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１. 梅毒既往妊婦の経験

○羽場 厳, 林 理紗, 山手 清令, 岩根 恵子, 西郡 秀和, 小山 理恵,
福島 明宗, 杉山 徹
岩手医科大学

梅毒は, わが国では, かつては代表的な性感染症, 母児感染症であったが, 性病予防法の
試行以降激減し, 進行期の梅毒を見る機会はほとんどなく, その結果, 梅毒の母児感染を見
る機会も少なくなった｡ 現在でも妊娠初期に梅毒のスクリーニング検査を行っている施設は
多いが, 陽性判定に対する評価をする機会が少ないため, その判定基準の複雑性も相俟って,
実際の診療の場で判定に苦慮した経験を持つ人も多い｡
今回我々は, 妊娠初期のスクリーニング検査で, 梅毒感染の既往があり, TPHAが陽性で

あった妊婦を２例経験したので, 文献的な考察を含めて報告する｡

２. 帝王切開術後DIC, 急性腎不全にReversible posterior leukoencephalopathy
syndrome (RPLS) を併発した１例

○小原 愛, 末永香緒里, 齋藤 昌利, 佐藤 多代, 高野 忠夫, 室月 淳,
岡村 州博
東北大学

Reversible posterior leukoencephalopathy syndrome (RPLS) は子癇発作時や妊娠高血圧
症候群 (PIH) で認められる可逆性の神経学的症状を呈する虚血性脳症で, 画像診断上, 後
頭葉を中心とした血管原性浮腫が特徴的な疾患である｡ 我々は帝王切開術後のDICと急性腎
不全の管理中にMRIにてRPLSと診断し, 降圧療法, 抗DIC療法, 人工透析および脳浮腫治
療にて良好な経過を得た症例を経験したので文献的考察を加えて報告する｡ 症例は, 36歳,
０妊０産, 家族歴, 既往歴に特記事項なし｡ 妊娠35週４日より血圧上昇, 蛋白尿出現し, PIH
の診断のもと前医にて入院管理中となった｡ 妊娠36週１日に, 常位胎盤早期剥離を発症し緊
急帝王切開術施行, 術後に無尿と凝固異常を認め術後DIC, 急性腎不全の診断にて当院に救
急搬送となった｡ 当院入院後は集中治療室 (ICU) にてMAP, FFP, PCを輸血, 降圧薬投
与, 抗DIC療法を施行した｡ その後も無尿, 高カリウム血症, 腎機能の改善が認められなかっ
たためグルコース－インスリン療法に続き人工透析を施行｡ その後, 順調に採血結果, 全身
状態の改善を認めたが, 術後６日目に視覚障害, 頭痛を認めたためMRI撮影し後頭葉にT2
および拡散強調像にて高信号を呈する領域を認めRPLSと診断した｡ 診断後は降圧薬に加え
て浸透圧利尿薬グリセオール投与を行い, 術後９日目にMRIにて同所見の軽快を認めた｡ 術
後14日目には軽度の腎機能障害が残存していたが全身状態の改善, 神経症状の消失を認めた
ため退院となった｡ 現在は外来follow中であるが症状の再発を認めていない｡
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３. 妊娠リスクスコアを用いた自施設分娩例の後方視的検討

○小作 裕則, 清水 靖, 三浦 喜典, 妹尾 匡人
平鹿総合病院

【目的】妊娠リスクスコアは医療施設の機能別役割分担を明確にし, リスクに応じた妊娠の
分散のために厚生労働科学研究班で作成されたものである｡ 近年, 産科施設で分娩制限が行
われている｡ 制限するにあたり, 妊娠リスクスコアが有用かを判断するために自施設の分娩
を妊娠リスクスコアを用いて後方視的に検討した｡ 【方法】平成19年４月から平成20年３月
までに当院で分娩した309例と同期間に高次医療機関への母体搬送７例を合わせた316例とし
た｡ 妊娠リスクスコアで０から３点までを低リスク, ４点以上を高リスクとした｡ 【成績①
低リスクが252例 (79.7％), 高リスクが64例 (20.3％) であった｡ ②分娩様式は低リスクで
自然分娩が215例 (85.7％), 帝王切開が20例 (8.0％), 吸引が12例 (4.8％), 鉗子が４例 (1.5
％) であった｡ 高リスクで帝王切開が32例 (55.2％), 自然分娩が20例 (34.5％), 吸引が５
例 (8.6％), 鉗子が１例 (1.7％) であった｡ ③分娩時出血多量 (１�以上) は低リスクで15
例 (６％), 高リスクで14例 (24.1％) であった｡ ④早産率 (37週未満) は低リスクで10例
(4.0％), 高リスクで９例 (14.0％) であった｡ ⑤母体搬送は低リスクで１例 (0.4％), 高リ
スクで６例 (9.4％) であった｡ ⑥初期から高リスクは16例 (５％) であった｡ 初期リスク
スコアでは低リスクであったが, 最終的に高リスクになった症例は48例 (15.2％) であり,
その項目は切迫早産22例, 骨盤位10例, 重症PIH７例などであった｡ 【結論】当院では約80
％が低リスクであった｡ 高リスクでは帝王切開, 分娩時出血量, 早産率, 母体搬送で低リス
クより高率であることが確認された｡ 妊娠リスクスコア (初期) で低リスクであった症例の
約15％が妊娠後半に高リスクに分類された｡

４. 自然分娩後子宮内反症およびSheehan症候群を発症した一例

○海道 善隆１) , 児玉 秀夫１) , 細谷地 昭１) , 善積 昇１) , 奥 達也２) ,
佐々木 徹２) , 工藤 正孝３)

岩手県立宮古病院 １) 産婦人科, ２) 脳神経外科, ３) 内科

分娩後大量出血の約15％にSheehan症候群を発症するとされている｡ 今回我々は自然分娩
後子宮内反症を併発し大量出血後に発症したSheehan症候群を早期に診断し得た１例を経験
したので報告する｡
[症例] 28歳, １妊１産, Ｈ17年12月21日 (妊娠38週５日) 前期破水で入院｡ 12月22日,
自然陣痛発来し自然分娩｡ 分娩後弛緩出血があり, 子宮収縮剤を持続点滴中に子宮内反症を
併発し全身麻酔下に徒手整復を施行した｡ この間推定出血量は3,000ml, 術中Hb2.5g/dl,
FDP45.8, AT-Ⅲ50でMAP8E, FFP6Eの輸血とFOYの投与を行った｡ 術後バイタルサインは
安定し順調に回復した｡ 産褥８日目, 全身倦怠感, 食思不振, 多呼吸, 発汗, 手足のしびれ
が出現｡ 低血圧, 低Na血症, 分娩時大量出血のエピソードからSheehan症候群を疑いソルコー
テフ300mg, 高張糖液の投与を行い症状は軽快した｡ そこでSheehan症候群の診断確定のた
め精査した｡ 下垂体のMRIで中心部のまだらな壊死, あるいは梗塞が考えられ, ホルモン負
荷試験からはGH, ACTH, LH, FSHの分泌能力低下を示す部分的下垂体機能低下症であっ
た｡ コートンの内服維持療法で自覚症状の消失, 検査データも正常化した｡
[結語] 分娩後の弛緩出血が制御困難な場合子宮内反症の続発も考慮すべきである｡ また,
分娩時大量出血の症例ではSheehan症候群の発症を念頭におき, 症状, 検査結果を検討して
いく必要がある｡
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５. 妊娠中期流産後に穿通胎盤による多量出血を認めた一例
○鈴木 聡, 遠藤 澄子, 鈴木 和夫, 鈴木 博志
寿泉堂綜合病院

癒着胎盤とは絨毛が子宮筋層内に侵入し, 胎盤の一部または全部が子宮壁に強く癒着し胎
盤の剥離が困難な病態である｡ ときに止血困難な多量出血を来たし母体の生命が危機に瀕す
ることがある｡ 今回我々は帝切既往妊婦の中期流産後に穿通胎盤による多量出血を来たし子
宮摘出に至った一例を経験したので報告する｡
【症例】36歳, ２経妊１経産, 前回帝王切開分娩｡ 妊娠21週１日, 近医にて切迫流産加療中
に破水しその後死産に至った｡ 児娩出後に胎盤の娩出認められず用手剥離を施行したところ
噴出様の多量出血を生じた｡ その後も出血が持続するため当院に搬送された｡ 近医での出血
計4,305ml｡ 当院搬送時BP71/－, HR90, 意識レベルJCSⅠ‐１, Hb2.7｡ 来院後, 輸血到着
までに急速に意識レベルは低下し低酸素によるものと思われる痙攣発作を生じた｡ 急速輸血
を行い全身状態の改善を行ないつつ開腹手術を施行した｡ 子宮下部帝切創周囲は暗赤色に膨
大し臨床的に癒着胎盤と診断, 子宮の温存は不可能と判断し単純子宮全摘術を施行した｡ 術
中出血量7440ml, 術前も含めMAP50単位, FFP30単位, PC30単位輸血した｡ 後日胎盤は病
理学的にplacenta percretaと診断された｡
【考察】帝王切開既往妊婦で初期に胎嚢 (GS) が低位にみられた場合, 高率に癒着胎盤を
生じるという報告がある｡ 本症例においても後方視的に同様の所見が認められた｡ 帝王切開
既往などのハイリスク例では初期より癒着胎盤や瘢痕部妊娠の可能性考慮しながら妊娠管理
を行なうべきである｡ また妊娠中期の分娩でも妊娠末期と同様に胎盤の剥離が困難なときや
大量出血時には癒着胎盤の可能性も考慮し人員の確保, 全身状態の悪化や開腹手術などの治
療に対する準備が必要である｡

６. 子宮卵管角部の子宮穿孔を来した帝王切開既往妊娠の一例
○横田 恵, 橋元 粧子, 谷口 綾亮, 梅本 実香, 小笠原智香, 森川 晶子,
佐藤 秀平, 斎藤 勝
青森県立中央病院

今回我々は, 妊娠37週で子宮穿孔による急性腹症を発症し, 緊急帝王切開術にて母児とも
に救命できた一例を経験したので報告する｡
症例) 32歳
妊娠歴) ８妊５産 (人工妊娠中絶歴あり, 双胎・PROMのため帝王切開歴あり)
現病歴) 平成19年７月８日を終経として妊娠, 当科にて妊婦健診施行｡ 妊娠経過は特に問題
なく, 前回の分娩と同様にVBAC希望のため入院管理予定となっていた｡
平成20年４月２日 (妊娠37週４日) 午後７時30分に突然の右側腹部の激痛を自覚し, 午後
８時15分夫に抱きかかえられながら来院｡ 診察時, 比較的規則的な子宮収縮と共に腹部全体
が板状硬でかなりの圧痛を認めたが, 超音波検査にて異常所見なく, 子宮口３㎝と開大,
NSTにてreassuring fetal statusであったため, 自然陣痛発来として管理｡ 一旦は症状軽快し,
規則的な子宮収縮のみとなったが, 再び異常な腹痛を生じるようになり, 持続するにつれ嘔
気・嘔吐などの腹膜刺激症状も出現｡ 再度超音波検査を施行したところ, 子宮内の羊水は認
めず, 腹腔内に大量の液体貯留を認めた｡ 頻回妊娠であることや瘢痕子宮であることより,
子宮破裂による腹腔内出血を疑って緊急帝王切開術を施行｡ それまでの経過にNST上の異常
は全く認めなかった｡
開腹時, 腹腔内には出血はほとんどなく, 胎脂を伴った羊水が大量にみられた｡ 下節部横
切開で児を娩出した後に子宮の観察を行うと, 前々回の切開創は問題なく, 右卵管角付近に
１㎝に満たない程度の穿孔を生じており, そこから卵膜の一部が腹腔内に飛び出していた｡
また, 左の卵管角部付近も同様に子宮筋の菲薄化を認めた｡ 共に補強するように縫合し, そ
の他は型の如く手術を行い終了した｡ 児は2,786ｇ, Ap＝9/10点, 臍帯血液ガス分析でも問
題なし｡ 産褥経過良好にて10病日にて母児共に退院となった｡
以上を, 若干の文献的考察を加えて報告する｡
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７. 不規則抗体を同定できないまま交差試験陽性血の輸血をよぎなくされた常位胎
盤早期剥離の一例

○田中 創太１) , 太田 恭子１) , 斉藤 美帆１) , 中里 浩樹１) , 鈴木 久也１) ,
武山 陽一１) , 谷川原真吾１) , 千葉 裕二２) , 佐藤 誠３)

１) 仙台赤十字病院 ２) 佐々木悦子クリニック ３) 仙台赤十字病院検査部

今回我々は妊娠25週にて常位胎盤早期剥離と診断され, 緊急帝王切開を施行したところ,
DICを発症し, 輸血療法開始時に交差試験陽性であったが, 妊娠初期の不規則抗体が陰性で
あり, そのまま輸血を施行した症例を経験した｡
症例は26歳, Ａ型Rh (＋), １妊１産｡ 前医での妊娠初期検査では不規則抗体陰性｡ 妊娠

17週で性器出血があり, 胎盤辺縁から拡がる血液像を認め, 常位胎盤早期剥離疑いで約３週
間の入院加療を行った｡ 妊娠25週で再び性器出血があり, 当院へ搬送された｡ 来院時, 腹部
は板状硬, 超音波検査で胎盤肥厚の所見, 血液検査で著明な貧血と凝固能低下を認め, 常位
胎盤早期剥離と診断し, 緊急帝王切開術を施行した｡ 手術直後よりDICを発症し, 輸血療法
を開始した｡ 輸血施行時の交差試験は陽性であったが, 妊娠初期の不規則抗体が陰性であっ
たため, 使用薬剤による疑陽性と判断し, そのまま交差試験陽性血を輸血した｡ 輸血終了後
に母体血中の不規則抗体は陽性であることが判明, 抗Jra抗体が検出された｡ 母体血液型は
Jra陰性であった｡
妊娠中は胎盤というバリアがあるため胎児－母体間の輸血はほとんど行われず, 分娩時や
それ以前でも多量の胎児血が母体へ流入するような際は, 赤血球抗原が強い抗原性を有して
いれば, 母体に感作が成立する, と考えられてきた｡ 最近の知見では, 妊娠中の胎児－母体
間の輸血は, 実はかなり頻繁に行われている, とされている｡
抗体スクリーニング検査は, 現在ほとんどの施設では妊娠初期にのみ行われているが, 今
回のような出血のエピソードの後や妊娠後期には, もう一度検査を行うべきであろうと考え
られた｡

８. 子宮がん集団検診の要精検者に対するHPV test併用の実施状況

○森村 豊１) , 菅野 薫２) , 添田 周３) , 山田 秀和３) , 佐藤 章３)

１) 慈山会医学研究所付属坪井病院 ２) 福島県保健衛生協会 ３) 福島県立医科大学

｢緒言｣ 子宮頸癌やその前駆病変の発生へのヒトパピローマウイルス (HPV) の関与は広
く知られ, HPVの有無をみるHPV testも普及してきた｡ 福島県産婦人科医会では, 2007年度
に集団検診に試験的にHPV testを導入した｡
｢方法｣ 2007年度子宮がん集団検診で細胞診クラスIIIa以上の要精検者に初回精検時, HPV
testの意義を説明し, 同意例にtestを行った｡ 説明状況について検診録に記入し, 結果を集
計した｡ 初回の組織診とHPV testについて検討をした｡
｢結果｣ 2007年度の子宮がん集団検診要精検者は346人で､初回精検時HPV testを勧められた
272人中234人が希望し, 実施率は86％だった｡ 年代別のHPV test実施率は30才代, 40才代で
は65％, 71％と高く, 20才代と50才代で50％だった｡
細胞診異常例のHPV陽性率は72％で20, 30, 40, 50, 60才代で92, 74, 83, 46, 75％だっ
た｡ 細胞診クラスIIIa, IIIb, IV, ＶでHPV陽性率は77, 75, 75, 66％だった｡ 初回組織診
で>CIN3例のHPV testの感度は79％, HPV陽性で>CIN3の陽性反応的中率は16％だった｡ 初
回組織診で<CIN2例のHPV testの特異度は25％, HPV陰性で<CIN2の陰性反応的中率は87％
だった｡ HPV陽性群と陰性群で>CIN3の検出率に差は見られなかった｡ (ｐ＝0.663)
｢考察｣ 子宮がん検診要精検者へのHPV testの実施率は高く, 検診従事者の高い見識がうか
がわれる｡ 細胞診異常例のHPV陽性率は30～60歳代でも高く, 高危険群といえる｡ >CIN3例
での感度が低い, HPV陽性群と陰性群の>CIN3検出率に差がないなどの問題点を検討する必
要がある｡ 今後, 経過観察や治療結果を集積しHPV test併用の精検や経過観察体制の構築が
望まれる｡
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９. 一卵性双生児に同時期に発症した子宮頸部明細胞腺癌の症例

○大友 圭子, 工藤 一弥, 田勢 亨
宮城県立がんセンター

子宮頸部明細胞腺癌は, 子宮頸癌の２～４％を占める比較的稀な疾患である｡ 今回我々は
一卵性双生児に同時期に発症した子宮頸部明細胞腺癌の症例を経験したので報告する｡
姉妹は49歳, ともに未婚・未妊で主訴は不正性器出血である｡ 姉は某年４月子宮頸癌の診
断で当科紹介初診, 子宮頸部腺癌Ⅱa期の診断で広汎子宮全摘・両側付属器・大網切除施行
した｡ 組織診断は子宮頸部明細胞腺癌であり, 術後全骨盤・傍大動脈節照射, ネダプラチン
６回投与し現在まで再発を認めていない｡ 妹は同年８月子宮頸癌の診断で当科紹介初診し,
子宮頸部腺癌Ⅱb期および子宮体癌の術前診断で広汎子宮全摘・両側付属器・大網切除・傍
大動脈節郭清施行した｡ 組織診断は子宮頸部明細胞腺癌および子宮体部類内膜腺癌Ｇ２で,
骨盤節に類内膜腺癌転移を認めた｡ 術後TC/DC6コース投与し現在まで再発を認めていない｡
免疫組織染色では両者ともにp16INK4a陰性でありHPV感染は否定的であり, 何らかの先天
的な遺伝子異常が関与しているものと考えられた｡

10. 診断に苦慮した頚管内発生の頚部腺癌の一例

○橋元 粧子, 横田 恵, 谷口 綾亮, 福原 理恵, 梅本 実香, 小笠原智香,
佐藤 秀平, 森川 晶子, 斉藤 勝
青森県立中央病院

【緒言】子宮頸癌は扁平上皮癌が多数を占め, 腺癌は子宮頸癌の５%から10%程度とされて
いたが, 近年増加傾向にあり, 日常の臨床診断において様々な問題が認識されるようになっ
てきた｡ また近年, 若年者での子宮頸癌患者も増加しているが, 今回われわれは, 若年発症
で, 診断に苦慮した頚管内発生の子宮頚部腺癌の一例を経験したので報告する｡
【症例】29歳 ０妊０産 健診センターでの癌検診で子宮頚部細胞診クラスⅢbにて平成19
年９月３日当科初診｡ コルポスコピー, 頚部組織診にて悪性所見はなく, 子宮内膜細胞診ク
ラスⅡであったため, ３ヶ月後の診察とした｡ 12月12日に頚部細胞診を再検したところ, ク
ラスⅤ腺癌の疑いであった｡ 12月19日にコルポスコピー, 頚部組織診を施行したが, コルポ
スコピーでの異常所見はなく, 頚部組織診でも確定診断を得ることができなかった｡ そのた
め12月28日にMRI検査を施行したところ, 頚管内に腫瘤形成を認め, 間質部や子宮傍組織へ
の浸潤も示唆された｡ 平成20年１月９日にPET-CT検査を施行し, 子宮頚部, 頚管を主体と
するhot lesionを認め, 体部, 内膜層部にも集積があり, 子宮頸癌の体部内膜浸潤が考えら
れた｡ １月11日に再度コルポスコピー, 頚部組織診を施行したところ, 子宮腟部に明らかな
腫瘤形成を認め, 頚部組織診で腺癌の診断であった｡ １月21日のCT検査では, 傍大動脈に
１㎝程度のリンパ節腫大を認めた｡ １月25日, 広汎子宮全摘術を施行｡ 病理の結果は子宮頸
癌 類内膜腺癌 grade Ⅰ 脈管侵襲(＋) リンパ節転移(＋)であった｡ 術後は化学療法４
クールを施行し, 再発徴候もなく, 現在も経過観察中である｡
【結語】若年発症で, 診断に苦慮した頚管内発生の子宮頚部腺癌の一例を経験した｡ 若干の
考察文献を加え報告する｡
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11. 子宮頚部より発生した肉腫の一例

○本多つよし１) , 清水理恵子１) , 菊田 恭子１) , 三瓶 稔１) , 草野 良一１) ,
浅野 重之２)

１) いわき市立総合磐城共立病院 ２) 同病理部

今回, 我々は子宮頚部より発生した肉腫の一例を経験した｡ 症例は85歳, ２妊１産婦｡ 10
数年前に他院にて子宮脱と診断され, 膣閉鎖術を施行されるも縫合不全を起こしたため, そ
のまま放置｡ その後は婦人科を受診していなかった｡ その他の既往歴はなし｡ 最近になり家
族が入浴時に腫瘍の存在に気付き, また, 強烈な異臭を放つことから当院を受診させた｡ 術
前に２度生検をおこなったが, 壊死組織がほとんどで, 確定診断が得られず, 腫瘍のみの摘
出術をおこなうこととした｡ 腫瘍は手拳大で膣口より外側にカリフラワー状に発育しており,
子宮壁に軽度癒着しているように思えた｡ 初回手術では腫瘍を根部よりハーモニックを用い
て摘出｡ その摘出部位を観察すると, 約５㎜ほどの孔が認められ, 子宮頚部内腔に通じてい
た｡ 摘出物の病理組織学的検索では核小体が明瞭で大型で奇異な異型細胞が縦横に錯綜して
見られ, 肉腫と診断された｡ しかし, 免疫組織化学の検討結果ではVimentinのみ陽性で,
αSMA, Desmin, Myogenin, CD34, S-100などは陰性, 平滑筋細胞由来は否定的であった｡
本人が子宮摘出に同意しなかったため, 外来経過観察としていたが, その後約４ヶ月で再発｡
腫瘍は以前と同様の大きさまで増大してきた｡ MRIでは子宮頚部付近より内腔に向かって浸
潤性に発育する腫瘍性病変が観察された｡ 今回, 年齢を考慮して経膣的に子宮を摘出するこ
ととなった｡ 以上の症例に関して, 若干の考察を加えて報告する｡

12. 突然の性器出血と腫瘍分娩にて発見された悪性中胚葉性混合腫瘍の一症例

○中里 権恵１) , 吉崎 陽２) , 秋元 義弘１)

１) 岩手県立二戸病院 ２) 岩手医科大学

子宮体部癌肉腫は, 上皮性成分と間葉性成分がともに悪性である極めて予後不良とされる
腫瘍である｡ 上皮性間葉性混合腫瘍のなかでは最も頻度が高く, 子宮体部悪性腫瘍の約２％
を占めると報告されている｡ 悪性中胚葉性混合腫瘍 (malignant mixed mesodermal tumor：
MMMT) は, 組織学的に, 軟骨, 骨格筋, 骨などの子宮には本来存在しない異所性成分を
肉腫において認め, 異所性癌肉腫に分類される｡ 今回我々は, 不正出血を初発症状とし, 子
宮内腔を充満するポリープ状の出血, 壊死を伴う腫瘤を認めたMMMTの症例を経験したの
で報告する｡
症例は75歳女性｡ ４妊４産｡ 閉経55歳｡ 突然の性器出血が持続し, 平成19年10月24日近医
受診｡ 各種検査を施行するも壊死組織しか検出されず, 平成19年11月27日当院紹介｡ 診察上,
子宮頚部は保たれていたが壊死した腫瘍分娩の状態であった｡ 超音波では子宮内を充満する
不正な腫瘍像を認めた｡ 性器出血が多量であり直ちに入院とした｡ MRIにて, 子宮は腫大し
内膜付近から頸管内, 一部膣内にまで広がる長径15㎝大の腫瘤を認めたが, 筋層は保たれて
いた｡ 腫瘍内部は不均一で, Gdにてまだらに造影された｡ CT, シンチグラフィでは転移,
浸潤像を認めなかった｡ 腫瘍マーカー (CA125, CA19-9, CEA) およびLDHはいずれも異
常を認めなかった｡ 内膜細胞診にてclassⅤ, 癌肉腫疑いであった｡ 子宮体部悪性腫瘍とし
て平成19年12月19日腹式子宮全摘術, 両側付属器切除術, 骨盤リンパ節郭清術施行｡ 術後は
特に問題なく経過し, 退院した｡ 病理組織診断にて, MMMTと確定した｡ リンパ節転移を
認めず, StageⅠbと診断｡ 現在, 外来にて経過観察中である｡
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13. 片側の単頸双角子宮から発生した異所性癌肉腫の１例

○行田 梢, 添田 周, 望月 美希, 園田みゆき, 大関 健治, 浅野 仁覚,
西山 浩, 山田 秀和, 佐藤 章
福島県立医科大学

子宮癌肉腫は子宮体癌の約１～５％を占める比較的頻度の低い腫瘍である｡ 不正出血など
の臨床症状で発見され, MRI上子宮内に突出する隆起性病変の形態をとることが多く, 術前
の細胞診で疑われる場合もある｡ 我々は, 大量の腹水貯留を契機に卵巣癌を疑い手術を施行
し, 片側の単頸双角子宮から発生した子宮癌肉腫の１例を経験したので報告する｡ 症例は69
歳, ４妊２産で, 既往歴は糖尿病と, 高血圧で薬物療法を施行されている｡ 当院内科で糖尿
病の加療を受けていたが, 嘔気, 嘔吐, 下腹部膨満感が出現してきたため, 当院を受診し緊
急入院となった｡ 腹部レントゲン写真上, 小腸ガスの貯留を認め, 緊急CTにて多量の腹水
と多発性の播種病巣を認めた｡ 子宮右側に径10㎝ほどの充実性腫瘍を認めたため, 卵巣癌疑
いで当科に紹介となった｡ 不正出血は認めず, 子宮腟部細胞診はclassⅡ, 子宮内膜細胞診
は陰性であった｡ 腫瘍マーカーはCA125が627IU/mlと高値であった｡ 卵巣癌疑いで当科で
開腹手術を施行した｡ 腹腔内には, 米粒大から手拳大の無数の播種病巣を認めた｡ 小骨盤腔
内の癒着を剥離していくと, 正常な左付属器と鶏卵大の正常子宮体部を認めたが, 右側付属
器はその段階では明らかではなかった｡ 更に癒着剥離を進めると, 左側子宮体部と明らかに
離れた部位に正常な右付属器を認めこれが新生児頭大に腫大し被膜の破綻した腫瘍と連続し
ていることが判明した｡ この時点で, 双角子宮の右側子宮体部から発生した腫瘍と診断した｡
単純子宮全摘出術＋両側附属器切除術＋大網切除術＋播種病巣切除術を施行し腹腔内の腫瘍
を肉眼的にほぼ完全に切除した｡ 子宮は単頸双角子宮であり, 病理組織診断は類内膜腺癌gr
ade3と横紋筋肉腫や, 軟骨肉腫などの混在した異所性癌肉腫であった｡ 現在, 術後補助化
学療法中である｡ 双角子宮に発生した癌肉腫は我々の調べた限りでは, 過去に報告されてい
ない｡

14. 若年者子宮体癌に対しMPA療法による子宮温存を試みた２症例

○橋本 千明, 會田 剛史, 島田 勝子, 土岐 利彦
八戸市立市民病院

わが国における子宮体癌の頻度は増加傾向にあり, それに伴い若年子宮体癌の罹患数も上
昇している｡ なかでも妊孕能温存を強く希望する症例に対しては, 黄体ホルモン (MPA：
Medroxyprogesterone Acetate) 療法が施行されている｡ 今回我々はMPA療法による子宮温
存を試みた子宮体癌の２症例を経験したので報告する｡ (症例１) 29歳女性既婚, 0G0P｡ 過
多月経のため前医受診｡ 高度貧血 (Hb 5.1), 内膜細胞診Ⅲaのため当科紹介｡ 当院での内膜
組織診の結果は類内膜腺癌G1で, MRI上, 筋層浸潤は否定的であり, 子宮体癌推定Ia期と診
断した｡ 挙児希望あり, 厳重なインフォームドコンセントのうえMPA療法開始｡ 終了後の
内膜組織診でcarcinoma認められず, 治療は奏功｡ 現在外来で排卵誘発を行っている｡ (症例
２) 36歳女性未婚, 0G0P｡ 不正性器出血のため前医受診｡ 内膜組織診の結果, 類内膜腺癌
G1の診断で, 治療目的に当科受診｡ MRI上, 筋層浸潤認めず｡ 妊孕性温存の強い希望あり,
厳重なインフォームドコンセントのうえMPA療法を開始した｡ その後の内膜組織診では腫
瘍細胞の壊死や変性はまったく見られず, 標本全体が腫瘍組織であった｡ MPA療法の効果
なしと判断し, 全腹腔鏡下子宮全摘術＋両側卵管摘出術を施行した｡ 術後組織診ではMPA
の治療効果は認められなかったが,筋層浸潤はなくIa期と診断した｡その後経過観察中である｡
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15. 妊娠中に原因不明の母体胸腹水で搬送になったクッシング症候群合併妊娠の１例

○福原 理恵, 福山 麻美, 重藤龍比古, 山本 善光, 田中 幹二, 尾崎 浩士,
水沼 英樹
弘前大学

今回我々は, 妊娠13週で原因不明の母体胸腹水にて搬送となった１症例を経験したので報
告する｡
患者は27歳｡ １妊１産, 月経周期は30日型で整順｡ 既往歴に特記すべき事無し｡ 家族歴は,
母が心筋症で経過観察中であった｡ 妊娠する３ヶ月前より下腿の浮腫を自覚していた｡ 無月
経を主訴とし近医を受診｡ 妊娠６週の診断となった｡ 非妊時体重は47㎏であったが, 妊娠11
週で50㎏, 12週で54㎏と急速に増加｡ 妊娠12週に浮腫の改善目的に柴苓湯を処方されていた｡
12週の妊婦健診時に血圧上昇 (BP140/90), 肝酵素上昇あり｡ 息切れもあったが, 里帰り分
娩予定もあり, 入院を含めた早めの帰省を勧められ13週０日に前医を受診｡ 受診時には胸水,
腹水, 心嚢液の貯留があり, うっ血性心不全の状態であった｡ さらに高血圧, 低カリウム血
症, 低タンパク血症も認められ, 原因検索, 母体管理目的に同日当科へ母体搬送となった｡
入院後, ICU管理となったが, 心不全の悪化はなく, 翌日からは一般病棟での管理となった｡
ホルモン検査でコルチゾール高値, ACTHは感出限度以下, さらに超音波, MRIの画像診断
にて右副腎腫瘍が確認され, 副腎腫瘍によるCushing症候群の診断となった｡ アルブミンの
投与, 利尿剤の使用により心不全を改善させ, 妊娠15週１日, 全身麻酔下に当院泌尿器科に
よる腹腔鏡下右副腎摘除術施行が施行された｡ 摘出された組織はadenocortical adenomaと
良性の副腎腫瘍であった｡ 術後はコルチゾール補充療法として, ハイドロコルチゾンを20～
30mg/dayを連日投与｡ 妊娠16週に性器出血を認め絨毛膜下血腫の診断となるも, その後血
腫は縮小｡ 以後の厳重な妊娠管理が必要であると思われたが, 家族のサポートの関係から転
居を希望し, 妊娠17週で他院に紹介となっている｡

16. 妊娠後期に発見された胃癌合併妊娠の１症例

○安田 俊, 白戸 智洋, 吉永 洋輔, 齋藤 善雄, 金 彰午
竹田綜合病院

３経産38歳の妊婦｡ 近医産婦人科クリニックにて妊婦健診を施行されていた｡ 妊娠20週台
後半からの胸焼け感を主訴に自身の判断で近医消化器科クリニックを受診し31週2日GIF施
行したところ0-Ⅱc, signet ring cell carcinomaの診断であった｡ 妊娠33週胃癌合併妊娠にて
当院を紹介受診｡ 胃癌に関しては初期であり待機的手術加療が可能との判断であった｡ Hb7
前後で推移しているため当科入院のうえ連日モニタリング施行し鉄剤投与, 輸血療法にて貧
血を加療｡ 35週０日より誘発開始｡ 2008/3/19 (妊娠35週１日) に健児を娩出した｡ その後
外科にて4/11胃全摘出術 (D2), 胆嚢摘出術, Roux-enY再建施行｡ StageⅠAの初期の胃癌で
あり患者は術後経過良好にて退院した｡
本症例は妊娠中の上腹部不快感に対しての内視鏡検査を施行されたが, 胃癌合併妊娠は進
行癌で発見されることも多い｡ 今回は消化器科医師の適切な判断で, 胃癌が早期のうちに発
見された稀有な症例といえる｡ 本症例を文献的考察を含め報告する｡
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17. 大量吐血後 non-reassuring fetal status (NRFS) をきたした胃癌合併妊娠
の１例

○牛嶋 順子, 伊藤 明子, 添田 周, 菅沼 亮太, 高橋 秀憲, 藤森 敬也,
佐藤 章
福島県立医科大学

症例は33歳, ０妊０産｡ 妊娠35週２日に多量吐血があり, 前医を受診した｡ 受診時, 血圧
96/53㎜Hg心拍数107bpmと血圧低下と頻脈が認められたため, 補液が開始された｡ また,
末梢血ヘモグロビン (Hb) 値は7.3g/dLと高度貧血を認めた｡ 保存的に経過をみていたが,
さらなる血圧低下とともに胎児心拍数モニタリング (CTG) 上60bpmまで低下し４分間持続
する遷延一過性徐脈が出現したため, 当院へ救急搬送された｡ 当院搬送後のHb値は6.2g/dl
であり, CTGでは遷延一過性徐脈および遅発一過性徐脈を認めた｡ 母体急性失血による子
宮・胎盤循環不全と考えられ, NRFSの診断にて緊急帝王切開が施行された｡ 児は2,152ｇ,
Apgar score 7点 (１分値) /８点 (５分値) であった｡ また, 臍動脈の血液ガス分析ではpH
7.305, pO２ 22.9㎜Hg, pCO２ 33.0㎜Hg, HCO３－ 15.9㎜ol/L, base excess －9.0㎜ol/Lと代
謝性アシドーシスの進行と呼吸性代償を認めた｡ 翌日の上部消化管内視鏡検査では胃体下部
後壁の大弯側に15㎜大の0‐Ⅱc病変と出血巣を認め, さらに組織生検で印環細胞が証明され
る初期胃癌と診断されたため手術の方針となり, 帝王切開術後21日目に根治術を施行された｡
現在経過良好である｡
本症例では, CTG上NRFSと診断され, 急遂分娩が選択されたが, この選択は妊娠35週と

いう週数に依存している｡ 子宮外での生存が難しいとされる週数であれば, 十分なる循環血
液量を維持しながら胃癌の進行期を考慮し可能な限り妊娠延長を図り, ステロイド投与後に
分娩を行うべきと考えられる｡ 妊娠中に悪性疾患が見つかった場合, 即座に妊娠を中断する
のではなく, 母児ともに生存できる可能性を求めて治療法や児の娩出時期・方法を選択する
ことが重要である｡

18. 羊膜索症候群の一例

○能登 彩, 小川 正樹, 佐藤 亘, 小原 幹隆, 田中 俊誠
秋田大学

今回, 我々は妊娠中期に羊膜索症候群を指摘され, 子宮内胎児死亡に至った一例を経験し
たことより, 若干の文献的考察を加えて報告する｡
症例は, 25歳０妊０産｡ ４年間の原発不妊のため, 前医を受診, 排卵誘発にて妊娠が成立
した｡ 妊娠20週０日, 前医での腹部超音波検査で, 胎児右下肢に浮腫が認められたことより,
妊娠21週２日に精査加療目的に当科に紹介され受診した｡ 腹部超音波検査上, 右下肢に卵膜
が付着しており, その部位より末梢に浮腫を認めた｡ 以上より, 羊膜索症候群が疑われた｡
妊娠21週６日, 胎動減少にて救急外来を受診した｡ 腹部超音波検査上, 胎児心拍は消失して
おり, 子宮内胎児死亡の診断で入院となった｡ 入院後, 分娩誘発を試行し, 妊娠22週２日に
死産となった｡ 児は310ｇの女児で, 右大腿部に狭窄を認め, 羊膜と連続する組織が付着し
ていた｡ 同部より末梢は浮腫状を呈していた｡ その他に明らかな外表奇形は認められなかっ
た｡
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19. 胎児骨系統疾患に対する超音波断層法と3D-CTによる正診率の比較
○室月 淳, 松田 尚美, 斎藤 昌利, 佐藤 多代, 鈴木 則嗣, 佐藤 尚明,
千坂 泰, 岡村 州博
東北大学

【目的】胎児骨系統疾患の診断について, 従来の超音波断層法と3D-CTを用いた場合の正診
率を比較する.
【方法】2005～2007年の３年間に胎児骨系統疾患が疑われた14例の妊婦を対象とした. 超音
波断層法と3D-CTを行い, 出生後の全身骨X線写真により確定診断して正診率を評価した.
CT撮影直前に胎児にパンクロニウムを筋注し胎動抑制を行った. CTはmultislice 16 scanner
を用い, 撮影条件は44mA, 120kV, 撮像の際のスライスの厚さは0.75㎜で１㎜の厚さで画像
再構成を行った. CTDI 4.21mGy, DLP 141mGy・㎝であった.
【結果】胎児期に骨系統疾患を疑った14例中12例が真の骨系統疾患であった. 出生前診断に
おける正診率は, 超音波検査が21％ (3/14), CT検査が93％ (13/14) であった. 3D-CTで
は長管骨の長さのみならず, 形態の変化や骨化の程度といった超音波では捉え難い所見が得
られ, 骨疾患に対する診断能力は明らかに優れていた. 最も頻度が高いにもかかわらず, 出
生前診断が難しいachondroplasiaの症例に対し, 3D-CTによる的確な診断が可能であった.
SADDANといったきわめて特殊な疾患の出生前診断ができなかったが, これは症例の積み
重ねにより可能と考えられる. 疾患の同定だけでなく, 骨所見の変化の程度により疾患の重
症度も推測可能であった. 長管骨の短縮を認めながら骨形態に異常を認めないIUGRなどを
骨系統疾患と鑑別することができた.
【結論】超音波断層法によりスクリーニングし, 胎児CTで確定診断を行う方法が適切と考
えられる. きわめてまれな疾患に対する胎児CTの知見の集積が望まれる. 胎児被曝につい
ては今のところ胎児に影響はないだろうと推測されているが, 今後ぜひとも検討をしなけれ
ばならない課題である.

20. 骨形成不全症の胎児診断における３次元ヘリカルCTの有用性
○山谷 日鶴, 吉田 隆之, 関口 真紀, 堤 誠司, 倉智 博久
山形大学

骨形成不全症は, 易骨折性, 青色強膜, 難聴を三主徴とする全身結合織の遺伝性疾患群で
ある｡ 臨床症状により４つのタイプに分類され, 症状の重いものは, 新生児期から乳児期の
間に死亡することが多く, 周産期管理には特に留意が必要である｡ 今回, 胎児診断し周産期
管理を行った骨形成不全症の症例を経験したので報告する｡
【症例】33歳, ３妊１産で, 血縁に骨格異常や他の先天異常を指摘されたものはいなかった｡
妊娠33週に胎児の四肢短縮を認め, 妊娠35週に当院へ紹介となった｡ 超音波検査上, 四肢の
短縮・変形, プローブ圧迫による頭蓋骨の変形, 頭蓋内容の明瞭な描出, 頭囲の拡大, 狭小
な胸郭, 陰嚢水腫, 羊水過多を認めた｡ これらの所見から骨形成不全症を疑ったが, 他の骨
系統疾患の除外や, 骨形成不全症のタイプの決定のために, ３次元ヘリカルCTを施行した｡
その結果, 上記の所見に加え, 歯牙原基の発達不良, 肋骨の変形を認めた｡ 以上より, 骨形
成不全症ⅡB型またはⅢ型が疑われ, 本症例は, 致死的ではなく支持療法や蘇生の意義あり
と判断した｡ 遺伝カウンセリングを行い, 両親と周産期管理方針について十分に相談したと
ころ, 帝王切開での分娩を希望された｡ 骨盤位で, BPD 99㎜も考慮して, 妊娠37週４日,
選択的帝王切開を施行し児を娩出した｡ 2,993ｇの男児でApgar score1点 (１分後) ／４点
(５分後) ／７点 (10分後) であった｡ 児は, 挿管後にHFOで呼吸状態は安定した｡ 分娩後
のレントゲン写真では, 頭蓋骨の低形成, 胸部の狭小化, 長管骨の骨折・化骨を認めた｡ 骨
形成不全症Ⅲ型が最も疑われ, 日齢７よりパミドロネートの投与を開始した｡
【結論】３次元ヘリカルCTにより, 骨形成不全症に特異的な骨所見を得ることができ, こ
れは他の骨系統疾患の除外や, 骨形成不全症のタイプの決定のために有用であった｡ 遺伝カ
ウンセリングを行うことで, 家族が罹患胎児を受容した上での納得した周産期管理を行うこ
とが可能であった｡

― 34 ―



21. 先天性サイトメガロウイルス感染症の一症例

○若木 優, 野村 泰久, 鈴木 りか
国立病院機構福島病院

先天性サイトメガロウイルス (CMV) 感染症は母子感染として最も頻度が高く, 児が巨
細胞封入体症を発症することもあるTORCH症候群の１つとして有名である｡ 今回, 妊娠中
期におけるCMV感染症を経験したので報告する｡
【症例】27歳 １妊１産 既往歴および家族歴に特記なし｡
妊娠初期より近医産婦人科で経過観察され, 妊娠18週の超音波検査で胎児腹水を指摘され,
精査目的に当院受診｡ 超音波所見上, 胎児腹水以外に異常所見はなし｡ 母体血液検査にて
CMV-IgGおよびIgMが基準値を超えており, CMV感染症が疑われた｡ また, 確定診断およ
び染色体検査目的に羊水穿刺を施行した｡ 染色体異常はなく, 羊水中のCMV量1.1×10５copy
/mlと多量のCMVの存在が認められ, 先天性CMV感染を強く疑われた｡ 患者本人および家
族に病状を説明したところ, 妊娠継続を断念, 人工妊娠中絶を選択された｡ 児は♂ 436g
肉眼的には児の腹部膨満と胎盤増大傾向 (436ｇ) を認めた｡
病理解剖施行し, 肉眼的には肝脾腫および腔水症 (腹水50ml, 胸水10ml, 心嚢液5ml) が認
められた｡ その他臓器の奇形は認められなかった｡
【考察】先天性CMV感染症は母体症状が非特異的であり, 現状において不明な点が多い｡
また, 本邦におけるCMV抗体保有率が低下していることから, 今後の発症数増加が予想さ
れる｡ 現在体内治療および新生児治療における抗CMV高力価γグロブリン, ガンシクロビ
ルの有効性について研究されており, 今後治療法として確立されることに期待したい｡

22. EXITを施行した胎児胸腔内腫瘍の一例

○阿部 有香１) , 室月 淳１) , 松田 直２) , 岡村 州博１)

１) 東北大学 ２) 同小児科

胎児の胸腔内腫瘍は, 子宮内あるいは分娩時に大きな生命的リスクに曝される. 今回我々
は, 胸腔内腫瘍により非免疫性胎児水腫を来たし, EXIT法の施行により気道を確保し救命
し得た症例を経験したので報告する.
【症例】28歳初産婦｡ 他院にて妊婦健診を受けていたが, 妊娠33週６日の胎児超音波検査に
て, 胎児水腫, 羊水過多を指摘され, 当院に母体搬送された｡ 超音波上, 胎児皮下浮腫, 著
明な胸腹水, 前縦隔の大部分を占める大きな胸腔内腫瘤を認めた｡ 同日施行したMRIでも同
様の所見であった｡ 腫瘍が縦隔から頚部まで進展して気管を圧排し, 出生後の気道確保が困
難となることが想定されたため, 胎児胎盤循環を維持したまま気道確保する目的でEXIT
(ex utero intrapartum treatment) 法にて胎児娩出の方針となった｡ 肺成熟を目的にベータ
メタゾンの母体投与を施行した後, 翌日34週０日EXIT法を施行｡ 児の頭と頸部のみを子宮
切開部より外に出し, 気管挿管して気道を確保した｡ 出生体重は2,722ｇ, 男児｡ Apgar score
３点 (１分), ３点 (５分) であった｡ 気道確保後, 直ちに臍帯を切断して児を娩出し両側
胸腔穿刺にて胸水を除去, さらに人工肺サーファクタントの気管内投与を行った｡ 浮腫の改
善をはかり, 日齢４に縦隔奇形腫の疑いで腫瘍摘出を行ったが, 術前評価とは異なって腫瘍
は心嚢内に存在し, 心臓血管外科により腫瘍摘出を行った｡ 腫瘍全摘は困難であったが, 胸
腹水, 浮腫のコントロールがつき, 経過順調であった｡
【考察】超音波検査にて頚部～胸腔内腫瘤が認められたとき, その性状, 血流の有無等詳細
に検索し鑑別診断を行う必要がある｡ 近年, EXIT法は巨大頚部腫瘍による気道閉塞に対す
る気道確保を始め, その適応は拡大している｡ 今後, 気道確保のみならずEXIT下での手術
など適応の拡大が期待される｡
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23. 最近１年間に経験した当院におけるTTTS４症例について

〇経塚 標, 田中 幹夫, 山道 力子, 菅野 成子, 大槻 健郎, 藤井 調,
宗像 正寛
太田西ノ内病院

双胎間輸血症候群 (TTTS) はMD双胎に発症し, 原因は不明で, 特に妊娠早期発見例は
児の救命は困難である｡ 最近, 早期のレーザー治療によってTTTSの予後改善が報告されて
いる. 当院は地域周産期センターとして多数の双胎を受け入れている｡ 今回, 2007年に経験
したTTTSについて報告する｡ ２例はレーザー治療で２児共救命でき, １例は緊急帝王切開
となり１児のみ救命され, １例は患者・家族の希望によりターミネーションとなった｡ ①28
歳, 0×0, 妊17週頃から児の体重差あり, 妊22週２日, Ⅱ児がstuck となり, 臍帯血流の途
絶・膀胱の消失にてTTTSⅢ期と判断し, 成育医療センターに母体搬送｡ 妊22週３日にレー
ザー治療施行した｡ その後児は発育し, 妊31週に当院へ逆搬送となり, 妊34週０日帝王切開
分娩となった (1746g,884g)｡ 両児とも発育は良好であった｡ ②33歳, 0×0, 妊17週まで問
題なかったが, 妊19週０日の妊健でⅠ児の羊水過多, Ⅱ児のstuck・膀胱消失がみられ,
TTTSⅢ期にて成育医療センターに母体搬送｡ 妊19週３日にレーザー治療施行した｡ その後
児は発育し, 妊32週に当院へ逆搬送となり, 妊34週5日帝王切開分娩となった (1,615ｇ,1,846
ｇ)｡ 両児とも発育は良好であった｡ ③31歳, 0×0, 仙台より妊28週で里帰りした｡ 当院受
診時より体重差あり, 妊31週３日Ⅰ児が胎児水腫, Ⅱ児がstuckとなり, 当院NICU満床にて
近くの地域周産期センターへ母体搬送され, 緊急帝王切開となった｡ Ⅰ児のみ救命できた｡
④21歳, 0×0, 妊18週５日より切迫流産にて入院管理していた｡ 妊20週１日, Ⅰ児が胎児水
腫, Ⅱ児がstuck・臍帯血流の途絶となった｡ レーザー治療の話をしたが, 本人・家族は妊
娠継続を希望せず､ターミネーションとなった｡

24. 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を行った７例

○斎藤 昌利, 松田 尚美, 佐藤 多代, 鈴木 則嗣, 佐藤 尚明, 千坂 泰,
室月 淳, 岡村 州博
東北大学

【目的】当科において双胎間輸血症候群 (TTTS) に対して行った胎児鏡下胎盤吻合血管レー
ザー凝固術 (FLP) ７例の成績と児の予後をまとめた.
【方法】FLPを初めて行った2005年から現在に至るまでの７例を対象とした. 一絨毛膜
(MD) 双胎の最大羊水深度が受血児で８㎝以上, 供血児で２㎝以下をTTTSと定義し, 妊娠
26週未満の未破水例をFLPの適応とした.
【結果】TTTSはすべて紹介例で, stage Iが２例, stage IIが３例, stage IIIが１例, stage IV
が１例であった. 平均診断時期は19.1週, FLPの施行時期は20.7週であった. 平均手術時間
は178分と２時間をこえていた. 妊娠継続２例を除いた５例をまとめると, 分娩時期が29.0
週, 児の予後は２児生存２例, １児生存２例 (IUFD１例, 早期新生児死亡１例), ０児生存
１例であり, 児生存率が60％, 少なくとも１児生存が80％であった. 合併症は術中出血が１
例あった.
【結論】昨年まとめられたJapan Fetoscopy Group 168例の成績では, 分娩時期33週, 児生
存率73％, 少なくとも１児生存88％であり, 当科の成績はそれより若干下回るものであった.
これは平均手術時間178分から推測されるように熟練度の問題があるかも知れない. 術中出
血や胎盤吻合血管の再疎通によるTTTSの再発などのさまざまな課題も明らかになった. 今
後一層の症例を積み重ねて努力していきたい. MD双胎の15％に発症するTTTSは従来周産
期予後がきわめて悪かったので, 北日本でFLPが導入され治療の選択肢が増えたことは周産
期医療にとって有益と考えている.
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25. 帝切後妊娠における子宮下部筋層の厚さ計測の有用性

○葛西真由美, 尾上 洋樹, 三浦 史晴, 鈴木 博
岩手県立中央病院

当科ではVBACを希望する妊婦も比較的多い｡ しかしVBACに対する管理方針として確立
されたものは現在のところみあたらない｡ 最近では超音波断層法 (TV-US) にて子宮下部筋
層の厚さ (Ｗ) を計測することにより子宮破裂を予測できるとの報告もあるが, その評価に
は施設によりばらつきがある｡ そこで今回当院で行った反復帝切179例の術前TV-USによる
(Ｗ) を計測し, 術中の子宮筋層菲薄化所見の有無を検討した｡ またVBAC症例の25例の分
娩前TV-USによる (Ｗ) を測定し反復帝切例と比較検討した｡
成績：１) VBAC症例25例では22例 (88％) が２㎜以上の厚さであった｡ ２) 反復帝切例

で術中著明な筋層菲薄化を認めた45例では42例が２㎜未満の厚さであった｡ ３) 反復帝切で
筋層の菲薄化を全く認めなかった症例で２㎜未満のものは10例 (８％) であった｡
以上から既往帝切妊娠例に分娩前TV-USで筋層の厚さを計測することはVBACを検討する

うえで有用な検査法であり, TOLに際しては厚さが２㎜以上あることが望ましいと考えられ
た｡

26. 音響的骨評価値とホモシステインの相関について

○柞木田礼子１) , 阿部 和弘１) , 樋口 毅１) , 水沼 英樹１) , 中路 重之２)

１) 弘前大学 ２) 同社会医学センター・社会医学講座

【目的】ホモシステインはアミノ酸の一種であり, 近年の研究により動脈硬化の危険因子と
して注目されている｡ その他, 糖尿病や腎機能障害, 深部静脈血栓症などとの関連も指摘さ
れている｡ 本研究では, ホモシステインと音響的骨評価値の相関をみることを目的とした｡
【方法】我々の大学で平成17年より行っている一般住民対象の, 運動・栄養指導等を取り入
れた健康増進プロジェクトに２年間参加した女性のうち, 高血圧症・糖尿病・高脂血症・骨
粗鬆症の加療歴のある者, 閉経前に子宮全摘を行った者を除いた184名 (年齢23-81歳) を対
象とした｡ 血清よりホモシステインを測定し, 踵骨部分にて音響的骨評価値 (OSI：osteo
sono-assessment index) を計測した｡ 測定結果に統計学的処理を加え検討した｡
【結果】平成17年時の検査結果は, OSI：閉経前2.72±0.28×10６, 閉経後2.36±0.25×10６,
ホモシステイン：閉経前8.90±2.57μmol/L, 閉経後9.76±2.73μmol/Lであり, 閉経前後で
比較すると, ともに有意差が見られた (数値は平均値と標準偏差を示す)｡ またOSIは年齢
との負の相関, ホモシステインは正の相関を認めた｡ 年齢で補正したところOSIとホモシス
テインに有意な相関は見られなかった｡ OSIを骨粗鬆症スクリーニングで用いられる値を基
に, ｢要精査｣ ｢要指導｣ ｢異常なし｣ の各群に年代別に分け, それぞれに該当する人数を比
較した｡ 60代以上の群では, ホモシステインが高値になるにつれ, ｢要指導｣・｢要精査｣ の
人数の占める割合が増加傾向にあった｡
【まとめ】60代以上の群において, OSI低下とホモシステイン値の関連性が考えられ, リス
ク評価につながる可能性が示唆された｡
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27. 思春期人工妊娠中絶手術に際しての ｢親への相談・同意｣ のあり方

○村口 喜代, 東岩井 久
村口きよ女性クリニック

母体保護法には, 思春期女性における人工妊娠中絶手術に際しての ｢親の同意｣ に関する
規定はない｡ 従来から産婦人科医療においては慣習的に ｢未成年者は親の同意がなければ中
絶はできない｣ とされてきた｡ 日本母性保護産婦人科医会では2000年５月 ｢女性の権利に配
慮した母体保護法改正の問題点｣ として提言を発表した｡ その中で ｢15歳未満の場合には,
親権者あるいは法定代理人の人工妊娠中絶に関する同意を必要とする｣ と述べられている｡
当クリニックでは, 1999年６月開院以来, 思春期の性的人権を守る立場から, 15歳以上の
思春期妊娠中絶に際しては, ｢親の同意を強制しない｣ との立場に立ち, プライマリーナー
シングを導入し, 同一の助産師あるいは看護師が一貫して関わり, カウンセリング・保健指
導を行ってきた｡ しかしながら, 妊娠中絶の意思決定の過程に親が介在することは, 当事者
にとっても, 親との関係, 女性の立場と責任性など考える上でも重要な局面を作ることがで
きる可能性に鑑み, 2006年６月以降, 積極的に ｢親への相談を促す｣ の方針に変更した｡ こ
の間の19例を振り返り, ｢親への相談・同意｣ のあり方について検討した｡
相談してから初診した者は73.6％であり, 相談相手は母親８例 (42.1％), 彼の母親１例,
姉３例, 友人２例であった｡ 相談せずに初診した者５例に対して ｢親への相談｣ を促した結
果, 母親に相談できた者は３例であり, 残る２例は相談できなかった｡ 相談を躊躇したり・
できない背景には, 親の離婚・再婚・別居 (36.8％) など家族機能の閉塞・揺らぎなどの大
人側の問題も注目され, ｢親への相談・同意｣ に際しては柔軟な対応が望まれる｡

28. 福島県内における中学生の性に関するアンケート調査

○野口まゆみ
福島県産婦人科医会 思春期保健委員会

福島県における10代の人工妊娠中絶実施率や性感染症罹患者中にしめる若者の割合は幾分
減少傾向にあるが, いまだ全国平均より高くなっている｡ 福島県産婦人科医会思春期保健委
員会 (以下委員会) では, 県内の高校生と専門学校生を対象に行った性に関するアンケート
調査 (平成16年度) に引き続き, 10代の若者たちの性行動をさらに明らかにするために, 中
学生の性に関する意識調査を実施したので, 結果の概要を報告する｡
方法 平成18年５月～19年２月の期間, 委員会に性教育講演の依頼があった中学校に対して,
講演に先立ち 『性に関するアンケート』 を依頼した｡ 実施方法, 学年については各中学校に
一任した｡ アンケートの内容は自分の性に対する評価, 友人関係, 親 (保護者) との会話,
特定の異性との関係, 異性との接触欲, 特定の異性との交際, 性交について, 性に関する知
識や情報の入手方法, 性に関する悩みや困ったことの相談先などである｡ 県内の９中学校,
１年生男121人, 女106人, ２年生男152人, 女128人, ３年生男485人, 女428人, 学年不明男
14人, 女12人, 合計1,446人の回答を分析対象とした｡
結果 １) ８～９割の人が同性異性を含めて友人がおり, 親との会話もかなりよくおこなわ
れている｡ ２) ６～７割の人が異性との交際を肯定的にとらえており, 親も同じように肯定
的に考えていると思っているが, 一方で親が無関心であると思っているものが３割前後いる｡
３) 異性と交際するかどうかは自分で考えて決める人が多いが, 性交してもよいと答えた人
は１割前後である｡ ４) 早期の性行動の結果として, 妊娠についてはある程度考えているが,
性感染症についての認識は少し低い｡ しかし性に関する知識を学校や教師から得ている者も
おり, 教育の効果がうかがえる｡ ５) 中学生での性行動に関しては慎重な考えを持っている
ものが多いが, 高校生以後はかなり積極的な考えを持っていることがうかがえ, この点を考
慮した思春期健康教育を進める必要がある｡
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29. 診断と治療法選択に苦慮した胎盤ポリープの１例

○木藤 正彦１) , 福田 淳１) , 三浦 広志１) , 熊澤由紀代１) , 細谷 直子２) ,
河村 和弘１) , 利部 徳子２) , 熊谷 仁１) , 真田 広之２) , 児玉 英也１) ,
平野 秀人２) , 田中 俊誠１)

１) 秋田大学 ２) 秋田赤十字病院

胎盤ポリープは分娩または流産後の胎盤遺残が変性・器質化しポリープを形成したもので,
時に大量出血をきたす疾患である｡ 今回我々は, 中期中絶１ヶ月後に大量性器出血をきたし,
診断と治療法の選択に苦慮した胎盤ポリープ症例を経験したので報告する｡ 症例：24歳, ２
妊０産, IDDMにてインスリン療法施行中｡ 低血糖発作を頻回に起こすなどIDDMのコント
ロール不良のため今回の自然妊娠は12週でPGE1を用いて中絶術が施行された｡ 胎盤は自然
娩出され, 娩出後の超音波では明らかな遺残は認められていなかった｡ １ヶ月健診の診察時
に子宮内より大量の凝血塊が娩出され, その後出血が持続した｡ 超音波では子宮内腔に直径
３㎝大の腫瘤を認め, ドップラーでは子宮底部から腫瘤への著しい血流を認めた｡ 尿中hCG
16.6IU/L, 血中HPL陰性｡ ＣＴでは他の臓器に転移巣は認めなかった｡ 著しい栄養血管のた
め安易な掻爬は危険と考え, 開腹術あるいは塞栓術施行後レゼクトスコピーかの選択に苦慮
した｡ 本症例ではPSTTなどの胎盤由来の腫瘍も考慮し, 開腹の上, 子宮を縦切開し腫瘤茎
部と付着部筋層を含めて切除した｡ 病理所見では一般の胎盤遺残の所見に加えて, 著しい血
管造成像が認められた｡ まとめ：分娩・流産後約１ヶ月の大量性器出血の場合は, 胎盤ポリー
プも念頭に置き, 安易に掻爬する前にドップラーでの血流の確認が必要と考えられた｡

30. 子宮筋腫の栄養血管からの出血による腹腔内出血の一例

○三浦 自雄１) , 岩根 恵子２) , 小原 剛２) , 村井 眞也２) , 小笠原敏浩２)

１) 岩手県立釜石病院 ２) 岩手県立大船渡病院

今回我々は子宮筋腫核の血管からの出血によると考えられる急性腹症の一例を経験したの
で報告する｡ 【症例】43歳 女性【現病歴】朝よりめまいと下腹部痛あり, 県立釜石病院消
化器内科を受診｡ CTにて腹腔内出血, 子宮筋腫を認め当科紹介｡ 血圧86/50, Hb:8.2と出血
性ショックを認め県立大船渡病院へ救急搬送, 緊急手術となった｡ 【手術所見】腹腔内に
1,490ｇの出血を認め, 吸引除去｡ 子宮は小児頭大で, 子宮底の手拳大の筋腫の表面の太い
静脈からの出血を認めた｡ 子宮全摘出を施行｡ 術後８病日にHb:10.2まで回復｡ 術後９病日
に退院となった｡ 【考察】子宮筋腫は血管に乏しく, 周囲からの血液供給の不十分であるた
め, 筋腫からの腹腔内出血は稀である｡ しかし筋腫が大きくなればそれに従い血管系も増え
何らかの原因で血管が破綻し腹腔内出血を起こしたものと考えられた｡
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31. 当院で経験した稀なタイプの子宮平滑筋腫
○岩間 英範, 小篠 隆広, 高山 和人, 阿部 祐也, 小田 隆晴
山形県立中央病院

子宮平滑筋腫は日常診療で最もよく遭遇する良性腫瘍であるが, 硝子化変性, 出血, 壊死
を伴う場合には悪性疾患である子宮平滑筋肉腫との鑑別が重要となる｡
今回我々は硝子化変性をおこした子宮平滑筋腫または子宮平滑筋肉腫の術前診断で手術を行
い, 術後の病理組織診にてlipoleiomyomaやbizarre leiomyomaであった症例を経験した｡ 変
性した子宮平滑筋腫や子宮平滑筋肉腫と比較しながら報告する｡
【症例１】42歳, ２妊２産｡ 月経困難症を主訴に初診し, 多発性子宮平滑筋腫の診断となっ
た｡ 経過観察中に過多月経による貧血と右卵巣の子宮内膜症性嚢胞も出現したため, 腹式単
純子宮全摘術,子宮附属器周囲癒着剥離術,卵巣腫瘍内容吸引術を行った｡病理診断はbizarre
leiomyomaであった｡
【症例２】49歳, ０妊０産｡ 子宮平滑筋腫の経過観察中に腫瘍の増大を認め当院紹介となっ
たが, 初診時に右卵巣の嚢胞性腫瘍も認めた｡ 子宮平滑筋腫はMRIにてＴ２強調画像で高信
号, 低信号が不規則に混在しており, 変性した子宮平滑筋腫を第一に考えるが子宮平滑筋肉
腫の可能性も否定できず, 腹式単純子宮全摘術, 右附属器摘出術を行った｡ 病理診断はbizarre
leiomyomaであった｡
【症例３】47歳, １妊１産｡ 月経困難症を主訴に初診し, 子宮腺筋症および子宮平滑筋腫の
診断となった｡ Gn-RHaによる治療を二度ほど行ったが, 治療をやめる度に症状の再燃を繰
り返した｡ 腫瘍が増大傾向を示し, MRIにてＴ１強調の造影画像にて強く造影される腫瘤を
認めたため, 子宮平滑筋肉腫も否定できず, 腹式単純子宮全摘術を行った｡ 病理診断は
lipoleiomyomaであった｡

32. 直径２㎜未満の子宮筋腫に関する超微形態学的研究
○小林 徳男１) , 朝比奈章悟２) , 中川 敏浩３) , 橋本 歳洋４) , 森村 豊４) ,
坂本 旦一４) , 羽生 忠義４) , 佐藤 功一５) , 吉田 孝雄６) , 古川 宣二７) ,
大杉 和雄８)

１) 小林医院 ２) いわき市保健所 ３) 奥羽大学歯学部生体構造学講座
４) 坪井病院 ５) 塚原産婦人科外科医院 ６) 星総合病院
７) 古川産婦人科医院 ８) 谷病院

【目的】発育初期と考えられる微小筋腫の構造は現在でも不明な点が多く, 特に腫瘍血管の
存在の有無に関しては明確な記載を見ない｡ 今回我々は直径２㎜未満の壁内筋腫の構造と構
築を明らかにするために電顕で検索をした｡ 【材料及び方法】 年齢35歳～45歳で子宮全摘
出術を施行した３症例の筋層内に偶然に存在した直径２㎜未満の筋腫結節６個を本人の同意
を得て採取し, 光顕 (HE染色, エラスチカマッソン染色), 透過型 (TEM) 及び走査型電
顕 (SEM) の標本に作製し検索をした｡ 【結果】１) 肉眼及び光顕所見：白色の球状を呈
した硬い腫瘍で周囲には“被膜”が存在した｡ ６例とも通常型組織像を呈した｡ 筋腫細胞集
団は島状に存在し, 増成した結合織により区別され, その面積比は約１：４と間質結合組織
が多くを占めていた｡ ２) 電顕所見：①間質結合織内に腫瘍血管は存在した｡ 内腔に赤血球
を認める新生幼弱血管と, 内皮細胞が萎縮し内腔が狭窄した血管が混在し, 血管周囲の線維
芽細胞も萎縮と新生の状態を呈していた｡ ②筋腫細胞が球状に増殖している表面に10μm～
20μmの“筋腫芽細胞”と考えられる細胞が散在して付着していた｡ 一方, 筋腫細胞が萎縮
消失し線維化した場所には網の目状に膠原線維が充満していた｡ ③筋腫細胞, 血管内皮細胞
及び線維芽細胞の萎縮消失の形態的所見は核の濃縮と胞体の空胞変性であった｡ 【まとめ】
直径２㎜未満の筋腫に関して以下の結論を得た｡ ①文献では直径３㎜以下の筋腫は無血管で
あるとの報告に反し我々は腫瘍血管の存在を見出した｡ ②実質 (筋腫細胞) と間質 (腫瘍血
管, 線維芽細胞) が, 活発に新生増殖する時期に一方で萎縮と消失が同時進行する良性腫瘍
である｡ ③壊死に陥った個所が膠原線維により器質化したことが, 筋腫の硬さの一因と考え
る｡

― 40 ―



33. 保存的治療を行った子宮動静脈奇形の２症例

○矢澤 浩之１) , 林 章太郎１) , 古川 茂宜１) , 鈴木 未央１) , 大関 健治２) ,
添田 周２) , 菅沼 亮太２) , 山田 秀和２) , 佐藤 章２)

１) 福島赤十字病院 ２) 福島県立医科大学

子宮動静脈奇形 (uterine arteriovenous malformation；U-AVM) は子宮内で動静脈が毛細
血管を介さず直接吻合する血管の構造異常であり, 大量の性器出血の原因となる稀な疾患で
ある｡ 今回我々は, 人工妊娠中絶および流産後にU-AVMと診断された２症例を経験したの
で報告する｡ 症例１は, ２回の人工妊娠中絶の既往歴のある29歳女性であり, 平成19年12月
(13週４日) にPGE1膣坐剤を用いて中絶を行なった｡ 胎児・胎盤の娩出はスムーズで, 遺
残や異常な出血はなく順調な経過で退院した｡ 約１ヵ月半後に性器出血が増量し子宮収縮剤
投与で一時出血量は減少したが, その後も断続的に大量の性器出血があり, 重症貧血 (Hb；
4.7mg/dl) となったため濃厚赤血球４単位の輸血を行なった｡ 超音波画像上で, 子宮筋層か
ら子宮内膜にかけて直径2.5㎝の辺縁不正なhypoechoic massを認め, カラードップラーで同
部に動脈性と静脈性の混在したactiveな血流を認めた｡ Helical CTでは, 主に右子宮動脈よ
り血流が供給される異常血管の集塊を認めU-AVMと診断した｡ この症例では, 子宮動脈塞
栓術による治療を行い, 術後には異常血流の消失を認め順調に経過している｡ 症例２は, ２
妊１産 (自然分娩, 自然流産) の29歳女性であり, 平成20年２月に妊娠８週稽留流産の診断
でD&C施行した｡ 約１ヵ月後にも出血が持続しており, カラードップラーで症例１と同様
に子宮筋層から内膜にかけて異常な血流を認めU-AVMと診断した｡ 止血剤と子宮収縮剤を
投与し出血量が減少した後, ダナゾールによる治療を行ない, 投与後４週間で異常血流の消
失を認めた｡
U-AVMは, 子宮内膜掻爬や分娩後数か月以内に突発性の大量の性器出血として発症する

ことが多く, 診断には, 超音波カラードップラー, helical CT, MRI等が有用である｡ 本症
の根治的治療として子宮全摘術が行なわれるが, 妊孕性温存のためには, 動脈塞栓術や薬物
療法 (麦角剤, GnRHa, ダナゾール等) による治療が行われる｡ U-AVMでは, 異常血管の
破綻により, 大量の出血を起こすことが多く, 分娩や内膜掻爬後の異常出血に際しては, 念
頭におくべき重要な疾患であると思われた｡

34. 当科における腹腔鏡下卵巣多孔術の治療成績

○高取恵里子１) , 高田 杏奈１) , 岩動ちず子１) , 小見 英夫１) , 吉崎 陽１) ,
佐藤 健２) , 杉山 徹１)

１) 岩手医科大学 ２) 佐藤健レディースクリニック

[目的] 当科で行った腹腔鏡下卵巣多孔術 (以下LOD) の効果について検討した｡
[対象と方法] 2003年から2007年に岩手医科大学と盛岡市立病院で行った20例のLODを対
象とした｡ 腹腔鏡手術は全身麻酔下の気腹法で行った｡ 子宮腔内にマニュピュレータを設置
した後に, 臍下に５㎜のトロッカーをクローズ法で挿入し, 腹腔鏡による観察下に左右の腹
壁からそれぞれ５㎜のトロッカーを挿入し３㎜あるいは５㎜の器械を用いた｡ 針状電気メス
で片側の卵巣に20から40個の穴を開けた｡ 診療録から術前術後の排卵誘発薬に対する反応,
手術適応, 術後の妊娠の有無などを検討した｡
[結果] 平均年齢は30歳, 多嚢胞性卵巣症候群の診断にて全例にLODを, その中の一例は
同時に付属器癒着剥離術を施行した｡ 術前に多嚢胞性卵巣症候群に卵巣過剰刺激症候群が合
併したものが９例で, 術前のクロミフェンに対する反応は10例で低反応であった｡ 11例に妊
娠が成立した｡ IVF-ETによる妊娠が１例, IUIによる妊娠が４例, クロミフェンによる排卵
誘発が１例, 他は自然妊娠であった｡
[まとめ] LODは不妊症症例に対し有用な治療法であることが示唆された｡
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35. 副卵巣の２症例

○高橋 秀憲, 伊藤 明子, 藤森 敬也, 山田 秀和, 佐藤 章
福島県立医大

【目的】妊娠中に診断される卵巣腫瘍は, 画像診断・血清学的診断より適応があれば現在腹
腔鏡下に手術される機会が多い｡ 今回, 副卵巣から発生したと考えられる成熟奇形腫が, 妊
娠中診断された希とされる２症例を経験したので報告する｡
【症例】症例１：30歳代｡ ２妊２経産｡ 前医受診し妊娠の診断および直径10㎝の左卵巣腫瘍
を指摘され, 当科紹介受診｡ 超音波断層および骨盤MRI検査にて成熟奇形腫疑い｡ 腫瘍マー
カーはCA19-9; 63.9U/ml (<37；正常) のみ高値であり, 妊娠16週時 全身麻酔下に吊り上
げ式による腹腔鏡下卵巣嚢腫摘出術を施行した｡ 両側卵巣が正常であることが確認された時
点で, 後腹膜発生腫瘍を考慮し開腹術に移行し術中迅速病理組織検査および永久標本で卵胞
を有する正常卵巣組織を含む成熟奇形腫と診断された｡ 術後流産徴候なく退院した｡
症例２：30歳代｡ ２妊０産｡ 前医受診し妊娠の診断および直径15㎝の２房性卵巣腫瘍を指摘
され, 妊娠７週時に当科紹介受診｡ 超音波断層検査にて成熟奇形腫疑われ, 妊娠15週時に腹
腔鏡下卵巣嚢腫核出術施行された｡ 腫瘍は腹腔内側に発育する両側卵巣奇形腫であり体内法
にて核出術施行した｡ 術後再度超音波施行したところダグラス窩に充実性腫瘍残存認め,
MRIにて両側卵巣から独立するダグラス窩腫瘍確認されたため再度腹腔鏡下に腫瘍摘出術施
行｡ 右骨盤漏斗靱帯上に発生した副卵巣の奇形腫であった｡ 術後流産徴候なく退院した｡
【考察】極めて低い頻度とされる副卵巣腫瘍を２例経験し, 後腹膜腫瘍との鑑別の困難性か
ら事前の検査や術式の選択および対応には慎重を要すると思われた｡

36. 卵管膨大部妊娠に対する腹腔鏡下卵管切開術と術後成績

○岩間 憲之, 岡村智佳子, 安井 友春, 五十嵐 司, 渡辺 正, 渡辺 孝紀
仙台市立病院

【目的】腹腔鏡下卵管切開術では単に妊卵を除去するだけでなく, 卵管機能の温存に配慮し
た術中操作が必要であると考えられる｡ 今回, 我々の行ってきた術式を紹介し, 術後成績に
ついても報告する｡
【方法】対象は過去８年間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99例で
ある｡ 以前は, 卵管切開にはモノポーラーを使用していた (Ａ群, ｎ＝32) が, 2004年５月
以降はハーモニックスカルペルで卵管内腔に到達した後, 鋏鉗子で切開を延長する方法で行っ
ている (Ｂ群, ｎ＝67)｡ また, Ｂ群の中で止血操作にパワーソースを使用しなかった群を
Ｃ群 (ｎ＝46) とした｡
【結果】術後の外妊存続の発生頻度はＡ群2/32 (６％), Ｂ群5/67 (７％), Ｃ群4/46 (９
％) であった｡ 術後３～５ヶ月後に施行した子宮卵管造影による患側卵管疎通性はＡ群15/
21 (71％), Ｂ群41/45 (91％), Ｃ群33/35 (94％) であった｡ 術後の自然妊娠成立に占め
る反復外妊の発生頻度はＡ群4/19 (21％), Ｂ群2/22 (９％), Ｃ群1/16 (６％) であった｡
【まとめ】ハーモニックスカルペル使用例で有意に術後患側卵管疎通性が保持され, 反復外
妊の発生頻度が低い傾向を認めた｡ 腹腔鏡下卵管切開術では, 卵管への損傷を最小限にする
ために, 適切なパワーソースの選択, その使用頻度を極力少なくする対応が重要であると思
われた｡
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37. 子宮外妊娠部位に対し経腟的穿刺を行い妊娠継続した子宮内外同時妊娠の一例

○須藤 毅, 五十嵐秀樹, 網田 光善, 高橋 俊文, 倉智 博久
山形大学

【緒言】子宮内外同時妊娠の頻度は自然妊娠では1/30,000で非常に稀である｡ しかしながら,
生殖補助医療 (ART) の普及によりその頻度は増加している｡ ART妊娠においては子宮外妊
娠の11.7％は内外同時妊娠と報告されている (産婦人科研修の必修知識 2007)｡ 今回われわ
れは体外受精・胚移植後の子宮内外同時妊娠に対し, 経腟的穿刺にて子宮外妊娠のみを治療
し得た症例を経験したので報告する｡
【症例】35歳の未経妊女性｡ 24歳時に子宮内膜症, 右卵巣チョコレート嚢胞にて腹腔鏡下右
附属器摘出の既往あり｡ 挙児希望にて当科外来を受診し, 卵管性不妊にて体外受精・胚移植
を行っていた｡ 今回, 胚盤胞２個移植により妊娠に至った｡ ５週３日, 子宮内に１個の胎嚢
を確認, ７週０日にはCRL 7.2㎜, FHBを確認した｡ ８週０日, 初期から見えていた子宮内
の胎嚢 (CRL 14.4㎜, FHR 145 bpm) とは別に右卵管断端部に胎嚢および胎児 (CRL 7.1 ㎜,
FHR 136 bpm) を認め, 子宮内外同時妊娠の診断にて入院となった｡ 患者が正常妊娠の継
続を強く希望したため, 入院当日に右卵管断端妊娠部に対し経腟的に穿刺・塩化カリウム局
注を行うこととした｡ 経腟超音波ガイド下に19ゲージのPTC針を子宮外妊娠の胎児心拍部に
直接穿刺し, 塩化カリウムを局注した｡ 穿刺後10分間FHBが消失したことを観察した｡ 術
後, 外妊部位は血腫を形成し疼痛を伴ったが, 血腫は徐々に縮小・消失し, 疼痛も緩和した｡
子宮内妊娠は切迫流産症状なく, 胎児発育も良好であったため術後14日目に退院となった｡
以後, 当科外来で妊婦健診を行っているが母児ともに経過良好である｡

38. 当院における再発婦人科癌に対するgemcitabineを用いた化学療法の使用経験

○村井 正俊１) , 池田 真妃１) , 高取恵里子１) , 畑山 伸弥１) , 高田 杏奈１) ,
岩根 恵子１) , 賀来 宏維１) , 小見 英夫１) , 本田 達也１) , 諸原 雄一１) ,
庄子 忠宏１) , 熊谷 晴介１) , 吉崎 陽１) , 杉山 徹１) , 三浦 史晴２)

１) 岩手医科大学 ２) 岩手県立中央病院

【はじめに】婦人科癌は標準的化学療法に対し抵抗性を示すことが多く, 再発癌は完全治癒
を望むことは難しく, 生命予後も極めて不良である｡ そのため, 再発癌では治療による生存
期間の延長, QOLの維持, 癌による症状出現の遅延などが求められる｡ 現在, 欧米では抗
悪性腫瘍薬でピリミジン代謝拮抗剤のgemcitabine (以下GEM) の単剤あるいは併用療法は
生存期間延長, QOLの向上の観点より従来の治療法より優れていることが明らかになって
きた｡ 今回, 再発婦人科癌に対し当院で施行したGEMを用いた化学療法の有用性および安
全性を検討した｡
【方法および対象】対象は評価可能病変を有する再発卵巣癌および子宮体癌の９例｡ 年齢は
中央値60歳 (54～76), PSは１ (0-2)｡ 過去レジメン数は中央値４ (２～５)｡ 治療はGEM
単剤 [GEM：1000mg/㎡ (Day1, 8, 15)] を５例, GEM/DOC併用 [GEM：1000mg/㎡
(Day 1, 8) DOC：60mg/㎡ (Day8)] の４例であった｡ 抗腫瘍効果は画像診断またはCA125
値により判定し, 有害事象はNCI-CTCAEを用いた｡
【成績】抗腫瘍効果はPR2例PD4例SD3例であり, 奏効率は22.2％, 無増悪率は66.6％であっ
た｡ PFSは中央値３ヶ月 (０～23), OSは中央値３ヶ月 (１～25)｡ 有害事象はGrade3以上
の血液毒性は好中球減少が３例 (100％), ヘモグロビン減少が６例 (66.7％), 血小板減少
が３例 (33.3％) 認めた｡ またGrade3以上の非血液毒性は認めなかった｡
【まとめ】再発婦人科癌に対するGEMを用いた化学療法は, 患者のQOLを維持でき, 副作
用も対処可能であることから, salvage chemotherapyとして有効であると考えられた｡
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39. TC療法を施行した, 成熟嚢胞性奇形腫の悪性転化を示した２症例

○池田 真妃, 村井 正俊, 高取恵理子, 山手 清令, 林 理紗, 畑山 伸哉,
高田 杏奈, 賀来 宏維, 小見 英夫, 本田 達也, 諸原 雄一, 熊谷 晴介,
庄子 忠宏, 吉崎 陽, 杉山 徹
岩手医科大学

成熟嚢胞性奇形腫は若年女性に後発する良性腫瘍であり, その悪性転化は１～２％と稀で
ある｡ 我々は術前に診断し得た, 成熟嚢胞性奇形腫の悪性転化の２例を経験したのでその治
療経過も含め報告する｡
症例１は50歳３妊１産で2007年６月他院より卵巣腫瘍治療目的で当科紹介となった｡ MRI

にて骨盤内に成人頭大の充実性腫瘍を認め脂肪成分とhair ballを認め成熟嚢胞性奇形腫と考
えられたが, 腫瘍組織の壁の異常肥厚と造影効果を認め, 腫瘍マーカーもSCC 59ng/ml,
CA125 127U/ml, CEA 34.4 ng/mlと異常高値を示したことから悪性転化を疑い卵巣腫瘍悪
性腫瘍手術を施行した｡ 直腸への浸潤が著しく完全摘出は困難であった｡ 病理組織では成熟
嚢胞性奇形腫から発生したと思われる扁平上皮癌の組織を認めた｡ 術後TC療法を施行した
が, PDである｡
症例２は74歳３妊３産で胆石性膵炎にて内科治療中にCTにて骨盤内腫瘍を指摘され当科

紹介となった｡ MRIにて成熟嚢胞性奇形腫と考えられる亜成人頭大の腫瘍を認めたが, 症例
１と同様に壁の異常肥厚と造影効果を認め, SCC 2.4ng/ml, CEA 6.8ng/mlと軽度上昇, CA
19-9 367U/mlと異常高値を認めたことから悪性転化を疑い卵巣腫瘍悪性腫瘍手術を施行し
た｡ 直腸浸潤を認めたが直腸部分切除を含めた完全摘出は可能であった｡ 病理組織ではこち
らも成熟嚢胞性奇形腫から発生したと思われる扁平上皮癌の組織を認めた｡ 術後TC療法施
行, ４コース施行して経過良好であったが, ５コース後にPDとなった｡

40. 外陰部原発卵黄嚢腫瘍の１例

○望月 美希, 園田みゆき, 大関 健治, 浅野 仁覚, 添田 周, 西山 浩,
山田 秀和, 佐藤 章
福島県立医科大学

今回外陰部原発卵黄嚢腫瘍という非常にまれな症例を経験したため若干の文献的考察を加
えて報告する｡
症例は48歳, ３妊３産の女性｡ 平成16年８月頃から外陰部腫瘤感を認め10月前医受診し左
外陰部に７～８㎜の腫瘤をみとめた｡ 12月15ｍｍと増大傾向認めたため平成17年１月前医に
て腫瘍摘出術施行｡ その際の組織診断はadenocarcinomaであった｡ 全身検索も施行された
が他臓器に異常は認められず, 原発性外陰癌の診断にて治療目的に当科紹介受診｡ 腫瘍マー
カーは全て陰性｡ ２月外陰部分切除, 両側鼠径リンパ節郭清施行し病理組織診では腫瘍残存,
リンパ節転移は認められなかった｡
退院後, 外来にて経過観察されていたが, 平成19年２月頃から咳漱出現し, 呼吸苦を自覚
し３月当院呼吸器内科受診｡ 胸部Ｘ線, CTにて左胸水と両側肺腫瘍を認め入院｡ 同日胸膜
腫瘤生検施行した所, 組織学的に異型細胞が粗な網状構造, 不規則な嚢胞状構造で増殖し,
免疫染色でAFPとケラチン (AE1/AE3) が陽性であることから, 卵黄嚢腫瘍と診断された｡
そこで, Ｈ17前医で手術された外陰部の切除標本と比較したところ同様の組織像であり前
医での標本もAFPとケラチン (AE1/AE3) が陽性であったことより, 外陰部原発の卵黄嚢
腫瘍, 胸膜転移と診断した｡
治療前AFP値は1996.5ng/mlでBEP療法 (ブレオマイシン20mg/㎡, エトポシド100mg/㎡,
シスプラチン30mg) を４コース施行後AFPは3.9ng/mlと低下, ＣＴにても肺野の腫瘤性病
変が一旦消失したが, その後AFP値が25.9ng/mlと再上昇し, ＣＴにても腫瘤増大認めBEP
療法を再開した｡ ３コース終了時のAFPは7.7ng/mlと正常化し, ＣＴにても腫瘤は確認され
ず化学療法施行中である｡
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41. AFP産生子宮体部腫瘍の一症例

○牧野 健一, 小西 祥朝, 木藤 正彦, 佐藤 宏和, 森 耕太郎, 佐藤 直樹,
藤本 俊郎, 田中 俊誠
秋田大学

極めて稀なAFP産生子宮体部腫瘍の１症例を経験したので報告する｡ 症例は76歳, ４妊３
産｡ 不正性器出血を主訴に当科外来を初診した｡ 経腟超音波検査で子宮内腔に2.5㎝の腫瘍
性病変を認めた｡ 子宮頸部擦過細胞診classII, 子宮内膜細胞診classV, 子宮内膜組織診では
endometrioid adenocrcinoma, Grade2であった｡ MRIでは子宮体部の腫大と子宮内腔に約５
㎝大の充実性腫瘍を認めた｡ T2強調でhigh, T1強調でlow, 造影効果を伴い, また子宮筋層
浸潤を強く疑う所見であった｡ CTでは遠隔転移所見および後腹膜リンパ節腫大を認めなかっ
た｡ 腫瘍マーカーでは血清AFPが6608ng/mlと高値であった｡ その他の腫瘍マーカーでは,
CEA 20.2ng/ml, CA19-9 37.3U/mlと軽度上昇, CA125 11.9U/ml, SCC 0.5ng/ml, CA72-4
2ng/ml, hCG 0.5ng/mlと基準値以下であった｡ また, 術前検査で肝細胞癌を疑う所見を
認めなかった｡ AFP産生子宮体癌の診断で, 準広汎子宮全摘術・両側付属器摘出術を施行し
た (年齢・合併症を考慮して縮小手術を施行)｡ 肉眼的には5.5x5.5x4.3cm大で白色隆起性の
子宮内腫瘍であり, 摘出標本は110gであった｡ 免疫組織化学染色ではAFP陽性, CEA陰性,
CA125陰性であった｡ 以上より病理組織診断は子宮内膜原発AFP-producing endometrial
carcinoma with a hepatoid component, pT1cNxM0と診断された｡ 術後補助療法としてTC療
法を１コース終了したところである｡

42. 子宮腟部発症のWegener肉芽腫の一例

○重藤龍比古１) , 山本 善光１) , 二神 真行１) , 横山 良仁１) , 樋口 毅１) ,
水沼 英樹１) , 佐藤 重美２)

１) 弘前大学, ２) むつ総合病院

Wegener肉芽腫は, 全身の壊死性肉芽腫性炎症を来す原因不明の希な疾患である｡ 今回我々
は, 腟内肉芽形成から急速に進行する腎不全に至り, 診断に苦慮したWegener肉芽腫を経験
したので, 文献的考察を加えて報告する｡ 症例は70歳, ２妊２産の女性｡ 子宮下垂を主訴に
前医受診｡ マイエルリング挿入｡ ６ヶ月後には, 一見浸潤癌様の肉芽が子宮膣部から膣壁に
認められた｡ 組織診を行っても悪性所見は認めず｡ ４ヶ月後には無尿となり前医入院｡ 尿管
狭窄ありステント挿入｡ また炎症反応の著明な上昇あり, 様々の抗生剤を使用するも改善な
し｡ 全身消耗著しく, 当科転院となった｡ 膣鏡診では, 子宮膣部から膣上部1/3にかけて浸
潤癌様であった (組織診では悪性所見なし)｡ 直腸診では子宮頚部から骨盤壁まで硬結をふ
れた｡ CT, MRIでは子宮頚部の著明な腫大を認めた｡ 炎症反応高値にて, 抗生剤による治
療を行いながら炎症の原発巣検索を行ったが, 腎不全の急速な進行認め, 人工透析を開始｡
しかし心不全, 呼吸不全の状態となり, 集中治療部にて全身管理行った｡ 当院転院して約２
週間経過後, 抗好中球細胞質抗体 (Ｃ-ANCA) 陽性の結果がでたため, Wegener肉芽腫が疑
われた｡ 腎臓内科転科し, ステロイドパルス療法行い, 急速に炎症反応の低下, 全身状態の
改善を認めた｡ 子宮膣部, 膣壁病変も著明な改善がみられた｡ 鼻中隔からの組織診でWegener
肉芽腫の確診となっている｡ 腎機能は改善せず, 人工透析のため近医に転院となっている｡
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43. 急性腹症を呈した若年型顆粒膜細胞腫の１例

○畑山 伸弥１) , 村井 正俊１) , 池田 真妃１) , 高取恵里子１) , 高田 杏奈１) ,
賀来 宏維１) , 小見 英夫１) , 本田 達也１) , 諸原 雄一１) , 庄子 忠宏１) ,
熊谷 晴介１) , 吉崎 陽１) , 杉山 徹１) , 無江 良晴２) , 上杉 憲幸２) ,
菅井 有２)

１) 岩手医科大学 ２) 同臨床病理学講座

顆粒膜細胞腫は臨床病理学的に境界悪性腫瘍に分類され, 性索間質性腫瘍の約70％を占め
る｡ 頻度は卵巣腫瘍の１～２％であり, 好発年齢と組織像から成人型と若年型に分けられ,
若年型は顆粒膜細胞腫の５％未満と言われ稀な疾患である｡
【症例】12歳の女性｡ 初潮11歳｡ ３ヶ月前より腹部膨隆を自覚していた｡ Ｈ20年３月22日,
発熱, 腹部膨隆を主訴に近医受診｡ 施行された腹部CTにて多房性の骨盤内巨大腫瘤 (17㎝
大) と腹水を認め, 精査加療目的に３月24日当院紹介となった｡ 受診時, エコー, MRIにて
も同様に巨大な多房性嚢胞性腫瘍と腹水を認め, また発熱と腹膜刺激症状, 貧血も認めたた
め, 翌３月25日, 開腹にて緊急手術施行｡ 多量の腹水 (1800cc) と骨盤内炎症所見, 巨大右
卵巣腫瘍を認め右付属器摘出術施行｡ 腫瘍は肉眼的に灰白色の充実部を有する漿液性の嚢胞
性腫瘍であった｡ 術後病理検査にて若年型顆粒膜細胞腫と診断された｡ 術後経過良好で第７
病日に退院となった｡

44. Androgenic Granulosa cell tumorの一例

○大関 健治, 園田みゆき, 添田 周, 西山 浩, 小宮ひろみ, 山田 秀和,
佐藤 章
福島県立医科大学

Granulosa cell tumorにはテストステロン産生を認めるものがある｡ 今回我々は比較的希
であるAndrogenic Granulosa cell tumorの一例を経験したのでここに報告する｡
症例は15歳０妊０産, 既往歴に特記すべきことはない｡ 身長は179.8㎝, 体重69.5㎏と高身
長である｡ 14歳に初経を迎えたがその後１年間月経発来認められなかった｡ ９月２日より月
経開始した｡ その後出血が継続し下腹部痛もときに認められたため10月20日近医婦人科受診
した｡ 径20㎝の卵巣腫瘤を指摘されたため10月29日当科紹介受診となった｡
初診時, 喉頭は突出, 男性的な低音の声であった｡ 陰毛はTannerⅣ, 乳房はTannerⅣの

発育, 腟は存在していた｡ 陰核が１×２㎝程度に肥大していた｡ 染色体検査は46XXであり
ホルモン採血ではテストステロン1.85ng/mlと高値であった｡ MRIでは約200×190×100㎜の
嚢胞性腫瘍で充実部分は認められなかった｡ 腫瘍マーカーは陰性であった｡ 手術療法の方針
となり12月19日全身麻酔下に右卵巣腫瘍摘出術施行された｡ 病理診断はJuvenile granulosa
cell tumorであった｡ 12月26日に術後経過良好にて退院した｡ ３月26日テストステロンは0.16
ng/mlと正常値であった｡ 現在外来にて経過観察中である｡
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