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子宮粘膜下筋腫合併妊娠で経腟分娩後大量出血に対してUAEを施行し，
子宮内感染から子宮全摘に至った一症例
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子宮筋腫合併妊娠では，弛緩出血などの産後出血のリスクが上昇する。近年，産後危機的出血の止血目的に子宮動脈塞栓術
（Uterine Artery Embolization，UAE）が行われる機会が増えてきている。今回，子宮粘膜下筋腫合併妊娠で経腟分娩後の
大量出血に対してUAEを施行し，子宮内感染から子宮全摘出術に至った症例を経験したので報告する。
症例は41歳 女性。in vitro fertilization-embryo transfer（IVF-ET）にて妊娠成立。妊娠前から子宮体部に７cm程度の粘膜
下筋腫を認めていた。妊娠高血圧症候群と妊娠糖尿病の合併もあり，妊娠34週から血圧コントロール不良のため管理入院と
なった。妊娠38週３日に自然に陣痛発来し，胎児機能不全の診断で鉗子分娩となった。分娩後，出血が持続し，弛緩出血の
診断でUAEを施行。止血を得ることができたが，産褥８日目より発熱及び炎症反応の上昇を認め抗菌薬を開始したが効果が
乏しく，産褥16日目には骨盤部造影MRIにて子宮壊死の所見を認めたため，腹式子宮全摘術を施行した。産褥30日目に退院
となった。
子宮筋腫合併妊娠の産後出血に対し子宮温存の希望がある場合，UAEは有効な手技と考えられるが，本症例では粘膜下筋腫
の壊死など，子宮内感染を起こしやすい状態から，子宮筋層全体に感染が波及し通常の抗菌剤の治療では対応できず，子宮
全摘出が必要となったと考えられる。筋腫合併妊娠の産後出血に対するUAEにおいて感染を予測することはできないが，粘
膜下筋腫の場合にはその頻度が高くなるとされており適切な抗菌薬投与や子宮全摘出も視野に入れた管理が重要である。

Several studies have reported an increased risk of postpartum hemorrhage with pregnancies associated 
with uterine myomas. Uterine artery embolization (UAE) has been the standard treatment for postpartum 
hemorrhage because of its low invasiveness and high success rate. We report a case of postpartum 
hemorrhage treated using UAE, complicated by severe infection within an ischemic myoma. 
A submucosal myoma of approximately 7 cm was detected in a 41-year-old woman before her first pregnancy. 
She had hypertensive disorders of pregnancy and gestational diabetes mellitus, and had been hospitalized 
since the 34th week of gestation to control her blood pressure. After delivery, she developed massive atonic 
postpartum hemorrhage, necessitating UAE. She later developed a high fever and severe inflammatory 
reaction. Although antibiotic therapy was initiated, the effect was poor, and MRI showed necrosis of the 
myoma. Abdominal hysterectomy was performed. UAE is a useful procedure for postpartum hemorrhage-
complicated uterine myomas in pregnant women who wish to preserve their uterus. In this case, the infection 
spread to the whole myometrium because of the necrotizing submucosal leiomyoma. Detection of infection in 
UAE-treated myomas is difficult. However, it is important to select appropriate antibiotic therapy and conduct 
surgery for uncontrolled infections in the early stage.
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緒　　　言

　近年，女性の晩産化傾向に伴い，子宮筋腫を合併した
妊娠は増加傾向にある。子宮筋腫合併妊娠では，弛緩出
血などの産後出血のリスクが上昇することが知られてい
る。また最近ではinterventional radiology（IVR）の普
及に伴い産後危機的出血の止血目的に子宮動脈塞栓術
（uterine artery embolization, UAE）が行われる機会
が増えてきている。１）今回，子宮粘膜下筋腫合併妊娠
で経腟分娩後の大量出血に対してUAEを施行し，その
後，壊死した筋腫に感染を伴い，子宮全摘出術に至った
症例を経験したので報告する。

症　　　例

症例：41歳，女性
妊娠歴：１妊０産
既往歴：特記事項無し
現病歴：挙児希望で前医を受診し，子宮粘膜下筋腫が
認められることから，筋腫核出後の不妊治療を指示さ
れたが，本人の強い希望でin vitro fertilization-embryo 
transfer（IVF-ET）を行い，妊娠成立した。筋腫は子宮
体部後壁に７cmであり，経腟分娩に支障のない場所と
考えられたが，胎盤の後面に位置していることから分娩
後の出血増加のリスクと考えられた（図１）。妊娠12週
で当院へ紹介。28週の妊婦健診時に妊娠高血圧症候群と
妊娠糖尿病を指摘された。血圧に関しては徐々に上昇傾
向が認められたため，34週からラベタロールの内服加療
を開始し，管理入院を行った。
入院時現症：身長150cm，体重60.3kg（非妊時49kg），
体温36.8℃，血圧174/116mmHg，心拍107bpm，両側下
腿浮腫，尿蛋白±
入院後経過：ラベタロール・ニフェジピンにて血圧コン

トロールを行うも，コントロール不良のため，妊娠37週
６日よりオキシトシンで誘発を開始した。有効陣痛に至
らなかったものの，その後38週３日未明より自然に陣痛
発来した。分娩時ニカルジピンの持続静注を開始し，子
癇予防のための硫酸マグネシウムの投与も行った。子宮
口全開大したのちに，高度遷延一過性徐脈がみられたた
め，鉗子による急速遂娩術を行った。児は女児，体重
2524g，身長47cm，Apgar score 8/9点（1/５分値），臍
帯動脈血pH 7.234であった。会陰裂傷３度，腟壁裂傷あ
り，縫合処置を行った。胎盤娩出後も出血が持続し，子
宮収縮不良であったためオキシトシン点滴を追加しメチ
ルエルゴメトリンを静脈注射した。その後も出血が持
続し，分娩後２時間までの総出血量が1180mlであり，
Hb値14.0g/dlから10.9g/dlと貧血の進行が認められたた
め，Bakriバルーン，ヨードホルムガーゼを挿入して止
血を試みた。それでも出血量は減少せず，100ml/h程度
の出血が持続し，Hb値が10.9g/dlから7.7g/dlとさらに低
下を認め，輸血を行いながらUAE施行の方針とした。
UAEでの血管塞栓物質にはゼラチンスポンジ（セレス
キューⓇ）を用い，ハサミを用いた細断によるカッティ
ング法で使用した。UAE施行後は明らかな出血量の減
少を認め，止血を得られたと判断した。
産褥経過（図２）：分娩当日，UAEと輸血を施行し，産
褥熱に対する予防的な抗菌剤投与としてセフメタゾー
ル３g/dayを３日間投与した後，一旦中止した。産褥３
日目に発熱とCRPの上昇が認められたが，プロカルシト
ニン0.22ng/ml（当院基準値0.00−0.49ng/ml）と低く，
内診では子宮の強い圧痛や帯下に膿や悪臭はなく，明ら
かな子宮内感染は認められないと判断した。しかしなが
ら，臨床所見から子宮内感染を否定しきれないため，悪
露の培養検査を提出した。結果判定前からMycoplasma 
hominisの感染も考え産褥８日目よりドキシサイクリン
200mg/dayを開始した。その後も発熱は改善されず，産
褥３日目に採取した悪露の培養結果からstreptococcus 
anginosusが検出されたため，感受性を確認し，産褥10
日目よりアンピシリン/スルバクタム12g/日を投与し
た。その後も発熱とCRPの高値が持続し，抗菌剤の効果
が認められなかったため,子宮摘出による感染巣のコン
トロールを提案した。しかし子宮温存の希望が強く，こ
の時点での承諾は得られなかった。産褥11日目に再度内
診で悪露を確認したが,悪露の流出は認められず，培養
検査を提出した。産褥16日目に造影MRI（図３A，B）
を施行し，子宮壊死と筋腫変性の所見を認めたため，子
宮筋層への感染の持続を考え，産褥17日目に腹式単純子
宮全摘術および両側卵管切除術を行う方針となった。開
腹時，子宮漿膜は広範に壁側腹膜と癒着しており，これ
を剥離しながら子宮全摘術を行った（図４）。摘出した
子宮において筋腫部分は肉眼的に壊死しており（図５），図１　経腹エコーによる妊娠時の子宮粘膜下筋腫
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病理学的にも好中球を主体とする高度の炎症細胞浸潤，
浮腫，細菌塊が認められ（図６），平滑筋腫が考えられ
たが，大部分が壊死に陥っているため評価は困難であっ
た（図７．A，B）。また，子宮内細菌培養と腹腔内培養
において，Extended spectrum β-lactamases（ESBL）
産生E.coli，Enterobacter，Bacteroides fragilisが検出
されたことにより，耐性菌の感受性を考慮し術後はタ
ゾバクタム/ピペラシリン18g/日に変更した。また，院
内Infection Control Team（ICT）と相談し，臨床的に

Enterobacterに対してはセフェピムの感受性の方が高い
とのコメントから，セフェピム４g/日を併用して投与
開始した。解熱傾向を得られたがCRPは上昇を続けたた
め，産褥20日目からメロペネム３g/日を投与しCRPの低
下を認めたことから，産褥23日目に抗菌薬治療を終了し
た。その後，感染兆候の悪化を認めず産褥30日目に退院
となった。また，新生児に感染徴候は認められず，母体
入院期間中の発育も良好であった。

図２　産褥経過
（CMZ：セフメタゾール　DOXY：ドキシサイクリン　ABPC/SBT：アンピシリン/スルバクタム  TAZ/PIPC+CFPM：タゾバクタ
ム/ピペラシリン＋セフェピム　MEPM：メロペネム）（UAE：uterine artery embolization, ATH：abdominal total hysterectomy）

図３　造影MRI
T１強調画像；Ａ．矢状断像，Ｂ．横断像
子宮は臍上部の高さまであり子宮体部内腔には高吸収域と空気像
が認められ，子宮内腔の血腫や悪露，壊死物質が考えられた。

図４　術中所見
子宮漿膜は炎症で腹膜と広汎に癒着しており，それを剥離し子宮
体部を遊離した。
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考　　　察

　子宮筋腫合併妊娠は，その多くは，妊娠経過中は無症
状であり，大きさや部位から分娩方針に関与する場合も
あるが，妊娠経過中は保存的に経過観察されることが一
般的である。最も多く認められる症状は筋腫の痛みで，
５cm以上の大きさで変性などを伴ったときに認められ
るとの報告が多い２，３）。また，子宮筋腫合併妊娠では，
子宮収縮不良のために産後出血量が通常より多くなる傾
向にあることも知られている。本症例でも，妊娠前から
７cm大の比較的大きな子宮粘膜下筋腫を診断されてお
り，妊娠経過中も同程度の大きさを維持しており，そ

のことが分娩後の子宮収縮不良の原因となり，分娩後
の大量出血につながったと考える。これまでの報告で
も３cm以上の子宮筋腫，筋腫の位置が胎盤の後面の場
合４，５），分娩様式が帝王切開であることなどが産後の出
血増加のリスク因子として挙げられており６），妊娠前に
子宮筋腫が診断されている場合は，その大きさや位置に
注意し，分娩様式による産後の出血の増加に関しても十
分に説明しておく必要性があると言える。
　IVRは画像下治療ともいわれ，近年その有用性が多く
報告されている。外科的な処置では止血困難な出血など
に対し，経皮的にカテーテルを挿入し塞栓物質を流す
ことで動脈を塞栓し止血を行う手技として，1979年に
Brown et al.７）がUAEの有用性について報告して以来，
侵襲性が低い産科出血への対応としてその有用性や安全
性について数多く報告されている１）。産科的な出血に対
するUAEの止血成功率について，これまでの報告では
95%以上と高く８），血管造影により出血部位の同定がし
やすいこと，妊孕性温存が可能なことなどの利点があ

図５　摘出子宮肉眼所見
12時方向で子宮体部を切開し，壊死した子宮筋腫部分を確認した。

図６　摘出子宮組織所見（HE染色×40）
子宮筋層内の血管内に塞栓物質（矢印）が認められ，血管周囲
は好中球などの炎症細胞浸潤（＊），浮腫が認められた。
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図 4. 術中所見 19 
子宮漿膜は炎症で腹膜と広汎に癒着しており,それを剥離し子宮体部を遊離した。 20 
 21 

 22 
図 5. 摘出子宮肉眼所見 23 
12 時方向で子宮体部を切開し,壊死した子宮筋腫部分を確認した。 24 

 25 
図 6. 摘出子宮組織所見(HE 染色×40) (矢印:塞栓物質 ＊＊:炎症細胞浸潤) 26 
子宮筋層内の血管内に塞栓物質(矢印)が認められ, 血管周囲は好中球などの炎症細胞 27 
浸潤(＊＊), 浮腫が認められた。 28 
 29 

＊＊  

図７　摘出子宮の筋腫部分の組織所見（HE染色×40）
Ａ． 子宮筋腫近傍の筋層の血管内にも塞栓物質（矢印）が認められた。
Ｂ．筋腫部では壊死による影響で平滑筋腫の同定は困難であった。
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 30 
図 7. 摘出子宮の筋腫部分の組織所見(HE 染色×40) 31 
A. 子宮筋腫近傍の筋層の血管内にも塞栓物質(矢印)が認められた。 32 
B. 筋腫部では壊死による影響で平滑筋腫の同定は困難であった。 33 
 34 
 35 
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り，近年産科危機的出血に対して多くの施設で行われる
ようになっている。今回の症例でも，弛緩出血を考え
た処置として，子宮収縮剤の投与から開始し，Bakriバ
ルーンなどによる圧迫止血の手順を踏み，その上で十分
な止血効果が得られなかったためUAEを行っている。
当科においても産科危機的出血の管理はその対応指針に
沿い，ショックインデックスを参考に，輸血を準備しな
がら適切な止血処置を行なうが，十分な止血効果が得ら
れず，結果的にショックなど母体の全身状態が悪化する
と予測した場合は子宮全摘術など外科的な処置を検討す
る。しかし子宮以外の軟産道が出血点で，出血点の同定
が困難な場合や子宮温存希望が強い場合には，積極的に
UAEでの止血を試みる方針としている。当院のこの５
年間の成績でも85%とこれまでの報告にあるように高い
止血成功率を認めており，今回の症例においてもUAE
での良好な止血効果を得ることができたと考えられる。
UAE施行時の成功例と不成功例の要因として，施行前
の出血量や凝固系の数値よりも血小板の数値が重要であ
るとの報告があり９），今回の症例でも血小板数20万/µl
で，基準値であったことから，重篤な凝固異常の状態に
陥らず，UAEで出血のコントロールが可能であったと
考えられる。UAE施行に際しては，貧血や血小板も含
めた凝固異常の有無を評価し，UAEの施行にかかる時
間も考慮した上で，必要な場合，十分に赤血球製剤や血
小板製剤，フィブリノーゲンなど補充を行える余裕があ
る中での施行が止血成功の要因とも考えられる。
　UAE後の合併症として，特にほぼ全例で術後疼痛が
認められることや，塞栓術後の妊娠に対しては十分な安
全性が確立されていないことなどが問題点として挙げら
れる。これまでの報告では産後異常出血に対する動脈塞
栓術の合併症の頻度は６～７%程度とされており，子宮
壊死などの重篤な合併症は1.6%未満と稀と考えられて
いる10）。今回の症例でも子宮壊死となり重篤な合併症を
起こしたといえるが，止血目的のUAEによる筋腫への
血流の遮断が，広汎な筋腫の変性，壊死を起こした一因
と想定される。子宮筋腫に対する保存的治療における
UAEの効果について，MRIを用いた子宮筋腫の壊死変
化の検討では，１週間で100%壊死が64.3%，90～99%壊
死が33.5%とかなり高い塞栓効果が得られることが報告
されており11），通常の子宮筋層に対する虚血性の効果以
上に子宮筋腫部分では虚血効果が高いことを想定する必
要があると考える。一般に，変性した筋腫があっても感
染することは稀と考えられるが，UAE施行後の子宮に
感染が約５%の頻度で起こるとの報告もあり12），壊死を
起こした筋腫内に侵入した細菌による筋腫内感染や筋腫
が頸管に嵌頓することによる分泌液の子宮内停滞が原因
となると考えられている。また，筋腫に対するUAE後
の感染症の発症率は，粘膜下筋腫群と非粘膜下筋腫群を

比較すると有意に前者が多かったとの報告もある13）。一
旦感染が成立するとUAEにより血流が遮断された筋腫
に対しては通常の経静脈的な抗菌薬の投与では改善に至
らず，今回の症例のように，一旦抗菌剤による治療に抵
抗性を見せた場合，最終的に子宮摘出でしか感染をコン
トロールできなかったと考えられることから，重篤な感
染に進行する前に，子宮摘出を提案することも重要と考
えられる。

結　　　語

　子宮筋腫を有する場合にUAEを施行すると重症感染
症を引き起こす可能性がある。
　感染症を予測することは困難であるとされているが，
粘膜下筋腫合併の場合はその頻度が高くなるとされてお
り，適切な抗菌薬の使用と，また，UAE後で十分な組
織移行が期待できそうにない場合は，早期の外科的処置
を検討することも重要であると考える。
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