全のうち３例はジノプロス
トン腟用剤抜去で改善したが，１例は持続したため帝王
切開に移行した。血圧上昇については降圧剤により対応
した。母児の転帰が不良となった症例はなかった。また
有害事象ではないが，ジノプロストン腟用剤の早期脱落
を４例に認めた。
　最後に初経産を合わせてジノプロストン腟用剤の留置
時間別に分娩成績を検討した（図２）。抜去基準にかか
り８時間以内に抜去した群では24時間以内の経腟分娩が
多く，９時間以上の留置群ではその割合は低下した。両
群を比較したところ24時間以内の経腟分娩率に有意差を
認めた（全体の経腟分娩率；75% vs. 55%，24時間以内
の経腟分娩率；50% vs. ３%，p=0.002）。ジノプロスト
ン腟用剤の抜去理由を検討したところ，24時間以内の分
娩に至った15例のうち，14例は８時間以内に抜去されて
いたが，そのうち陣痛発来が８例，頻回の子宮収縮３
例，破水２例，高血圧１例だった。一方，その他の有害
事象や早期脱落で抜去に至った症例は24時間以内の分娩
には至っていなかった。

考　　　案

　国内の第Ⅲ相試験でジノプロストン腟用剤の有用性が
示されたが，この試験は単アームまたはプラセボとの比
較であり，従来の器械的拡張を中心とした子宮頸管熟化
法との比較はなされていない５）。今回当院での新規導入
にあたって，従来法との治療成績を比較し，有効な使用
方法を検討する目的で本研究を行った。結果として全体
ではジノプロストン腟用剤の治療成績は従来法と同等
だった。海外ではプロスタグランジンE2の腟内投与の

有用性について多数の検討がなされている。コクランレ
ビューによれば，プロスタグランジンE2の腟内投与と
器械的頸管拡張で，全体での経腟分娩率は変わらない。
また24時間以内の経腟分娩率も変わらない。しかし，経
産婦に限った検討では，24時間以内の経腟分娩率が有意
に高いことが示されている６）。このことは症例を選択す
ることで，従来法より有効な成績を期待できることを示
唆している。今回の検討では，ジノプロストン群で，初
産婦の誘発前の頸管熟化が有意に不良であった。また経
産婦では，有意差はないもののジノプロストン群にわず
かに肥満傾向を認めた。子宮頸管の熟化不良や肥満は分
娩誘発の不成功因子として挙げられており７），そのよう
な条件で従来群と同等の分娩成績であることから，ジノ
プロストン腟用剤の効果は，従来法に劣らないことが示
された。また本剤は腟内に留置するだけであり，従来の
器械的拡張で懸念される診察時の患者の疼痛や手技の困
難さ，手技に伴う感染や出血のリスクはほとんどないと
考えられる。そのことも考慮すれば，頸管熟化不良症例
や肥満などの内診困難症例，内診痛の強い患者などの分
娩誘発において積極的に選択するメリットはあると考え
られた。
　誘発適応別の検討でジノプロストン腟用剤の使用を考
慮する状況として，子宮頸管熟化不良例での前期破水に
対する分娩誘発があげられる。文献的には前期破水症例
に対するプロスタグランジンE2の腟内投与に関して，
器械的処置に比較して分娩所要時間が短く，帝王切開率
や安全性は同等とする報告８）や，他の適応での誘発に
比較して分娩所要時間が短く，帝王切開率や合併症が少
ないとする報告９）がある。今回の当院の検討でも，前
期破水に対するジノプロストン腟用剤投与例では５例全
例が経腟分娩に至っていた。また前期破水で頸管熟化が
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図2 留置時間別の分娩成績

図２　留置時間別の分娩成績
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不良の場合，感染や臍帯脱出のリスクを考えると，従来
の器械的拡張は選択しにくい。その点も考慮すると，前
期破水症例はジノプロストン腟用剤の良い適応である可
能性がある。ただし本剤の添付文書上は，子宮からの羊
水流出により腟内のpHが上昇している患者では，本剤
からの薬物放出速度が上昇するおそれがあるため慎重投
与の対象となっている。また本剤留置中に新たに破水が
生じた場合は，上記の懸念からすみやかに抜去すること
となっているため注意を要する。 
　ジノプロストン腟用剤の有害事象として，今回の検討
では，胎児機能不全と母体の血圧上昇が認められた。前
述の国内の第Ⅲ相試験では，胎児機能不全を含む胎児の
心拍異常が3.6％，母体の血圧上昇や妊娠高血圧が合わ
せて1.8％と報告されている５）。今回の検討症例では適切
に対応することで重篤な合併症には至っていないが，胎
児機能不全の可能性が高い症例や血圧上昇の懸念のある
症例について，本剤の使用は慎重であるべきと考えられ
た。
　ジノプロストン腟用剤の留置時間別の分娩成績に関す
る検討では，８時間以内に抜去に至った症例の方が，そ
れ以上留置した症例に比較して経腟分娩率が高く，24時
間以内の経腟分娩率では有意差を認めた。ジノプロスト
ン腟用剤の留置時間は，最大12時間までとされている
が，朝から分娩誘発を開始しても，12時間後は夜勤帯と
なってしまうため，その時間帯まで留置を継続すると母
児の観察やケアが十分できない懸念がある。一方でジノ
プロストン腟用剤の投与は妊娠期間中１回までの制約が
あるため，その１回の投与で少しでも効果を得るために
より長時間の留置を目指したいジレンマがある。今回の
検討から，添付文書に示すような有効陣痛や新たな破水
などで８時間以内に抜去できた群は，既にその時点で活
動期に入っているために24時間以内に分娩となる可能性
が高いことが示された。一方，９時間以上の留置となっ
た群では，その後に有効陣痛に至る可能性が低く，長期
留置の有用性は低い可能性が示された。ジノプロストン
腟用剤留置中は，持続的な胎児モニタリングを要するた
め，長期の留置による妊婦の負担や，準夜帯でのスタッ
フの制約などを考慮した場合，挿入から８時間が抜去の
ひとつの目安になる可能性がある。
　本論文に開示すべき利益相反はありません。
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分葉状内頸部腺過形成４症例の検討
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Lobular endocervical glandular hyperplasia: A report of four cases

Amami Imagawa・Keiko Ohtani・Hitomi Takasaki・Yuki Nishimoto
Ichiro Miwa・Hiromi Asada・Hiromi Sanai・Masakatsu Sase・Yasuhiko Nakamura

Department of Obstetrics ＆ Gynecology. Yamaguchi Prefectural Grand Medical Center

分葉状内頸部腺過形成（lobular endocervical glandular hyperplasia: LEGH）は子宮頸部に嚢胞を形成する疾患の一つで基
本的に良性の疾患だが，最少偏倚腺癌（minimal deviation adenocarcinoma: MDA），胃型粘液性癌（gastric-type mucinous 
carcinoma: GAS）との鑑別が困難な症例もあり診断に苦慮することがある。2016年４月から2020年８月までに当科を受診
し，病理組織検査でLEGHと診断された４症例を検討した。
症例１：頸部細胞診で異型腺細胞の診断となり円錐切除術を施行した。病理検査で異型を伴うLEGHの診断となり単純子宮全
摘術を施行し，最終病理診断は異型を伴うLEGHであった。
症例２：頸部細胞診はNILMだが内膜細胞診でLEGH疑いと診断され，円錐切除術を施行しLEGHの診断であった。
症例３：水様性帯下があり，経腟超音波で子宮頸部に多発する嚢胞性病変を認めたが，頸部細胞診はNILMであった。MRI検
査にてMDAが疑われ，円錐切除でも同等の結果であった。準広汎子宮全摘術を施行し，最終病理診断はLEGHであった。
症例４：子宮筋腫で全腹腔鏡下子宮全摘出術を施行した症例で，摘出組織でLEGHを認めた。術前の自覚症状はなく，子宮頸
部細胞診はNILM，MRI検査も筋腫が大きく頸部を圧排しており，読影は困難であった。
LEGHと診断された症例でも異型を伴うLEGHやMDAが存在する可能性があり，正確な診断と慎重な管理が求められる。当
院では子宮頸部細胞診，MRI，円錐切除を基に診断しているが，今回の検討でも術前診断と最終診断が一致しない症例や術
前にLEGHと診断できない症例を認めた。LEGHの管理について今後の更なる検討が望まれる。

Although lobular endocervical glandular hyperplasia (LEGH) is a benign disorder of the uterine cervix, it 
is often indistinguishable from minimal deviation adenocarcinoma and gastric type adenocarcinoma of the 
uterine cervix. We report four cases of LEGH. 
Case 1: The patient’s Papanicolaou smear showed atypical glandular cells. She underwent conization and was 
histopathologically diagnosed with slightly atypical LEGH. We performed abdominal simple total hysterectomy, 
and histopathological findings confirmed slightly atypical LEGH.
Case 2: The patient showed gastric-type mucin, which suggested LEGH. She underwent conization, with 
histopathologically confirmed LEGH.
Case 3: The patient had watery discharge with multicystic uterine cervical lesions. Magnetic resonance 
imaging (MRI) revealed a microcystic pattern, suggestive of LEGH or malignancy. She underwent modified 
radical hysterectomy and was histopathologically diagnosed with LEGH.
Case 4: The patient underwent total laparoscopic hysterectomy for uterine myoma. Although preoperative 
findings did not suggest multicystic uterine cervical lesions, the final histopathological findings confirmed 
LEGH.
Multicystic lesions are usually diagnosed based on cervical Papanicolaou cytology, MRI, and conization. 
However, accurate preoperative diagnosis is challenging. Further studies are warranted to establish definitive 
therapeutic management of such lesions.

キーワード：分葉状内頸部腺過形成，最少偏倚腺癌，胃型粘液性癌
Key words：lobular endocervical glandular hyperplasia （LEGH）, minimal deviation adenocarcinoma （MDA）,
　　　　　　gastric-type mucinous carcinoma （GAS）

緒　　　言

　分葉状内頸部腺過形成（lobu l a r endoce rv i c a l 

glandular hyperplasia: LEGH）は子宮頸部に嚢胞性病変
を形成し，水様性帯下や胃型粘液産生を特徴とする良性
疾患である１）。しかし，臨床症状や画像所見が最少偏倚



376 Vol.70 No.2今川　天美・大谷　恵子・高崎ひとみ・西本　裕喜・三輪一知郎・浅田　裕美・讃井　裕美・佐世　正勝・中村　康彦

腺癌（minimal deviation adenocarcinoma: MDA）や胃
型粘液性癌（gastric-type mucinous carcinoma: GAS）
などの悪性腫瘍と類似しており鑑別を要する。また比較
的若年での発症も認められ，妊孕性温存などが問題とな
ることもある。しかしながら，LEGHの管理方法はガイ
ドラインに定められておらず，診療方法は各施設によっ
て様々である。今回2016年４月から2020年８月までに当
科を受診し，病理組織検査でLEGHと診断された４症例
を経験したので報告する。

症　　　例

症例１：44歳，０妊。不正性器出血を主訴に前医受診
し，子宮腟部に４cm大の表面平滑な腫瘤を指摘され，
当院紹介となった。内診で外子宮口から突出する腫瘤と
多量な水様性帯下を認めた。また，経腟超音波検査では
子宮頸部に小嚢胞の散在を認めた（図１ａ）。子宮頸部
細胞診はNILMであり，MRI検査では子宮頸部の腫大と
多発する嚢胞を指摘され，LEGHが疑われた（図１ｂ）。
円錐切除術施行する方針とし，病理組織検査でLEGHの

図１　症例１画像
ａ：経腟超音波断層像。子宮頸部に小嚢胞の散在を認めた。
ｂ：MRI T2強調画像（矢状断）。子宮頸部の腫大と多発する嚢胞を認めた。

図２　症例２画像
ａ：経腟超音波断層像。子宮頸部に小嚢胞の集簇を認めた。
ｂ：MRI T2強調画像（矢状断）。子宮頸部に多発する小嚢胞とその周囲を比較的

粗大な嚢胞が取り囲むコスモスパターンを認めた。

図３　症例３画像
ａ：経腟超音波断層像。子宮頸部に多数の嚢胞を認めた。
ｂ：MRI T2強調画像（冠状断）。子宮頸部に微細なものも含めて大小の嚢胞が混

在して集簇している。
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診断であった。３ヶ月毎の細胞診で経過観察を継続して
いたが，半年後の頸部細胞診で異型腺細胞（AGC）を
認め，再度円錐切除術を施行した。異型を伴うLEGHと
いう病理診断となり，腹式単純子宮全摘術を施行した。
最終的な病理組織検査も異型を伴うLEGHの診断であっ
た。

症例２：70歳，２妊２産（経腟分娩２回）。前医のCT検
査で偶発的に子宮頸部嚢胞性病変を指摘されて当院紹介
となった。内診で白色帯下であり，経腟超音波検査では
子宮頸部に小嚢胞の集簇を認めた（図２ａ）。子宮頸部
細胞診はNILMであったが，子宮内膜細胞診でLEGHが
疑われた。また，MRI検査でも子宮頸部に多発する小嚢
胞とその周囲を比較的粗大な嚢胞が取り囲むコスモスパ
ターンを認め，LEGHが疑われた（図２ｂ）。精査目的
に円錐切除術を施行し，病理組織検査でLEGHの診断と
なった。その後，３ヶ月毎の細胞診での経過観察を継続
しているが，NILMのまま著変なく経過している。

症例３：44歳，４妊２産（経腟分娩２回，人工中絶２
回）。不正性器出血や性交後出血を認めていた。人間
ドックで子宮頸部腫大を指摘され，当院紹介となった。
内診で多量の水様性帯下を認め，経腟超音波検査では子
宮頸部後唇の腫大と多数の嚢胞を認めた（図３ａ）。コ
ルポスコピー下生検では明らかな悪性所見を認めず，
MRI検査では子宮頸部に微細なものも含めて大小の嚢胞
集簇を指摘され，LEGHやMDAも否定できない所見で
あった（図３ｂ）。精査目的に円錐切除術を施行し，病
理組織検査で大部分はLEGHだが，極一部に腺管構造が
乱れMDAと鑑別を要する部位を認めた。手術の侵襲と
MDAであった場合の根治性を考慮し，準広汎子宮全摘
術を施行した。最終的な病理組織検査でLEGHの診断で
あった。

症例４：42歳，１妊１産（帝王切開１回）。約10年前か
ら当院で子宮筋腫を指摘されており，３度の子宮筋腫核
出術の既往あり。その後も子宮筋腫の増大傾向を認め，
月経困難症も伴うため，全腹腔鏡下子宮全摘術を施行

図４　症例４画像
ａ：経腟超音波断層像。子宮頸部に明らかな異常所見なし。
ｂ：MRI T2強調画像（矢状断）。子宮頸部に明らかな異常所見なし。

表１　当院で経験したLEGH４症例の比較
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した。術前の子宮頸部細胞診はNILMであり，水様性帯
下を認めず，経腟超音波検査では子宮の腫大を認めたが
子宮頸部病変を認めなかった（図４ａ）。MRI検査でも
子宮筋腫と子宮腺筋症を認めたが，明らかな子宮頸部病
変は認めなかった（図４ｂ）。病理組織検査で偶発的に
LEGHの診断となった。

考　　　案

　子宮頸部に嚢胞を形成する重要な疾患として，
LEGH，ナボット嚢胞，MDA，GASなどが挙げられ
る。LEGHは1999年にNucci et al.２）が初めて，子宮頸
管内のムチン産生上皮細胞の分葉状小腺増殖を特徴と
する良性腫瘍として報告した。LEGHは良性腫瘍であ
るが，MDA・GASとの鑑別が難しく，これらは子宮頸

部腺癌の中でも予後不良な悪性腫瘍であり３），術前診
断が重要となる。表２にLEGH，MDA，GAS，ナボッ
ト嚢胞の特徴を比較した。LEGHの特徴としては，好
発年齢は40歳台１），臨床症状は水様性帯下と不正性器
出血が挙げられる。そのため若年発症の場合，妊孕性
温存の可否が問題となりうる。頸部細胞診異常は認め
ない，もしくは異型腺細胞（AGC）を認めることがあ
る。また，MRI画像所見では中心部に微小嚢胞の集簇
を示す高信号，辺縁部に粗大嚢胞が配列するコスモス
パターンが特徴的である。しかし，表２からも分かる
ように，LEGHとMDA，GASの特徴は共通点が多く，
このことがこれらの疾患の鑑別を困難なものにしてい
る。また，LEGH自体がMDAやGASの発生母地となる
可能性も示唆されている４） ５）。また，子宮頸癌はhuman 

図５　LEGHの診断・治療プロトコール（文献１より引用）

表２　子宮頸部嚢胞性疾患の比較
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papillomavirus（HPV）感染が発症に関与しているが，
LEGHやMDA，GASはHPV感染とは無関係に発症する
との報告もある３）。LEGHは稀な症例であり比較的新し
い分類であるため，現在その管理方法はガイドラインに
明記されていない。
　当院では，2016年～2020年の間にLEGHの診断となっ
た４症例（表１）を経験したが，そのうち症例１～３で
はAndo et al. が報告しているプロトコール（図５）１）を
参考にし精査加療を行った。LEGHの症状としては胃型
粘液を含む多量の水様性帯下や不正性器出血があるが，
当院では２/４症例（50%）でこれらの臨床症状を認め
た。経腟超音波では，子宮頸部に多嚢胞性病変を認める
が，当院でも３/４症例で子宮頸部に嚢胞性病変を認め
ている。子宮頸部細胞診はLEGHではNILMもしくは異
型腺細胞（AGC）を認めるが，MDAは悪性であるもの
の，頸部細胞診で陰性と判断されることも多い。当院で
は，初診時の頸部細胞診は４症例ともにNILMであった
ものの，経過観察中に症例１でAGCを認めるようにな
り精査を施行した。また，保険収載はされていないもの
の頸管粘液中の胃型粘液を検出する方法としては，胃
型粘液を認識する抗体（HIK1083）を用いたラテックス
凝集反応キットがある７）。また，パパニコロウ染色で通
常の細胞診を行い胃型粘液を調べる方法もあり，通常の
頸管粘液はパパニコロウ染色でピンク色に染色される
が，胃型粘液では黄色に染色されることで診断可能で
ある７） ８）。このように胃型粘液が陽性となればLEGHや
MDA，GASの診断の一助となる。症例２では，子宮内
膜細胞診でパパニコロウ染色で黄色に染色される粘液を
指摘され，LEGHが疑われた。MRI検査では，ナボット
嚢胞は粗大嚢胞の集簇を認め，LEGHは中心部に微小嚢
胞の集簇を示す高信号，辺縁部に粗大嚢胞が配列するコ
スモスパターンが特徴的とされる。一方，MDAやGAS
では微小嚢胞と粗大嚢胞が混在していたり，充実部領
域が優位なのが特徴である（表２）。しかし，LEGHで
もMRI検査で微小嚢胞と粗大嚢胞が混在しているものも
少なくなく，MDAやGASと鑑別困難な例が多い。細胞
診・画像検査のいずれかでLEGHが疑われる場合，精査
目的に円錐切除術を施行している。円錐切除術を施行し
た後でも円錐切除術では取り切れなかった部位に悪性細
胞が残っている可能性があること，LEGHの悪性転化率
は1.4%であったとの報告もあることから６），今後追加の
手術が必要となる可能性について十分にインフォーム
ドコンセントを行い，外来での３－６ヶ月毎の経過観
察１）をする必要がある。当院でも，LEGHの診断となっ
た症例はインフォームドコンセントを行った上で，本人
の希望があれば経過観察を行っている。ただし，経過観
察中に病変の増大傾向や子宮頸部細胞診で異常所見を認
めれば手術療法を行う。MRIで腫瘍のサイズを３方向で

測定し，最も変化が大きい値で増加率を算出すると，
38.1%を超える増大傾向を示す場合に悪性転化が疑わし
いという報告があり６），経過観察時の指標となる可能性
がある。一方，LEGHの悪性転化率の1.4%は単純子宮内
膜増殖症が子宮体癌へと悪性転化する確率とされている
１～３%９）と同程度であり，定期的な経過観察で十分で
あるとの報告もある６）。異型を伴うLEGHについては，
MDAの前癌病変の可能性があることを示唆した報告が
ある５）。また，MDAでは核異型を認めるため，LEGH
において軽度の異型であってもMDAやGASを疑うこと
は重要である。そのため症例１では単純子宮全摘術を
施行した。症例３では，病理組織検査で大部分はLEGH
と考えられるものの一部に浸潤傾向や細胞異型は認めな
いものの腺管構造の乱れを認め，MDAと鑑別を要する
という診断であった。MDAであるならば根治術として
広汎子宮全摘術を行うべきであるが，LEGHであった場
合の手術侵襲も考慮し，準広汎子宮全摘術を施行した。
MDA・GASなどのHPV非関連子宮頸部腺癌はHPV関連
子宮頸部腺癌よりも予後不良であり３），早期手術が必要
な疾患で，過小評価がないことが重要と考えられる。
Ando et al. のプロトコール１）に基づいて診断・加療を
行った場合，MDAの過小評価はなかったと報告されて
いる１）。症例４では子宮腺筋症の影響で子宮頸部が圧排
されていたが，細胞診検査ではNILMであった。経腟超
音波検査やMRI検査でもあきらかな嚢胞性病変は認めな
かった。LEGHの報告症例は頸部嚢胞性病変から精査さ
れて診断されたものがほとんどであり，術前診察では
LEGHを疑わずに偶発的に診断に至った症例は少数と思
われるが，術前には診断できないLEGH症例があること
も留意する必要があると考えられる。

結　　　語

　今回，当院ではLEGHの診断となった４症例を経験し
た。当院では子宮頸部嚢胞性病変の診断は子宮頸部細胞
診，MRI検査，円錐切除を基に行っている。しかし，今
回の検討においても円錐切除後の診断と最終診断が一致
しない症例を認め，またLEGHを術前に診断できていな
かった症例もあり，LEGHが疑われる場合はより正確な
診断のために円錐切除術を施行し，また経過観察をする
場合には３－６ヶ月毎に細胞診の悪化や病変の増大がな
いかなど慎重に管理する必要がある。LEGHの管理に関
しては明確な指針が示されておらず，今後さらなる検討
を行っていく必要があると考える。

文　　　献

１）Ando H, Miyamoto T, Kashima H, Takatsu A, 
Ishii K, Fujinaga Y, Shiozawa T. Usefulness of a 
management protocol for patients with cervical 



380 Vol.70 No.2今川　天美・大谷　恵子・高崎ひとみ・西本　裕喜・三輪一知郎・浅田　裕美・讃井　裕美・佐世　正勝・中村　康彦

multicystic lesions: A retrospective analysis of 
94 cases and the significant of GNAS mutation. J 
Obstet Gynaecol 2016; 42: 1588-1598.

２）Marisa RN, Ph i l ip BC , Robert HY. Lobu lar 
endcervical glandular hyperplasia, not otherwise 
specified. Am J Surg Pathol 1999; 23: 886-891. 

３）Nishio S, Mikami Y, Tokunaga H, Yaegashi N, 
Satoh T, Saito M, Okamoto A, Kasamatsu T, 
Miyamoto T, Shiozawa T, Yoshioka Y, Mandai 
M, Kojima A, Takehara K, Kaneki E, Kobayashi 
H, Kaku T, Ushijima K, Kamura T. Analysis of 
gastric-type mucinous carcinoma of the uterine 
cerv ix ‒ An aggress ive tumor wi th a poor 
prognosis: A multi-institutional study. Gynecologic 
Oncology 2019; 153: 13-19.

４）Sugihara T, Nakagawa S, Sasajima Y, Matsumoto Y, 
Takeshita S, Ayabe T. Case of minimal deviation 
adenocarcinoma: Possible clinical link to lobular 
endcervical glandular hyperplasia as its origin. J 
Obstet Gynaecol Res 2015; 41（3）: 483-487.

５）Mikami Y. Gastric-type mucinous carcinoma of 
the cervix and its precursors-historical overview. 
Histopathol 2020; 76（1）: 102-111.

６）Kobara H , M iyamoto T , Ando H , Asaka R , 
Takatsu A , Ohya A , Asaka S , Sh iozawa T . 
Limited frequency of malignant change in lobular 
endocervical glandular hyperplasia. Int J Gynecol 
Cancer 2020; 30: 1480-1487.

７）塩沢丹里．子宮頸部嚢胞性病変の取り扱い．日産婦
医会報：令和元年11月１日：10-11.

８）Ha t a S , M i k am i Y , Manab e T . D i a gn o s t i c 
significance of endocervical glandular cells with 

“golden-yel low” mucin on pap smear. Diagn 
Cytopathol 2002; 27（2）: 80-84.

９）WHO classification of tumors of breast and female 
genital organs: pathology and genetics. Tavassoeli 
FA. Devilee P, International Agency for Research 
on Cancer, Lyon, 2003; 217-257.

【連絡先】
今川　天美
山口県立総合医療センター産婦人科
〒 747-8511　山口県防府市大崎 10077 番地
電話：0835-22-4411　FAX：0835-38-2210
E-mail：neko.31081104@gmail.com



現代産婦人科　Vol.70 No.2， 2021 年，pp.381-385

産後の過多出血におけるダイナミック造影CT検査は治療方針選択に有用である
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Role of dynamic contrast-enhanced computed tomography in post-partum hemorrhage for 
selection of treatment policies

Ayano Omae・Kei Hayata・Sakurako Mishima・Akiko Ohira
Kazumasa Tani・Jota Maki・Eriko Eto・Hisashi Masuyama

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

目的：産後の過多出血に対する客観的評価として，ダイナミック造影CT検査の有用性が報告されている。ダイナミック造影
CT検査を施行することは，視診や超音波検査のような主観的評価よりも優れた検査特性を示すか否かを検討した。
方法：産後の過多出血の診断でダイナミック造影CT検査を施行した37例を対象とし，早期相で子宮腔内に血管外漏出を認め
た群と，後期相のみで子宮腔内に血管外漏出を認めた群，早期相，後期相ともに子宮腔内に血管外漏出を認めなかった群に
分けて後方視的研究を行った。
結果：早期相で子宮腔内への血管外漏出を認めた群は14例あり，うち12例が経カテーテル的動脈塞栓術を施行，２例が峡部
裂傷部位を内側から圧迫する子宮内バルーンタンポナーデにより加療した。後期相で初めて子宮腔内への血管外漏出を認め
た３例は全て保存的療法が奏功し，早期相，後期相とも子宮腔内への血管外漏出を認めない10例もすべて保存的療法が奏功
した。早期相で子宮腔内への血管外漏出を認めた場合は，その時点での目に見える出血量が少なくとも，基本的に経カテー
テル的動脈塞栓術を行わないと止血されないことが示唆された。また，ダイナミック造影CT検査は産後の過多出血に対して
診断の遅れや病変の見逃しがなく，正確な診断と瞬時の治療方針決定に有用であることが示された。
結論：産後の過多出血は出血の程度や超音波検査のみで治療方針を選択するのではなく，ダイナミック造影CT検査を行い動
脈性の活動性出血の有無で選択することの有用性が示された。

Aim: Many studies have reported the usefulness of dynamic contrast-enhanced computed tomography (CT) 
for objective evaluation of postpartum hemorrhage. We investigated whether dynamic contrast-enhanced CT 
was superior to subjective evaluations including visual examination and ultrasonography with regard to test 
characteristics.
Methods: We retrospectively investigated 37 patients who underwent dynamic contrast-enhanced CT for 
evaluation of postpartum hemorrhage. Based on extravascular leakage into the uterine cavity during each 
phase, patients were categorized into the following three groups: first group with early-phase leakage, second 
group with only late-phase leakage, and the third group without leakage during either phase.
Results: Extravascular leakage into the uterine cavity during the early phase did not achieve hemostasis 
and necessitated transcatheter arterial embolization. In the other case, we did not observe that conservative 
therapy was successful in early phase with or without leakage in the late phase.
Conclusion: We highlight the usefulness of dynamic contrast-enhanced CT for selection of a treatment policy 
for postpartum hemorrhage.

キーワード：産後の過多出血，ダイナミック造影CT検査，経カテーテル的動脈塞栓術
Key words：post-partum hemorrhage，dynamic contrast-enhanced computed tomography，
　　　　　　transcatheter arterial embolization

緒　　　言

　妊産婦死亡症例検討評価委員会による母体安全への提
言2019１）によると，2010～2019年に集積した事例解析
において，本邦における妊産婦死亡の最大の要因は産科
危機的出血である。分娩後の産科危機的出血に至った場

合，高次医療施設で多職種による一刻も早い集学的医療
を要するが，視診や超音波検査による個々の主観的評価
のみでは治療選択が一定せず，万一選択した治療が功を
奏さない場合は母体の予後に影響を与える。一方，出血
点同定が困難な症例においてCT検査の有用性は以前か
ら指摘されている２－４）。特にヨード造影剤を経静脈的
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に投与した後に同じ部位を繰り返し撮影し，経時的変化
を観察するダイナミック造影CT検査は，組織の血行動
態を時間的かつ空間的に精密に把握することが可能であ
り，産後の過多出血における客観的評価としての使用が
期待できるとされる。初期治療開始後のいまだ全身状態
が不安定な中，治療を一時中断してまでダイナミック造
影CT検査を施行することは，視診や超音波検査のよう
な主観的評価よりも優れた検査特性を示すであろうか。
今回我々は，この臨床的疑問に対して，産後の過多出血
時にダイナミック造影CT検査を施行した症例に対して
後方視的研究を行った。

方　　　法

　2015年10月～2020年３月までに，我々の施設において
産後の過多出血の診断でダイナミック造影CT検査を施
行した37例を対象とした。院外発症は子宮破裂が明らか
で緊急手術を施行した１例以外の全例に，院内発症は分
娩第３期の積極的管理によっても止血が得られない症例
に施行した。ダイナミック造影CT検査は，造影前，早
期相，後期相を撮像した。造影剤は２ml/秒で注入し，
横断，矢状断，冠状断三方向の断層面を評価に用いた。
早期相と後期相で子宮腔内への造影剤血管外漏出の有無
を確認し，早期相で子宮腔内への造影剤漏出症例を動脈
性の活動性出血ありと診断した（図１）。早期相で造影
剤漏出を認めない場合は後期相で造影剤の広がりを確認
した。以下の３群に分けて後方視的に検討した。
１．早期相で子宮腔内への血管外漏出あり
２．早期相で子宮腔内への血管外漏出なし，後期相で子

宮腔内への血管外漏出あり

３．早期相，後期相ともに子宮腔内への血管外漏出なし
　撮像されたダイナミック造影CTの読影は放射線診断
専門医の画像診断を依頼するのではなく，現場で対応し
た産婦人科医師の読影で治療選択を行い，後に作成され
た放射線診断専門医による画像診断報告書をもって最終
診断とした。

結　　　果

　37例のうち院外発症34例，院内発症３例であった。最
終診断は弛緩出血25例，胎盤遺残５例，産道裂傷６例，
子宮限局型羊水塞栓症１例であり，ダイナミック造影
CT検査前の平均ショックインデックス1.2（0.6～2.1），
平均ヘモグロビン値6.9g/dl（3.5～11.5），フィブリノゲ
ン値150mg/dl未満が17例，ダイナミック造影CT検査前
までの出血量2379±934ml（700～5000ml）であった。
胎盤遺残４例は用手剥離術，産道裂傷６例は裂傷修復術
で加療した。残り27例の内訳を表１に示す。早期相で子
宮腔内への血管外漏出を認めた症例は14例あり，うち12
例が経カテーテル的動脈塞栓術（transcatheter arterial 
embolization: TAE）を施行，２例が峡部裂傷による子
宮腔内への血管外漏出のため，子宮内腔にバルーンを挿
入して拡張させ，峡部裂傷部位を内側から圧迫する処置
（子宮内バルーンタンポナーデ）により加療した。ま
た，14例中３例は早期相で血管外漏出像を認めていたに
も関わらず，視診による分娩後出血が少ないと現場で対
応した産婦人科医師が判断し，保存的療法を試みるも止
血されず，最終的にTAEへ移行していた。これらの症
例は後に放射線科医による読影において早期相で血管外
漏出ありとされ，現場判断と最終診断に相違が生じてい

図１　ダイナミック造影CT検査での造影剤の広がり方による分類
矢印はそれぞれ，子宮腔内への造影剤の血管外漏出部を示す。
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たといえる。後期相で初めて子宮腔内への血管外漏出を
認めた３例は全て，輸血や止血剤投与などの保存的療法
が奏功し，早期相，後期相とも子宮腔内への血管外漏出
を認めない10例も全て保存的療法が奏功した。

考　　　案

　分娩後の過多出血に対するダイナミック造影CT検査
の有用性につき検討した。ダイナミック造影CTは，
ヨード造影剤を静脈から急速に注入した後，造影剤が目
的領域に到達する数十秒から分単位での時相を見計ら
い，同じ部位を複数回撮影する検査であり，組織の血行
動態を時間的かつ空間的に精密に把握できるようにな
る。動脈が造影される早期相，静脈が造影される後期相
を撮影するために，通常の造影CTに比し被爆線量は必
然的に多くなるものの，子宮腔内からの動脈性出血を診
断するには欠かせない検査であるといえる。今回の検討
において，早期相で子宮腔内への血管外漏出を認めた場
合は，その時点での目に見える出血量が少なくとも，基
本的にはTAEでの治療が必要であることが示された。
また，ダイナミック造影CT検査は産後の過多出血に対
して診断の遅れや病変の見逃しがなく，正確な診断と瞬
時の治療方針決定に有用であることが示された。
　妊産婦死亡症例検討評価委員会による母体安全への提
言2019によれば，産科危機的出血が本邦における妊産婦
死亡の最大の要因（19%）である。産科危機的出血の原
因別頻度では，子宮限局型羊水塞栓症（45%）が最も多
く，次いで子宮破裂（11%），常位胎盤早期剝離（10%），

癒着胎盤（９%），弛緩出血（８%）である。年次推移
では，2010年に約30%（年間症例数10～15例）であった
産科危機的出血での妊産婦死亡割合は，約10～15%（年
間症例数５例前後）と約半数まで減少している１）。これ
は，2010年に日本産科婦人科学会や日本産婦人科医会，
日本周産期・新生児医学会等の関連５団体により作成さ
れた「産科危機的出血への対応ガイドライン」が一定の
役割を果たしてきたと考えられる。その後，周産期管理
の進歩やエビデンス集積により，「産科危機的出血への
対応指針2017」へ改定されている５）。
　「産科危機的出血への対応指針2017」においても，分
娩後の過多出血に対してダイナミック造影CT検査が必
須であることは示されていないが，ダイナミック造影
CT早期相で子宮腔内へ漏出像を認める症例の多くは子
宮収縮剤が無効であり，有意に子宮動脈塞栓術を要する
頻度が高いという報告４）もあるように，我々の施設で
も産後の過多出血と判断した全ての症例に対してダイナ
ミック造影CT検査を行っている。本検討において，早
期相で血管外漏出像を認めた症例に対しては全てTAE
または子宮内バルーンタンポナーデを要し，早期相で血
管外漏出を認めない症例に対しては全て保存的加療が奏
功する結果となり，ダイナミック造影CT検査は，視診
や超音波検査のような主観的判断のみでは治療選択に迷
いが生じる場合の指標になり得ると考えられた。実際，
症例２，３および６は，早期相で子宮腔内に血管外漏出
を認めていたにも関わらず，その時点の腟鏡診や子宮輪
状マッサージで止血傾向にあると判断され保存的加療を

表１　ダイナミック造影CT検査を施行した27症例の内訳
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選択したものの，止血が得られずに赤血球濃厚液と新鮮
凍結血漿，血小板濃厚液を大量に使用した後に，TAE
となっていたことが今回の検討で示された。
　次に，ダイナミック造影CT検査は産後の過多出血に
対して診断の遅れや病変の見逃しがなく，正確な診断と
瞬時の治療方針決定に有用であることが示された。本検
討では，症例２，３および６のような主観的判断による
治療選択の見誤りを除けば，ダイナミック造影CT検査
は出血点を確実に同定することが可能である。出血点が
バルーンにより直接圧迫ができる子宮下部に位置するの
か，バルーンが届かない子宮上部や子宮底部に位置する
のかを判断した上で，TAEを選択することも可能であ
る。出血点が子宮下部に位置している場合でも，バルー
ン単独で出血点を直接圧迫できる見込みが低いと判断さ
れた場合は，最初からTAEを選択することは問題がな
い。けれども，TAEの決定から実際治療が開始され止
血効果が得られるまでには相応の時間を要する。そのた
め，バルーン単独で直接出血点を圧迫して止血を得るこ
とは困難な症例においても，バルーンを拡張させること
で子宮からの出血を減量させることは可能である。タン
ポナーデ効果によりTAE施行中の患者の状態を安定さ
せることが期待できるため，TAEを選択した症例でも
バルーンを留置することは勧められる。TAEには次回
妊娠時の子宮破裂等の重篤な合併症６，７）の報告もあり，
その適応には慎重な判断を要するが，治療の遅れによる
母体急変や，全身状態不良ななかで外科的止血法による
子宮摘出に踏み切るリスクを考慮すると，ダイナミック
造影CT早期相の所見によりTAEの施行を判断すること
は，迅速な方針決定と不必要なTAEを回避するために
も有用であると考えられる。
　我々の施設では分娩後の過多出血に対し，院外症例で
は救急外来初療室において救命救急科と協同で診療にあ
たる。産科危機的出血の宣言後，赤血球濃厚液および新

鮮凍結血漿や子宮収縮剤のオーダーと投与，採血等を実
施し，救命救急科医により循環動態の安定化を図った
後，ダイナミック造影CTを施行する。
　以下に我々の施設における産後の過多出血時対応とフ
ローチャート（表２）を示す。
①ダイナミック造影CT早期相で子宮腔内への造影剤の

血管外漏出像を認める場合は動脈性の活動性出血あり
と判断し，子宮上部出血または，既に子宮腔内バルー
ンタンポナーデが挿入されている症例に対して留置部
位より上部からの出血の場合は，TAEを選択する。
子宮峡部より下部出血の場合は子宮腔内バルーンタン
ポナーデ留置による止血を行う。止血が得られない場
合はTAEに移行する。

②ダイナミック造影CT早期相で子宮腔内へ血管外漏出
を認めない場合は，後期相での血管外漏出の有無にか
かわらず，輸血や子宮収縮薬などの保存的加療や子宮
腔内バルーンタンポナーデ留置で止血可能と判断す
る。

　なお，TAE施行に関しては「産科危機的出血に対す
るIVR施行医のためのガイドライン2017」を指針とす
る８）。
　ただし我々の施設では緊急CT検査室は救急初療室に
隣接し，放射線技師も24時間在中しているという利点が
ある。そのため初期治療開始後，わずかな動線で迅速に
ダイナミック造影CT検査が可能である。全ての施設が
同じ診療体制ではないため，救急医による初期治療や全
身管理が行われない中でのCT撮影や，放射線技師の到
着を待ってのCT撮影，処置室から遠く離れたCT検査室
への移動は返って母体の生命予後を著しく悪化させる可
能性がある。日常より産後の過多出血が起こった場合の
院内各科との連携を構築し，有事に備えることこそ，母
体の生命予後の改善に最も寄与するのではないかと考え
る。

表２　産後の過多出血における対応フローチャート
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　今回，産後の過多出血におけるダイナミック造影CT
検査の有用性に関して検討を行った。動脈性出血か否か
は，ダイナミック造影CT検査の早期相で子宮腔内に血
管外漏出を認めることで診断可能であり，保存的療法で
は止血が得られないことが示された。また子宮腔内への
血管外漏出の有無は放射線診断専門医の読影結果を待た
ずとも現場での判断が可能であるため，造影CTは出血
源同定だけでなく瞬時の治療方針決定にも極めて有用で
あることが示唆された。
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先天性横隔膜ヘルニアによる胸部異所性腎を出生前診断した１例
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Prenatal diagnosis of ectopic intrathoracic kidney with right congenital diaphragmatic 
hernia: A case report

Hanako Sugihara・Takashi Mitsui・Kazumasa Tani・Sakurako Mishima・Akiko Ohira
Jota Maki・Eriko Eto・Kei Hayata・Hisashi Masuyama

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

先天性横隔膜ヘルニア（Congenital Diaphragmatic hernia: CDH）に合併した胸部異所性腎は非常に稀な疾患である。今回，
我々は出生前診断に至った症例を経験したため報告する。
症例は30歳代。２妊１産。自然妊娠で妊娠成立し，妊娠36週３日の胎児超音波検査で右CDHが疑われ，当院へ紹介となっ
た。妊娠37週０日に当院を受診し，超音波検査で右胸腔内に腸管及び腎臓と考えられる実質臓器を認め，右肺は著明に圧排
されており，右CDHが疑われた。MRIを施行した結果，右CDHを認め，ヘルニア裂孔は後側方に位置しており，Bochdalek
孔ヘルニアと考えられた。右胸腔内には腸管の他，超音波検査で指摘された右腎臓の脱出を認め，胸部異所性腎合併右CDH
と診断した。CDHの重症度の予測因子である肺胸郭断面積比は0.11，肺断面積児頭周囲長比は0.18であった。新生児治療を
行うにあたり，妊娠38週３日に全身麻酔下で帝王切開術を施行した。出生体重3334gの女児を娩出し，臍帯動脈血pH 7.233，
Apgarスコアは１分値２点，５分値３点であった。出生直後に児は速やかに挿管され，NICUへ入室した。軽度の肺高血圧を
認めたが，循環動態は安定しており，NICU入室後に高頻度振動換気を開始した。日齢１に胸腔鏡下横隔膜ヘルニア直接縫
縮術を施行した。ヘルニアは有嚢性で小腸，大腸とともに右腎も胸腔内に脱出していたが，肺は成熟しており，分葉も認め
た。術後経過良好にて日齢19に退院となった。
Bochdalek孔ヘルニアにおいて胸部に腎嵌入を認めるのは，非常に稀であり，肺と腎は実質臓器であるため超音波で区別しに
くく，出生前に診断される例は稀である。今回，我々は超音波及びMRIを用いることによって，出生前に胸部異所性腎合併
右CDHを診断でき，出生後速やかに新生児治療を行えた症例を経験した。

Intrathoracic ectopic kidney associated with congenital diaphragmatic hernia (CDH) is rare. We describe this 
entity in a woman who presented to our hospital after fetal ultrasonography at 36 weeks’ gestation revealed 
suspected right CDH. Fetal ultrasonography performed at our hospital at 37 weeks’ gestation revealed 
herniation of the gastrointestinal tract and a parenchymal organ (most likely the right kidney) into the right 
thoracic cavity. Similar to ultrasonography findings, fetal magnetic resonance imaging revealed a posteriorly 
located hernia suggestive of Bochdalek hernia. The patient underwent cesarean delivery at 38 weeks’ 
gestation under general anesthesia, to treat the infant and delivered a female infant (birth weight 3334 g, 1- 
and 5-min Apgar scores 2 and 3, respectively and umbilical cord arterial blood pH 7.23). The infant underwent 
thoracoscopic diaphragmatic hernia repair via direct plication, 2 days after birth. Her postoperative course 
was uneventful, and she was discharged 19 days after birth. An intrathoracic ectopic kidney with CDH is rare 
(incidence 0.25%). Both the lungs and kidneys are parenchymal organs, which are often ultrasonographically 
indistinguishable; therefore, prenatal diagnosis is challenging. We describe a patient in whom fetal 
ultrasonography and magnetic resonance imaging enabled prenatal diagnosis of right CDH accompanied by an 
intrathoracic ectopic kidney and facilitated prompt postnatal treatment.

キーワード：先天性横隔膜ヘルニア，胸部異所性腎，出生前診断
Key words：congenital diaphragmatic hernia, ectopic intrathoracic kidney, prenatal diagnosis

緒　　　言

　先天性横隔膜ヘルニア（congenital diaphragmatic 
hernia: CDH）は，胎児期の横隔膜の形成異常により，

主に胃や小腸，脾臓，肝臓などの腹腔内臓器が胸腔内に
認められる。胎児期より胸腔内に嵌入した腹腔内臓器に
より肺が圧迫され，肺の形成不全が生じ，出生後に呼
吸不全や肺高血圧をきたす疾患である。CDHの発生率
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は，およそ2000～4000人に１例であり，75％が左側，
20％が右側，５％が両側性である。症例の約60％は孤
発性で，40％は合併奇形あるいは症候群として発症す
る１）。
　胸部異所性腎は，約16000人に１例の非常に稀な先天
性疾患であり，異所性腎の中でも最も発生率が低く，
５％未満と報告されている２）。胸部異所性腎は，①背側
横隔膜が正常な真の胸部異所性腎，②横隔膜弛緩症によ
るもの，③CDHによるもの，④外傷性横隔膜ヘルニア
によるものの４つに分類される３）。CDHに合併した胸部
異所性腎は非常に稀な疾患であり，出生前診断例は少な

く出生後の呼吸不全や発熱などにより診断されることが
多い４）。
　 今 回， 我 々 は 胎 児 超 音 波 検 査 及 び M a g n e t i c 
Resonance Imaging: MRIを用いることによって，出生
前にCDHによる胸部異所性腎を診断でき，出生後速や
かに新生児治療を行えた症例を経験したので報告する。

症　　　例

　症例は30歳代。２妊１産。自然妊娠にて妊娠成立後，
妊娠経過は順調であった。妊娠36週３日の妊婦健診時
の胎児超音波検査で右胸腔内に腸管を認め，右CDHが

図１　胎児MRI
Ａ：胎児MRI矢状断。矢印は右胸腔内へ嵌入した腸管を示す。
Ｂ：胎児MRI前額断。矢印は右胸腔内へ嵌入した右腎臓を示す。

図２　胎児超音波検査
Lung to thorax transverse ratio: Area B / Area A: 6.36 / 59.04 = 0.11
Lung to head circumference ratio: Area B / HC: 6.36 / 34.52 = 0.18
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疑われたため，精査加療目的に当院へ紹介受診となっ
た。妊娠37週０日に当院を初診し，同日の胎児超音波検
査で胎児推定体重は2803g（0.76SD）と胎児発育良好で
あったが，右胸腔内に腸管及び腎臓と思われる実質臓
器を認め，右肺は著明に圧排されており，右CDHを認
めた。心構築異常を含め，その他の合併奇形は認めな
かった。胎児MRIを施行した結果，右CDHを認め，ヘ
ルニア裂孔は後側方に位置しており，Bochdalek孔ヘル
ニアと考えられた。右胸腔内には腸管の他，胎児超音波
検査で指摘された右腎臓の脱出を認め，胸部異所性腎
合併右CDHと診断した（図１Ａ，Ｂ）。胎児超音波検査
による肺胸郭断面積比 （lung to thorax transverse ratio: 
LTR）は0.11, 肺断面積児頭周囲長比 （lung to head 
circumference ratio: LHR）は0.18，observed/expected 
LHR （o/e LHR） は8.64％であった（図２）。新生児治療
を行うにあたり，新生児科医，小児外科医と分娩方法を
協議した結果，妊娠38週３日に全身麻酔下で選択的帝王
切開を施行した。女児，出生体重3334g，臍帯動脈血pH 
7.233，Apgar score １分値２点，５分値３点であった。
児は出生直後に挿管され，一酸化窒素 （NO） 吸入療法
を開始し，人工呼吸を行いながらNeonatal Intensive 
Care Unit: NICUへ入室した。NICU入室後に高頻度振動
換気 （high frequency oscillation: HFO）を開始した。軽
度の新生児遷延性肺高血圧症を認めたが，呼吸循環動態
は安定しており，日齢１に先天性右横隔膜ヘルニアの診
断で胸腔鏡下横隔膜ヘルニア根治術を施行した。胸腔鏡
で胸腔内を観察したところ，肺の低形成は軽度であり，
分葉も認めた。ヘルニアは有嚢性で小腸，結腸とともに
右腎臓が胸腔内に脱出していた。横隔膜は外側，背側は
完全に欠損していたが，内側に存在しており，内側の横
隔膜は胸郭まで牽引可能であったため，直接縫縮術を施
行した（図３）。脱出臓器は人工気胸によりほぼ自然に
腹腔内に還納され，右胸腔内にドレーンを留置し，手術
を終了した。術後より新生児遷延性肺高血圧症は改善傾

向を認めたためNOは漸減，日齢４にはNO吸入療法は
中止した。日齢５に右胸腔ドレーン抜去，日齢８に抜管
し，呼吸状態は増悪なく経過した。その後，術後経過良
好にて日齢19に退院となった。

考　　　案

　本症例は，初診時の胎児超音波検査で，腹腔内に右腎
臓が特定できなかったことに加え，右胸腔内に圧排され
た肺や脱出した腸管の他に実質臓器を認めたことが診断
の契機となった。胎児MRIを確認したところ，右CDH 
（Bochdalek孔ヘルニア）によって脱出した右腎臓を胸
腔内に認め，胸部異所性腎合併右CDHの診断に至った。
　胸部異所性腎は①背側横隔膜が正常な真の胸部異所性
腎，②横隔膜弛緩症によるもの，③先天性横隔膜ヘルニ
ア（Bochdalek孔ヘルニア）によるもの，④外傷性横隔
膜ヘルニアによるものの４つに分類され２），Bochdalek
孔ヘルニアにおいて胸部に腎嵌入を認めるのは0.25％
と，先天性横隔膜ヘルニアとの合併例は非常に稀であ
る２）。これまでの報告において，Bochdalek孔ヘルニア
に伴う胸部異所性腎を出生前診断できた症例は，本症例
を含めた５例のみであった（表１）５－８）。本症例と同様
に30週以降でCDHの診断となった症例は予後不良因子
である肝ヘルニアを認めていたにも関わらず，出生後
HFOのみで管理され，CDH閉鎖術を施行し経過良好で
退院となっている７）。また，前述の４例全て出生後の経
過は良好で日齢０－４に閉鎖術を施行され，その後順調
に退院となっており，CDHに合併した胸部異所性腎の
症例は，出生後の予後は良好であることが報告されてい
る。
　CDHの児の臨床的予後は，肺低形成の程度と肺高血
圧の重症度に左右される１）。肺低形成の重症度を決定す
るのは，ヘルニア臓器が隣接する肺を圧迫する時間の長
さと範囲であり, CDHに合併する肺低形成が，その罹患
率と死亡率を決定する主要な因子である１）。重症度の評

図３　術中所見
内側に残存していた横隔膜を胸郭まで牽引し，直接縫縮術を施行した。



390 Vol.70 No.2杉原　花子・光井　崇・谷　和祐・三島　桜子・大平安希子・牧　尉太・衛藤英理子・早田　桂・増山　寿

価指標の一つとして，胎児の肺自体の大きさを画像的に
評価したもので，胎児期の健側肺の大きさの評価法とし
てLHRとo/e LHRがある９）。日本では軽症例の生存率は
80％であり，重症例については北野分類Group Ⅲ10）で
生存率48％，o/e LHR＜25％未満の症例では生存率49％
と報告されている５）。北野分類Group Ⅲ，あるいはo/e 
LHR＜25％未満などの重症群に対してはCDHの胎児治
療である胎児鏡下気管閉塞術 （fetoscopic endoluminal 
tracheal occlusion: FETO）の適応を検討する必要があ
る９）。日本で実施された「FETOの早期の安全性試験」
のプロトコールでは，o/e LHR＜25％未満の重症例で
は，27－30週にFETOを行い，o/e LHR＜25％から45％
の中等症では30－32週にFETOを行い，34週台でバルー
ンを抜去するとされている11）。また，LTR0.2未満と0.2
以上の２群間においても，HFO，体外式膜型人工肺 
（Extracorporeal membrane oxygenation: ECMO）施
行症例の割合，生存率に関し，有意な相関がみられ12），
胎児超音波検査から計測したLTRは，CDHにおける重

症度を反映することが示唆され，臨床的に計測可能な出
生前指標となりうる12）。
　本症例では，妊娠36週３日の妊婦健診までCDHを指
摘されていなかった。妊娠中期から後期にかけてヘルニ
ア裂孔のサイズは一定であることから３），裂孔は存在し
ていたものと考えられるが，CDHの発症時期は不明で
あった。妊娠36週時点での診断であったため，胎内治療
の適応はなかったが，LTR及びLHRが重症群であるこ
と，実質臓器が胸腔内に嵌頓していることなどを考慮
し，新生児科医，小児外科医と協議した結果，出生後た
だちに新生児治療が行えるよう，手術室で全身麻酔下に
選択的帝王切開術を行った。出生前の胎児超音波検査
では重症群であったが，胸腔内への脱出が妊娠後期で
あったため，肺の低形成は軽度であったと考えられた。
今回，我々は胎児超音波検査及び胎児MRIを用いること
によって，出生前に胸部異所性腎合併右CDHを診断で
き，出生後に速やかな新生児治療を行うことができた。

表１　Bochdalek孔ヘルニアに合併した胸部異所性腎を出生前診断した症例

本症例を含めて，これまでに報告されたBochdalek孔ヘルニアに伴う胸部異所性腎を出
生前診断できた５症例を表１に示す。



2021年 391先天性横隔膜ヘルニアによる胸部異所性腎を出生前診断した１例

文　　　献

１）Gallot D, Boda C, Ughetto S, Perthus I, Robert-
Gnansia E, Francannet C, Laurichesse-Delmas 
H, Jani J, Coste K, Deprest J, Labbe A, Sapin V, 
Lemery D. Prenatal detection and outcome of 
congenital diaphragmatic hernia: a French registry-
based study. Ultrasound in Obstet Gynecol 2007;  
29: 276-283. 

２）Campbell MF. Renal ectopy. J Urol 1930; 24: 187-
190. 

３）Donat SM, Donat PE. Intrathoracic kidney: a case 
report with a review of the world literature. J Urol 
1988; 140: 131-133.

４）Sarac M, Bakal U, Tartar T, Tartar S, Kara A, 
Kazaz A. Bochdalek hernia and intrathoracic 
ectopic kidney: Presentation of two case reports 
and review of the literature. Niger J Clin Pract 
2018; 21: 681-686.

５）Juricic M, Cambon Z, Baunin C, Abbo O, Puget C, 
Crouzet K, Galinier P, Bouali O. Prenatal diagnosis 
of right-sided diapharagmatic hernia and ipsilateral 
intrathoracic kidney in a female fetus: a rare 
observation. Surg Radiol Anat 2016; 38: 419-423.

６）Panda B, Rosenberg V, Confeld D, Sti l ler R. 
Prenatal diagnosis of ectopic intrathoracic kidney 
in a fetus with a left diaphragmatic hernia. Journal 
of Clinical Ultrasound 2019; 37: 47-49.

７）Masturzo B, Kalache K.D, Cockell A, Pierro 
A, Rodeck H. Prenatal diagnosis of an ectopic 
intrathoracic kidney in right-sided congenital 
diapharagmatic hernia using color Doppler 
ultrasonography. Ultrasound Obstet Gynecol 2001; 
18: 173-174.

８）Hidaka N, Fujita Y, Satoh Y, Fukushima K, Wake 
N. Sonographic appearance of intrathoracic kidney 
in a fetus with left diaphragmtic hernia. Journal of 
Clinical Ultrasound 2012; 40: 600-602.  

９）伊藤裕司．重症先天性横隔膜ヘルニア（CDH）の
新生児管理．日本周産期・新生児医学科会雑誌，
2021；56：688-699. 

10）Kitano Y, Okuyama H, Saito M, et al. Re-evaluation 
of stomach position as a simple prognostic factor 
in fetal left congenital diaphragmatic hernia. 
Amulticenter survey in Japan, Ultorasound Obstet 
Gynecol 2011; 37: 277-282.

11）Wada S, Ozawa K, Sugibayashi R, Suyama F, 
Amari S, Ito Y, Kanamori Y, Okuyama H, Usui 

N, Sasahara J , Kotani T, Hayakawa M, Kato 
K, Taguchi T, Endo M, Sago H. Feasibility and 
outcomes of fetoscopic endoluminal tracheal 
occlusion for severe congenital diaphragmatic 
hern ia . A Japanese exper ience . Journa l o f 
Obstetrics and Gynecology Research 2020; 46（12）: 
2598-2604.｠

12）長谷川利路．胎児超音波検査による肺胸郭断面積比
（LT比）の計測，及び先天性横隔膜ヘルニアにお
ける出生前診断，及び重症度の判定．日小外会誌 
1996；32：276-284. 

【連絡先】
杉原　花子
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科・婦人科学教室
〒 700-0914　岡山県岡山市北区鹿田町 2-5-1
電話：086-235-7320　FAX：086-225-9570
E-mail：h.sugihara0520@gmail.com





現代産婦人科　Vol.70 No.2， 2021 年，pp.393-397

卵巣甲状腺腫に合併した卵巣甲状腺腫性カルチノイドの１例

牛尾　友紀・小川千加子・増山　寿

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　産科・婦人科学教室

A case report of strumal carcinoid of the ovary with struma ovarii

Yuki Ushio・Chikako Ogawa・Hisashi Masuyama

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

カルチノイドとは，内分泌細胞に由来する腫瘍で，神経内分泌腫瘍（NET）と呼ばれる。神経内分泌細胞はホルモンやペプ
チドを分泌する細胞であるため，全身に分布し腫瘍も全身の臓器に発生しうる。多くは消化器や肺，気管支に発生すると言
われ，卵巣原発性カルチノイドは全カルチノイドの約0.5～1.7％，卵巣腫瘍全体では0.1％以下と言われている。今回，非常に
稀な卵巣腫瘍の一つである卵巣甲状腺腫性カルチノイドが甲状腺腫に合併した症例を経験したので報告する。
症例は76歳　２妊２産，閉経55歳。主訴は上腹部違和感であった。便秘やカルチノイド症候群は認めなかった。近医を受診
し，腹部超音波検査にて卵巣腫瘍を指摘され当院紹介となった。骨盤部MRIにて左卵巣由来の最大径11cm大の腫瘤を認め，
卵巣甲状腺腫を疑った。一部で拡散の低下を認めたため，悪性も考慮し開腹による両側付属器切除術を行った。術後病理組
織診断の結果，卵巣甲状腺腫を主体とし一部に甲状腺腫性カルチノイドの組織像を認めた。本症例では術後追加治療は行わ
ず，現在外来にて経過観察中である。

A 76-year-old woman visited our hospital with a complaint of upper abdominal discomfort. Ultrasonography 
revealed an ovarian mass. Further, pelvic magnetic resonance imaging (MRI) revealed suspected struma 
ovarii. Considering the risk of malignant conversion, we performed a bilateral salpingo-oophorectomy. 
The intra-operative pathological diagnosis was strumal carcinoid of the left ovary. She received no additional 
postoperative treatment. She is currently being followed up as an outpatient. Further, 85% of ovarian strumal 
carcinoid is associated with other teratomas, such as mature cystic teratoma and struma ovarii. Benign 
tumors generally have good contrast effect; however, they do not show diffusion reduction on MRI. However, 
when the diffusion-weighted image shows a high signal and the apparent diffusion coefficient map shows a low 
signal, a strumal carcinoid of the ovary should be suspected as in the present case.

キーワード：卵巣甲状腺腫性カルチノイド，卵巣甲状腺腫，悪性転化
Key words：Strumal carcinoid of ovary, struma ovarii, transformation

緒　　　言

　卵巣原発性カルチノイドは，全カルチノイドの約
0.5～1.7%と言われ１）２），また卵巣腫瘍全体の0.1%以
下３）４）と非常に稀な卵巣腫瘍である。卵巣原発性カル
チノイドの特徴としては，境界悪性腫瘍に分類され，好
発年齢は主に閉経後とされる。また多くに成熟嚢胞性奇
形腫を合併するとされる。また，卵巣カルチノイドは島
状カルチノイド，索状カルチノイド，甲状腺腫性カルチ
ノイド，粘液性カルチノイドの４つの組織型に分類され
る。索状，甲状腺腫性カルチノイドはペプチドYYを産
生することが多く，島状はセロトニンを産生する。予後
は基本的には良好であるが，転移や浸潤を認める場合に
は予後は極端に悪くなると言われる。今回我々は，卵巣
甲状腺腫に合併した卵巣甲状腺腫性カルチノイドの１例
を経験したので報告する。

症　　　例

患者：76歳　２妊２産
主訴：上腹部違和感
既往歴：右大腿骨頸部骨折手術，梅毒（詳細不明）
家族歴：妹　乳癌・大腸癌
現病歴：上腹部違和感を主訴に近医内科を受診したとこ
ろ，当科紹介となった。
身体所見：腹部は柔らかく，臍下２横指までの腫瘤を触
知。内診では子宮は小さく，左付属器領域に双手拳大の
腫瘤を認めた。腟鏡診では腟粘膜の萎縮を認め白色帯下
を少量認めた。
経腟超音波所見：子宮は25.6×12.5mm大，子宮内膜厚
１mm。卵巣腫瘍は113.0×61.4mm大の２房性，エコー
パターンⅡ型，一部に壁肥厚を認める卵巣腫瘍を認めた
（図１）。
MRI所見：骨盤内に約11×８×７cm大，T1強調では
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房によって低信号から高信号まで様々なステンドグラ
スパターンを示し，T2強調では高信号域が大部分を占
めるが一部に均一に強く低信号な房を認めた（図２，
図３A，３B）。また造影効果が非常に良好であった
（図４A，４B）。このことから左卵巣甲状腺腫を強く
疑った。また拡散の低下があり，悪性転化を疑った
（図５A，５B）。
PET/CT所見：左卵巣に強い集積は認めなかった。
術 前 腫 瘍 マ ー カ ー：C A 1 9 - 9　 1 6 7 U / m l，C E A　
2.6ng/ml，CA125　12U/ml
臨床経過：術前の画像所見より卵巣甲状腺腫を強く疑う
が，MRIで拡散の低下があり一部悪性転化も否定できな
いため，手術療法の方針とした。まずは腫瘍減量術に留
めることとし，術中迅速病理診断は行わず，腹式両側付
属器切除術を行った。

術中所見：腹水はなく，腹腔洗浄液細胞診を提出し悪性
細胞は検出されなかった。腫大した既知の左卵巣腫瘍を
認めた。左卵巣腫瘍全体の大きさは14×10×２cm程度
であった。右卵巣は正常所見だった。左卵巣腫瘍割面か
らは半透明黄褐色色調の嚢胞性病変や黄白色調の結節性
病変から構成される大きさ4.5×1.5cmの充実性病変が認
められた。
術後病理：肉眼的にコロイド様の部位では線維性の嚢
胞壁を円柱上皮が裏装しており，多数の大小不同を形
成し，卵巣甲状腺腫の像を認めた（図６）。結節性の
部位では，類円形の腫大核を有する腫瘍細胞が，不規
則に吻合した索状配列をとりながら増殖しており，甲
状腺腫性カルチノイドの組織像を認めた（図７）。ま
た，両者には移行ないしは衝突像を認めた。免疫組織
化学検査では，カルチノイド成分であるCD56（+），

図１　経腟超音波検査所見
左下腹部に113.0×61.4mm大の２房性嚢胞性腫瘤を認めた。 図２　骨盤部MRI検査所見　（T2強調　水平断）

図３A　骨盤部MRI検査所見　（T2強調　矢状断）
高信号域が主体であるが，一部に強く均一に低信号な房
（矢印）を認める。

図３B　骨盤部MRI検査所見　（T1強調　矢状断）
矢印①脂肪と同程度の明瞭な高信号
矢印②軽度高信号
矢印③病変の頭側の房に強い低信号
様々な信号強度を示すステンドグラスパターンを認める。
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図４A　骨盤部MRI（脂肪抑制T1強調　水平断）

図５A　骨盤部MRI検査所見（拡散強調像）
拡散強調像にて高信号を認める。

図４B　骨盤部造影MRI（脂肪抑制T1強調　水平断）
矢印部分に造影効果のある結節を認める。図４−Aと比
較して造影効果良好。

図５B　骨盤部MRI検査所見（ADCmap）
ADCmapで低信号を認める。

図６　病理学的所見（HE染色，100倍）
卵巣甲状腺腫の病理像。

図７　病理学的所見（HE染色，400倍）
索状配列をとる甲状腺腫性カルチノイドの組織像。
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Synaptophysin（+），Chromogranin A（+）で，濾胞成
分はTTF-1（+）であった。
術後経過：術後経過は良好。術後追加治療は行わず外来
にて経過観察中である。腫瘍マーカーも正常値となっ
た。
術 後 腫 瘍 マ ー カ ー：C A 1 9 - 9　 2 1 . 7 U / m l，C E A　
1.9ng/ml，CA125　5.0U/ml

考　　　案

　カルチノイドは神経内分泌腫瘍の一種で，通常，消化
器系や呼吸器系に発生する。消化管カルチノイドは良
性腫瘍とされていたが，転移を来し予後不良である例
も存在することから，神経内分泌腫瘍（neuroendocrine 
tumor, NET）として扱われる５）。一方，消化管以外で
はカルチノイドの名称が用いられるが，卵巣原発性カル
チノイドは非常に稀であり，カルチノイド全体の0.5～
1.7％，卵巣癌の約１％を占める。卵巣原発性カルチノ
イドの特徴としては，境界悪性腫瘍に分類され，好発年
齢は主に閉経後とされている。また，約60～70％に成熟
嚢胞性奇形腫を合併し７）８），約10％に粘液性腫瘍を合併
するとされる。組織学的には，胚細胞腫瘍の単胚葉性お
よび高度限定型奇形腫に分類され，さらに，島状カルチ
ノイド，索状カルチノイド，甲状腺腫性カルチノイド，
粘液性カルチノイドの４つの組織型に分類される。日本
で最も多いのは卵巣甲状腺腫性カルチノイドであり，
80％以上を占める。
　NETやカルチノイドは時にホルモン様の物質を分泌
し，特徴的な症状を引き起こすことで知られている。カ
ルチノイド症候群として，下痢や皮膚潮，心不全などが
知られており，卵巣原発の場合は代謝物質が門脈系を迂
回するため，症状が現れやすい。島状カルチノイドの
多くは平滑筋収縮作用を持つセロトニンを産生し，約
１/３の症例でカルチノイド症候群（顔面紅潮・高血圧・
下痢など）を呈する７）とされる。一方，卵巣甲状腺腫
性カルチノイドではカルチノイド症候群を呈することは
極めて稀である７）。卵巣甲状腺腫性カルチノイドは，濾
胞を有する甲状腺組織とカルチノイド細胞が隣接・混在
する組織像を呈し，卵巣特有の組織型でそのほとんどが
片側発生で両側発生は10％と稀である。卵巣カルチノイ
ドの場合は有用とされる腫瘍マーカーは無い。そのた
め，卵巣甲状腺腫性カルチノイドの術前診断は困難とさ
れている。
　本症例では閉経後・経産婦・片側発生という点では卵
巣カルチノイドの特徴と合致する。一方，持続する便秘
症状・カルチノイド症候群は呈していなかった。また成
熟嚢胞性奇形腫との合併が多いとされるが，甲状腺腫は
奇形腫の一亜型と考えられるため特徴と一致していると
いえる。卵巣甲状腺腫の画像診断は複数の囊胞が集族し

た形態の多房性分葉状の形態をとり，MRI T2強調像で
の明瞭な低信号部分，MRI T1強調像での高信号部分の
存在，また造影効果が非常に良好であるにも関わらず同
部位での拡散の低下を伴わないといった特徴的な所見か
ら多くの場合，術前診断可能である。本症例のように甲
状腺腫に拡散の低下を来した場合は悪性転化を疑う必
要があり，その場合は甲状腺乳頭癌や濾胞癌が多い。
FDG-PET検査はカルチノイドのような高分化な腫瘍で
は集積が低くなるため，鑑別や予後予測に役立つ可能性
がある。
　消化器以外のNETのガイドラインは存在しないた
め，治療法については文献を参考にしながら患者個々の
状態により選択される。卵巣カルチノイドの多くは限局
性であり，片側もしくは両側付属器摘出による完全腫瘍
切除によって良好な成績が報告されている３）８）11）。妊
孕性温存の必要性がない場合には子宮全摘を含む術式が
選択肢となるが，実際には過去の報告でも子宮全摘は約
半数にとどまっており，Ⅰ期の場合子宮全摘出の有無に
よって予後に差はない９）11）という報告もある。粘液性
カルチノイドではリンパ行性に転移を来しやすいため，
リンパ節郭清を含む術式が選択されることもある。転移
や播種を有する症例では化学療法が考慮されるが，その
有効性については未だ不明瞭な部分が多い。卵巣カルチ
ノイドの予後は比較的良好であり，発育は緩慢で転移例
は少ない10）。Ⅰ期の５年生存率は95％と極めて良好な一
方で，Ⅱ期以上の症例では53％と低い11）。そのため，卵
巣カルチノイドでも，分類や進行期，年齢などを考慮し
て治療法が決定される。本症例でも，卵巣甲状腺性カル
チノイドが判明したのち，追加手術侵襲と治療効果につ
いて検討し，患者の希望もあり，追加手術は行わない方
針とした。
　本症例では術後１年間は２ヶ月毎の経過観察の方針
とした。問診，内診，経腟超音波検査は毎回実施し，
CT検査は６ヶ月毎に実施とした。腫瘍マーカーの有用
性については明らかではないものの，CEA，CA19-9，
CA125を用いた。現在術後２年が経過しているが，本症
例では再発すること無く経過良好である。しかしなが
ら，早期にも関わらず約３年後に骨転移を来した症例
も報告されており，今後も慎重な経過観察が必要であ
る12）。

結　　　語

　卵巣甲状腺腫に合併した卵巣甲状腺腫性カルチノイド
という極めて稀な１例を経験した。本症例のように，
MRIにて拡散の低下を認めた場合は悪性腫瘍などの合併
を念頭に置くことも必要であり，乳頭癌などのほか，本
症例のようにカルチノイドも鑑別疾患として挙げる必要
がある。また，卵巣カルチノイドに対する治療エビデン
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スは確立しておらず，膵・消化管内分泌腫瘍と同様に疾
患の概念の整理や治療指針の確立のためには，引き続き
症例の蓄積が重要である。
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当院における生殖外科手術の現況と検討
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Retrospective analysis of the efficacy of reproductive surgery for infertile patients

Takahito Miyake １，２）・Ai Sakamoto １）・Aya Ito １）・Riko Takayoshi １）・Machiko Kiyokawa １）

Takashi Oda １，２）・Tadashi Hashimoto １）・Toshiyuki Hata １）・Yasunari Miyagi ２）・Tomoyoshi Takata １）

１）Department of Obstetrics and Gynecology, Miyake Clinic
２）Department of Gynecology, Miyake Ofuku Clinic

不妊症治療において子宮鏡手術，腹腔鏡手術といった生殖外科手術は従来治療の選択肢の１つとして行われてきた。近年の
不妊症治療では生殖補助医療（ART）により妊娠成立する症例も増加してきたが，卵管周囲癒着，卵管通過性障害，子宮内
腔病変などの原因を治療することで，より自然に近い形での妊娠を期待することが出来る生殖外科手術は依然として治療の
選択肢の１つとして考えられる。今回，卵巣機能が保たれており，卵管通過性障害が疑われる症例および数周期のタイミン
グ法や人工授精で妊娠成立しない症例に対して腹腔鏡手術を施行した。また，超音波検査で子宮内腔病変が疑われた症例に
対しては子宮鏡手術を施行した。いずれの術式でも問題となる術中術後合併症は認めなかった。術後タイミング法もしくは
人工授精を行い，妊娠成立しない症例では体外受精へのステップアップを行った。妊娠率並びに妊娠までの期間を検討した
ところ，腹腔鏡手術では非ART群で57％，ART群で43％が妊娠成立した。妊娠成立までの期間の中央値は非ART群で169
日，ART群で367日であった。子宮鏡手術では非ART群で28％，ART群で67％が妊娠成立した。本検討から，生殖外科手術
は依然として不妊症治療における治療の選択肢の１つとして位置づけられると考えられる。

To determine the efficacy of reproductive surgery for infertile patients with ovarian reserve and suspected with poor 
fallopian tubal passage, or suspected with endometrial polyp or myoma, a retrospective analysis was conducted. Thirty-two 
patients underwent laparoscopic surgery, while 31 were underwent hysteroscopy assess for endometrial polyps or myomas. 
After the surgery, several cycles of timed intercourse or artificial insemination was performed. Patients who did not become 
pregnant after a timed intercourse underwent artificial insemination and assisted reproductive technology (ART), including 
in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection followed by embryo transfer. The pregnancy rates in patients who 
underwent laparoscopic surgery were 57% without ART and 43% with ART. The proportions of patients who underwent 
hysteroscopy were 28% without ART and 67% with ART. In conclusion, reproductive surgery remains the choice of 
therapy for patients with remaining ovarian reserve and poor fallopian tubal passage, endometrial polyp, or myoma.

キーワード：不妊症，生殖外科手術，子宮鏡手術，腹腔鏡手術，卵管鏡下卵管形成術
Key words：infertility, reproductive surgery, hysteroscope, laparoscopic surgery, falloposcopic tuboplasty

緒　　　言

　生殖可能年齢のカップルが正常な性交渉を持つにも
かかわらず１年以上妊娠しない状態を不妊症と定義す
る１）。我が国での不妊症症例は年々増加の一途を辿って
おり，その原因として主には晩婚化による卵巣機能の低
下が挙げられているが，子宮内膜症，クラミジア感染症
などによる腹腔内・骨盤内癒着もその一因である。不妊
症に対する腹腔鏡手術は診断的意義と治療的意義の両方
を持ち合わせており，診断的意義を重視すれば不妊治療
開始前に行うべき検査ともされている２）。その一方で技
術の進歩や自治体による不妊治療助成金により生殖補助

医療（ART）が普及し，ARTにより妊娠し出生する児
は年々増加している。2019年には約６万人の児が出生し
ており，出生数全体の6.8％を占めている３）。生殖外科手
術を受ける症例は年々減少の一途を辿っているが，不妊
の原因や年齢などの状況によれば，生殖外科手術も依然
として不妊治療の選択肢の１つとして重要である。
　今回我々は当院不妊外来（三宅医院生殖医療セン
ター）を受診し，生殖外科手術を行った症例の現況とそ
の有用性について検討したので報告する。

対象と方法

　2019年１月から2020年12月に三宅医院生殖医療セン
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ター（生殖医療センター）を受診し，三宅おおふくクリ
ニックで生殖外科手術を受けた63症例を対象とした。生
殖医療センターではまず不妊スクリーニングによる不妊
原因の検索を行う。ゴナドトロピンの基礎値や抗ミュ
ラー管ホルモン（AMH）値にて卵巣機能が保たれてい
ると判断され，男性因子も否定されたうえで，スクリー
ニング検査項目である子宮卵管造影で異常所見を認めた
場合や，数周期のタイミング指導や人工授精にても妊
娠成立しない場合に，ARTへのステップアップか腹腔
鏡手術を提示し，手術を希望された症例は隣接する三宅
おおふくクリニックで腹腔鏡手術を施行した。術後は子
宮筋腫核出術症例では子宮筋層切開の所見に応じて３ヶ
月から６ヶ月間の避妊期間を設けた後に，生殖医療セン
ターで継続して不妊治療を施行した。
　また，経腟超音波検査で子宮内膜ポリープや粘膜下子
宮筋腫を疑った症例に対しては，ヒステロファイバース

コープで病変を確認の上で子宮鏡下手術を実施した。
　２年間で延べ69症例が対象となり，うち31例が子宮鏡
手術，38例が腹腔鏡手術を施行された（図１）。腹腔鏡
手術を施行する症例で術前の子宮卵管造影で卵管の通過
性障害が疑われた症例は，腹腔鏡下に通色素試験を行い
卵管采周囲の癒着を認めた症例では癒着剥離を，卵管閉
塞を認めた症例では卵管鏡下卵管形成術（Falloposcopic 
tuboplasty: FT）を施行した。腹腔鏡手術を施行した38
例中６例に卵管閉塞を認めたため，FTを施行した。
　術前診断，術式，術後妊娠の有無，妊娠確認までの期
間を後方視的に検討した。本研究は院内倫理委員会の承
認を得ている。

結　　　果

　生殖外科手術施行した69例で周術期および術後に特記
すべき合併症は認められなかった。手術後に生殖医療セ

図１　生殖外科手術の内訳
（Ａ）−（Ｆ）：腹腔鏡手術，（Ｇ）,（Ｈ）：子宮鏡手術

表１　腹腔鏡手術
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ンターで診療を継続した症例は69例中54例（78％）であ
り，子宮鏡手術症例では31例中27例（87%），腹腔鏡手
術症例では38例中27例（71％）と子宮鏡手術で診療継続
する症例が多い傾向であった。
　腹腔鏡手術を施行した38例中27例に対し継続し診療
を行い15例がタイミング法，人工授精による治療（非
ART群）を，12例が生殖補助医療による治療（ART群）
を受けた。非ART群15例中７例（47%）で妊娠成立し
６例に生児を得た。非ART群の妊娠成立までの期間は
169日であった。ART群12例中11例（92%）で妊娠確認
され，そのうち10例に生児を得た。ART群の妊娠成立
までの期間は309日であった。腹腔鏡手術後に妊娠成立
した症例の年齢は非ART群で29歳，ART群で30歳と２
群間で差を認めなかった（表１）。腹腔鏡手術施行の際

にFTを施行した症例（FT群）では全例で卵管通過性を
確認した。FT群のみで検討すると，６症例全例で以後
の診療を継続したが，半数の症例でタイミング法や人工
授精では妊娠を認めず，生殖補助医療へと移行した。
また，妊娠率も非ART群では33%であったのに対して
ART群では３例全例で妊娠を認めた（表２）。
　子宮鏡手術施行しその後治療継続した27症例のうち，
タイミング法，人工授精で妊娠成立した症例（非ART
群）は18例中５例（28%）でそのうち４例に生児を得
た。妊娠成立までの期間は115日であった。９例は体外
受精（ART群）を施行し６例（67%）で妊娠成立し５
例に生児を得た。妊娠成立までの期間は235日であった
（表３）。子宮鏡手術後に妊娠成立した症例の年齢の中
央値は非ART群で32歳，ART群で35歳であった。

表３　子宮鏡手術

表２　卵管鏡下卵管形成術
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考　　　案

　挙児希望にて産婦人科を受診する患者は増加傾向を示
しているが，その原因は多岐にわたる。また晩婚化によ
り挙児希望する年齢が高齢化しており，産婦人科を受診
した時点で卵巣予備能が低下している症例も見られる。
卵巣予備能が低下している症例やARTを強く希望して
受診した症例では，十分な説明を行い早期にARTの開
始を提示する。一方で若年者での子宮内膜症やクラミジ
ア感染症既往症例も増加しており，その結果として腹腔
内・骨盤内癒着，卵管通過性障害を認める症例も増加し
ている。年齢が若く，卵管通過性障害や卵管周囲の癒着
が明らかに疑われる症例では腹腔鏡手術により癒着剥
離，子宮内膜症病巣の焼灼を行う事で，その後タイミン
グ法や人工授精など，より自然に近い方法での妊娠を期
待することが出来る。今回の検討でも，腹腔鏡手術後
にタイミング法や人工授精で妊娠した症例が認められ
ており，治療の選択肢として考慮されるべきと考えら
れる。一方FT施行例では全例に卵管通過性の回復を確
認できており，これは既報４）と比しても良好な結果で
あった。その後のタイミング法や人工授精による妊娠率
が３例中１例と，これまでに報告されているFT後の妊
娠率５）と比較しても同様の結果であった。生殖補助医
療が一般化している現状ではFT施行後に２～３周期の
経過観察の後に生殖補助医療へのステップアップを希望
する症例も多く見られる。今後，生殖補助医療の保険適
応によりこの傾向はより多く見られる可能性が考えられ
る。
　ARTを施行する症例において，現在は凍結融解胚移
植が主流となっている。胚移植に際して子宮内膜ポリー
プなどの内膜病変が着床率やその後の出産率に影響を与
えるかどうかについては依然として議論がある６），７）。
一方で子宮鏡手術後にタイミング法や人工授精などで妊
娠成立し生児を得た症例も一定数認められた。有意差は
認められていないが，非ART群ではART群より年齢が
若い傾向を示しており，若年者で子宮内腔病変を疑われ
る症例では子宮鏡手術も治療法の選択肢として期待され
る。
　本報告は，腹腔鏡手術，卵管鏡手術，子宮鏡手術など
の生殖外科手術についてその後の妊娠率について検討を
行った。子宮鏡手術，腹腔鏡手術ともに安全に施行する
ことができ，治療の選択肢の１つとして検討されるべき
ものと考えられる。一方で手術を施行した症例でもタイ
ミング法，人工授精で妊娠成立する症例はいずれの術式
でも４分の１程度であった。これらの症例では妊娠成立
までの期間が比較的短期間である事から，ある一定期間
タイミング法，人工授精を施行し妊娠成立しない場合に
は体外受精へのステップアップを提示するべきと考えら

れる。本研究では限られた症例数のために検討を行えて
いないが，今後症例を蓄積し生殖外科手術による妊娠率
向上を期待できる因子，ステップアップの際に生殖外科
手術と生殖補助医療の治療法選択に寄与する因子につい
ての検討を進めていく。

結　　　語

　不妊症治療における生殖外科手術（腹腔鏡手術，卵管
鏡手術，子宮鏡手術）について検討した。手術は安全に
施行され，その後の妊娠率も良好な結果であった。卵巣
予備能が保たれている症例では，生殖外科手術も治療の
選択肢の１つとして考慮される。
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外傷等の誘因なく発症し慢性経過を辿ったと考えられた重症母児間輸血症候群の１例

岡本　遼太・多田　克彦・熊澤　一真
沖本　直輝・塚原　紗耶・吉田　瑞穂

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター　産婦人科

Severe fetomaternal hemorrhage with a chronic course and without a traumatic episode: 
A case report

Ryota Okamoto・Katsuhiko Tada・Kazumasa Kumazawa
Naoki Okimoto・Saya Tsukahara・Mizuho Yoshida

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

母児間輸血症候群（fetomaternal hemorrhage, FMH）は種々の原因により胎児血が経胎盤的に母体側へ流入する疾患である。
今回我々は，切迫早産加療中に外傷の存在なく発症し，慢性的に経過したと考えらえた，重症FMH症例を経験したので報告
する。症例は36歳，４妊１産。妊娠26週に切迫早産と診断され，前医に入院の上塩酸リトドリンの持続点滴で治療されてい
た。妊娠35週に胎動減少に加え，胎児心拍数モニタリングにおいて，sinusoidal patternを疑う所見と遅発一過性徐脈を認めた
ため，胎児機能不全の疑いで当院へ母体搬送となった。当院での胎児心拍数モニタリングではsinusoidal patternの診断基準を
満たす所見を認め，経腹超音波検査で胎児中大脳動脈収縮期最高血流速度が155 cm/sと異常高値を示したため，重症の胎児
貧血が疑われた。また，ヘモグロビン（Hb）F 3.2％，αフェトプロテイン6272 ng/mlと共に高値だったため，胎児機能不全
の原因はFMHによる胎児貧血と診断し，緊急帝王切開術を施行した。出生児のHb値5.6 g/dl，ヘマトクリット値18.8％と重症
貧血を認め，FMHによる失血を反映していたが，Apgarスコアは１分値５点・５分値８点，臍帯動脈血pHは7.404だった。児
は赤血球輸血が施行され，日齢11に退院となった。本症例は胎児の失血量推定（77～154 ml）からは重症のFMHだったと考
えられるが，出生児の状態は比較的良好で，慢性経過を辿った重症のFMH症例だったと考えられた。FMHの多くは原因不明
であり，妊婦の胎動減少の自覚が診断の契機となることが多い。FMHの早期発見と適切な対応のために，胎動減少を訴える
妊婦に遭遇した際には，外傷などの誘引なく発症するFMH症例を念頭に置いて迅速かつ適切な診療を進めることが重要と考
えられた。

We report a case of severe fetomaternal hemorrhage (FMH) with a chronic course and without a traumatic 
episode. A 36-year-old multiparous pregnant woman being treated for preterm labor was referred to our 
hospital at 36 weeks’ gestation because of decreased fetal movement and a late deceleration shown by fetal 
heart rate monitoring. Our findings suggested severe fetal anemia, based on a sinusoidal pattern in fetal heart 
rate monitoring and an abnormally high fetal middle cerebral artery peak systolic velocity of 155 cm/s in 
ultrasonography. The high 3.2％ hemoglobin (Hb) F value led to diagnosing FMH as the cause of fetal anemia. 
An emergency cesarean section was performed because of fetal non-reassuring status. The neonate with 
pH 7.404 umbilical artery blood had severe anemia, with 5.6 g/dl of Hb, reflecting blood loss from FMH. The 
neonate underwent red blood cell transfusion at the neonatal intensive care unit and was discharged on day 
11. The relatively good condition, despite estimated massive hemorrhage of 77‒154 ml from Hb F and the 
neonatal Hb, suggests a severe FMH case with a chronic course. Prompt management of pregnant women 
complaining of reduced fetal movement is important for improving the prognosis of neonates with FMH.

キーワード：母児間輸血症候群，胎動減少，胎児機能不全，サイナソイダルパターン，胎児心拍数モニタリング
Key words：fetomaternal hemorrhage, fetal movement, non-reassuring fetal status, sinusoidal pattern,

fetal heart rate monitoring

緒　　　言

　母児間輸血症候群（fetomaternal hemorrhage , 
FMH）は種々の原因により胎児血が経胎盤的に母体側
へ流入する疾患である。移行した胎児血の量によっては
胎児貧血をきたし，重症化すれば胎児水腫，胎児機能不

全，子宮内胎児死亡などを来たす予後不良となりうる
疾患の一つである。FMHは，交通事故をはじめとした
外傷によって発生することが良く知られているが１） ２），
60～80%では原因不明と言われている２） ３）。今回我々
は，切迫早産加療中に外傷の存在なく発症し，慢性的に
経過したと考えらえた，重症FMH症例を経験したので
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報告する。

症　　　例

36歳，４妊１産。
既往歴：なし。
現病歴：自然妊娠成立し，妊娠初期から前医で妊娠管理
を受けていた。妊娠26週４日に切迫早産と診断され，前
医に入院の上塩酸リトドリンの持続点滴で治療されてい
た。妊娠35週５日ごろから胎動の減少を訴えていたが，
この時点で前医ではFMHは疑われていなかった。妊娠
35週６日に胎児心拍数モニタリングにおいて，心拍数細
変動の減少を伴う変動一過性徐脈の出現を認め，また
sinusoidal patternを疑う所見も認めた（図１ａ）。モニ
タリング異常は一時改善したが，妊娠36週０日に再び同
様の所見に加えて遅発一過性徐脈を認めた（図１ｂ）た
め，同日胎児機能不全の疑いで当院へ母体搬送となっ
た。

入院後経過：入院時の内診所見は子宮口２ cm開大，
腟鏡診では羊水流出や性器出血は認めなかった。当院
での胎児心拍数モニタリング所見は以下の通りであっ
た（図２）：１）心拍数基線が150 bpm，２）基線を中
心とした振幅10 bpm，周波数３～４サイクル/分の10
分以上続くサイン曲線，３）short term variabilityの減
少，４）一過性頻脈の欠如。これらの所見は sinusoidal 
patternの診断基準２）を満たし，前医での臨床経過およ
び胎児心拍モニタリング所見と併せて胎児貧血の可能性
を考慮し精査を行った。経腹超音波検査で，頭位，推定
体重は2763 gだった。胎児中大脳動脈収縮期最高血流速
度は155 cm/s（2.89 multiple of the median）と異常高
値を認め，重症の胎児貧血が疑われた４） ５）。また，胎児
心臓を含め明らかな胎児形態異常は認めず，心胸郭面積
比は28%であったが，右房壁まで達する高度三尖弁逆流
（流速410 cm/s）を認めた。貧血の原因となる可能性の
ある，胎児腫瘍や胎盤腫瘍は認めなかった。経腹超音波

図１　前医での胎児心拍数モニタリング所見
ａ：sinusoidal patternを疑う所見を認めた（妊娠35週６日）。
ｂ：遅発−過性徐脈を認めた（妊娠36週０日）。

ａ

ｂ
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検査中に３分程度持続する60～70 bpmの胎児徐脈を認
めたため，胎児心拍モニタリング所見と併せ緊急帝王切
開術の方針とした。血液検査では全血算，生化学検査で
は異常なく，血液型はA型Rh（D）陽性，不規則抗体陰
性であった。帝王切開術決定後にヘモグロビン（Hb）F 
3.2%，αフェトプロテイン（AFP）6272 ng/mlと共に
高値が判明し，FMHによる胎児貧血が胎児機能不全の
原因として最も考えられたため，緊急帝王切開術を施行
した。
出生児所見および経過：出生児は体重2963 gの女児で
貧血様だった。Apgarスコア１分値５点と軽度新生児仮
死を認めたが，ルームエアーでのバッグ・マスクを用
いた蘇生への反応は良好で，Apgarスコア５分値は８
点に改善した。臍帯動脈血ガス所見はpH 7.404，乳酸値

29 mg/dl，base excess ‒4.4 mEq/lでアシドーシスはな
かった。同時に実施した児の血液検査（表１）でHb値
5.6 g/dl，ヘマトクリット値18.8%と重症貧血を認め，
FMHによる失血を反映した結果と考えられた。児は新
生児集中治療室に入院し赤血球輸血が施行された。経胸
壁心臓超音波検査では右心系の拡大，軽度～中等度の三
尖弁逆流を認めたが，先天性心疾患はなかった。日齢と
ともに三尖弁逆流は減少を認め，日齢11に退院となっ
た。母体は術後経過良好で術後７日目に退院した。
胎盤病理検査：胎児血管内の有核赤血球数増加や絨毛間
質血管核崩壊像，無血管絨毛の大型集簇領域を認めた。
これらは胎児貧血や胎児血管灌流異常が示唆される所見
であり，FMHに矛盾しないものであった。胎盤腫瘍は
認めなかった。

図２　当院入院時の胎児心拍数モニタリング所見
sinusoidal patternを認めた（妊娠36週０日）。

表１　母体および新生児血液所見
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考　　　案

　全妊娠期間を通して，生理的に少量の胎児血は母体循
環に流入し，移行血液量は妊娠週数を経るごとに増加
することが知られている６）。移行血液量は多くの場合は
0.1～0.2 mlとごく少量であり臨床的に問題となることは
ないが，20 ml/kg以上の多量の血液移行が起こると胎
児死亡や輸血を要する新生児貧血の頻度が増加する７）。
20 ml以上の胎児の失血を来たす頻度は1000分娩に1.1例
とされ８），80 mlを超える失血量ではその約50%が周産
期死亡になると報告されている９）。
　本症例における胎児の失血量を母体HbFの比率10）お
よび出生児の新生児HbF３）から算出するとそれぞれ
77 ml，154 mlと推定された（図３）。両者の差の原因と
して（１）出血から分娩までの時間差で母体血中のHbF
赤血球が寿命のため溶血すること，（２）出血の時期に
よって胎児の赤血球中のHbF赤血球の占める比率が80～
100%と異なること，（３）造血によりHb値の回復がみら
れる前に血漿の血管内シフトが生じること，（４）胎児
造血能により代償が起こり貧血の改善がみられること，
などが考えられる１）。本症例の失血量が77 mlであった
としても，これは約50%が周産期死亡になるとされる
80 ml９）に近い大量の失血であり，出生時の新生児Hb値
が5.6 g/dlと低値だったことがこの事実を裏付けている。
　しかし，本症例ではApgarスコアは比較的良好で臍帯
動脈血pHは正常であった。FMHでは，失血量とともに
血液移行の経過も胎児の状態に影響する11）。急激な血液
移行が生じれば胎児の状態は急激に悪化するが，血液移
行が慢性的なものであれば貧血に対して造血や循環によ
る代償機構が働くため，この代償が破綻するまでは全身
状態の悪化や胎児の心拍数異常を認めない可能性があ
る11）。本症例での失血量は77～154 mlと大量であったに
もかかわらず，児の状態が比較的良好だったことを考
えれば，慢性経過を辿った重症のFMH症例であったと
思われた。慢性FMHは，重度の貧血の存在にも関わら
ず，分娩時の児の循環動態が安定していること，出生児

のガス分析値が正常であることで診断されることが多
く12），本症例はこれに合致していた。また，慢性FMH
では網状赤血球の上昇などといった胎児の代償反応が重
要な所見とされている13）。本症例では網状赤血球は検査
できていないが，総合的に判断すると慢性の経過を辿っ
たと考えられた。FMHの具体的な発症時期について
は，正確に確定することは困難であるとされている13）。
しかし，FMH発症の初期症状は胎動減少であることが
多い14）ということを考え合わせれば，この症例は少な
くとも前医で胎動減少を認めた妊娠35週５日にはFMH
は顕在化していたと考えられる。
　FMHは母体血中における胎児赤血球の存在によっ
て診断され，一般的にはKleihauer-Betke試験や，より
正確性の高い診断にはフローサイトメトリーが用いら
れる15）が，これらの検査は実地臨床では一般的ではな
い15）。一方で，日常的検査として利用可能であるHbFお
よびAFP16）に関しては，産科医療補償制度の再発防止
に関する報告書・提言17）において，FMH症例で高値を
示すことが報告されている。今回の症例においても，
HbFおよびAFPは共に高値を示し，その有用性が示さ
れたと言える。日常診療では，超音波検査や胎児心拍数
モニタリングで胎児貧血が疑われた場合には，HbFや
AFPと組み合わせて総合的に判断することになる。
　本症例で認めた胎児心拍数モニタリングにおける
sinusoidal patternは，胎児の重症貧血や重症低酸素症
などで出現する，胎児機能不全を示唆する18），急速遂娩
を行うべき所見である２）。sinusoidal patternと鑑別すべ
き所見として，滑らかなサイン曲線でなく「鋸歯状」
の所見を呈するpseudo-sinusoidal patternがある２） 19）。
pseudo-sinusoidal patternは，分娩時の胎児心拍数モニ
タリングの15％に認められたとの報告20）もある稀な所
見ではないが，胎児の吸啜や周期的臍帯圧迫といった
明らかな病的状態以外で起こり得る所見２） 18） 20）である
ため，真のsinusoidal patternとの鑑別が極めて重要と
なる。sinusoidal patternと診断した症例については，
pseudo-sinusoidal patternの存在を念頭に置きつつ，他

図３　胎児出血量の推定式
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の所見と併せて総合的に慎重な胎児評価を行う必要があ
る。
　FMHの原因としては，外傷を始め，産科的処置，前
置胎盤，胎盤早期剥離などが知られているが，その60～
80%では原因が不明であり１） ３），妊婦の胎動減少の自覚
が診断の契機となることが多いとされている４）。した
がって，外来フォロー中で妊婦が胎動減少の自覚に乏
しければ診断の機会を失い，子宮内胎児死亡に至る可
能性がある。FMHは死産の３～14％に関連しているこ
と21），単胎妊娠の子宮内胎児死亡例の25～40％が原因不
明であること22）を考えれば，現在考えられている以上
にFMHに起因する子宮内死亡症例があることが推測さ
れる。本症例でも切迫早産のために２ヶ月以上入院の上
安静加療されていたにもかかわらずFMHを発症し，胎
児心拍数モニタリングで一過性徐脈の出現を認めるよう
になったのは妊婦が胎動減少を自覚して以降であり，妊
婦の胎動自覚の重要性を再認識した。胎動減少の取り扱
いの重要性については日本のガイドライン23）にも取り
上げられており，胎動減少を訴える症例では，胎児心拍
数モニタリングと超音波検査を組み合わせて頻回な胎児
機能評価を施行することが望ましいと考える。　
　FMH症例の新生児の長期神経学的予後を悪化させる
因子として，重症貧血（新生児Hb≦4.5 g/dl）と代謝
性アシドーシスの存在が報告されており24），FMHの早
期発見と胎児・新生児への適切な対応が益々強調され
る。そのためには，胎児機能不全に陥る原因疾患として
FMHが存在することを認識した上で，胎動減少を訴え
る妊婦に遭遇した際には，外傷などの誘因なく発症する
FMH症例を念頭に置いて迅速かつ適切な診療を進める
ことが重要と考えられた。
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卵巣癌のSister Mary Joseph’s noduleに対して臍切除を行った３例
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Umbilical resection for Sister Mary Joseph’s nodule in ovarian cancer:
A report of three cases

Mariko Ogawa・Naoyuki Ida・Kyohei Irie・Kazuhiro Okamoto
Hirofumi Matsuoka・Chikako Ogawa・Keiichiro Nakamura・Hisashi Masuyama

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

Sister Mary Joseph’s nodule（SMJN）は腹腔内または骨盤の悪性腫瘍の臍転移であり，１－３%と稀である。SMJNの転移経
路は腹膜播種からの転移が90%以上といわれているが，術中所見で腹膜播種を伴わない卵巣癌のSMJNの３例を経験したので
報告する。
症例１は75歳女性。卵巣癌ⅣB期（pT1cN0M1，類内膜癌）に対し単純子宮全摘出術（TAH）＋両側付属器摘出術（BSO）＋
大網部分切除術（pOMT）＋臍切除を施行しComplete surgeryが完遂できた。術後補助化学療法としてtri-weekly Paclitaxel＋
Carboplatin（tri-TC）+Bevacizmabを８サイクル施行後，Bevacizmabの維持療法を行い現在再発はない。症例２は74歳女性。
卵巣癌ⅣB期（pT1aN0M1，類内膜癌）に対しTAH＋BSO＋pOMT＋臍切除を施行した。後療法は本人の希望で施行せず，
術後３ヶ月に死亡の転帰となった。症例３は50歳女性。初診時の画像所見から卵巣癌疑い，子宮体癌疑い，腹膜播種疑い，
臍腫瘍を指摘された。子宮内膜組織診や臍生検から癌の同定はできなかったが，臨床的に卵巣癌または子宮体癌と診断し，
weekly Paclitaxel＋Carboplatin 14サイクルを術前化学療法として施行した。TAH＋BSO＋pOMT＋臍切除を施行し，卵巣癌
ⅣB期（ypT3bN0M1，類内膜癌）の診断であった。同抗癌剤を継続後，Niraparibにて維持療法中であるが再発所見を認めな
い。
３症例共に臍切除を施行したが，術後合併症は生じなかった。症状や画像所見から臍転移を疑う卵巣癌症例では積極的に切
除し，病期が変わることで治療方針の決定や予後に影響を及ぼす可能性がある。

Sister Mary Joseph’s nodule (SMJN) refers to rare (1%-3%) umbilical metastasis of intra-abdominal or pelvic 
malignancies. We describe SMJN in three patients with ovarian cancer without peritoneal dissemination 
observed intraoperatively.
Case 1: A 75-year-old woman underwent total abdominal hysterectomy (TAH)+bilateral salpingo-oophorectomy 
(BSO) and partial osteopathic manipulative treatment (pOMT)+umbilical resection for stage IVB ovarian 
cancer (pT1cN0M1 endometrioid carcinoma). She completed eight courses of paclitaxel+carboplatin+bevacizu
mab as postoperative adjuvant chemotherapy and received maintenance therapy using bevacizumab, without 
recurrence. 
Case 2: A 74-year-old woman underwent TAH+BSO+pOMT+umbilical resection for stage IVB ovarian cancer 
(pT1aN0M1 endometrioid carcinoma). Intraoperative ascites cytology showed positive results; however, she 
refused postoperative therapy and died 3 months postoperatively. 
Case 3: A 50-year-old woman with suspected ovarian and uterine cancer with peritoneal dissemination and 
an umbilical tumor underwent TAH+BSO+pOMT+umbilical resection and was diagnosed with stage IVB 
ovarian cancer (ypT3bN0M1 endometrial carcinoma). She was administered niraparib maintenance therapy 
after sustained treatment using this anticancer drug and showed no recurrence.
All patients underwent umbilical resection without any postoperative complications. Aggressive resection and 
changes in disease stage may affect treatment decision-making and prognosis in patients with ovarian cancer 
accompanied by suspected umbilical metastasis, based on symptoms and imaging findings.

キーワード：SMJN，臍転移
Key words：Sister Mary Joseph’s nodule，umbilical metastasis
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緒　　　言

　Sister Mary Joseph’s nodule（SMJN）は腹腔内また
は骨盤の悪性腫瘍の臍転移と定義されており，予後不良
因子の一つである。腹腔内または骨盤悪性腫瘍のなかで
臍転移のある症例は１－３%と稀であり１），女性におい
ては卵巣癌のSMJNは胃癌のSMJNに次いで多く，42～
47.7%が卵巣癌由来であるとの報告もある２）。
　今回，我々は卵巣癌のSMJNの３例を経験したので報
告する。

症　例　１

患者：75歳，女性
主訴：腹部膨満感，臍部掻痒感
現病歴：腹部膨満感を自覚し，前医を受診した。CT，
MRIで卵巣悪性腫瘍を疑う所見を認め当科紹介受診と
なった。
検査所見：
視診　臍は掻痒感があったが，外表からは悪性を疑う所
見はなし（図１）。

腫瘍マーカー　CA19-9 25.4U/mL，CA125 39.0U/mL
骨盤造影MRI　長径27cm大の境界明瞭な腫瘤性病変を
認め，内部はT1強調像でやや低信号，T2強調像でやや
高信号を示し，内部に隔壁様構造や結節様構造あり，
T2強調像で低信号を示した。隔壁に沿って拡散強調像
で高信号，ADCマップで低下を伴う成分が散在性にあ
り，ダイナミックMRIで軽度造影効果があった。臍はヘ
ルニア様に腫大していたが，明らかな悪性を疑う所見は
なかった。
PET-CT　造影MRIでも隔壁に沿ってFDGの異常集積を
認めたため卵巣癌を疑った。臍には，軽度異常集積を認
めた。その他転移は認めなかった（図２）。
臨床経過：卵巣癌疑いに対して，単純子宮全摘出術
（TAH: total abdominal hysterectomy）＋両側付属器摘
出術（BSO: Bilateral salpingoopherectomy）＋大網部分
切除術（pOMT: partial omentectomy）を施行した。術
中，臍腹側に壊死病変を背景にした腫瘤性病変を認め転
移を疑い，臍切除を追加した。
病理結果：右卵巣は腺状に増殖する類内膜癌様部分，細
胞質内粘液に富む細胞増殖が主体となる部分，乳頭状増

図１　表面上は臍に明らかな病変なし
図３　臍切除標本　HE染色　×400　臍の一箇所に左卵巣に転移

した組織構造によく似た小胞巣状の浸潤をみとめた

図２　A：MRI T2強調像　矢状断像　内部に隔壁様構造あり，B：PET-CT　横断像　臍の異常集積あり
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殖を示す部分が混在するような所見であった。左付属器
に転移を認めた。臍の一箇所にも左卵巣に転移した組織
構造によく似た小胞巣状の浸潤を認めたため臍転移と診
断した（図３）。腹水細胞診は陽性であった。以上の所
見から右卵巣癌ⅣB期（pT1cN0M1，類内膜癌　旧分類 
漿液粘液性癌）と診断した。
　術後tri-weekly Paclitaxel 150mg/m２＋Carboplatin 
AUC 4（tri-TC） +Bevacizmab 15mg/kg（Bev）療法を
８サイクル施行後，Bev維持療法を行い術後再発はなく
経過している。臍切除の合併症を認めなかった。

症　例　２

患者：74歳，女性
主訴：腹部膨満感，浸出液・悪臭を伴う臍腫瘤，下腹部
皮膚発赤
現病歴：浸出液・悪臭を伴う臍腫瘤を主訴に前医を受診
した。CTで卵巣の腫大を認め，臍部腫瘤生検で扁平上
皮癌（奇形腫の悪性転化の疑い）と診断された。卵巣悪
性腫瘍の臍転移の疑いで当科紹介となった。
検査所見：
視診　臍に浸出液・悪臭を伴う腫瘤，下腹部の皮膚発赤

あり（図４）。
腫瘍マーカー　CEA 5.55U/mL，CA19-9 216.0U/mL，
CA125 324.1U/mL
造影MRI　長径26cm大の境界明瞭な腫瘤性病変を認め
た。腫瘤内部の一部はT1強調像で低信号，T2強調像で
中等度信号の充実成分であった。
PET-CT　同部位に異常集積を認め卵巣癌と診断した。
長径３cm大の臍腫瘤にもPET-CTで異常集積を認め
た。（図５）
臨床経過：卵巣癌の臍転移を疑い，TAH＋BSO＋pOMT＋
臍切除を施行した。
病理結果：右卵巣には細胞質内に粘液を有する円柱上皮
の腺管乳頭状増殖や多辺形細胞の充実性胞巣状増殖を認
めた。臍腫瘤には右卵巣と類似した多辺形細胞の充実性
胞巣状増殖部分を認めた（図６）。臍以外に転移は認め
なかった。腹水細胞診は陰性であった。以上の所見から
右卵巣癌ⅣB期（pT1aN0M1，類内膜癌　旧分類 漿液粘
液性癌）と診断した。
　本人の強い希望で術後補助化学療法は施行しなかっ
た。術後３ヶ月で急激な進行に伴う多臓器不全となり死
亡した。臍切除に伴う合併症やその後の体表への転移は
認めなかった。

症　例　３

患者：50歳，女性
主訴：臍部掻痒感，性器出血
現病歴：多量の不正性器出血を認め，前医を受診した。
ヘモグロビン５g/dLの重症貧血であり，胸部から下腿
の造影CT検査では左肺動脈と左大腿動脈や両側下腿の
深部静脈に血栓を認め，当科救急搬送となった。
検査所見：
視診　臍は掻痒感あったが，外表からは悪性を疑う所見
はなし（図７）。
臍腫瘤部位の皮膚生検　悪性所見は認めなかった。
腫瘍マーカー　CEA 5.3ng/mL，CA19-9 8683.0U/mL，図４　浸出液・悪臭を伴う臍腫瘤と臍周囲に発赤あり

図５　A：MRI T1強調像　B：MRI T2強調像　矢状断像　卵巣背側に充実部を疑う病変あり
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CA125 1429.0U/mL
骨盤造影MRI　子宮内膜肥厚と長径13cm大の多房性で
充実性成分を伴った腫瘤性病変を認めた（図８）。腫瘍
内部はT1強調像で一部高信号，T1脂肪抑制像で脂肪抑

制されず，子宮内膜症を背景とした卵巣癌が考えられ
た。子宮と直腸には癒着を疑う所見あり。また，腹腔内
には腹膜播種を疑う所見を認めた。臍に腫瘤性病変を伴
い転移を疑った。

図６　臍切除標本　HE染色　×100　臍腫瘤には右卵巣と類似し
た多辺形細胞の充実性胞巣状増殖部分を認めた 図７　表面上は臍に明らかな病変なし

図８　MRI T2強調像　矢状断面　多房性で充実部を伴う卵巣部分
あり

図９　臍切除標本　HE染色　×100　臍の一部に右卵巣と同様の
異型細胞からなる腺管を認めた

表１　各症例のまとめ
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臨床経過：血栓症やBMI 38の高度肥満，深部子宮内膜
症による高度癒着の可能性もあり周術期合併症のリスク
が高く，腹膜播種も画像上指摘されていたため一期的な
手術を施行しなかった。臨床的に卵巣癌と診断し，術
前化学療法の方針とした。Weekly-TC療法（Paclitaxel　
80mg/m２＋Carboplatin AUC 2）を14サイクル施行した
が，治療効果判定はstable disease（SD）であった。血
栓コントロールがついた時点で外科的切除の方針とし
た。TAH＋BSO＋pOMT+臍切除術を施行した。術中，
粘性の卵巣腫瘍の内溶液であったこと，大網周囲に粘液
を含む嚢胞を認めたことから粘液性癌や腹膜偽粘液腫を
疑い消化管外科に依頼し虫垂切除も同時に施行した。
病理結果：右卵巣は粘膜を有する立方上皮が腺管を構築
しながら増殖していた。臍の一部にも同様の異型細胞か
らなる腺管を認めた（図９）。子宮漿膜側筋層内にも転
移を認めたが，虫垂や大網への転移は認めなかった。腹
水細胞診は陰性であった。以上の所見から卵巣癌ⅣB期
（ypT3bN0M1，類内膜癌　旧分類 漿液粘液性癌）と診
断した。
　同抗癌剤を継続後，Niraparibにて維持療法中である
が再発所見を認めない。臍切除による合併症も認めな
かった。

　各症例のまとめを表１に記す。

考　　　案

　SMJNは悪性腫瘍の臍転移と定義され，稀な病態で
ある。八木らによる本邦154例のSMJNの症例の検討で
は，その原発巣の内訳は胃が60例（39％），膵臓・卵巣
がそれぞれ25例，大腸が17例（11%）と続き，卵巣癌の
SMJNは胃癌転移に次いで多いと報告されている３）。
　臍部への転移経路は播種性転移，直接転移，リンパ行
性転移，血行性転移が考えられる。SMJNの91%は腹膜
播種を認めており，解剖学的に皮下脂肪と筋層が欠如し
ているため腹膜播種からの播種性転移が最も一般的なメ
カニズムと報告されている４）。直接転移は外科的切開や
腹腔鏡検査のポート部からの発生が最も頻度が高い。卵
巣癌のリンパ管の広がりは主に大動脈周囲リンパ節，閉
鎖神経および骨盤リンパ節，外腸骨および鼠経リンパ節
への３つの経路がある。その中で皮膚転移を起こすには
鼠経リンパ節を通る必要があり，リンパ行性転移は鼠経
リンパ節の転移の後に生じると考えられる。血行性転移
は稀であるが，腹腔内および骨盤内の悪性腫瘍の静脈は
肝臓の門脈領域に収束する５）。門脈から胎児循環の名残
である肝円索（臍静脈）を介する側副血行路ができるこ
とで臍へ転移する経路が考えられる６）－８）。
　本症例は手術時３例とも術中所見で腹膜播種を認めな
かったため，それぞれ異なる転移経路を考察した。

　症例１の臍間質への浸潤形態が右卵巣と類似している
ため，臍の周囲間質に腹水中の癌細胞が生着し，浸潤・
転移をきたしたと考えた。また，臍に内膜症病変を認め
ず，臍の異所性内膜症からの発癌は否定的であると考え
られる。子宮内膜症由来の悪性転化は１～2.5％との報
告があるが，そのうち80%が卵巣由来でその他の部位が
20％である９）。2005年Ulrich et al. は卵巣以外の子宮内
膜症の悪性転化135例の発生部位について検討し，臍か
らの発生も報告している10）。
　症例２は腹膜播種を伴わず，腹水細胞診も陰性であっ
た。病理組織学的所見で強い脈管侵襲を認めたため血行
性転移をきたしたと考えた。充実性胞巣状増殖部分は扁
平上皮の形態であり，卵巣部分は扁平上皮化成と考えら
れた。臍も同様の形態であり臍原発癌も考えられるが，
臍の扁平上皮と病変部位に連続性がないため臍の原発癌
は否定的と考えた。
　症例３は化学療法前の画像所見では腹膜播種を疑う所
見があったが，手術時は腹膜播種病変を認めなかった。
化学療法による腹膜播種の消失の可能性もあるが，病理
組織学的所見にて脈管侵襲を認めたため臍部への転移は
血行性経路または播種性経路であった可能性がある。
　臍転移を示す卵巣癌の組織型について８つの報告をま
とめると漿液性腺癌が９例，類内膜癌が４例，明細胞
癌が１例であった５）11）－17）。本症例では３例とも類内膜
癌であった。本邦での組織型別発生頻度は漿液性腺癌
36％，粘液性腺癌11％，類内膜腺癌17％，明細胞腺癌
24％であることを考慮すると18）漿液性腺癌や類内膜癌
が臍転移を起こしやすい何らかの機序があるのかもしれ
ない。
　また本症例のうち２例では腹腔外からの目視や皮膚生
検で臍転移と診断できなかった。何らかの臍症状と画像
所見で臍転移の疑いがあれば外科的に切除し，確定診断
をつけることで病期が変わる可能性もあるため重要であ
る。
　臍切除は臍転移増悪による浸出液の増加，感染，悪臭
などの症状回避にもつながる。卵巣癌のSMJNの予後は
積極的な治療により，予後やQuality of Life（QOL）の
改善を認めた症例報告が多数ある19）－21）。Majmudar et 
al. は女性の臍転移癌25例を検討し，治療をしなかった
患者，または，手術もしくは補助療法のみで治療した患
者と比較して積極的な手術と化学療法で治療した患者の
予後は最もよく，卵巣癌の場合はより予後が良い傾向が
あると報告した22）。一般にSMJNをきたした場合，その
後の生存期間の中央値は10～12ヶ月であったとの報告も
あり，予後不良の徴候と知られる23）。しかし，卵巣癌の
SMJNは積極的に臍切除などの治療を行うことで一概に
予後不良の徴候とはいえない可能性がある。
　我々が経験した３症例は，卵巣癌の標準的手術と同時
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に臍切除も行ったが，術後合併症なく終了することがで
きた。臍の症状もなくなり，QOLも向上した。また術
後，積極的に化学療法を行った３例中２例は無再発で生
存しており，予後良好である。

結　　　語

　我々は卵巣癌のSMJNを３症例経験し，全症例で臍切
除を施行したが，術後合併症は生じなかった。症状や画
像所見から臍転移を疑う卵巣癌症例では積極的に臍摘出
を含む卵巣癌根治手術を施行するべきである。
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Trousseau症候群様症状を認めた良性疾患２例の報告

谷村　吏香・中村　一仁・平野友美加・青江　尚志

福山市民病院　産婦人科

Benign gynecological diseases with Trousseau’s syndrome-like symptoms:
A report of two cases

Rika Tanimura・Kazuhito Nakamura・Yumika Hirano・Hisashi Aoe

Department of Obstetrics and Gynecology, Fukuyama City Hospital

Trousseau症候群とは，悪性腫瘍により凝固亢進状態を来たし脳梗塞を生じる傍腫瘍性神経症候群の１つである１）。中でも婦
人科系悪性腫瘍はTrousseau症候群を発症しやすい悪性腫瘍として知られている２）。今回Trousseau症候群様の多発性脳梗塞
を認めたが，手術病理組織診断にて良性疾患であった２例を経験したので報告する。 
症例１は46歳，多発性脳梗塞を繰り返し前医で加療されており，前医初診時の精査で子宮筋腫と左卵巣嚢腫を指摘されてい
た。過去の喫煙歴以外は明らかな脳梗塞のリスクは認めず，脳梗塞発症日が月経周期と重なっており高度の貧血を呈してい
たことから，子宮筋腫による過多月経が凝固異常を引き起こしたと推定された。子宮筋腫の手術を予定されていたが，再度
多発性脳梗塞を発症しCA125，CA19-9も上昇傾向でありTrousseau症候群の可能性も否定できず，手術目的に当院へ転院と
なった。症例２は52歳，多発性脳梗塞を発症し近医で脳梗塞治療を開始されたが，その際月経周期と重なっており過多月経
と高度貧血を認めたため婦人科のある前医へ転院となった。精査では子宮腺筋症のみで悪性所見は認めなかったが，CTにて
傍大動脈，両側外腸骨，両側鼠径リンパ節腫大を認めたためTrousseau症候群が否定できず手術目的に当院へ転院となった。
上記２例の経過を文献的考察を加えて報告する。

We report two cases of benign gynecological diseases associated with Trousseau’s syndrome-like symptoms. 
Case1: A 46-year-old woman (G1P0) with a history of recurrent multiple cerebral infarctions was diagnosed 
with uterine leiomyoma and left ovarian cyst by a previous physician. She showed no clear risks for cerebral 
infarction; however, the onset of cerebral infarction coincided with her menstrual cycle, and the patient 
presented with severe anemia; therefore, menorrhagia secondary to uterine leiomyoma was implicated as 
a cause of abnormal coagulation. The patient was scheduled for uterine leiomyoma surgery; however, she 
developed multiple recurrent cerebral infarctions and elevated cancer antigen (CA)125 and CA19-9 levels and 
was therefore transferred to our hospital for surgical evaluation. 
Case 2: A 52-year-old woman (G0P0) with a history of treatment for multiple cerebral infarctions visited a 
former gynecologist for evaluation of menorrhagia and severe anemia. Comprehensive examination revealed 
uterine adenomyosis without evidence of malignancy; however, computed tomography revealed multiple 
lymphadenopathy. Trousseau syndrome could not be excluded, and the patient was transferred to our hospital 
for surgical evaluation. We describe two cases with the aforementioned clinical presentation along with a 
literature review.

キーワード：Trousseau症候群，多発性脳梗塞，子宮筋腫，子宮腺筋症，月経
Key words：Trousseau’s syndrome, multiple cerebral infarction, uterine leiomyoma, adenomyosis, 

menstruation

緒　　　言

　Trousseau症候群とは，悪性腫瘍により凝固亢進状態
を来たし脳梗塞を生じる傍腫瘍性神経症候群の１つであ
り，婦人科系悪性腫瘍はTrousseau症候群を発症しやす
い腫瘍として知られている１） ２）。今回Trousseau症候群
様の多発性脳梗塞を認めたが，手術病理組織診断にて良
性疾患であった２例を経験したので報告する。

症　　　例

症例１
年齢：46歳
妊娠分娩歴：１妊０産（人工妊娠中絶１回）
既往歴：45歳　左網膜中心静脈閉塞症（左失明状態）
アレルギー：アトピー性皮膚炎
月経歴：初経10歳，26日周期，５日間持続，月経量多
い，月経痛軽度
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嗜好歴：喫煙の既往あり（詳細不明），飲酒なし
現病歴：月経初日より右上肢脱力ありX日に前医初診，
頭部MRIにて右小脳半球，左前頭葉の多発性脳梗塞と診
断され入院，ヘパリンナトリウム投与を開始された。
その際未破裂脳動脈瘤（左前大脳動脈瘤５ mm，前交
通動脈瘤５ mm），未破裂左内頸動脈瘤1.5 mmも指摘あ
り。精査にて15 cm大の子宮筋腫と11 cm大の左卵巣嚢
腫を認めた。月経出血に伴い急激に貧血進行（X日 Hb 
10 g/dl→X＋４日 Hb 5.1 g/dl）したためヘパリンナト
リウムは中止された。TAT高値であり，脳梗塞の原因
として子宮筋腫の過多月経による凝固異常が疑われた。
その後ADLも自立し症状も消失したためX＋17日に退院
となった（再発予防の抗血小板薬なしで退院）。
　子宮筋腫の手術が予定されていた矢先，月経初日の
X＋52日に突然構音障害あり頭部MRIで左小脳半球，両
側大脳半球に多発性脳梗塞再発を認め前医へ入院となっ
た。下肢超音波で左後脛骨静脈血栓あり。ヘパリンナ
トリウム投与を開始するも性器出血増加，貧血進行あ
り抗血小板薬内服に変更された。CA125 1610 U/ml，
CA19-9 127 U/mlと上昇も認め，Trousseau症候群の可
能性もあり精査加療目的にX＋66日当院転院となった。

前医検査：
　脳梗塞再発時血液検査（X＋52日）：凝固線溶系の亢
進，CA125，CA19-9の上昇を認めた。（表１）。
　頭部MRI（X＋52日）：左小脳半球，両側大脳半球に
多発性脳梗塞を認めた（図１）。
　胸～骨盤CT（X＋60日）：長径15 cm大の子宮腫瘤，
両側卵巣嚢胞性病変あり（図２）。
　心電図：心拍数70回/分，sinus，regular
　心臓超音波検査：左室駆出率63.1%，壁運動異常なし，
心腔内に明らかな血栓認めず。
　下肢超音波検査：右後脛骨静脈に深部静脈血栓あり。
　骨盤MRI：最大10 cm大の変性を伴う多発子宮筋腫，
両側卵巣腫大（右卵巣嚢胞は長径5.5 cmで機能性嚢胞疑
い，左卵巣嚢腫は長径11.5 cm）を認めたがいずれも悪
性所見なし（図３）。
当院来院時現症：身長157 cm，体重53.4 kg，BMI 
21.7 kg/m2，意識清明，ADL自立，構音障害軽度あるも
コミュニケーションに差し支えるほどの歪みなし，体
温36.5 ℃，血圧117/65 mmHg，心拍数72 /min，呼吸数
16 /min，SpO2 99%（room air）
当院入院後経過：当院初診時血液検査にてCA125 

図１　頭部MRI 拡散強調画像 軸位断
左小脳半球，両側大脳半球に多発性脳梗塞を認めた。

図２　胸〜骨盤 単純CT 軸位断
15 cm大の子宮腫瘤，右卵巣嚢胞性病変６ cm大，左卵巣嚢胞性病変10 cm大あり。
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186 U/ml，CA19-9 18 U/mlと低下あり（表１）。経腹
超音波にて骨盤内に子宮筋腫様腫瘤あり，子宮は前側に
偏位，付属器は不明瞭，頸部細胞診NILM，内膜細胞診
陰性，内膜組織診は悪性所見なし，下肢超音波で血栓な
し，性器出血なしであった。X＋68日より手術に向けて
抗血小板薬の内服を中止し，X＋72日に全身麻酔下で腹
式単純子宮全摘＋両側付属器切除術を施行した。手術時
間は１時間52分，出血量は100 ml，摘出子宮+右付属器
の重さ1250 g，左付属器44 g，病理組織結果は子宮平滑
筋腫，左卵巣漿液性嚢胞腺腫，右卵巣機能性嚢胞，腹水
細胞診は陰性であった（図４）。X＋75日より抗血小板
薬内服再開し，術後から構音障害は軽減するなど，術後
経過良好でありX＋79日に自宅退院となった。以降脳梗
塞の再発なく前医で経過観察されている。

症例２
年齢：52歳
妊娠分娩歴：０妊
既往歴：０歳　臍ヘルニア手術，31歳　子宮筋腫指摘
アレルギー：特記事項なし
月経歴：初経11歳，不順，10－14日間持続，月経量多
い，月経痛なし
嗜好歴：喫煙　10本/日×34年，飲酒　ビール350 ml 
７－８本/日
現病歴：５日前より３か月ぶりに月経あり，倦怠感，左
片麻痺，視力異常（ぼやける），ふらつきを認めY日に
近医脳外科受診し，頭部MRIにて両側小脳，両側大脳半
球の多発性脳梗塞と診断された。エダラボンにて治療開
始されたがY＋１日にHb 5.5 g/dlと貧血進行したため，
婦人科のある前医へY＋２日に転院となった。

図３　骨盤MRI
子宮の粘膜下から筋層内に多発子宮筋腫あり，T2強調像にて一部変性を疑う高信号
を認めるも，内部に明らかな出血や壊死は認めず。両側卵巣はT1強調像にて低信
号，T2強調像にて高信号であり経過から左卵巣は卵巣嚢腫，右卵巣は機能性嚢胞が
疑われた。

表１　脳梗塞再発時（X＋52日），当院転院時（X＋66日）の血液検査
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　Hb 5.6 g/dlでありRBC ２単位輸血施行された。Y＋
３日頭部MRI再検にて橋下部正中に新規病変あり増悪傾
向と判断されヘパリンナトリウムの投与が開始された。
Y＋12日より抗血小板薬内服に変更，Y＋16日よりワル
ファリンカリウム１ mg/日内服に変更，Y＋24日からワ
ルファリンカリウム２ mg/日に増量した。前医精査で
は子宮腺筋症のみで悪性所見は認めなかったが，画像精
査にて傍大動脈，両側外腸骨，両側鼠径リンパ節腫大を
認めた。Trousseau症候群が否定できないため手術目的
にY＋25日当院転院となった。
当院転院までの検査：
　脳梗塞発症時血液検査（Y日）：Hb 6.7 g/dlであり，D
ダイマー上昇，CA125とCA19-9の上昇を認めた（表２）。
　頭部MRI（Y＋３日）：両側小脳半球，橋下部正中，
両側大脳半球に多発性脳梗塞を認めた（図５）。 
　胸～骨盤CT（Y＋12日）：子宮腫大，鼠径，外腸骨，
傍大動脈リンパ節腫大，脾臓・両側腎梗塞あり（図６）。
　心電図：心拍数81回/分，sinus，regular
　心臓超音波検査：左室駆出率68.7%，壁運動異常なし，
心腔内に明らかな血栓認めず。
　骨盤MRI（Y＋13日）：子宮腺筋症のみ，内膜も悪性

所見なし（図７）。
来院時現症：身長152 cm，体重61.7 kg，BMI 26.7 
kg/m2，意識清明，食事・排泄は自立（清拭や更衣は一
部介助），左不全麻痺残存あるも杖歩行独歩可能，体温
36.6 ℃，血圧107/52 mmHg，心拍数81 /min，呼吸数
16 /min，SpO2 97%（room air）
当院入院後経過：Hb 5.8 g/dlでありRBC ４単位投与
した。CA125 45 U/ml，CA19-9 10 U/mlと低下あり
（表２）。内診にて子宮は前屈，新生児頭大，経腟超音
波にて子宮は112×101 mm，子宮内膜２ mm，子宮前
壁は56 mm，後壁は29 mmと子宮筋層の肥厚あり子宮
腺筋症疑い，頸部細胞診NILM，内膜細胞診陰性，内膜
組織診は悪性所見なし，性器出血を少量認めた。Y＋26
日にワルファリンカリウム２ mg/日内服中止し，ダビ
ガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩300 mg/日
内服に変更した。Y＋31日手術に向けダビガトランエテ
キシラートメタンスルホン酸塩を休薬しY＋32日に全身
麻酔下で腹式単純子宮全摘＋両側付属器切除術を施行
した。手術時間は２時間35分で出血量は400 ml，摘出子
宮+両側付属器の重さ767 g，病理組織結果は子宮腺筋
症，腹水細胞診陰性であった（図８）。臍ヘルニア手術

表２　脳梗塞発症時（Y日），当院転院時（Y＋25日）の血液検査

図４　摘出病理標本
左（摘出写真）：左卵巣腫瘍は後腹膜に強く癒着しており子宮全摘＋右付属器切除後に左付属器切除施行した。
中央（子宮標本×200）：紡錘形細胞が疎密をなして増生，核分裂像や細胞異型は目立たず子宮平滑筋腫の診断。
右（左卵巣標本×200）：線毛を有する１層の細胞に裏打ちされた嚢胞を認め，漿液性嚢胞腺腫の診断。
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図５　頭部MRI 拡散強調画像 軸位断
両側小脳半球，橋下部正中，両側大脳半球に多発性脳梗塞を認めた。

図６　胸〜骨盤 造影CT 左が軸位断，右３枚は冠状断
子宮腫大，鼠径，外腸骨，腹部傍大動脈リンパ節腫大，脾腫，脾梗塞，両側腎梗塞あり。

図７　骨盤MRI
T2強調像にて子宮前壁優位に境界不明瞭な筋層のびまん性肥厚あり，内部に点状高信号が多
発している。T1強調像でも筋層内部に点状高信号あり子宮腺筋症の診断。子宮内膜や両側付
属器は異常所見なし。
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既往によると思われる腹腔内癒着が強く癒着剥離に時間
がかかった。Y＋33日にヘパリンナトリウム15000単位/
日で投与開始，Y＋36日にダビガトランエテキシラート
メタンスルホン酸塩300 mg/日に変更し，術後経過良好
でありY＋40日に前医へ転院となった。前医転院後の胸
腹部CTにて腫大リンパ節は縮小しており，以降脳梗塞
再発もなく経過観察中である。

考　　　案

　月経のある子宮筋腫や子宮腺筋症などの婦人科良性疾
患症例では経過中に脳梗塞を発症した例が報告されてお
り，婦人科疾患に対する手術を行うまでは脳梗塞再発を
繰り返す症例も存在する３） ４）。子宮筋腫や子宮腺筋症な
どにより腫大した子宮により骨盤内の総腸骨静脈や外腸
骨静脈が圧迫され血流が鬱滞することにより血栓が発症
しやすいことはよく知られている。しかし子宮腺筋症で
は子宮が腸骨静脈を圧迫しない程度の大きさであっても
深部静脈血栓症や肺血栓塞栓症を発症した例が報告され
ている５）。原因は未だ解明されていないが子宮腺筋症の
内膜における組織因子の発現が正常子宮に比較して上昇
しており，組織因子が凝固のカスケードを活性化させ
慢性的な凝固亢進状態を引き起こし，血栓傾向を助長
している可能性が指摘されている６）。また子宮腺筋症が
原因とされる播種性血管内凝固（DIC）も報告されてお
り，DIC発症の契機として月経・消退出血が最多であっ
た７）。月経などが契機で子宮腺筋症病変の広汎な筋層内
出血と組織崩壊が生じた場合，組織因子が大量に放出さ
れることにより凝固カスケードが活性化され，DICに陥
りやすい環境となる。また月経など出血を伴う子宮内膜
には炎症性サイトカインの産生が知られており，循環血
中への多量のサイトカイン流入がDICの発症に関与して
いる可能性も指摘されている８）。
　ところでTrousseau症候群は悪性腫瘍による血液凝固
能亢進により血栓塞栓症を惹起する病態であり，婦人

科系悪性腫瘍で発症しやすいことが知られている９）。
Trousseau症候群の約半数に経食道超音波検査などで非
細菌性血栓性心内膜炎（NBTE）が認められ，NBTEに
よる脳塞栓症は脳主幹動脈から末梢までいずれの領域に
も起こり，しばしば多発性，両側性で大小不同の比較
的境界明瞭な梗塞巣を呈するのが特徴的とされる10）。頭
部MRIでは拡散強調画像またはFLAIR画像で新旧の病
変が区別できることもある。症状としては片麻痺，失
語や構音障害，視野欠損などが報告されている11）。また
CA125やCA19-9はいずれもムチン産生腫瘍のマーカー
であり，血液中ではシアロムチン巨大因子として存在し
ているが，単に腫瘍マーカーであるのみならず，そのシ
アル酸残基が血中で直接プロトロンビンを活性化し，そ
れ自体が塞栓やNBTEを形成し脳塞栓症を引き起こす可
能性が注目されている12）13）。血液中のムチンは第Ⅹ因
子を活性化したり14），白血球表面のL-selectinや血小板
表面のP-selectinとの相互作用により血小板凝集を惹起
したりし，血栓形成を促進させることも報告されてい
る15）。
　今回我々が経験した症例１では左小脳半球，両側大脳
半球に多発性脳梗塞を認め，構音障害を呈していた。症
例２では両側小脳半球，両側大脳半球，橋の多発性脳梗
塞を認め，倦怠感，左片麻痺，視力異常，ふらつきを
呈しており，いずれもTrousseau症候群様の所見であっ
た。また２例とも月経中に脳梗塞を発症し，ともに高
度貧血を呈していた（症例１：Hb 5.1 g/dl，症例２：
Hb 5.5 g/dl）。精査ではどちらも悪性疾患は強くは疑わ
れなかったが，発症時のCA125，CA19-9がともに高値
であった。筆者が調べた範囲で，本症例同様に子宮腺
筋症で脳梗塞を発症した例での発症時にCA125または
CA19-9が高値であった症例報告は５例認めた。悪性疾
患以外でもCA125が高値となる原因としては，子宮内膜
症や子宮筋腫，腹水，妊娠，月経，良性卵巣腫瘍など
が知られており，CA19-9では良性卵巣腫瘍，子宮内膜

図８　摘出病理標本
左（摘出写真）：子宮前壁は著明に肥厚あり，内膜は異常なし。
右（子宮標本×40）：筋層内に内膜間質を伴った異型の乏しい内膜線を散見し子宮腺筋症の診断。
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症，肝胆膵疾患などが知られている16）。本症例では手術
病理組織診断にてともに良性疾患であり，腫瘍マーカー
高値については症例１では子宮筋腫，月経，良性卵巣腫
瘍での上昇，症例２では子宮腺筋症，月経による上昇が
疑われた。実際当院初診時である月経が落ち着いてきた
頃の腫瘍マーカーは２例とも低下してきており月経の影
響が強く考えられた。なお，本症例は手術病理結果にて
悪性所見は認めなかったため術後に腫瘍マーカーは測定
していない。
　こういった背景から本症例における多発性脳梗塞発症
の機序を推察すると，症例１は子宮筋腫の過多月経に伴
い高度貧血となり，凝固線溶系が亢進し，さらに月経に
よると思われるCA125やCA19-9の著明な上昇に関連し
た凝固異常が加わった結果，発症した可能性がある。症
例２は月経時の組織因子の大量放出など子宮腺筋症特有
の因子も関与していた可能性が考えられた。
　本症例を振り返り，子宮筋腫や子宮腺筋症などの婦人
科良性疾患であっても月経時に高度貧血を来たし，かつ
CA125やCA19-9が高値を示している場合は，月経を契
機にTrousseau症候群様の多発性脳梗塞を発症する例が
あることを念頭に置き診療を行う必要がある。
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脳出血合併妊娠の３例
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Hemorrhagic stroke during pregnancy: A report of three cases

Natsuko Shimase・Tomoko Ikeda・Ruriko Ichikawa・Hisashi Ito・Keiko Tange・Shimon Yukimoto
Matome Imai・Haruchika Anan・Hiroki Tanaka・Miki Mori・Emiko Abe・Yuji Kondo 

Department of Obstetrics and Gynecology, Ehime Prefectural Central Hospital

脳出血合併妊娠は妊産婦死亡の原因として重要な疾患で，特に妊娠高血圧症候群（hypertensive disorders of pregnancy: 
HDP），HELLP（hemolysis, elevated liver enzyme, low platelet）症候群合併例は予後不良とされる。今回，脳出血合併妊娠
３例を経験したので報告する。
症例１は31歳，２妊１産，妊娠34週４日に頭痛と嘔吐，発語困難，右片麻痺を生じ，前医の画像検査で脳出血を認め当院搬
送となった。頭部CTにて脳室内穿破を伴う脳出血を認めたが，出血源は特定できなかった。緊急帝王切開術を施行し，その
後の脳血管撮影検査でも出血源不明であり保存療法を行った。高次機能障害は残存するが麻痺症状と失語は改善し入院32日
目に転院した。
症例２は35歳，３妊２産，妊娠32週５日に自宅で倒れているところを発見され，前医の画像検査でくも膜下出血を認め当院
搬送となった。頭部CTにて脳室内穿破を伴うくも膜下出血と右椎骨動脈－後下小脳動脈分岐部の動脈瘤を認めた。緊急帝王
切開術を施行し，その後コイル塞栓術を施行した。神経学的後遺症は認めず入院 25日目に自宅退院した。
症例３は32歳，１妊０産，妊娠34週４日に頭痛と嘔吐，意識障害，左片麻痺，160/60 mmHgの高血圧を認め，前医にて脳出
血を疑われ当院搬送となった。頭部CTにて右脳出血と脳室内穿破を認め，血液検査よりHELLP症候群と診断した。緊急帝王
切開術を施行し，引き続き内視鏡的脳室内血腫除去術を施行した。術後は降圧療法と抗DIC療法を行い再手術も要した。自発
開眼と右上下肢の自動運動は可能となったが発語は不可能な状態で入院29日目に転院した。
脳出血合併妊娠の中でもHDP，HELLP症候群合併例は予後不良とされており，その対応には脳神経外科等との緊密な連携が
重要である。

Pregnancy complicated by cerebral hemorrhage is an important contributor to maternal mortality. Cases 
complicated by hypertensive disorders of pregnancy (HDP) and hemolysis, elevated liver enzyme, low 
platelets (HELLP) syndrome are associated with poor prognosis; therefore, early treatment is important. We 
report three cases of hemorrhagic stroke during pregnancy. A 31-year-old woman (G2P1) developed headache, 
vomiting, aphasia, and right hemiplegia at 34 weeks’ gestation. Imaging revealed cerebral hemorrhage. 
Although higher brain dysfunction persisted, paralytic symptoms and aphasia improved after treatment. 
A 35-year-old woman (G3P2) was discovered lying unconscious at home at 32 weeks’ gestation. Imaging 
revealed subarachnoid hemorrhage with intraventricular perforation and an aneurysm at the posterior 
inferior cerebellar artery bifurcation of the right vertebral artery. No neurological sequelae were observed 
after treatment. A 32-year-old woman (G1P0) presented with headache, vomiting, disturbance of consciousness, 
hemiplegia, and high blood pressure at 34 weeks’ gestation. Imaging revealed right cerebral hemorrhage and 
intraventricular perforation, and blood test results indicated HELLP syndrome. The patient showed severe 
neurological sequelae. Pregnancy associated with cerebral hemorrhage is a serious condition, and patients with 
HDP and HELLP syndrome typically show poor prognosis; therefore, close interdepartmental collaboration 
between neurosurgery and other specialties is important.

キーワード：妊娠，出血性脳卒中，妊娠高血圧症候群，HELLP症候群　
Key words：pregnancy, hemorrhagic stroke, HDP, HELLP syndrome

緒　　　言

　妊娠に関連した脳血管障害は，妊産婦死亡の原因と
して重要な疾患で，2010年から2019年では産科危機的

出血に次いで，脳出血・脳梗塞が妊産婦死亡原因の第
２位となっている１）。脳出血の割合は年齢とともに上昇
し，40歳以上の妊娠では産科危機的出血を抜いて死因
の第１位となっている２）。脳出血合併妊娠の中でも，妊
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娠高血圧症候群（hypertensive disorders of pregnancy: 
HDP），HELLP（hemolysis, elevated liver enzyme, low 
platelet）症候群合併例は特に予後不良とされる。今
回，当院にて2019年１月から2020年４月までに３例の脳
出血合併妊娠を経験したので報告する。

症　例　１

年齢：31歳
妊娠分娩歴：２妊１産（経腟分娩１回）｠
既往歴・家族歴：特記事項なし
現病歴：自然妊娠成立後，近医で妊娠管理を行ってい
た。妊娠34週４日３時30分頃に嘔気が出現し，続いて激
しい頭痛や発語困難，右片麻痺が出現したため10時46分
に前医に救急搬送された。頭部CT・MRI検査にて脳梁
近傍の脳出血と脳梗塞を認め，ドクターヘリで14時43分
に当院へ緊急母体搬送となった。
入院時現症：JCS 1，血圧 103/60 mmHg，脈拍数 
90 bpm，SpO2 99％（room air），発語困難，右片麻痺
あり，従命可能
経腹超音波断層法：推定胎児体重 2046 g，羊水量正常，
胎盤異常なし
胎児心拍数陣痛図：Reassuring fetal status，子宮収縮
２分毎
血液検査・尿検査：WBC 10700/μl，Hb 10.8 g/dl，
Plt 22.5×104/μl，PT 126％，APTT 25.9 sec，Fib 
449 mg/dl，D-dimer 15.7 μg/ml，ATⅢ 101.2％，
T-Bil 0.5 mg/dl，AST 32 IU/l，ALT 11 IU/l，LDH 
200 IU/l，BUN 8.3 mg/dl，Cre 0.37 mg/dl，CRP 
0.14 mg/dl，尿蛋白（＋）
画像検査：頭部CT検査にて左側脳室体部の頭側から脳
室穿破を認めた（図１）。頭部MRA検査では明らかな異
常血管は指摘できなかった。
経過：明らかな出血源が特定できず，妊娠週数も考慮し

胎児娩出後に脳出血の精査を行う方針とした。全身麻酔
下に緊急帝王切開術を施行し，17時41分に体重1791 g，
身長41 cm，Apgar score ２/７（１/５分），臍帯動脈血
pH 7.28の女児を娩出した。術後，脳血管撮影検査を施
行したが出血源は不明であった。保存療法が選択され，
抗痙攣薬レベチラセタムの投与とグリセロールによる抗
浮腫療法を行った。高次脳機能障害は残存するものの麻
痺症状及び失語は改善し，入院32日目にリハビリテー
ション目的に転院した。

症　例　２

年齢：35歳
妊娠分娩歴：３妊２産（帝王切開術２回）
既往歴・家族歴：特記事項なし
現病歴：自然妊娠成立後，近医にて妊娠管理を行ってい
た。妊娠32週５日20時０分に自宅で倒れているところを
家人に発見され，21時０分に前医に救急搬送された。頭
部CT検査にてくも膜下出血を認め，救急車で23時40分
に当科へ緊急母体搬送となった。
入院時現症：JCS 20，血圧 110/80 mmHg，脈拍数 
80 bpm，SpO2 99％（room air），四肢麻痺なし，項部
硬直あり，嘔吐あり
経腹超音波断層法：推定胎児体重 1857 g，羊水量正常，
胎盤異常なし
胎児心拍数陣痛図：Reassuring fetal status，子宮収縮
なし
血液検査・尿検査：WBC 10900/μl，Hb 8.7 g/dl，
P l t 3 6 . 0×104/μl，PT 106％，APTT 25 . 9 s e c，
T-Bil 0.3 mg/dl，AST 29 IU/l，ALT 16 IU/l，LDH 
202 IU/l，BUN 9.4 mg/dl，Cre 0.41 mg/dl，CRP 
0.29 mg/dl，尿蛋白（３＋）
画像検査：頭部CT検査にて後頭蓋窩に優位で脳室内穿
破を伴うくも膜下出血（図２）と，右椎骨動脈－後下小

図２　頭部単純CT検査（症例２）
後頭蓋窩優位，脳室内穿破を伴うくも膜下出血を認める。

図１　頭部CT検査（症例１）
左側脳室体部の頭側から脳室穿破を認める。
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脳動脈分岐部の脳動脈瘤を認めた（図３）。
経過：今後の母体治療と妊娠週数を考慮し，胎児娩出を
行う方針とした。全身麻酔下に緊急帝王切開術を施行
し，妊娠32週６日 ２時29分に体重1771 g，身長41 cm，
Apgar score １/８（１/５分），臍帯動脈血pH 7.29の女
児を娩出した。同日脳血管造影検査を施行し，右椎骨動
脈－後下小脳動脈分岐部に出血源と推測される動脈瘤を
認め，コイル塞栓術を施行した。抗血小板薬アスピリン
と抗痙攣薬レベチラセタムの投与を行った。意識障害は
消失し，神経学的後遺症なく，入院25日目に自宅退院し
た。

症　例　３

年齢：32歳
妊娠分娩歴：１妊０産
既往歴・家族歴：特記事項なし
現病歴：自然妊娠成立後，前医にて妊娠管理を行ってい
た。妊娠33週０日の健診時，血圧137/93 mmHg，尿蛋
白陰性，２週間で1.2 kgの体重増加を認めた。妊娠34週
４日20時０分に自宅にて激しい頭痛と嘔吐が出現し，続
いて意識障害と左片麻痺を認め，22時０分に前医へ救急
搬送された。血圧は160/60 mmHgと上昇しており，症
状から脳出血を疑われ，救急車にて23時51分に当科へ緊
急母体搬送となった。
入院時現症：JCS 200，血圧 163/66 mmHg，脈拍数 
69 bpm，SpO2 100％（酸素10 L），左片麻痺と除皮質硬
直あり，両側対光反射あり
経腹超音波断層法：胎児心拍を確認，羊水量正常，胎盤
異常なし
胎児心拍数陣痛図：Severe variable deceleration，不規
則な子宮収縮を認める
血液検査・尿検査：WBC 22510/μl，Hb 12.5 g/dl，
Plt 11.7×104/μl，PT 119％，APTT 18.7 sec，Fib 

369 mg/dl，D-dimer 13.5 μg/ml，ATⅢ 76.3％，
T-Bil 2.1 mg/dl，AST 781 IU/l，ALT 605 IU/l，LDH 
2010 IU/l，BUN 14.6 mg/dl，Cre 0.66 mg/dl，CRP 
0.43 mg/dl，尿蛋白（３＋）
画像検査：頭部CT検査にて右脳出血及び脳室内穿破，
正中偏位を認めた（図４）。
経過：HDP，HELLP症候群による脳出血と診断し，全
身麻酔下に緊急帝王切開術を施行し，妊娠34週５日１
時13分に体重1715 g，身長40 cm，Apgar score ７/９
（１/５分），臍帯動脈血pH 7.24の女児を娩出した。常
位胎盤早期剥離の所見は認めなかった。閉腹後，引き続
き脳神経外科にて内視鏡的脳室内血種除去術及び脳室
ドレナージ術を施行した。術後は降圧療法,ナファモス
タットメシル酸塩による抗DIC療法とグリセロールによ
る抗浮腫療法を行った。術後２日目の頭部CT検査にて
側脳室拡張の増悪と正中偏位の進行を認め，再度内視鏡
的脳室内血種除去術を施行した。自発開眼と右上下肢の
自動運動は徐々に可能となったが，発語はほとんど不可
能な状態で，入院29日目にリハビリテーション目的に転
院した。

考　　　案

　日本における妊産婦脳卒中の発症率は，分娩10万件あ
たり10.2件と推計される３）。妊娠中の脳出血の原因は，
HDPやHELLP症候群，子癇などの産科的全身合併症に
よるものと，脳動脈瘤や脳動静脈奇形などの既存の血管
病変に由来するものがある６）。両者併存例や原因不明例
もある。妊娠中の脳出血の原因疾患としては，脳動静脈
奇形破裂が25.8％，破裂脳動脈瘤が16.5％，出血型もや
もや病が10.3％，産科的合併症が12.4％，出血源不明が
32.0％であり，血管病変の87％は発症まで未診断であっ
たと報告されている４）。また，妊娠中の脳出血の好発時
期は妊娠後期といわれており３），今回の３症例も全て妊

図４　頭部単純CT検査（症例３）
右脳出血及び脳室内穿破を認め，正中偏位を伴っている。

図３　頭部CTA検査（症例２）
右椎骨動脈−後下小脳動脈分岐部に脳動脈瘤を認める。
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娠後期の発症であった。妊娠初期から後期にかけて母
体の脳血流量は最大20％増加し，脳血管抵抗は低下す
る５）。分娩時には疼痛に伴う血圧上昇や過呼吸など脳血
流を増減させる要因が複合的に影響し脳循環動態が劇的
に変化するため，脳血管破綻のリスクが高くなる６）。
　妊娠中の脳出血での初発症状は意識障害が最多
（66.7％）で，頭痛（56.4％），痙攣（23.1％），麻痺
（23.1％）が続き，くも膜下出血では頭痛（88.6％），意
識障害（55.6％），悪心嘔吐（33.3％），痙攣（16.7％）
であった７）。今回全例で頭痛や嘔吐，意識障害が認めら
れた。発症時，発見時の症状から，症例１，２では地域
の拠点病院へ救急搬送となり，速やかに画像診断が行わ
れた。症例３は産婦人科一次施設に救急搬送となった
が，高血圧と臨床症状から脳出血を疑われ速やかに当院
へ搬送となった。早期の診断により生存率が高まる可能
性を示す報告８）がある一方で，発症から診断までの時
間は予後と相関せず，発症時の出血量と出血部位による
との報告もある９）。症例１では，頭痛と嘔吐がみられて
から麻痺症状が出現するまで患者が自宅で経過をみてい
たため，発症から当院到着までに11時間を要したが，
症例２，３は発症から４時間以内に当院へ到着してい
た。今回の３症例においては診断までの時間と予後との
関連は確認されなかった。
　HDPは血管内皮細胞の障害から血管が脆弱になるこ
と，HELLP症候群は著明な血小板減少と肝機能低下か
ら凝固因子の欠乏を呈することから脳出血の危険度が
高まる10，11）。そのためHELLP症候群が脳出血の背景に
加わると，状態はより重症化すると考えられており，
HELLP症候群での死亡原因は脳出血が最多で45％を
占めるとする報告もある12）。HELLP症候群の診断は，
Sibaiの診断基準（Tennessee分類）13）やMartinの診断
基準（Mississippi分類）14）により行われ，臨床的には
Mississippi分類のClassⅢを満たす場合に重症化リスク
を念頭に置いた管理が望まれる。症例３はSibaiの診断
基準は満たさないが，Mississippi 分類ではclassⅢとな
りHELLP症候群として対応した。HDP，HELLP症候群
を合併していた症例３では，他の２例と比較し出血量が
多く発症時の症状も重篤で，二度の血腫除去術を要し
た。脳出血急性期の血圧は，できるだけ早期に収縮期血
圧140 mmHg未満に下降させることが望ましいとされて
いる15）が，症例３では当院到着１時間後には麻酔導入
開始しており，術前に降圧薬投与は行わなかった。術
後は降圧治療，抗DIC治療などの集学的治療が行われた
が，重度の神経学的後遺症が残存した。HELLP症候群
に脳出血合併を疑った場合は，即座に画像診断を行い，
凝固異常のために血腫除去術が止血困難となる可能性
や６），DICの十分な治療を要することを念頭に置き，産
科と脳神経外科が緊密に連携し早期に集学的治療を開始

する必要がある。
　脳神経外科手術適応がある場合，胎児娩出とどちらを
優先するか，明確な指標はないが,多くの症例では脳神
経外科手術の緊急度が最優先される８）。症例１，２は産
科・脳神経外科で協議し，妊娠週数や臨床所見と脳神経
外科的な治療を鑑み緊急帝王切開術を先行した。症例３
は脳神経外科手術が緊急を要する状況であったが，同時
にHELLP症候群の改善を図る必要もあり，両科で協議
の上，帝王切開術に続いて血腫除去術を行う方針とし
た。脳出血合併妊娠は重篤で，その対応には緊急を要す
る状況下，母体にとって最善と考えられる胎児娩出のタ
イミングを決定する必要があり，この点においても脳神
経外科との緊密な連携が非常に重要と思われた。

結　　　語

　脳出血合併妊娠は妊産婦死亡につながる重篤な疾患
であり，積極的な画像検査による原因検索を行い，迅
速に診断と治療を開始する必要がある。また，HDP，
HELLP症候群を背景に発生した脳出血は特に予後不良
であることを念頭に置き，治療方針や管理については，
脳神経外科をはじめ関連各部署との緊密な連携による対
応が重要である。
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生体腎移植後患者に対して腹腔鏡下子宮全摘出術を行った１例
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Total laparoscopic hysterectomy for a patient with prior renal transplantation: 
A case report

Ruriko Ichikawa・Hiroki Tanaka・Hisashi Ito・Keiko Tange・Shimon Yukimoto
Matome Imai・Haruchika Anan・Tomoko Ikeda・Miki Mori・Emiko Abe・Yuji Kondo

Department of Obstetrics and Gynecology, Ehime Prefectural Central Hospital

近年，末期腎不全患者に対する腎移植件数は増加傾向にあり，生存率・生着率ともに年々改善傾向となっている。レシピエ
ントの女性比率は約36.5%で，年齢分布では40歳代が最も多く，腎移植既往の婦人科疾患による手術症例は今後増えると考え
られる。今回，腎移植後６年経過した後，子宮筋腫のため腹腔鏡下子宮全摘出術（total laparoscopic hysterectomy: TLH）を
行った症例を経験した。
症例は46歳女性，40歳時に腎硬化症による末期腎不全のため生体腎移植を施行されている。過多月経を主訴に当科を受診
し，粘膜下筋腫を認めたためTLHを施行した。手術時，移植腎を損傷しないよう留意して右下腹部の５mmトロッカーは通
常よりやや内側に穿刺した。移植尿管の走行は通常と異なっており腹腔内からは視認できず，移植外科医立ち合いの下で術
野を観察し，手術操作に影響しないことを確認した。その後，右子宮動脈の処理を行うべく同定を試みたが，移植腎動脈は
内腸骨動脈に端端吻合されており右子宮動脈の拍動は認めなかったため結紮は行わなかった。その他は定型的に手術を完遂
し，術後経過は良好であった。腎移植手術の詳細な所見や手術内容に基づく解剖学的差異を把握しておくことが重要である
と考えられる。
腹腔鏡下手術では気腹圧に伴う尿量減少などの懸念がある一方，創部が小さいため疼痛や感染コントロールが良好であると
いう利点がある。移植後患者は拒絶反応抑制のため数種類の免疫抑制剤やステロイドを内服しており，腎移植後手術の際に
も休薬しないことが原則とされている。周術期における感染や腎毒性薬剤の使用などは，腎機能悪化の原因となり得るため
注意を要する。腎移植後患者に対して婦人科手術を施行する場合には，移植外科や麻酔科など関連各科と連携し，管理を行
う必要がある。

In recent years, the number of renal transplants for patients with end-stage kidney disease has increased, and the survival 
rate has improved. The ratio of female recipients was 36.5%, and the age distribution was the highest in the 40s age group; 
the number of patients who underwent surgical due to gynecological diseases with a history of renal transplantation will 
increase. Herein, we report a case of a patient who underwent total laparoscopic hysterectomy (TLH) for uterine myoma 
after receiving renal transplantation 6 years ago.
Although the decrease in urine volume associated with pneumoperitoneum pressure during laparoscopic surgery remains 
a concern, the pain intensity and risk of infection control are relatively low as the wound is small. Post-transplant patients 
take several types of immunosuppressive agents and steroids to suppress rejection; in principle, these medication treatments 
should not be discontinued during post-renal transplant surgery. Perioperative infections and the use of nephrotoxic drugs 
can cause the deterioration of renal function. When performing gynecological surgery in patients who received renal 
transplantation, it is necessary to understand the anatomical differences based on the surgical procedure and manage them 
in cooperation with related departments, such as transplant surgery and anesthesiology.

キーワード：腎移植，腹腔鏡手術，子宮筋腫
Key words：renal transplantation, laparoscopic surgery, uterine myoma

緒　　　言

　近年，末期腎不全患者に対する腎移植件数は増加傾向
にあり，2019年には年間2057件の腎移植が行われた１）。
そのレシピエントの女性比率は約36.5%で，年齢分布で

は40歳代が約21.7%と最も多く，腎移植既往の婦人科疾
患による手術症例は今後増えると考えられる。今回，腎
移植後６年経過した後，子宮筋腫のため腹腔鏡下子宮全
摘出術（total laparoscopic hysterectomy: TLH）を行っ
た症例を経験した。腎移植後患者に対する腹腔鏡下手術
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では，手術操作や周術期管理において留意すべき点が多
く，文献的考察を含めて報告する。

症　　　例

患者：46歳女性
主訴：過多月経
妊娠分娩歴：２妊２産，妊娠高血圧腎症の既往あり
月経歴：12歳初経，30日周期，整
既往歴：38歳　高血圧症のため内服加療開始
39歳　腎硬化症による末期腎不全のため血液透析開始，
右卵巣腫瘍のため腹腔鏡下右卵巣腫瘍摘出術，右甲状腺
乳頭癌のため甲状腺右葉切除術
40歳　生体腎移植
家族歴：特記事項なし
内服薬：レルゴリクス 40mg/日，タクロリムス水和物 
５mg/日，ミコフェノール酸モフェチル 500mg/日，ア
スピリン 100mg/日，メチルプレドニゾロン ２mg/日，
アジルサルタン 20mg/日，スルファメトキサゾール 
400mg/日，トリメトプリム 80mg/日，アズレンスルホ
ン酸ナトリウム水和物 1.5g/日，耐性乳酸菌 ３g/日
現病歴：腎移植後のため当院泌尿器科通院中，過多月経
の訴えがあり当科を紹介受診した。
初 診 時 理 学 所 見： 身 長 1 4 7 c m， 体 重 5 8 k g，B M I 
26.8kg/m２，血圧117/81mmHg，脈拍76回/分，酸素飽
和度99%（室内気），体温37.1度
内診所見：外陰部，腟に異常所見を認めなかった。子宮
は前傾，鷲卵大で両側付属器は触知しなかった。

経腟超音波断層法：体部下部から頸管内に21×14mmの
腫瘤陰影を認めた（図１）。子宮内膜は７mmと明らか
な肥厚は認めなかった。
血液検査：血球算定には異常所見を認めなかった。BUN 
25.6mg/dl，Cre 1.60mg/dl，eGFR 29ml/min/1.73m２

子宮頸部細胞診：negative for intraepithelial lesion or 
malignancy（NILM）
子宮内膜細胞診：器具の挿入が困難であり，採取できな
かった。
骨盤部MRI検査：子宮体部下部から頸部にかけて３cm
大の腫瘤を認め，子宮後壁に茎を有しており，粘膜下筋
腫を疑う所見だった（図１）。
　以上の所見より，月経時に大量出血の可能性があると
考えられGnRHアンタゴニストの内服を開始した。腎移
植手術時に血管吻合部の狭小化を認めたため，血栓形成
予防のためにアスピリンを内服していたが，GnRHアン
タゴニスト内服開始後に出血の増加と貧血進行を認めた
ためアスピリン内服を中止し，鉄剤内服を開始した。子
宮鏡下筋腫切除術（transcervical resection of myoma: 
TCRM）も検討される状況であったが，インフォームド
コンセントの結果，再発やその際の再手術の可能性を考
慮し子宮全摘出を希望された。貧血改善を確認後，移植
外科医と移植腎の位置や尿管走行についてカンファレン
スし，TLHの方針とした。
手術所見：全身麻酔下に砕石位で手術を開始した。
臍部から５mmトロッカーをダイレクト法にて穿刺し
10mmHgで気腹を行った。左下腹部に５mmトロッカー

図１　画像所見
ａ：経腟超音波断層法
ｂ：骨盤部MRI検査（T2強調像矢状断）
ｃ：骨盤部MRI検査（T2強調像水平断）
子宮体部下部から頸部にかけて３cm大（↑）の腫瘤を認めた。子宮後壁に茎を
有しており粘膜下筋腫を疑う所見だった。
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を穿刺後に腹腔内を観察すると，移植腎は右腸骨窩に位
置しており（図２），右下腹部のトロッカー穿刺が移植
腎を損傷しないよう注意して通常よりやや内側に５mm
トロッカーを穿刺した。その後，下腹部正中に５mmト
ロッカーを穿刺した。腹腔内を観察すると右付属器は切
除後のため認めず，また腎移植時に右円靭帯は切断され
ていた（図２）。自己尿管は広間膜から透見確認できた
（図３）。移植尿管の同定を試みたが同定できなかった
ため，移植外科医に立ち合いを依頼し，移植尿管は腹壁
に沿って走行しており手術操作に影響しないことを確認
した後に手術操作を進めた。その後，右子宮動脈の処理
を行うべく同定を試みたが，解剖学的には子宮動脈と考
えられる血管を認めるものの動脈性の拍動を認めなかっ
た（図３）。子宮動脈であるとの確信が持てない状況で
あったため再度移植外科医に確認し，移植腎動脈は内腸
骨動脈に端端吻合されていたため，右子宮動脈の拍動は

認めないことが分かった。このため，右子宮動脈は結紮
せず手術を進めた。左側についても機能腎ではないもの
の，尿管損傷は感染等のリスクになると考えられるた
め，尿管を同定後，左子宮動脈の処理を通常通り行っ
た。最後に膀胱鏡で移植尿管から尿の流出を確認し手術
を終了した。出血は少量で，手術時間は３時間２分だっ
た。
　術後はintravenous patient-controlled analgesia
（IVPCA）とアセトアミノフェン内服で疼痛コント
ロールを行った。尿量減少等なく経過し，術後３日目に
退院した。以後は外来にて術後管理することとなった。

考　　　案

　近年，末期腎不全患者に対する腎移植件数は増加傾向
にあり，本邦では2019年には年間2057件の腎移植が行わ
れた。そのレシピエントの女性比率は約36.5%で，年齢

図２　手術所見
ａ：移植腎を損傷しないよう右下腹部トロッカーは通常よりやや内側に穿刺した。
ｂ：右腸骨窩に位置する移植腎（↑）をカメラで確認し，右下腹部のトロッカー

穿刺が移植腎を損傷しないよう注意して５mmトロッカーを穿刺した。
ｃ：右付属器は切除後のため認めず，また腎移植時に右円靭帯は切断されていた。

図３　手術所見
ａ：自己尿管（↑）は後間膜から透見確認することができた。
ｂ：解剖学的には子宮動脈と考えられる血管（↑）を認めるものの，動脈性の拍

動を認めなかった。
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分布では40歳代が約21.7%と最も多い１）。新たな免疫抑
制薬の導入などにより生存率・生着率ともに年々改善傾
向となっており，腎移植既往患者の婦人科疾患による手
術症例は今後増えると考えられる。
　腎移植既往患者の手術時には，その解剖学的差異，周
術期の腎機能障害や感染の予防等について考慮する必要
がある。移植腎は右腸骨窩に位置することが多く，これ
は移植腎静脈を吻合する外腸骨静脈が左側に比して浅部
に位置するためである。また，移植腎は通常腎より肥大
していることが多いため，トロッカー留置の際に損傷し
ないよう注意する必要がある。本症例においてはカメラ
で移植腎の位置を確認しながらトロッカー穿刺を行った
が，術中に体表エコーを用いて位置を確認し穿刺を行っ
た報告も見られる２）。また，移植腎からの尿管は膀胱と
新たに吻合されるため走行が通常と異なっており，腹腔
内からは視認できない場合がある。本症例においても術
中所見では尿管を同定できず，時間を要する結果となっ
た。移植外科医の立ち合いにより尿管が手術操作に影響
しない位置を走行していることを確認し手術操作を行っ
たが，術前にCT検査や尿路造影，尿管ステント留置な
どを行うことで安全に手術を施行できたという報告も見
られ３），尿管走行の確認方法については術前に考慮すべ
き点であると考えられる。次に血管吻合については，内
腸骨動脈が端端吻合で移植腎動脈に吻合されることが多
く，その場合内外腸骨動脈分岐部より末梢の内腸骨動脈
分枝は結紮切離されるため，子宮動脈は拍動せず同定が
困難になる。挙児希望のある患者や動脈硬化の強い高齢
レシピエント，長期透析患者などでは外腸骨動脈が選択
され，移植腎動脈と端側吻合される４）。この場合には子
宮動脈の処理も通常通り必要となる。このように症例に
よっての違いもあるため，術前に腎移植手術の詳細な所
見や手術内容に基づく解剖学的差異を把握しておくこと
が必要であると考えられる。
　腹腔鏡手術では気腹圧による腎血流低下に伴う尿量減
少などの報告もあり，注意を要する。気腹圧が15mmHg
を超える場合には腎静脈圧の上昇により乏尿が引き起こ
される場合がある一方５），15mmHg未満の気腹圧に起因
する腎機能障害は認めないとされている。しかし，持続
的気腹時間の延長とともに腹腔内圧上昇，腎静脈圧迫を
きたし腎血流量が低下することで尿量漸減が認められる
と考えられ，長時間の気腹を行う際には一時的な尿量減
少の可能性を念頭に置く必要があるとされている６）。今
回の症例においては10mmHgで約170分間の気腹を行っ
たが，術中尿量は1.6ml/kg/hr程度と保たれていた。
　トロッカー穿刺や気腹圧に留意する必要がある一方，
腹腔鏡下手術では開腹手術と比較して創部が小さく，疼
痛および感染コントロールが行いやすいという利点があ
り，子宮筋腫や子宮腺筋症，子宮脱，異所性妊娠など非

悪性疾患に対する腎移植後患者の腹腔鏡下手術の報告は
複数みられる７）。腎移植後患者では拒絶反応抑制のため
数種類の免疫抑制剤やステロイドを内服しており，腎移
植後手術の際にも休薬しないことが原則とされている。
本症例においては術当日まで内服を行い，飲水開始後か
ら内服も再開した。術直前および術後１日目にセファゾ
リンナトリウム１gずつの投与を行い，発熱や炎症反応
上昇はなく経過した。術後長期間内服ができない場合に
経静脈的投与に切り替えたとの報告もあり，その場合に
は血中濃度測定により容量調整が必要になる場合もあ
る８）。また，腎移植後は移植腎サイズとレシピエント体
重によって血清クレアチニン値が変動するため，血清ク
レアチニン値で腎機能障害を評価することは困難であ
り，抗生剤などはそれぞれの症例に応じて適切な投与量
に調整する必要があるとされている９）。周術期における
感染や腎毒性性薬剤の使用，脱水などは，腎機能悪化の
原因となり得るため注意を要する。腎移植後患者に対し
て婦人科手術を施行する場合には移植外科や麻酔科など
関連各科と連携し，管理を行う必要があると考えられ
る。

結　　　語

　腎移植件数の増加に伴い，腎移植既往患者の婦人科疾
患による手術症例は今後増えると予想される。腎移植既
往患者の手術時には，腎移植手術所見を念頭に置き，解
剖学的差異を意識した手術手技，および腎機能障害や免
疫抑制に伴う感染等に留意した周術期管理が必要となる
と考えられる。
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重複癌の診断に至った若年子宮体癌の１例
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Double cancer in a young woman with primary endometrial cancer: A case report

Takaomi Namba・Yorito Yamamoto・Kazutoshi Hayashi・Saaya Shiota・Mao Yamamoto
Naruhiko Takahashi・Satomi Morita・Akiko Wakikawa・Akiko Ueno・Sachio Matsushima

Fumie Kawase・Ryuhei Nagai・Junko Komatsu・Susumu Minami

Department of Obstetrics and Gynecology, Kochi Health Sciences Center

【緒言】
若年女性の子宮体癌では卵巣癌との重複癌の症例が数例報告されている。今回子宮体癌と卵巣癌の重複症例を経験したため
報告する。
【症例】
（既往歴）甲状腺機能亢進症（家族歴）母：大腸癌，父：骨髄異形成症候群，母方祖父：大腸癌，母方伯父：肺癌，母方伯母：
膵臓癌
（経過）35歳。X年，不妊治療中に類内膜癌Grade 1を認め当院紹介となる。MRI・CT検査で筋層浸潤，転移所見を認めず。
妊孕性温存を希望され，ヒスロンH®内服を開始した。６か月後の子宮鏡検査は異常を認めず，不妊治療継続した。X＋２
年，不妊治療中に子宮内膜異型増殖症を認め，当科紹介となりヒスロンH®を再開した。内服再開から３か月後の組織診で類
内膜癌Grade 1を認め，根治術を提示した。重複癌の可能性もあり卵巣摘出についても提案，子宮全摘術，両側付属器切除を
施行した。
（術中所見）両側卵巣に肉眼的異常所見なし。
（病理検査）Uterine corpus cancer, endometrioid carcinoma, G1, Ovarian cancer, endometrioid carcinoma, G1: both ovaries
術後ホルモン補充療法を開始した。化学療法施行するもアレルギー症状のため完遂できず。術後１年経過するも再発所見を
認めず外来管理中である。
【考案】
ガイドラインでは45歳以下の子宮体癌では29％で卵巣癌との重複症例を認めていると報告がある。若年女性の子宮体癌では
卵巣温存を選択した場合には通常よりも慎重な経過観察が必要になると考えられる。
【結語】
若年女性の子宮体癌を診療する際には常に重複癌の可能性を念頭に置きつつ治療に当たる必要がある。

Double cancers have been reported in several young women with primary endometrial cancer. Herein, we 
report a case of double cancer in a 35-year-old woman with primary endometrial cancer. She had undergone 
infertility treatment for 10 years and was diagnosed with grade 1 (G1) endometrial carcinoma. Magnetic 
resonance imaging and computed tomography showed no evidence of myometrial invasion or metastasis. 
She was treated with medroxyprogesterone acetate. A hysteroscopy performed 6 months later showed no 
malignant findings. Two years after the initial diagnosis, atypical endometrial hyperplasia was diagnosed 
and the medroxyprogesterone acetate was restarted. A histological examination performed 3 months later 
revealed G1 endometrial carcinoma. We performed total hysterectomy and bilateral adnexal resection 
owing to the possibility of double cancer. A histopathological examination revealed G1 uterine corpus 
endometrial cancer and bilateral G1 ovarian endometrial cancer. Due to an allergy, we could not complete the 
chemotherapy. No recurrence was reported until 1 year postoperatively. Secondary ovarian cancer reportedly 
occurs in 29% of endometrial cancer cases in women aged < 45 years. If ovarian preservation is chosen during 
endometrial cancer surgery, more careful follow-up is necessary. Therefore, clinicians must consider the 
possibility of multiple cancers in young women with endometrial cancer.

キーワード：子宮体癌，卵巣癌，重複癌，子宮鏡検査，遺伝性腫瘍
Key words：endometrial cancer, ovarian cancer, uterine cancer, hysteroscopy, hereditary tumor
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緒　　　言

　子宮体癌は閉経前後の女性に見られる悪性疾患であ
り，多くは不正性器出血を主訴に医療機関を受診し，診
断される。近年，食生活やライフサイクルの変化などに
より増加傾向にある。2018年の全国がん登録のデータに
よると2018年に子宮体癌と診断された症例は17089例で
あり，2010年の40480例と比較し増加傾向にある。2010
年の統計と比較して，35～44歳での発症も10349例から
12902例と増加している１．２）。このような若年発症の子
宮体癌の場合には，妊孕性温存や卵巣機能の温存が問題
となってくる場合がある。若年発症では卵巣癌を併発す
る重複癌となる頻度が高いと言う報告もある３．４）。45歳
以下の子宮体癌では17例中５例（29%）４）に，閉経前の
子宮体癌102例中26例（25％）に卵巣腫瘍を合併してい
る５）という報告もあり，45歳未満での発症の場合，注
意して経過を見ていく必要がある。
　今回30歳代で子宮体癌を指摘され，妊孕性温存を行っ
たものの再発し，根治術を施行し最終診断では卵巣癌と
の重複癌と診断された子宮体癌症例を経験したため報告
する。

症　　　例

主訴：子宮内膜組織診異常
現病歴：35歳，未経妊。X年前医にて不妊治療中に，経
腟超音波検査で子宮内膜ポリープを疑う所見を認めた。
子宮鏡下に組織診を施行したところ，類内膜癌Grade 1
の診断だった。X年11月に精査加療目的に当院紹介受診
となった。
家族歴：母：大腸癌，父：骨髄異形成症候群，母方祖父：
大腸癌，母方伯父：肺癌，母方伯母：膵臓癌
生化学検査：CA125は9.0U/mlで正常範囲，その他異常
所見なし（表１）。

画像検査：造影MRI検査では明らかな子宮内膜肥厚，子
宮筋層浸潤は認めない。両側付属器にも異常所見は認め
ない（図１）。
子宮鏡検査：左卵管角付近に隆起性病変を認めた（図２
A）。
病理検査：子宮内膜組織検査にて類内膜癌 Grade 1が検

For Peer Review

検査項目 単位

総蛋白 7.2 g/dL
アルブミン 4.6 g/dL
AST（GOT） 16 U/L
ALT（GPT） 13 U/L
LD（LDH） 178 U/L
ALP 124 U/L
γ-GT(γ-GTP) 18 U/L
CK(CPK) 116 U/L
尿素窒素（UN) 11 mg/dL
クレアチニン 0.54 mg/dL
尿酸（UA) 4.9 mg/dL
ナトリウム（Na) 143 mEq/dL
クロール（CL） 107 mEq/dL
カリウム（K) 3.7 mEq/dL
カルシウム（Ca） 9.7 mEq/dL
総コレステロール 180 mg/dL
グルコース 86 mg/dL
白血球数 5630 /μL

赤血球数 484 ×10
4
/μL

ヘモグロビン 14.7 g/dL
ヘマトクリット 44.3 %

血小板数 21.1 ×10
4
/μL

MCV 91.5 fL
MCH pg
MCHC 33.2 %
プロトロンビン（秒） 11.2 秒
プロトロンビン（%） 119.8 %
PT-INR 0.94
活性化トロンボプラスチン時間 29.1 秒
フィブリノーゲン 201 mg/dL
CA１２５ U/ml
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9.0

表１：初診時血液検査
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単純
MRI(T2WI)

造影MRI
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図１：初診時MRI画像
△が子宮内膜であるが，子宮内膜の肥厚，筋層浸潤は認めない。

単純MRI（T2WI） 造影MRI
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出された。
病歴経過：妊孕性温存の希望があり，類内膜癌Grade 1
であることや，画像検査では明らかな子宮筋層への浸潤
所見を認めなかったことから，子宮体がん治療ガイドラ
インを参照し，妊孕性温存を行った。高用量酢酸メド
ロキシプロゲステロン（Medroxyprogesterone acetate: 
MPA）療法として，ヒスロンH®600mg/日で内服を開
始した。内服開始後３か月，６か月で子宮鏡検査を行
い，腫瘤消失を確認した（図２B）。腫瘤を認めた左卵
管角付近の子宮内膜生検を行うも，悪性所見は認めな
かった。当院一旦終診とし，紹介医にて不妊治療を継続
とした。半年毎に子宮鏡検査を行い，再発初見がないか
経過観察を行った。X＋１年２月，当院初診時と同様の
場所に隆起性病変を認め，組織診を施行した。明らかな
悪性所見は認めなかったが，その６か月後の再検査では
子宮内膜異型増殖症の診断となったため，X＋１年12月
に再度当院へ精査加療目的に紹介となった。
　子宮内膜異型増殖症の診断で，再度MPA療法とし
てヒスロンH®600mg/日で内服開始した。３か月後の
X＋２年２月に子宮鏡検査を施行し，左卵管角近傍に表
面粘膜の不整な隆起性病変を認めた（図２C）。組織診
を施行し，類内膜癌Grade 1の診断であり，再発と診断
した。MPA療法を行ったものの，病変の消失が得られ
ず，病理所見の悪化も認めたことから，根治治療として
の子宮摘出を提案した。本人のセカンドオピニオンの希
望があり，がんセンターを受診。子宮摘出の際には併せ

て付属器切除を勧められた。
　子宮体癌ⅠA期と診断し，腹式単純子宮全摘術，両側
付属器切除を施行した。肉眼所見では既知の腫瘤病変を
認める以外に明らかな異常所見は認めなかった（図３）。
　病理検査では左卵管角付近の隆起性病変は子宮内膜の
みに限局していたが，両側卵巣よりごく小さな範囲で類
内膜癌G1を認めた（図４）。子宮病変は内膜に限局して
おり，筋層浸潤，脈管侵襲は認めず，子宮外への浸潤の
可能性は極めて低いと考えられた。組織学的にも子宮内
膜から検出された組織像と，卵巣から検出された組織像
に類似性が乏しいことから，卵巣転移とは判断しなかっ
た。両側卵巣の組織像には類似点が多く認め，子宮体癌
ⅠA期（TNM分類　pT1aNxM0），卵巣癌ⅠB期（TNM
分類　pT1bNxM0）の重複癌と診断した。
　卵巣摘出を施行したためエストロゲン補充療法を開始
した。重複癌であったことから，今後の治療選択につ
いて，再度セカンドオピニオン目的にがんセンター受
診，病期決定のためのstaging lapalotomyを行うか，化
学療法を行うかを提案された。手術希望はなく，術後化
学療法としてパクリタキセル・カルボプラチン療法を行
うこととしたが，両剤にアレルギー反応が出現したため
治療は完遂できていない。家族歴から家族性腫瘍症候群
が疑われたため，家族性腫瘍外来に紹介し，遺伝カウ
ンセリングを施行した。家族歴からはまずLynch症候群
を疑い，マイクロサテライト不安定性（maicrosatellite 
instability: MSI）検査を施行するも陰性だった。Lynch

A

B

C

図２：子宮鏡所見
（A）初回子宮鏡検査時　（B）MPA療法開始３か月後　（C）再発後，MPA療法再開３か月後

▲で示した腫瘤性病変を病理検査へ提出した。再発時はMPA療法３か月後にもかかわらず
腫瘤性病変の残存を認めた。青い矢印は左卵管角を示しており，（A）と（C）が同様の場
所であることが分かる。
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症候群，遺伝性乳癌卵巣癌症候群（hereditary breast 
and ovarian cancer syndrome: HBOC）の精査のため，
DNAミスマッチ修復（mismatch repair: MMR）遺伝子
検査，マルチパネル検査の遺伝子検査を施行したが，明
らかな異常所見は認めなかった。現在術後約１年が経過
しているが，再発所見はなく外来管理中である。

考　　　案

　的確な治療の提案・決定のためには正確な診断が必要
である。子宮体癌の標準治療に関して，子宮体がん治療
ガイドラインでは子宮全摘術，両側付属器切除，所属リ
ンパ節郭清を行い，進行期を決定することが推奨されて
いる。子宮内膜異型増殖症，もしくは子宮内膜に限局す
る類内膜癌Grade 1の子宮体癌において，基準を満たす

場合には妊孕性温存を考慮することが可能である６）。し
かし妊孕性温存を行う場合には，再発・増悪を早期に診
断するため厳格な経過観察を行うべきである。
　本症例では腫瘍が子宮底部に近く，また非常に小さな
ポリープ状の病変であるため，通常の子宮内膜組織診の
方法では，確実な検査が行えず偽陰性となる恐れがあっ
た。偽陰性を避けるために，また病変の再発がないこと
を確認するため，子宮鏡検査による経過観察の方針とし
た。異型ポリープ状腺筋腫に合併した子宮体癌の症例に
おいて，子宮鏡検査を用いることで鑑別に有用との報
告７）もあり，子宮体癌の症例に対する子宮鏡検査の有
益である。
　子宮内膜異型増殖症，筋層浸潤のない子宮体癌ⅠA
期相当の類内膜癌Grade 1において妊孕性温存を行った

⼦宮内膜右卵巣 左卵巣

弱
拡
⼤

強
拡
⼤
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図３：摘出標本肉眼所見
△は子宮鏡で認めた腫瘤性病変である。卵巣には肉眼的異
常所見は認めない。

図４：組織病理検査
ヘマトキシリン・エオジン染色

組織学的には全て類内膜癌Grade 1であるが，子宮内膜と両側卵巣の病理学的所見に明らかな類似性は見られない。
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際にはMPAを用いたホルモン療法を施行する場合があ
る。MPA療法に関しては文献的報告では子宮内膜異型
増殖症，類内膜癌Grade 1では病変消失率55～82%であ
るが，再発率も38～57%と報告されており８），治療終了
後も再発には特に注意をする必要がある。本症例でも
MPA療法で一度良好な治療結果を得られたが，１年以
上経過してから再発を認めている。再発症例に対しても
初回治療と同様の治療効果を得られたとの報告９）もあ
るため，黄体ホルモン再投与のリスクを説明した上で再
度治療を行うことも考慮されている６）が，本症例では
再発時には治療効果を得られなかった。
　若年女性の子宮体癌，卵巣癌の重複症例では何らかの
遺伝疾患の関連が示唆されている。代表的な遺伝性疾
患としてはHBOCやLynch症候群があり，様々な悪性腫
瘍の合併の可能性がある。Lynch症候群は遺伝性非ポリ
ポーシス大腸がんとして知られていたが，大腸癌以外に
も子宮体癌や卵巣癌，胃癌，小腸癌，腎盂腎癌，尿管癌
などの悪性腫瘍の合併が知られている10）。
　Lynch症候群では，MMR遺伝子の異常が関与し発癌
に関連していると言われている。MMR遺伝子によっ
て，DNA複製時に起きる塩基配列のミスマッチを修復
できないため，MSIが発生し発癌関連遺伝子に変異が生
じるため発癌確率が上昇する。知られている遺伝子変異
としてはhMSH2，hMLH1，hMSH6，hPMS2の４つが
ある11）。
　遺伝性大腸癌診療ガイドラインにおいて，Lynch症候
群を診断するまでに大きく３つのステップを経ること
が推奨されている12）。家族歴や発症年齢などが改変アム
ステルダム診断（1998年），もしくは改訂ベゼスタ分類
（2004年）に当てはまるかを確認する。条件に当てはま
る場合に，腫瘍組織のMSI検査，MMRタンパク検査を
行い，陽性所見を認めた場合にはMMR遺伝子検査にて
遺伝子変異の検索を行い，確定診断を行う。
　改変アムステルダム診断基準の内容としては，３名以
上の血縁者がHNPCC関連がん（大腸癌，子宮内膜癌，
小腸癌，腎盂癌・尿管癌）に罹患しており，かつ下記の
５つの条件に当てはまる場合に診断される。①罹患者の
１名は他の２名の第１度近親者である。②少なくとも継
続する２世代にわたり罹患者がいる。③罹患者の１名は
50歳未満で診断されている。④家族性腺腫性ポリポーシ
スが除外されている。⑤がんの診断が組織学的に確認さ
れている。これら条件に合致する場合はLynch症候群の
可能性があり，と診断される13）。
　改訂ベゼスタ分類はLynch症候群の補助診断として，
MSI検査の施行する基準として作成された。下記のいず
れか１つが当てはまる場合にはMSI検査を施行すべきで
あるとされている。①50歳以下の大腸癌を発症した場
合。②年齢に関わらず，大腸癌およびLynch症候群関連

腫瘍を同時性・異時性に発症した場合。③60歳で診断さ
れた大腸癌で，病理的にMSI-Highの像を示す大腸癌。
④第１親近者が１人以上50歳未満でLynch症候群と診断
されている大腸癌症例。⑤年齢に関わらず，第２近親以
内の血縁者が２人以上Lynch症候群と診断されている場
合14）。
　本症例では改変アムステルダム基準，改訂ベゼスタ分
類共に当てはまる項目は認めなかった。しかし家族歴
からLynch症候群が疑われたためMSI検査を施行した。
MSI検査は陰性であったが，その他の遺伝性腫瘍の否定
はできず，MMR関連遺伝子検査とマルチパネル検査を
行った。こちらも有意な所見は認めなかったが，未知の
遺伝性腫瘍の可能性も考慮し慎重に経過観察を行う方針
とした。
　Lynch症候群の女性における，子宮体癌の罹患頻度は
40～60%，卵巣癌の罹患頻度は10～12％と報告15）があ
る。またLynch症候群の女性においては，大腸癌の罹患
率より子宮体癌の罹患率が高いという報告15）もある。
今後は若年子宮体癌患者の経過観察において，大腸癌な
どの他臓器悪性疾患の発生についても注意が必要である
と考える。しかしLynch症候群に対する治療法が現在は
確立しておらず，子宮体癌治療後は消化器癌の発生がな
いか内視鏡検査を密に行い，早期発見を目指すほかない
と考える。今後の遺伝子研究・治療の発展に期待したい。
　今回若年女性の子宮体癌，卵巣癌の重複症例を経験し
た。MPA治療中の経過観察の際に子宮鏡検査を併用す
ることにより，病変を直視下に確認した。病変を確実に
判断し，適切な時期での手術加療を提案できたと考え
る。妊孕性温存の希望がある子宮体癌症例の診療を行う
にあたり，病変の位置やサイズに応じて適切な経過観察
の方法を考える必要がある。
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MEA（Microwave Endometrial Ablation）を施行後，子宮内膜炎を発症した一例

堀口　育代・坂田周治郎・矢野　友梨・小林笑美子
永坂　久子・高田　雅代・米澤　優・中西　美惠

香川県立中央病院　産婦人科

Endometritis following microwave endometrial ablation: A case report

Ikuyo Horiguchi・Shujirou Sakata・Yuri Yano・Emiko Kobayashi
Hisako Nagasaka・Masayo Takata・Masaru Yonezawa・Yoshie Nakanishi

Department of Obstetrics and Gynecology, Kagawa Prefectural Central Hospital

MEA（Microwave Endometrial Ablation）は過多月経の治療として2012年に我が国で保険収載され，子宮全摘術に代わる治
療法として確立されている。
今回我々は抗凝固療法中の過多月経に対してMEAを施行後，子宮内膜炎を発症した一例を経験したので報告する。症例は40
歳，SLE，抗リン脂質抗体症候群，両側頭頂葉脳梗塞，甲状腺機能亢進症，冠動脈狭窄症の既往症があり，左冠動脈にステン
ト挿入中であった。このため，抗血小板剤（クロピドグレル硫酸塩75mg/日），経口FXa阻害剤（エドキサバントシル酸塩水
和物30mg/日）内服中であった。過多月経，貧血治療目的に当院紹介受診となった。漿膜下子宮筋腫を認めたが過多月経の原
因ではないと判断し，抗凝固療法による過多月経と考えた。LNG-IUS（Levonorgestrel-releasing Intrauterine System）を挿
入するも大量の出血とともに脱出した。貧血を改善する目的でGnRH antagonistの内服を開始し，貧血改善後MEAを施行し
た。術後28日目に発熱，腹痛，性器出血のため受診した。子宮内膜炎と診断し，抗生剤投与を行い，速やかに治癒した。そ
の後は経血量は著明に減少し，貧血は改善した。ご本人のQuality of lifeが上昇し，月経中でも通常通りの生活をおくれるよ
うになった。
MEAは低侵襲であり，外科的治療のリスクが高いと考えられる症例には有効な治療法と考えられる。しかし，合併症を有す
る症例は，感染，出血など術後の合併症の頻度が上昇することを考慮し，術後の管理及び治療を行う必要があると考えられ
る。

We report the case of a patient with a history of anticoagulation therapy, who developed endometritis after 
she underwent microwave endometrial ablation (MEA) for menorrhagia while she received an anticoagulant. 
The patient was diagnosed with systemic lupus erythematosus, anti-phospholipid antibody syndrome, bilateral 
parietal lobe cerebral infarction, hyperthyroidism, coronary artery stenosis, and left coronary artery stent 
insertion. Therefore, she received an antiplatelet agent and an oral Factor Xa inhibitor. She presented to our 
hospital for evaluation and treatment of menorrhagia and anemia. Evaluation revealed a subserous uterine 
myoma; however, we concluded that this lesion did not contribute to menorrhagia, which was most likely 
attributable to anticoagulation therapy.
We initiated gonadotrophin-releasing hormone antagonist therapy for anemia and performed MEA. She 
developed fever, stomachache, and genital bleeding on postoperative day 28. The patient was diagnosed with 
endometritis and was administered antibiotic therapy, which led to immediate improvement. Subsequently, 
her menstrual blood loss decreased significantly, with improvement in anemia. 
MEA is a novel minimally invasive therapeutic option in patients who show a high risk of surgical 
complications. However, cases with complications are transmitted, and it is necessary to treat these patients 
postoperatively to avoid postoperative complications, including bleeding.

キーワード：MEA，抗凝固療法，機能性過多月経，子宮内膜炎，合併症
Key words：MEA, anticoagulant therapy, functional menorrhagia, endometritis, complications

緒　　　言

　過多月経の患者に対してこれまで種々の治療法が行わ
れてきた。過多月経の原因として機能性過多月経の他，
子宮筋腫，子宮内膜ポリープ，子宮内膜増殖症，子宮腺
筋症などの器質的疾患があげられる。子宮筋腫による

過多月経の外科的治療として，挙児希望のない症例に
は子宮全摘術，挙児希望のある症例には子宮筋腫核出
術が考慮されてきた。MEA（Microwave Endometrial 
Ablation）は過多月経の治療法として2012年に我が国で
保険収載された。子宮全摘術に代わる治療法として確立
されている。本治療はマイクロ波の照射により生じる誘
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電加熱を利用したタンパク凝固で子宮内膜を基底層も含
めて破壊し，その機能を消失させる治療法である１）。感
染（子宮内膜炎）はMEAの術後合併症の一つであり，
10%程度の頻度で起こる可能性があると報告されてい
る２）。手術部位感染におけるリスク因子は，心臓血管外
科領域における深部胸骨創感染の術前のリスク因子の検
討の結果，糖尿病，肥満，慢性閉塞性呼吸障害，喫煙
歴，高齢，心不全及び心機能低下，女性，腎機能低下あ
るいは透析例，抗血小板剤の投与，ステロイド使用症
例，末梢血管疾患の既往，長期の入院日数，緊急あるい
は準緊急手術例など３）があげられており，合併症を有
する症例ではよりリスクが高いことを考慮し，治療及び
術後の管理にあたる必要がある。
　今回我々は抗凝固療法中の過多月経に対してMEAを
施行後，子宮内膜炎を発症した一例を経験したので報告
する。

症　　　例

　症例は40歳既婚の未産婦，既往歴として32歳両側頭頂
葉脳梗塞，合併症が10歳よりSLE，抗リン脂質抗体症候
群，33歳より甲状腺機能亢進症，39歳冠動脈狭窄症があ
り，冠動脈ステント挿入中であった。このため，抗血

小板剤（クロピドグレル硫酸塩75mg/日），経口FXa阻
害剤（エドキサバントシル酸塩水和物30mg/日），SLE
に対してプレドニゾロン５mg/日内服中であった。過多
月経，貧血に対する精査加療目的に当院紹介受診となっ
た。
　初診時の所見として，経腟超音波検査にて20mm大
の漿膜下子宮筋腫を認めた。血液検査にてHb：7.8g/dL
の貧血，Plt：7.8万/μLのSLEによる血小板減少を認め
た。筋腫は過多月経の原因ではないと判断し，抗凝固療
法による過多月経と考えた。LNG-IUS（Levonorgestrel-
releasing Intrauterine System）を挿入するも大量の出
血とともに脱落した。過多月経による鉄欠乏性貧血に対
して内科よりクエン酸第一鉄Na錠100mg/日内服，腎性
貧血に対してエリスロポエチンの投与を検討されてい
た。抗凝固療法中であること，SLEによる血小板減少の
合併症のため，子宮全摘を選択した場合術中出血のリス
クが高いと判断し，MEAの適応と考えた。貧血を改善
する目的でGnRH antagonistの内服を開始した。内服中
は子宮出血を認めなかった。
　術前の血液検査ではHb：8.4g/dL，Ht：25.1%と貧血の
軽度改善を認めた。血小板数は5.6万/μLと減少してお
り，APTT：101.8sec，PTINR：1.28と抗凝固療法による
APTT，PTの延長を認めた。MRI検査で子宮壁はどの
部位も10mm以上は認めることを確認した。子宮底部が
12mmで最も薄かった。T2強調画像矢状断で子宮体部前
壁に20mm大の漿膜下筋腫を認めた（図１）。
　抗凝固薬は通常通り内服し，麻酔は全身麻酔とした。
子宮鏡にて子宮内腔を観察し，異常所見を認めなかっ
た。機種はマイクロターゼAZM-550サウンディングア
プリケーターSAC51-J（アルフレッサファーマ－株式会
社）を使用した。サウンディングの出力は70W，通電時
間を50秒とした。経腹超音波で確認しながら子宮体部中
央１回，左側１回，右側１回で計３回焼灼した。子宮鏡
で確認し，３回で十分であると判断した。最後に子宮鏡
で内腔に異常がないこと，子宮内膜全面が焼灼できてい
ること，子宮頸管には焼灼が及んでいないことを確認し
（図２），手術を終了した。

図１　MRIT2強調画像
子宮壁の厚みは全部位で10mm以上は認め
た。子宮底部が12mmで最も薄かった。子宮
体部前壁に漿膜下筋腫を認めた。

図２　子宮鏡画像
子宮鏡にて子宮内膜全面が焼灼できていること，頸管には焼灼が及んでいないことを確認した。

①　体部の全体像 ②　焼灼面近接画像 ③頸管の画像



2021年 445MEA（Microwave Endometrial Ablation）を施行後，子宮内膜炎を発症した一例

　MEA翌日，経腟超音波検査にて子宮内腔に血腫を認
めず，外出血は少量のみであり，退院とした。MEA後
８日目再診時，経腟超音波検査にて子宮内腔に異常な貯
留物質を認めなかった（図３）。術後28日目に発熱，腹
痛，性器出血のため受診時，内診にて子宮に圧痛を認
め，腟鏡診にて凝血塊及び大量の出血排出を認めた。
経腟超音波検査にて子宮内に血腫と思われる24.0mm×
30.6mm大の陰影を認め，腹部CT画像検査にて子宮の
腫大，子宮内に血腫像を認めた（図４）。血液検査に
て，WBC：10500/μL，Hb：6.1g/dL，Plt：5.2万/μL，
CRP1.3mg/dLとWBC，CRPの上昇，貧血の進行を認め
た。子宮内膜炎と考え，入院加療とした。子宮内膜炎に
対してCTRX（ceftriaxone）１g/日を投与開始した。子
宮留血腫に対してネラトンカテーテルを子宮内に挿入し
て子宮内容を吸引，培養に提出した。３ml程度の血液
が引けたが，凝血塊があり，すべての除去は困難であっ
た。培養結果を（表１）に示す。Steptpcoccus agalactiae 
H（B群）を主な起炎菌と考え，CTRXを７日間継続，
腹痛，発熱，炎症反応ともに改善した。貧血に対して
RCC４単位を輸血した（図５）。出血は徐々に減少し感
染の治癒とともに消失した。MEA後50日目（退院後14
日目） 経腟超音波検査にて，子宮内血腫は消失してい
たが，内膜の壊死組織と思われる血流のない6.8mm×
19.5mmの腫瘤を認めた。MEA後４カ月経腟超音波にて
排卵期であったが，子宮内膜は，ほぼ線状であった（図

６）。月経血は著明に減少し，貧血は改善した。ご本人
のQuality of lifeが上昇し，日常生活が普通におくれるよ
うになった。

考　　　案

　MEAはマイクロ波照射によって生じる組織誘電加熱
を利用した蛋白凝固で，子宮内膜基底膜も含めて破壊し
その機能を低下させる方法である１）。子宮全摘術と比較
すると侵襲は少ない術式であるが，手術時の子宮穿孔や
子宮外臓器への熱傷，子宮内感染の併発の危険性もある
ため手術の実施，及び周術期の管理には注意を要する。
MEAの治療効果に関する諸家の報告によると，経血量
の減少は80～90％と高い治療効果が得られ，無月経も
30～40％程度でみられる。また，随伴する月経痛につい
ても30～40％程度で改善の効果が認められる４）。疾患別
にみると，Nakamura et al.は，機能性過多月経及び子
宮内膜ポリープにおいてMEAは治療効果が高い一方，
48歳以下の筋腫合併例や子宮腺筋症合併例においては治
療効果が乏しいことを報告している５）。本症例は過多月

図３　MEA後８日目の経腟超音波画像
子宮内腔に異常な貯留物質を認めない。

①　経腟超音波画像 ②　CT画像

図４　MEA後28日目（再入院時）の経腟超音波画像及びCT画像
子宮は腫大し，子宮内に血腫と思われる24.0mm×30.6mm大の腫瘤を認めた。

表１　子宮内容液の培養同定結果
塗抹鏡検にて好中球の貪食像が認められ，
Steptpcoccus agalactiae H（B群），グラム陽性
桿菌，嫌気性菌が認められた。
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経の原因となる器質的異常を認めず，抗凝固療法による
過多月経と考えられ，MEAが著効したと考えられる。
表２にMEAの適応基準，除外基準を示す６）７）。
　本症例はこの適応基準に従い施行した。過多月経の原
因として，内科的疾患により抗凝固剤治療中であれば，
原因を除去するという直接的な解決法の選択は難しい。
より低侵襲性な手術が必要であるがゆえに，同様な症例
に対しMEAが非常に有用な手術法になり得る。一方，

広岡らの報告によると表３２）に示すような合併症が起
こりえるため，術前の十分な説明と同意，術後の慎重な
観察が必要である。その中で子宮内膜炎は約10％の頻度
で起こる可能性があると報告されている。術後の予防的
抗菌薬投与の有効性は証明されていない８）。子宮内膜炎
を予防する方法としてMEA後にレゼクトスコープを併
用し壊死組織除去を行う術式９）や，次亜塩素酸水（残留
塩素200ppmの濃度）を用いた子宮内洗浄を行う術式10）

表２　MEAの適応，除外基準（文献４より引用）
MEAは子宮摘出術の代替療法であるのでMEAの対象とな
る女性は上記の条件を満足すべきである。

図６　術後４カ月の経腟超音波画像
月経周期12日目，線状の子宮内膜。

表３　MEAの合併症の頻度（文献２より引用し改変）

図５　入院後治療経過
CTRX（ceftriaxone）１g/日を７日間投与し，腹痛，発熱，炎症反応ともに改善。貧血に対してRCC４単位を輸血した。
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が報告されている。発症時期は術後３日以内であること
が多いが，術後20～50日の発症も報告されている11）。本
症例も術後28日目に発症しており，術後数週間は帯下の
増加・下腹部痛・発熱などの症状があれば早めに受診
するよう説明しておくことが望ましいと考えられる。
MEAを行う場合は，子宮内膜炎を予防する術式を考慮
するとともに，子宮内膜炎は起こりえる合併症として常
に念頭に置き，適切な治療を行うことが大切である。
本症例はSLEを合併しており，ステロイド内服中であっ
た。免疫抑制状態であり，易感染性であったこと，血小
板減少及び抗凝固療法中であり，出血のリスクがあった
ことから子宮内膜炎と月経が重なり，感染を契機に大量
出血を起こしたと考えられる。膠原病では多彩な末梢循
環障害が基盤にあり，血流障害による皮膚潰瘍や壊死を
生じやすい12）。コルチコステロイドは生体の恒常性を維
持するのに必須なホルモンである。グルココルチコイド
やその合成アナログであるステロイドは炎症性疾患や自
己免疫性疾患に対して広く使用されている。長期間のス
テロイド治療により易感染性，創部治癒遅延，精神症状
を引き起こすと報告されており，術前ステロイドの内
服量が80mg/日以上の患者では重篤な合併症を起こしう
るとの報告がある13）。手術部位感染におけるリスク因子
は，心臓血管外科領域における深部胸骨創感染の術前の
リスク因子の検討の結果，糖尿病，肥満，慢性閉塞性呼
吸障害，喫煙歴，高齢，心不全及び心機能低下，女性，
腎機能低下あるいは透析例，抗血小板剤の投与，ステロ
イド使用症例，末梢血管疾患の既往，長期の入院日数，
緊急あるいは準緊急手術例など３）があげられている。
本症例は心機能低下，女性，腎機能低下，抗血小板剤の
投与，ステロイド使用症例のリスク因子を有していたた
め，術後感染のハイリスクであったと考えられる。合併
症を有する症例にMEAは治療の選択肢としてあげられ
るが，術後の合併症の頻度が上昇することを考慮し，治
療及び術後の管理を行う必要があると考えられる。

結　　　語

　MEAは低侵襲であり，合併症などにより外科的治療
のリスクが高いと考えられる症例には有効な治療法とい
える。子宮内膜炎は起こりえる合併症として，適切な予
防対策をとることが望ましいが，確実に予防する方法は
ないことから，発症した場合には適切な治療を行うこ
と，そして今後さらなる発症率低下の方法が検討される
ことが望ましい。
　さらに，合併症を有する症例は術後の合併症の頻度が
上昇することを考慮し，治療及び術後の管理を行う必要
があると考えられる。
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初回治療から12年経過し傍結腸溝に再発した原発性卵巣大細胞神経内分泌癌に
対して，化学療法後に腫瘍摘出術を施行した１例
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A case of ovarian large-cell neuroendocrine carcinoma recurrence in the paracolic 
sulcus 12 years after initial treatment

Miho Yahata １）・Hiroshi Honda ２）・Fumiyo Hirano ３）・Yuki Sato １）・Masatoshi Kumagai ２）
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再発卵巣癌の80％は３年以内に発生し，10年以上経過して再発することはほとんどないと言われている。今回，初回治療か
ら12年後に骨盤内に再発した原発性卵巣大細胞神経内分泌癌に対して，完全摘出術ができた症例を経験したので報告する。
症例は54歳，12年前に卵巣癌に対して，単純子宮全摘出術，両側付属器摘出術，骨盤リンパ節郭清，傍大動脈リンパ節生
検，大網部分切除術を施行し，卵巣癌Ⅲb期，大細胞神経内分泌癌と類内膜癌G3の混合癌と診断された。術後化学療法として
TC療法（パクリタキセル/カルボプラチン療法）６コース施行し，再発なく10年間経過したため，当院での定期的なサーベ
ランスは終了した。しかし，半年前から右下腹部に腫瘤を触知するようになり，徐々に右下腹部痛と右大腿外側のしびれが
出現したため他院内科を受診した。造影CT検査で右傍結腸溝に４ cm大の腫瘤影を認め，CA125は38.4 U/mLと上昇を認めた
ため，再発卵巣癌を疑われ当科紹介となった。PET-CT検査では同部位のみにSUVmax 20.1の集積があり，腫瘤のCTガイド
下生検で類内膜癌を認め，再発卵巣癌と診断した。再発巣は腸腰筋に浸潤しており，化学療法後に腫瘍摘出を行う方針とし
た。TC療法を４コース施行後，腫瘍径は45 mmから26 mmまで縮小したため，他科と連携して腫瘍を腸腰筋とともに摘出し
得た。本症例のように晩期再発卵巣癌では単発再発例の報告が多く，完全摘出可能と判断されれば積極的に手術療法を考慮
してもよいと思われた。

An estimated 80% of ovarian cancer recurrence cases occur within 3 years of initial treatment; however, 
recurrence beyond 10 years rarely occur. Herein, we report a case of ovarian cancer that recurred 12 years 
after initial treatment. A 54-year-old woman was diagnosed with stage IIIB ovarian cancer, constituting a 
mixture of large cell neuroendocrine carcinoma and grade 3 endometrial adenocarcinoma. She underwent a 
primary debulking surgery followed by six courses of taxotere and cyclophosphamide (TC) therapy. Complete 
remission was achieved and lasted for 12 years.  A palpable mass in the right lower abdomen, right lower 
abdominal pain, and numbness in the right lateral thigh developed; 6 months later, she was referred to 
our hospital. Computed tomography showed a 4-cm mass in the right paracolic groove. A cancer antigen 
125 test showed an elevated level (38.4 U/mL) suggestive of recurrent ovarian cancer. After four courses 
of TC therapy, the tumor was completely resected with the iliopsoas muscle. In recurrent ovarian cancer 
cases, longer progression-free survival is expected after complete resection of the recurrence. Therefore, in 
recurrent ovarian cancer cases, complete surgical resection should be considered if possible.

キーワード：再発卵巣癌，晩期再発，完全摘出，手術療法，大細胞神経内分泌癌
Key words：recurrent ovarian cancer，late recurrence, complete resection, surgical resection, LCNEC

緒　　　言

　再発卵巣癌の80％は３年以内に発生し１），10年以上経
過して再発することはほとんどない。近年，分子標的薬
の登場や分子バイオマーカーの実用化により，再発卵巣
癌に対する薬物療法の選択肢が増え，分子標的薬など含

めて化学療法が主たる治療とされている。一方で，再発
卵巣癌の手術療法（secondary debulking surgery: 以下
SDSと略す）時に完全切除できた場合，無増悪生存期間
（Progression-Free Survival：以下PFSと略す）は延長
し，有用性が示されたとの報告もある２）。今回我々は，
初回治療から12年後に晩期再発した卵巣癌に対して，化
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学療法後に完全摘出できた１例を経験したので報告す
る。

症　　　例

再発時年齢：55歳
３妊３産（経腟分娩３回）
既往歴：23歳　バセドウ病　甲状腺腫摘出術
現病歴：12年前に，当科で卵巣癌Ⅲb期（大細胞神経内
分泌癌（large cell neuroendocrine carcinoma: LCNEC）
と類内膜癌G3の混合型）に対して，両側付属器摘出
術，単純子宮全摘出術，骨盤リンパ節郭清，傍大動脈リ
ンパ節生検，大網部分切除術を施行し，術後TC療法を
６サイクル施行した。その後10年間，再発なく経過した
ため，当科でのフォローアップは終了し，近医産婦人科
での経過観察が行われていた。半年前から右下腹部に腫
瘤を触知するようになり，徐々に右下腹部痛と右大腿外
側のしびれも自覚するようになったため他院内科を受診
した。造影CT検査で右傍結腸溝に４ cm大の腫瘤影を
認め，CA125は38.4 U/mlと上昇を認めたことから，再
発卵巣癌を疑われ当科紹介となった。
初診時現症：身長153 cm，体重46 kg，BMI 19.7。
右鼠径部より２横指上にクルミ大の硬結を触れ，同部位
に軽度圧痛を認めた。右大腿外側のしびれを認めた。
血液検査（表１） では， 腫瘍マーカーのCA125が
38.4 U/mL（基準値35 U/mL未満）と上昇を認めたが，
CA19-9は6.2 U/mL（基準値35 U/mL未満）と上昇を認
めなかった。その他，異常所見はなかった。
　骨盤造影MRI検査（図１）では，骨盤内右側の上行結
腸起始部近傍にDWIで高信号，T2WIでは不均一な高信
号，不均一な造影効果のある45 mm大の腫瘤を認め，上
行結腸，腸骨筋，腹壁への浸潤が疑われた。画像所見か
ら，右大腿外側のしびれは，腫瘤が右外側大腿皮神経を
圧排していることが原因と考えられた。
　PET-CT検査（図２）は，右骨盤内の腫瘤にSUVmax 

20.1の集積を認め，その他に骨盤内再発や他臓器への転
移を疑う集積はなかった。
　CTガイド下に腫瘤の針生検を行い，採取した組織に
類内膜癌の増殖像を認め，卵巣癌の再発と診断した。
治療経過：再発巣は腸腰筋および腹壁に強固に固着して
おり，摘出の際，これら周辺組織を含めた広汎な合併切
除が必要であったため，他科との合同カンファレンスで
は術後に右下肢運動機能障害や腹壁ヘルニアなどを引き
起こす可能性を指摘された。本症例は，初回手術では完
全切除とはならなかったもののTC療法の追加で長期間
完全寛解の状態が続いたことから，プラチナ感受性と判
断し，合併切除範囲の縮小を目的として術前化学療法を
行った。
　TC療法（カルボプラチンAUC6 /パクリタキセル

＜図 1. MRI 検査、T2WI＞

1 TC ース

45 mm 26 mm 
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図１　骨盤部造影MRI検査，T2WI
腫瘤は，長径45 mmから長径26 mmまで縮小した。

（１）再発時 （２）TC療法４コース後

表１　初診時の血液検査所見
腫瘍マーカーCA125の上昇を認めた。
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175 mg/m２）を４サイクル施行後，腫瘍は長径26 mm
まで縮小した（図１）ため，外科と合同で手術を施行し
た。病変は４ cm大の白色の硬結として確認でき，右腸
骨翼と接しており，背側に向けて腸腰筋へ高度に浸潤し
可動性は不良であったが，腹壁や結腸には浸潤はなかっ
た。また，その他の部位に明らかな播種性病変はなかっ

た。右尿管，結腸を内側に受動し，右外腸骨動脈を剥離
した。腫瘍から１ cm程度の切除マージンを確保しなが
ら後腹膜を切開し，腸腰筋とともに腫瘍を摘出した。手
術時間は２時間39分で，出血量は190 mLであった。病
理組織所見として，微細顆粒状の核クロマチンを有する
大型多角形の異型上皮がロゼット配列を示しつつ充実
性に増殖する腫瘍組織を認めた。免疫組織染色では，
CD56やchromogranin Aが陽性となる細胞を認める一
方，エストロゲンレセプターやビメンチンが陽性となる
細胞もあり，初回手術時と同様のLCNECと類内膜癌の
混合癌と診断した（図３）。なお，synaptophysinは陰性
であった。術後，TC療法を３サイクル追加した。その
後，PARP阻害剤のオラパリブの内服（600 mg/日）を
追加したが，嘔気が強く，約１か月で内服を中断した。
右大腿外側のしびれは術後，軽快したものの残存した。
現在経過観察中で，術後から10か月を経過しているが再
発所見を認めていない。

考　　　案

　再発卵巣癌では再発病変が多発していることが多く，
化学療法を主体とした治療が行われているが，プラチナ

＜図 ．PET-CT＞

SUVmax 20.1
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図２　PET-CT検査
右骨盤内の腫瘤にSUVmax 20.1の集積を認めた。
その他に骨盤内再発や他部位への転移を疑う集積は
なかった。

＜図 3．病理組織検査＞

・ホルモン受容体のエストロゲンレセプター(ER)が陽性、vimentin 陽性であり、類内膜癌と判断

した。

・微細顆粒状の核クロマチンを有する多角形の異型上皮が、ロゼット配列を示しつつ充実性に

増殖する腫瘍組織を認めている。また、神経内分泌マーカーの1つである CD56が陽性であり、

chromogranin A 陽性も合わせて、LCNEC と判断した。

①HE染色（×100）

②HE染色（×400）

③ER陽性

④CD56　弱陽性

⑤chromogranin A　弱陽性

⑥vimentin　陽性

① ②

④③

⑤ ⑥
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図３　病理組織検査
①HE染色（×100），②HE染色（×400），③ER陽性，④CD56弱陽性，
⑤chromogranin A弱陽性，⑥vimentin陽性
・ホルモン受容体のエストロゲンレセプター（ER）が陽性，vimentin陽性であり，

類内膜癌と判断した。
・微細顆粒状の核クロマチンを有する多角形の異型上皮が，ロゼット配列を示しつ

つ充実性に増殖する腫瘍組織を認めている。また，神経内分泌マーカーの１つで
あるCD56が陽性，chromogranin A陽性であることで，LCNECと判断した。
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製剤感受性再発かどうかでその治療内容が決定される。
プラチナ製剤感受性再発症例のなかには，本症例のよ
うに再発巣が単発または少数で，SDSが考慮されること
がある。これまでSDSが二次化学療法に比して予後を改
善するかどうかに関して十分なエビデンスがなかった
が，最近，GOG-213試験２），AGO DESKTOPⅢ試験３），
SOC-1試験４）など，SDS+術後化学療法群と化学療法
単独群の予後を比較したランダム化第Ⅲ相試験が行わ
れた。GOG-213試験では，PFS，全生存期間（OS）と
も，SDS+術後化学療法群と化学療法単独群の間に有意
な差を認めなかったが，AGO DESKTOPⅢ試験では，
PFS，OSともSDS+術後化学療法群で有意な延長を，
SOC-1試験では，OS（中間解析）で有意差はなかったも
のの，SDS+術後化学療法群でPFSの有意な延長を認め
た。このように，全体では一定の結果が得られなかった
ものの，サブグループ解析では，３つの試験ともSDSで
再発巣が完全切除された群において，SDS+術後化学療
法群でPFSがより延長されることが示され，SDSを選択
する上での重要なエビデンスとなった。ただし，OSに
ついては，サブグループ解析でも一定の見解が得られな
かった。再発巣の完全切除を予測する因子には，臨床進
行期Ⅰ・Ⅱ期の再発，初回手術時での完全切除，良好な
performance status（PS），腹水が500 mL以下であるこ
と，孤発性再発，腫瘍径10 cm以下などが挙げられてい
る５）。これらのうち，本症例ではPS，腹水，再発個数，
腫瘍径の因子が完全切除可能の予測因子にあたるが，再
発個数が単発であったことがSDSを選択する上で最も重
要な根拠となった。
　卵巣癌再発症例の約80％が３年以内に再発するため，
５年以上の無病期間を経た再発症例は稀で，晩期再発
と定義されている。特に10年以上の無病期間を経た晩
期再発は極めて稀で，本邦では本症例以外に９例が報

告されている（表２）６）－13）。臨床進行期はⅠ期からⅢ期
まで様々であったが，本症例と同様，多くが孤発性再
発であった。手術による完全切除が期待できたため，経
験的に多くの症例でSDS+術後化学療法が選択されてい
た。非晩期再発卵巣癌においてSDSで完全切除できた症
例は少なくとも化学療法単独群よりPFSが延長するエビ
デンスが得られたため，今後はこれに準じて，孤発性再
発の多い晩期再発卵巣癌は積極的にSDS+化学療法を考
慮すべきである。晩期再発卵巣癌の組織型は漿液性癌，
明細胞癌，類内膜癌の順で多かった。それに対して，海
外からの報告例のうち，20年以上経過した晩期再発症
例はすべて漿液性癌であった14）。一方，本症例のような
LCNEC/類内膜癌が晩期再発を来した症例は文献検索し
たかぎりでは見当たらなかった。
　卵巣原発のLCNECは，現在までに本邦，海外を併
せて45例しか報告がない，稀な組織型である15）－17）。
LCNECのほとんどの症例で，粘液性腫瘍や類内膜癌，
漿液性癌などの他の上皮性卵巣腫瘍成分が混在してお
り，本症例では類内膜癌との混在であった。全生存期間
の中央値は８か月（０－68か月）と極めて予後不良とい
われており15），本症例のような12年以上の長期生存の報
告例はない。稀な組織型という点だけではなく長期生
存例という点からも極めて稀な症例であるが，既報の
LCNEC 45症例について予後因子を検討したところ，臨
床進行期やプラチナ製剤使用の有無が予後との相関を示
した。また，腫瘍組織においてsynaptophysinが陽性を
示す症例では，臨床進行期や術後の残存腫瘍の有無に関
係なく予後不良であったとの報告がある18）。本症例は，
臨床進行期がⅢb期の進行例で，初回手術で残存腫瘍が
あったにも関わらず，PFSが12年間と極めて長期間で
あった理由に，プラチナ製剤を基軸とした化学療法に高
感受性を示したことや再発巣のsynaptophysin 発現が陰

表２　本邦における晩期再発卵巣癌の症例
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性であったことが挙げられる。また，既報のLCNEC45
症例では検討されていなかったが，本症例の初回手術時
の原発巣で，腫瘍の脈管侵襲がなかった。本症例は潜在
的にリンパ行性や血行性の遠隔転移を起こしにくかった
と考えられ，脈管侵襲の有無も予後因子になるかもしれ
ない。
　今回我々は，稀な組織型であるLCNECのプラチナ感
受性の晩期再発卵巣癌で，SDSと化学療法を組み合わせ
た治療を行った１例を経験した。近年，卵巣癌に対する
治療は，新規に分子標的薬や分子バイオマーカーが出現
し，治療の選択肢が増えており，プラチナ感受性再発卵
巣癌に対しては，PARP阻害剤の維持療法が行われてい
る。晩期再発の卵巣癌は症例数が少なく確立した治療法
がないため，通常のプラチナ感受性再発卵巣癌の治療に
準じた治療を行うしかない。晩期再発卵巣癌は孤発性再
発が多くプラチナ製剤への感受性が期待できるため，
SDSと化学療法を組み合わせることで，化学療法単独よ
り少なくともPFSの延長が期待できる。従って，画像診
断等で再発巣の完全切除が可能と判断されれば，積極的
に手術療法を選択してもよいと思われた。
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妊娠中の反復性急性膵炎に対して中心静脈栄養を行い妊娠継続した一例
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Total parenteral nutrition for management of acute recurrent pancreatitis during 
pregnancy: A case report 

Yuriko Toyota・Yumi Araki・Yasuyuki Kiyama・Naofumi Yamane・Yumiko Kan
Maiko Sagawa・Hiroko Nakamura・Nao Honda・Tomoya Mizunoe

Department of Obstetrics and Gynecology, National Hospital Organization Kure Medical Center and Chugoku Cancer Center

【緒言】妊娠中の急性膵炎は稀であるが，早産や子宮内胎児死亡，母体死亡の原因となりうるため早期診断と厳重な管理が
必要である。今回，中心静脈栄養（total parenteral nutrition: TPN）が妊娠継続に有用であった反復性急性膵炎の一例を経験
したので報告する。【症例】35歳，２妊０産（自然流産１回），妊娠10週から当院で妊娠管理を行い経過は良好だった。妊娠
25週２日に左上腹部痛のため緊急受診し，急性膵炎と診断した。３日間の絶食，大量補液で軽快し退院したが，妊娠27週１
日に再び急性膵炎を発症し再入院した。脂質異常症や胆石症は認めず，妊娠子宮増大による膵管内圧上昇が膵炎の原因と考
えられた。絶食補液で改善したが，食事を再開すると膵炎が再燃したため経口摂取困難と判断し，妊娠29週１日よりTPNを
開始した。以降は膵炎の再燃なく経過し胎児発育も良好であった。長期間の絶食による精神的ストレスが増大し現行治療の
継続が困難となったため，妊娠35週３日に選択的帝王切開術を施行した。児は2332 gの男児，Apgar score １分値５点/５分
値９点であり，新生児一過性多呼吸を認めたが酸素投与のみで改善した。母体の産褥経過は問題なく，術後１日目より食事
開始し，術後11日目に退院した。現在も膵炎の再燃なく経過している。【結語】妊娠に伴う子宮増大により膵管内圧が上昇す
ることによって繰り返した急性膵炎に対してTPN管理を行い，母児ともに良好な臨床経過を得られた。妊婦の栄養管理は妊
娠継続と胎児発育のために重要であり，長期間の絶食が必要な妊婦に対してTPNは有用な手段であると考えられた。

Acute pancreatitis in pregnancy is diagnosed in approximately 1/1000-4000 pregnancies and is a serious 
complication associated with high maternal and fetal mortality. We report the case of a pregnant woman with 
recurrent acute pancreatitis that improved with total parenteral nutrition (TPN). A 35-year-old woman (G2P0) 
presented with upper abdominal pain at 25 weeks’ gestation and was diagnosed with acute pancreatitis. 
Comprehensive evaluation excluded other etiologies of acute pancreatitis, and we concluded that the 
pancreatic duct was compressed secondary to uterine enlargement during pregnancy, which consequently 
led to acute pancreatitis. She recovered following conservative treatment and was discharged home after 
7 days. However, she was readmitted for a recurrent episode of acute pancreatitis and was treated using 
TPN. During TPN, fetal weight increased normally, and the patient did not show recurrent pancreatitis. She 
underwent cesarean delivery at 35 weeks and 3 days’ gestation with the birth of a healthy male infant (birth 
weight 2332 g). The patient was discharged home without any complications, on postpartum day 11. TPN is 
useful in pregnant women to meet the nutritional demands of both the mother and fetus.

キーワード：急性膵炎，中心静脈栄養，妊娠
Key words：acute pancreatitis, total parenteral nutrition, pregnancy

緒　　　言

　妊娠中の急性膵炎の発症頻度は稀で，1000～4000妊娠
に１例と推定されている１）。妊娠中に急性膵炎を発症す
ると母児ともに重篤な経過を辿ることが多く，母体致死
率2.2%，児致死率7.0%との報告がある１）。そのため早期
診断と厳重な管理が必要である。今回，中心静脈栄養
（total parenteral nutrition: TPN）が妊娠継続に有用で
あった反復性急性膵炎の一例を経験したので報告する。

症　　　例

症例：35歳　２妊０産（自然流産１回）
主訴：左上腹部痛
既往歴：適応障害
内服薬：なし
家族歴：特記事項なし
現病歴：自然妊娠し，妊娠10週２日から当院で妊娠管理
し経過は良好であった。妊娠25週２日に突然の左上腹部
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痛を認めたため緊急受診した。
来院時理学所見：身長162 cm，体重58.4 kg，BMI 
22 .3 kg/m２，意識清明，血圧99/59 mmHg，脈拍
86 拍/分，体温36.5 ℃，呼吸数18 回/分，SpO2 100%
（room air），腹部軟，左上腹部に自発痛あり，圧痛・
反跳痛なし，下腹部痛なし
内診所見：子宮口閉鎖，硬，後方
腟鏡診：出血なし
経腟超音波検査所見：頸管長33 mm，funnelingなし
経腹超音波検査所見：羊水ポケット〉２ cm，胎盤後血
腫なし，胎盤肥厚なし，胎盤辺縁整
ノンストレステスト：基線140 bpm， 基線細変動
５ bpm，一過性頻脈あり，一過性徐脈なし，子宮収縮
波形なし
経過：〈第１回入院〉表１に受診時の血液検査の結果

を示す。圧痛は認めなかったが，左上腹部痛，膵アミ
ラーゼ1373 U/L（正常値：18 - 53 U/L），リパーゼ 
4385 IU/L（12 - 54 IU/L）から急性膵炎と診断し，絶
食とし大量補液（細胞外液3000 ml/日）を開始した。翌
日に当院消化器内科へコンサルトし，経腹超音波検査で
は胆石や胆管拡張を認めず，血液検査でも脂質異常症を
認めなかったことから妊娠子宮増大による膵管圧迫が膵
炎の原因と考えた。厚生労働省の急性膵炎重症度判定基
準２）（表２）では本症例は０点（軽症）であり，基本的
な治療となる絶食補液管理を継続した。CTやMRIなど
の画像検査は本症例では治療方針に関わらないため施行
しなかった。保存的加療により自覚症状は改善し，膵ア
ミラーゼ値も正常化したため，妊娠25週５日より流動食
を開始した。段階的に食事形態を上げ，経過良好で妊娠
26週１日に退院した。

表１　第１回入院時の血液検査所見
第１回入院時の血液検査所見を示す（下線は異常値）。

表２　急性膵炎重症度判定基準（文献２より引用）
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〈第２回入院〉妊娠27週１日に再び左上腹部痛が出現
し，緊急受診した。膵アミラーゼ 3135 U/Lを認めたた
め急性膵炎の再燃と診断し再度絶食補液管理とした。今
回も重症度判定は０点（軽症）であった。急性膵炎再燃
の原因検索を行ったが，血液検査や経腹超音波検査では
明らかな原因を認めず，やはり妊娠子宮増大による膵管
圧迫が原因と考えられた。急性膵炎の炎症によって早産
となる可能性を考慮し，ベタメタゾンの投与を行った。
絶食補液加療で自覚症状は改善し，膵アミラーゼ値も
正常化したため妊娠27週５日に全粥食を開始したが，
妊娠28週３日に膵炎が再燃し再度絶食補液管理とした
（図１）。分娩が終わるまで経口摂取は困難と判断し，
絶食期間が長期に及ぶことが予想されたため中心静脈栄
養（以下，TPN）を行う方針とした。妊娠29週１日に
中心静脈カテーテルを挿入し，ワンパル®２号液1600 ml

（1680 kcal）/日の投与を開始した。TPNに加えて，脂
肪を含まない清涼飲料水の飲水を少量許可した。以降，
１日に２回（朝と夕）血糖を測定し，週に１回膵アミ
ラーゼ値を測定した。さらに週に１回胎児超音波で胎児
の評価を行った。絶食，TPN管理により膵炎の再燃な
く経過し，胎児発育も良好であった（図２）。妊娠34週
を迎えた頃から長期間の絶食による精神的ストレスの訴
えが強くなり，現行治療の継続が困難となったため妊娠
35週３日に選択的帝王切開術を施行した。出生児は2332 
gの男児（Apgar score １分値５点/５分値９点，臍帯動
脈血pH 7.295）であった。児は新生児一過性多呼吸を認
めたが，酸素投与のみで改善した。また，新生児黄疸に
対し光線療法も行った。現在修正月齢４ヶ月であり，成
長発達に異常を認めていない。母体は術後１日目より流
動食を開始し，段階的に常食へ戻した。膵炎を発症する

図１　入院後の経過
入院後の絶食期間，TPN期間，症状，膵アミラーゼ値の推移，摂取カロリーを示す。

図２　胎児発育曲線
本症例における妊娠23週〜妊娠35週までの推定体重の推移を示す。
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ことなく術後11日目に退院した。現在も膵炎の再燃なく
経過している。

考　　　案

　妊娠中及び産褥期の急性膵炎の発症頻度は稀で，
1000～4000妊娠に１例と言われている１）。妊娠中に急性
膵炎を発症すると母子ともに重篤な経過を辿ることが多
く，1982～2019年に我が国で報告された妊娠に関わる膵
炎152例を解析した阪上らの検討では母体致死率2.2%，
児致死率21.5%と高率であった１）。早期診断・治療の進
歩，NICUの完備により，近年では母体致死率，児致死
率ともに低下傾向にあり，同検討にて2010年代の症例に
限定すると児致死率7.0%と急激に低下している１）。本症
例のように保存的加療で妊娠継続できることがあるが，
急性膵炎と診断後，救命のため直ちに妊娠終結が必要で
あった報告もあり，重症度に関わらず迅速な対応が求
められる３）４）。我が国では初妊初産での発症頻度が高
く，発症時期は妊娠後期で多いと報告されている１）。原
因としては高脂血症（34.9%），特発性（30.9%），胆石
症（11.8%），先天性胆道拡張症（5.9%），HELLP症候群
（5.3%），副甲状腺機能亢進症（2.6%）の順に多い１）。
特発性については，妊娠後期の増大する子宮により腹腔
内圧が上昇し，膵管内圧の上昇，膵管の破綻をきたし，
膵外分泌酵素の逸脱により膵炎が発症すると推定されて
いる。また，妊娠中・産褥期には膵液分泌能が亢進する
ため，膵炎発症リスクが非妊時より高いことが予想され
ている５）。妊娠以外に特に成因の特定ができない症例で
はこうした生理的変化が急性膵炎の原因となっていると
考えられる。本症例においては，血液検査や経腹超音波
検査では明らかな膵炎の原因を特定できなかった。しか
し絶食補液加療で軽快し産後に再燃を認めないことか
ら，増大した妊娠子宮による膵管圧迫が原因として最も
考えられた。
　妊娠に関わる急性膵炎の診断方法は基本的には非妊時
と同様である６）。妊娠中の造影CTは被曝や造影剤の胎
児へのリスクを考慮し検査が回避されることがある。し
かし，妊娠に関わる急性膵炎は重篤な経過を辿ること
が多く，造影CTで早期に原因検索，重症度判定，治療
方針の決定を行うことが重要と考えられる。また，近
年では急性膵炎の診断にMRIが有用であると言われてい
る７）。本症例は軽症であり，画像検査を行っても治療方
針に関わらないため施行しなかったが，重症例では積極
的に施行すべきであると考える。妊娠中の急性膵炎の鑑
別疾患としては，常位胎盤早期剥離，HELLP症候群，
急性妊娠脂肪肝といった産科救急疾患の他に，尿路結石
や腸炎なども挙げられる。また，妊娠初期では膵炎の炎
症波及が異所性妊娠や卵巣出血との鑑別を要する場合が
あり，妊娠中期以降ではリトドリン塩酸塩によるアミ

ラーゼ上昇と誤って判断されてしまう場合もある。本症
例では来院時に膵アミラーゼの著明な上昇を認め，上記
疾患が否定的であったことから来院後早期に急性膵炎の
診断に至った。
　治療は非妊時の急性膵炎発症時と同様に適切な輸液
管理や循環・呼吸管理に加え，母体の栄養管理，妊娠
の継続，胎児の生存発育にも留意が必要である８）。初期
治療は絶食補液による保存的加療が基本である６）。胆石
性膵炎では早期のERCP・ESTや，腹腔鏡下胆嚢摘出術
が行われている６）。高脂血症による膵炎では脂肪制限
やTPNに加え，血漿交換やLDL吸着療法などが行われ
る４）。本症例では経口摂取によって膵炎を反復したため
TPNの方針とした。妊娠中のTPNの管理方法，投与組
成や投与量などについては未だ一定の見解がないが，
妊婦に対して長期のTPNを行っても妊婦栄養所要量を
投与していれば胎児に発育遅延などの悪影響はないと
されている９）。厚生労働省の日本人の食事摂取基準の計
算方法では，妊娠後期の推定エネルギー必要量は基礎
代謝量×身体活動レベル＋450 kcal/日である10）。本症
例における推定エネルギー必要量は，入院により活動
量が平時より減少していると考慮しactive factorを1.2と
すると1840 kcal/日である。ワンパル®２号液1600 mlで
1680 kcalを確保し，脂肪を含まない少量の清涼飲料水
を含めると必要量とほぼ同量を摂取していた。また，
TPNによる高栄養投与で血糖値が上昇し，糖尿病妊婦
と同様にlarge for dateを引き起こす危惧も指摘されてい
る８）11）。本症例でも血糖測定を継続し，概ね120 mg/dL
前後を維持した。ワンパル®２号液をはじめとした脂肪
を含まないTPN製剤では原則として脂肪乳剤投与が必
要であるが，本症例では脂肪乳剤投与による膵炎再燃の
リスクを考慮し投与しなかった。妊娠中の急性膵炎の
TPN期間中に脂肪乳剤を投与しても血清TG値の上昇は
みられなかったとする報告８）と，逆に脂肪乳剤投与に
よって血清TG値が上昇したとする報告12）があり判断が
難しいが，本症例ではTPN開始時には高TG血症を認め
なかったことから，定期的なTGモニタリング下に脂肪
乳剤を投与することも検討すべきであったと考える。
また，妊娠中にTPNを行う際には特に感染症と血栓症
の合併に注意しなければならない13）。本症例では６週間
TPN管理を行い，大きな有害事象なく週数相当の児を
娩出することができた。

結　　　語

　妊娠中の反復性急性膵炎に対して６週間のTPN管理
を行い，母児ともに良好な臨床経過を得られた。妊婦の
栄養管理は妊娠継続と胎児発育のために重要であり，長
期間の絶食が必要な妊婦に対してTPNは有用な手段で
あると考えられた。
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審査腹腔鏡が有用であった虫垂原発goblet cell adenocarcinomaの卵巣転移の１例

村田　卓也・藤原　道久・太田　博明・本郷　淳司

川崎医科大学　産婦人科学２

A case of appendiceal goblet cell adenocarcinoma secondary to ovarian metastasis 
diagnosed by laparoscopic surgery

Takuya Murata・Michihisa Fujiwara・Hiroaki Ota・Atsushi Hongo

Department of Obstetrics and Gynecology 2, Kawasaki Medical School

虫垂がんは腹膜播種をきたすことがあり，ときに卵巣がんとの鑑別が困難である。卵巣がんと診断され開腹されてはじめて
虫垂がんが見つかることも少なからず報告されている。症例は42歳，主訴は胃部不快感と圧迫感にて近医を受診し，単純CT
により腹膜播種を伴った卵巣がんと診断された。そのため当施設の産婦人科に紹介され，腹部骨盤造影CT，骨盤造影MRI，
PET-CTを行ったが，虫垂がんの卵巣転移なのか卵巣がんの虫垂転移なのか鑑別が困難であった。そのため当施設外科と共
同で審査腹腔鏡を行い，切除虫垂からgoblet cell adenocarcinomaが見つかり，虫垂がんの卵巣転移であることが明らかとな
り，腹腔鏡手術（腹腔鏡下右付属器摘徐術，虫垂切除術，盲腸部分切除術，大網部分切除術）にてすみやかに術後抗がん剤
治療に入った。FOLFOX治療にBevacizumabを併用した治療が奏功しており，現在治療を継続中である。

Appendiceal cancer features peritoneal dissemination; therefore, it is difficult to diagnose correctly 
preoperatively. A 42-year-old woman visited her doctor with complaints of stomach discomfort and tightness. 
Computed tomography (CT) revealed ovarian cancer for which she was referred to our hospital. Pelvic 
magnetic resonance imaging, contrast-enhanced CT, and positron emission tomography-CT performed at our 
hospital revealed both ovarian and appendiceal cancer. However, we could not identify the origin of either 
cancer. A diagnostic laparoscopic surgery was performed followed by a histopathological examination of the 
lesion that revealed an appendiceal goblet adenocarcinoma. This finding confirmed the metastatic nature of 
the primary ovarian tumor. Therefore, we performed right salpingo-oophorectomy, appendectomy, partial 
cecal resection, and partial omentectomy. After the diagnostic laparoscopic surgery, she started chemotherapy 
(FOLFOX + bevacizumab), which was effective and continues till today.

キーワード：審査腹腔鏡，虫垂がん，卵巣転移
Key words：diagnostic laparoscopic operation, appendiceal cancer, ovarian metastasis

緒　　　言

　虫垂がんは大腸がん手術症例では約0.2％の頻度であ
るまれな疾患である１）。腹膜播種をきたすことが多く，
その場合stageⅣa期となり予後不良である２）。解剖学的
に近い位置にあることから卵巣がんとの鑑別が困難な場
合があり，両方に腫瘍を認めた場合はどちらが原発であ
るのかを術前に決定することは困難である。今回我々
は，当初単純CTにて腹膜播種を伴った卵巣がんと診断
され，婦人科紹介となり，画像検査にて虫垂にも腫瘍を
認め，審査腹腔鏡を行い，術中病理診断で虫垂がんと診
断され，審査腹腔鏡が術式決定に有用であった虫垂原発
goblet cell adenocarcinomaの卵巣転移の１例を経験した
ので報告する。

症　　　例

　42歳，８妊３産。既往歴として抗リン脂質抗体症候群
がある。家族歴は父方の祖父に胃がんがあった。約１か
月前から食後の胃部不快感，圧迫感にて前医の内科を受
診した。CEA 12.3 ng/mLと高値であったが，上部消化
管内視鏡検査にて異常を認めなかった。腹部単純CTに
て右卵巣の不整を認め，腹膜播種の疑いのため当科紹介
初診となった。
　内診では右付属器の可動性がやや不良であり，軽度
の圧痛を認めた。超音波検査にて５×４ cmの卵巣腫
大を認めた（図１a）。骨盤造影MRIでは右卵巣に腫瘍
（図１b）および多発性腹膜播種の所見であった。腹部
骨盤造影CTにて右卵巣がんの診断であったが，虫垂も
腫大し造影されており，虫垂がんの可能性も指摘され
た（図１cと図２a）。リンパ節転移や遠隔転移は認めな
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かった。また，PET-CTにおいても同様の所見であり
（図１dと図２b），腫瘍サイズでは卵巣腫瘍の方が虫垂
腫瘍より大きかったものの，原発が卵巣なのか虫垂なの
か，あるいは両方が原発である衝突がんなのかはっきり
しなかった。
　下部内視鏡検査を行ったが，虫垂開口部には腫瘍性粘
膜は認めず，生検を行ったが結果はGroup 1であった。
腫瘍マーカーは，CA125 74.4 U/mL，CEA 31.7 ng/mL

と高値を示したが，CA19-9 < 5.0 U/mL，HE4 32.2 
pmol/Lと上昇を認めなかった。このため，審査腹腔鏡
を実施する方針とした。オープン法で臍部に５ mmの
ポートを挿入し腹腔内を観察したところ，右卵巣腫瘍と
血性腹水を認めた。右卵巣腫瘍の肉眼所見は表面不整で
嚢胞を伴った結節状であり，大きさは過くるみ大であっ
た。また，壁側腹膜，大網，腸間膜に多数の結節性播種
病変を認めた。下腹部正中および左に５ mmのポートを

図１　卵巣転移の画像検査結果
ａ　経腟超音波像　39×51ｍｍの右卵巣がんが描出されている．
ｂ　骨盤ＭＲＩ　T2強調　30ｍｍ大の多嚢胞性腫瘤を示す右卵巣（矢印）．
ｃ　腹部骨盤造影CT　造影された右卵巣がん（矢印）．
ｄ　PET-CT　右卵巣がんへの集積を認める（矢印）．

図２　虫垂がんの画像検査結果
ａ　腹部骨盤造影CT　造影された原発性虫垂がん（矢印）．
ｂ　PET-CT　虫垂がんの集積（矢印）．
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挿入し，小腸を頭側に展開すると，回盲部が露出され，
多結節状に腫大した虫垂を認めた。右下腹部に５ mmの
ポート留置を１ヵ所追加し，外科医師のもと，虫垂切除
および盲腸部分切除術が行われた。また，腹膜の結節病
変を生検し，共に迅速組織診に提出した。その結果，虫
垂原発のgoblet cell adenocarcinomaの病理診断であり，
結節病変はそのうちの低分化型adenocarcinomaであっ
た。卵巣は転移の可能性が高くなったため，腹腔鏡下手
術を続行し，右付属器摘徐術を行った。左付属器は腸管

と癒着しており肉眼的に異常を認めなかったため切除を
行わなかった。その後，大網部分切除を追加し手術を終
了した。術式としては，腹腔鏡下右付属器摘徐術，虫垂
切除術，盲腸部分切除術，大網部分切除術を行った。
手術時間３時間８分，出血量は血性腹水を含めて50 mL
であった。術後の永久病理標本にて，免疫染色CDX2陽
性，MUC2陽性の腫瘍細胞が認められ，high gradeの低
分化型腺がんの充実性成分が主体であり，high gradeの
goblet cell adenocarcinomaの成分とlow gradeの杯細胞

図３　虫垂がんの病理写真
ａ　原発性虫垂がんのマクロ病理写真　虫垂が輪状に変形している　①矢印：盲腸の切除部 

②矢印：虫垂先端部の結節状病変　 ③矢印：虫垂
ｂ　虫垂がんの先端の結節部のHE染色 （×４）
ｃ　杯細胞様粘液細胞からなる胞巣形成 （Low gradeの部分） （×40）
ｄ　腫瘍のHE染色　低分化型腺がん（高異型度）からなる充実性増殖巣 （×100）
ｅ　腫瘍のHE染色　Signet ring cell carcinomanの高異型度の部分 （×100）
ｆ　CDX2の免疫染色　杯細胞様腫瘍が染色されている （×40）
ｇ　CDX2の免疫染色　低分化型腺がんの腫瘍細胞はびまん性に染色されている （×40）
ｈ　MUC2の免疫染色　杯細胞部分が染色されている （×100）
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様粘液細胞からなる胞巣形成が認められた虫垂原発の虫
垂がんと診断された（図３）。右卵巣は虫垂がんの成分
と同様の腫瘍細胞が充実性に浸潤増殖し，胚細胞型異型
細胞も混在しており，虫垂がんの転移と考えられた（図
４）。また，腹水細胞診はclassV, carcinomaの診断で
あった。図５に審査腹腔鏡の術中画像を示す。切除虫垂
を把持鉗子にて把持しており，画面左に右卵巣腫瘍が認
められる。術後20日目からFOLFOXの化学療法を開始

し，３コース目からFOLFOXにBevacizumabを加えた
抗がん剤２剤併用療法を実施し，奏功しており，現在治
療継続中である。

考　　　案

　原発性虫垂がんは術前に診断することはむずかしく，
正診率が14.7%から22.2%と低率であったと報告されて
いる３）。下部消化管内視鏡検査において異常を認めてい

図４　卵巣転移の病理写真
ａ　摘出右卵巣のマクロ病理写真　①矢印：卵管采　②矢印：卵管と卵巣固有索

③矢印：卵巣腫瘍
ｂ　ａのホルマリン固定標本　断面より充実性の腫瘍であることがわかる
ｃ　右卵巣腫瘍のHE染色　ヘマトキシリン好性の島状の腫瘍が認められる （×４）
ｄ　右卵巣転移巣のHE染色　充実性低分化型腺がんの成分からなる （×100）

図５　審査腹腔鏡手術画像
画面中央に把持鉗子にて把持された切除虫垂，画面左に右卵巣腫瘍が認められる
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ても生検により確定診断に至ったのは，31.5%にすぎな
かったとの報告もあり，術前に確定診断することは簡単
ではない３）４）。
　卵巣がんの虫垂転移に関する報告では，2006年に米国
MDアンダーソン大学のグループがstage Ⅰ，Ⅱ期の卵
巣がん57例について後方視的に解析した結果が報告され
ている。それによると，全例で虫垂への転移を認めず，
虫垂切除に伴う合併症を認めなかったもののルーチンで
の卵巣がん手術における虫垂切除の必要性を否定して
いる５）。一方，トルコのグループは285例の上皮性卵巣
がんについて虫垂切除を行い，37%に虫垂転移を認め，
stageⅠ，Ⅱ期に限ると，4.9%に虫垂転移を認め，アッ
プステージとなり，卵巣がん手術における虫垂切除の必
要性を主張している６）。本邦では，大久保らが上皮性卵
巣がん86例のうち10例（12%）において病理学的虫垂転
移を認めたと報告しており，組織型の内訳は漿液性腺が
ん５例，類内膜腺がん３例，明細胞腺がん２例であり，
粘液性腺がん以外の組織型において虫垂転移を高率に認
めた。そして７例（８%）は肉眼的には虫垂に異常を認
めないoccult metastasisであり，また虫垂切除による合
併症は認めなかったことから，卵巣がん手術では肉眼的
に転移を認めない症例でも虫垂切除の必要性を主張して
いる７）。
　腹膜播種については，卵巣がん，虫垂がんともに頻度
が高く，その存在は鑑別診断には有用ではないが，治療
方針を決定する上では重要な所見となる。卵巣がんで
あれば完全切除（R0）を目指した減量手術の方針とな
るが，虫垂がんでは，腹膜播種の存在はstageⅣ期とな
る。全身化学療法の適応となり，播種を伴う卵巣がんと
虫垂がんでは治療方針が大きく異なる４）８）。そのため，
診断をつけるための審査腹腔鏡が極めて有用なものとな
る。本症例では，虫垂がんの卵巣転移であることが判明
し，卵巣に対する手術は患側の付属器摘徐術のみとし，
低侵襲手術で終了し，すみやかに化学療法への移行を可
能とした。
　虫垂がんの全身化学療法の抗がん剤の選択について
は，虫垂がんが希少がんであるため臨床試験がこれまで
に行われていないためNational Comprehensive Cancer 
Network （NCCN guidlilnes, VER3.0, 2021）のガイドラ
インにおいても大腸がん治療に準じて行うことが推奨さ
れている８）。本症例においては，腹膜播種と卵巣転移が
あり，intensive therapyに適していたためmFOLFOX6
（O x a l i p l a t i n 8 5 m g / m2 ，L E V O F O L I N A T E 
200 mg/m2，5-FU 2400 mg/m2）療法にBevacizumabを
加えた多剤併用療法が選択され実施された８）９）。
　卵巣がんの虫垂転移であるのか虫垂がんの卵巣転移で
あるのか鑑別が困難であり審査腹腔鏡が診断にきわめて
有用であった虫垂がんgoblet cell adenocarcinomaの１例

を経験した。虫垂と卵巣にがんが疑われる病変がある場
合は，積極的に審査腹腔鏡を行い，確定診断をつけ，方
針を決定することが重要である。
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ジノプロストン腟内留置製剤（プロウペス®）投与による分娩誘発症例の検討

宮岡　愛１）・卜部　理恵１）・伊勢田侑鼓２）・榎園　優香１）
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Administration of the dinoprostone intravaginal delivery system
（PROPESS vaginal inserts®） for labor induction

Ai Miyaoka １）・Rie Urabe １）・Yuko Iseda ２）・Yuka Enokizono １）

Yumi Hibino ３）・Yasuhiro Katsube １）・Hisaya Fujiwara １）

１）Department of Obstetrics and Gynecology, Chugoku Rosai Hospital
２）Department of Obstetrics and Gynecology, Hiroshima Prefectural Hospital
３）Department of Gynecologic oncology, National Hospital Organization Shikoku Cancer Center

子宮頸管熟化不全の新しい治療薬として，2020年４月にジノプロストン（PGE2）腟内留置製剤（商品名：プロウペス®腟用
剤10mg，以下プロウペス）の使用が始まり，その有用性について検討した。
当院で2020年７月から2021年３月までにPGE2経腟製剤を投与し分娩誘発を行った症例を対象とし，誘発開始から分娩に至る
までに要した処置や時間，出生児の状態について後方視的に検討した。
2020年７月から2021年３月までの総分娩数は272件，そのうち既往帝切後妊娠や骨盤位等で選択的帝王切開術を施行した以外
の分娩数は195件，分娩誘発を行った症例は57件，PGE2経腟製剤の投与を行ったのは29件であった。29件の妊娠週数の平均
値は39週４日（37週２日～41週２日），母体年齢の平均値は31.0歳（23～40歳），経産回数の中央値は０（０～２経産），経腟
分娩に至った割合は66％（初産婦44％，経産婦92％），経腟分娩に至った19症例中17症例はPGE2経腟製剤の投与のみで，２症
例はPGE2錠内服とオキシトシンの投与を必要とした。また，誘発開始から児娩出までに要した時間の中央値は10時間７分で
あった。プロウペス投与中に胎児機能不全を認めた症例は全体の20％で，緊急帝王切開術施行の原因として最も多く50％を
占めた。また，出生児のApgar scoreの中央値は８/９（１分値/５分値），臍帯動脈血pHの平均値は7.278であった。
児の状態に異常はなく，今後症例数を増やし，より効果的な使用方法についての検討が必要である。

We investigated the usefulness of a controlled-release dinoprostone vaginal delivery system (PROPESS 
vaginal inserts®), which was introduced in Japan in April 2020, as a novel therapeutic agent in women with 
incomplete cervical maturation.
We retrospectively investigated women who received PROPESS at our hospital between July 2020 and March 
2021 for labor induction. We focused on the procedure and time required between the commencement of 
induction and delivery and also evaluated the condition of the newborn. Between July 2020 and March 2021, 
the total number of deliveries was 272, of which 195 were delivered, except for women who were pregnant 
after previous cesarean delivery or those with a breech presentation, who underwent elective cesarean 
delivery. We induced labor in 57 patients, and the PROPESS insert was introduced in 29 women. The vaginal 
delivery rate was 66% (primipara: 44%, multipara: 92%). Fetal distress was observed in 20% of all patients 
during PROPESS administration. The mean 1- and 5-min Apgar scores were 8 and 9, respectively, and the 
mean umbilical cord arterial blood pH was 7.278.
The newborns showed no abnormalities. Accumulation of a greater number of cases is warranted to 
determine more effective methods for labor induction in future.

キーワード：ジノプロストン腟内留置製剤，分娩誘発，子宮頸管熟化剤
Key words：controlled-release dinoprostone vaginal delivery system, induction of labor,

cervical ripening agents

緒　　　言

　子宮頸管熟化不全治療として，米国産婦人科学会のガ

イドラインではプロスタグランジン（PG）の経腟投与
が標準的な方法として位置づけられている１）。しかし，
日本においては治療薬としてのPG経腟製剤はなく，
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2020年４月に新しい子宮頸管熟化促進方法として，ジ
ノプロストン（PGE2）腟内留置製剤（商品名：プロウ
ペス®腟用剤10mg，以下プロウペス）の使用が始まっ
た。当院でプロウペスを使用し分娩誘発を行った症例に
おいて，その有用性と安全性を検討した。

方　　　法

　2020年７月から2021年３月までの間に当科でプロウペ
スを用いて分娩誘発を行った症例を対象とし，診療録か
ら後方視的に検討を行った。また，本研究は診療録より
情報を抽出し解析を行う研究で，介入および侵襲を伴わ
ないものであり，中国労災病院の倫理委員会の承認を受
けている。同期間の総分娩数272件中既往帝切後妊娠や
骨盤位等で選択的帝王切開術を施行した以外の分娩数
は195件，この中で分娩誘発を行った症例は57件であっ
た。①妊娠週数37週０日以降，②頸管熟化不十分症例
（Bishop Score ６点以下），③患者の同意が得られた３
条件を満たす29症例を対象とし，プロウペスを用いて分
娩誘発を行った。除外基準としては，すでに分娩開始し
ている場合，メトロイリンテルやオキシトシンなどを投
与中の場合，子宮筋層の切開を伴う手術歴又は子宮破裂
の既往歴のある場合，胎児機能不全がある場合，経腟分
娩が禁忌となる場合（前置胎盤など）とした。また，同
時期に従来の方法で誘発分娩を行った28症例は，すでに
頸管熟化が得られている症例が17件，子宮内胎児発育遅
延のため誘発を行った症例が２件，残りの９件は誘発開
始時にCTG Level 2の範囲内であるが基線細変動の減少
や軽度変動一過性徐脈等のモニター異常を認めていた症
例であり，結果の抽出時に比較対象とするのは不適切と
考えた。
　母体背景を表１に示した。妊娠週数は37週２日～41週
２日（平均値：39週４日），母体年齢は23～40歳（平均
値：31.0歳），経産回数は０～２経産（中央値：０），初
産婦16件，経産婦13件。年齢の区分は，若年妊娠（20歳
未満），高齢妊娠（初産婦は35歳以上，経産婦は40歳以
上）で分類した。主な誘発理由は，過期妊娠の予防が最

多で20件，巨大児疑い４件，前期破水３件，妊娠高血圧
症候群２件であった。
　プロウペス投与前に少なくとも30分間CTGモニタリ
ングを実施し，胎児機能不全や陣痛を示唆する子宮収縮
を認めないことを確認後，投与を開始した。プロウペス
投与開始後は30分臥位で安静とし，CTGモニタリング
を継続し最長12時間まで投与した。
評価項目は，①経腟分娩に至った症例の割合，②頸管熟
化成功率（頸管熟化成功を，投与後12時間以内にBishop
スコアが７点以上または経腟分娩に至った場合と定義し
た），③陣痛発来率，④誘発開始から分娩までに要した
時間，⑤有害事象，⑥出生児の状態とした。

結　　　果

１．分娩転帰（図１）
　経腟分娩の症例は29件中19件と全体の66％，初産婦で
は16件中７件の44％，経産婦では13件中12件の92％であ
り，初産婦と比べて経産婦で誘発成功率が高かった。緊
急帝王切開を行った10件の適応は胎児機能不全が５件と
最も多く半数を占めており，次に分娩停止が４件，高血
圧緊急症が１件であった。
　プロウペス投与後，陣痛発来や新たな破水で抜去した
症例は９件であり，その後９件全例が経腟分娩に至っ
た（陣痛発来のため抜去：７件，新たな破水で抜去：
２件）。一方，陣痛発来することなく投与時間の限界の
ため抜去した12件は，経腟分娩が６件（プロウペス抜
去後，４件は自然に陣痛発来し経腟分娩に至り，２件は
PGE2錠内服とオキシトシンの投与を要した），帝王切開
が６件と誘発成功率が50％となった。NRFSのため抜去
した症例は５件であり，うち４件は帝王切開を施行，１
件は経腟分娩となった。また，プロウペス投与後自然落
下に至った症例は３件であり，その後３件とも経腟分娩
に至った。自然落下の原因として，１件は内診時に誤っ
て取り出し用紐を牽引したことに起因したため，以降の
内診では取り出し用紐を誤って牽引しないよう周知徹底
することを対策とし以後の落下を防げた。また，残り２

図１　分娩転帰
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件は排泄時に誤って落下したものであり，取り出し用紐
を腟外に出し過ぎないことを対策とした。
　プロウペス抜去後に従来の誘発方法と併用した症例は
６件であり，３件が機械的頸管熟化を要し，他の３件が
子宮収縮薬を要した。

２．プロウペスの有効性
２－１．子宮頸管熟化成功率
　投与開始時，抜去時のBishop scoreの中央値はそれぞ
れ２点，４点であった。投与後12時間以内にBishopスコ
アが７点以上または経腟分娩に至り頸管熟化が得られた
症例の割合は，29件中12件で41％，初産婦では16件中６
件で37％，経産婦では13件中６件で46％であった。ま

た，頸管熟化が得られた上記12件のうち，11件は経腟分
娩に至った。
２－２．陣痛発来率
プロウペス投与中に陣痛発来した症例は，29件中11件
（初産婦６件，経産婦５件）で37.9％，プロウペス投与
開始から陣痛発来までの時間の中央値は６時間25分で
あった。
２－３．誘発開始から分娩に至るまでの時間
　誘発開始から分娩に至るまでの時間の全体の中央値は
10時間７分で，そのうち，経腟分娩に至った初産婦の中
央値は８時間12分，経産婦の中央値は10時間６分，帝王
切開を要した症例の中央値は９時間24分であった。初産
婦・経産婦，経腟分娩・帝王切開を合わせ全体の65.5％
（29件中19件）が入院当日中に分娩となった。

３．有害事象
　過強陣痛，臨床的絨毛膜羊膜炎は０件，胎児機能不全
は29件中５件であった。出現した胎児徐脈の詳細を表２
に示した。胎児機能不全に至った５件中４件が帝王切開
での出生となったが，出生した児はいずれも特別な蘇生
を要さなかった。

４．出生児の状態
　１分値 ６点以下の新生児仮死は０件で，蘇生を要し

項目

年齢

経産（回）

分娩誘発の理由

n = 29 %

20‐34 24 82.8
35‐40 4 13.8
＞40 1 3.4
0 16 55.2
1 10 34.5
≧2 3 10.3
過期妊娠予防 20 69
巨大児疑い 4 13.8
前期破水 3 10.3
妊娠高血圧症候群 2 6.9

表１　母体背景

症例1 39週2日　 前期破水　 初産　 ＳＰＤ 4 2時間28分　帝王切開　 8/9 7.339

症例2 40週4日　 過期産予防　 初産　 ＳＬＤ 3 3時間52分　帝王切開　 9/10 7.445

症例3 37週5日　 巨大児　 初産　 ＳＬＤ 3 2時間28分　帝王切開　 8/9 7.351

症例4 40週4日　 過期産予防　 初産　 ＳＰＤ 4 1時間42分　帝王切開　 8/10 7.282

症例5 40週1日　 過期産予防　 初産　 ＳＬＤ 4 2時間29分　経腟分娩　 8/9 7.305

徐脈の
出現から
児娩出まで
の時間

児の
Apgar
score
（1/5
分値）

誘発開始
週数

臍帯動脈血
ｐＨ

出現した
胎児徐脈

ＣＴＧ
Ｌｅｖｅｌ
分類

初産/
経産誘発理由 分娩転帰

表２　胎児機能不全を来した症例
SPD：高度遷延一過性徐脈
SLD：高度遅発一過性徐脈
胎児徐脈の詳細
・症例１　回復に３分を要す基線130bpmから最下点60bpmまでの高度遷延一過性徐脈　
・症例２　基線130bpmから最下点80bpmまでの高度遅発一過性徐脈　
・症例３　基線140bpmから最下点100bpmまでの高度遅発一過性徐脈　
・症例４　回復に７分を要す基線140bpmから最下点60bpmまでの高度遷延一過性徐脈　
・症例５　基線155bpmから最下点140bpmまでの高度遅発一過性徐脈

7/9
7/10
8/9

分娩週数 誘発理由 胎児徐脈の有無 要した処置分娩転帰初産/
経産

 抜去から
児娩出まで

児のApgar score
（1/5分値）

症例6
症例7
症例8

40週2日
40週1日
38週6日

過期産予防
過期産予防
巨大児

6時間45分
4時間39分
2時間46分

無
高度遅発一過性徐脈

無

経産
経産
経産

経腟分娩
帝王切開
経腟分娩

酸素投与
酸素投与
ＣＰＡＰ

表３　児の蘇生を要した症例の詳細
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た症例は29件中３件であり，その詳細を表３に示した。
それらはいずれもプロウペス抜去後に陣痛発来し分娩に
至った症例であり，児に重篤な合併症は生じなかった。

考　　　案

　プロウペスは，ジノプロストンを含有する親水性ポリ
マーと取り出し用の紐から成り，ジノプロストンを持続
的に放出することで子宮頸管の熟化を促す腟内留置製剤
である。ジノプロストンによるコアゲナーゼ活性が上昇
しコラーゲン繊維の分解が促進され，伸展刺激などに伴
うヒアルロン酸の増加と相互に影響し子宮頸管の熟化が
進行する。従来本邦で使用されていた分娩誘発法であ
るPGE2経口投与やPGF2αまたはオキシトシンの点滴静
注に比べて投与薬剤の血中濃度よりも妊娠子宮局所の
濃度が上昇すると考えられることから，より自然な分
娩発来に近い投与法であるとされている２）。米国産婦人
科学会のガイドラインにおいては，PGE2経腟製剤は頸
管熟化不全症例の分娩誘発において推奨度Level Aで推
奨されており１），本邦でも2020年４月にジノプロストン
（PGE2）腟内留置製剤の使用が始まった。
　分娩誘発の成功率は頸管熟化の状態に依存しており，
頸管熟化の状態が不良であると帝王切開率が上昇するこ
とが前方視的コホート研究で示されている３）。また，子
宮頸管熟化が不良な例においてオキシトシンの単独使用
での分娩誘発は経腟分娩不成功の可能性が高まるとされ
ており４），誘発分娩の成功には子宮頸管の熟化が必須と
言える。当院での検討でも，投与後12時間以内に子宮頸
管熟化が得られた12症例中11症例が経腟分娩に至ってお
り，プロウペスの使用により子宮頸管熟化が得られたこ
とが分娩誘発の成功に寄与していることが示唆された。
また，本検討では入院当日に分娩に至った症例の割合は
全体の65.5％（29件中19件）と，分娩時間，入院期間の
短縮につながる可能性が示唆された。
　PGE2の腟坐剤とFoleyカテーテルによる分娩誘発を
RCTで検証したPROBAAT-P trialでは，両者の有効性
に差はないと結論付けられている一方で，Foleyカテー
テルの方が子宮筋の過剰刺激例がより少ないことも報告
されている５）。本検討ではプロウペス投与中に頻収縮を
来した症例はなかったが，プロウペスは頸管熟化作用の
みでなく子宮収縮作用も持ち合わせているため，胎児心
拍に影響のある頻収縮が多くなることが胎児機能不全の
出現に影響していると考えられる。ただし，胎児機能不
全が生じた場合も適切なタイミングでプロウペスを抜去
することで安全に使用でき，本検討においても児へ重篤
な合併症を生じた症例はなかった。
　今後の可能性として，例えば誘発分娩開始時に既に破
水をしている症例など，子宮頸管熟化が不十分であるが
従来本邦で用いられてきたメトロイリンテル等の機械的

頸管熟化法を施行できない症例においても，プロウペス
は子宮頸管熟化の選択肢を増やすことができたと言え
る。また，機械的頸管熟化法を施行した際の，臍帯下垂
や物理的刺激による破水などのリスクも軽減できること
が利点である。今後もさらに症例数を増やし，より効果
的な使用方法について検討を重ねていきたい。

利益相反

　本論文に関連して，開示すべき利益相反はない。
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第73回中国四国産科婦人科学会理事会議事録
理 事 会：　2021年９月18日（土）　10：50-12：05
　　　　　　於：WEB会議（ZOOM）
出 席 者：　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）　前田　長正（高知）
　　　　　　監　事　江尻　孝平（岡山）　金重恵美子（岡山）
　　　　　　幹　事　鎌田　泰彦（岡山）
　　　　　　（欠席者：原田　　省，早田　　桂）

会長挨拶：
　増山会長より，理事会開催の挨拶があった。

　増山会長：今回学術講演会ならびに総会を開催させていただくこととなり，ありがとうございます。昨年はコ
ロナ禍で１年間延期とさせていただくこととなり，今回は現地開催でと準備を進めて参りましたが，残念ながら
コロナが終息せず，急遽オンラインでの開催となりご迷惑をお掛けしました。一般演題には104演題の登録があ
り，特別講演は慶應義塾大学の青木先生に卵巣がんに関する講演をお願いしております。その他にも教育講演，
ランチョンセミナーが計８件，指導医講習会，また教室員が企画しました，がんゲノム，死戦期帝王切開，災害
医療といったシンポジウム，ワークショップもございますのでご聴講いただければと思います。どうか宜しくお
願いいたします。

報告事項：
１）増山会長より指名を受け，鎌田幹事より令和２年度会員数および会費納入状況，令和３年度会費納入状況，

会誌発行状況について報告があった。

　　質問等，特になし。
２）増山会長より，本年度の学会賞（八木賞）に，三宅おおふくクリニック（岡山県）の宮木康成先生から応募

があったことが報告された。
　　前田理事より，学術委員会にて厳正に審議され，全会一致で学会賞にふさわしいと決定した旨が報告され

た。
３）増山会長より，令和３年度臨床公募研究に，岡山大学の松岡敬典先生より「進行・再発卵巣癌における

PARP阻害剤維持療法に伴う副作用発症リスクの検討」に関する応募があったことが報告された。
　　前田理事より，学術委員会で慎重に検討した結果，研究内容についていくらか検討すべき事案があったこ

と。これらについて検討した上でbrush upしたものを，後日通信理事会で再度審議したうえで，助成につき
最終決定することとなった旨が報告された。

　　質問等，特になし。

協議事項：
１）令和２年度決算書
　　増山会長より指名を受け，鎌田幹事より令和２年度会計の報告があった。
　　収入の部は，過年度会費も含めて，1,272名の会員より計6,360,000円の会費納入があった。機関誌収入の掲

載料が2,608,914円であった。昨年の総会で承認された通り，学術基金から学術支援費として，『現代産婦人
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科』のオンライン投稿・査読システムの年間使用料として35万円と，オンライン化に伴う学会ホームページ
改訂費用の15万円の計50万円を拠出した。小計が9,714,105円で，前年度繰越金と合わせて18,650,685円が収入
合計となる。

　　支出の部は，新型コロナウイルス感染症のために学術講演会・総会が１年延期となったので総会費の支出は
なし。機関誌刊行費は6,957,989円。なお『現代産婦人科』のオンライン投稿・査読システムの年間利用料は
投稿数60編で345,910円（税込）であったが，投稿数が不採録や審査中のものも含めると計86編あり，超過料
金が発生している。学会賞は該当なし。２名の名誉会員を表彰した。公募研究助成金は該当なし。Plus One
産婦人科セミナーは，同様に開催延期のため支出はなし。以上より小計が8,399,734円で，繰越金が10,250,951
円であると説明がなされた。

　　江尻監事より監査報告があった。
　　そして令和２年度決算書は，全会一致で承認された。

２）令和３年度予算案
　　鎌田幹事より報告があった。すでに各財務委員からの承認を頂いている旨が伝えられた。
　　収入の部については，今年度の会費納入の義務のある会員数は1,277名で，会費納入率は例年99%以上である

こと，また若干名の過年度会費納入と併せて考え1,277人分で計算した。また機関誌収入について，刊行協力
費は例年厳しく25万円を，掲載料は過去５年間の投稿件数および１編あたりの掲載料より185万円を計上し
た。学術基金からの学術支援費は，学術講演会・総会の開催費支援の増額分である50万円，公募臨床研究支
援費の増額分である70万円，『現代産婦人科』のオンラインシステムの年間使用料である35万円，そして昨
年の総会で承認された学会ホームページの全面改訂費用（スマホ対応）の120万円の計275万円を計上した。
利息は昨年同様で策定した。小計が11,285,000円で，前年度繰越金と合わせて21,535,951円が収入合計である。

　　支出の部については，総会費は令和元年度の総会で承認された通りに200万円とした。機関誌刊行費は過去５
年間の投稿論文数を参考に印刷費を390万円，発送費は昨年同様に35万円とした。オンラインシステムの年間
使用料は投稿数60編として35万円を計上した。委員会費はオンラインでの開催となるが，一応例年通りとし
た。学会賞費は例年通り３万円とした。名誉会員表彰費は３名分計上した。管理費は例年通りとした。ホー
ムページは学会ホームページの全面改訂費用（スマホ対応）120万円，およびサーバーレンタル料，メンテナ
ンス料として15万円を計上し，計135万円とした。公募研究助成金は，令和元年度の総会で承認された通りに
100万円とした。Plus One産婦人科セミナーは100万円を上限に予算を計上した。小計が12,470,000円で，予備
費と合わせて21,535,951円が支出合計であると説明がなされた。

　　そして予算案は，全会一致で承認された。

３）次期および次々期開催の件　
　　前田理事から，来年の第74回は高知大学が担当させていただき，2022年９月17，18日に高知市の高知県民文

化ホール，ザ クラウンパレス新阪急高知での開催を予定し準備しています。プラスワンセミナーは南海トラ
フ地震を想定した災害救急でのトリアージ。指導医講習会，共通講習，領域講習のほか，教育講演として再
生医療について企画しています。現地開催でお迎えできればと思いますとの挨拶があった。

　　第75回（2023年）担当の島根大学の京理事からは，開催地を松江でするか出雲でするかこれから検討します
との挨拶があった。第76回（2024年）担当の徳島大学の岩佐理事，第77回（2025年）の担当に決定した山口
大学の杉野理事からそれぞれ挨拶があった。

４）役員交代について
　　増山会長より指名を受け，鎌田幹事より報告があった。次期会長は前田理事に交代し，各役員の交代につい

ても別紙の如くとなり，任期は2021年９月20日から2022年９月18日までとすることが報告された。

５）名誉会員推戴について
　　増山会長から，徳島産科婦人科学会より苛原　稔先生の推薦があったことが報告された。 
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　　協議の結果，全会一致で苛原先生の名誉会員への推戴が承認された。

６）プロジェクトPlus One産婦人科セミナー収支報告について
　　増山会長から，令和２年度はセミナーの開催がなかったことが報告された。

７）学会ホームページの全面改訂（スマホ対応）について
　　増山会長より指名を受け，鎌田幹事より報告があった。
　　鎌田幹事：会員からの学会ホームページへのアクセス向上のため，学会ホームページをスマホ対応にして全

面改訂することにつき，昨年の本会および総会でご承認いただきました。そこで今回は，ホームページを運
営している友野印刷株式会社からのリニューアル案を呈示いたします。見積金額は約112万円と昨年の本会資
料として呈示いたしました。これからホームページ作成に取り掛かりますが，それに際してのご提案やご意
見等ございましたら，事務局までメールや電話等でご連絡いただければと思います。WEB構築に反映させて
いただければと存じます。

　　増山会長：特に意見が無いようでしたら，スマホ向けのホームページ改訂はこのまま進めさせていただけれ
ばと思います。資料をお読みになり，もしも何か感じられる点，こうしたほうが良いのではという点がござ
いましたら，ご連絡いただけたらと思います。

　　特に異議無く，原案通り承認された。

８）医師・医学生以外からの本学会入会希望について
　　増山会長より指名を受け，鎌田幹事より報告があった。
　　鎌田幹事：この１年間に，一般の方（医師・医学生以外）からの本学会への入会問い合わせが数件，事務局

にございました。大きく分けて，①本学会活動に興味があり入会したい，②「現代産婦人科」に投稿した
い，のいずれかでした。

　　①ですが，会則では第２条に，「中国四国９県の産科婦人科学会の会員であること」と記されています。ま
た日産婦学会では，学生・初期研修医は各県の産科婦人科学会を通じての入会となっています。他科の医師
の入会も同様かと存じます。しかし一般の方の入会については，日産婦ホームページにも記載がございませ
ん。もし助産師や薬剤師等で入会を希望された場合，事務局として今後どのように取り扱うべきかご意見を
伺いたいです。

　　②ですが，中国四国で研修中の本学会非会員の産婦人科医師および他科の医師（病理医や内科医など）は，
単年度会費を納入することで「現代産婦人科」への投稿が可能となっています。実際には筆頭著者の先生が
支払われていることが多いようです。なお学生・初期研修医は，単年度会費の納入なしでの投稿が可能と
なっています。医師でない助産師，胚培養士，臨床心理士などから共著者として，あるいは筆頭著者として
「現代産婦人科」への投稿を希望されることが今後あるかと思いますが，事務局の対応につきご意見をお願
いします。なおこの場合，おそらくは資格維持のための論文投稿先として「現代産婦人科」を選ばれている
のかと思われます。 

　　①の本学会入会と②の単年度会費納入では若干意味合いが異なると思われますが，それぞれ先生方のご意見
と，学会としての在り方をご検討いただければと思います。

　　杉野理事：会則通りに取り扱われたら良いと思います。「中国四国産科婦人科学会は中国四国９県の産科婦
人科学会から成る」ことが会則に明記されています。また会員としては，「各県産科婦人科学会の会員が本
会会員となる」とありますから，本会会員になりたいのでしたら，まずは各県の産科婦人科学会員になって
いただくということにされたら宜しいのではと思います。雑誌に投稿したいという件については，こちらも
学術論文投稿規程にありますので，これに準じてされれば宜しいかと思います。

　　下屋理事： 会則から行きますと「各県の産科婦人科学会」とありますので，地方学会の会員になれれば中四
の会員になれるということになるかと思います。ただ各県の学会によってコメディカルの人たちを含めるか
どうか。病理の先生とかを入れるかどうかについては差がないと思いますが，そこは各地方学会の考えに委
ねるのでよいのかどうかが一点。もう一点，学会誌に関しては産婦人科を中心に投稿される場合に，現時点
ではその内容について問わないのですが，多職種の方が入ってきたときは雑誌によっては「out of field」で
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rejectすることがあるかと思います。そこらあたりが例えば看護系であるとか，いわゆる産婦人科分野でない
ものについてどのように考えるか。投稿規程にはフィールドについて書かれていないので，内容を評価して
×（バツ）というのは十分あるのでしょうが，「out of field」で×というのはなかなかしづらいので，そのあ
たりを考えたほうがよいかと思いました。

　　杉野理事：下屋先生の一点目の職種が違う場合ですよね。これは各県で入りたいと言われる方はいろいろお
られると思います。この場合は，学会本部の意見を聞いてから決めているのではと思います。例えば山口県
では助産婦はいませんでしたが，医師でない方，研究等で産婦人科の仕事に関わるPh.D.が会員になってよい
かという経験はあって，それは問題なかったと思います。だから個別の案件は本部と相談しながら各県で決
めるというのが一番現実的かなと思っています。

　　増山会長：そうですね。日産婦の会員の中には産婦人科医でない方も結構おられます。何十人か，もうすこ
しおられたかと思います。そういった経緯で入会された方もそれなりにおられるかと思います。それは各県
の対応で，そこで会員になられたら中四の会員になれるという,そこはルール通りということで良いでしょう
か。

　　もう一つの，医師でない方，助産師や胚培養士，臨床心理士等からの投稿希望につきましてどうするかとい
うことですが，現在の投稿規程では「共著者を含め原則として本会の会員に限る」ということで，それ以外
の「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。」という規程しかありませんので，助産師や胚培養士等を論
文の共著者に入れるのはいかがいたしましょうか。この規程通りにすると掲載できないことになるのでしょ
うか。

　　下屋理事：この共著者の方が地方部会の会員になればいいわけですね。杉野先生のご発言通りに地方部会が
認めて中四の会員になっていれば，非医師でも名前を載せられることになります。そうすると共著者を希望
する非医師の方には会員になってくださいということで対応するのも一つの方法のような気もしますが。

　　鎌田幹事：下屋理事からの「out of field」に関しては，共著者が中四の会員の産婦人科医であれば少ないので
はと思われます。なお共著者でなく，筆頭著者で投稿される場合も今後はあるかと思われます。

　　増山会長：この投稿規程通りにいくのであれば，会員になっていただくことにしてそこにはコメディカルも
含めるという形をとるのか。「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。」に医師
だけでなくコメディカル等もここに書き加えるのかどうか。

　　杉野理事：費用としてはどう違いますか。つまり論文に載せたいだけなら会員になっておかないとならない
ということですよね。単年度会費ですが，各県の産科婦人科学会会費と中国四国産科婦人科学会の会費と２
つ必要になりますよね。投稿のための単年度会費だけでしたら，そちらの方が安くなりますよね。学会とし
ては多くの論文を投稿してもらった方がいいし，それに関与した先生の業績にもなりますので，これは医師
だけでなくて，非会員でも単年度会費を払えば共著者になれるとしたほうが妥当かと思いますが。

　　増山会長：「医師名」というのを外して，「非会員を掲載する場合は」としてもよいかもしれません。
　　鎌田幹事：事務局からですが，ちなみに現時点では単年度会費のみを支払っていただいており，各県の産科

婦人科学会への会費納入については関与しておりません。
　　下屋理事：この「非会員の医師名を掲載する場合は」というのはfirst authorを含むのですよね。
　　鎌田幹事：これまでは，初期研修医や中国四国の医療機関で研修中の医師については，非会員の医師が筆頭

著者の投稿はあります。
　　下屋理事：そうですね。基本的には筆頭著者は医師を想定していると思われますが，私が懸念しているの

は，看護系の方が単年度会費を払ってfirst authorとして単名で投稿してもOKということになりますと，先ほ
どからの「out of field」な論文が投稿されてしまう可能性があるということです。 

　　鎌田幹事：これまでにはないですが，看護師さんを筆頭にずらっと名前があって，最後に会員の産婦人科医
が名前を連ねるといった論文も今後はあるかもしれません。

　　杉野理事：下屋先生のおっしゃるのは，これは中四産科婦人科学会の雑誌の内容とは違うということでreject
となった場合に，せっかく5,000円払って投稿してきたのに可哀そうではないかということですよね。

　　下屋理事：かわいそうということもありますけど，投稿規程にはその内容に関する項目がないですよね。
　　杉野理事：それは仕方ないと思いますよ。投稿する権利として5,000円払って会員とならないといけなくて，

そのあとは論文内容に対しての編集委員会の決定ということなので。内容的に産婦人科学会に合わないと審
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査したということになりますから，仕方ないのではないでしょうか。
　　下屋理事：それでいいのですけど，通常の雑誌ですとreproduction fieldとか，投稿規程にある程度fieldの記

載がありますよね。それが無いので，投稿があった場合にこれは「out of field」だといっても，なにがfieldな
のか分からないのではないかと思った次第です。それを明記してコメディカルの人もどうぞとしておけば，
編集の方でこれは「out of field」だといっても問題はないわけで。逆に投稿規程にそこを少し書き加えておい
て，「どうぞ」というのがwelcomeではないかと思いました。

　　杉野理事：下屋先生のはあまりに細かすぎるので，そこは触らずに産科婦人科学会誌だから産婦人科関係で
ということでよいのではないのでしょうか。そこまで細かいことを考えるときりがないのではと思います。

　　下屋理事：ありがとうございます。自分でもそう思いながら話していましたが，事務局より出た議案の理由
はそのあたりにあるのではと。逆にそこが不安になったので。

　　増山会長：それでは「非会員を掲載する場合は，単年度会費を事務局に納入する。」という形のままで，編集
委員会で内容に齟齬がある場合にはrejectを決定するという流れで行きましょうか。

　　下屋理事：私はそれでいいですが，JOGRで以前にそれで非常に困ることがあったので，看護系の投稿があっ
たときに取り扱いに難渋したことがあったので，それを懸念したまでです。事務局から具体的な職種名が
あったので，そのような事案があったのかと思い，懸念をお伝えしたまでです。

　　増山会長：私が思うに基本的に本会会員がだれか必ず入っていることにはならないのでしょうか。「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。」なので，責任医師として本会会員がいるとい
う認識でよいでしょうか。非会員だけで投稿が来るということは基本的にないと考えてよいのでしょうか。

　　鎌田幹事：これまでに，そのようなことはないです。
　　増山会長：本会会員が入っていることを前提に，「非会員を掲載する場合は，単年度会費を事務局に納入す

る。」とだけ改訂するということでいかがでしょうか。
　　杉野理事：投稿規程の一行目に「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。」とあ

ります。「ただし非会員を掲載する場合は，単年度会費を事務局に納入する。」とすれば，少なくとも筆頭著
者は本会会員でおねがいしますということで意味が伝わるのではと思います。それで非会員が共著者になる
のであれば単年度会費をお支払いいただくというのでどうでしょうか。

　　増山会長：それでは「ただし非会員を掲載する場合は，単年度会費を事務局に納入する。」と改訂するので宜
しいでしょうか。今後は投稿規程をそのように改定して運用してまいります。ありがとうございました。

　　特に異議無く，原案通り承認された。

９）川崎医科大学産婦人科学２特任教授　太田博明先生の中国四国産科婦人科学会でのお立場について
　　増山会長より指名を受け，鎌田幹事より報告があった。
　　鎌田幹事：日本産科婦人科学会の名誉会員であられる太田博明先生が，この度，川崎医科大学にご着任され

ました。岡山産科婦人科学会に入会され，同時に中国四国産科婦人科学会に入会されるとのことで会費を受
け取りましたが，本会の内規第４条３）に，「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。」とあります。会費を徴収すべきかどうか，また名誉会員の名簿にお名前を入れてよいもの
かどうか事務局では判断がつかないため理事会に諮りました。

　　下屋理事：太田先生が川崎医科大学総合医療センター（岡山市）での女性医学分野での診療にあたられると
いうことで特任部長としてお越しになりました。息子さん夫婦が岡山県にいるということもあって岡山に来
られたという経緯もあるかと伺っております。会則には「日本産科婦人科学会名誉会員は名誉会員となる。」
とありますが，今まで名誉会員の先生が中四国に異動されてくるということはなかったと思います。この文
章のままだと本学会の名誉会員になりますが，推戴が無くても名誉会員となるというのがこの文章の意味な
のか，今までになかったことなのでよくわかりません。

　　増山会長：東京の方で，日産婦の名誉会員でいらっしゃる太田先生がこの度岡山に来られたとのことで，規
約上は中四の名誉会員となりますが，如何せん初めてのケースですので先生方のご意見をください。

　　杉野理事：太田先生から，名誉会員に推戴するよう求められたのですか？　会費納入の問題でしょうか。名
誉会員に推戴するのであれば議論が必要ですよね。基本的には，「中国四国産科婦人科学会に対しとくに功
績のあった会員を名誉会員とする」というのが一番の建前なので，名誉会員の推戴には問題があるのではと
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思います。会費につきましては免除でもよいかと思います。
　　鎌田幹事：事務局的にはそれで問題ございません。
　　増山会長：中四の名誉会員として名簿に上げるかどうかの審議をするとなると少し難しくなりますよね。太

田先生からとくに名誉会員に推戴するようご希望があったわけではないので，会費については免除する方向
で今後は対応いたします。

　　下屋理事：「合同地方部会名誉会員となる。」とはどういう意味ですか。
　　鎌田幹事：かつては本会をこのように呼んでいました。この条項がそもそも古いと思われますので，この機

に改訂してもよいのかもしれませんが如何でしょうか。
　　増山会長：第４条のタイトル通り，中国四国産科婦人科学会名誉会員でよいかと思います。ご指摘の通り，

合同地方部会名誉会員は間違っておりますので，来年になりますが，この条項については修正したものを諮
らせていただきます。

　　特に異議無く，原案通り承認された。

10）その他
　　鎌田幹事より，「現代産婦人科」編集委員会の投稿・査読状況につき発言があった。
　　鎌田幹事：「現代産婦人科」のオンライン投稿・査読システムは順調に稼働しております。先生方におかれ

ましては適切な査読者をご推薦いただき有難うございます。観察研究のIRB，施設内倫理委員会審査を経た上
での投稿につきましても，最近はほぼなされているものと思います。保険適用外の症例に対する腹腔鏡下手
術はがんの症例ですが，一例報告なのでIRB承認は要求しないものの，雑誌として掲載するのはいかがかとい
うのが数件ございました。

　　あと査読者の中には，稀ですが査読内容が適切でない先生がいらっしゃいますので，こちらは事務局より何
らかの形で先生方に反映させていただきます。引き続き宜しくお願いいたします。

　　工藤理事：今回コロナ禍で，学会開催までが大変であったかと思います。次回からは現地開催になるのかも
しれませんが，増山先生より，今後学会を開催するにあたり何かアドバイス等あればお聞かせください。

　　増山会長：今回はギリギリまで現地開催の予定で学会準備を進めてまいりましたが，コロナの状況でやむを
得ずWEB開催となりました。学会参加費につきましては，どちらになってもよいようにオンライン決済と
し，会費も１万円に値上げさせていただきました。ハイブリッド開催は経費が倍かかるので，この規模の学
会では難しいと思われました。次回以降に学会を開催される先生におかれましては，私共でできることがご
ざいましたら是非とも協力させていただきますのでご相談いただければと思います。

増山会長より閉会の辞あり，閉会。
以上
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第73回中国四国産科婦人科学会評議員会議事
１．会　長　挨　拶
２．報　告　事　項
　　１）令和２年度会員数および会費納入状況

県 名 会員数 会費納入者数 会費納入額（円）

鳥　　　取 91 83 415,000 

島　　　根 92 92 460,000 

山　　　口 154 137 685,000 

広　　　島 317 283 1,415,000 

岡　　　山 285 257 1,285,000 

徳　　　島 131 116 580,000 

高　　　知 87 75 375,000 

愛　　　媛 157 132 660,000 

香　　　川 104 97 485,000 

計 1,418 1,272 6,360,000 

会員数（免除者を含む，令和２．８．31現在）    会費納入者数　令和３．６．30現在

　　２）令和３年度会費納入状況（令和３．８．31現在）

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

除者数

鳥　取 90 425,000 5 徳　島 130 570,000 16

島　根 93 465,000 0 高　知 89 385,000 12

山　口 156 675,000 21 愛　媛 159 530,000 22

広　島 313 1,260,000 37 香　川 108 480,000 7

岡　山 290 1,130,000 31 計 1,428 5,920,000 151 

会員数（免除者を含む）

　　３）会誌発行状況

令　和
２年度

第69巻１号 １，６００部 181頁 原著35
第69巻Supplement 未発行（※）
第69巻２号 １，６００部 226頁 原著39

令　和
３年度

第70巻１号 １，６００部 238頁 原著41
第70巻Supplement １，６００部 94頁 演題104
※第73回中国四国産科婦人科学会学術講演会の延期に伴う
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３．協　議　事　項
１）令和２年度　中国四国産科婦人科学会決算書
収　入　の　部

科　　　目 予　算　額 決　算　額 増　　　減 備　　　考
１．会　　　  費 6,345,000 6,360,000 15,000

当年度会費 6,345,000 6,355,000 10,000 R２年度 @5,000×1,271名
過年度会費 0 5,000 5,000 R１年度 @5,000×１名

２．機 関 誌 収 入 1,990,000 2,852,778 862,778
刊行協力費 250,000 210,000 △ 40,000 広告費
掲　載　料 1,700,000 2,608,914 908,914 投稿料・超過別冊代

文献許諾・包括利用使用料・
許諾抄録利用料

40,000 33,864 △ 6,136 メディカルオンライン・
医学中央雑誌

３． 学術基金より学術支援費として 500,000 500,000 0
４．利　　　  息 10,000 1,327 △ 8,673

小　　　計 8,845,000 9,714,105 869,105
５．前年度繰越金 8,936,580 8,936,580 0

＊＊

収 入 合 計 17,781,580 18,650,685 869,105

　支　出　の　部
科　　　目 予　算　額 決　算　額 増　　　減 備　　　考

１．総 　会　 費 0 0 0 第73回（岡山）延期のため
２．機関誌刊行費 5,600,000 6,957,989 1,357,989 第69巻第１号，第２号

印　刷　費 3,800,000 5,140,300 1,340,300
発　送　費 350,000 236,266 △ 113,734
編集協力費 1,000,000 1,000,000 0
英文校正代 100,000 85,602 △ 14,398

オンラインシステム　初期設定料 0 0 0
オンラインシステム　年間利用料 350,000 495,821 145,821 令和３年度分（サポート料含む）
３．委 員 会 費 100,000 0 △ 100,000 WEB開催のため
４．学 会 賞 費 30,000 0 △ 30,000
５．名誉会員表彰 90,000 63,800 △ 26,200 ２名分
６．管　 理 　費 1,200,000 1,139,465 △ 60,535

事務局人件費 1,000,000 1,000,000 0
通 信 事 務 費 100,000 39,552 △ 60,448 郵送代等
消 耗 品 費 100,000 99,913 △ 87 文具・コピー代等

７．ホームページ 300,000 238,480 △ 61,520 「現代産婦人科」HP改訂
８．公募研究助成金 0 0 0
９．Plus One産婦人科セミナー 0 0 0 第73回（岡山）延期のため

＊

小　　　計 7,320,000 8,399,734 1,079,734
予　備　費 10,461,580 △ 10,461,580

○

次 年 度 繰 越 金 10,250,951
支 出 合 計 17,781,580 18,650,685 869,105

　　収入合計 支出合計 次年度繰越金
　　18,650,685＊＊－ 8,399,734＊ =   10,250,951○

　　中国四国産科婦人科学会学術基金 38,190,000

　令和２年度決算につき慎重に監査いたしましたところ，正確かつ妥当であることを認めます。
　　令和３年８月

監事　江　尻　孝　平　　㊞
　　　　金　重　恵美子　　㊞

　中国四国産科婦人科学会
　　　会長　増　山　　　寿　殿
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２）令和３年度　中国四国産科婦人科学会予算案
　収　入　の　部

科　　　目
令和２年度
予　　　算

令和３年度
予　　　算

増　　減 備　　考

１．会　　　  費 6,345,000 6,385,000 40,000 @5,000×1,277名分
２．機 関 誌 収 入 1,990,000 2,140,000 150,000

刊行協力費 250,000 250,000 0 広告費
掲　載　料 1,700,000 1,850,000 150,000 投稿料・超過別冊代

文献許諾・包括利用使用料・
許諾抄録利用料

40,000 40,000 0 メディカルオンライン・
医学中央雑誌

３． 学術基金より学術支援費として 500,000 2,750,000 2,250,000 総会開催費,公募臨床研究支援費,
オンラインシステム使用料，HP改訂

４．利　　　  息 10,000 10,000 0
小　　　計 8,845,000 11,285,000 2,440,000

５．前年度繰越金 8,936,580 10,250,951 1,314,371
＊＊

収 入 合 計 17,781,580 21,535,951 3,754,371

　支　出　の　部

科　　　目
令和２年度
予　　　算

令和３年度
予　　　算

増　　減 備　　考

１．総 　会　 費 0 2,000,000 2,000,000 岡山大学へ
２．機関誌刊行費 5,600,000 5,700,000 100,000

印　刷　費 3,800,000 3,900,000 100,000
発　送　費 350,000 350,000 0
編集協力費 1,000,000 1,000,000 0
英文校正代 100,000 100,000 0

オンラインシステム　初期設定料 0 0 0
オンラインシステム　年間利用料 350,000 350,000 0 年間投稿数 60 論文として
３．委 員 会 費 100,000 100,000 0
４．学 会 賞 費 30,000 30,000 0
５．名誉会員表彰 90,000 90,000 0 3 名分
６．管　 理 　費 1,200,000 1,200,000 0

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

７．ホームページ 300,000 1,350,000 1,050,000 HP 全面改訂
８．公募研究助成金 0 1,000,000 1,000,000 川崎医科大学へ（田中圭紀先生）
９．Plus One産婦人科セミナー 0 1,000,000 1,000,000

＊

小　　　計 7,320,000 12,470,000 5,150,000
○

予　備　費 10,461,580 9,065,951 △ 1,395,629
支 出 合 計 17,781,580 21,535,951 3,754,371

　　収入合計 支出合計 （繰越金以外）
　　21,535,951＊＊－ 12,470,000＊ = 9,065,951○
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