
第５５回

日本産科婦人科学会

北日本連合地方部会総会・学術講演会

会期　平成１９年１０月５日（金）、６日（土）

会場　新潟コンベンションセンター「朱鷺メッセ」
（〒９５０―００７８　新潟市中央区万代島６―１　TEL：０２５―２４６―８４００）
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第５５回

日本産科婦人科学会

北日本連合地方部会総会・学術講演会

会　　　長　新潟大学医学部産科婦人科学教室　教授　田中憲一

会　　　期　平成１９年１０月５日（金）８：２５～１８：１０

 １０月６日（土）８：３０～１３：１０

会　　　場　新潟コンベンションセンター「朱鷺メッセ」

（〒９５０―００７８　新潟市中央区万代島６―１　TEL：０２５―２４６―８４００）

（発表会場は、第１日目、第２日目で変更になります。ご注意下さい。）

第１日目（平成１９年１０月５日（金））

 第１会場：マリンホール（４階）

 第２会場：中会議室３０２（３階）

 第３会場：中会議室３０１（３階）

第２日目（平成１９年１０月６日（土））

 第１会場：中会議室３０２（３階）

 第２会場：中会議室３０１（３階）

 第３会場：小会議室３０３＋３０４（３階）

日本産科婦人科学会北日本連合地方部会役員会

平成１９年１０月５日（金）１２：１０～１３：００

会場：朱鷺メッセ、３階小会議室３０３＋３０４

日本産科婦人科学会北日本連合地方部会総会

平成１９年１０月５日（金）１３：１０～１３：３０

朱鷺メッセ４階、マリンホール

総 懇 親 会　平成１９年１０月５日（金）１９：００～２１：００

会場　ホテル日航３０階

参　加　費　学術講演会：１０，０００円（９月１日以降の申し込みは１２，０００円）

総 懇 親 会： ７，０００円（９月１日以降の申し込みは８，０００円）

事前登録がお済みの先生は、「事前登録済み」の受付で、学会参加証および講演抄録

集をお受け取り下さい。

事前登録のお済みでない先生は、受付で登録の上、学会参加証および講演抄録集をお

受け取り下さい。

会場では学会参加証の着用をお願いします。

専門医シールは「シール引換所」でお受け取り下さい。

クロークは朱鷺メッセ３階、小会議室３０７となっております。

学会事務局　新潟大学医学部産科婦人科学教室

〒９５１―８５１０　新潟市中央区旭町通１番地７５７

TEL：０２５―２２７―２３２０　FAX：０２５―２２７―０７８９
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会　場　案　内

（ホテル日航入り口、朱鷺メッセ入り口どちらからでも会場へ連絡いたしております。）
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会場付近の図

（駐車場の料金につきましては、割り引き等ございませんので、ご了承下さい。）

 

ホテル日航 
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会　　場　　図

（第１日目と第２日目で第１会場、第２会場、第３会場が異なりますので、ご注意下さい。）
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――　お　知　ら　せ　――

Ⅰ．受け付け開始時間

１０月５日（金）：午前７時４５分

１０月６日（土）：午前８時

Ⅱ．参加者へのお願い

学会参加証を必ずつけて下さい。

事前登録をされていない方は、当日登録受付で参加受付を行い、参加証をお受け取り下さい。

Ⅲ．招請講演、特別講演、レクチャー、シンポジウムの演者へのお願い

学会場ではWindows PCのみを用意致します。Macintoshの方は各自のコンピューターをお持

込下さい。

発表データはUSBフラッシュメモリーかCD-Rで学会当日お持ち下さい。

データ中にムービー（動画）を埋め込んでいる方は演者自身のPCを使用していただきます。PC

本体にディスプレイ出力端子（D-sub １５pin ミニ）がある事、液晶プロジェクター等に正しく出

力されることを確認して下さい。一部機種では変換コネクターを必要とするものがありますの

で、忘れずにお持ち下さい。

Windows Vista Power Point ２００７をご使用の方はご自身のPCをお持ち頂くことをお勧めいた

します。データで持ち込まれる際は保存の際「旧バージョン」で保存し、他のPCで予めお試しく

ださい。

Ⅳ．講演発表

�　座長へのお願い

座長はセッション開始前１０分前に次座長席へご着席下さい。

プログラムに定められた時刻に、その群の講演および交見が終了するように時間厳守にご協

力下さい。

�　演者へのお願い

一般講演はすべて口演発表で、時間は発表６分、討論３分です。

学会場ではWindows PCのみを用意致します。Macintoshの方は各自のコンピューターをお

持込下さい。

すべてPCプレゼンテーションでお願いします。基本的にはメディアにて発表データを持参

していただきますが、動画を使用する場合は必ずご自身のPCをお持ち下さい。

発表３０分前までに３階のPC受付にて受付をお済ませ下さい。

次演者はセッション開始１０分前に次演者席へご着席下さい。

発表データ持参の場合

PC受付にて用意するPC環境は次のとおりです。

Windows XP,  PowerPoint ver. ２０００ ,  ２００３

文字化けなどを防ぐため、OSに標準インストールされているフォントをご使用下さい。
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発表データファイル名には、演題番号と演者名を付けて下さい。

例）演題番号　新潟太郎、etc.

発表データはUSBフラッシュメモリーかCD-R（Disk at once方式、CD-RWは不可）にてお持

ち下さい。また、同じ形式のバックアップメディアを学会当日お持ち下さい。

PC持参の場合

Windows、Macintoshどちらでも使用可能です。PC本体にモニター出力用のD-sub１５pinミニ

端子が付いていることを確認して下さい。一部小型PCでは変換コネクターが必要な機種があ

りますので、必ずお持ち下さい。

発表中にバッテリー切れが起らないように、電源アダプターを必ずお持ち下さい。

発表中にスクリーンセイバーや省電力機能によって電源が切れないよう、あらかじめ設定の

確認、変更をお願いします。

PCにコピーしたデータは、発表終了後、事務局にて消去いたします。

Ⅴ．講演抄録

学会誌掲載の二次抄録は先に提出して頂いた一次抄録にかえさせていただきます。

Ⅵ．１０月５日（金）午前８時３０分からのスポンサードレクチャーでは軽食を用意いたしますので、ご

利用下さい。

（１０月６日（土）のモーニングシンポジウムでは用意しておりません。）
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プログラム一覧�

第１日目（１０月５日（金））

 小会議室
（３０３＋３０４）

第３会場
（中会議室３０１）

第２会場
（中会議室３０２）

第１会場
（マリンホール）

８：２５
開会式

スポンサードレクチャー：
久慈直昭（慶應大学）
座長：倉智博久（山形大学）（日本オルガノン共催）９：００

一般演題（Ⅴ）：腫瘍�一般演題（Ⅲ）：周産期�一般演題（Ⅰ）：腫瘍�

１０：００
一般演題（Ⅵ）：周産期�一般演題（Ⅳ）：周産期�一般演題（Ⅱ）：腫瘍�

招請講演：野田起一郎（近畿大学）
座長：田中憲一（新潟大学）

１１：００

１２：００
北日本連合地方部会
役員会

ランチョンセミナー：小池浩司（金沢大学）
座長：水沼英樹（弘前大学）
（ポーラファルマ共催）

１３：００
総会

日産婦学会腫瘍委員
会説明会

特別講演１　高倉正博（金沢大学）
座長：水上尚典（北海道大学）

１４：００
特別講演２　田嶋公久（福井大学）
座長：千石一雄（旭川医科大学）

特別講演３　藤本俊郎（秋田大学）
座長：杉山徹（岩手医科大学）１５：００

特別講演４　藤田和之（新潟大学）
座長：小辻文和（福井大学）

１６：００
スポンサードレクチャー：難治性癌を考える：
司会；櫻木範明（北海道大学）
　　　杉山　徹（岩手医科大学）
演者：牛嶋公生（久留米医科大学）
　　　落合和徳（東京慈恵会医科大学）
　　　鈴木光明（自治医科大学）
　　　杉山　徹（岩手医科大学）
（ブリストルマイヤーズ共催） 

１７：００

１８：００

総懇親会：ホテル日航：３０階

１９：００

２０：００
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プログラム一覧�

第２日目（１０月６日（土））

 第３会場
（小会議室３０３＋３０４）

第２会場
（中会議室３０１）

第１会場
（中会議室３０２）

８：００

モーニングシンポジウム：
New Knowledge in Perinatology
司会：岡村州博（東北大学）
　　　齋藤　滋（富山大学）
演者：菊池　朗（新潟大学）
　　　山田秀人（北海道大学）
　　　増崎英明（長崎大学）
　　　岡村州博（東北大学）

８：３０

９：００

１０：００

一般演題（ⅩⅣ）　周産期�一般演題（ⅩＩ）　生殖・女性医学�一般演題（Ⅶ）　腫瘍�

１１：００
一般演題（ⅩⅤ）　周産期�一般演題（ⅩⅡ）　生殖・女性医学�一般演題（Ⅷ）　腫瘍�

一般演題（Ⅸ）　腫瘍�

一般演題（ⅩⅥ）　周産期�一般演題（ⅩⅢ）　腫瘍�１２：００
一般演題（Ⅹ）　腫瘍�

閉会式１３：００
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第１日目：平成１９年１０月５日（金）

○開会式　A.M. ８：２５（第１日目第１会場：マリンホール（４階））

○スポンサードレクチャー（日本オルガノン共催）

A.M. ８：３０～９：１５（第１日目第１会場：マリンホール（４階））

演題名：「リコンビナントFSHの臨床応用・排卵誘発と体外受精」

座長：倉智　博久（山形大学産婦人科）

演者：久慈　直昭（慶應義塾大学産婦人科）

○招請講演

A.M. １１：００～１２：００（第１日目第１会場：マリンホール（４階））

演題名：「子宮頚がんの制圧」

座長：田中　憲一（新潟大学産婦人科）

演者：野田　起一郎（近畿大学名誉学長）

○ランチョンセミナー（ポーラファルマ共催）

P.M. ０：１０～１：００（第１日目第１会場：マリンホール（４階））

演題名：「ストレスと更年期の精神・神経障害　：エストロゲンの果たす役割」

座長：水沼　英樹（弘前大学産婦人科）

演者：小池　浩司（金沢大学産婦人科）

○第５５回日本産科婦人科学会北日本連合地方部会総会

P.M. １：１０～１：３０（第１日目第１会場：マリンホール（４階））

○特別講演（１）

P.M. １：３０～２：１０（第１日目第１会場：マリンホール（４階））

演題名：「細胞不死化メカニズムの解明とその臨床応用」

座長：水上　尚典（北海道大学産婦人科）

演者：高倉　正博（金沢大学産婦人科）

○特別講演（２）

P.M. ２：１０～２：５０（第１会場：マリンホール（４階））

演題名：「莢膜細胞が卵胞機能に果たす役割」

座長：千石　一雄（旭川医科大学産婦人科）

演者：田嶋　公久（福井大学産婦人科）
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○特別講演（３）

P.M. ２：５０～３：３０（第１会場：マリンホール（４階））

演題名：「子宮体癌の手術療法　－リンパ節郭清を中心に－」

座長：杉山　　徹（岩手医科大学産婦人科）

演者：藤本　俊郎（秋田大学産婦人科）

○特別講演（４）

P.M. ３：３０～４：１０（第１会場：マリンホール（４階））

演題名：「造精機能障害の臨床的評価と治療法に関する研究」

座長：小辻　文和（福井大学産婦人科）

演者：藤田　和之（新潟大学産婦人科）

○スポンサードレクチャー（ブリストルマイヤーズ共催）

P.M. ４：１０～６：１０（第１会場：マリンホール（４階））

「難治性癌を考える」

司会：櫻木　範明（北海道大学産婦人科）

杉山　　徹（岩手医科大学産婦人科）

�　子宮体部漿液性腺癌・明細胞癌

演者：牛嶋　公生（久留米大学産婦人科）

�　子宮頚部腺癌の治療戦略

演者：落合　和徳（東京慈恵会医科大学産婦人科）

�　卵巣粘液性腺癌

演者：鈴木　光明（自治医科大学産婦人科）

�　卵巣明細胞癌（Clear Cell Carcinoma of the Ovary）

演者：杉山　　徹（岩手医科大学産婦人科）
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第２日目：平成１９年１０月６日（土）

○モーニングシンポジウム

A.M. ８：３０～１０：３０（第２日目第１会場：中会議室３０２（３階））

「New Knowledge in Perinatology」

司会：岡村　州博（東北大学産婦人科）

斎藤　　滋（富山大学産婦人科）

�　「歯周病と周産期異常」

演者：菊池　　朗（新潟大学産婦人科）

�　「免疫グロブリンを用いた先天性サイトメガロウイルス感染症に対する胎児治療」

演者：山田　秀人（北海道大学産婦人科）

�　「双胎妊娠の分子遺伝学的解析」

演者：増崎　英明（長崎大学産婦人科）

�　「産科拠点病院創出とセミオープンシステム構築による周産期医療ネットワーク」

演者：岡村　州博（東北大学産婦人科）
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一　般　演　題

第１日目（１０月５日（金））

○一般演題（Ⅰ）：腫瘍（１）（第１日目第１会場：マリンホール（４階））

A.M. ９：２０～１０：０５ 座長：吉田　好雄（福井大学）

１．子宮頸癌根治術における排尿機能温存を目的とした自律神経温存広汎子宮全摘術の試み

岩手医科大学産婦人科

○三浦史晴、熊谷晴介、高嵩、賀来宏雄、小見英夫、利部正裕、諸原雄一、庄子忠宏、

　松田琢磨、吉崎陽、杉山徹

２．子宮頸癌におけるリンパ節転移例の予後因子についての検討

北海道大学産婦人科

○小島崇史、保坂昌芳、三田村卓、森脇征史、原洋子、藤堂幸治、武田真人、蝦名康彦、

　渡利英道、工藤正尊、水上尚典、櫻木範明

３．当院における子宮頚部円錐切除後断端陽性症例の検討

新潟大学産婦人科

○郷戸千賀子、関根正幸、八幡哲郎、藤田和之、田中憲一

４．子宮頸部腺系病変　スコアリング・システムの細胞診応用

東北大学産婦人科

○岡本聡、新倉仁、吉永浩介、宇都宮裕貴、永瀬智、高野忠夫、伊藤潔、八重樫伸生、

　岡村州博

５．当科で長期間フォローアップした子宮頸部異形成症例の検討

新潟県立がんセンター新潟病院婦人科

○笹川基、小島由美、本間滋、児玉省二

○一般演題（Ⅱ）：腫瘍（２）（第１日目第１会場：マリンホール（４階））

A.M. １０：０５～１０：５０ 座長：藤本　俊郎（秋田大学）

６．上皮性卵巣癌組織におけるKi-６７の発現の意義

KKR札幌医療センター産婦人科

○古田裕、白銀透、涌井之雄、酒井慶一郎
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－１４－

７．上皮性卵巣癌における血管新生阻害因子vasohibinの発現検討

東北大学産婦人科

○吉永浩介、伊藤潔、八重樫伸生

８．フルツロンの経口投与が有効と思われた腹膜偽粘液腫の一例

宮城県立がんセンター婦人科

○大友圭子、工藤一弥、田勢亨

９．Gemcitabine/Docetaxel併用化学療法が奏功した再燃卵巣癌の一例

黒部市民病院産婦人科

○稲田貢三子、日高隆雄、高地圭子、津留明彦、八十島邦昭、新居隆

１０．カルボプラチン過敏反応を起こした卵巣癌症例の検討

新潟市民病院産婦人科

○渡邊亜由子、柳瀬徹、石黒竜也、松下宏、常木郁之輔、田村正毅、倉林工

○一般演題（Ⅲ）：周産期（１）（第１日目第２会場：中会議室３０２（３階））

A.M. ９：２０～１０：０５ 座長：庄子　忠宏（岩手医科大学）

１１．事前情報が無いまま救急搬送された出血性ショックの帝切既往のある全前置胎盤の一症例

山形大学産婦人科

○磯部真倫、吉田隆之、太田剛、阿部亜紀子、逸見典子、須藤毅、堤誠司、倉智博久

１２．術式を統一した前置胎盤症例の検討（続報）

旭川医科大学産婦人科

○金井麻子、瀬戸佐和子、日高康弘、伊藤秀行、石郷岡哲郎、田熊直之、千石一雄

１３．癒着胎盤の１例

岩手県立中央病院産婦人科

○石橋ますみ、葛西真由美、中里権恵、尾上洋樹、本田達也、鈴木博

１４．前置癒着胎盤及び広範な前壁付着を伴う前置胎盤に対する新たな帝切法：子宮底部横切開法

の安全性と有用性

福井大学産婦人科

○西島浩二、鈴木千代、佐藤久美子、品川明子、澤村陽子、福田真、打波郁子、折坂誠、

　田嶋公久、吉田好雄、小辻文和
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－１５－

１５．用手的整復に成功し止血し得た子宮内反症の一例

市立砺波総合病院産婦人科

○野島俊二、上島千春、岩垂純平、野崎紀子、金枝貴史

○一般演題（Ⅳ）：周産期（２）（第１日目第２会場：中会議室３０２（３階））

A.M. １０：０５～１０：５０ 座長：田中　政彰（金沢大学）

１６．妊娠に合併した稀な卵巣腫瘍

山形県立中央病院産婦人科

◯小篠隆広、岩間英範、高山和人、阿部祐也、小田隆晴

１７．出産後に急激に悪化した子宮筋腫合併妊娠の１例

札幌医科大学産婦人科

○杉尾明香、江坂嘉昭、長澤邦彦、馬場剛、石岡伸一、林卓宏、遠藤俊明、齊藤豪

１８．診断に苦慮した卵巣膿瘍合併妊娠の一例

JA北海道厚生連帯広厚生病院産婦人科１）、王子総合病院産婦人科２）

○千葉健太郎１）、明石大輔１）、小田切哲二２）、杉山英智１）、武井弥生１）、服部理史１）、川口勲１）

１９．当院における過去３年間の分娩状況の地理的条件からの検討

旭川厚生病院産婦人科

○吉澤明希子、金野陽輔、斉藤剛、和田恵子、吉田俊明、岡元一平、飛世義則

２０．離島における周産期管理の現状

市立稚内病院産婦人科

○佐藤祐一、川村光弘

○一般演題（Ⅴ）：腫瘍（３）（第１日目第３会場：中会議室３０１（３階））

A.M. ９：２０～１０：０５ 座長：田中　耕平（スズキ記念病院）

２１．エストロゲン受容体イメージング製剤（１６α-[１８F]-fluoro-１７β estradiol（FES））を用いた

ポジトロン断層（PET）検査の婦人科腫瘍診療導入に向けた研究

福井大学産婦人科１）、同 高エネルギー医学センター２）

○澤村陽子１）、吉田好雄１）、黒川哲司１）、品川明子１）、佐藤久美子１）、鈴木千代１）、福田真１）、

　西島浩二１）、折坂誠１）、田嶋公久１）、小辻文和１）、土田龍郎２）、辻川哲也２）、岡沢秀彦２）、

　藤林康久２）
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－１６－

２２．経腟超音波と傘状八光針を用いた腟式卵巣嚢腫核出術の試み

金沢大学産婦人科

○田中政彰、可西直之、吉本英生、橋本学、水本泰成、山崎玲奈、井上正樹

２３．腹腔鏡下子宮筋腫核出術施行中に遭遇したadenomatoid tumorの３例

北海道大学産婦人科

○加藤達矢、工藤正尊、西信也、森脇征史、櫻木範明、水上尚典

２４．卵巣腫瘍に対する腹腔鏡下手術　体内法と体外法の比較

立川綜合病院産婦人科

○渡辺知子、佐藤孝明、佐藤ひとみ、小林弘子、七里和良

２５．腹腔鏡下手術後にポートサイトヘルニアを呈した１例

札幌医科大学産婦人科　

○藤本尚、黒田敬史、田中綾一、梅村康太、伊東英樹、斉藤豪

○一般演題（Ⅵ）：周産期（３）（第１日目第３会場：中会議室３０１（３階））

A.M. １０：０５～１０：５０ 座長：平野　秀人（秋田赤十字病院）

２６．血性羊水を認めた絨毛膜下血腫合併妊娠分娩の１例

富山大学産婦人科１）、おとぎの森レディースクリニック２）

○塩崎有宏１）、西山玲奈１）、米田徳子１）、立松美樹子１）、伊奈志帆美１）、稲坂淳１）、

　若杉聡美１）、米田哲１）、斎藤滋１）、副田善勝２）

２７．腎細胞癌合併妊娠の一症例

東北大学周産母子センター

○松田尚美、千坂泰、宇賀神智久、斎藤昌利、室月淳、岡村州博

２８．低フィブリノーゲン血症（異常症）合併妊娠の一例

北海道大学病院産科・周産母子センター１）、釧路赤十字病院産婦人科２）

○中谷真紀子１，２）、山田崇弘１）、佐々木瑞恵１）、庄野理奈１）、山崎綾野１）、森川守１）、山田俊１）、

　長和俊１）、山田秀人１）、水上尚典１）

２９．重症妊娠悪阻様の症状で発症した下垂体前葉機能低下症合併妊娠の一例

市立札幌病院産婦人科１）、同 糖尿病代謝内科２）

○伊藤公美子１）、羽田健一１）、内田亜紀子１）、奥きくお１）、島畑顕治１）、及川衛１）、

　奥山和彦１）、晴山仁志１）、和田典男２）、　亀田啓２）
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－１７－

３０．妊娠中に発症したギランバレー症候群（GBS）の２例

青森県立中央病院産婦人科

○福原理恵、橋元粧子、横田恵、梅本実香、小笠原智香、森川晶子、佐藤秀平、齋藤勝
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－１８－

一　般　演　題

第２日目（１０月６日（土））

○一般演題（Ⅶ）：腫瘍（４）（第２日目第１会場：中会議室３０２（３階））

A.M. １０：３０～１１：１５ 座長：八幡　哲郎（新潟大学）

３１．当科における子宮頸癌に対する術前化学療法（NAC：Neoadjuvant chemotherapy）の有用

性の検討

富山大学産婦人科１）、黒部市民病院産婦人科２）

○中島彰俊１）、柳楽清文１）、長谷川徹１）、日高隆雄２）、中村隆文１）、斎藤滋１）

３２．手術療法と化学療法を併用した子宮頸部扁平上皮癌の検討

旭川厚生病院産婦人科

○岡元一平、吉澤明希子、金野陽輔、斉藤剛、和田恵子、吉田俊明、飛世義則

３３．進行子宮頸部腺癌に対するDN（ドセタキセル／ネダプラチン）療法

旭川厚生病院産婦人科

○金野陽輔、吉澤明希子、斉藤剛、和田恵子、吉田俊明、岡元一平、飛世義則

３４．当科における子宮頚癌に対する腹腔鏡下広汎性子宮全摘

国立病院機構北海道がんセンター婦人科１）、苫小牧王子総合病院産婦人科２）

○金内優典１）、加藤秀則１）、野村英司２）、半田康１）、首藤聡子１）、野澤明美１）、青野亜美１）、

　齋藤裕司１）、山下幸紀１）

３５．子宮頸癌Ⅲ、Ⅳ期に対し骨盤臓器全摘術を施行した２例

青森県立中央病院産婦人科

○梅本実香、橋本粧子、横田恵、福原理恵、小笠原智香、森川晶子、佐藤秀平、齋藤勝

○一般演題（Ⅷ）：腫瘍（５）（第２日目第１会場：中会議室３０２（３階））

A.M. １１：１５～１１：４２ 座長：桑間　直志（富山赤十字病院）

３６．当科における卵巣悪性胚細胞腫瘍に対する妊孕能温存治療の検討

札幌医科大学産婦人科

○本田あかり、田中綾一、黒田敬史、両坂美和、梅村康太、藤本尚、鈴木孝浩、伊東英樹、

　斉藤豪
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－１９－

３７．当科における卵巣癌に対する腹腔鏡下手術

王子総合病院産婦人科

○石本真紀、野村英司、光部兼六郎、小田切哲二、木川聖美

３８．腹腔鏡下に摘出後、早期に再発した莢膜細胞腫の一例

旭川医科大学産婦人科

○杉村和代、宮本敏伸、堀川道晴、千石一雄

○一般演題（Ⅸ）：腫瘍（６）（第２日目第１会場：中会議室３０２（３階））

A.M. １１：４２～P.M. ０：０９ 座長：中野　　隆（富山県立中央病院）

３９．当科における卵巣癌PAN単独再発症例に関する検討

新潟大学産婦人科

○岡田潤幸、土谷美和、芦沢直浩、沼田雅裕、加嶋克則、関根正幸、八幡哲郎、藤田和之、

　田中憲一

４０．卵巣明細胞腺癌における腹水細胞診陽性の意義

秋田大学産婦人科

○佐藤直樹、佐藤敏治、熊澤由紀代、藤本俊郎、佐藤宏和、田中俊誠

４１．CTでは発見できず、MRIで診断された癌性髄膜炎の２例

東北大学産婦人科

○豊島将文、田辺康次郎、吉永浩介、高橋尚美、永井智之、片桐未希子、湊敬広、蔭山成、

　新倉仁、八重樫伸生

○一般演題（Ⅹ）：腫瘍（７）（第２日目第１会場：中会議室３０２（３階））

P.M. ０：０９～０：５４ 座長：片山　英人（旭川医科大学）

４２．当科における子宮体癌／内膜異型増殖症に対する妊孕能温存療法（MPA療法）についての検

討

北海道大学産婦人科

○森脇征史、蝦名康彦、小島崇史、三田村卓、保坂昌芳、原洋子、藤堂幸治、武田真人、

　渡利英道、工藤正尊、水上尚典、櫻木範明

４３．子宮体癌症例における筋層浸潤の評価法について

旭川医科大学産婦人科

○片山英人、横浜祐子、荻野元子、加藤育民、西脇邦彦、山下剛、千石一雄
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－２０－

４４．子宮温存治療を試みた１４歳子宮体癌の１例

北海道大学産婦人科

○三田村卓、藤堂幸治、小島崇史、森脇征史、原洋子、保坂昌芳、武田真人、渡利英道、

　櫻木範明

４５．抗リン脂質抗体症候群合併子宮体癌の１例

富山赤十字病院産婦人科

○桑間直志、小幡宏昭、藤間博幸、高橋裕

４６．子宮内膜原発卵黄嚢腫瘍の一例

山形大学産婦人科

○網田光善、原周一郎、太田剛、関口真紀、早坂直、小島原敬信、中原健次、倉智博久

○一般演題（ⅩⅠ）：生殖・女性医学（１）（第２日目第２会場：中会議室３０１（３階））

A.M. １０：３０～１１：１５ 座長：村上　　節（東北大学）

４７．当科における精子凍結保存に関する臨床的検討

山形大学産婦人科

○原周一郎、網田光善、川越淳、高田恵子、五十嵐秀樹、高橋一広、高橋俊文、倉智博久

４８．TESE-ICSI後に発症した二絨毛膜性双胎と共存した全胞状奇胎

北海道大学産婦人科１）、国立病院機構西別府病院２）、北海道がんセンター３）、北海道大学病院

病理部４）、九州大学産婦人科５）

○佐々木尚子１）、山田崇弘１）、工藤正尊１）、松田貴雄２）、山田俊１）、森脇征史１）、西信也１）、

　蝦名康彦１）、山田秀人１）、加藤秀則３）、伊藤智雄４）、和気徳夫５）、櫻木範明１）、水上尚典１）

４９．hMG-hCG療法による排卵誘発を行ない妊娠成立を得たカルマン症候群の一例

秋田大学産婦人科

○久保真一、福田淳、熊谷仁、河村和弘、藤本俊郎、田中俊誠

５０．卵細胞質内精子注入法における精子先体酵素の胚発生への影響

福島県立医科大学産婦人科１）、ハワイ大学生殖生物学研究所２）

○両角和人１）、小宮ひろみ１）、伊藤明子１）、熊耳敦子１）、佐藤章１）、柳町隆造２）

５１．不育症症例における均衡型転座保因者に関する検討

新潟大学産婦人科

○能仲太郎、明石真美、生野寿史、山田京子、富田雅俊、菊池朗、高桑好一、田中憲一
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－２１－

○一般演題（ⅩⅡ）：生殖・女性医学（２）（第２日目第２会場：中会議室３０１（３階））

A.M. １１：１５～P.M. ０：００ 座長：山田　秀人（北海道大学）

５２．若年女性の月経前症候群に対する漢方の使用経験

苫小牧市立病院産婦人科

○佐藤修、小山貴弘、花谷馨

５３．腹腔鏡下低位前方切除術を施行した膣直腸子宮内膜症の１例

立川綜合病院産婦人科

○佐藤ひとみ、佐藤孝明、小林弘子、七里和良

５４．卵管膨大部妊娠に対する腹腔鏡下卵管切開術の術後成績　－外妊存続例の検討を中心に

仙台市立病院産婦人科

○只川真理、斉藤純香、岡村智佳子、安井友春、五十嵐司、渡辺正、渡辺孝紀

５５．当院での腹腔妊娠３例の検討

金沢大学産婦人科

○山崎玲奈、橋本学、可西直之、田中政彰、井上正樹

５６．IUD使用者に発生した骨盤放線菌症の２症例

長岡赤十字病院産婦人科

○関根和彦、水野泉、鈴木美奈、安田雅子、遠間浩、安達茂実、須藤寛人

○一般演題（ⅩⅢ）：腫瘍（８）（第２日目第２会場：中会議室３０１（３階））

P.M. ０：００～０：３６ 座長：中原　健次（山形大学）

５７．腹腔鏡下婦人科悪性腫瘍手術において肺塞栓症のリスクは高まるか

王子総合病院産婦人科

○小田切哲二、木川聖美、石本真紀、光部兼六郎、野村英司

５８．当科で経験した婦人科癌脳転移の１１例

北海道大学産婦人科

○長岡久美子、武田真人、小島崇史、三田村卓、森脇征史、原洋子、保坂昌芳、藤堂幸治、

　渡利英道、工藤正尊、水上尚典、櫻木範明

５９．当科で経験した卵管癌５例の検討

鶴岡市立荘内病院産婦人科

○市川香也、高柳健史、五十嵐裕一
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－２２－

５９．２　黄色肉芽腫性子宮内膜炎の一例
弘前大学産婦人科

○二神真行、山本善光、横山良仁、樋口毅、水沼英樹

○一般演題（ⅩⅣ）：周産期（４）（第２日目第３会場：小会議室３０３＋３０４（３階））
A.M. １０：３０～１１：１５ 座長：室月　　淳（東北大学）

６０．双胎間輸血症候群に対して胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術による胎児治療を行った２
例
東北大学産婦人科１）、国立成育医療センター周産期診療部胎児診療科２）

○佐藤尚明１）、室月淳１）、斎藤昌利１）、千坂泰１）、岡村州博１）、左合治彦２）

６１．当科で経験した一絨毛膜一羊膜双胎３症例の検討
新潟市民病院産婦人科

○石黒竜也、田村正毅、渡辺亜由子、松下宏、常木郁之輔、柳瀬徹、倉林工

６２．妊娠３３週に劇症１型糖尿病を発症した１症例
函館中央病院産婦人科

○田中理恵子、片岡宙門、石川聡司、田沼史恵、工藤隆之、十亀真志

６３．妊娠中に妊娠高血圧症候群を伴わず、産褥期に発症したHELLP症候群の三例
済生会新潟第二病院産婦人科

○吉田邦彦、吉田敬之、長谷川功、吉谷徳夫、湯澤秀夫、新井繁

６４．妊娠高血圧症候群に伴うRPLSを呈した２症例の検討
金沢医科大学産婦人科

○富澤英樹、井上弘一、篠倉千早、広崎奈津子、早稲田智夫、藤井亮太、牧野田知

○一般演題（ⅩⅤ）：周産期（５）（第２日目第３会場：小会議室３０３＋３０４（３階））
A.M. １１：１５～P.M. ０：００ 座長：藤井　俊策（弘前大学）

６５．帝王切開術直後に急性左心不全となり集中治療を行った産褥心筋症の一例
石川県立中央病院産婦人科

○藤田聡子、前川真知子、高橋仁、吉成秀夫、平吹信弥、佐々木博正、干場勉、朝本明弘

６６．周産期心筋症（PPCM）の４例
岩手医科大学産婦人科

○金杉知宣、賀来宏維、高嵩、西郡秀和、庄子忠宏、福島明宗、杉山徹
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－２３－

６７．分娩後出血（PPH）に子宮動脈塞栓術（UAE）が有効であった３症例

金沢大学産婦人科１）、金沢社会保険病院産婦人科２）

○土肥聡１）、橋本学１）、水本泰成１）、由田譲２）、田中政彰１）、井上正樹１）

６８．塩酸リトドリン投与後の肺水腫を契機として診断された妊娠後期の心不全の一例

北海道大学産婦人科

○鈴木賀博、佐々木尚子、荒木直人、山田崇弘、森川守、山田俊、山田秀人、櫻木範明、

　水上尚典

６９．妊娠中の肺血栓塞栓症に対し血栓除去術を施行した骨髄異形性症候群合併妊娠の一例

弘前大学産婦人科１）、青森県立中央病院総合周産期母子医療センター２）

○山本善光１）、谷口綾亮１）、木村秀崇１）、田中幹二１）、尾崎浩士１）、水沼英樹１）、佐藤秀平２）

○一般演題（ⅩⅥ）：周産期（６）（第２日目第３会場：小会議室３０３＋３０４（３階））

P.M. ０：００～０：４５ 座長：倉林　　工（新潟市民病院）

７０．３DCTを用いて胎児診断が可能であった軟骨無形成症の１症例

岩手県立磐井病院産婦人科１）、同 小児科２）、東北大学産婦人科３）

○西本光男１）、菅原登１）、佐藤直子１）、鍋島寛志１）、天沼史孝２）、丸山秀和２）、室月淳３）

７１．新生児大腿骨骨折５例の検討

新潟市民病院産婦人科１）、同 新生児医療センター２）

○三間紘子１）、石黒竜也１）、渡邊亜由子１）、松下宏１）、常木郁之輔１）、田村正毅１）、柳瀬徹１）、

　倉林工１）、永山善久２）

７２．当科で管理した胎児横隔膜ヘルニアの臨床統計　－特に産科的臨床背景と予後との関連につ

いて

新潟大学産婦人科

○高橋泰洋、沼田雅裕、明石真美、木戸直子、能仲太郎、五日市美奈、笹原淳、生野寿史、

　竹山智、山田京子、富田雅俊、菊池朗、高桑好一、田中憲一

７３．胎児腎動脈血流量および腎体積の成熟に伴う変化

金沢医科大学産婦人科

○井上弘一、桑原崇、早稲田智夫、井浦俊彦、牧野田知

７４．胎児胸腔シャントが有効であったCCAM症例

新潟大学産婦人科

○笹原淳、富田雅俊、生野寿史、山田京子、菊池朗、高桑好一、田中憲一
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－２５－

子宮頚がんの制圧

近畿大学名誉学長　野田起一郎

　本学会における田中会長からの講演依頼は、若い頃この北日本連合学会で育った私にとって

は、大変光栄なことであり、快くお引き受けした次第である。講演のテーマは、私のライフ

ワークともいうべき「子宮頚がんの制圧」としたが、この演題は第３１回日本癌治療学会（１９９３）

の会長講演の演題と期せずして同一のものとなった。この会長講演では、次の５つの項目につ

いて述べた。

　　１．老健法下の子宮頚検診の普及

　　２．発生原因と一次予防法の確立

　　３．頚部腺癌の病態解明と治療法の確立

　　４．機能温存療法

　　５．進行癌・高悪性度癌に対する集学的治療法の確立

　この癌治療学会から、すでに１４年が経過している。この間、基礎・臨床に関する種々の面で

の学問の進歩や社会情勢の変化があったが、この講演では、これらの進歩や変化が頚がんの予

防や診断・治療にどのように反映されたかに焦点しぼって述べてみたいと思う。
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－２７－

（１）細胞不死化メカニズムの解明とその臨床応用

金沢大学産婦人科　高倉正博

　ヒトの正常細胞の分裂回数は有限であるが、これはすべての生物にあてはまることではな

い。哺乳類でもマウスなどの正常細胞は多くの場合無限増殖が可能であるが、これは細胞分裂

の際に不可避の染色体末端（テロメア）の短縮を補う酵素であるテロメレースがこれらの生物

の細胞では広汎に発現されているのに対して、ヒト細胞ではその発現が厳密に調節されている

ことが大きな要因である。この制御を脱しテロメレースを活性化し、染色体末端短縮を乗り越

えることは癌化の重要なステップになっており、実際各種婦人科癌においてもテロメレースは

高率に活性化されている。

　我々はテロメレースの調節機構として、その酵素活性蛋白であるhTERTの転写調節が重要

であることを明らかにしてきた。そのメカニズムとしてc-mycやSp-1などの転写活性化因子に

よるもののみならず、正常細胞におけるテロメレース抑制メカニズムとしてヒストン脱アセチ

ル化を介したエピジェネティックな経路や、AP-1による特異的な抑制機構などを解明してき

た。また最近になってある種のmicro RNAがテロメレース抑制に関与していることを発見し、

詳細な検討を行うと共に、これが癌治療の糸口となる可能性についても模索している。

　さらに癌細胞で高率に活性化されているhTERT遺伝子プロモーターの性質を逆手にとって、

この働きによって癌細胞でのみ特異的に増殖するアデノウイルスベクターを作成し、ウイルス

増殖自体によって殺細胞効果を図る新しい遺伝子治療も試みている。すでに卵巣癌腹膜播種モ

デルの動物実験で良好な結果を得ている。また現在、ベンチャー企業との協力の下、米国で臨

床治験が開始されており、これについても最新の情報を提供する。
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－２８－

（２）莢膜細胞が卵胞機能に果たす役割

福井大学産婦人科　田嶋公久

　近年、莢膜細胞におけるアンドロゲン産生異常が、PCOSをはじめとした卵巣機能異常の原

因となることが示唆されている。また、卵巣アンドロゲンは、エストロゲンの基質となるだけ

でなく、初期卵胞発育に重要な役割を果たしていることが明らかになってきた。このようなこ

とから、莢膜細胞の生理学的・病理学的な役割について関心が高まりつつある。しかし、莢膜

細胞の分化・アンドロゲン産生・細胞死がどのように調節されているかについては不明な点が

多い。私たちは、莢膜細胞と顆粒膜細胞がコラーゲン膜の反対側に培養される独自の共培養シ

ステムを開発し、卵胞細胞の機能を研究してきた。今回の発表では、私たちの研究システムか

ら得られた、莢膜細胞についての知見を紹介するとともに、莢膜細胞の生理学的・病理学的な

役割についてレビューを行いたい。私たちが莢膜細胞について行った研究として、以下のよう

なものがある。

１）莢膜細胞の起源：莢膜細胞は、卵巣皮質の間質細胞から生じる。

２）莢膜細胞が顆粒膜細胞に及ぼす影響：莢膜細胞は顆粒膜細胞のアンドロゲン産生を増加さ

せる。この効果は、P450c17の発現亢進を介して起こる。また、莢膜細胞は顆粒膜細胞のア

ポトーシスを抑制する。さらに、莢膜細胞は顆粒膜細胞とともに卵の卵核胞崩壊を抑制する

３）莢膜細胞アンドロゲン産生のシグナル伝達機構：LHで刺激された莢膜細胞のアンドロゲン

産生では、ERK（Extracellular signal-regulated kinase）経路が重要な役割を果たす。ERK

を抑制することで、莢膜細胞のアンドロゲン産生は減少する。緑茶カテキンは、ERK活性を

阻害し、莢膜細胞のアンドロゲン産生を抑制する。
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－２９－

（３）子宮体癌の手術療法　－リンパ節郭清を中心に－

秋田大学産婦人科　藤本俊郎

　今回我々は、１９９３年から２００４年まで東北６大学で初回治療した子宮体癌患者を対象に、子宮

摘出術式の違いによる腟断端再発率、骨盤（PLN）ならびに傍大動脈リンパ節（PAN）郭清の

臨床的意義について検討した。

１）子宮摘出術式の違いによる腟断端再発率の検討：対象は子宮頚部浸潤を認めなかった６４７症

例について、単純子宮全摘術（ATH）施行群と準広汎（mRH）/広汎子宮全摘術（RH）群

で腟断端再発率を比較検討した。ATH症例（n＝３７７）では１０症例（２.７％）に腟断端再発を

認めたのに対し、mRHまたはRH症例（n＝２７０）では１症例（０.４％）にしか腟断端再発を認

めなかった（p＝０.０４１）。ただし腟断端再発例では、腟断端腔内照射を施行しているため２群

間における累積生存率には有意差を認めなかった（p＝０.８２９）。

２）PLN郭清の治療的意義：対象は、遠隔転移を認めないStage　pT1/2期（pT1：３３９症例、

pT2：４０症例）およびStage pT3期（n＝５６）それぞれについて、PLN非郭清群とPLN郭清群

の累積生存率を検討した。Stage pT1/2期における臨床病理学的因子と累積生存率の関係を

検討した結果、治療開始年齢（p＝０.０００２）および構造異型度（p＝０.０２４０）が独立した予後

因子であった。治療開始年齢の上昇に伴い原病死率の上昇が認められた。またGrade1/2群

ではPLN郭清群と非郭清群では累積生存率に有意差は認められなかったが、Grade3群におい

てはPLN郭清群と非郭清群で有意差（p＝０.０３３０）を認めた。同様に遠隔転移を認めない

Stage pT3期（n＝５６）についても検討した結果、PLN郭清の有無（p＝０.０４８１）、組織型（p

＝０.００１８）、構造異型度（p＝０.０４４５）が独立した予後因子であった。

３）傍大動脈リンパ節郭清の治療的意義：術後進行期Ⅰ期（PLN郭清群；n＝２１８、PLN＋PAN

郭清群；n＝１８５）、Ⅱ期（n＝３０、n＝３３）、Ⅲa期（n＝３２、n＝４１）の累積５年生存率はそれ

ぞれ９７.７％、９４.３％、８６.７％と予後良好で、これらの群においてはPLN郭清群とPLN＋PAN郭

清群では、累積生存率に有意差を認めなかった。Ⅲc期の累積５年生存率はPLN郭清群（n＝

２５）で５３.９％、PLN＋PAN郭清群（n＝３８）で６９.１％であったが、有意差は認めなかった（p

＝０.１９１）。Ⅲc期における臨床病理学的因子と累積生存率の関係を検討した結果、PLN転移部

位数（＜－ １vs.＞－ ２）が独立した予後因子であった（p＝０.０４０）。PLN転移部位数＜－ １個の群に

おいてはPAN郭清の有無にかかわらず累積生存率に有意差は認めなかったが（p＝０.４０８）、

PLN転移部位数＞－ ２個の群においてPLN＋PAN郭清群（n＝２１）とPLN郭清群（n＝１２）の累

積５年生存率は、それぞれ５９.６％、１９.４％でPLN＋PAN郭清群のほうが有意に累積生存率が

良好であった（p＝０.０１１）。
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（４）造精機能障害の臨床的評価と治療法に関する研究

新潟大学産婦人科　藤田和之

【はじめに】不妊症夫婦における男性不妊症の割合は約４０～５０％といわれている。男性不妊症の

原因は多岐にわたるが、最も多く臨床でも問題となるのが特発性の造精機能障害である。精子

形成を促進する薬物療法としてビタミン剤、漢方薬などの有用性の報告があるがエビデンスレ

ベルの高い報告はない。我々は乏精子症症例に対し主に抗酸化作用による効果を期待し、柴苓

湯による治療を試みたのでその効果を報告する。一方で体外受精、顕微授精、精巣内精子採取

術（TESE）などの生殖補助医療の普及により、特発性造成機能障害症例に対しては、薬物療

法で精子形成の改善を期待するより積極的に生殖補助医療を行うことで妊娠を計るという考え

方も広まっているのが現状である。TESEを施行しても精子を採取できない症例もありTESE

の術前に精子が採取できる可能性に関してインフォームドコンセントを行うことは重要と考え

られる。術前に精子採取を予測する検査としてFSH値や精巣容積が広く用いられているが、そ

の有用性は高くないとする報告が多い。我々は、血清および精漿中インヒビンＢ値、

Antimullerian hormon（AMH）値などを用いて精子採取の予測の可否を検討したので報告する。

造精機能の評価における最近の進歩として、Ｙ染色体長腕上に複数の精子形成関連遺伝子が同

定されその欠失が造成機能障害の原因となっていることが示されたことがあげられる。我々は

重症乏精子症および無精子症症例のおいてY染色体の微小欠失を解析し、その精液所見との関

連や造成機能障害にいたる原因の解析を行ったので報告する。

【柴苓湯の造精機能障害に対する効果の検討】乏精子症症例および精子無力症症例４７例に対し柴

苓湯9g/日内服を３ヶ月行い精液所見、ホルモン値、精巣動脈血流の変化を検討した。精子数

は乏精子症症例において治療前平均６.２×１０６/mlから治療後１６.８×１０６/mlに有意に改善した。

精子運動率は精子無力症症例において治療前２３.９％から治療後４３.５％に有意に改善した。また

精巣動脈血中（pulsatility index）は治療前２.０３から治療後１.４６に有意に低下した。以上より柴

苓湯が造成機能障害改善に有用でありその理由として精巣動脈血流の改善が関与している可能

性が示唆された。

【非閉塞性無精子症症例においてTESE術前に精子採取を予測する因子の検討】非閉塞性無精子

症症例６２例を対象とし、TESE術前に血清FSH値、血清インヒビンＢ値、精漿インヒビンＢ値、

AMH値、精巣容積を測定し精子採取の予測の可否を検討した。６２例中精子が採取できたのは

１７例（２７.４％）であった。精子が採取した群は、採取できなかっが群と比べて、血清FSH値は

有意に低く、精漿および血清インヒビンＢ値は有意に高く、AMH値は有意に高く、精巣容積は

有意に大きかった。多変量解析では精漿インヒビンＢ値が最も有用でありROC曲線解析より

精漿インヒビンＢの値に閾値を２７.０pg/mlに設定すると感度が８８.２％、特異度が９３.３％であっ
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た。以上より血清インヒビンＢ値は従来用いられてきた血清FSH値や精巣容積よりTESEによ

り精子採取の可否の予測に有用である可能性が示唆された。

【Ｙ染色体微小欠失症例における精液所見および造成機能障害の原因の解析】非閉塞性無精子症

症例１０３例および重症乏精子症２８例においてY染色体微小欠失の有無をＹ染色体上のSTSマー

カーを蛍光標識したプライマーを用いて増幅することにより検索した。非閉塞性無精子症症例

１０３例中８例（７.３％）、重症乏精子症２８例中４例（１４.３％）にY染色体に欠失が認められた。欠

失の領域はAZFa＋b＋c領域が１例、AZFb＋c領域が２例、AZFc領域が９例であった。AZFa

＋b＋c領域およびAZFb＋c領域欠失症例はTESEにて精子採取不可であった。AZFc領域欠失

症例９例の内７例で精子の採取が可能であった。AZFc領域欠失乏精子症症例で長期に経過を

観察することが可能であった３例は精液中の精子総数の減少が確認された。AZFc領域欠失非

閉塞性無精子症症例はAZFc領域欠失がない非閉塞性無精子症症例と比べ精巣内の胚細胞のア

ポトーシスの割合が高く、精子数の減少にアポトーシスの亢進が関与していることが示唆され

た。

【総括】造精機能障害症例に対する薬物療法は今だ確立したものはなく、生殖補助医療に依存す

るところが大きいのが現状であるが生殖補助医療を受けるのは負担が大きいこともあり薬物療

法による改善を今後も検討していく必要があると考えられた。TESE術前の精子採取の可否を

予測する因子としての精漿中インヒビンＢ値の有用性が示唆されたが、まだ充分満足できるも

のではなく複数の因子を組み合わせるなどさらなる解析が必要と思われた。AZFc微小欠失症

例は胚細胞のアポトーシスの亢進により精子数が経時的に減少していく可能性があり、早めの

生殖補助医療や精子凍結保存などを考慮する必要があると考えられた。また、今後生殖補助医

療により生まれたAZFc欠失を受け継いだ男児にも同様の考慮が必要となってくると考えられ

る。
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リコンビナントFSHの臨床応用・排卵誘発と体外受精

慶應義塾大学産婦人科　久慈直昭

　卵巣刺激法は現在の生殖補助医療（以下ART）になくてはならない技術となっており、hMG

を含むFSH製剤はその中心的薬剤である。従来ヒト閉経後婦人尿から精製したhMGが中心で

あったFSH製剤に、最近遺伝子組み換えFSH（リコンビナントFSH）が加わった。

　hMG製剤を中心とする尿由来のFSH製剤は、１）化学物質やウイルスを含む病原体混入の可

能性が常に付きまとう、２）精製されたhMG製剤でもそのタンパク量の３０％はゴナドトロピン

以外の活性不明の尿由来タンパクである、３）CJ病をはじめとするプリオン病の発生以降、プ

リオン病発生地域からの尿をその原料とする製剤が国内で使用中止となるなど、安全性・製剤

の均一性・そして供給の安定性に問題があり、漸次リコンビナント製剤に移行していくべき薬

剤であることは、異論がない。

　現在日本で市販されているリコンビナントFSHはチャイニーズハムスター卵巣細胞にヒト

FSH遺伝子を組み込んでつくられている。製造工場内で人工的につくられるリコンビナント

FSHは、不特定多数のボランティアからの尿に比べてその工程を遙かにコントロールしやすい

とともに、hMGの最大の問題点である感染性粒子の混入を防ぐべく、製造工程から異種蛋白の

混入を極力排除するように留意されている。その上リコンビナントFSHはhMG製剤に比べ、単

一クローンから理論上無制限に製造できるために、ロット差がない、供給に問題がないという

様々な臨床的利点があるが、一方LHを含む卵巣刺激に影響する夾雑蛋白を全く含まないため

に、この新しい薬剤を最初に実地臨床で使用するとき、どのように従来のhMG製剤と異なるの

かに注意する必要がある。

　ARTを含む不妊治療は発展期から成熟期へ移行しつつあり、妊娠率もさることながらどれ

だけ安全・合理的に治療を行えるかを考慮しなければならない時期に入ってきている。また医

療全般において、薬剤や治療法に対する正確な情報を今まで以上に患者が求めるようになって

きていることも確かである。本講演では、リコンビナントFSHの基本的な特徴を解説するとと

もに、１）無排卵患者に対する排卵誘発剤として使用する場合と、２）ARTのための卵巣刺激

剤として使用する場合、にわけて、その有効性・注意点について、これまでの報告と我々の経

験をもとに解説する。

スポンサードレクチャー

Title:04_スポンサードレクチャー.ec6 Page:33  Date: 2008/06/12 Thu 09:25:10





スポンサードレクチャー

「難治性癌を考える」

（㈱ブリストルマイヤーズ共催）

Title:扉.ec6 Page:7  Date: 2008/06/12 Thu 09:21:44



Title:扉.ec6 Page:8  Date: 2008/06/12 Thu 09:21:44



－３５－

（１）子宮体部漿液性腺癌、明細胞腺癌

久留米大学産婦人科　牛嶋公生

　子宮体部の漿液性腺癌（uterine papillary serous adenocarcinoma：UPSC）と、子宮内膜明

細胞腺癌（clear cell adenocarcinoma：CCC）は、通常の類内膜腺癌に比べ予後不良であると

されており、本邦でも子宮体癌の増加に伴いこれら悪性度の高い腫瘍に対する取り扱いが問題

となっている。

疫学：UPSCは、１９８２年にHendricksonらにより提唱された内膜腺癌の一亜型で、形態的には卵

巣漿液性腺癌に類似した乳頭状構造を示す上皮細胞と豊富な間質と核の多型性を有す。子宮外

進展しやすく、リンパ管侵襲の頻度も高い。結果的に予後不良な一群として定義された。頻度

は内膜癌の２－１０％程度である。一方、CCCは１９６７年Scullyらにより卵巣明細胞腺癌に類似し

た一群として提唱されたが、予後不良な一群として取り上げられたのは１９７６年である。頻度は

UPSCよりも低く全内膜癌の１－５％とされる。両者とも類内膜腺癌よりやや高齢者に多いと

される。

診断上の問題点：両者とも内膜掻爬からの組織で診断が可能とされているが、組織量が少ない

と判断に迷う。UPSCでは砂粒体の存在は３０％程度であり、腫瘍の全ての部分で乳頭状の形態

をとるわけでなく、類内膜腺癌よりも核の腫大、異型が強い。類内膜癌やCCCが混在している

こともある。両者ともにホルモンレセプター（ER，PR）は陰性であるが、UPSCではほとんど

がp53陽性である。術前診断が重要である理由は、体部筋層浸潤の程度と、子宮外進展、リンパ

節転移、腹腔内洗浄細胞診陽性率が相関しないからである。子宮内膜に点局、もしくは内膜ポ

リープ状となっている場合でも４０％以上に子宮外病変が存在し、その多くはリンパ節や大網、

腹膜などであり、筋層浸潤の程度にかかわりなく、大網切除を含めた卵巣癌と同様のステージ

ング手術が推奨される。

予後と治療上の問題点：UPSCの予後はⅠ，Ⅱ期で５年生存率３０－８０％と報告により差がある

が、Ⅲ，Ⅳ期の予後は０－２５％と極めて不良である。筋層浸潤より脈管侵襲像が予後に関連し

ていると言われる。CCCの予後はUPSCよりは若干良好であるが、G3類内膜癌より不良であ

る。術後の補助療法について、Ⅰ期症例においてはその有用性は明らかであるが、進行例では

不明である。Ⅰ期においても再発の2/3が骨盤外病巣であり、全骨盤照射よりもプラチナある

いはタキサン製剤による化学療法、全腹部照射、あるいは化学放射線療法などを推奨するもの

が多いが、その成績は報告により異なっている。

　UPSCとCCCについては未解決の問題が多いが、頻度の少なさから、本邦では多数例の報告

がない。今後多施設での症例の集積が求められる。
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（２）子宮頸部腺癌の治療戦略

東京慈恵会医科大学産婦人科　落合和徳

　子宮頸部腺癌は難治性癌であろうか？扁平上皮癌と治療を区別する必要があるだろうか？子

宮頸癌については米国のガイドラインを見るとACOG、NCCN、PDQいずれも組織型を考慮し

た治療内容の記載はみられない。しかし本邦では以前から頸部腺癌を扁平上皮癌と区別して考

えてきた。それは頸部腺癌のほうが予後が悪く、Ⅰb－Ⅱ期の術後放射線照射例、Ⅲ期の根治

照射例の５年生存率は扁平上皮癌に比べて２０－４０％低いと報告されてきたからと思われる。そ

の理由のひとつとして腺癌の放射線感受性が低いことがあげられ、したがって手術の可能な症

例では、放射線療法より手術療法が推奨されている。Ⅰb期頸癌広汎全摘後の５年生存率は組

織型によって差はないという報告もあるが、広汎全摘後の再発は腺癌のほうに多く認められて

おり、術後の管理が重要である。またリンパ節転移が、扁平上皮癌に比べて多いことも頸部腺

癌の予後を不良にしているひとつの理由とされている。Ⅰ期では腺癌、扁平上皮癌ともに５－

１０％程度と差はないが、Ⅱ期になると腺癌で３０－５０％と扁平上皮癌の２０－３０％より高率とな

る。本邦ではⅡb期まで、積極的にリンパ節郭清を含めた広汎性子宮全摘術を行うが、これは

高率なリンパ節転移を考慮すると合目的な治療法である。

　ところで、扁平上皮癌に限らず、腺癌も若年化の傾向にある。また晩婚化、少子化の傾向と

あいまって、症例によっては妊孕性温存の希望あるいは、卵巣の温存を求める例が多くなった。

０期あるいはⅠa期が予測される場合には積極的に診断的な子宮頸部円錐切除術を行い、浸潤

の程度を確認しその後の対応を決定する必要がある。Ⅰa1期であれば卵巣への転移は認められ

ないという報告もあり、子宮の温存、卵巣の温存が可能である。妊孕性温存は最大限Ⅰa1期ま

でとし、術後早期の妊娠出産を推奨するとともに、慎重な経過観察が要求される。

　また直径４cmをこえる頸部腺癌は放射線療法の感受性が低いとされている。術前化学療法

（NAC）を行い、腫瘍を縮小させてから広汎全摘術を行おうとする試みも多い。NACの奏効率

は５０－８０％と報告されているが、扁平上皮癌に比べれば奏効率は低く、推奨はされていない。

また再発例に対する治療法も、標準とされるものがあるわけではなく、試行の域を出ていない。

今後、子宮頸癌に対しても組織型別の臨床試験の取り組みが行われ、頸部腺癌患者の予後改善

に寄与することが期待される。

　本講演では子宮頚がん治療ガイドラインに基づいて扁平上皮癌と対比しながら、頸部腺癌の

難治性を明らかにし、治療戦略を解説したい。
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－３７－

（３）卵巣粘液性腺癌

自治医科大学産婦人科　鈴木光明

　明細胞腺癌が標準的化学療法であるTC療法（パクリタキセル／カルボプラチン）に抵抗性で

あることは周知のことであるが、近年粘液性腺癌も低感受性であることが明らかになりつつあ

る。我々は１１施設から粘液性腺癌症例をもちより、central pathological reviewを行った上で本

腫瘍の臨床像を検討した。その結果以下のことが明らかとなった。１）粘液性癌として提出さ

れた１８９例のうち粘液性腺癌（境界悪性，intraepithelial carcinoma含む）と診断されたものは１５１

例，８０％であり、診断の難しさが示唆された。２）１５１例の粘液性腫瘍のうち明らかなin vasive 

ca.は６４例（４２％）にすぎず、他は境界悪性（４２例，２８％），intraepithelial ca.（４５例，３０％）で

あった。すなわち多くの境界悪性腫瘍、また非浸潤癌が粘液性癌として臨床的に扱われている

ことが明らかとなった。３）粘液性癌（浸潤癌）の予後はⅠ，Ⅱ期は良好だが、Ⅲ，Ⅳ期は不

良であった。４）optimal手術が行われた場合は、漿液性癌より予後良好だが、suboptimal症例

の予後は漿液性癌に比べて不良であった。５）化学療法の奏効率（CR＋PR）は１２.５％であり、

漿液性癌（６８.４％）に比べ有意に低率であった。６）術後の化学療法は、PTX+platinum，CPT-

11+CDDP，CPT-11+MMC，VP-16+CDDPなどのレジメンが施行されたが、いずれもほとんど

奏効が得られなかった。

　粘液性癌は組織学的診断の難しさに加えて、既存の化学療法レジメンに抵抗性であることが

明らかとなった。粘液性癌の予後改善のためには、明細胞腺癌と同様に完全手術を心掛けるこ

とが第一義であるとともに、新しい化学療法レジメンの開発が急務であると考えられた。粘液

性癌は組織学的、また分子細胞生物学的に、消化器由来の癌と類似点が多くみられる。した

がって大腸癌に対する標準的化学療法であるFOLFOX（5-Fu＋ロイコボリン＋オキサリプラチ

ン）などが化学療法レジメンの候補になるかもしれない。また本年の米国腫瘍学会（ASCO）

では、カペシタビン＋オキサリプラチン療法が提案された。いずれにしても本腫瘍に対して

は、上皮性卵巣癌の標準的化学療法であるTC療法に代わるレジメンによる臨床試験の早期遂

行が望まれる。
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－３８－

（４）Clear Cell Carcinoma of the Ovary（卵巣明細胞腺癌）

岩手医科大学産婦人科　杉山　徹

Clear cell carcinoma of the ovary , which is composed of glycogen-containing clear cells and 

hobnail cell and occasionally other cell types, has been recognized since 1971 as a distinct 

histologic entity in WHO classification of epithelial ovarian cancers. Clear cell carcinoma 

exhibit unique clinical features such as a high incidence of stage I disease, a large pelvic mass, 

rarely occurrence bilaterally, association with thromboembolic complications, and 

hypercalcemia. Clear cell carcinoma is also frequently associated with endometriosis, and 

atypical endometriosis is considered premalignant condition. The incidence of clear cell 

carcinoma is approximately 5% to 6% throughout the world; however, its incidence in Japan is 

more than 20%. Clear cell carcinoma has become well known as being resistant to platinum-

based chemotherapy. Although it is controversial whether early-stage clear cell carcinoma 

has an unfavorable prognosis, some of the recent studies demonstrated that the recurrence 

rate of early clear cell carcinoma is higher than that of other epithelial ovarian cancers and 

that the survival rate of clear cell carcinoma is similar. In contrast, many studies have 

indicated that the low response to platinum translates to a significantly shorter survival for 

advanced clear cell carcinoma. Recent molecular studies support the hypothesis that clear cell 

carcinoma represents a biologically distinct entity. Further investigation into the molecular 

biology and genetics of clear cell carcinoma is warranted. Carboplatin/paclitaxel using all 

subtypes of epithelial ovarian cancers as standard chemotherapy regimen may not be an 

optimal regimen for clear cell carcinoma because clear cell carcinoma accounts for only 2% to 

5% of cases enrolled in randomized controlled trials. A clear cell carcinoma-specified clinical 

trials is currently on-going. 
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－３９－

（１）歯周病と周産期異常

新潟大学産科婦人科　菊池　朗、笹原　淳、高桑好一、田中憲一
新潟大学歯学部摂食環境制御学講座　杉田典子、吉江弘正

　歯周病は歯周病菌（嫌気性菌）による歯周組織の慢性感染症であり、病変が歯肉に限局する

歯肉炎、骨組織に及ぶ歯周炎に分類される。歯周病は口腔内の問題にとどまらず、心血管疾患、

糖尿病、骨粗鬆症、肺炎などの全身疾患と関連が深いとされている。全身疾患が歯周病に影響

し、また歯周病が全身疾患に影響を及ぼすとするperiodontal medicine（歯周医学）という概念

も提唱されている。最近のトピックスは原因不明の血管炎とされてきたバージャー病の血管病

変から歯周病菌が検出され、バージャー病が歯周病によって引き起こされることが証明され

た。

　産科領域では１９９６年Offenbacherらが歯周炎があると早産のリスクが７倍になることを報告

して以来、歯周病と早産に関する研究が数多く報告された。早産と関連ありとする報告が多

く、ついにWilliamsの産科学２２版には早産のリスクファクターとして歯周病が記載された。さ

らに早産だけではなく子宮内胎児発育遅延、妊娠高血圧症候群（preeclampsia），後期流産との

関連性に関する報告もあり歯周病が周産期予後に大きな影響を与えている可能性が示唆されて

いる。

　歯周病が周産期予後を悪化させるメカニズムとしては口腔内の歯周病病巣局所で産生された

プロスタグランジンやサイトカインが血行性に子宮収縮や胎盤機能低下を惹起するとする説や

歯周病菌が血行性に子宮内感染や血管病変を起こすとする説などが推定されている。

　国際的には歯周病が周産期予後を悪化させるということは広く認められつつある。しかし歯

周病と周産期予後に関する研究報告の多くが歯科領域のjournalに報告されており、そのためか

歯科医師の間では非常に有名で事実であるが、我々産科医には比較的知られていない。また本

邦での研究報告は非常に少なく、本邦の現状はほとんど知られていない。本邦における現状を

明らかにするために当院では歯科医師による歯周検査を分娩後に行っている。歯周病と妊娠予

後に関する最近の知見を概説するとともに当科のデーターをお示しする。
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－４０－

（２）免疫グロブリンを用いた先天性サイトメガロウイルス 

感染症に対する胎児治療

免疫グロブリン胎児医療研究会
（北海道大学産婦人科　山田秀人）

　先天性サイトメガロウイルス感染症（CCMVI）は，本邦では年間数百から千例程度の症候性

児の出生があり，その７～８倍の無症候性児の出生があると推察されている．症候性児の約

９０％，無症候性児の１５％が精神発達遅滞や難聴などの後障害をおこす．原因不明難聴患者の＿

＿帯や出生後のガスリー法ろ紙血から１０－３０％の頻度でサイトメガロウイルス（CMV）が検出

されることが最近報告された．近年の妊婦CMV IgG保有率の低下により，妊婦で初感染リス

クが今後高まることが危惧されている．CCMVIはパルボB19ウイルス感染と異なり，胎児治療

選択肢がなかったため，出生前に診断に至っても経過観察がこれまでの一般的な管理法であ

る．

　胎児水腫および肝腫大があるCCMVI症例に対して，抗体高力価の免疫グロブリンを用いた

胎児治療（免疫グロブリン胎児腹腔内投与：IFAC）を１９９５年に世界で初めて北大で実施した．

以降，防衛医大（２００１年），鹿児島市立病院（０５年）および秋田大（０５年）でCCMVIに対する

IFACが実施された．本治療法の有効性を多施設共同で検証するために，われわれは，２００５年

７月に免疫グロブリン胎児医療研究会を発足し，共通の治療基準や治療方法および検査方法等

を策定した．その後，岩手医大（０６年），防衛医大（０７年），富山大（０７年）でIFACが実施さ

れた．

　これまでの計７症例をまとめると，以下になる．①予後：正常１例，新生児死亡１例，MR（疑

いを含む）３例，フォロー中２例，②治療によるCCMVI症状変化：胸腹水消失ないし軽減5/6

例，児発育増加ないし維持３例，③治療によるCMV検査値変化：腹水CMV消失3/4例，新生児

血液CMV陰性2/6例，新生児尿CMV陰性1/5例，④治療から分娩までの週数：７，７，１５，１

（新生児死亡），９，６，７週；３４週以降の分娩5/7例．

　IFAC後に「胸腹水消失，軽減」，「児発育増加，維持」，「腹水中CMV消失」，「新生児血液CMV

陰性」，「新生児尿CMV陰性」を呈する症例が観察された．７例全例において治療前に腹部所見

が認められた．丸山らの報告によれば，腹部所見のある児の死亡率は６０％とされる．したがっ

て，生命予後で評価した場合，死亡率は1/7例（１４.３％）となり，IFACは有効であるかもしれ

ない．策定された共通プロトコルでは，IFAC適応は症候性CCMVIとされている．症候性

CCMVIの約９０％が後障害を発症するとされる．現時点では，神経学的後障害の発症予防にか

かわるIFAC効果の判定はまだ困難である．
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－４１－

（３）双胎妊娠の分子遺伝学的解析

長崎大学産婦人科　増崎英明

　一卵性双胎は自然界で生じた本物のクローンであり、古くからヒト形成に関わる遺伝と環境
の影響を知るための天与のモデルと考えられてきた。しかしながら卵性診断そのものが確実で
なかったこともあって、必ずしも有意義な成績が得られていたわけではない。最近ではDNA
多型解析により、比較的容易に卵性診断が可能である。一方で臨床的な双胎妊娠の分類と管理
は主に超音波断層法による膜性診断をもとに行われてきた。それによると、胎児間に隔壁がな
いか薄い膜しか認められないときは一絨毛膜性双胎で、これらはすべて一卵性双胎である。ま
た厚い隔壁が存在すれば二絨毛膜性双胎で、多くは二卵性双胎だが一部は一卵性双胎であるこ
とが知られている。二絨毛膜性であれば胎児間の血管吻合は存在しないが、一絨毛膜性であれ
ば胎児間輸血症候群（TTTS）をきたす可能性が考えられる。TTTSの有無は胎児の生命予後
と直接関連するので、超音波断層法で双胎妊娠の膜性診断がなされることは臨床的にきわめて
意義深い。しかしながら、最近になって、超音波断層法による膜性診断では一絨毛膜性双胎（す
なわち一卵性双胎）と診断されたにも関わらず、両児の性別が違っていたり、血液型の判定が
困難な例（血液キメラ）など二卵性双胎と考えられる症例が報告されている。このような二卵
性一絨毛膜性双胎の多くは、体外受精や顕微受精をはじめとする生殖補助医療により妊娠した
ものであり、今後とも注意が必要であるが、その診断は超音波断層法による膜性診断のみでは
不可能であり、分子遺伝学的手法を用いた卵性診断が重要である。二卵性一絨毛膜性双胎は通
常の一絨毛膜性双胎で問題となるTTTSのみならず、血液キメラによる性別や血液型判定への
影響、輸血や移植医療への影響、将来のテーラーメード医療への影響などが危惧される。今後
は二卵性一絨毛膜性双胎の本態を明らかにするとともに、生殖補助医療との関連を追求する必
要があるが、そのためには双胎妊娠全般における卵性診断の普及が重要であると考えられる。
　ところで、分子遺伝学的に一卵性双胎であることが判明した例であっても、双胎間に表現形
の差異を認めることは少なくない。このような例を詳細に解析することは、ヒト形成に関わる
遺伝以外の因子を抽出することに連なる可能性がある。これまで、無心体双胎、極端な発育差
を有する一卵性双胎、結合体双胎、片方の児にのみ形態異常のある一卵性双胎などに分子遺伝
学的解析を加え、いくつかの知見を得た。たとえば複数の無心体双胎に対してＸ不活化パター
ンを発育差の分子マーカーとして検索したところ、本症は発生初期における胚の不均等分割が
原因で生じていることが推定された。双胎妊娠の管理で重要なTTTSについては、母体血漿中
へ流入する胎児mRNAを発症予測の分子マーカーとして検討したが、TTTSを発症する例はそ
れ以外の例に比べて、TTTS発症以前からすでに母体血漿中への胎児mRNAの流入量に有意差
のあることが認められた。
　多胎妊娠をめぐる様々な問題を解決するためには、臨床的には膜性診断のみならず卵性診断
を加えた分類が必要であり、基礎的にはさまざまな分子マーカーの抽出とそれらを用いたより
細やかなアプローチが重要であろう。 
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－４２－

（４）産科拠点病院創出とセミオープンシステム構築による 

周産期医療ネットワーク

東北大学産婦人科　岡村州博

１．背景

　昨今の産婦人科をめぐる医療システムの変化、医療訴訟の増加、医療労働環境の悪化により、

産婦人科医からの他医への転職、そして産婦人科医リクルートの困難という事態が生じてい

る。一度、産科医不足が生じると図１のような「負のスパイラル現象」によりますます産婦人

科医はいなくなるという事になる。これをなんとか断ち切るためには、産科の拠点病院形成と

医師の集約化が有効であろうと考えている。この拠点病院の形成のメリットは主に、１）複数

の医師が関連領域の医師とともに診療することにより医療の安全が担保される。２）労働環境

が整備される。３）症例数の増加により医師・助産師の教育に利がある。である。また、拠点

病院を中心に診療所等とオープン・セミオープンシステムを構築することにより医療の安全の

担保のほか地域における産科診療クリテイカルパスを構築することにより医療の均一化を図っ

た。

　このような概念で仙台市に置いて、産科拠点病院の設定とセミオープンシステムの構築が行

われ、さらには仙台市以外の宮城県にもこの方式が広がろうとしている。

２．仙台市における集約化とセミオープンシステム構築の経緯

　図２に経緯を示すが、セミオープンシステムの構築のスタートは２００３年からの仙台市産婦人

科医会の取組に始まる。これと時期を同じくして勤務医の開業が相次ぎ、大学病院等のマンパ

ワー不足から補充するべき医師がいないことから取り残された産婦人科医の過剰な労働負荷が

生じていた。この事態を回避するために勤務医の意見を聞き、この対策として産婦人科医の集

約化が考えられた。そして、仙台市内の多くの産婦人科勤務医は集約化に賛成した。２００３年９

月仙台市内の病院長、産婦人科医が参集し、分娩施設の集約化説明会を行った。病院長からは

病院経営上の反対意見が多く出されたが、産婦人科医の意向、病院の機能分担という面から。

最終的には合意に至った。その後、３病院での分娩取り扱い中止と医師の拠点病院への移動を

行った。

　その間、拠点病院を中心とした分娩の集約化とセミオープンシステムについて、医療の受け

た側である市民の意見聴取と理解をうるために数回の市民フォーラムを厚生労働省科学研究の

補助により行った。そして仙台市医師会の協力の下産科セミーオープンシステムは２００６年４月

より正式運用に至った。平成１８年には大学病院を含めて６の拠点病院を設定した。拠点病院以

外で分娩を扱う診療所以外の病院は仙台市内ではこども病院の特殊例を含めて２病院のみであ

る。
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－４３－

３．仙台市セミオープンシステムとは
　仙台市の産科セミオープンシステムとは基本的には無床、有床診療所、および分娩を扱わな
い病院で妊婦健診を３４週まで行いそれ以降は分娩する施設で行うものである。また妊娠初期に
一度分娩施設で健診を受け、さらには２０週を節目としてもう一度分娩施設での健診を受けるこ
とになる。もし、この間夜間、休日等に救急事態が生じた際には入院施設のある拠点病院が対
応する事とした。
　また地域における妊婦健診クリテイカルパスを作成した。これまでは妊婦健診の際の検査項
目が施設により若干の差異があったが、できる限り基本的事項は共通な項目として標準化を
図った。
４．共通診療ノートと診療マニュアル
　診療所と拠点病院間の診療に関する連絡は今のところ電子カルテやwebを介したITによる
手段は施行されていないので、共通診療ノートを作成し、診療所と拠点病院での妊婦健診の際
の状況を母子手帳以外に記載し、一種の共通カルテとして運用している。また、診療マニュア
ルにはEBMに基づく診療のガイドラインなどを示している。その内容は１．セミオープンシ
ステム運用にあたっての取り決め　２．検査承諾書ならびに申込書　３．セミオープンシステ
ム分娩施設概要　４．セミオープンシステムとは（妊婦説明用）　５．超音波計測標準　６．Ｂ
型肝炎・Ｃ型肝炎指導指針　７．風疹と母子感染　８．妊婦糖尿病スクリーニングである。
５．セミオープンシステムの現状。
　仙台市に置いて産婦人科の診療所は平成１８年の時点では４３あり、そのうち分娩を取り扱う有
床の診療所は４である。それらを含めて３１の診療所がセミオープンシステムに参加している。
妊婦健診は行わないのは１２診療所である。また年間２００人以上も妊婦健診を行っている診療所
も出てきたおり、健診と分娩の施設分担が明瞭になってきている。一方、拠点病院側から考え
ると妊婦健診の７割をセミオープンシステムで行っている病院が出てきている一方、ハイリス
クを扱うNICUを持つ大学病院等ではセミオープンの利用は１０～２０％にとどまっている。妊婦
側からのセミオープンシステムの評価としては全体的にはこのシステムを高評価している。
困った点は「とくになし」が６割を示していることがこのシステムの評価を表していると考え
る。
６．今後の展望
　今後宮城県北部での産科施設が進められている。この地域でも仙台と同様のセミオープンシ
ステムを採用して行く予定である。
　また、このシステムにより医療の均一化が図られ、医療が向上していかなければならないが、
それを検証するための医療指標のデーターベース構築が必要と考えている。また、拠点病院に
おける医師・助産師の教育システムを構築する予定である。しかし、これにはシステム維持の
ための予算の創出が必要である。さらに最近は周産期医療の変化により、拠点病院間でも医療
の個別化が必要になってきている。
７．まとめ
　戦後連綿と続いてきたわが国の医療システムは世界一良好な周産期死亡率を達成してきた。
しかし、産科医・小児科医不足が年々厳しさを増し、従来の医療システムでは周産期医療の安
全を確保するのが困難なほどとなり、これを改革する時期に来ていると考える。仙台市におけ
る分娩の集約化と拠点病院形成はそのさきがけであり、それに付随したオープン・オープンシ
ステムの構築は今後の医療連携のあり方を示唆していると考えている。

Title:06_モーニングシンポジウム.ec6 Page:43  Date: 2008/06/12 Thu 09:27:05





ランチョンセミナー

（㈱ポーラファルマ共催）

Title:扉.ec6 Page:11  Date: 2008/06/12 Thu 09:21:45



Title:扉.ec6 Page:12  Date: 2008/06/12 Thu 09:21:45



－４５－

ストレスと更年期の精神・神経障害：エストロゲンの果たす役割

金沢大学産婦人科　小池浩司

　ストレスに応答して生体機能の恒常性を維持するシステムは神経系・免疫系・内分泌系のネッ

トワークの中で構築されており、その破綻は種々の機能失調をもたらす。特に更年期以降の女

性においては閉経を境に血中エストロゲン濃度が低下すると、ストレスに対する抵抗性を失

い、自律神経失調、不眠、うつ状態、痴呆等の精神・神経機能障害が急速に進行するとともに、

高血圧症、虚血性心疾患、脳血管障害などのストレス関連疾患の発症率も劇的に増加し、高齢

女性の生活の質が著しく障害される。

　本講演では先ず、ストレス応答について概説した後、我々が確立した閉経モデル動物の実験

系を用いて、ストレスが去勢動物に及ぼす不眠、うつ、記憶障害などに対する影響と、エスト

ロゲン補充のそれらに対する保護効果についての成績を紹介する。さらに、閉経女性に対する

ホルモン補充療法（HRT）の不眠、うつ、記憶障害などの精神・神経機能に対する臨床成績並

びに、HRTに抵抗する症例への種々の併用療法の可能性についても触れたい。最後に、２００２年

のWHIの新聞報道とその後の解釈について触れた後、より安全なホルモン補充療法についても

述べたい。即ち、子宮のある女性に対してのHRTはできだけMPAの量を減らすべく、周期的

投与法が望まれる。また、経口エストロゲンは中性脂肪やCRPなどの動脈硬化のマーカーを上

昇させ、血栓傾向に傾けるが、経皮投与では中性脂肪を下げ、CRPに影響せず、凝固系にも悪

影響はしない報告が蓄積されつつあるため、エストロゲンとしては、経皮投与が望まれる。経

皮エストロゲン補充の方法としては、貼付剤のほかに、皮膚刺激性を回避できるエストロゲン

含有ゲルがあり、近日発売予定で、その選択肢の幅も広がりを見せている。本講演では、エス

トロゲン含有ゲルについてもその特徴について触れたい。

ランチョンセミナー
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－４７－

１．子宮頸癌根治術における排尿機能温存を目的とした自律神経
温存広汎子宮全摘術の試み

岩手医科大学産婦人科
○三浦史晴、熊谷晴介、高　嵩、賀来宏雄、小見英夫、利部正裕、諸原雄一、
　庄子忠宏、松田琢磨、吉崎　陽、杉山　徹

　本邦では子宮頸癌Ⅰb～Ⅱ期に対する根治術として岡林式広汎子宮全摘術が標準的に行われ

ている。本術式は我が国独自で考案・確立された方法で、欧米諸国の標準的手術方法

（Wertheim-Meigs手術）との最大の違いは、膀胱子宮靱帯前層に加えて後層の分離切断を行う

ことにある。これにより十分な長さの膣を切除することが可能で、より根治性の高い術式であ

るといえる。その反面切除範囲が広範となるため、様々な術後副障害が認められ、特に排尿障

害は術後高頻度に出現し、患者のQOLに大きく影響する問題となっている。排尿障害を回避す

るには、下腹神経（交感神経）、骨盤内臓神経（副交感神経）とこれらが合流して形成される骨

盤神経叢およびその膀胱枝に至る自律神経系の系統的温存が必要である。この手技に関しては

１９６０年代に小林が提唱して以来現在まで様々な報告がなされている。その多くが岡林式手術を

基本とした改良法で、予後を低下することなく自律神経系の温存が可能であることが複数報告

されている。これらに基づき、当科においてもⅠb～Ⅱa期子宮頸癌に対して、根治性を損なう

ことなく術後のQOLを維持することを目的とした神経温存手術に取り組んでいる。現在当科

で行っている神経温存広汎子宮全摘術に関して、その手技を中心に報告する。
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－４８－

２．子宮頸癌におけるリンパ節転移例の予後因子についての検討

北海道大学産婦人科
○小島崇史，保坂昌芳，三田村卓，森脇征史，原　洋子，藤堂幸治，武田真人，
　蝦名康彦，渡利英道，工藤正尊，水上尚典，櫻木範明

【目的】子宮頸癌リンパ節転移例の予後因子を後方視的に検討した。

【方法】１９８２年から２００２年に当科で広汎子宮全摘術および後腹膜リンパ節郭清を施行した子宮頸

癌症例４２５例の中で、リンパ節転移を認めた１１５例について病期、組織型、傍結合織浸潤、膣浸

潤、体部浸潤、卵巣転移、2/3以上の間質浸潤、bulky腫瘍（４cm以上）およびリンパ節転移部

位数で予後因子をCox回帰分析により検討した。

【結果】１１５例の年齢中央値は５０歳（２８～７１歳）、観察期間中央値は７１か月（４～２２３か月）、病期

はⅠb期２１例、Ⅱa期７例、Ⅱb期８７例、５年生存率は６３.５％であった。組織型は扁平上皮癌９３

例、腺癌１８例、腺扁平上皮癌４例で、そのうち傍結合織浸潤は６３例（５４.８％）、腟浸潤は２７例

（２３.５％）、体部浸潤４３例（３７.４％）、卵巣転移７例（６.１％）、2/3以上の間質浸潤６８例（５９.１％）

およびbulky腫瘍は５５例（４７.８％）に認められた。単変量解析で腺癌、傍結合織浸潤、卵巣転移、

bulky、３部位以上のリンパ節転移の有無に有意差が認められ、多変量解析では腺癌、卵巣転

移、３部位以上のリンパ節転移が独立予後因子であった。

【結論】子宮頸癌リンパ節転移例の予後因子は腺癌、卵巣転移、３部位以上のリンパ節転移で

あった。
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－４９－

３．当院における子宮頚部円錐切除後断端陽性症例の検討

新潟大学産婦人科
○郷戸千賀子、関根正幸、八幡哲郎、藤田和之、田中憲一

【目的】子宮頸癌初期病変に対して、子宮温存療法の一つである子宮頚部円錐切除術の頻度は近

年飛躍的に増加してきている。今回我々は円錐切除標本で断端陽性を呈した症例について、そ

のリスクファクターにつき検討した。

【方法】２００１年１月から２００７年４月までに扁平上皮系病変に対して施行された円錐切除症例２２３

例を対象とした。術後の病理報告から後方視的に断端陽性症例と断端陰性症例に分け２群を比

較・検討した。

【結果】断端陽性症例は２３例（１０.３％）で内訳はdysplasia１例、sever dysplasia４例、０期１３例、

Ⅰa期５例。病変の残存方向は頚管側２２例、膣側１例であった。年齢の平均値は陽性例３７.３±

９.５３歳、陰性例３７.８±１０.５３歳（p＝０.８５）。コルポスコピー所見による比較では、頚管内病変を有

したのは断端陽性例３９.１％、陰性例２０.６％（p＝０.０７５）。上限確認が可能であったのは陽性例

９１.３％、陰性例９６.０％（p＝０.３３４）であった。術前の検討からはコルポスコピーによる頚管内病

変の有無のみが、リスクファクターとなる可能性が考察された。また術後の病理所見から

Glandular involvement（GI）を有する症例は陽性例６９.６％、陰性例４８.４％（p＝０.０６２）とGIの有

無もリスク因子となりえる可能性が考えられた。

【結論】頚管内病変の有無・GIの有無が断端陽性のリスクファクターとなる可能性が考察され

た。特に組織診でGIを認めた症例は円錐切除の際に注意が必要であると思われた。

 

Title:08_一般演題-1.ec6 Page:49  Date: 2008/06/12 Thu 09:27:34



－５０－

４．子宮頸部腺系病変　スコアリング・システムの細胞診応用

東北大学産婦人科
○岡本　聡、新倉　仁、吉永浩介、宇都宮裕貴、永瀬　智、高野忠夫、伊藤　潔、
　八重樫伸生、岡村州博

【目的】子宮頸部腺系の細胞診判定は明確な判定基準が未だ確率されていないのが現状であり、

治療対象症例を絞り込むことに苦慮している。今回我々は上皮内腺癌以上の病変を拾い上げる

目的でIoffeらが提唱した子宮頸部腺病変診断のためのスコアリング・システムを細胞診に応用

し判定に有用であるか検討した。

【対象・方法】東北大学において細胞診で子宮頸部腺系病変を推定し、円錐切除術以上の治療が

行われ確定診断のついた２７例を対象とした。その内訳は良性（Ｂ）３例、腺異形成（GD）４

例、上皮内腺癌（AIS）１４例、微小浸潤腺癌（MIC）６例である。細胞診判定はIoffeらのスコ

アリング・システムを参考にＡ核重層化、Ｂ核異型度、Ｃ核分裂像の３項に分け各項目ごとに

所見が無いものを０、軽度を１、中等度を２、高度を３としてスコアの合計が０～３を良性、

４，５を腺異形成、６～９を上皮内腺癌とした。

【結果】従来判定法がB ０例、GD １１例、AIS以上 １６例であったのに対し、スコアリング・シス

テムはB ４例、GD ５例、AIS以上 １８例であった。組織診との一致症例は、従来判定法はB 0/3

例、GD 1/4例、AIS以上 13/20例（６５％）であるのに対し、スコアリング・システムはB 1/3

例、GD 1/4例、AIS以上 16/20例（８０％）であり、スコアリング・システムを用いない判定方

法に比して正診率が改善された。

【結論】今回応用したスコアリング・システムはAIS以上の病変を拾い上げることに有用である

と考える。
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－５１－

５．当科で長期間フォローアップした子宮頸部異形成症例の検討

新潟県立がんセンター新潟病院婦人科
○笹川　基、小島由美、本間　滋、児玉省二

【目的】当科で長期間フォローアップした子宮頸部異形成症例をもとに、その自然史を解析し、

臨床的取り扱いについて検討を加えた。

【方法】１９９２年から１０年間に生検組織診により子宮頸部異形成と診断され、５年以上フォロー

アップされた６５症例（軽度異形成２３例、中等度異形成３１例、高度異形成１１例）を研究対象とし、

その自然史を検討した。平均観察期間は８年７ヵ月である。

【結果】①診断後の検診では細胞診が重要な役割を担う。細胞診が連続陰性の場合、次回細胞診

が陰性となる確率を検討した。２回連続陰性の場合、次回細胞診が陰性となる確率は９２.７％、

３回陰性の場合には９５.６％、４回陰性の場合には９５.７％であった。②生検により病変が消失す

ることを経験するが、初回生検により異形成が消失する確率を検討した。軽度異形成では

２９.２％、中等度異形成では１６.１％、高度異形成では９.１％の症例で初回生検後、異形成が消失し

た。③手術摘出標本で病変がないか、３回以上連続して細胞診などに異常がない場合regress、

最終診断時、細胞診・組織診で初回診断時と同等の病変が残存している場合persist、手術摘出

標本でより進んだ病変が確認された場合progressと定義し、子宮頸部異形成の自然史を検討し

た。軽度異形成２３例中regressは１９例（８２.６％）、persistは１例（４.３％）、progressは３例（１３.０％）、

中等度異形成３１例中regressは１８例（５８.１％）、persistは８例（２５.８％）、progressは５例（１６.１％）、

高度異形成１１例中regressは６例（５４.５％）、persistは４例（３６.４％）、progressは１例（９.１％）

であった。

【結論】病変が高度になるほど消失する確率が低かった。初回診断時あるいは検診中の生検で病

変が消失する症例があり、病変が軽度なほど確率が高かった。
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－５２－

６．上皮性卵巣癌組織におけるKi-67の発現の意義

KKR札幌医療センター産婦人科
○古田　裕、白銀　透、涌井之雄、酒井慶一郎

【目的】抗がん剤に反応性が低いと言われている粘液性・明細胞腺癌と奬液性・類内膜腺癌の原

発組織における細胞増殖能を検討する。

【対象ならびに方法】当院にて１期的あるいは２期的に卵巣がん根治手術を試行し得た２０症例で

ある（Ⅰ期９例、Ⅱ期１例、Ⅲ期１０例。奬液性腺癌７例、明細胞腺癌６例、類内膜腺癌４例、

粘液性腺癌３例）。抗マウスKi-67モノクローナル抗体を使用し免疫組織学的検索を施行した。

染色後、Ki-67の陽性率を算定しMIB-INDEXとし、細胞増殖能を評価した。統計的解析は、対

応のないt- 検定をもちいて行った。

【結果】Ⅰ- Ⅱ期のMIB-INDEXは、２７.０±５.４％（Mean±S.E.）であり、Ⅲ期のMIB-INDEXは

５６.０±８.２％であり、両群間に有意差（p＝０.００８４）を認めた。奬液性腺癌、類内膜腺癌、明細胞

腺癌ならびに粘液性腺癌のMIB-INDEXの平均値は、それぞれ５５.７％、４２.５％、３０.０％、３０％で

あった。粘液性・明細胞腺癌のMIB-INDEXは、３０.０±６.５％で、奬液性・類内膜腺癌のMIB-

INDEXは５０.９±８.４％であり、両群間に有意差（p＝０.０７２４）を認めなかった。無病生存群（n＝

１２）のMIB-INDEXは、３６.７±８.１％で、再発・死亡群（n＝８）のMIB-INDEXは４８.６±７.９％であ

り、両群間に有意差（p＝０.３２１８）を認めなかった。

【結論】１）Ⅲ期症例は、Ⅰ- Ⅱ期症例に比べ細胞増殖能は有意に高かった。

２）抗がん剤に反応性が低いと言われている粘液性・明細胞腺癌は、奬液性・類内膜腺癌に比

べ細胞増殖能は低い傾向にあった。

３）再発・死亡群において、細胞増殖能は高い傾向にあった。
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－５３－

７．上皮性卵巣癌における血管新生阻害因子vasohibinの発現検討

東北大学産婦人科
○吉永浩介、伊藤　潔、八重樫伸生

「目的」卵巣癌における血管新生阻害因子についての解析はほとんどされていない。我々は子宮

内膜癌における血管新生阻害因子vasohibinの解析をVEGFR-2，CD３４の免疫染色を合わせて報

告した。今回、上皮性卵巣癌における血管新生阻害因子の解析を行いvasohibinの新たな卵巣

癌治療の可能性について検討した。「方法」当院にて２００３年から現在まで加療した上皮性卵巣癌

９３例を対象とした。組織型では４５例の奨液性のう胞腺癌、２４例の明細胞腺癌、１５例の粘液性の

う胞腺癌、９例の類内膜腺癌であった。ホルマリン固定した卵巣癌検体を用いてvasohibin，

VEGFR-2，CD34，podpplanin，Ki-67を一次抗体とした免疫染色を行った。腫瘍血管密度を

CD34染色にて計測し、CD34陽性血管におけるvasohibinとVEGFR-2の染色陽性率を計測した。

また、podoplaninによってリンパ管密度を計測した。癌細胞におけるKi-67陽性率を計測し、腫

瘍血管におけるvasohibin陽性率とVEGFR-2陽性率の相関を解析した。

「結果」組織型別の腫瘍血管のvasohibinとVEGFR-2の陽性率は奨液性のう胞腺癌で４３.９％と

４.３％、明細胞腺癌で４７.９％と５.４％、粘液性のう胞腺癌で４５.９％と１.４％、類内膜腺癌で３５.５％と

１.７％であり組織型別に優位な差は認めなかった。リンパ管密度も組織型では優位な差は認め

ず全体で１.５３個/mm2であった。腫瘍細胞におけるKi-67陽性率は奨液性のう胞腺癌４３.２％，明細

胞腺癌２７.１％，粘液性のう胞腺癌２８.１％，類内膜腺癌２６.２％であった。Ki-67陽性率と腫瘍血管の

vasohibinとVEGFR-2の陽性率に優位な相関は認めなかった。また、vasohibinとVEGFR-2との

優位な相関も認めなかった。

「結論」上皮性卵巣癌におけるvasohibinの陽性率は３５.５％～４３.９％と高率であり、vasohibinの臨

床応用の可能性を示唆した。
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－５４－

８．フルツロンの経口投与が有効と思われた腹膜偽粘液腫の一例

宮城県立がんセンター　婦人科
○大友圭子、工藤一弥、田勢　亨

＜はじめに＞腹膜偽粘液腫は、腹腔に多量の粘液が貯留する比較的稀な疾患である。近年は、

主に虫垂の粘液性嚢胞腺癌が起因疾患として知られているが、中間悪性腫瘍～良性腫瘍も原因

となりうる。今回我々は初回手術後、副作用のため全身化学療法を中止しフルツロン経口投与

にて現在まで３年間増悪を認めていない腹膜偽粘液腫の一例を経験したので報告する。

＜症例＞３８歳女性、腹部膨満感を主訴に前医受診後、卵巣癌疑いにて平成１６年４月当科紹介初

診した。諸精査の上、左卵巣癌疑いにて４月２８日初回手術行った。開腹時左卵巣腫瘍・多量の

粘液性腹水とともに、虫垂の穿孔と同部位よりの粘液の漏出を認め、虫垂由来の腹膜偽粘液腫

と診断した。術前妊孕性温存の希望強く、初回手術は左付属器・虫垂・大網部分切除にとどめ

た。術後TJ療法２回実施の後、同年６月３０日右付属器・大網切除を実施した。病理組織診断は

虫垂原発粘液性嚢胞性腫瘍（境界悪性腫瘍）であり、カルボプラチン、5FU全身投与３コース

行った。骨髄抑制のため、以後フルツロン経口投与に変更し３年経過したが増悪を認めていな

い。
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－５５－

９．Gemcitabine/Docetaxel併用化学療法が奏功した再燃卵巣癌
の一例

黒部市民病院産婦人科
○稲田貢三子、日高隆雄、高地圭子、津留明彦、八十島邦昭、新居　隆

　卵巣癌患者における初回の標準的化学療法のレジメンはpaclitaxel/carboplatin併用療法

（TC）とされている。一方、再発・再燃したプラチナ抵抗性卵巣癌において、近年gemcitabine/ 

docetaxel併用療法（GT）で良好な成績が報告されている。今回我々は、再燃した卵巣癌患者

においてGTが奏功した症例を経験したので報告する。

【症例】６５歳女性。１９９８年５月、鵞卵大の充実性腫瘤と大量腹水（CA１２５：＞１００００U/ml）を認

め、卵巣癌の診断にて試験開腹（卵巣漿液性嚢胞腺癌stageⅢc）、術後TC4コース追加し、二次

的腫瘍減量術（optimal手術）を施行した。TC3コース、paclitaxel単剤４コース追加し、CA１２５

も陰性化した。１９９９年７月、マーカー再発（CA１２５：９５U/ml）を認めcyclophosphamide/ 

carboplatin、paclitaxel単剤、CPT-11単剤　等により寛解し、経過観察とされていた。２００４年２

月、腹膜播種巣の出現、CA１２５の上昇にてpaclitaxel単剤施行するも軽快せず、しびれ等の副作

用も強く患者の希望もあり、治療は一旦中断された。２００７年１月、CA１２５は１００００U/mlまで上

昇した。患者と相談の上、GT（Gemcitabine：８００mg/m2；day1，８、Docetaxel：７０mg/m2；

day8、１回/３週）を開始したところ、３コース終了時にはCA１２５は１２４６U/mlまで著明に低下

した。骨髄毒性は（好中球数：G3、血小板数：G0）で、その他の副作用は許容範囲であった。

再燃・再発卵巣癌に対するセカンドラインとしての化学療法の選択には苦慮することが多いが、

GTは検討に値するレジメンと考えられた。
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－５６－

１０．カルボプラチン過敏反応を起こした卵巣癌症例の検討

新潟市民病院産婦人科
○渡邊亜由子、柳瀬　徹、石黒竜也、松下　宏、常木郁之輔、田村正毅、倉林　工

【目的】近年、卵巣癌症例に対しカルボプラチンを併用した治療法が多く用いられているが、カ

ルボプラチン過敏反応のために治療法の変更や中止を余儀なくされることがある。当科におい

てもカルボプラチン過敏反応と思われる症例を経験したので、症例の背景・発症時の対処・そ

の後の化学療法などについて検討する。

【方法】当科にてカルボプラチン過敏反応を発症した５例について、年齢、既往歴、発症までの

カルボプラチン総投与量、投与コース数、症状の程度（grade）、発症時の対処、その後の化学

療法についてまとめた。

【結果】５例の平均年齢は５６.２歳。全例でもともとアレルギー体質はなかった。発症までのカル

ボプラチン平均総投与量は５１３０mg、平均投与コース数は１１コースであった。５例中２例はプ

レショックを呈しgrade 3、他の３例は蕁麻疹様の症状でgrade 2と考えられた。いずれもステ

ロイド投与などにて速やかに軽快し、後遺症はなかった。５例中４例では、その後の化学療法

で他の白金製剤（シスプラチン２例、ネダプラチン２例）を投与されたが、これらの薬剤では

過敏反応は認めず、安全に投与を終了した。

【結論】カルボプラチンの総投与量５０００mg以上、投与コース数１１コース以上でカルボプラチン

過敏反応のリスクが高くなる可能性があると考えられた。カルボプラチン過敏反応症例に対し

ても、白金製剤を他の薬剤に変更して治療を継続できる可能性が示唆された。
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－５７－

１１．事前情報が無いまま救急搬送された出血性ショックの帝切既
往のある全前置胎盤の一症例

山形大学産婦人科
○磯部真倫、吉田隆之、太田　剛、阿部亜紀子、逸見典子、須藤　毅、堤　誠司、
　倉智博久

【緒言】前置胎盤は産科出血の代表的な疾患であり、十分な輸血の準備など緊急手術に対応でき

る体制を整えた上での妊娠・分娩管理が必要である。今回我々は、事前情報が全くないまま、

緊急搬送された帝切既往全前置胎盤症例を経験したので報告し、救急搬送時の問題点について

考察する。

【症例】３０歳、２経産。第２子は骨盤位のため帝王切開。妊娠２８週３日、自宅にて、午後１０時半

頃突然性器出血を認め、通院先の産科医院には連絡せず直接救急に通報した。当該地域にある

２施設のNICUは満床のため受入れ不可能で、当院救急部への搬送依頼となった。この時の情

報は「他の２施設で搬送依頼を断られた。妊婦。顔色不良」であった。２３時３０分に到着し、母

子手帳と既往帝切という情報しかなく、出血性ショックで意識不明であった。超音波検査にて

前回帝切創にかかる全前置胎盤と診断され、緊急帝王切開を行い、午前１時１９分、Apgar ５点

（１分）、９点（５分）の児を娩出した。胎盤は剥離可能であったが、前回帝切瘢痕部の筋層は

薄く、内腔が透見できる状態であった。子宮体部の収縮は良好で、止血を確認した後閉腹した

が、血圧が上昇せず、子宮口から出血が続くため子宮全摘を行った。瘢痕部の筋層菲薄化によ

る収縮不全と考えられた。術中の出血は４,５７３g、要した輸血は赤血球MAP２０単位、FFP２０単位

であった。母児共に経過順調である。

【考察】本症例では産科当直医師に加え４名の応援医師が直ちに治療に当たった。手術室が待機

状態で輸血準備も十分であり、麻酔科医師２名、新生児科医師２名が対応可能で、幸いにも母

児共に救命しえた。当県では周産期患者搬送に関する一元的なネットワークが完成しておら

ず、施設間の直接連絡のみで搬送依頼を行っている。今後は、救急隊との連携も含めた情報伝

達システムの構築が急務であると思われた。
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－５８－

１２．術式を統一した前置胎盤症例の検討（続報）

旭川医科大学産婦人科
○金井麻子、瀬戸佐和子、日高康弘、伊藤秀行、石郷岡哲郎、田熊直之、千石一雄

【目的】前置胎盤は全妊娠期間において出血のコントロールが課題となる重篤な産科合併症の一

つである。昨年の本学会において我々は手術方法を統一した最近２年間の前置胎盤症例の報告

をおこなった。今回さらに症例を重ねたので続報として報告する。

【方法】平成１６年６月から平成１９年５月までの３年間に同一術式で行なわれた前置胎盤２０症例に

対し、個々の症例における術前MRI所見、警告出血の有無、術中出血量、分娩時週数、子宮筋

腫等の合併症などに関し検討した。最近３年間の術式は止血操作の関係上、原則として子宮体

下部横切開、もしくは逆T字切開とし、胎盤用手剥離後ただちに子宮体部の用手圧迫および子

宮頚部に５連ガーゼを充填圧迫した後に止血操作を開始した。その後、ガーゼ充填圧迫を解除

しつつ胎盤剥離面に０.２－０.４単位/mlのバソプレッシンの局注を広範囲に行い、出血が下火に

なった後に吸収糸で出血点をピンポイントに縫合し、３－４連ガーゼ（必要に応じてアビテン

添加）を子宮頚部に充填してくる方法でおこなった。

【結果】上記２０例に陥入・穿通胎盤はなかったが、MRI検査で、術前に完全に癒着胎盤を否定で

きる症例もなかった。術中出血量は羊水を含み平均１,７６３±６７３ml。輸血を必要とした症例が３

例あったが、子宮全摘を必要とする症例はなかった。

【結論】現段階で、上記術式はPlacenta accretaまでの症例に対しては妥当であると判断した。

MRIで、術前に癒着胎盤を否定することは困難であると考えられた。
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－５９－

１３．癒着胎盤の１例

岩手県立中央病院産婦人科
○石橋ますみ、葛西真由美、中里権恵、尾上洋樹、本田達也、鈴木　博

　今回未産婦の癒着胎盤の１例を経験したので報告する。

　症例は２９歳、２妊０産（２回子宮外妊娠）。今回、IVF-ETにて妊娠。MD-twin。妊娠３４週で

当科紹介。妊娠３６週５日、帝王切開術施行。胎盤は後壁付着癒着胎盤にて子宮内反し剥離でき

なかった。胎盤遺残のまま閉腹、ガーゼ圧迫した。帰室後より、非凝固性の流出血多量。

４０００ml以上の出血となった。ただちに、DIC治療を開始。血液凝固機能の改善した翌日夜よ

り、MTX４日間の投与。術後発熱、CRP高値の状態は持続し、半血球減少も出現。２５日目ころ

より、胎盤が徐々に剥離し、数回、胎盤かんしにて剥離。３２日目、US上、胎盤遺残認めず、退

院となった。
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－６０－

１４．前置癒着胎盤及び広範な前壁付着を伴う前置胎盤に対する新
たな帝切法：子宮底部横切開法の安全性と有用性

福井大学産婦人科
○西島浩二、鈴木千代、佐藤久美子、品川明子、澤村陽子、福田　真、打波郁子、
　折坂　誠、田嶋公久、吉田好雄、小辻文和

【目的】前置癒着胎盤や広範な前壁付着を伴う前置胎盤に対し、出血をコントロールしながら、

目視下での胎盤剥離が可能な「子宮底部横切開法」を確立した。この手技の有用性と安全性を

報告する。

【方法】本術式の特徴を示す。１）腹壁切開：子宮底が露出するまで十分に切開する。２）子宮

壁切開：�）部位：術中超音波断層検査で胎盤の辺縁を確認しながら、子宮底の前もしくは後

壁に横切開を加える。�）切開法：２本の鉗子で筋層全層を挟鉗し、出血を抑えながら切開を

拡大する。筋層切開が進むにつれて、膨隆した卵膜腔に自然に児が進入する。３）胎盤剥離前

の出血防止策：�）出血に備えて、内腸骨動脈にテープをかける。�）子宮の両側で広間膜を

開窓する。ネラトンチューブを通し、子宮頚部下端を巻くように絞め、子宮血流を遮断する。

４）胎盤剥離：�）目視下に、胎盤の全周より剥離を進める。�）胎盤除去後に駆血を解除し、

剥離面からの出血を確認する。持続性出血があれば、再度駆血し止血操作を行う。�）剥離が

困難な場合には、速やかに子宮を摘出する。５）筋層縫合：鉗子を外しつつ縫合する。

【結果】充分なインフォームド・コンセントが得られた５例に対し、本法を施行した。３例に子

宮を温存し、２例に子宮摘出を行った。平均出血量は、羊水込みで１８９０±２７０gであり、自己血

輸血で対応した。

【考察】本法は、全ての操作を目視下で施行でき、胎盤への切込みを１００％回避出来る。また、

縦軸先端からの児娩出はストレスが少なく、胎児にとって安全な術式である。子宮温存例にお

ける次回妊娠時の子宮破裂兆候の有無を評価することにより、子宮底部横切開法の適応範囲は

更に広がる。
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－６１－

１５．用手的整復に成功し止血し得た子宮内反症の一例

市立砺波総合病院産婦人科
○野島俊二、上島千春、岩垂純平、野崎紀子、金枝貴史

【緒言】子宮内反症は８０００～１００００分娩に１例の稀な疾患である。頻産婦や多胎、巨大児、羊水

過多などの子宮筋弛緩の状態に、胎盤の癒着や子宮底付着、臍帯牽引が加わり発生し、大量出

血を起こし早期にショック状態となる。

　今回、誘発分娩後に内反症を起こしショック状態となったが非観血的整復術に成功した症例

を経験したので報告する。

【症例】２８歳、２妊１産。１９歳腹腔鏡下左卵巣嚢腫摘出術。２３歳流産、２５歳頚管縫縮術後に正常

分娩。平成１８年９月２０日から５日間を最終生理とし自然妊娠し、オープンシステムをとる近医

を受診し妊婦健診を受けていた。１９週で頚管縫縮術を施行し、３２週より切迫早産の入院管理を

行っていた。平成１９年５月２３日（３７週０日）縫縮糸を切断したが、分娩開始に至らず退院した。

６月１１日（３９週５日）子宮口は４cm開大していたが陣痛発来せず誘発目的で入院し、アトニン

点滴を開始した。翌１２日午前２時２５分子宮口は全開大し４時１２分男児３４００gを娩出した。その

後、胎盤娩出が困難であり臍帯牽引および胎盤用手剥離により４時３４分胎盤は娩出した。４時

５０分１度裂傷の縫合終了した時点で収縮剤点滴にもかかわらず出血量１７５０mlとなりショック

状態となった。他医師が召集され、濃厚赤血球４単位輸血等の治療を開始した。５時２０分まで

にさらに７６０ml出血あり、再度内診を行い子宮内反症と診断し用手的整復を試みた。一度で整

復に成功し、出血量は５時３０分までに計２６１０mlであったが、以後の３０分では１５mlとなりショッ

ク状態は改善され産褥７日めで母児ともに退院した。

【まとめ】産科ショックを起こす原因としては稀ではあるが、分娩時異常出血が起きた際には子

宮内反症も想定し、迅速正確に診断する必要がある。
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－６２－

１６．妊娠に合併した稀な卵巣腫瘍

山形県立中央病院産婦人科
◯小篠隆広、岩間英範、高山和人、阿部祐也、小田隆晴

　手術適応となるような卵巣腫瘍が妊娠に合併する頻度は０.５～１％で、その大部分は良性腫瘍

であるが、２～５％に悪性または境界悪性腫瘍が認められ、周産期管理上問題になる。今回は

妊娠に合併した稀な卵巣腫瘍２例を経験したので報告する。

【症例１】３３歳、３妊２産。前医にて妊娠２６週で右卵巣腫瘍を指摘されていた。切迫早産の合併

もあり、妊娠３３週に母体搬送となった。切迫早産の管理を行うも、症状軽快せず、CRPの上昇

も見られ、妊娠３３週で帝王切開術施行した。術中、右付属器に新生児頭大の腫瘍を認め、子宮

後面および後腹膜に浸潤し、回盲部を巻き込んでいたため、回盲部切除、右卵管卵巣摘出術お

よび単純子宮全摘術を施行した。術中出血量は８９４２gだった。病理組織診は、胎盤および子宮

内膜面には異常を認めず、卵巣原発の絨毛癌だった。癌化学療法施行したが、肝転移を認め、

約２年１ヶ月で死亡した。

【症例２】４３歳、１妊１産。妊娠３１週で妊娠高血圧症候群、子宮内胎児発育遅延、胎児機能不全

の診断にて母体搬送となった。入院時胎児心拍数モニタリングにてnon-reassuring fetal status

のため緊急帝王切開術を施行した。術中右卵巣は約５cmに腫大し核出術も施行した。病理組

織診にて線維肉腫も疑われたが、免疫染色等を施行し、富細胞性線維腫の最終診断だった。再

発例の報告もあるため、再手術（右付属器摘出術＋左卵巣楔状切除術）施行した。摘出標本に

は腫瘍の残存なく、追加治療はせず外来定期診察とした。

【考察】妊娠に悪性卵巣腫瘍が合併する事は比較的稀ではあるが、高齢妊娠の増加などで今後は

増えてくると思われ、悪性腫瘍も念頭に置き、診断や治療法の選択など注意が必要である。
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－６３－

１７．出産後に急激に悪化した子宮筋腫合併妊娠の１例

札幌医科大学産婦人科
○杉尾明香、江坂嘉昭、長澤邦彦、馬場　剛、石岡伸一、林　卓宏、遠藤俊明、
　齊藤　豪

【目的】子宮筋腫合併妊娠は、産褥期には軽快するのが一般的であるが、今回分娩後に症状が急

激に増悪した症例を経験したので報告する。

【症例】妊娠９週６日に子宮筋腫合併妊娠管理目的で当科紹介となった。経腹超音波およびMRI

画像では、子宮頸部に１１.９×９.３×１２.６cm、９.７×７.４×１０.９cm、７.９×５.３×９.１cmの筋腫核を認めた。

妊娠経過中は子宮収縮および疼痛・発熱などの子宮筋腫変性による所見を認めなかった。胎児

は１８トリソミーであることが染色体検査より判明した。胎児・胎盤はこれら子宮筋腫核に騎乗

しているため、経腟分娩は困難と判断、妊娠３７週１日に選択的帝王切開術を施行し１５２７gの女

児を出産した。術中所見では、産道は小児頭大の子宮筋腫で占拠されていたが、悪露の排出は

認めていた。術後に筋腫変性に起因すると考えられる腹痛と発熱が出現し血液検査上も炎症を

示唆する値であったため、抗生剤経口投与等にて外来治療していた。しかし、諸症状の増悪・

異常血液検査値の進行を認めたため産後５４日目に筋腫核出術を施行した。筋腫の大きさは２０×

１３×９cmで一塊となっており開腹時には癒着のため発生部位を同定すること困難であったが、

剥離の過程で頚部筋腫であることが判明した。最も大きい筋腫核は内部に著しい白色変性を認

めた。術後、疼痛および血液検査値は劇的に改善し、退院となった。

【結語】子宮筋腫合併妊娠では、産褥期において筋腫の縮小を認めるのが一般的である。今回の

症例では筋腫の妊娠中経過は安定していたが、産後に筋腫の増大・変性とそれに伴う諸症状の

悪化を招いた比較的まれな症例と考えられる。従って、子宮筋腫合併妊娠の管理では、妊娠中

のみならず産後の変化についても注意深く観察する必要があると考えられた。
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－６４－

１８．診断に苦慮した卵巣膿瘍合併妊娠の一例

JA北海道厚生連帯広厚生病院産婦人科１），王子総合病院産婦人科２）

○千葉健太郎１）、明石大輔１）、小田切哲二２）、杉山英智１）、武井弥生１）、服部理史１）、
　川口　勲１）

［はじめに］卵巣の炎症は骨盤内感染症の部分症状として、その多くが卵管卵巣膿瘍の形で発症

する。卵管病変のない卵巣膿瘍は稀な状態と考えられる。通常は膣からの上行性感染、あるい

は血行性・リンパ行性などの感染経路が考えられ、症状は発熱・腹痛・CRP高値などがみられ

る。今回われわれは、体外受精後の妊娠１３週の妊婦に発熱・腹膜刺激症状を認めず、CRPは軽

度上昇で典型的な骨盤腹膜炎症状を認めなかったため、診断に苦慮した卵巣膿瘍合併妊娠の一

症例を経験したので報告する。

［症例］患者：３７歳、G＝P＝１（第一子も体外受精）。既往歴：２０歳時に急性腹症のため他院で

RSO。現病歴：２００６年１１月１０日よりlong term protocolで排卵誘発を受ける。１１月２２日経膣的に

穿刺し採卵をする。この時にチョコレート嚢腫を穿刺する。１１月２５日８分割期で２個胚移植を

受ける。１２月８日妊娠反応が陽性となる。この前後の経膣超音波では卵巣に異常所見を認めて

いない。１月９日（８週５日）左の卵巣に９cm大の嚢胞性病変を認める。左下腹痛は軽度認め

るも発熱はなく、３７度台で経過する。２月１３日（１３週５日）左下腹痛の増強があり、当院へ搬

送となる。WBC：１２３００、CRP：２.８９、３７.３度。腫瘍マーカーは陰性。MRIでも嚢胞の内容の性

状は特定できなかった。手術時の腹腔内は卵巣嚢腫の捻転はなく、腹膜炎の所見も認めなかっ

た。嚢腫の内容は悪臭を伴う膿汁で、GBSとCNSが検出された。病理では子宮内膜症性嚢胞の

内部に強い炎症が起こった所見であった。

［まとめ］採卵時の穿刺による感染が疑われたが、発症まで１ヵ月経っており非典型的な症状を

示した卵巣膿瘍合併妊娠の一症例を経験した。若干の文献的な考察を含め報告する。
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－６５－

１９．当院における過去３年間の分娩状況の地理的条件からの検討

旭川厚生病院産婦人科
○吉澤明希子、金野陽輔、斉藤　剛、和田恵子、吉田俊明、岡元一平、飛世義則

【目的】最近の分娩取り扱い施設と産科医不足は深刻な状況にあり、当院の位置する北北海道に

おいても各地の病院で産婦人科の閉鎖、分娩取り扱いの中止が相次いでいる。当院はNICUを

備えた北北海道の周産期基幹病院であり、上記のような状況を受けて過去数年間で分娩数は

徐々に増加している。北北海道は広大な面積を有する地域であり、移動に数時間を要する場合

もあるため、地理的条件から妊婦の背景を検討した。

【方法】H１６年からH１８年に当院で分娩した妊婦の居住地域、他院よりの母体搬送数を比較し、

地方からの分娩流入の程度を検討する。

【結果】分娩件数はH１６年４４２件、H１７年４４４件、H１８年５５０件であった。うち市外居住者はH１６年

２２３人（４７.６％）、H１７年２０３人（４５.７％）、H１８年２６２人（４７.６％）でありほぼ半数が市外居住者、

もしくは里帰り分娩者であった。里帰り分娩はH１６年８９人、H１７年９７人、H１８年１１１人と増加し

ているが、うち道外居住者数は変化しておらず、道内の里帰りが増加していた。市外居住者の

うち１時間以上の移動を要する妊婦はH１６年８７人、H１７年１２９人、H１８年１２６人であった。母体搬

送はH１６年３４人、H１７年４９人、H１８年５１人と徐々に増加しているが、うち市内からの搬送がH１６

年１４人、H１７年３４人、H１８年４０人と著明に増加していた。

【結論】分娩取り扱い施設集約化の影響により当院の分娩数は増加傾向にある。過去３年間では

市内の分娩施設閉鎖に伴い市内居住者の増加が顕著であり、また地方居住者は里帰り分娩とい

う形をとる者が増加していた。しかし、２０％以上の妊婦が１時間以上の移動を要する状況にあ

ることが明らかとなった。
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－６６－

２０．離島における周産期管理の現状

市立稚内病院産婦人科
○佐藤祐一、川村光弘

【目的】宗谷地域で分娩を扱う病院は当院のみであり、高度医療施設のある旭川まで約４時間を

要します。宗谷地域には通院に２時間要する地域もあり、その中に利尻島、礼文島が含まれて

います。交通手段は船であり、天気が悪いと欠航することが多く、妊婦さんは大変厳しい環境

におかれています。今回、過去のデータを分析して離島における妊娠、分娩管理の現状を把握

し今後の課題を検討しました。

【方法】２００３～２００６年の４年間の当院分娩数１７５６例を解析し、GBS、クラミジア感染、GDM、

切迫入院、帝王切開率、早産、低出生体重児，誘発分娩の項目に関し、離島群と稚内市及び周

辺地域で比較検討しました。

（　）内は稚内市及び周辺地域。

【結果】分娩数は１３４件（１６２２件）でした。GBS感染９.０％（７.８％）、クラミジア感染３.７％（３.６％）

は差を認めませんでした。誘発分娩率は４１.８％（１２.３％）、帝王切開率は２３.１％（１３.７％）と離島

群で高かった。誘発分娩に伴う帝王切開率は８.９％（１７.０％），全帝王切開の中で選択的帝王切開

の割合は５９.４％（４４.３％）であることから、離島群の帝王切開率の高さは選択的が多いことが関

係している。また、切迫入院１７.９％（１６.２％）、早産率４.５％（３.８％）、低出生体重児率９.０％（８.６％）

であり離島群との成績に差は認められなかった。しかし、BMI　２４以上の肥満妊婦は３８.１％

（１４.４％）と極めて高く、GDM率も７.２％（４.３％）と高かった。

【結論】離島群には特有の周産期事情はあるが、早産率、低出生体重児率に差は認められなかっ

た。また、肥満妊婦の割合が高いので、伴う合併症の管理が今後の課題といえる。
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－６７－

２１．エストロゲン受容体イメージング製剤（16α-[18F]-fluoro-17

β estradiol（FES）を用いたポジトロン断層（PET）検査の

婦人科腫瘍診療導入に向けた研究

福井大学産婦人科１）、同 高エネルギー医学センター２）

○澤村陽子１）、吉田好雄１）、黒川哲司１）、品川明子１）、佐藤久美子１）、鈴木千代１）、
　福田　真１）、西島浩二１）、折坂　誠１）、田嶋公久１）、小辻文和１）、土田龍郎２）、
　辻川哲也２）、岡沢秀彦２）、藤林康久２）

【はじめに】16α-[18F]-fluoro-17β estradiol（FES）は、エストロゲン受容体イメージング製剤

であり、生体内に存在する、活動性のあるエストロゲン受容体（ER）に結合して、それを画像

化する。FESがER陽性乳癌の診断や治療効果判定に極めて有用であるということは良く知ら

れた事実である。しかし、同じER陽性婦人科腫瘍に関して、その有用性を検討した報告はほと

んどない。その最大の理由は、ERが豊富な、正常な月経周期を有する健常人の子宮筋や子宮内

膜に対するFESの集積能を検討したcontrol studyが無いためである。従って、今回FES-PETを

用いて健常人の子宮筋や子宮内膜に対するFESの集積能を、倫理委員会の承認の下検討した。

【方法】２１歳から２８歳の１６人のボランテアを対象にした。FESは福井大学高エネルギー研究所が

開発したカセット式自動合成装置で生合成され、投与された後PETで画像化された。FESの集

積能はSUV値で数値化した。FES-PETと同日にMRI検査を実施し子宮内膜や子宮筋の同定を

実施した。また、血中のエストラジオール値との相関を検討した。

【結果】月経中２名、増殖期６名、分泌期７名、月経不順１名であった。子宮内膜SUV値と月

経周期の関係では、有為に分泌期が高値であった（proliferative phase：６.０３±１.０５，secretory 

phase：３.９７±１.２９，P＝０.０２２）。子宮筋層SUV月経周期の関係では、増殖期と分泌期に有意の差

は無かった（proliferative phase：２.７５±０.２２，secretory phase：２.５３±０.３７，P＝０.２３）。また子

宮内膜、子宮筋へのFESの集積能と血中のE2値との有為な相関は認められなかった。

【まとめ】FESは、ERが豊富な、正常な月経周期を有する健常人の子宮筋や子宮内膜を描出し

た。FESの子宮内膜への集積能は、SUVで数値化すると増殖期６.０３±１.０５，分泌期３.９７±１.２９で

あった。また正常の子宮筋層への集積はSUV値３以下であった。今後これらのcontrol値を基

準にして、ER陽性婦人科腫瘍に関しての有用性を検討する予定である。
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－６８－

２２．経腟超音波と傘状八光針を用いた腟式卵巣嚢腫核出術の試み

金沢大学産婦人科
○田中政彰、可西直之、吉本英生、橋本　学、水本泰成、山崎玲奈、井上正樹

【目的】腟式卵巣嚢腫核出術は腹壁に術創を作らない手術である。経腟超音波と傘状八光針を用

いた腟式卵巣嚢腫核出術の有用性を検討する。

【方法】２００６年６月～２００７年６月までの腟式卵巣嚢腫核出術施行１３例について、年齢、分娩回数、

嚢腫の大きさ、組織型、ダグラス窩開放術の成否、腟式手術完遂率、手術時間、出血量、手術

合併症、術後CRP値を検討した。傘状八光針の使用については倫理委員会での使用許可を得、

患者に充分なインフォームドコンセントを行い使用承諾を得た。

【結果】全症例で経腟的にダグラス窩が開放され、全症例で経腟的嚢腫核出術が完遂できた。直

腸損傷等重篤な手術侵襲はなく、全症例でダグラス窩開放に要した時間は１０分未満、ダグラス

窩開放時の出血量は１０ml以下であった。

【結論】経腟超音波と傘状八光針を用いた腟式卵巣嚢腫核出術は安全簡単確実な術式であり、卵

巣嚢腫に対する外科的治療の新たな選択肢になりえる。
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－６９－

２３．腹腔鏡下子宮筋腫核出術施行中に遭遇したadenomatoid 
tumorの３例

北海道大学産婦人科
○加藤達矢、工藤正尊、西　信也、森脇征史、櫻木範明、水上尚典

　当科では２００３年より腹腔鏡下子宮筋腫核出術（LM）を導入しており、現在まで約２００件のLM

を行った。このうち子宮筋腫の術前診断にてLMを開始するものの、腫瘤と子宮筋層との境界

がきわめて不明瞭なため核出困難であり、手術の遂行に苦慮した症例を経験した。これらの腫

瘤は術後病理診断にてadenomatoid tumorの診断であった。今回我々はadenomatoid tumorと

診断された３症例について報告する。

症例１：２８歳、G＝０。月経困難症にて当科受診。内診、MRIにて子宮内膜症、卵巣チョコレー

ト嚢胞、子宮筋腫認め、腹腔鏡を施行した。筋腫は５cmの漿膜下筋腫でありこれを核出した。

子宮底部にも１.５cmの筋層内筋腫と思われる腫瘤を認めたため核出した。腫瘤は筋層と境界不

明瞭であったがで小さいために核出は困難ではなかった。

症例２：３８歳、G＝０。挙児希望にて当科受診、AIHを６回施行したが妊娠成立認めなかった

ため子宮内膜症病巣除去、子宮筋腫核出目的に腹腔鏡を施行した。子宮は１.５～２cmの漿膜下

から筋層内に発育する多発性の腫瘤を認めた。腫瘤と筋層との境界が不明瞭にて核出困難で

あった。５個の腫瘤を核出し、残りの腫瘤はモノポーラーにて焼灼を行った。

症例３：４１歳、G＝０。子宮筋腫の精査目的に当科受診、月経困難症、過多月経を認めた。MRI

にて４cm大の粘膜下筋腫、５cm～７cmの筋層内筋腫と思われる腫瘤認め腹腔鏡を施行した。

子宮は複数の腫瘤にて腫大し腫瘤は境界不明瞭にて核出困難であった。ポート創部に手袋を装

着し気腹下に剪刀を用い腫瘤を切除した。

　LMの施行に際し、遭遇しうる疾患として存在を念頭におき、手術に望むことが必要と考え

られた。
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－７０－

２４．卵巣腫瘍に対する腹腔鏡下手術　体外法と体内法の比較

立川綜合病院産婦人科
○渡辺知子、佐藤孝明、佐藤ひとみ、小林弘子、七里和良

【目的】良性附属器腫瘍に対する腹腔鏡下手術には、体腔内で剥離・吸引などを施行した後、体

外に腫瘍を転出し、摘出・修復を行う体外法と、すべての工程を体内で行う体内法とがある。当

科においては、体内法を主として行っているが、腫瘍径が大きく、内視鏡下での観察・操作が

困難な症例、トロカール部位より回収困難な症例があり、癒着が無く腹壁下に腫瘍が存在ある

いは誘導可能な症例では、体外法を選択する場合もある。体内法と体外法における利点及び欠

点について検討した。

【方法】体外法と体内法それぞれ７９例、２１例について手術時間、出血量、入院期間、合併症など

を比較した。

【結果】体内法と体外法において手術時間等に有意な差を認めなかった。また合併症の発生率も

変わらなかった。腫瘍径の大きいものを体外法の適応としているため、体外法において腫瘍径

が大きかった。内膜症の症例は体内法で行うことが多いため癒着を有する症例が多かった。

【結論】対象となる腫瘍の大きさ、性状、癒着の程度などの患者の状態のみならず、手技の習熟

度、安全性、経済性なども考慮し手術方法を柔軟に選択する必要があると思われた。また、体

内法施行時、体外法に移行することにより安全に手術を施行できたり、体外法施行時にも体内

縫合・結紮が必要となることもあり、多様な手技の習熟が必要であると思われた。
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－７１－

２５．腹腔鏡下手術後にポートサイトヘルニアを呈した１例

札幌医科大学産婦人科
○藤本　尚、黒田敬史、田中綾一、梅村康太、伊東英樹、斉藤　豪

　症例は３９歳女性。下腹痛を主訴に受診、超音波にて右卵巣成熟奇形腫、子宮筋腫を認めたた

め腹腔鏡下左卵巣腫瘍核出術および子宮筋腫核出術を施行した。術後は翌日から食事を開始し

経過順調だったが、術後５日目に左下腹部痛および胃痛出現し、術後６日目には嘔吐出現し腹

部単純撮影にて二ボーを認めたため、絶食管理とし保存的に経過観察も症状及び腹部単純撮影

は改善しなかった。術後１３日目にCT撮影したところ、左側１２mmポート跡に陥頓する小腸像認

め、同日外科に依頼し手術施行となった。手術はポート創からアプローチし、脂肪層、筋膜層、

腹膜解放し小腸の陥頓解除を行った。しかし術後に一時症状改善し食事開始するも再び腸閉塞

発症し、初回手術後２０日目に再度CT撮影したところ小腸陥頓ヘルニア再発していたため、イレ

ウス管挿入し小腸の減圧施行した後の術後２５日目に再度開腹手術を施行した。腸管は炎症、癒

着著しいいため約１５cm切除し小腸端々吻合を行った。その後は創部皮下に膿瘍形成したため

切開排膿、薬剤性肝障害をきたしたもののヘルニアの再発はなく、初回手術後４７日目に退院と

なった。今回我々は腹腔鏡下手術後のポートサイトヘルニアにつき文献的考察も加えて報告す

る。
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－７２－

２６．血性羊水を認めた絨毛膜下血腫合併妊娠分娩の１例

富山大学産婦人科１）、おとぎの森レディースクリニック２）

○塩崎有宏１）、西山玲奈１）、米田徳子１）、立松美樹子１）、伊奈志帆美１）、稲坂　淳１）、
　若杉聡美１）、米田　哲１）、斎藤　滋１）、副田善勝２）

【はじめに】巨大絨毛膜下血腫は別名Breus' moleともいい、子宮内胎児死亡や子宮内胎児発育不

全を伴うため、周産期予後は不良になりやすいとされている。今回我々は妊娠初期より胎盤後

血腫（RPH）を生じ、妊娠経過中に胎盤の肥厚ならびに子宮内胎児発育不全を認め、早産となっ

た症例を経験したので報告する。

【症例】３６歳３回経妊１回経産。前医の妊婦健診にて羊水過少とRPHを指摘され当科紹介され

た。母体のTORCH症候群や抗リン脂質抗体、凝固因子異常を検索したところ、プロテインＳ

欠乏症ならびに抗PEIgM抗体陽性と判明したため、低用量アスピリン＋ヘパリン療法を開始し

た。入院後も胎盤は次第に肥厚していき、胎盤の臍帯付着部を中心に約６cm大となった。胎

盤内部の胎児側には母体面よりも低輝度を呈するゆるやかな流れがあり、時間とともに鏡面形

成を認めたため、絨毛膜下血腫（SCH）と診断した。超音波上echogenicとなってきたため、妊

娠２２週５日羊水穿刺をしたところ赤褐色の血性羊水であった。妊娠２２週６日人工羊水を用いて

羊水交換するも高位破水したため、妊娠２４週５日羊水補充療法を開始した。しかしながら羊水

補充２０日目（妊娠２７週４日）に陣痛発来して分娩不可避となり、緊急帝王切開術を施行した。羊

水は淡褐色を呈していた。児は８２２gの女児で、アプガーは４－８点であった。胎盤重量は４１６g

で、臍帯付着部を中心に隆起しており、胎盤絨毛にはヘモジデリン沈着があり、臍帯付着部を

中心とした絨毛膜下には厚さ約２cmの巨大な血腫を認めたが、絨毛膜羊膜炎はなかった。児

は日齢６に胎便栓症候群にて腸穿孔を発症し人工肛門を造設したが、術後短腸症候群のため栄

養管理に難渋している。体重増加を待って人工肛門閉鎖術予定である。
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－７３－

２７．腎細胞癌合併妊娠の一症例

東北大学病院周産母子センター
○松田尚美、千坂　泰、宇賀神智久、斎藤昌利、室月　淳、岡村州博

　今回我々は、妊娠２５週切迫早産で入院中に発熱・胸痛・呼吸困難をおこし、全身検索の結果、

下大静脈進展を伴う右腎細胞癌と診断した症例を経験したので報告する。

【症例】４６歳、５妊０産、既往歴・家族歴に特記事項なし

【現病歴】自然妊娠成立し、妊娠１４週より切迫流産・子宮筋腫合併・前置胎盤の診断で近医入

院。子宮収縮増強を認めたため、妊娠２１週３日当科母体搬送となる。

【経過】切迫流産に対し、塩酸リトドリンを使用していたが顆粒球減少のため硫酸マグネシウム

に変更して子宮収縮を抑制した。また、炎症反応の軽度上昇を認め、変性子宮筋腫への感染を

考慮し抗生剤を投与していた。入院２９日目（妊娠２５週３日）３８.６℃ の発熱・胸痛・呼吸困難が

出現したため、肺塞栓症を疑い下肢静脈超音波検査を行ったが深部静脈血栓症は否定的であっ

た。全身検索をしたところ、腹部超音波検査にて右腎腫大と下大静脈内に浮遊する腫瘤を認

め、MRIにて右腎下極に８㎝大の腫瘍を認め、下大静脈進展を伴う右腎細胞癌が疑われた。腫

瘍または腫瘍に付着した血栓の塞栓が呼吸困難の原因と考えられた。その後、下大静脈フィル

ターを留置し、妊娠２６週４日帝王切開術、単純子宮全摘術施行。児は１０２４g、女児、Ap7/6で

NICU入院。帝王切開術・子宮全摘術後２２日目、根治的右腎摘出術、下大静脈内腫瘍塞栓摘除

術施行。術後経過は良好であり、退院後外来経過観察中である。

【まとめ】腎細胞癌合併妊娠は非常に稀であり、また腎細胞癌の５年生存率は１～４０％である。

本症例では尿検査には異常がみられなかったが、詳細な超音波検査やMRIによる全身検索によ

り診断に至ることができた。また迅速な他科との連携が予後の改善に繋がったと考える。
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－７４－

２８．低フィブリノーゲン血症（異常症）合併妊娠の一例

北海道大学病院産科・周産母子センター１），釧路赤十字病院産婦人科２）

○中谷真紀子１，２）、山田崇弘１）、佐々木瑞恵１）、庄野理奈１）、山崎綾野１）、森川　守１）、
　山田　俊１）、長　和俊１）、山田秀人１）、水上尚典１）

　フィブリノーゲン（FG）は，止血に必須の物質であるとともに妊娠の維持にも不可欠の物質

である．先天性無FG血症の患者は妊娠しにくく妊娠しても補充療法なしでは流産してしまう

とされている．低FG血症の患者では自然妊娠し経膣分娩に至った報告はあるが分娩時出血の

止血が困難となる症例も多い．今回我々は低FG血症を合併した妊娠・分娩を経験したため報告

する．

　症例は３３歳の初妊婦．妹の分娩時大量出血を契機に家族性低FG血症と診断された．非妊娠

時のFG値は６０mg/dl程度であり出血傾向を示さなかったため経過観察されていた．妊娠１３週

に同疾患合併妊娠として当科紹介受診となった．初診時のFGは８３mg/dlと低値を示していた．

妊娠の維持に関しては血中FG値６０mg/dlであれば通常問題ないが，妊娠経過とともに，また切

迫早産や絨毛羊膜炎などの感染症ではFG消費量が亢進するため，１００mg/dl以上に保つことが

のぞましいとされている．本症例では補充無しで８０mg/dlから９０mg/dl程度で推移していたが

３２週より管理入院とし，FG値１００mg/dl以上を目指して補充を開始した．分娩方針はFG値を

２００mg/dl以上に保ち経腟分娩を目指す方法や１２０mg/dl以上を保ち選択的帝王切開とする方法

などがあるが血液製剤の補充量や胎児が同疾患であった場合のリスクなどを考慮し選択的帝王

切開とした．FG値１２０mg/dlを維持し妊娠３７週で選択的帝王切開術を施行した．術後はFGの

補充は必要なく出血量も正常範囲内だった．児は２３３５gの男児であり生後１日のFG値は

３６mg/dlと低く患児と思われたが臍脱時にも持続出血等はなく出血傾向は示さなかった．また

胎盤にはフィブリンの沈着が少ない等の異常所見はなかった．
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－７５－

２９．重症妊娠悪阻様の症状で発症した下垂体前葉機能低下症合併
妊娠の一例

市立札幌病院産婦人科１）、同糖尿病代謝内科２）

○伊藤公美子１）、羽田健一１）、内田亜紀子１）、奥　きくお１）、島畑顕治１）、及川　衛１）、
　奥山和彦１）、晴山仁志１）、和田典男２）、亀田　啓２）

【症例】４０歳，G＝１，P＝２（双胎妊娠）分娩予定日　平成１９年１１月５日．

【既往歴】平成１５年　双胎にて帝王切開

【現病歴】平成１９年４月１６日，同年３月中旬より続く性器出血と悪阻を主訴に近医受診．妊娠１０

週相当の切迫流産および妊娠悪阻の診断で子宮収縮抑制剤，止血剤にて保存的治療を行ってい

た．数日後に倦怠感，食欲低下が顕著となり，意識障害も出現し，近医産婦人科より当院救命

救急センターに依頼搬入となった．来院時，意識障害・低Na血症・著明な低血糖が認められた．

頭部CTでは明らかな梗塞・出血は認めなかった．

　重症妊娠悪阻の疑いで加療するも，意識障害は遷延し，低Na血症の進行が認められた．副腎

不全が疑われ，内科にコンサルトの上、副腎皮質ホルモンの補充療法を開始したところ症状は

速やかに改善した．その後内科に精査目的に転科し，内分泌学的検査と頭部MRIにて下垂体前

葉の高度萎縮所見から下垂体前葉機能低下症ならびに続発性副腎皮質機能低下症，原発性甲状

腺機能低下症と診断された．ハイドロコルチゾン・甲状腺ホルモンの補充療法を開始し，その

後の妊娠経過は順調である．

　妊娠と関連して下垂体機能低下症を呈する疾患としてリンパ球性下垂体炎やシーハン症候群

が知られているが，いずれも周産期の発症がほとんどで，本症例は既往歴，画像所見から否定

的であった．今回，妊娠前期に妊娠悪阻様の症状で発症した下垂体機能低下症合併妊娠を経験

したので報告する．
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－７６－

３０．妊娠中に発症したギランバレー症候群（GBS）の２例

青森県立中央病院産婦人科
○福原理恵、橋元粧子、横田　恵、梅本実香、小笠原智香、森川晶子、佐藤秀平、
　齋藤　勝

　妊娠中にGBSが発症することはまれであるが、その際の母体のリスク・死亡率も高いことが

知られている。今回、我々は妊娠中に発症したGBSの２例を経験したので報告する。症例１）

３２歳、０妊０産。妊娠１７週に両下肢脱力症状が出現し、近医を受診。GBSの診断で当院神経内

科、当科へ紹介・入院となった。免疫グロブリン大量療法（IVIG）を施行したが、病状は進行

性で四肢完全麻痺、顔面筋脱力を呈した。妊娠２０週には肺炎を契機として呼吸筋麻痺をきた

し、人工呼吸器管理となった。呼吸筋麻痺は改善せず、気管切開を施行し、人工呼吸器管理継

続、また中心静脈栄養管理となった。妊娠３２週に陣痛発来認め、全身麻酔下に緊急帝王切開術

を施行した。術後ICU管理としたが、術翌日に３９℃台の発熱認め、術後２日後には急激に心肺

機能停止となり、蘇生にも反応せず永眠された。症例２）２９歳、３妊２産。妊娠２０週に四肢脱

力症状出現し、妊娠２１週には呼吸苦も出現したため近医受診。GBSの診断で、IVIG施行し、上

肢の筋力低下は若干改善された状態であった。妊娠３０週には、夫の転勤に伴い、当院神経内科

へ搬送・入院となった。当院入院時には体位変換も困難で全介助を要する状況であったが、呼

吸筋麻痺は認めなかった。妊娠３４週にIVIG再施行したところ、ベッド上の起坐まで可能となっ

た。胎児発育は良好で、その他の母体合併症も認めず経過した。妊娠３６週３日に全身麻酔下に

選択的帝王切開術を施行した。術後IUC管理としたが、経過は良好であり、再び神経内科へリ

ハビリ治療目的に転科した。その後、歩行可能となり、退院。現在は外来経過観察中である。

妊娠中にGBSが発症することはまれであるが、全くその転帰が異なる２例を経験したので、文

献的考察を加え報告する。
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－７７－

３１．当科における子宮頸癌に対する術前化学療法（NAC：
Neoadjuvant chemotherapy）の有用性の検討

富山大学産婦人科１）、黒部市民病院産婦人科２）

○中島彰俊１）、柳楽清文１）、長谷川　徹１）、日高隆雄２）、中村隆文１）、斎藤　滋１）

【目的】NAC（Neoadjuvant chemotherapy）とは，骨盤内に限局する子宮頚癌に対し手術療法

の根治性を高め、予後の改善を目指す治療法である。しかし，NACによる予後改善のエビデン

スは少ない。そこで、　当科における術前NAC（主に動注）の予後改善につき検討した。

【方法】当科において１９９２年１月から２００７年４月までの約１６年間に治療された子宮頚癌Ⅰb1-

Ⅲb期６７例を対象とした．NACは動注６１例（BMP：５３例　TJ：３例　その他：５例）および全

身投与を７例（BOMP：５例　TJ：２例）行なった．

【結果】Responsive Rate（RR）は７２％（CR：３.５％　PR：６８.４％）であった．組織型別でのRR

はSCCの８１％に対し，non-SCCでは４６％であった．局所浸潤，微小転移の制御に関してNAC群

と非NAC群を比較すると，Ⅰ/Ⅱ期では差を認めなかったが，Ⅲ期において基靭帯浸潤は１４％，

１００％（p＜０.０２），脈管侵襲も２９％，１００％（p＜０.０２）と有意に減少を認めた．しかし，骨盤リ

ンパ節転移率には，有意差は認めなかった．次に全生存期間（OS）に関してのNAC群と非NAC

群間での比較では，Ⅲ期症例において１０年の長期生存において予後を改善する傾向を示した．

またⅢ期症例では，NACが奏功し広汎子宮全摘術（RH）を施行できた群（５３.５％）は非RH群

に比較し，有意に予後を改善した（p＜０.０１）。さらにⅢ期症例では，NACが不応でRadiation治

療となった群とNAC非施行Radiation群間において，予後に差を認めなかった。

【結論】Ⅲ期症例において、Down stagingを目的としたNAC施行は予後を改善できる可能性が

ある。
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－７８－

３２．手術療法と化学療法を併用した子宮頸部扁平上皮癌の検討

旭川厚生病院産婦人科
○岡元一平、吉澤明希子、金野陽輔、斉藤　剛、和田恵子、吉田俊明、飛世義則

【目的】子宮頸部扁平上皮癌の手術後の補助療法として現在放射線療法が一般的とされている

が、当科では浮腫などの副作用の観点から術後照射は原則選択しない方針をとっている。手術

療法を行った症例で補助療法として化学療法（化療）の選択が妥当であったのかを検証する。

【対象・方法】平成１４年以降に主治療として手術療法を選択した子宮頸部扁平上皮癌Ⅰ/Ⅱ期症

例２８例の内術前化療（NAC）を行った８例（５例は術後化療を追加）および術後化療（AC）

を追加した６例の計１４症例について背景、合併症、再発部位および予後などについて検討した。

【成績】NAC症例は全てII期症例であった（CDDPを２例にNedaplatinを６例に使用）。原則２

コース後に手術療法を施行。自己血貯血がなされていた事もあり同種血輸血を必要とした症例

はなかった。NAC+AC/AC計１１例でAC追加理由はリンパ節転移６例、脈管侵襲陽性４例で

あった。投薬/自己道尿を必要とした神経因性膀胱を２例に認めたが、神経温存術式を採用し

ておりその後自然排尿が可能になった。病的な下肢浮腫や腸閉塞を発症した症例はなかった。

３例に再発を認めた（膣断端２例、鎖骨上リンパ節１例）。膣断端再発の２例は放射線治療を行

い無病生存している。鎖骨上リンパ節転移の症例はNAC後に広汎全摘（多発骨盤リンパ節転移

陽性）を行いACを追加したが再発、放射線治療を行ったが遠隔転移を来たし永眠された。

【結論】膣断端を除くと手術野の再発を認めず手術療法の選択は妥当であったと考える。QOL

の観点からも、時に放射線腸炎や浮腫の発生が問題となる術後照射と比較すると、補助療法と

して化療をNACおよびACとして選択することは根治的な切除が期待できる症例には妥当では

ないかと思われる。
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－７９－

３３．進行子宮頸部腺癌に対するDN（ドセタキセル／ネダプラチ
ン）療法

旭川厚生病院産婦人科
○金野陽輔、吉澤明希子、斉藤　剛、和田恵子、吉田俊明、岡元一平、飛世義則

［緒言］子宮頸部腺癌は扁平上皮癌に比べて、放射線に対する感受性が低く予後不良とされ、特

に進行症例に対して治療に悩む事が多い。今回我々は、平成１８年４月から平成１９年３月までの

１２ヵ月間に進行子宮頸部腺癌３症例にドセタキセル/ネダプラチン（DN療法）を使用した。臨

床経過、効果、副作用について考察を加えて報告する。

［症例１］５８歳、傍子宮組織に浸潤、鼡径、左鎖骨上リンパ節転移あり、stageⅣb期の診断。

NAC２コース後、リンパ節触知せず、原発巣も縮小、可動性も改善したため準広汎子宮全摘術

施行した。膀胱子宮窩腹膜、傍結合織に浸潤あったが摘出できた。追加治療４コース施行、現

在再燃徴候なし。

［症例２］６３才、血尿にて泌尿器科受診。膀胱鏡にて膀胱外からの腫瘍の浸潤を確認。子宮頚部

腺癌Ⅳa期の診断。手術療法では膀胱全摘、尿路変更など侵襲が大きく予後を考慮し化学療法

を優先した。３コース後、原発巣は著明に縮小し単純子宮全摘、両側付属器切除術施行。基靭

帯部は浸潤強く一部腫瘍の残存を認めた。追加治療３コース施行し、担癌状態にて経過観察中

である。

［症例３］４９歳、stageⅡb期の診断、肝硬変で治療中。化学療法２コース終了後、腫瘍は著明に

縮小し、準広汎子宮全摘術＋骨盤リンパ節郭清を施行。術後病理では子宮頸部にのみ僅かに明

細胞腺癌の遺残を認め、さらに２コース追加方針である。［結語］進行子宮頸部腺癌に対して

NACとしてDN療法が奏効した３症例を経験した。Grade4の好中球減少を２例に認めたがG-

CSFでコントロール可能であった。いずれも腫瘍の縮小により原発巣の摘出が可能となった。

DN療法は子宮頸部腺癌に対する術前さらに術後追加化学療法として検討していく意義がある

のではないか。
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－８０－

３４．当科における子宮頚癌に対する腹腔鏡下広汎性子宮全摘

国立病院機構　北海道がんセンター婦人科１）、苫小牧王子総合病院産婦人科２）

○金内優典１）、加藤秀則１）、野村英司２）、半田　康１）、首藤聡子１）、野澤明美１）、
　青野亜美１）、齋藤裕司１）、山下幸紀１）

　昨今、婦人科悪性腫瘍手術への腹腔鏡下手術の応用には目ざましいものがあり、リンパ節廓

清を含んだ手術経験が種々の施設より報告されるようになってきている。当科においても院内

倫理委員会の承認を経て、平成１９年４月より早期浸潤性子宮頚癌に対して腹腔鏡下広汎性子宮

全摘（骨盤～IMA下までの傍大動脈リンパ節廓清を含む）を開始し、６月現在２症例に対し同

術式を施行している。

【症例１】２８歳、３回経妊１回経産、腫瘍径３２×１６mm、進行期Ⅰb１。手術時間１１時間１０分、術

中出血量２７７ml。摘出リンパ節総数３３個。

【症例２】４７歳、５回経妊３回経産、腫瘍径２２×１４mm、進行期Ⅰb１。手術時間１１時間１０分、術

中出血量２５５ml。摘出リンパ節総数４１個。

　当科での子宮頚癌に対する本術式の適応は、１）重大な合併症を有さず長時間手術に耐えう

る全身状態であること、２）進行期はⅠb１期まで、３）術前組織診断で特殊型成分を認めない

こと、４）術前検査で明らかなリンパ節転移を認めないこと、５）本術式のメリット、デメリッ

トを理解でき十分なインフォームドコンセントを得られたこと、である。具体的には、以上の

条件を満たした症例に対し、排尿機能温存のため自立神経を温存し、膣壁を２cm以上切除する

腹腔鏡下広汎性子宮全摘を施行している。傍大動脈リンパ節は腹腔内からの腹膜正中切開によ

るアプローチを選択し、膣壁切除に関しては従来報告されている膣式の膣壁切開による膣カフ

の作成は行わず、膣管切開の前にエンドGIAを用いて腹腔内から子宮頚部を覆うようにいわゆ

るカフを形成する方法を創案し施行している。今回我々は、以上の術式の経験とともに、症例

の術後経過についても報告する。
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－８１－

３５．子宮頸癌Ⅲ、Ⅳ期に対し骨盤臓器全摘術を施行した２例

青森県立中央病院産婦人科
○梅本実香、橋本粧子、横田　恵、福原理恵、小笠原智香、森川晶子、佐藤秀平、
　齋藤　勝

　骨盤臓器全摘術は１９４８年より報告されているが、重篤な合併症の問題等により産婦人科領域

ではあまり普及していない。しかし、手術器具の進歩や周術期管理の向上などより、選択肢と

なり得る術式であると考えられる。我々は、子宮頸癌Ⅲ、Ⅳ期に対し動注化学療法にて腫瘍縮

小後、骨盤臓器全摘術を施行した２症例を経験したので報告する。

　症例１は４６歳４妊２産。下腹部痛、両下肢浮腫を主訴として前医受診、子宮頸癌疑いにて紹

介となった。子宮頸部は６cmに腫大し両側骨盤壁まで達し、膀胱浸潤、両側水腎症、直腸浸

潤、左鎖骨上窩リンパ節転移、左腋窩リンパ節転移を認め、子宮頸癌Ⅳb期と診断した。直腸浸

潤とは別に直腸癌の合併を認めた。腎不全のため左腎瘻を造設した。動注化学療法を先行した

ところ、腫瘍は著明に縮小し腫瘍マーカーも正常域まで下降し、骨盤臓器全摘術、回腸導管造

設術を施行した。術後病理組織では、子宮頸部はSCC、基靭帯と膀胱浸潤を認めた。直腸癌は

中分化型sm癌であった。術後、リンパ節転移に対し放射線治療を施行。直腸癌からの肝転移

が出現し、現在外来化学療法を施行している。

　症例２は５７歳４妊３産。不正性器出血と尿漏れを主訴に前医初診、子宮頸癌が疑われ紹介と

なった。子宮腟部に７cmの腫瘍を形成し腟は腫瘍で完全に置換され、膀胱腟瘻のため腟より

多量の尿流出を認めた。左水腎症、直腸浸潤を認め子宮頸癌Ⅲb期と診断した。動注化学療法

を先行したところ、腫瘍は縮小しSCCも正常域まで下降し、骨盤臓器全摘術、回腸導管造設術

を施行した。病理組織でSCC、膀胱と直腸への浸潤を認めた。現在のところ再発・転移なく外

来にて経過観察している。
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－８２－

３６．当科における卵巣悪性胚細胞腫瘍に対する妊孕能温存治療の
検討

札幌医科大学産婦人科
○本田あかり、田中綾一、黒田敬史、両坂美和、梅村康太、藤本　尚、鈴木孝浩、
　伊東英樹、斉藤　豪

【目的】化学療法の進歩により悪性胚細胞腫瘍の予後は飛躍的に改善され完治が期待でき、若年

者では組織型や進行期にとらわれず妊孕能を維持した治療法を考慮することが可能になった。

当科での卵巣悪性胚細胞腫瘍に対する妊孕能温存治療成績について報告する。

【方法】対象は１９９０年から２００７年に当科にて妊孕能温存手術を行った卵巣悪性胚細胞腫瘍の１８例

で、治療成績と共に化学療法施行の有無、種類、投与回数と月経回復までの期間、妊娠率、流

産率との相関関係を確認し化学療法が妊孕能に与える影響等について検討した。

【結果】平均年齢２０.７歳、組織型は未熟奇形腫９例、未分化胚細胞腫４例、混合型胚細胞腫瘍５

例、進行期はⅠa期８例、Ⅰc期７例、Ⅲb期１例、Ⅲc期２例であった。死亡または再発症例は

無く、術後化学療法を施行したのは１３例で化学療法施行後月経の回復は全例において認められ

たが、化学療法施行群は未施行群と比較し月経回復までの期間が有意に長い結果が得られた。

化学療法種類別では月経の回復に差を認めなかったが、月経回復までの期間が５ヶ月以上を要

した症例は有意差をみとめなかったものの投与回数が５コース以上の症例に多く認められた。

妊娠したのは化学療法施行群３例、未施行群２例、挙児を得たのは前者２例、後者１例の計３

例だが前者では２例共に不妊治療を必要とした。

【結論】卵巣悪性胚細胞腫瘍は化学療法に感受性が高くその予後は良好であり、５例の妊娠例３

例の分娩例が含まれ、再発は無く妊孕能温存治療は可能な治療方針である。化学療法施行群で

は未施行群と比較し不妊治療を要する頻度が高く、卵巣機能に影響する可能性が示唆された。
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－８３－

３７．当科における卵巣癌に対する腹腔鏡下手術

王子総合病院産婦人科
○石本真紀、野村英司、光部兼六郎、小田切哲二、木川聖美

（目的）近年、日本においても手術の低侵襲化を目的に悪性腫瘍に対する腹腔鏡下手術の導入が

試みられている。当科では２００４年より院内倫理委員会の承認を得た後、充分なICのもとに、腹

腔鏡による婦人科悪性腫瘍手術に取り組んでいる。現在まで６０症例の腹腔鏡下リンパ節郭清を

経験したが、そのうち卵巣癌２４症例における摘出リンパ節個数や術後経過について開腹根治手

術症例と比較検討したので報告する。

（方法）対象は２００４年７月～２００７年６月までに、当科において腹腔鏡下リンパ節郭清を施行した

卵巣癌１９例、子宮体癌と卵巣癌との重複癌５例の合計２４例。全症例とも初回手術は開腹にて可

及的病巣除去術を施行した。その後、残存腫瘍が無いと判断された症例で、充分なICのもと希

望があれば腹腔鏡下での根治術を施行した。対象群はほぼ同時期に卵巣癌開腹根治手術を施行

した８例。

（結果）両群の平均年齢（歳）（腹腔鏡群：５２.７、開腹群：５６.６）、BMI（２４.６、２１.９）で両群に差

はなかった。摘出総リンパ節数（個）は（６３.９、６２.９）、総腸骨動脈節以上のPAN個数（個）は

（３４.０、３０.８）でいずれも有意差は無かった。術後経過としては水分開始時期（日）（１.１、２.３）、

常食開始時期（日）（６.７、１０.８）ともに腹腔鏡群が有意に早く、術後在院日数（日）（１０.９、１５.８）

であった。

（結論）卵巣癌に対する腹腔鏡下リンパ節郭清は、摘出リンパ節個数など開腹根治手術と遜色な

い手術内容であった。腹腔鏡下手術はより低侵襲であり有用であることが示唆された。
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－８４－

３８．腹腔鏡下に摘出後、早期に再発した莢膜細胞腫の一例

旭川医科大学産婦人科
○杉村和代、宮本敏伸、堀川道晴、千石一雄

【緒言】莢膜細胞腫は性索間質性腫瘍の中の莢膜細胞腫・繊維腫群（Thecoma-fibroma group）

に分類される。今回、腹腔鏡下に莢膜細胞腫を摘出し、約１年半後に再発を認めた一例を経験

したので報告する。

【症例】２０歳、未経妊。０４年６月職場の健康診断にて下腹部腫瘤を指摘され、近医より子宮筋腫

疑いにて紹介受診となる。経腹超音波で子宮背側に８cm大の充実性腫瘤を認めた。腫瘍マー

カ ー はCA１２５ ５７.７U/ml、他CA１９-９、CEA、AFPは 正 常 値 で あ っ た。E2 ３０.４pg/ml、

testosterone ２６.０ng/dlと正常値を示し、MRIで腫瘍はT1、T2強調画像でそれぞれ低信号を示し

た。同年８月、子宮筋腫または卵巣繊維腫の診断で吊り上げ式腹腔鏡手術を行った。臍部より

アプローチし、右は２cmの切開部にラッププロテクターミニミニ、左はバーサーステップ

５mmを挿入した。右卵巣は直径９cm大に腫大しており子宮、左付属器は正常であった。右の

腫大した卵巣の表面に切開を加えたところ腫瘍核が確認されたため、腫瘍核出術を施行。モル

セレーターにて腫瘍を体外に摘出した。卵巣残存部を体外法にて縫合し終了した。病理組織診

断では卵巣間質類似の短紡錘形細胞からなり、a-actin・HHF-３５陰性より莢膜細胞腫と診断され

た。手術後の経過は良好であり０５年５月の時点でも超音波検査上異常は見られなかったが、０６

年４月に経腹超音波検査を行ったところ子宮右側に５.７cm大の充実性腫瘤を認めた。MRIにて

も莢膜細胞腫再燃が疑われたため、０６年５月腹腔鏡下右付属器摘出術予定となった。

【結語】莢膜細胞腫は充実性卵巣腫瘍のうち１％と非常に稀な良性腫瘍である。今回我々は患者

の年齢と妊孕能保存の目的から患者の同意を得た上で腫瘍核出術を行ったが早期に再発をきた

した。MRI上、同側部位の腫大と確認されたため、核出時における腫瘍残存部の再燃が原因と

考えられた。
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－８５－

３９．当科における卵巣癌PAN単独再発症例に関する検討

新潟大学産婦人科
○岡田潤幸、土谷美和、芦沢直浩、沼田雅裕、加嶋克則、関根正幸、八幡哲郎、
　藤田和之、田中憲一

【目的】卵巣癌術後に、傍大動脈リンパ節に単独で再発を来した症例の後治療奏功率、および生

存率について検討した。

【対象と結果】１９９６～２００６年の期間で当科で治療した卵巣がん症例のうち、術後再発を来した症

例は９１症例であった。そのうち骨盤内リンパ節のみに再発した症例（PLN）のは１４症例

（１５.４％）、傍大動脈リンパ節のみに再発した症例（PAN）は７症例（７.７％）、骨盤内リンパ節

および傍大動脈リンパ節に再発を来した症例（PAN＋PLN）は３７症例（４０.７％）であった。こ

のうち、PAN単独群とPAN＋PLN群について後治療の奏功率ならびに再発後２年生存率につ

いて検討したところ、PAN単独再発群が、後治療奏功率ならびに再発後２年生存率について有

意に高いことが分かった。

【結論】諸家の報告と同様に、卵巣癌の再発例においてPAN単独で再発を来した症例は、PLN

を含めて再発してきた症例に比較して治療奏功率あるいは２年生存率が高い事が分かった。後

治療はPAN単独再発７例のうち５例が放射線療法であり、PAN単独再発例については、放射線

療法が有効な治療方法であることが示唆された。
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－８６－

４０．卵巣明細胞腺癌における腹水細胞診陽性の意義

秋田大学産婦人科
○佐藤直樹、佐藤敏治、熊澤由紀代、藤本俊郎、佐藤宏和、田中俊誠

［目的］卵巣明細胞腺癌の現状および腹水細胞診陽性の診断的意義について検討すること。

［方法］当科において１９９５年から２００６年に手術療法を受けた上皮性卵巣癌１４０例のうち、病理学

的に卵巣原発明細胞腺癌と診断された２９例を対象とした。卵巣明細胞腺癌の上皮性卵巣癌に対

する割合の変化・治療法・予後について検討した上で、腹水細胞診陽性の診断的意義について

後方視的に考察した。

［結果］上皮性卵巣癌における明細胞腺癌の割合は近年増加傾向で、当科における最近４年間で

の割合は２７％（１９/７１）であった。術中被膜破綻のⅠc（b）期症例を含め、手術時に患側卵巣

内に病変が限局していた１１例の予後は良好であった。腹水細胞診陽性１０例や肉眼的腹膜播種を

認めた１２例では長期生存が得られていない。評価可能病変を有する１０例に計２１シリーズの化学

療法を行い、CPT-M療法で６０％の有効率を得たが、TJ療法では奏効は得られなかった。化学療

法の著効は得られなかった。術前・術中の腹水細胞診で形態的特徴から明細胞腺癌の診断が可

能かどうかを検討したが、診断感度は６０％、特異度は約５０％であった。

［結論］卵巣明細胞腺癌は増加傾向である。腹水細胞診陽性例・腹膜播種例の予後は不良であっ

た。化学療法の著効例はなく、新規の治療法が期待される。腹水細胞診像の形態的特徴のみで

卵巣明細胞腺癌を特定するのは困難であり、現時点では病理学的診断のもと、治療法が選択さ

れることが望ましいと考えられた。
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－８７－

４１．CTでは発見できず、MRIで診断された癌性髄膜炎の２例

東北大学婦人科
○豊島将文、田辺康次郎、吉永浩介、高橋尚美、永井智之、片桐未希子、湊　敬広、
　蔭山　成、新倉　仁、八重樫伸生

　従来まで婦人科癌では中枢神経系への転移はまれなものと考えられていたが、化学療法の進

歩による生存期間の延長とともにその頻度が増加している。特に癌性髄膜炎は画像診断が困難

な事もあり、その早期発見法や治療法が確立していない。今回我々は、CTのみでは発見できず

MRIにて診断が可能であった神経症状を有する癌性髄膜炎の婦人科癌症例を経験したので報告

する。

【症例１】５５歳女性、卵巣癌 serous adenocarcinoma Ⅲc期。脳転移病変に対してH１８/８/４ガン

マナイフ施行、病変部の縮小は認めたが残存あり。たびたび頭痛の訴えがあったが、頭部CTで

は新規病変部の出現なし。H１９/９/２５に急激な意識レベル低下があり緊急入院、頭部MRI・頚

部MRIにて小脳半球脳溝に沿うような造影剤の増強効果を認め癌性髄膜炎と診断された。

【症例２】６３歳女性、子宮体癌 serous adenocarcinoma Ⅳb期。H１８/１１/１１ TAH＋BSO＋partial 

OMTの後にTC6コース施行し、CA１２５は低下傾向であった。H１９/５/１８に食欲不振で緊急入

院、頭部CTでは脳転移を疑わせる所見なし。入院後に転倒のエピソードや意識レベルの低下

を認め、頭部MRIでは脳幹・小脳半球の脳表に沿って造影剤の増強効果を認め癌性髄膜炎と診

断された。

【結論】癌性髄膜炎は頭部CTのみでは早期発見が困難であり、造影頭部MRIにて脳幹や小脳の

脳表・脳溝に沿うような造影効果を認める所見で発見が可能であった。神経症状を有する婦人

科癌症例で中枢神経系への転移を疑う場合には、造影頭部MRIが必須である。
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－８８－

４２．当科における子宮体癌／内膜異型増殖症に対する妊孕能温存
療法（MPA療法）についての検討

北海道大学産婦人科
○森脇征史、蝦名康彦、小島崇史、三田村　卓、保坂昌芳、原　洋子、藤堂幸治、
　武田真人、渡利英道、工藤正尊、水上尚典、櫻木範明

【目的】子宮体癌ならびに内膜異型増殖症に対する妊孕能温存療法における治療成績および不妊

治療について検討する。

【対象と方法】１９９４年１月から２００７年６月までに北海道大学病院において治療した若年子宮体癌

／内膜異型増殖症（４０歳以下）は３７例であり、そのうち子宮温存療法を施行したのは１０例であ

る。原則としてmedroxyprogesterone acetate（MPA）４００mg/dayを６ヶ月間服用し、１～２ヶ

月おきの子宮内膜全面掻爬を施行し、病理学的治療効果を判定した。規則的排卵のない挙児希

望症例では、早期の不妊治療を開始した。

【成績】若年子宮体癌／内膜異型増殖症１０症例の年齢中央値は２９歳（２１－３５）で、既婚は７例で

あった。BMIは２１.１５（１７.９-２５.４）で２３.０以上の肥満は２例であり、治療前病理診断は高分化型類

内膜腺癌（G1）７例、複雑型内膜異型増殖症（AEH）３例であった。現在治療中のAEH １症

例を除く９例の初回MPA投与期間は７ヶ月（５－８）で、全例においてCRが得られた。その

うちG1では5/7（７１.４％）の再発を認めたが、AEHでは再発を認めていない。観察期間は３１ヶ

月（１３－６４）、再発５症例における再発までの期間は１２ヶ月（５－２７）であった。再発時に卵

巣癌を重複した症例および子宮鏡下筋層生検により筋層浸潤を疑った症例に手術を施行した。

一方、再治療を強く希望した未婚症例１例およびART施行症例２例に対して、再度のMPA療

法が施行された。また、初診時における月経不順は8/10（８０％）に認め、６例ではPCOが原因

と考えられた。既婚７症例全例に１～７年間の不妊期間を認め、５例に不妊治療を行った。不

妊因子として、PCO（４例）、黄体機能不全（２例）、poor responder（２例）および受精障害

（１例）を認めた。妊娠成績は、受精障害の１症例において顕微受精胚盤胞移植後に化学妊娠が

成立したのみである。

【結論】月経不順、不妊を主訴とする症例およびG1症例においては、MPA療法後早期のARTを

開始する必要性が示唆された。
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－８９－

４３．子宮体癌症例における筋層浸潤の評価法について

旭川医科大学産婦人科
○片山英人、横浜祐子、荻野元子、加藤育民、西脇邦彦、山下　剛、千石一雄

【目的】子宮体癌における筋層浸潤の程度は、組織型、分化度、頸部浸潤、リンパ節転移等と並

んで予後を規定する重要な因子であり、術前あるいは術中に筋層浸潤の深達度を評価すること

ができれば、適切な治療が可能となると考えられる。NCCNガイドラインには、「術前検査にて

筋層浸潤が否定的な場合、または、筋層浸潤が内側1/3未満の場合、リンパ節郭清は省略可能で

あるが、理想的には組織分化度と筋層浸潤の有無を術中迅速病理診断で確認すべき」とされて

おり、海外においては、子宮体癌における術中迅速病理診断の有用性はある程度評価されてい

ると考えられる。今回、子宮体癌症例でのMRI、肉眼所見、迅速病理診断の筋層浸潤評価にお

ける正診率を評価する。

【方法】当施設では、２００４年６月以降、従来のMRIおよび術中の肉眼所見による筋層浸潤評価に

加え、術中迅速病理診断を筋層浸潤評価に併用しており、２００６年１２月までの３０症例について正

診率を評価した。

【結果】当施設での子宮体癌症例の近総浸潤におけるMRIの正診率、感度、特異度は、それぞれ、

８３.３％、６６.７％、８７.５％であり、肉眼的所見の正診率、感度、特異度は、それぞれ、９０.０％、６６.７％、

９５.８％であったのに対し、術中迅速病理診断の正診率、感度、特異度は、それぞれ、９６.７％、

８３.３％、１００％であった。

【結論】子宮体癌症例における筋層浸潤度の評価は、術前のMRI検査に加え、術中の肉眼所見お

よび迅速病理検査を加味することにより、正診率の向上が望め、ひいては、適切な治療を可能

にすると考える。
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－９０－

４４．子宮温存治療を試みた１４歳子宮体癌の１例

北海道大学産婦人科
○三田村　卓、藤堂幸治、小島崇史、森脇征史、原　洋子、保坂昌芳、武田真人、
　渡利英道、櫻木範明

はじめに：近年我が国における子宮体癌は増加しているが、１０代での発症は体癌全体の０.０１％に

過ぎず稀である。今回我々は、１４歳女性に発生した子宮体癌症例を経験した。

症例：子宮体癌（類内膜腺癌、G2、Ⅰb期）

患者：１４歳女性、初経１０歳、BMI３０で、妊娠・既往・家族歴なく、ホルモン剤の使用歴はない。

過多月経を主訴に初診し、若年期の機能性出血を考えEP合剤を内服した。１ヶ月経過しても

止血せず内膜組織診を施行したところ、類内膜腺癌G2の診断を得た。腫瘍マーカーはCA-１２５、

CA-１９９、CEA、CA-７２４が１１U/ml、１１U/ml、１.１ng/ml、１.２U/mlであった。MRIの腫瘍最大径

は７cmで、明らかな筋層・頚部浸潤・子宮外進展を認めず、麻酔下に内膜全面掻爬を行った。

体癌組織はestrogenおよびprogesterone受容体が陽性なため、まず黄体ホルモンに対する腫瘍

の反応を確認する方針となった。酢酸メドロキシプロゲステロン４００mg/日を１ヶ月内服後の

内膜全面掻爬組織診では、核下空胞や脱落膜変化などの反応所見を認めなかった。そのため準

広汎子宮全摘・両側付属器摘出・骨盤／傍大動脈リンパ郭清を施行した．病理検査では、1/2以

下の筋層浸潤を認め、脈管侵襲、頚部浸潤、子宮外進展は認めずFIGO StageⅠb，Grade2と診

断した．

考察：１０代の原因不明の子宮出血では、婦人科悪性腫瘍を鑑別疾患と認識する必要がある。ま

た子宮温存を試みる際は、ホルモン治療は根治的治療ではない事、ホルモン治療後の転移再発

例がある事、卵巣の悪性腫瘍合併頻度が高い事、従来若年性体癌の予後は比較的良好とされて

きたが、これに否定的な報告が近年散見される事などを考慮し、慎重に適応を判断する必要が

ある。
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－９１－

４５．抗リン脂質抗体症候群合併子宮体癌の１例

富山赤十字病院産婦人科
○桑間直志、小幡宏昭、藤間博幸、高橋　裕

【緒言】抗リン脂質抗体症候群の臨床症状として動静脈血栓症があり、その周術期管理において

は術後肺血栓塞栓症の発症予防を念頭においた管理が必要である。今回、われわれは抗リン脂

質抗体症候群合併子宮体癌の１例を経験したので報告する。

【症例】５２歳。１妊１産（正常分娩１回）。既往歴として抗リン脂質抗体症候群、深部静脈血栓

症があり現在も血液内科にてワーファリン内服治療中である。現病歴は、不正性器出血を主訴

とし受診。内診上、子宮腔内に凝血塊を認め掻爬術を施行。掻爬物の病理組織診断は類内膜腺

癌G1であった。手術の方針で、術前１週間前よりワーファリン内服をヘパリン持続点滴に変

更。術前のCT、MRIでは子宮体癌Ia期の診断。術前下肢超音波検査で両下肢の深部静脈血栓

を指摘された。術前２時間前にヘパリン持続点滴中止。手術時、全身麻酔下で下大静脈フィル

ターを留置した。手術は子宮全摘術、両側子宮付属器摘出術を施行した。術中出血量は３５mlで

あった。術中は弾性ストッキングを使用し、フットポンプは使用しなかった。術後６時間後に

ヘパリン持続点滴再開。術創部よりの出血傾向は認めなかった。術後２日目に歩行開始。摂食

開始し、ヘパリン持続点滴をワーファリン内服へと変更した。術後経過良好にて術後９日目で

退院となった。摘出物の病理組織診断は子宮体癌Ⅰa期、類内膜腺癌G1であった。

【結語】抗リン脂質抗体症候群合併子宮体癌の手術において、血液内科、心臓血管外科、麻酔科

との連携により良好な周術期管理をおこなうことができた症例を経験した。
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－９２－

４６．子宮内膜原発卵黄嚢腫瘍の一例

山形大学産婦人科
○網田光善，原　周一郎，太田　剛，関口真紀，早坂　直，小島原敬信，中原健次，
　倉智博久

【緒言】卵巣以外が原発の卵黄嚢腫瘍（yolk sac tumor；YST）はいくつか報告があるが，子宮

内膜原発の卵黄嚢腫瘍は極めて稀であり，現在までに８例しか報告はない。今回我々は子宮内

膜原発の卵黄嚢腫瘍の症例を経験したので報告する。

【症例】５５歳，３妊２産。既往歴，家族歴に特記事項はない。閉経後不正性器出血を主訴に前医

を受診。子宮内膜組織診にて子宮内膜癌と診断され当科紹介となった。内診上子宮は軽度腫大

しており，経腟超音波上子宮内膜は３０.１mmと肥厚していた。MRIでは子宮内腔を占拠する腫

瘤が認められ，筋層浸潤もみられた。子宮内膜組織診ではendometrioid adenocarcinomaの中

にYST様の組織がみられた。術前のAFPは４３,３５１ng/ml、hCGは１５５.７mIU/mlと異常高値を示

した。単純子宮全摘術，両側附属器切除術，骨盤内および大動脈周囲リンパ節郭清術施行。術

後 永 久 病 理 診 断 はmixed germ cell tumor composed of YST, embryonal carcinoma，

choriocarcinoma，and small foci of endometrioid adenocarcinoma，grade 2であった。筋層浸潤

は1/2以内であり，Ⅰb期であった。術後は卵巣原発のYSTと同様にBEP療法を４コース施行し

た。現在外来経過観察中であるが，再発所見は認めておらず，AFPは正常範囲内である。
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－９３－

４７．当科における精子凍結保存に関する臨床的検討

山形大学産婦人科
○原　周一郎、網田光善、川越　淳、高田恵子、五十嵐秀樹、高橋一広、高橋俊文、
　倉智博久

【目的】ヒト精子の凍結保存は５０年以上の歴史があり、現在、不妊症治療における生殖補助技術

の一つとして広く用いられている。一方、悪性腫瘍に対する化学療法や放射線治療による造精

機能低下に対して、将来挙児を獲得する方法として、精子の凍結保存がなされるようになって

きた。今回、当科における精子凍結保存に関する臨床的検討を行ったので報告する。

【方法】対象は、過去１０年間に当科にて精子凍結を行った１５２例中検討可能であった９６例である。

患者本人または未成年者の場合は保護者に対し十分な説明と同意を得て、精子の凍結保存を

行った。精子の保存方法は、精液を洗浄・濃縮後、精子凍結液に混和し、液体窒素内で保存し

た。

【結果】精子凍結保存の適応の内訳は、悪性腫瘍患者に対するものが５７例（５９％）と最も多く、

無精子症患者に対する精巣内精子凍結例が１９例（２０％）、人工授精治療目的が１７例（１７％）、そ

の他が４例（４％）であった。悪性腫瘍患者の内訳は、血液疾患が２２例、精巣腫瘍が１６件、そ

の他が１９例であった。精子保存後実際に使用したのは、人工授精治療目的が１７例中６例

（３５％）、精巣内精子凍結例が１９例中１１例（５８％）と利用率が高かったのに対し、悪性腫瘍患者

では５７例中１例（１.８％）と低率であった。また悪性腫瘍患者において、精子凍結保存後に精子

凍結保存の継続や破棄に関して自ら意志を伝えてきたのは１名だけであった。

【結論】不妊治療中の患者における精子凍結は、短期の保存であり、その使用率も高かった。一

方、悪性腫瘍患者の精子凍結保存は、未婚男性の場合も多く、長期の保存が予想されるため、

患者への十分な説明と保存する施設側の体制整備も必要であると考えられた。
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－９４－

４８．TESE-ICSI後に発症した二絨毛膜性双胎と共存した全胞状奇胎

北海道大学産婦人科１）、国立病院機構西別府病院２）、北海道がんセンター３），
北海道大学病院病理部４）、九州大学産婦人科５）

○佐々木尚子１）、山田崇弘１）、工藤正尊１）、松田貴雄２）、山田　俊１）、森脇征史１）、
　西　信也１）、蝦名康彦１）、山田秀人１）、加藤秀則３）、伊藤智雄４）、和気徳夫５）、
　櫻木範明１）、水上尚典１）

　全胞状奇胎と胎児の共存（共存奇胎：Hydatidiform mole coexisting with live fetus（es）：

HMF）は全妊娠の０.００５-０.０１％に発症する稀な疾患である．これまでICSI後では単胎児との

HMFは２例報告があるが双胎児とのHMFは例がなく，またTESE後となると全く報告はない．

今回我々はTESE-ICSI後のDD双胎とのHMFを経験したので報告する．

【症例】３３歳、G＝０．PCOSあり．夫の無精子症による不妊のためTESEにより採取した精子を

用いてMⅡ卵に対しICSIを行った．３個の2PN胚をガラス化法にて凍結保存した。ホルモン補

充周期にて３個の融解胚を子宮内に移植し３０日後，超音波断層法（US）で内部に胎児心拍のあ

る２個の胎嚢と共に一部low echoic areaを確認した．妊娠１０週の血清hCG値は７７４,８４０IU/Lと

高値でありUS上２個の胎嚢の他に全胞状奇胎の合併を疑った．本人は妊娠の継続を希望した

が妊娠１５週で急激な浮腫増強，血圧上昇，呼吸困難，胸水貯留等の重症の妊娠高血圧症候群様

症状が出現したため緊急人工妊娠中絶を施行し全胞状奇胎とDD双胎児を確認した．多型解析

の結果，子宮内容は三卵性で全胞状奇胎において１精子受精を確認した．術後血清hCGの下降

が不良のため化学療法（MTX×２，EMA/CO×５）を施行，その後本人の強い希望により子宮

全摘を施行し，組織学的に侵入奇胎を確認した．追加化学療法（EMA/CO×３）後，血清hCG

はcut off値（０.５IU/L）以下となった．

【考察】多精子受精は起こりえないICSIにおいて２倍体精子によると考えられる全胞状奇胎が発

症した．文献的考察を含め報告する．
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－９５－

４９．hMG-hCG療法による排卵誘発を行ない妊娠成立を得たカル
マン症候群の一例

秋田大学産婦人科
○久保真一、福田　淳、熊谷　仁、河村和弘、藤本俊郎、田中俊誠

　今回われわれはカルマン症候群患者に排卵誘発を行い妊娠が成立した例を経験したので文献

的考察を加え報告する。

【症例】３１歳、未婚、０妊０産。主訴は原発性無月経である。家族歴、既往歴に特記事項なし。

【現病歴】平成１４年、原発性無月経を主訴に前医を受診した。前医の検査で染色体：４６XX、

GnRH負荷試験：FSH、LHともに無反応であった。クロミッド内服、hMG注射により排卵誘発

をしたが卵胞発育せず。当科初診時、子宮は萎縮しており、中枢性無月経の診断で精査加療開

始した。当院耳鼻科を受診しアリナミン・テストで嗅覚脱失が認められたため、カルマン症候

群と診断された。まずカウフマン療法を行い、挙児希望時に排卵誘発を行う方針とした。平成

１５年、患者の希望でhMG療法開始した。hMG３００IU×５回使用したが卵巣反応なし。

hMG１５０IU×２１回、hMG２２５IU×５回により卵胞は１５.６mmへ発育した。引き続きhCG５０００IUを

使い排卵を認めた。平成１７年、GnRHパルス療法を開始した。注入ポンプを常時携行する煩雑

さ、カテーテル刺入部の発赤等のため２週間で使用を中止した。平成１８年カウフマン療法を開

始した。平成１９年２月より患者本人の希望もあり、hMG漸増療法（hMG１５０IU×８回、２２５IU

×１２回）施行し主席卵胞発育（１９mm）を認めた後hCGに切り替えた。その後自然妊娠認めら

れた。

【考察】今回の症例では、排卵誘発法としてGnRHパルス療法とhMG漸増療法を施行した。

GnRHパルス療法では、患者のコンプライアンスが悪かった点が難点に挙げられる。また、

hMG漸増療法を長期間行なう必要があったが、事前に十分な説明を行い患者から同意、協力を

得ることで、良好な排卵誘発を達成できたと考えられる。
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－９６－

５０．卵細胞質内精子注入法における精子先体酵素の胚発生への影響

福島県立医科大学産婦人科学１）、ハワイ大学生殖生物学研究所２）

○両角和人１）、小宮ひろみ１）、伊藤明子１）、熊耳敦子１）、佐藤　章１）、柳町隆造２）

【目的】正常の受精では先体反応を起こした後、精子核のみが卵細胞質内に入るのに対し、ICSI

では先体酵素も卵細胞質内に持ち込まれる。マウスと人において先体酵素が胚発生に何らかの

影響を及ぼしている可能性が考えられる。そこで今回、マウス卵への先体酵素の影響を調べる

ために、複数の精子を未処理まま、先体を除去した群に分け、それらをICSIしてマウス卵の先

体酵素への反応を調べた。また先体酵素注入に対するマウス卵及び胚への影響も調べた。

【方法】B6D2F1雌マウスに過排卵処理後，卵管膨大部からM- Ⅱ期卵を採取した。精子はマウ

ス、人、豚、牛の精子を用い、未処理のものと先体を除去した群とに分けてICSIに使用した。先

体の除去はトライトンＸを用いて行った。また卵を固定後、蛍光免疫染色を行い微小管と

DNAの動態を観察した。

【結果】３個以上の未処理のマウス精子をマウス卵にICSIすると、卵は変性する割合が増加し

た。しかし先体酵素を除去した精子をICSIすると、入れる個数にかかわらず変性は認められな

かった。４個以上の人の精子をマウス卵にICSIすると卵内に空胞形成を認めた。しかし先体酵

素を取り除いた人の精子をマウス卵にICSIすると、この空胞形成は認められなかった。１個以

上の未処理のハムスターの精子、豚の精子、牛の精子をマウス卵にICSIすると、卵は変性した。

しかしこれらの精子の先体酵素を除去した場合、精子を複数個ICSIしてもマウス卵は変性しな

かった。トリプシン等をマウス受精卵に注入すると、その後の胚の発生が阻害された。

【結論】本研究より先体酵素は胚発生へ悪影響を及ぼす可能性があると推測され、精子先体が大

きな種ではICSI前に先体を除去することが推奨される。比較的先体が小さい種の人、マウスで

は先体酵素を除去する必要はないものの、理論的には除去したほうが望ましいと思われる。
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－９７－

５１．不育症症例における均衡型転座保因者に関する検討

新潟大学産婦人科
○能仲太郎、明石真美、生野寿史、山田京子、富田雅俊、菊池　朗、高桑好一、
　田中憲一

【目的】不育症の重要な原因として、夫婦いずれかに染色体異常が認められることがあり、その

多くは、相互転座、ロバートソン転座などの均衡型転座である。不育症症例において均衡型転

座保因者であることが判明した場合、遺伝相談によりその後の妊娠継続率などについて説明を

行うこととなるが、その際に理論的な生児獲得率とともに、経験的な生児獲得率に関する情報

は重要である。本研究においては、当科不育外来における均衡型転座保因者の頻度を明らかに

するとともに、転座保因者の生児獲得率について検討した。

【方法】昭和５８年４月から平成１７年１２月の間に新潟大学医歯学総合病院産婦人科不育外来におい

て管理した不育症症例を対象とした。不育症原因検索の一環として、十分な説明を行い同意を

得られた患者夫婦１１５８例について染色体検査を実施した。これら１１５８例における、均衡型転座

（相互転座、ロバートソン転座）の頻度を算出した。また、均衡型転座症例におけるその後の妊

娠の帰結について検討し、生児獲得の割合を判定した。

【成績】不育症症例１１５８組における均衡型転座保因者は６０例（５.１８％）であり相互転座４４例

（３.８０％）、ロバートソン転座１６例（１.３８％）であった。その内訳は、妻に相互転座が認められた

症例が２２例、夫に相互転座が認められた症例が２２例、妻にロバートソン転座が認められた症例

が１５例、夫にロバートソン転座が認められた症例が１例であった。均衡型転座保因不育症症例

６０例中、２７例は紹介元施設へ戻り管理され、当科で管理を行った症例は３３例であった。この３３

例中、２３例が生児獲得に至っており、生児獲得率は（６９.７％）であった。

【結論】新潟大学医歯学総合病院産婦人科における不育症症例について夫婦いずれかが均衡型転

座保因者である割合は５.１８％であった。これらの夫婦がその後生児を獲得する割合は約７０％で

あり、均衡型転座保因不育症症例の遺伝相談にあたり、参考になると判断された。
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－９８－

５２．若年女性の月経前症候群に対する漢方の使用経験

苫小牧市立病院産婦人科
○佐藤　修、小山貴弘、花谷　馨

　月経周期に一致して多様な症状が出現する月経前症候群（premenstrual syndrome：PMS）

に対しては、低用量ピルやSSRI、NSAIDあるいは漢方薬などによる治療を行うことが多い。今

回、十代女性３例に対して漢方療法を試みたので報告する。

［症例１］１８歳、主訴　全身倦怠、呼吸困難

　月経前に出現する症状のため約１年間前医にてSSRI（塩酸パロキセチン、パキシル）を処方

されていたがほとんど改善しないため当科紹介。パキシル併用で半夏厚朴湯内服開始。１か月

後呼吸困難感軽減、柴朴湯とパキシル併用に切り替え治療継続、３か月後倦怠感も消失。その

まま柴朴湯のみ継続し、７か月後廃薬。

［症例２］１７歳、主訴　不眠・イライラ・冷え

　半年ほど前より月経前の随伴症状として出現。やや神経質な印象、脚のみ冷えるとのこと。

柴胡桂枝乾姜湯２週間、冷え・イライラが軽快して具合が良い。そのまま継続し４か月後症状

消失。現在もたまに処方希望されるが訴えは聞かれない。

［症例３］１５歳、主訴　嘔吐

　前医にて３回の入院歴あり。内科的精査異常なしとのことで補液・制吐剤にて対処されてい

た。当地に転居となり当院消化器科で再び入院、入院中に当科初診。五苓散３週間、やはり月

経前の嘔気出現。当帰芍薬散に変更。４週後、月経前の症状軽い。現在同薬を継続中。

［考察］PMSでも若年で本人・保護者がピルなどを希望されない場合に、漢方療法は効果的に

治療が可能であると思われた。
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－９９－

５３．腹腔鏡下低位前方切除術を施行した膣直腸子宮内膜症の１例

立川綜合病院産婦人科
○佐藤ひとみ、佐藤孝明、小林弘子、七里和良

【はじめに】子宮内膜症は腹膜表層のみならず後腹膜深部まで分布しうる疾患で、月経痛・性交

痛・慢性の骨盤痛・不妊の原因として重要である。良性疾患であるが、癒着や線維化を特徴と

し、病巣は散在し、浸潤性に発育していく。通常は腹膜表面、卵巣表面、Douglas窩、仙骨子

宮靭帯などにとどまることが多いが、時に腹膜表面の病変が軽微であっても子宮内膜症病変が

後腹膜腔深部に進展している場合もある。これらの病変は卵巣機能が続く限り進行し、腫瘤の

増大、線維化により尿管閉塞による腎機能低下、腸管狭窄による通過障害を起こす場合がある。

このたび膣壁（後膣円蓋）に繰り返して発生するポリープ状の病変を契機に診断に至った下部

直腸（Rb）まで達する直腸子宮内膜症に対して腹腔鏡下低位前方切除術を行った症例を経験し

たので報告する。

【症例】２３歳、０経妊０経産【既往歴・家族歴】特記事項なし【現病歴】過長月経を主訴に当科

初診。膣鏡診で膣円蓋部７時方向から発生する易出血性の３cm大のポリープを認めたため、

茎の部分から切除した。経膣エコーで子宮、両側卵巣は異常なし。その後も過長月経の症状は

続き、約半年の間に１～２ヵ月周期で同部位に３cm大のポリープ病変が繰り返し出現し、その

都度ポリープ切除と発生部位の膣粘膜の焼灼を行ったが再発するため、膣表面の病変のみなら

ず深部子宮内膜症の病巣の存在が疑われた。CT、MRI、大腸内視鏡検査を施行し直腸膣中隔か

ら下部直腸に進展する直腸子宮内膜症と診断され、外科医による執刀で腹腔鏡下低位前方切除

術を施行した。手術時間は９時間２６分。直腸切除断端は肛門側が肛門から４cm口側での切除

となったため、術後数ヶ月ストーマ管理となった。術後経過は良好で、術後１日目から経口摂

取開始、術後１０日目に退院した。
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－１００－

５４．卵管膨大部妊娠に対する腹腔鏡下卵管切開術の術後成績　　
－外妊存続例の検討を中心に

仙台市立病院産婦人科
○只川真理、斉藤純香、岡村智佳子、安井友春、五十嵐　司、渡辺　正、渡辺孝紀

【目的】我々はこれまでもMTX局注の併施を含めた腹腔鏡下卵管切開術の成績について検討・

報告を行ってきた。今回、卵管膨大部妊娠の外妊存続を中心に検討を行ったので報告する。

【方法】対象は２０００.４-２００６.１２までに卵管膨大部妊娠の診断で腹腔鏡下卵管切開術を施行した８６

例である。尚、外妊存続例は術後血中hCG値が再上昇、あるいは下降不良のため、MTXの全身

投与を追加した８症例である。まず、対象を術前血中hCG値、MTX併施の有無により、Ａ群

｛hCG＞１０,０００IU/l、MTX（＋）｝、Ｂ群｛hCG≦１０,０００IU/l、MTX（＋）｝、Ｃ群｛hCG≦１０,０００IU/l、

MTX（－）｝の３群に分類し、各群間での外妊存続の発生頻度を検討した。次に、対象症例に

ついて、妊娠週数、手術時の外妊腫瘤の最大径、卵管破裂の有無、患側卵管癒着scoreの項目に

ついて外妊存続の発生との関連について検討した。　　

【結果】外妊存続の発生率はＡ群：1/25（４％）、Ｂ群：2/29（７％）、Ｃ群：5/32（１６％）であ

り、hCG≦１０,０００U/lのMTX非局注例で発生頻度が高い傾向にあった。一方、MTX局注の有無

に関わらず、外妊存続の発生した例の外妊腫瘤径は４cm以下が７５％を占めていた。他方、その

他の検討項目では外妊存続の発生について特定の傾向は認められなかった。外妊存続例におい

て外妊根治後の患側卵管疎通性、および自然妊娠成立は7/8例、2/5例（挙児希望例のみ）であっ

た。　

【結論】卵管膨大部妊娠に対する腹腔鏡下卵管切開術後の外妊存続は8/86例（９％）に認められ

た。術前・術中の所見より外妊存続のリスクを予測することは容易ではないが、MTX非局注例

や外妊腫瘤径が小さい例で外妊存続のリスクが高いと思われた。
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－１０１－

５５．当院での腹腔妊娠３例の検討

金沢大学産婦人科
○山崎玲奈、橋本　学、可西直之、田中政彰、井上正樹

【はじめに】腹腔妊娠は子宮外妊娠の約１％、全妊娠の約1/10000の頻度で発生する。今回当院

にて短期間に３例の腹腔妊娠症例を経験したので報告する。

【症例】２経妊０経産の２６歳女性。妊娠６週で人工妊娠中絶施行３週間後、性器出血、腹痛が出

現し、hCG３８３２と高値であり紹介となった。中隔子宮と片側内腔の内膜肥厚を認め、付属器に

異常所見は認められなかった。再度子宮内膜掻爬施行したが、遺残組織認められず、hCG低下

なく、上腹部から骨盤までをCTにて精査し、大網に胃大網動脈より血流を受ける腫瘤を認め

た。大網妊娠を疑い、手術施行し、３cmの大網腫瘤と撒布する血腫様病変認め、大網を部分切

除した。病理的に、トロホブラストと絨毛組織が確認された。

０経妊０経産の３０歳女性。妊娠６週にて子宮内にGS認めず、子宮外左側にGS様のエコー像を

認め、子宮外妊娠疑いにて紹介。hCG７４００と上昇あり。同日腹腔鏡手術施行。子宮後面の漿膜

にGSの付着を認め、摘出、凝固止血。病理的にトロホブラストの増生が確認された。

０経妊０経産、３２歳女性。他医にて体外受精施行され、妊娠５週４日に下腹部痛を訴え、前医

受診、子宮に胎嚢認めずDouglas窩に出血を認め、子宮外妊娠疑われ、紹介．

同日腹腔鏡下にて緊急手術施行した。大網に胎嚢を認め切除。病理的に、トロホブラストと絨

毛組織が確認された。

【考察】子宮外妊娠は、比較的頻度の高い疾患であるが、腹腔妊娠を含む非典型的で稀な症例に

おいてはその判断は難しく、時に診断の遅れが致命的な腹腔内出血を招くことがある。子宮外

妊娠を疑う症例において、附属器に明確な異常がない場合腹腔妊娠を念頭において、術前検査

あるいは腹腔鏡精査を行うことが診断のポイントであると考えられる。
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－１０２－

５６．IUD使用者に発生した骨盤放線菌症の２症例

長岡赤十字病院産婦人科
○関根和彦、水野　泉、鈴木美奈、安田雅子、遠間　浩、安達茂実、須藤寛人

【はじめに】骨盤放線菌症は臨床経過、画像所見から時に悪性腫瘍疑いとされ開腹手術が行われ

ることもある。しかし、長期子宮内IUD使用と骨盤放線菌症の関連が広く認識されるように

なった。今回、われわれは臨床上、子宮悪性腫瘍が疑われたが、IUDの存在により骨盤放線菌

症の確定診断をえることができ良好な経過をたどった２症例を経験した。

【症例１】６１歳、４妊２産、大量性器出血にて初診。超音波、MRI、CT，内診にて子宮癌が疑

われた。しかし、２３年来のIUD挿入が判明、また子宮頸部、体部細胞診で共に悪性細胞なく、

子宮内膜培養にてバクトロイデスが認められ骨盤放線菌症と診断できた。入院、及び外来にて

ABPC、AMPCの長期投与を行い経過良好である。

【症例２】５８歳、２妊２産。下腹痛にて近医内科受診するも精査途中で通院をやめていた。２ヶ

月後症状増悪、歩行困難になり再度近医受診。CF挿入困難にてSchnitzler転移が疑われ当院内

科紹介となる。CTでは進行子宮癌、多発播種、腰筋筋肉内転移、腹腔内膿瘍合併の診断であり

終末期医療依頼にて当科紹介となった。しかし、２０年以上にわたるIUD装着が判明し、また、

子宮頸部、体部細胞診では悪性細胞認めず、抜去したIUD培養、子宮内膜組織診ともに菌糸が

認められたため骨盤放線菌症と診断できた。入院にてPCG大量投与行い症状改善。現在外来通

院にてAMPC内服中だが、良好な経過をたどっている。
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－１０３－

５７．腹腔鏡下婦人科悪性腫瘍手術において肺塞栓症のリスクは高
まるか

王子総合病院産婦人科
○小田切哲二、木川聖美、石本真紀、光部兼六郎、野村英司

緒言：腹腔鏡手術においては気腹による静脈還流量の低下、特異な体位、手術時間の延長など

によって、深部静脈血栓症（DVT）・肺血栓塞栓症（PTE）のリスクが高まるとされている。

開腹による婦人科悪性腫瘍手術においてPTEは重要な合併症であるが、腹腔鏡下悪性腫瘍手術

において真にPETリスクが高まるかは不明である。

目的：腹腔鏡下悪性腫瘍手術と開腹による悪性腫瘍手術においてPTEの発生に差があるかを検

討した。

方法：２００６/７から２００７/６までに当院、および他施設において施行されたリンパ節郭清を含む

腹腔鏡下婦人科悪性腫瘍手術症例２２例、同時期に施行された開腹症例１０例について術後１－３

週間以内に肺血流シンチを施行し、血流分布に異常の認められた症例数を比較検討した。

腹腔鏡症例の気腹圧は８－７mmHg，骨盤高位の角度は１２度、開腹症例ともに間欠的空気圧迫

法（IPC）を使用している。

結果：開腹症例中血流分布に異常の認められた症例は１０例中２例（２０％）、腹腔鏡下手術症例２２

例中５例（２２.７％）と両者に有意差はなかった。

結論：比較的低侵襲とされる腹腔鏡下手術において、術後PTEを疑われる症例の発生率は開腹

症例と差が無く、腹腔鏡下手術においても十分な予防措置が必要と考えられた。
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－１０４－

５８．当科で経験した婦人科癌脳転移の１１例

北海道大学産婦人科
長岡久美子、武田真人、小島崇史、三田村　卓、森脇征史、原　洋子、保坂昌芳、
　藤堂幸治、渡利英道、工藤正尊、水上尚典、櫻木範明

【目的】転移性脳腫瘍の原発巣のうち婦人科癌は３－４％とされ，比較的まれである．今回当科

で経験した婦人科癌の脳転移症例の臨床像について検討した．

【対象および方法】’９５から’０５年に当科で初回治療を行った卵巣癌・子宮体癌・子宮頸癌（IB期

以上）６２４例のうち、脳転移を確認した１１症例について診断時の状況や治療後の経過を検討し

た．

【結果】脳転移は小細胞癌に多く、頸部原発６例、体部原発１例の計７例中３例（４２.８％）に認

められた．卵巣癌では１５９例中５例（３.１％）に認め、小細胞癌を除いた子宮体癌（２６９例中２

例：０.７％），子宮頸癌（１８９例中１例：０.５％）では稀であった．全６２４例中，肺転移は１８例にあ

り，そのうち脳転移は６例にみとめ，肝転移（２０例中３例）や腹腔内再発（４７例中４例）に比

し高頻度であった．また脳転移の診断時に先行転移病巣のないものが３例で５例は複数部位の

再発を伴っていた．脳転移の１１例中２例は無症状で脳転移を診断し得たが、８例は麻痺等の神

経学的症状が，１例は抑うつ状態が診断のきっかけとなった．転移巣が単一で定位照射施行の

１例はその後３年間生存しているが，病巣が多発性の症例のうち無治療で早期に死亡した１例

を除いて９例は全脳照射を施行し，全例ともに神経学的症状が一旦は軽快したが，１例は再燃

し治療継続中で、８例は２～７ヶ月で死亡し，しかもそのうち５例は脳転移が直接死因となっ

た．

【まとめ】婦人科癌において脳転移は低頻度であるが約半数が直接死因となり予後不良である．

早期発見には肺転移や小細胞癌の症例に十分注意すべきであり，また，軽度の精神症状にも留

意し積極的にMRIなどによる検索を行なうべきと考えられた．
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－１０５－

５９．当科で経験した卵管癌５例の検討

鶴岡市立荘内病院産婦人科
○市川香也、高柳健史、五十嵐裕一

【目的】原発性卵管癌はまれな疾患であり、婦人科悪性腫瘍中に占める頻度は０.２～１％と報告さ

れている。子宮内膜細胞診や、CT・MRI検査が診断に有用であったとの報告が散見されるが、

術前に正診されることは少ない。今回、当科で経験した卵管癌症例について検討した。

【方法】１９９５年から２００７年の１２年間に当科で経験した卵管癌５症例を対象とした。

【結果】平均年齢は６６.８±１０.６（５４－７８）歳で、全例閉経後であった。三徴候の１つである不正

出血が初診時に認められたのは１例のみで、子宮頚部細胞診の異常が受診の契機となったもの

が２例、内科検診で横隔膜下リンパ節腫大があり、原発巣の検索でPET検査を受けて婦人科癌

が疑われたものが１例、小脳失調から傍腫瘍性小脳変性症と診断され、原発巣の精査のため紹

介となったものが１例であった。全例で、最終的に子宮内膜細胞診が陽性であったが、初診時

には陰性であったものが２例あった。術前に卵管癌が推定できたものは２例あり、子宮内膜細

胞診の結果から卵管癌が鑑別に挙がった症例と、MRIで卵管の拡張が認められた症例だった。

その他、１例は術前に卵巣癌と診断し、１例は子宮体癌と診断された。１例は、子宮頚部腺癌

と卵管癌の重複癌で、前者の診断で手術が施行された。臨床進行期は１a期が１例、１c期が２

例、Ⅲc期が２例であった。組織型は全例、漿液性腺癌であった。術後、CAP療法、TJ療法、

DJ療法が施行され、無病生存１例、担癌生存１例、再発後の元病死１例、他病死１例、自殺１

例であった。

【結論】当科で経験した卵管癌５症例を検討した。診断、手術に至るまでの経緯はさまざまで

あった。術前に卵管癌が疑われた例も存在するが、正診は困難であった。
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－１０６－

５９．２　黄色肉芽腫性子宮内膜炎の一例

弘前大学産婦人科
○二神真行、山本善光、横山良仁、樋口　毅、水沼英樹

【はじめに】黄色肉芽腫炎症は、胆嚢や腎臓で稀にみられる炎症性疾患である。今回我々は、子

宮内膜炎を生じた症例を経験したので報告する。

【症例】７４歳女性。１８年１２月から下腹痛、排便困難を認め、前医内科受診。骨盤内腫瘤を認め、

前医産婦人科紹介。同年１１月子宮肉腫を疑われ当科紹介。WBC１４.３×１０３/μl、CRP１０.９mg/dl

と炎症所見を認めた。CA１２５は６７.８U/mlであった。子宮は全く可動性がなく、左右基靭帯に硬

結を認め、特に右側は骨盤壁に達していた。MRI検査では子宮筋層内に高信号の不整な腫瘤を

認め、著明に造影された。骨盤外への腫瘍の進展は明らかではなかった。子宮頚部／内膜細胞

診は陰性。PET-CT検査で腫瘍に一致して強い集積を認めたため、この時点で子宮肉腫を強く

疑った。大腸透視で管外性の強い圧迫を認め、腫瘍の浸潤が疑われた。１２月に入院した後、３９

度台の発熱を認め、抗生物質を点滴し軽快。その後イレウスを発症した。入院後早期胃癌も発

見されたこと、病変の腸管への浸潤が疑われたため骨盤内蔵全摘術の可能性もあり当院消化器

外科で手術。直腸及び小腸切除吻合、胃部分切除、単純子宮全摘、両側付属器切除が行われた。

腫瘍は子宮筋層に存在。割面は黄色調であり、ダグラス窩、直腸前面へ浸潤していた。術後病

理組織診で、多数の組織球の浸潤のある肉芽腫であり、黄色肉芽腫性子宮内膜炎と診断された。

術後経過良好で術後４７日目に前医へ転院した。

【まとめ】黄色肉芽腫性子宮内膜炎は非常に稀ではあるが、悪性疾患との鑑別が困難である。ま

た一般的には、抗生物質の使用により予後良好であるが、肉芽腫が残存した場合致死的な経過

をとるものもあり、本症例のように外科的治療が必要な場合もある。
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－１０７－

６０．双胎間輸血症候群に対して胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝
固術による胎児治療を行った２例

東北大学産婦人科１）、国立成育医療センター周産期診療部胎児診療科２）

○佐藤尚明１）、室月　淳１）、斎藤昌利１）、千坂　泰１）、岡村州博１）、左合治彦２）

　双胎間輸血症候群は、妊娠２６週未満に発症した場合には児の生存率は極めて低く、予後不良

な疾患である。今回我々は従来の羊水除去に変わり、胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術を

行った症例を２例経験したので報告する。

【症例１】２９歳、１妊１産。妊娠２１週４日で紹介受診。１児に羊水過多（MVP１２.４cm）、心拡

大、心嚢液・腹水貯留を認め、他の１児には羊水過少（MVP１.８cm）を認めた。これらよりTTTS

と診断。妊娠２２週１日に全身麻酔下に胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術（FLP；fetoscopic 

laser photocoagulation）を施行した。胎盤上にAV吻合７ヶ所の他、太いAA吻合とVV吻合が存

在したためレーザー凝固に難渋し、手術時間は３時間２２分を要した。術後受血児のNIHFが一

時的に悪化したものの、その後羊水過多・過少やNIHFは改善を認めた。しかし、妊娠２４週後

半より供血児の膀胱が確認出来なくなり、受血児に再度心拡大傾向を認めたためTTTSの再発

を疑い、妊娠２６週１日に帝王切開分娩とした。新生児は６６６gと４６０gの女児で、現在NICU管理

中である。

【症例２】３５歳、０妊０産。妊娠１１週の時点で１児のnuchal translucencyで紹介された。外来経

過観察中の妊娠１７週に羊水過多（MVP８.８cm）と羊水過少（MVP１.９cm）を認めTTTSと診断

された。１８週２日でFLPを施行。胎盤上のAV吻合９ヶ所を焼灼して終了した。現在妊娠２８週

まで順調に経過している。

【考察】妊娠２６週未満に発症したTTTSに対して従来は連続的羊水除去術が行われてきたが、児

の予後は満足するものではなかった。近年、欧米で多数例に行われているFLPが日本でも導入

され、良好な成績が報告されている。今後さらに症例の蓄積による検討を加える予定である。
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－１０８－

６１．当科で経験した一絨毛膜一羊膜双胎３症例の検討

新潟市民病院産婦人科
○石黒竜也，田村正毅，渡辺亜由子，松下　宏，常木郁之輔，柳瀬　徹，倉林　工

【はじめに】一絨毛膜一羊膜双胎（以後MM双胎）は一卵性双胎の１％とまれな病態である．臍

帯相互巻絡や双胎間輸血症候群による胎児死亡も多く，他の双胎に比べ妊娠管理や娩出時期に

苦慮する．今回当科で経験した３例のMM双胎からMM双胎の妊娠管理と分娩時期につき検討

した．

【症例】症例①２４歳２妊２産．前医でMM双胎と診断．早期より臍帯巻絡を認めたが，児に異常

指摘されず．妊娠２７週切迫早産にて当科へ母体搬送．超音波検査で臍帯巻絡所見を認めたが，

血流計測に異常認めず．検討の上，妊娠３０週０日選択的帝王切開施行．出生後両児とも経過良

好．症例②３１歳１妊１産（帝王切開）．前医で妊娠確認，MM双胎の診断．妊娠２６週切迫早産に

て当科へ母体搬送．超音波検査で臍帯相互巻絡が疑われたが，血流計測に異常認めず．検討の

上，妊娠２９週５日選択的帝王切開施行．臍帯相互巻絡（真結節１ヵ所）あり．出生後両児とも

経過良好．症例③３７歳３妊１産（帝王切開）．AIHにて妊娠成立．切迫流産にて２度前医入院．

一絨毛膜二羊膜双胎疑われ，妊娠１３週当科紹介．超音波検査で１つの胎嚢内に中隔を認めた．

絨毛膜下血腫を認め一時入院．その後母児とも異常指摘されず．妊娠２８週４日胎動不良・腹部

緊満感にて受診．超音波検査で子宮内胎児死亡を認め，前回帝王切開のため緊急帝王切開施

行．中隔を貫いて両児が同じ腔内に存在し，臍帯相互巻絡を認めた．病理にてMM双胎．中隔

に見えたものは自然剥離した羊膜．

【結語】MM双胎の診断は初期エコーが重要である．妊娠中期以降は頻回の超音波検査とNSTに

よるモニタリングが必要である．分娩時期は文献上でも明確にされていないが妊娠３０～３２週の

報告が多い．十分な説明と相談の上決定することが重要と思われる．
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－１０９－

６２．妊娠３３週に劇症１型糖尿病を発症した１症例

函館中央病院産婦人科
○田中理恵子，片岡宙門，石川聡司，田沼史恵，工藤隆之，十亀真志

　劇症１型糖尿病は妊娠に関連して発症することがあり、発症した場合の胎児死亡率は７５％と

も報告されている。今回、妊娠２７週で施行した７５gOGTTが正常であったにもかかわらず、妊

娠３３週に劇症１型糖尿病を発症した１例を報告する。

【症例】３２歳、０経妊０経産。既往歴および家族歴に特記すべきことなし。妊娠２６週４日の胎児

推定体重が９０％ tile以上であったため妊娠２７週２日に７５gOGTTを施行し、８４mg/dl（前）

１３３mg/dl（６０分）１１６mg/dl（１２０分）と正常パターンであった。妊娠３２週に入った頃から口渇

を自覚するようになり、妊娠３３週１日には悪心、嘔吐、食欲不振、口渇、頻尿が認められてい

た。妊娠３３週４日に悪心、嘔吐の増悪が認められたため当科外来を受診した。尿ケトン体（４

＋）、尿糖（４＋）であり、随時血糖にて６３７mg/dlと著明な高血糖を認めたため、糖尿病性ケ

トアシドーシスを発症したものと考え直ちに入院管理とした。入院時の動脈血PHは７.２６６で

あった。生理食塩水の補液とインスリン投与により、高血糖とアシドーシスは速やかに改善し

た。入院時の胎児心拍モニタリングはnon-reassuring patternであったが、高血糖の是正ととも

に改善した。入院後の検索で、HbA1c ７.６％、尿中C- ペプチド２０.２μg/日、抗GAD抗体０.３U/ml

未満であり、劇症１型糖尿病を発症したものと考えられた。妊娠３７週０日に前期破水し、妊娠

３７週２日に３１８４gの女児を誘発分娩した。アプガースコアは８点（１分）- ９点（５分）であっ

た。児はheavy-for-datesであったが、その他には異常を認めず、母児ともに経過良好にて分娩

後５日目に退院となった。
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－１１０－

６３．妊娠中に妊娠高血圧症候群を伴わず、産褥期に発症した
HELLP症候群の三例

済生会新潟第二病院産婦人科
○吉田邦彦、吉田敬之、長谷川　功、吉谷徳夫、湯澤秀夫、新井　繁

【緒言】HELLP症候群は妊娠高血圧症候群を背景とし、多くは妊娠中期ないし後期に発症する

とされている。今回は妊娠期間中に妊娠高血圧症候群を認めず、産褥期に急速に発症した

HELLP症候群の三症例を経験したので検討を加え報告する。

【症例１】３１歳、０妊０産。妊娠経過異常なし。４０週５日自然陣発し微弱陣痛にて分娩誘発し経

膣分娩。分娩約１２時間後心窩部痛、左背部痛出現。血液検査上肝酵素上昇、血小板減少を認め、

HELLP症候群と診断しメシル酸ガベキサート、AT-3製剤、降圧剤投与を行い改善した。

【症例２】３３歳、１妊１産。妊娠経過中軽度の尿蛋白を認めるも高血圧、浮腫は認めず外来経過

観察。３８週２日自然陣発し正常経膣分娩。分娩約２時間後心窩部痛、背部から肩の疼痛、高血

圧出現。AT-3製剤、降圧剤、硫酸マグネシウム投与開始。血液検査上肝酵素上昇、凝固能異常

を認め、HELLP症候群と診断しメシル酸ガベキサート投与を行い改善した。

【症例３】３６歳、４妊２産。前回分娩直後に心窩部痛出現するも自然軽快。妊娠経過中異常な

し。４０週１日自然陣発し正常経膣分娩。分娩直前より心窩部痛出現。血液検査上溶血、肝酵素

上昇、血小板減少、凝固能異常を認め、乏尿が出現したためHELLP症候群、DIC、急性腎不全

と診断。血液透析、血漿交換、FFP輸血、メシル酸ガベキサート投与、降圧剤投与などの治療

を行い改善した。

【考察】HELLP症候群の初発症状は突然の上腹部痛、心窩部痛が多いとされ、今回の全例で認

められた。また、近年妊娠高血圧症候群を伴わない、もしくは産褥期にHELLP症候群を発症す

る報告が散見されている。正常妊娠産褥経過においても、本症候群に特有の症状が出現した場

合、本症候群を念頭に入れた管理が必要と考えられる。
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－１１１－

６４．妊娠高血圧症候群に伴うRPLSを呈した２症例の検討

金沢医科大学産婦人科
○富澤英樹、井上弘一、篠倉千早、広崎奈津子、早稲田智夫、藤井亮太、牧野田　知

　近年、画像診断において妊娠高血圧症候群に意識障害や視力障害を呈するReversible 

posterior leukoencephalopathy Syndrome（RPLS）という病態が注目されている。今回我々は、

子癇発作に伴う視力障害および意識障害を発症した症例を経験したので、若干の文献的考察を

加え報告する。症例１：２７歳１経妊１経産、妊娠経過異常なく、妊娠３８週０日陣痛発来にて近

医受診し、正常分娩となった。翌日より意識障害、視力障害を認め当院搬送となる。来院時

JCS Ⅰ-1、視力障害を認めていた。同日撮影されたMRIでは、後頭葉にlow density area、

edemaを認めていた。ペルジピン、グリセリン、フサンを使用し順調に経過し、follow up MRI

にて後頭葉の病変の改善、症状改善が認められた。経過良好にて２０病日に退院となった。症例

２：３６歳５経妊５経産、妊娠初期に一度病院を受診し、以後受診歴なし。トイレで転倒してい

るところを家人に発見され近医受診JCS Ⅱ-10であった。子癇発作と診断され当院搬送となる。

来院時、痙攣なし、JCS Ⅰ-1、収縮期血圧２００mmHgであり、ペルジピン、マグネシウム、フサ

ン投与を開始した。術前に撮影されたCTにて後頭葉にlow density areaを認めていた。緊急帝

王切開となり８６２gの女児を娩出となった。術後１病日より意識改善あり、follow up CTにて後

頭葉の病変の改善を認めた。経過良好にて１１病日に退院となった。RPLSは誘因疾患の治療に

より約２週間以内に症状の改善をみとめる病態である。予後の評価、治療方針の決定には、拡

散画像による解析を行い、可逆的な変化か不可逆的な変化かを把握することが重要であると思

われた。
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－１１２－

６５．帝王切開術直後に急性左心不全となり集中治療を行った産褥
心筋症の一例

石川県立中央病院産婦人科
○藤田聡子、前川真知子、高橋　仁、吉成秀夫、平吹信弥、佐々木博正、干場　勉、
　朝本明弘

　１経妊１経産の３５歳女性。既往歴、手術歴に特記すべきことはない。６年前の妊娠は単胎妊

娠で特に妊娠経過、分娩および産褥経過に異常は認めていない。今回はIVF-ETによる双胎妊

娠。前医で妊婦健診を受けていたが、妊娠３２週より体重増加、蛋白尿、高血圧、浮腫が出現し

たため管理目的に３２週より入院管理となった。高血圧、子宮収縮に対してCa拮抗剤の内服、安

静、塩酸リトドリンの内服を行っていた。帝王切開術３日前に、胸部単純写真で心拡大、胸水

が出現。心エコーで心筋運動の低下を指摘されていたが、呼吸循環状態が悪化することはな

かった。３６週４日に脊椎麻酔下で選択的帝王切開術により分娩。術中のバイタルサイン、出血

量に問題はなかった。術後３０分ほど経過したところで、突然胸痛を訴え鎮痛剤で経過観察され

ていたが、その後間もなく呼吸困難が出現、酸素飽和度が７０％まで低下したため集中治療目的

に当院へ救急搬送となった。来院時、意識は清明であったが、チアノーゼを認め、胸部聴診で

両肺にcoarse crackleを聴取した。収縮期血圧５０mmHg、頻脈、酸素飽和度５０％であり、直ちに

気管内挿管を行い集中治療室で全身管理を行った。胸部単純写真では著明な左室拡大を認め、

胸部CTでは肺うっ血を認めたが、肺血栓塞栓症は否定的であった。心エコーではびまん性壁

運動低下を認め、ejection fractionは２０-３０％に低下しており急性左心不全の診断で治療を開始

した。経過中に急性腎不全を併発したため血液透析を３回行った。利尿剤、血管拡張剤などの

治療により肺うっ血は徐々に改善し、第１０病日には抜管、一般床へ転床した。その後も左室拡

大と収縮障害は持続していたため精査目的に心筋生検を行ったのち、第２８病日に退院となっ

た。今回、妊娠分娩を契機に発症した産褥心筋症を経験したが、そのリスク因子、鑑別すべき

疾患、診断、治療方法などについて文献的考察を含めて述べる。
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－１１３－

６６．周産期心筋症（PPCM）の４例

岩手医科大学産婦人科
○金杉知宣，賀来宏維，高　嵩，西郡秀和，庄子忠宏，福島明宗，杉山　徹

【緒言】周産期心筋症（perinatalcardiomyopathy：PPCM）は、明らかな心疾患の既往のない

健康な婦人が，妊娠末期から産褥期にかけて心不全を生ずる原因不明の稀な疾患である。また

発症時は母体死亡率が４５～７５％ときわめて重篤な症候群であると言われている。今回我々は

PPCMと診断された４例を経験したので報告する。

【症例１】３０歳，１妊１産，品胎妊娠。妊娠１８週から塩酸リトドリンの点滴投与開始。妊娠３０週

で帝王切開施行したが、術後３時間後より突然の胸痛，呼吸苦が出現し人工呼吸管理となる．

胸部X-Pにて心拡大，肺うっ血認め，心臓超音波施行しPPCM（たこつぼ様心筋症）と診断さ

れた。

【症例２】４１歳，０妊０産，単体妊娠。妊娠２９週から妊娠高血圧症にて加療中，妊娠３４週時に呼

吸苦，胸水を認めたため緊急帝王切開．術後胸部X-Pにて心拡大，肺うっ血認め循環器内科紹

介。胸部X-P，心臓超音波にてPPCMと診断された。

【症例３】２９歳，１妊１産，妊娠３３週にMD双胎妊娠，切迫早産の診断にて入院管理，塩酸リト

ドリン内服投与。妊娠３６週時に帝王切開施行したが，術後７日目に持続する呼吸苦出現，循環

器内科紹介して胸部X-P，心臓超音波よりPPCMと診断された。

【症例４】２１歳，０妊０産，妊娠３１週，DD双胎にて帝王切開施行。術後２日目から心拡大と胸

水を認め利尿薬投与していたが，術後７日目より呼吸苦出現したため循環器内科紹介，胸部X-

P，心臓超音波にてPPCMと診断された。

【まとめ】PPCMの病態は，妊娠による心筋肥大に伴って，ウイルス感染やサイトカインの活性

化，自己免疫反応などの関与が報告されているが明らかではない。本疾患は母体死亡率が高

く，周産期に呼吸苦，心拡大が認められた場合，本疾患を積極的に疑い専門医にコンサルトす

ることが重要であると考えられた。
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－１１４－

６７．分娩後出血（PPH）に子宮動脈塞栓術（UAE）が有効であっ
た３症例

金沢大学医学部附属病院産科婦人科１）、金沢社会保険病院産婦人科２）

○土肥　聡１）、橋本　学１）、水本泰成１）、由田　譲２）、田中政彰１）、井上正樹１）

　２００４年８月から２００７年５月までに、保存的治療で止血が極めて困難であった分娩後出血

（PPH：Post Partum Hemorrhage）に 対 し て 子 宮 動 脈 塞 栓 術（UAE：Uterine Artery 

Embolization）を行った３症例を経験した。

＜症例１＞３５歳、G2P2。前医における分娩にて、胎盤用手剥離後に多量出血あり、子宮収縮

剤、輸血にて対応、止血を確認されている。産褥９日目に大量子宮出血を認め、当院に救急搬

送された。子宮収縮剤を使用、子宮内掻破施行、圧迫止血するも出血持続、Hbは４.８g/dLと低

下、輸血施行するも血圧上昇認めず。来院２時間後にUAE施行。

＜症例２＞２８歳、G1P1。分娩直後に骨盤内血腫生じ、当院に救急搬送となった。出血点不明の

膣壁右側の血腫に対しUAE施行。

＜症例３＞２８歳、G0P0。分娩１時間後から大量子宮出血あり。子宮内掻破と圧迫止血するも

出血持続するためUAE施行。

　以上の３症例とも正常分娩であり、特記すべき既往症・妊娠分娩歴はなかった。産褥後期出

血が１例あったが、いずれもDIC症例の合併はなく、UAE施行後の経過は良好であった。

　産褥期の主な死因であるPPHは経膣分娩の３％と頻度が高く、その治療には子宮収縮剤など

の保存的治療が選択される。しかし保存的治療が効奏しない場合には、子宮摘出など手術によ

る侵襲的な方法を選択しなければならない場合がある。最近、PPHに対してUAEの使用が多

数報告され、その有用性が確立しつつある。UAEには重篤な副作用がなく、子宮温存も可能で

あることから、PPHに対し有効な治療法と考えられる。
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－１１５－

６８．塩酸リトドリン投与後の肺水腫を契機として診断された妊娠
後期の心不全の一例

北海道大学産婦人科
○鈴木賀博、佐々木尚子、荒木直人、山田崇弘、森川　守、山田　俊、山田秀人、
　櫻木範明、水上尚典

【はじめに】周産期心筋症は、妊娠後期から分娩後５ヶ月までに発症した明らかな基礎疾患のな

い心不全と定義される。今回われわれは、塩酸リトドリンによる薬剤性肺水腫が疑われ、母体

搬送された後一時症状が軽快したが、再度高度の心不全を呈し、周産期心筋症や他の心疾患に

よる心不全を考え、集中管理をおこなった症例を経験したので報告する。

【症例】３３歳、０経妊０経産。５歳のときに心筋炎の既往がある。妊娠初期より妊婦健診を受け

ており、妊娠経過は順調であった。妊娠３２週、切迫早産の治療のため前医に入院、塩酸リトド

リン５０μg/分の持続点滴と児の肺成熟促進目的でベタメサゾン１２mgの投与が行われた。治療

開始３日目から、息切れ、起坐呼吸が出現し、胸部Ｘ線写真上両肺野の透過性低下を認めた。

薬剤による肺水腫を疑われ、当院へ母体搬送された。入院時、血圧は正常、尿蛋白は陰性、浮

腫はなかった。塩酸リトドリン中止後呼吸困難は消失し、胸部Ｘ線写真・動脈血血液ガス等の

検査所見も正常化したため、妊娠３５週に外来管理とした。しかし、退院後５日目より息切れと

起坐呼吸が再び出現、入院後の精査で著明な心拡大（CTR６３％）と左室駆出率の低下（１９％）、

高度の僧帽弁逆流（４度）を認めた。急性心不全の診断で同日全身麻酔下で帝王切開術を施行、

２６５５gの男児を娩出した。術後、ICUにおいて、カテコラミン、血管拡張薬、利尿剤などによる

治療を施行、心不全徴候は徐々に改善し、術後７日目に抜管、翌日に一般病棟に転棟した。

【考察】本症例では当初塩酸リトドリンによる薬剤性の肺水腫を疑ったが、周産期心筋症や他の

心疾患による心不全の一徴候であった可能性が高い。周産期においては、薬剤投与後に生じた

肺水腫であっても、これらを念頭においた診療が重要である。
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－１１６－

６９．妊娠中の肺血栓塞栓症に対し血栓除去術を施行した骨髄異形
性症候群合併妊娠の一例

弘前大学産婦人科１）、青森県立中央病院総合周産期母子医療センター２）
○山本善光１）、谷口綾亮１）、木村秀崇１）、田中幹二１）、尾崎浩士１）、水沼英樹１）、
　佐藤秀平２）

【緒言】肺血栓塞栓症（PTE）は深部静脈血栓症（DVT）に引き続いて発症することが多く、

妊産婦死亡の原因となる。妊娠２２週でPTEを発症し、血栓除去術を施行した症例を経験したの

で文献的考察を加え報告する。

【症例】３５歳、初産婦。１７歳から骨髄異形性症候群（MDS）にて血液内科フォロー。平成１７年

１２月７日、膝靱帯損傷手術施行。最終月経を平成１８年１月１８日からとして妊娠。妊娠６週頃か

ら左膝裏痛、左下肢腫脹を認め、妊娠１１週には左下肢全体の腫脹、疼痛を認めたため、妊娠１３

週前医より当科紹介。USGにて左総大腿静脈から膝下静脈に血栓を認め、皮下注用ヘパリン

１５０００単位/日による抗凝固療法開始。症状に改善はみられたが、血小板減少を生じたため、ヘ

パリンは中止し、前医外来にてダナバロイドによる抗凝固療法継続。妊娠２２週で突然の呼吸困

難発症し、救急搬送。CTにてPTEの診断。IVCフィルター留置し、集中治療部で経過みたが血

栓大きく、右心負荷も大きいため妊娠２２週５日で体外循環下血栓除去術施行。術後母児経過は

良好で、妊娠２４週１日前医へ転院。しかし妊娠２６週頃から、右そけい部、右下肢痛認め、妊娠

２８週２日で選択的帝王切開術施行。児は１２１０g男児でアプガースコア5/9。RDSにて治療行っ

たが経過良好。母体術後経過も良好でワーファリン使用し、血液内科、血管外科にてフォロー

アップ中である。
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－１１７－

７０．3DCTを用いて胎児診断が可能であった軟骨無形成症の１症例

岩手県立磐井病院産婦人科１）、同 小児科２）、東北大学産婦人科３）

○西本光男１）、菅原　登１）、佐藤直子１）、鍋島寛志１）、天沼史孝２）、丸山秀和２）、
　室月　淳３）

今回我々は、3DCTを用いて出生前診断された軟骨無形成症の１症例を経験したので文献的考

察も含め報告する。

【症例】３１歳　女性【妊娠歴】０妊０産【現病歴】妊娠反応検査陽性にて当科を初診し、以後follow 

upを行っていた。妊婦健診では特記なく経過していたが妊娠３１週時の胎児超音波検査にて大

腿骨長が週数に比して短縮している事に初めて気付いた。妊娠３３週の健診で大腿骨長に成長が

なく、著明な短縮（-４.２SD）を認めたため精査依頼となった。妊娠３５週での胎児超音波にて頭

囲の拡大と四肢長管骨の短縮傾向より胎児骨系統疾患（軟骨無形成症）疑いと診断。胎児3D CT

にて上記の所見に加え大腿骨近位部の帯状の透亮像や腸骨翼の方形化が認められた。その他に

スクリーニング検査にて特記所見認められなかったため当科で妊娠管理を行っていたが胎児の

頭囲拡大が著明であるため妊娠３８週に児頭骨盤不均衡の診断で帝王切開手術を施行。３１６８g、

Apgar Score 8/8の男児を出生した。出生後は小児科にて精査を行い出生前診断と同様軟骨無

形成症と診断。今後児に予想される症状及び治療方針等につき説明、follow upの方針となって

いる。

【結語】　軟骨無形成症は比較的稀な疾患であり、出生前後の特徴に気付かれる例は半数以下と

言われる。3DCTを施行し出生前診断しえた事により早期より他科とすばやく連携し対処する

ことができた。出生前診断の重要性を改めて認識した症例であった。
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－１１８－

７１．新生児大腿骨骨折５例の検討

新潟市民病院産婦人科１）、同新生児医療センター２）

○三間紘子１）、石黒竜也１）、渡邊亜由子１）、松下　宏１）、常木郁之輔１）、田村正毅１）、
　柳瀬　徹１）、倉林　工１）、永山善久２）

　新生児大腿骨骨折は比較的稀であるが、当院新生児医療センターにおいて１９９１年から２００７年

７月までの間に、５例の新生児大腿骨骨折症例を経験した。５例中１例は当院で出生したが、

他の４例は他院で出生し当院新生児医療センターに紹介された症例である。先天異常の骨形成

不全による両側大腿骨骨折を認めた１例を除き、以下検討を加える。４例の母体平均年齢は

３１.８才（３０～３４才）、平均BMIは２４.９（２２.７～２９.３）、初産婦３例、経産婦１例であった。切迫早

産徴候を認めたのは３例であり、そのうち１例は塩酸リトドリン内服のみで管理され、２例は

塩酸リトドリンの点滴及び硫酸マグネシウムの併用療法を受けていた。また、３例が鉄剤、１

例がカルシウム製剤を投与されていた。全例骨盤位の帝王切開術で出生しており、双胎妊娠の

３例中、１例は第１児、２例は第２児であった。在胎週数は３５週６日から３８週２日、男２名、

女２名、出生体重は平均２３８７g（１８３６g～３２２５g）、低出生体重は２例であった。骨折の発見時期

は出生直後２例、出生後２日目が２例であり、３例に患側大腿部の腫脹がみられ、１例は娩出

時の鈍い音として気づかれた。整形外科で治療されたが、牽引が１例、シーネ固定が１例、ギ

プス固定が２例であった。外来でフォローアップされているが、２００７年７月現在で後遺症が問

題となっている症例はない。一般的には分娩骨折の頻度は全分娩の０.１％以下で、そのうち大腿

部骨幹部骨折が８％と報告されている。危険因子として、双胎、骨盤位分娩、未熟児、骨粗鬆

症がいわれている。小児骨折と同様、治療経過は良好である。今回の４例では双胎、骨盤位分

娩が多く、不全足位あるいは全足位にて患側大腿を牽引した時に大腿骨骨折が生じていると推

察された。また、骨代謝異常、薬物投与の影響等については明らかではなく、今後の研究が待

たれる。
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－１１９－

７２．当科で管理した胎児横隔膜ヘルニアの臨床統計　－特に産科
的臨床背景と予後との関連について－

新潟大学産婦人科
○高橋泰洋、沼田雅裕、明石真美、木戸直子、能仲太郎、五日市美奈、笹原　淳、
　生野寿史、竹山　智、山田京子、富田雅俊、菊池　朗、高桑好一、田中憲一

【はじめに】横隔膜ヘルニアは診断技術の向上に伴って出生前診断されることが多くなったが、

依然予後不良例も多いのが現状である。妊娠分娩管理をするにあたり予後を推測することは重

要である。今回我々は産科的臨床背景と予後について検討した。

【研究方法】年から２００７年７月までに当科で妊娠分娩管理した胎児横隔膜ヘルニアは２６例であ

り、そのうち４例が染色体異常であった（２例１８トリソミー、２例Pallister-Killian症候群）。染

色体異常の４例を除いた２２例を救命しえた予後良好群１１例と予後不良群１１例とに分けて解析し

た。肺低形成の指標としてlung to head ratio（LHR）を用いた。

【結果】平均母体年齢（予後良好群２９.２歳，予後不良群３０.７歳）、平均当科初診妊娠週数（２８.７週，

２８.２週）、羊水過多（２７.２％，１８.２％）、肝臓の胸腔内脱出（２７.２％，６３.６％），心臓以外の合併奇

形（０％，２７.３％）、平均分娩週数（３７.６週，３７.５週）、帝王切開率（６３.６％，７２.７％）には両群間

に統計学的有意差は認めなかった。有意差を認めたのは心奇形とLHRであった。予後不良群

で心奇形の合併が多く（９.１％，７２.７％：p＜０.０１）、またLHRは低値であった（１.７４，１.２４：p＜

０.０５）。特に心奇形を認めない予後不良群の３例のLHRは１.０８、０.８４、０.４９といずれも低値であっ

た。

【結論】染色体異常の無い胎児横隔膜ヘルニアは心奇形及び肺低形成が産科的な予後因子として

重要である。特に心奇形のない症例では肺低形成の程度が予後を左右すると考えられた。
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－１２０－

７３．胎児腎動脈血流量および腎体積の成熟に伴う変化

金沢医科大学産婦人科
○井上弘一、桑原　崇、早稲田智夫、井浦俊彦、牧野田　知

【目的】胎児の腎臓１日８００－１２００mlの尿を産生し、羊膜腔に排出して胎児発育や成熟に重要な

羊水を産生している。この胎児の腎動脈血流量および腎体積の成熟に重要な羊水を産生してい

る。この胎児の腎動脈血流量および腎体積の成熟に伴う変化を明らかにし、胎児腎機能診断に

応用することを目的とした。

【方法】妊娠２０～４０週の正常発育を示す胎児４７例を妊婦の同意を得て対象とした．カラードプラ

装置を使用して腎動脈（RA）の収縮期最大流速（Vmax），平均流速（Vmean），血管断面積

（Area）および血流波形を計測した．Vocal装置にて腎体積（RV）を測定した。各指標につい

ては、妊娠２０～４０週を５群に分けて解析した。

【成績】Vmaxは２０～４０週、RA Vmax２１.８±０.４（Mean±S.D.，以下同じ）cm/sec、Vmean９.６±

０.２、Area ６.８±０.３mm３であり、２０～４０週を基準（１００％）とした場合、３７～４０週には１９３％、

２１０.４％、１４８.５％に増加した。RVは２０～２４週９.０±０.４cm３、２０～２４週９.０±０.４cm３、２５～２８週９.７±

１.５cm３、２９～３２週１８.６±４.７cm３、３３～３６週２２.１±２.６cm３、３７～４０週２９.４±２.２cm３であり同様には

２０～２４週を基準にすると、１０７、２０６、２４５、３２７％に増加した。血流波形は収縮期波形のみのⅠ

型、収縮期波形が拡張期波形まで持続しないⅡ型、収縮期波形が拡張期波形まで持続しないⅢ

型に分類でき、胎児成熟に伴いⅠ型からⅢ型へのシフトが認められた。

【結論】正常発育胎児における腎臓の成熟に伴う胎児腎動脈、腎体積の変化を明らかにした。今

後、Potter症候群などの胎児腎機能障害児の腎機能診断に本研究で明らかにした標準値が有用

となることであろう。

 

Title:08_一般演題-2.ec6 Page:120  Date: 2008/06/12 Thu 09:26:22



－１２１－

７４．胎児胸腔シャントが有効であったCCAM症例

新潟大学産婦人科
○笹原　淳、富田雅俊、生野寿史、山田京子、菊池　朗、高桑好一、田中憲一

【はじめに】先天性嚢胞性腺腫様肺奇形（CCAM）は、胎児期に胸腔内を腫瘍性病変が占拠す

ることにより、正常肺の低形成や循環障害を起こす。Stocker分類によるⅠ型、即ち大きな嚢胞

を形成するタイプでは病変部のsize reductionを目的とした胎児治療が試みられている。今回

われわれは、胎児水腫を呈したCCAM Ⅰ型の症例に嚢胞羊水腔シャント術を施行し、良好な経

過を得た症例を経験したので報告する。

【症例】２４歳、２経妊０経産、妊娠２３週時に他院にて胎児左胸腔内嚢胞を指摘された。病変部は、

２.８５x１.６６x３.８０cm、Cystic adenomatoid malformation volume ratio（CVR）は０.４１であった。

CCAM以外の明らかな構造異常を認めなかった。その後各週での超音波での評価を行ったが、

CVRは１.０未満で推移した。妊娠２８週時にCVRが４.８と上昇し胎児水腫を認めた。妊娠２９週時に

胎児胸腔穿刺および胎児染色体検査目的に羊水穿刺を行った。胎児染色体は４６XYと正常核型

であった。胸腔穿刺によりCVRは０.９まで減少したが、４日後には２.９まで再上昇を認めた。こ

のため、当院倫理委員会の承認を得た上で、妊娠３０週１日に嚢胞羊水腔シャント術を施行した。

術後CVRは１.０未満で推移し、１８日目に胎児水腫は消失した。妊娠３７週６日に経腟分娩となっ

た（出生体重２１９０g、Apgar score 8/8pts）。出生後精査にて病変は左肺上葉であり、３生日に

肺葉切除術を施行した。術後経過良好であり、３４生日退院となった。

【結語】CCAMに胎児水腫を続発した場合には予後不良である場合が多い。今回われわれは、こ

れまで報告されている症例よりも比較的遅い時期に嚢胞羊水腔シャント術を行ったが、良好な

結果を得ることができた。妊娠３０-３２週前後で胎児水腫を呈している場合には、新生児治療に

切り替えることも考慮されるが、胎児治療により児の予後を改善できる症例もあると考えられ

た。
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－１２２－

第５５回日本産科婦人科学会北日本連合地方部会

協賛団体・協賛企業一覧

協賛団体

 新潟県医師会

 新潟観光コンベンション協会

協賛企業

 万有製薬株式会社

 塩野義製薬株式会社

 持田製薬株式会社

 小野薬品工業株式会社

 第一三共株式会社

 鳥居薬品株式会社

 アステラス株式会社

 ビーンスターク・スノー株式会社

 中外製薬株式会社

 富士製薬工業株式会社

第５５回日本産科婦人科学会北日本連合地方部会

機器展示企業一覧（五十音順）

 オリンパスメディカルシステムズ株式会社

 ＧＥ横川メディカルシステム株式会社

 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社エチコン事業部

 トーイツ株式会社

 日本ライトサービス株式会社

 株式会社　八光

 源川医科器械株式会社

 持田シーメンスメディカルシステム株式会社
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－１２３－

第５５回日本産科婦人科学会北日本連合地方部会

広告掲載企業一覧（五十音順）

 あすか製薬株式会社 大鵬薬品工業株式会社

 アステラス製薬株式会社 武田薬品工業株式会社

 アトムメディカル株式会社 中外製薬株式会社

 エーザイ株式会社 株式会社ツムラ

 小野薬品工業株式会社 帝人ファーマ株式会社

 科研製薬株式会社 日本臓器製薬株式会社

 キッセイ薬品工業株式会社 万有製薬株式会社

 協和発酵工業株式会社 ビーンスターク・スノー株式会社

 サノフィ・アベンティス株式会社 富士製薬工業株式会社

 ＣＳＬベーリング株式会社 ブリストル・マイヤーズ株式会社

 塩野義製薬株式会社 源川医科器械株式会社

 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 明治乳業株式会社

 第一三共株式会社 持田製薬株式会社

 大正富山医薬品株式会社 森永乳業株式会社

 大日本住友製薬株式会社 ヤンセンファーマ株式会社

協賛・展示・広告のご協力ありがとうございました。
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