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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
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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.
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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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