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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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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.
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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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