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帝王切開時に子宮内にバルーンを留置し二期的子宮摘出
（planned delayed hysterectomy）を行った前置癒着胎盤の２例
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前置癒着胎盤では帝王切開時に子宮摘出を要することが多い。しかしながら，重症例では手術が非常に難しく，尿路損傷や
大量出血をきたすことが多い。そのため帝王切開では胎盤はそのまま温存し，後日子宮摘出を行う二期的手術を行う施設も
ある。二期的手術についてはその有効性が報告される一方で，待機中に胎盤が剥離し緊急手術を要するリスクを伴う。今
回，前置癒着胎盤に対し，胎盤剥離の予防のため帝王切開時に子宮内にバルーン留置を行い，計画通り３日後に子宮摘出術
を施行できた２例を経験したので報告する。
〈症例１〉38歳，３回帝王切開既往。妊娠28週に前置胎盤のため紹介となった。超音波およびMRIにて前置癒着胎盤が疑わ
れ，二期的手術を予定した。妊娠34週１日に帝王切開を施行し子宮底部横切開にて児を摘出した。胎盤剥離は認められず子
宮内にネオメトロ® （蒸留水100ml注入）３個を留置し子宮を縫合した。閉腹後，両側内腸骨動脈塞栓術を施行した。術後３
日目に子宮摘出を施行した。尿路の損傷はなく，出血量は2564mlだった。 病理診断は侵入胎盤だった。〈症例２〉34歳，４回
帝王切開既往。妊娠27週に前置胎盤のため紹介となった。超音波，MRIおよび膀胱鏡検査にて前置癒着胎盤（穿通胎盤）が
強く疑われた。妊娠35週３日に予定帝王切開術を施行した。児娩出後子宮内にネオメトロ®２個留置し閉腹した。閉腹後，両
側内腸骨動脈塞栓術を施行した。術後３日目にPlacental lacuna内に豊富な血流が残存していたため再度両側内腸骨動脈塞栓
術を施行してから，子宮摘出術を行った。尿路の損傷はなく，出血量は2100mlだった。病理診断は穿通胎盤だった。
前置癒着胎盤に対し，二期的に手術を行うことでより安全に子宮摘出をできる可能性がある。また帝王切開時に子宮内にバ
ルーンを留置することは胎盤剥離予防に寄与する可能性がある。

Placenta accreta spectrum (PAS) is a life-threatening condition. Cesarean hysterectomy remains the most 
widely accepted therapeutic approach for PAS, but poses a great risk of massive hemorrhage. Herein, we 
report the cases of two women with severe PAS who underwent planned delayed hysterectomies following 
placement of an intrauterine tamponade balloon at cesarean section (CS). 
Case 1. A 38-year-old woman with a history of three CSs was referred to our hospital for placenta previa 
at 28 weeks of gestation. Ultrasonography strongly suggested a severe PAS. Therefore, a planned delayed 
hysterectomy was scheduled. CS was performed at 34 weeks of gestation. An intrauterine balloon was placed 
immediately after delivery of the fetus to prevent placental detachment. Hysterectomy was performed on the 
third day after CS, as scheduled. Blood loss during hysterectomy was 2564 mL.
Case 2. A 34-year-old woman with a history of four CSs was suspected to have severe PAS. CS was performed 
at 35 weeks of gestation, followed by intrauterine tamponade balloon placement. Planned hysterectomy was 
performed on the third day after CS, with a blood loss of 2100 mL.
Planned delayed hysterectomy may be a reasonable approach for severe PAS. An intrauterine balloon at the 
CS might prevent placental detachment.
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緒　　　言

　前置癒着胎盤では，帝王切開時に子宮を摘出する
cesarean hysterectomyが行われることが多い。しかし
ながら重症例では尿路損傷や大量出血をきたすことが多
く，母体死亡も懸念される１−２）。そのため帝王切開では
胎盤はそのまま温存し，後日子宮摘出を行う二期的手術
（planned delayed hysterectomy），胎盤の自然吸収を
待つ待機的治療（conservative management）を行う施
設もある３−６）。いずれも大量出血および尿路損傷のリス
ク低減に有用であるという報告がある一方で，術中もし
くは待機中に胎盤が剥離し緊急手術を要するリスクを伴
う４−５，７）。今回，前置癒着胎盤に対して胎盤剥離予防の
ため帝王切開時に子宮内にバルーン留置を行い，計画通
り３日後に子宮摘出術を施行できた２例を経験したので
報告する。

症　　　例

症例１：39歳，６妊３産（帝王切開３回）。自然妊娠し
近医で健診を受けていたが，前置胎盤を疑われ，妊娠
28週０日に当院紹介となった。超音波検査では前壁を
中心とした前置胎盤であり，胎盤には複数のplacental 
lacunaを認めた（図１a）。また膀胱への浸潤は認めない

ものの，sonolucent zoneは広く消失していた（図１b）。
後日行った３Dカラードプラにて，子宮体下部前面に怒
張・蛇行した血管が描出された（図２a）。MRIでは胎盤
後面の子宮筋層は一部菲薄していたものの，膀胱壁は保
たれていた（図３）。以上から前置癒着胎盤（侵入胎盤）
を強く疑った。妊娠28週３日より管理入院とし，子宮収
縮があり塩酸リトドリンおよび硫酸マグネシウムを投与
した。子宮温存の希望は無く，二期的手術（帝王切開か
ら３日後の子宮摘出）を行うこととした。妊娠34週１日
にハイブリッド手術室で帝王切開術を施行した。術中に
胎盤が剥離した場合には子宮摘出に移行できるように，
尿管ステントおよび両側総腸骨動脈バルーンを留置し
た。その後，全身麻酔により子宮収縮を抑制しつつ，超
音波下に胎盤を避け子宮底部横切開にて児を娩出した。
児はsleepingの状態であり人工呼吸管理を要した。子宮
体下部前面には，怒張した血管を多数認めた（図２b）。
胎盤剥離が無いことを確認し，超音波下に子宮内に胎盤
を圧迫するように，100mlの蒸留水を注入したネオメト
ロ®を３個留置した（図４）。子宮筋層を縫合し閉腹した
後，両側内腸骨動脈塞栓術を施行した。手術時間56分，
出血量579ml（羊水込み）だった。帝王切開術後，胎盤
剥離の予防のため硫酸マグネシウムにて子宮収縮を抑制
した。術後３時間に約300mlの性器出血を認めたが，そ

図１　症例１　経腟超音波像
ａ：placental lacunaを多数認める（矢印）
ｂ：sonolucent zoneが消失している（矢印）
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図２　症例１　子宮体下部前面の血管
ａ： ３Ｄカラードプラ像（経腟走査）　怒張・蛇行した血管を認める
ｂ： 帝王切開時　超音波同様に怒張・蛇行した血管を認める
ｃ：子宮摘出時　血管の退縮傾向を認める
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の後減少し当日の術後出血は計500ml程であった。その
後は少量の出血で経過し，予定通り帝王切開後３日目に
総腸骨動脈バルーンを再留置し子宮全摘術を施行した。
帝王切開時に怒張していた子宮前面の血管は帝王切開時
より退縮していた（図２c）。また子宮は帝王切開時より
縮小傾向にあり，組織の浮腫も軽減傾向にあった。膀胱
剥離に際して出血は認めたものの尿路損傷無く行えた。
手術時間３時間13分，出血2564ml（自己血600ml，照射
赤血球８単位，新鮮凍結血漿６単位輸血）であった。胎
盤は子宮左側で子宮筋層漿膜近くまで浸潤していたもの
の，漿膜には達しておらず侵入胎盤だった（図５a，c）。
一方内子宮口付近の胎盤は一部剥離し，凝血塊が付着し
ていた（図５b）。

症例２：34歳，５妊４産（帝王切開４回）。自然妊娠。
前置胎盤疑いのため妊娠27週３日に当院紹介となった。
超音波検査では複数の大きなplacental lacunaを認め，
内部に著明な血流を認めた（図６）。膀胱と胎盤の間の

子宮筋層は一部不鮮明であり，またカラードプラにて異
常な血管を認めた（図６）。MRIでも胎盤と膀胱の境界
は一部不鮮明であり膀胱への浸潤が疑われた（図７）。

図３　症例１　骨盤MRI（T2強調）
胎盤後面の子宮筋層が菲薄しているが，膀胱壁は保たれている（矢印）

図４　症例１　ネオメトロ®留置後の超音波像（矢状断像）
子宮内に３個のネオメトロ®（矢印）を胎盤を圧排するように留置
した。写真には３個のうち２個のみが描出されている。
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図５　症例１　摘出子宮
ａ：左側にて胎盤が突出している（矢印）
ｂ： 後面を切開，内子宮口付近の胎盤が一部剥離し，凝血塊（矢印）を認める
ｃ： 病理組織像　漿膜近傍まで胎盤の浸潤を認めるものの，漿膜には達しておらず侵入胎盤であった
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図６　症例２　経腹超音波像（矢状断像）
大きなplacental lacunaを認める（矢印）。膀胱と胎盤の間の子宮
筋層は一部不鮮明で，またカラードプラにて異常な血管を認める。
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膀胱鏡では膀胱粘膜は正常であったものの，拡張した異
常血管が透見された。以上から胎盤が漿膜面に及ぶこと
が推察され，穿通胎盤が強く疑われた。妊娠27週４日よ
り管理入院した。入院後，状態は安定しており妊娠35週
３日に選択的帝王切開術を施行した。症例１同様に，尿
管ステントと両側総腸骨動脈バルーンを留置した後に，
胎盤を避け子宮底部横切開にて児を娩出した。胎盤剥離
は認めず，子宮内にネオメトロ®（100ml注入）を２個留
置して閉創した（図８）。手術時間54分，出血量1128ml
（羊水量込み　自己血600ml輸血）だった。閉腹後，両
側内腸骨動脈塞栓術を施行した。帝王切開術後より硫酸
マグネシウム投与を行い，帝王切開術から３日後に子宮
全摘術を行った。術直前の超音波および血管造影でも
placental lacunaに豊富な血流を認めたため，再度両側
内腸骨動脈塞栓術を施行した後に子宮摘出を行った。胎
盤は子宮表面から突出しており，子宮摘出時に出血し
た。一方で子宮前面の血管は退縮しており膀胱は特に問
題なく剥離できた。手術時間４時間56分，出血2100ml

（照射赤血球４単位，セルセーバー血450ml，新鮮凍結
血漿４単位輸血）だった。胎盤は漿膜に達しており穿通
胎盤が確認された（図９a，b）。

考　　　察

　今回，前置癒着胎盤に対して二期的手術を計画的
に施行できた２例を経験した。前置癒着胎盤は帝王
切開の増加により増加傾向にあるとされる１）。通常
cesarean hysterectomyが行われるが，癒着が高度な
場合は大量出血や尿路損傷を避けがたく，母体死亡
も起こりうる１−２）。当院においても，過去にcesarean 
hysterectomyにて，手術時間12時間，出血量47,000mlに
至った穿通胎盤を経験した。膀胱の部分切除を行い何と
か子宮摘出したものの，その後も骨盤底などからの出血
がつづき，止血に難渋した。さらに術後８ヵ月で尿管の
ダメージによる骨盤内尿腫を形成し，11ヵ月で左腎臓摘
出をするに至った８）。この経験から重症の前置癒着胎盤
と考えられる症例に対して，二期的手術を検討してき
た。図10に当院での二期的手術について記した。帝王切
開時にも胎盤が剥離し子宮摘出に移行する可能性がある
ため，尿管ステントと両側総腸骨動脈バルーンを留置

図８　症例２　ネオメトロ®留置後の超音波像（矢状断像）
子宮内に２個のネオメトロ®（矢印）を胎盤を圧排するように留置
した。写真には３個のうち１個のみが描出されている。
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図９　症例２　摘出子宮
ａ：左側にて胎盤が大きく突出している（矢印）
ｂ：病理組織像　胎盤は漿膜に達しており，穿通胎盤であった
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図10　当院の二期的手術

図７　症例２　骨盤MRI（T2強調）
膀胱と胎盤との境界が一部不鮮明（矢印）
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している。児娩出後には子宮内にバルーン（ネオメト
ロ®）を留置し，閉腹後，両側内腸骨動脈塞栓術を行う
（図11）。待機中は，硫酸マグネシウム投与にて子宮収
縮抑制を行う。３日後に子宮全摘術を行うが，再度両側
総腸骨動脈にバルーンを挿入している。
　二期的手術についてはcesarean hysterectomyより出
血や尿路損傷が少ないという報告がある３，５）。最近も
Zuckerwise et al. は帝王切開から４−６週間後に子宮摘
出を行う二期的手術では，帝王切開と子宮摘出術をあ
わせた出血量（中央値）が約1300mlであり，cesarean 
hysterectomyの約3000mlより有意に少なかったとし，
重症な癒着胎盤では治療の選択肢となりうると述べてい
る５）。今回の２例においても，３日間の待機であったが
子宮体下部前面の血管の退縮傾向が確認できた。出血量
は少ないとは言えないものの尿路の損傷は避けることが
できた。また子宮が小さくなり，組織の浮腫も軽減して
きており手術操作が容易になるような印象であった。一
方で二期的手術は，胎盤剥離が起こると計画通りにいか
ないことが問題である。Zuckerwise et al.の報告でも，
二期的手術を検討していた18例のうち，４例は術前・術
中の出血によりcesarean hysterectomyに変更され，ま
た二期的手術を行えた14例においても５例は出血等によ
り計画より早くに子宮摘出を行っている。すなわち，帝
王切開時およびその後の待機中は，子宮摘出術を行える
体制を維持しておくことが不可欠である。当院では，長
期間そのような体制を維持することは難しく，火曜日に
帝王切開を行い３日後の金曜日に子宮摘出を行ってい
る。
　癒着胎盤では，帝王切開では胎盤を温存し，胎盤
の自然吸収を待つ待機的治療が選択されることもあ
る４，６，９−11）。治療が成功し子宮を温存できるのが，60～
80％程度と報告されている４，10，11）。子宮摘出に伴う出
血や臓器損傷などを回避でき，妊孕性温存も期待でき
る。一方で胎盤の自然吸収には13.5週（４～60週）程度
を要する４）。長期間の待機が必要であり，その間出血
だけでなく敗血症やDICなどの重篤な合併症が起こりう
る４，11）。そのため，強い妊孕性温存がある場合や重症の
癒着胎盤に限定され行われている。今回の２症例はとも

に，妊孕性温存の希望はなく，また治療が長期に及ぶこ
とを望まれておらず，待機的治療の適応はなかった。
　分娩後出血において，近年Bakriバルーン®をはじめ
子宮内バルーン留置が行われる。基本的には子宮内の
出血点を直接圧迫することで止血を促す。Kondoh et al. 
は，子宮内バルーン留置が癒着胎盤の待機的治療に際し
ても有効であることを報告している９，12）。帝王切開時
に，一部の胎盤が剥離した場合にバルーンを留置する。
バルーンが胎盤を子宮壁に強く圧迫することにより，剥
離部位からの止血を促し，さらなる胎盤剥離も抑制す
る。生食100mlを注入したフォーリーカテーテルを複数
子宮内に留置し，そのシャフトを子宮壁から腹壁外にだ
し，手術翌日に抜去するとしている。一方今回の２症例
では，児娩出後に胎盤剥離を認めないことを確認し，
胎盤剥離の予防目的にネオメトロ®を２～３個子宮内に
留置した。バルーンは抜去の必要が無いためシャフト
を含め子宮内にいれた。ネオメトロ®を選択したのは，
バルーンの先端に突出がないからである。Bakriバルー
ン®やフォーリーカテーテルは，ともにバルーン先端が
突出するため，その先端が胎盤を損傷することが懸念さ
れた。最近先端の突出がなく，容量が多い子宮内バルー
ンも使用可能となっており，そういったバルーンがより
適切な可能性もある。バルーンの留置は直接的な胎盤圧
迫に加え，子宮内腔の容積がある程度維持されることで
子宮収縮の抑制になることも期待した。子宮収縮は胎盤
剥離を促すと考えられるため，帝王切開時の全身麻酔や
術後の硫酸マグネシウムによる子宮収縮抑制も行った。
我々の検索し得た限りにおいて，二期的手術に際して，
胎盤剥離の予防目的にバルーンを留置した症例の報告は
なく，今回行ったこれらの方法が胎盤剥離予防に有効で
あるかは今後の検討が不可欠である。ただ症例１の胎盤
は一部剥離しており，手術当日の約500mlの出血は胎盤
の剥離によるものだったと推察される。幸いそれ以上剥
離しなかったのは，バルーンなどの剥離予防策が寄与し
た可能性はある。
　二期的手術は，胎盤剥離や体制の維持という問題以
外に，深部静脈血栓症や肺塞栓の懸念がある。帝王切
開後，胎盤剥離予防のため安静とするためである。ヘ
パリンは出血の懸念があり使えないため，弾性ストッ
キングとフットポンプを使ったが，血栓症には注意
が必要であると思われる。二期的子宮摘出はcesarean 
hysterectomyに比較し，手術の難易度が下がることが
期待できる。しかしながら待機することのデメリットも
あり慎重に症例を選ぶ必要がある。Zuckerwise et al.の
報告でもcesarean hysterectomyだけでなく二期的子宮
摘出時にも出血多量による母体死亡が１例発生してい
る５）。図11　子宮内バルーン留置方法

子宮底部切開にて児を娩出後，子宮内にバルーンを挿入（①②）
して，子宮筋層を縫合（③）
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結　　　語

　前置癒着胎盤に対して，計画的に二期的子宮摘出を
行った症例を経験した。出血量は少なくはなかったもの
の比較的安全に行えた。その際，胎盤剥離予防のため子
宮内バルーン留置や子宮収縮抑制などを行い，胎盤剥離
をできるだけ回避する工夫を行った。短間隔の二期的子
宮摘出術は，体制の面からも比較的導入しやすく，穿通
胎盤など高度の癒着が予想される症例では有効な治療法
になりうると考えられた。

　私の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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