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ご 挨 拶
第56回日本産科婦人科学会北日本地方部会

会　長　水沼　英樹　

　第56回日本産科婦人科学会北日本地方部会を弘前市で開催させていただくことになりま
した。本会は日本の国土の半分を占め、しかも何処も深刻な産婦人科医師不足の問題を抱
える地域の地方部会です。一方、弘前は最も交通の不便な地域に位置するため、どうすれ
ば一人でも多くの会員が参加でき、かつ会そのものを楽しんでいただけるか悩んだ末の開
催となりました。そのため従来とはかなり趣向を変え、まず開催日を土、日としました。
これは大学以外の勤務医や診療所の会員が少しでも出席しやすいようにとの配慮です。幸
いなことに３連休の初日でもありますので、会終了後には津軽の観光も楽しんでいただけ
るのではないかとの期待も込めました。次に一般演題を全てポスターに回し、その時間を
利用してクリニカルディベートのセッションを設けました。ディベートのテーマについて
は教室員からテーマを募り、できるだけ本学会の主題である「産婦人科医療の進歩と専門
分野間の連携」に近いものを選択しています。ますます専門化してきた産婦人科の各領域
間の知識の共有と連携とを模索できるよう、オープニングに周産期、腫瘍、生殖、ヘルス
ケアーにおける最近の進歩や今日的課題について岡村先生（東北大）、櫻木先生（北海道大）、
井上先生（金沢大）、倉智先生（山形大）に基調講演をお願いし、それを受けてのディベー
トです。したがいまして、ディベートの演者にはあえて相反する意見をあげて論戦を繰り
広げてほしいとお願いしましたが、テーマが「連携」ですので最終的には共有点を示して
いただければと期待しています。また、機器展示室にはビデオセッションを設けています。
最新の術式や治療法についての映像を繰り返し放映しておりますので、講演に疲れた方は
こちらで気分転換をはかっていただきます。なお、お子様連れの会員には安心して聴講で
きるよう託児所も用意しました。利用者の多いことを期待しています。
　一方、招請講演を２つ用意致しました。ただ、従来の招請講演とは異なり２つとも市民
公開講座と連動させました。医療問題で活躍中の本田　宏先生に「医療崩壊はこうすれば
防げる」と題した講演をいただき市民や医療行政担当者と一緒にこの問題を考えていきた
いと思っています。ただ、「医療崩壊」だけではあまりにも暗くなってしまいますので、
そのアンチテーゼとして「美しく生きる」と題して女優のかとうかず子氏をお招きし秋田
大学の田中俊誠先生との対談をお願いしています。厳しい医師不足の中にあっても、我々
産婦人科医は女性の健康を守り続けますというメッセージを伝えていただけると期待して
います。
　限られた時間内に多くの企画を詰め込みましたので、返ってご不便をおかけしてしまう
かも知れません。また、うまく機能するかどうか不安もありますが、失敗しても面白かっ
たと言われる会になれば幸いと言い聞かせておりますので、どうぞ最後までお楽しみくだ
さるようお願い申し上げます。
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会　　　長　　　　弘前大学大学院医学研究科産科婦人科学講座　教授　水沼　英樹
会　　　期　　　　平成20年９月13日（土）8：25～18：40
　　　　　　　　　　　　　９月14日（日）8：30～12：00
会　　　場　　　　弘前文化センター
　　　　　　　　　〒036-8356　弘前市下白銀町19-4　TEL 0172-33-6571
　　　　　　　　　　　第１会場　文化会館ホール（１階）
　　　　　　　　　　　第２会場　中会議室（２階）
　　　　　　　　　　　第３会場　大会議室（２階）
日本産科婦人科学会北日本連合地方部会役員会
　　　　　　　　　平成20年９月13日（土）7：15～8：00
　　　　　　　　　会場　ホテルニューキャッスル新館「曙の間」（２階）
日本産科婦人科学会北日本連合地方部会総会
　　　　　　　　　平成20年９月13日（土）13：30～13：50
　　　　　　　　　会場　弘前文化センター　文化会館ホール（第１会場）
総 懇 親 会　　　　平成20年９月13日（土）19：00～21：00
　　　　　　　　　会場　ホテルニューキャッスル本館「芙蓉の間」（３階）
参　加　費　　　　学術講演会　9,000円
　　　　　　　　　総懇親会　　9,000円

参加当日、総合受付で登録の上、学会参加証および講演抄録集をお受け取り下
さい。会場では参加証の着用をお願いします。専門医シールは受付時にお受け
取り下さい。

　　　　　　　　　クロークは会場１階「第１練習室」に用意しております。
託　児　所　　　　会場１階に「託児室」を用意しております（予約制、無料）。
学会事務局　　　　弘前大学大学院医学研究科産科婦人科学講座
　　　　　　　　　〒036-8562　弘前市在府町５
　　　　　　　　　TEL 0172-39-6571　 FAX 0172-37-6842
　　　　　　　　　学会期間中　弘前文化センター「会議室」（１階）
　　　　　　　　　TEL 0172-33-6571

第56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



－3－

会　場　案　内

7

102

7

7

弘 前 公 園弘 前 公 園

弘前市運動公園

県立武道館

撫
牛
子
跨
線
橋

東工業高校前駅

運動公園前駅

長四郎公園

弘
前
地
方
卸
売
市
場 城東公園

東消防署●

地下道

豊田跨線橋

蓬莱橋蓬莱橋

弘前大学
医学部
附属病院

弘前大学
医学部
附属病院

●
最勝院
五重塔

弘高下駅弘高下駅

桜大通り桜大通り

中
央
通
り

中
央
通
り

北
大
通
り

北
大
通
り

Ｊ
Ｒ
奥
羽
本
線

Ｊ
Ｒ
奥
羽
本
線 至大鰐・弘前Ｉ．Ｃ

至青森

至
黒
石

弘南鉄道弘南線
弘
南
鉄
道
大
鰐
線

弘
南
鉄
道
大
鰐
線

並
木
通
り

並
木
通
り

追手門通り
追手門通り

土

淵

川

腰

巻
川

中央弘前駅中央弘前駅

富士見橋

弘前大学弘前大学

富田

桔梗野

新寺町

在府町

紺屋町

若党町

禰宜町

袋町

品川町

土手町土手町

紙漉町紙漉町

桜林町桜林町

城東中央

城東北

松ヶ枝

俵元

高崎

和泉

稲田

大町

駅前町

代官町代官町

南横町南横町

北横町北横町

和徳町和徳町

野田

田町

宮川

堅田

一番町一番町

元大工町塩分町

本町本町

銅屋町銅屋町

鍛冶町鍛冶町

城東

外崎

城東中央

高田

福田

田園

末広

豊田

小比内小比内
川先

御幸町

寒沢町
桔梗野

品川町

富士見町富士見町

松森町松森町

南大町

大富町

富野町

JR弘前駅
弘南弘前駅
JR弘前駅
弘南弘前駅

弘前文化センター弘前文化センター

ホテルニューキャッスル

●交通アクセス

　■ＪＲ弘前駅より車で５分、徒歩で20分
　■青森空港より車で50分
　■東北自動車道　大鰐・弘前I.Cより車で20分



－4－

会場付近の図

弘　前　公　園

みちのく
銀行●

●ＧＳ

コンビニ●

商工会館●

●ＮＨＫ
　弘前支社

●紀伊国屋

至青森

至大鰐・弘前Ｉ．Ｃ

至青森

至大鰐

弘前郵便局●

●ジョッパル

中　

央　

通　

り

弘前バスターミナル
●イトーヨーカドー

国　

道　

７　

号　

線

北　大　通　り

並　木　通　り

駅前公園

ＪＲ
弘　前　駅

弘前文化
センター

ホテル
ニュー
キャッスル



－5－

会　　場　　図

ホール

託児所

学会
本部

ク
ロ
ー
ク

美術展示室

総合受付
ＰＣ
受付

大会議室

中会議室
第３
会議室

第２会場

第３会場

第１会場

講師控室

機器展示・交見室
手術ビデオセッション

１Ｆ

２Ｆ



－6－

――　お　知　ら　せ　――

Ⅰ．受付開始時間
　　９月13日（土）：午前８時
　　９月14日（日）：午前８時

Ⅱ．参加者へのお願い
　　●今回事前登録制でないため、当日総合受付で参加受付をして下さい。
　　●学会参加証を必ず着用して下さい。
　　●専門医シールは参加登録時に受付でお受け取り下さい。

Ⅲ．招請講演、特別講演、基調講演、クリニカルディベート、シンポジウム、セミナーの
演者へのお願い
　学会場では、Windows PC、Macintosh いずれも用意します。発表データはUSB
メモリーフラッシュまたはCD-R で学会当日お持ち下さい。また、ご自身の PCを持
参して使用することも可能です。データ中に動画を使用している演者の方はご自身の
PCの使用をお勧めします。その場合 PC本体にディスプレイ出力端子（D-sub 15pin
ミニ）があること、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もご使用になれます。発表は演壇上にて演
者ご自身での操作でお願いします。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。

Ⅳ．講演発表
　　（1）座長へのお願い
　　　　●座長はセッション開始前10分前に次座長席にご着席下さい。
　　　　●プログラムに定められた時刻に講演、交見が終了するよう時間厳守にご協力下

さい。
　　（2）一般講演演者へのお願い
　　　　●一般講演はすべてポスター発表です。時間は発表４分、討論２分です。短時間

での発表となりますが、制限時間を厳守して下さい。
　　　　●ポスターはプログラムに掲載されている演題番号と同じパネルに掲示して下さ

い。
　　　　●ポスター演者であることを示すためリボンを用意します。ポスター受付で受け

取り必ず着用して下さい。
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　　　　●ポスター掲示は、９月13日（土）8：30から、撤去は９月14日（日）10：30から行っ
て下さい（撤去されていないポスターにつきましては破棄させていただきま
す）。

　　　　●パネルの有効部分は、縦180cm、横120cmです。演題番号は事務局で用意します。
演題名、所属、演者名は縦20cm、横100cmにおさめて下さい（図参照）。パネ
ルへの掲示固定にはポスター受付に用意した画鋲をご使用下さい。

Ⅴ．講演抄録
　　学会誌掲載の二次抄録は先に提出していただいた一次抄録にかえさせていただきま
す。

Ⅵ．優秀演題表彰
　　学会２日目の午前10時30分から優秀演題として４題を表彰します。
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学会日程表⑴
１日目　９月13日（土）

第１会場
（文化会館ホール）

第２会場
（中会議室）

第３会場
（大会議室）

8：25 開会式・会長挨拶
8：30 基調講演

産婦人科医療の進歩と専門分野間の連携
座長：水沼英樹（弘前大学）
演者：岡村州博（東北大学）
　　　櫻木範明（北海道大学）
　　　井上正樹（金沢大学）
　　　倉智博久（山形大学）

ポスター貼付

10：10 クリニカルディベート１
広汎性子宮頸部切除術と周産期管理
座長：新倉　仁（東北大学）
演者：石岡伸一（札幌医科大学）
　　　佐藤秀平（青森県立中央病院）

クリニカルディベート２
多胎妊娠予防を目的とした single embryo 
transfer の適応と限界
座長：熊谷　仁（秋田大学）
演者：堀川道晴（旭川医科大学）
　　　折坂　誠（福井大学）

11：10 特別講演１
座長：千石一雄（旭川医科大学）
演者：西郡秀和（岩手医科大学）

11：50 特別講演２
座長：牧野田知（金沢医科大学）
演者：高橋秀憲（福島県立医科大学）

12：30 ランチョンセミナー１
座長：藤井俊策（弘前大学）
演者：柴原浩章（自治医科大学）
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）

ランチョンセミナー２
座長：斉藤　豪（札幌医科大学）
演者：紀川純三（鳥取大学）
共催：サノフィアベンティス（株）
　　　東北婦人科腫瘍研究会

13：30 総会
13：50 特別講演３

座長：田中憲一（新潟大学）
演者：森川　守（北海道大学）

14：30 特別講演４
座長：小辻文和（福井大学）
演者：高橋俊文（山形大学）

15：10 一般演題
ポスターセッション

16：20 クリニカルディベート３
妊娠中の子宮頸部初期病変に対する円錐
切除術の問題点
座長：中原健次（山形大学）
演者：児玉省二（新潟県立がんセンター）
　　　二神真行（弘前大学）

クリニカルディベート４
婦人科癌術後のHRT
座長：樋口　毅（弘前大学）
演者：倉林　工（新潟市民病院）
　　　吉崎　陽（岩手医科大学）

17：30 招請講演兼市民公開講座１
座長：佐藤　章（福島県立医科大学）
演者：本田　宏（済生会栗橋病院）

19：00 総懇親会（ホテルニューキャッスル）
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学会日程表⑵
２日目　９月14日（日）

第１会場
（文化会館ホール）

第２会場
（中会議室）

第３会場
（大会議室）

8：30 スポンサードシンポジウム１
周産期医療の新たな潮流
座長：水上尚典（北海道大学）
　　　日高隆雄（富山大学）
演者：江口勝人（岡山中央病院）
　　　川滝元良（神奈川県立こども医療センター）
　　　酒井正利（厚生連高岡病院）
共催：CSLベーリング（株）
　　　GE横河メディカル（株）
　　　キッセイ薬品（株）

スポンサードシンポジウム２
婦人科癌に対する最新治療
座長：杉山　徹（岩手医科大学）
　　　八重樫伸生（東北大学）
演者：藤原恵一（埼玉医科大学）
　　　川名　敬（東京大学）
　　　寺内文敏（東京医科大学）
共催：日本化薬（株）

スポンサードシンポジウム３
HRTガイドラインのポイント
座長：水沼英樹（弘前大学）
演者：樋口　毅（弘前大学）
　　　倉林　工（新潟市民病院）
共催：久光製薬（株）

10：30 優秀演題表彰
閉会式

ポスター撤去

11：00

12：00

招請講演兼市民公開講座２
対談：かとうかず子（女優）
　　　田中俊誠（秋田大学）
司会：石坂直子（アナウンサー）
協賛：久光製薬（株）
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招　請　講　演（兼市民公開講座）

１．医療崩壊はこうすれば防げる
  　　座　長：佐藤　　章（福島県立医科大学）

  　　演　者：本田　　宏（済生会栗橋病院）

  　　期　日：９月13日（土）17：30～18：40

  　　会　場：第１会場（文化会館ホール）

２．対談：美しく生きる
  　　ゲスト：かとうかず子（女優）

  　　　　　　田中　俊誠（秋田大学）

  　　司　会：石坂　直子（アナウンサー）

  　　期　日：９月14日（日）11：00～12：00

  　　会　場：第１会場（文化会館ホール）
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特　別　講　演

１．胎生期の異常　その解明に向けて
  　　座　長：千石　一雄（旭川医科大学）

  　　演　者：西郡　秀和（岩手医科大学）

  　　期　日：９月13日（土）11：10～11：50

  　　会　場：第１会場（文化会館ホール）

２．動物実験モデルを用いた胎内プログラミングについての検討
　　―栄養と炎症に関して―
  　　座　長：牧野田　知（金沢医科大学）

  　　演　者：高橋　秀憲（福島県立医科大学）

  　　期　日：９月13日（土）11：50～12：30

  　　会　場：第１会場（文化会館ホール）

３．妊娠性アンチトロンビン欠乏症（Pregnancy-Induced 
　　Antithrombin Defi ciency）の臨床的意義
  　　座　長：田中　憲一（新潟大学）

  　　演　者：森川　　守（北海道大学）

  　　期　日：９月13日（土）13：50～14：30

  　　会　場：第１会場（文化会館ホール）

４．卵の加齢による胚発育悪化のメカニズム
　　　　　　　　―細胞内カルシウム制御機構からの解析
  　　座　長：小辻　文和（福井大学）

  　　演　者：高橋　俊文（山形大学）

  　　期　日：９月13日（土）14：30～15：10

  　　会　場：第１会場（文化会館ホール）
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クリニカルディベート
―産婦人科医療の進歩と専門分野間の連携―

基調講演
   　　座　長：水沼　英樹（弘前大学）
   　　期　日：９月13日（土）8：30～10：10
   　　会　場：第１会場（文化会館ホール）

　１．多胎妊娠の持つ今日的問題点
   　　演　者：岡村　州博（東北大学）

　２．若年者浸潤子宮頸癌の標準治療と最新治療
   　　演　者：櫻木　範明（北海道大学）

　３．妊娠と悪性腫瘍
   　　演　者：井上　正樹（金沢大学）

　４．閉経後女性のヘルスケアの重要性
   　　演　者：倉智　博久（山形大学）

クリニカルディベート１
　広汎性子宮頸部切除術と周産期管理
   　　座　長：新倉　　仁（東北大学）
   　　Discussant：石岡　伸一（札幌医科大学）
   　　　　　　　　佐藤　秀平（青森県立中央病院）
   　　期　日：９月13日（土）10：10～11：10
   　　会　場：第１会場（文化会館ホール）
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クリニカルディベート２
　多胎妊娠予防を目的としたsingle embryo transfer の適応と限界
   　　座　長：熊谷　　仁（秋田大学）
   　　Discussant：堀川　道晴（旭川医科大学）
   　　　　　　　　折坂　　誠（福井大学）
   　　期　日：９月13日（土）10：10～11：10
   　　会　場：第２会場（中会議室）

クリニカルディベート３
　妊娠中の子宮頸部初期病変に対する円錐切除術の問題点
   　　座　長：中原　健次（山形大学）
   　　Discussant：児玉　省二（新潟県立がんセンター）
   　　　　　　　　二神　真行（弘前大学）
   　　期　日：９月13日（土）16：20～17：20
   　　会　場：第１会場（文化会館ホール）

クリニカルディベート４
　婦人科癌術後のHRT
   　　座　長：樋口　　毅（弘前大学）
   　　Discussant：倉林　　工（新潟市民病院）
   　　　　　　　　吉崎　　陽（岩手医科大学）
   　　期　日：９月13日（土）16：20～17：20
   　　会　場：第２会場（中会議室）
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スポンサードシンポジウム

１．周産期医療の新たな潮流
   　　座　長：水上　尚典（北海道大学）

   　　　　　　日高　隆雄（富山大学）

   　　期　日：９月14日（日）8：30～10：30

   　　会　場：第１会場（文化会館ホール）

　１）PIH の新しい管理指針

   　　演　者：江口　勝人（岡山中央病院）

　２）心疾患の胎児診断、これから進む道

   　　演　者：川滝　元良（神奈川県立こども医療センター）

　３）早産に関する最近の話題

   　　演　者：酒井　正利（厚生連高岡病院）

CSLベーリング（株）共催

GE横河メディカル（株）共催

キッセイ薬品（株）共催

２．婦人科癌に対する最新治療
   　　座　長：杉山　　徹（岩手医科大学）

   　　　　　　八重樫　伸生（東北大学）

   　　期　日：９月14日（日）8：30～10：30

   　　会　場：第２会場（中会議室）
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　１）分子標的療法

   　　演　者：藤原　恵一（埼玉医科大学国際医療センター）

　２）HPVワクチンの将来展望

   　　演　者：川名　　敬（東京大学）

　３）進行卵巣癌に対する進行期決定と可及的摘出術に関する

　　　新たな外科的戦略

   　　演　者：寺内　文敏（東京医科大学）

日本化薬（株）共催

３．HRTガイドラインのポイント
   　　座　長：水沼　英樹（弘前大学）

   　　期　日：９月14日（日）8：30～10：30

   　　会　場：第３会場（大会議室）

　１）HRTのメリット・デメリット

   　　演　者：樋口　　毅（弘前大学）

　２）HRTの管理およびアルゴリズム

   　　演　者：倉林　　工（新潟市民病院）

久光製薬（株）共催
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ランチョンセミナー

１．不妊治療における内視鏡手術の応用
   　　座　長：藤井　俊策（弘前大学）

   　　演　者：柴原　浩章（自治医科大学）

   　　期　日：９月13日（土）12：30～13：30

   　　会　場：第２会場（中会議室）

ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）共催

２．婦人科癌治療の最近の話題
   　　座　長：斉藤　　豪（札幌医科大学）

   　　演　者：紀川　純三（鳥取大学）

   　　期　日：９月13日（土）12：30～13：30

   　　会　場：第３会場（大会議室）

サノフィアベンティス（株）共催

東北婦人科腫瘍研究会 共催
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ビデオセッション

●「腹腔鏡下子宮筋腫核出術縫合法―体外糸牽引法」
高橋　秀憲（福島県立医科大学）　

●「細径腹腔鏡下手術」 高橋　秀憲（福島県立医科大学）　

●「腹腔鏡下子宮全摘術・腟上部切断術」 福士　義将（手稲渓仁会病院）　　

●「腹腔鏡下深部内膜症切除術」 福士　義将（手稲渓仁会病院）　　

●「無茎性粘膜下子宮筋腫に対する子宮鏡下手術の工夫：一期的摘出法標準化
の試み」 村上　　節（東北大学）　　　　　

●「前置・癒着胎盤に対する子宮底部横切開法」
 小辻　文和（福井大学）　　　　　

●「ハーモニックACEを用いた腹腔鏡下子宮全摘術」
金尾　祐之、安藤　正明、太田　啓明（倉敷成人病センター）
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一　般　演　題

期　日：９月13日（土）15：10～16：10
会　場：第３会場（大会議室）　　　　

第１群　産科：前置胎盤・癒着胎盤（15：10～15：40）
座長：中原　健次（山形大学）

１．当科で経験した前置胎盤、および低置胎盤の検討
　　　旭川厚生病院
　　　　○小野　方正、吉田　俊明、石川　聡司、古田　　祐、岡元　一平、玉手　健一、
　　　　　飛世　義則

２．当科における前置胎盤97例の検討
　　　仙台赤十字病院
　　　　○黒澤　大樹、岩間　憲之、太田　恭子、斉藤　美帆、中里　浩樹、鈴木　久也、
　　　　　武山　陽一、谷川原真吾

３．両側総腸骨動脈バルーンカテーテル留置が有用であった癒着胎盤の１例
　　　富山県立中央病院母子医療センター
　　　　○中島　正雄、炭谷　崇義、舌野　　靖、南　　里恵、飴谷　由佳、谷村　　悟、
　　　　　舟本　　寛、中野　　隆

４．保存的に治療し得た母体血RhD（-）の分娩後癒着胎盤の一例
　　　山形大学
　　　　○須藤　　毅、五十嵐秀樹、高田　恵子、大貫　　毅、吉田　隆之、堤　　誠司、
　　　　　倉智　博久

５．当院で経験した癒着胎盤の２症例
　　　小樽協会病院
　　　　○黒田　敬史、山中　　雅、郷久　晴朗、山中　郁仁

第２群　産科：妊娠の生理・病理（15：40～16：10）
座長：早稲田智夫（金沢医科大学）

６．子宮内胎児発育遅延が先行する妊娠高血圧症候群症例に対する検討
　　　福島県立医科大学
　　　　○太田　奈月、高橋　秀憲、牛島　順子、藤森　敬也、大川　敏昭、佐藤　　章
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７．未破水切迫早産症例の分娩時期は予測できるのか？
　　　富山大学
　　　　○米田　　哲、稲田貢三子、島　　友子、伊藤　実香、伊奈志帆美、塩崎　有宏、
　　　　　斎藤　　滋

８．妊娠中期における子宮頚管長測定と分娩時期の関連性
　　　済生会高岡病院
　　　　○折坂　俊介、吉本　英生

９．切迫流早産予防に対する妊娠初期の腟内細菌培養検査と治療の有効性
　　　金沢医科大学
　　　　○岡　　康子、高木　弘明、足立　明子、井上　弘一、早稲田智夫、牧野田　知

10．重症妊娠悪阻に伴い発症したWernicke 脳症
　　　山形県立中央病院
　　　　○岩間　英範、小篠　隆広、高山　和人、阿部　祐也、小田　隆晴

第３群　産科：分娩（15：10～15：46）
座長：高桑　好一（新潟大学）

11．妊婦に対する体重コントロール介入と分娩時のリスクに関する検討
　　　秋田大学
　　　　○森　耕太郎、小川　正樹、三浦　康子、久保　真一、小原　幹隆、福田　　淳、
　　　　　田中　俊誠

12．母体年齢が分娩に与える影響に関する検討
　　　新潟大学
　　　　○渡辺　知子、菊池　　朗、芹川　武大、高桑　好一、田中　憲一

13．当院における過去12年間の墜落産の検討
　　　金沢医科大学
　　　　○富澤　英樹、藤田　智子、岡　　康子、高木　弘明、牧野田　知

14．用手的整復術に成功した子宮内反症の１例
　　　市立釧路総合病院
　　　　○加島　清香、岡村　直樹、根岸　秀明、蠣崎　和彦、江坂　嘉昭
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15．分娩後に不全子宮破裂を認め、保存的治療で軽快した１例
　　　函館五稜郭病院　1）産婦人科、2）放射線科、3）札幌医科大学
　　　　○高田さくら1）、福中　香織1）、福中　規功1）、田中　　恵1）、鎌田紀美男2）、
　　　　　江坂　嘉昭3）、梅村　康太3）、斉藤　　豪3）

16．小児白血病治療後の妊娠時に発症した児頭変形と子宮破裂
　　　福井大学
　　　　○高橋　　仁、佐藤久美子、鈴木　千代、西島　浩二、折坂　　誠、山本　　真、
　　　　　打波　郁子、服部　克成、品川　明子、澤村　陽子、福田　　真、黒川　哲司、
　　　　　田嶋　公久、吉田　好雄、小辻　文和

第４群　産科：双胎妊娠（15：46～16：10）
座長：橋本　哲司（青森市民病院）

17．双胎間輸血症候群に対する胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術８例の経験
　　　東北大学
　　　　○室月　　淳、松田　尚美、斎藤　昌利、今井　紀昭、鈴木　則嗣、佐藤　多代、
　　　　　佐藤　尚明、高野　忠夫、岡村　州博

18．胎児母体間輸血症候群（feto-maternal trnsfusion syndorome：FMT）が原因と思われた重
症胎児貧血の２例

　　　1）大崎市民病院、2）宮城県立こども病院
　　　　○國井周太郎1），2）、星合　哲郎2）、鈴木　則嗣1）、末永香緒里1）、吉田　祐司1）、
　　　　　我妻　理重1） 

19．パルスドプラおよびNST異常を長期に呈しながら２健児を得た一絨毛膜二羊膜性双胎（MD 
twin）の１例

　　　秋田赤十字病院
　　　　○細谷　直子、利部　徳子、真田　広行、平野　秀人

20．胎児母体間輸血症候群による新生児仮死の１例
　　　1）市立砺波総合病院、2）黒龍江省醫院
　　　　○吉越　信一1）、岩垂　純平1）、野崎　紀子1）、金枝　貴史1）、野島　俊二1）、王　　　立2）
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第５群　産科：胎児新生児（15：10～15：52）
座長：田中　幹二（弘前大学）

21．プロトタイプ高増幅・高分解能心電計による胎児心電図記録の開発と臨床的意義
　　　岩手医科大学
　　　　○林　　理紗、福島　明宗

22．当院における先天性心疾患の出生前診断の現状～過去１年の症例より
　　　旭川医科大学周産母子センター　1）産婦人科、2）小児科
　　　　○吉澤明希子1）、上田　寛人1）、佐久川直子1）、瀬戸佐和子1）、伊藤　秀行1）、
　　　　　石郷岡哲郎1）、千石　一雄1）、真鍋　博美2）、梶野　浩樹2）

23．先天性トキソプラズマ症の感染危険因子ならびに IgG avidity と PCR法を用いた管理成績
について

　　　1）NTT東日本札幌病院、2）北海道大学、3）札幌東豊病院、4）エムズレディースクリニック、
　　　5）札幌医科大学
　　　　○西川　　鑑1）、山田　秀人2）、菅原　正樹3）、山田　　俊2）、神藤　已佳4）、
　　　　　斎藤　　豪5）、水上　尚典2）

24．当院における出生時臍帯動脈血液ガス pH7.200 未満の症例についての検討
　　　福井愛育病院 
　　　　○大沼　利通、永原　健児、仙田　　享、鈴木　秀文、山本　　宝

25．結節性硬化症合併胎児心臓腫瘍の一例
　　　新潟大学
　　　　○芹川　武大、高橋　泰洋、市川　香也、上村るり子、菊池　　朗、高桑　好一、
　　　　　田中　憲一

26．子宮内カンジダ感染症により早産となり先天性カンジダ症を発症した１例
　　　函館中央病院産婦人科 
　　　　○宇田　智浩、片岡　宙門、千葉健太郎、田沼　史恵、角江　昭彦、工藤　隆之

27．点状軟骨異形成症の１例
　　　弘前大学
　　　　○福山　麻美、山本　善光、田中　幹二、尾崎　浩士、水沼　英樹
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第６群　産科：産褥（15：52～16：10）
座長：山田　秀和（福島県立医科大学）

28．産褥心筋症の２例
　　　岩手県立中央病院
　　　　○千葉　大輔、加藤　廉平、尾上　洋樹、安達　信博、三浦　史晴、葛西真由美、
　　　　　鈴木　　博 

29．分娩後退院時の子宮内悪露貯留に対する処置の有用性の検討
　　　秋田大学
　　　　○三浦　康子、久保　真一、小原　幹隆、小川　正樹、田中　俊誠

30．帝王切開術後に肺血栓塞栓症と脳梗塞を同時発症した子宮筋腫合併妊娠の一例
　　　西北中央病院 
　　　　○葛西剛一郎、船橋　　大、松本　　貴

第７群　産科：合併症妊娠Ⅰ（15：10～15：40）
座長：佐藤　秀平（青森県立中央病院）

31．急性大動脈解離を来たしたMarfan 症候群合併妊娠の１例
　　　太田西の内病院
　　　　○経塚　　標、菅野　成子、山道　力子、藤井　　調、千坂　　泰、宗像　正寛、
　　　　　田中　幹夫

32．大動脈解離合併妊娠の１例
　　　1）新潟市民病院、2）佐渡総合病院
　　　　○西島　翔太1）、石黒　竜也1）、松下　　宏1）、常木郁之輔1）、田村　正毅1）、
　　　　　柳瀬　　徹1）、倉林　　工1）、石田　道雄2）

33．妊娠30週に劇症型A群溶連菌（GAS）感染症（toxic shock like syndrome：TSLS）を発症
し急激な経過をたどった一例

　　　1）北海道大学、2）札幌徳州会病院、3）北海道社会保険病院
　　　　○山村　満恵1）、山田　崇弘1）、田中理恵子1）、小山　貴弘1）、荒木　直人1）、
　　　　　島田　茂樹1）、森川　　守1）、山田　　俊1）、山田　秀人1）、関　　敏夫2）、
　　　　　有賀　　敏3）、櫻木　範明1）、水上　尚典1）
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34．慢性腎不全合併妊娠の２例
　　　市立札幌病院
　　　　○伊藤公美子、内田亜紀子、川西　康之、奥山　和彦、羽田　健一、及川　　衞、
　　　　　早貸　幸辰、平山　恵美、晴山　仁志

35．治療抵抗性のため妊娠中期に中絶をした特発性血小板減少性紫斑病合併妊娠の１例
　　　北海道大学　1）産婦人科、2）血液内科
　　　　○小山　貴弘1）、山田　　俊1）、田中理恵子1）、山村　満恵1）、荒木　直人1）、
　　　　　山田　崇弘1）、島田　茂樹1）、森川　　守1）、山田　秀人1）、櫻木　範明1）、
　　　　　水上　尚典1）、今村　雅寛2）

第８群　産科：合併症妊娠Ⅱ（15：40～16：10）
座長：江坂　嘉昭（札幌医科大学）

36．妊娠に伴った疱疹状膿痂疹の１例
　　　札幌医科大学
　　　　○佐藤　昌靖、石岡　伸一、染谷　真行、清水亜由美、江坂　嘉昭、長澤　邦彦、
　　　　　遠藤　俊明、齋藤　　豪

37．重篤な妊娠浮腫の１例
　　　北海道大学
　　　　○田中理恵子、森川　　守、山田　　俊、山田　崇弘、島田　茂樹、山村　満恵、
　　　　　小山　貴弘、荒木　直人、山田　秀人、櫻木　範明、水上　尚典

38．超音波断層検査にて前置血管と診断できた１症例
　　　東北大学周産母子センター
　　　　○渡辺　良実、荒井真衣子、松本　大樹、斎藤　昌利、鈴木　則嗣、佐藤　多代、
　　　　　今井　紀昭、高野　忠夫、室月　　淳、岡村　州博

39．アンドロゲン過剰症が子宮頸管無力症の原因であると推察された一例
　　　福井大学
　　　　○山本　　真、西島　浩二、高橋　　仁、折坂　　誠、小辻　文和

40．子癇発作に伴い皮質盲症状のRPLSを認めた１例
　　　JA北海道厚生連帯広厚生病院
　　　　○蒲牟田恭子、明石　大輔、森脇　征史、武井　弥生、服部　理史、川口　　勲
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第９群　婦人科：悪性腫瘍手術関連（15：10～15：34）
座長：日高　隆雄（富山大学）

41．電気刺激ナビゲーション併用自律神経温存と広汎子宮全摘術後の膀胱機能
　　　北海道大学
　　　　○保坂　昌芳、中谷真紀子、三田村　卓、加藤　達矢、首藤　聡子、武田　真人、
　　　　　蝦名　康彦、渡利　英道、金内　優典、工藤　正尊、水上　尚典、櫻木　範明

42．婦人科癌術後のリンパ浮腫に対する治療成績
　　　富山大学
　　　　○日高　隆雄、米澤　理可、伊藤　実香、島　　友子、立松美樹子、明星　須晴、
　　　　　中島　彰俊、長谷川　徹、斎藤　　滋

43．子宮体癌における縮小術式の選択についての検討
　　　旭川厚生病院
　　　　○古田　　祐、岡元　一平、小野　方正、石川　聡司、吉田　俊明、飛世　義則

44．子宮体癌におけるリンパ節郭清省略の試み
　　　北海道大学
　　　　○三田村　卓、中谷真紀子、加藤　達也、保坂　昌芳、首藤　聡子、武田　真人、
　　　　　蝦名　康彦、金内　優典、渡利　英道、工藤　正尊、水上　尚典、櫻木　範明

第10群　婦人科：卵巣癌臨床・基礎研究（15：34～16：10）
座長：高倉　正博（金沢大学）

45．卵巣明細胞腺癌の臨床的検討
　　　市立札幌病院
　　　　○川西　康之、伊藤公美子、内田亜紀子、羽田　健一、早貸　幸辰、小林　範子、
　　　　　平山　恵美、及川　　衞、奥山　和彦、晴山　仁志

46．卵巣明細胞癌の腫瘍径に関する検討
　　　札幌医科大学
　　　　○恐神　博行、鈴木　孝浩、両坂　美和、伊東　英樹、斉藤　　豪

47．卵巣悪性胚細胞腫瘍の３症例
　　　名寄市立総合病院
　　　　○寳田　健平、上村　淳一、高橋　知昭、北村　晋逸
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48．セルトリ・間質細胞腫瘍２例の臨床的特徴についての検討
　　　釧路赤十字病院
　　　　○小島　崇史、鈴木　俊也、武田　真光、米原　利栄、岡田　力哉、東　　正樹、
　　　　　山口　辰美

49．高腹膜播種卵巣癌細胞株におけるHeregulin・関連受容体発現と抗HER-2 抗体による増殖
抑制の検討

　　　福島県立医科大学
　　　　○西山　　浩、大関　健治、添田　　周、山田　秀和、佐藤　　章

50．プラチナ耐性卵巣癌のメカニズム解明の試み―プラチナ輸送膜蛋Human copper  
transporter -1 （hCtr-1） に着眼して―

　　　福井大学 
　　　　○品川　明子、澤村　陽子、黒川　哲司、吉田　好雄、小辻　文和

第11群　婦人科：婦人科癌化学療法（15：10～15：40）
座長：竹内　　聡（岩手医科大学）

51．中・高リスクもしくは再発子宮体がんに対するTAC療法の第Ⅱ相試験
　　　1）岩手医科大学、2）山形大学、3）三重大学、4）鳥取大学、5）大阪市立総合医療センター、
　　　6）京都府立医科大学、7）自治医科大学、8）鹿児島市立病院、9）信州大学、10）神戸医療センター
　　　　○小見　英夫1）、倉智　博久2）、田畑　　務3）、紀川　純三4）、西村　貞子5）、
　　　　　細川　健一6）、鈴木　光明7）、波多江正紀8）、塩沢　丹里9）、竹内　　聡10）、
　　　　　杉山　　徹1）

52．進行卵巣癌初回化学療法後の維持化学療法の有効性の検討
　　　新潟大学
　　　　○甲田有嘉子、古俣　　大、関根　正幸、八幡　哲郎、藤田　和之、田中　憲一

53．癌性腹膜炎による腹水コントロールに対するTriamcinolone acetonide（TA）腹腔内投与（IP）
の有用性に関する検討

　　　新潟市民病院
　　　　○石黒　竜也、西島　翔太、松下　　宏、常木郁之輔、田村　正毅、柳瀬　　徹、
　　　　　倉林　　工
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54．Gemcitabine（GEM）が奏功した再発婦人科癌の２症例
　　　岩手医科大学
　　　　○村井　正俊、羽場　　厳、高取恵里子、畑山　伸弥、高田　杏奈、岩根　恵子、
　　　　　賀来　宏維、小見　英夫、本田　達也、諸原　雄一、庄子　忠宏、熊谷　晴介、
　　　　　吉崎　　陽、杉山　　徹

55．高齢卵巣癌患者に対する化学療法に関する検討
　　　新潟大学
　　　　○高橋麻紀子、西野　幸治、加嶋　克則、関根　正幸、藤田　和之、八幡　哲郎、
　　　　　田中　憲一

第12群　婦人科：子宮頸癌治療（NAC、妊娠合併）（15：40～16：10）
座長：片山　英人（旭川医科大学）

56．術前化学療法を施行した子宮頚癌症例におけるアポトーシス抑制蛋白 clusterin の発現と治
療反応性および予後因子との関連

　　　1）北海道大学、2）群馬大学
　　　　○加藤　達哉1）、渡利　英道1）、鹿沼　達哉2）、太田　陽子1）、中谷真紀子1）、
　　　　　三田村　卓1）、保坂　昌芳1）、首藤　聡子1）、武田　真人1）、蝦名　康彦1）、
　　　　　金内　優典1）、工藤　正尊1）、峯岸　　敬2）、櫻木　範明1）

57．当科で施行している抗腫瘍剤動脈内注入療法を用いた子宮頸癌の術前化学療法について
　　　青森県立中央病院
　　　　○小笠原智香、横田　　恵、橋元　粧子、谷口　綾亮、梅本　実香、佐藤　秀平、
　　　　　森川　晶子

58．進行子宮頸癌の術前化学療法（NAC）に関するアンケート調査の結果
　　　青森県立中央病院
　　　　○森川　晶子、横田　　恵、橋元　粧子、谷口　綾亮、梅本　実香、小笠原智香、
　　　　　佐藤　秀平

59．子宮頸部腺扁平上皮癌Ⅱb期合併妊娠の一例
　　　山形大学
　　　　○石田　博美、高田　恵子、五十嵐秀樹、須藤　　毅、太田　　剛、関口　真紀、
　　　　　小島原敬信、堤　　誠司、中原　健次、倉智　博久
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60．妊娠合併子宮頸部浸潤癌症例の治療とその予後
　　　札幌医科大学
　　　　○井上万梨絵、梅村　康太、岩崎　雅宏、伊東　英樹、恐神　博行、両坂　美和、
　　　　　鈴木　孝浩、斉藤　　豪

第13群　婦人科：婦人科症例報告（15：10～15：46）
座長：金内　優典（北海道大学）

61．AFP産生子宮体部腫瘍の一症例
　　　秋田大学
　　　　○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

62．卵巣成熟嚢胞奇形腫の一部にカルチノイド腫瘍組織を認めた１例
　　　岩手医科大学
　　　　○羽場　　厳、池田　真妃、高取恵里子、山手　清令、畑山　伸弥、井筒　直子、
　　　　　小見　英夫、本田　達也、熊谷　晴介、庄子　忠宏、吉崎　　陽、杉山　　徹

63．Spindle cell sarcoma として腹壁に再発した卵黄嚢腫瘍の一例
　　　弘前大学 
　　　　○二神　真行、重藤龍比古、木村　秀崇、横山　良仁、樋口　　毅、水沼　英樹

64．卵巣外原発性腹膜癌の２症例
　　　国立病院機構弘前病院　1）産婦人科、2）病理
　　　　○真鍋　麻美1）、田中加奈子1）、工藤　香里1）、片桐　清一1）、松本　仁一2）

65．卵巣癌癌性胸膜炎に対するパクリタキセル胸腔内投与：症例報告
　　　北海道大学
　　　　○中谷真紀子、三田村　卓、保坂　昌芳、武田　眞人、渡利　英道、加藤　達矢、
　　　　　首藤　聡子、蝦名　康彦、金内　優典、工藤　正尊、水上　尚典、櫻木　範明

66．虫垂原発腹膜偽粘液腫の一例
　　　大崎市民病院　1）産婦人科、2）病理診断科
　　　　○末永香緒里1）、國井周太郎1）、吉田　祐司1）、坂元　和宏2）、我妻　理重1）
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第14群　婦人科：腹腔鏡手術・不妊その他（15：46～16：10）
座長：熊谷　　仁（秋田大学）

67．高齢者における腹腔鏡下手術の有用性についての検討
　　　旭川医科大学
　　　　○宮川　博栄、山下　　剛、横浜　祐子、片山　英人、加藤　育民、西脇　邦彦、
　　　　　千石　一雄

68．子宮卵管造影にて卵管鏡下卵管形成術の適応とされた症例の腹腔鏡所見
　　　ウィメンズクリニック利府 
　　　　○菅原　準一、斎藤　衆也、涌坂　俊明

69．人工授精（AIH）の意義について（当科症例での検討）
　　　秋田大学
　　　　○熊谷　　仁、佐藤　　亘、熊澤由紀代、河村　和弘、福田　　淳、児玉　英也、
　　　　　田中　俊誠

70．早発卵巣不全を発症した superfemale の卵子提供後双胎妊娠管理の経験：本邦での卵子提
供後妊娠管理の実態も含めて

　　　1）東北大学、2）宮城県立こども病院
　　　　○渋谷　祐介1）、寺田　幸弘1）、斎藤　昌利1）、星合　哲郎2）、佐藤　多代1）、
　　　　　室月　　淳1）、八重樫伸生1）、岡村　州博1）

第15群　婦人科：子宮筋腫（15：10～15：40）
座長：黒川　哲司（福井大学）

71．当院での子宮筋腫核出術式の変遷
　　　石川県立中央病院
　　　　○干場　　勉、齋藤　里奈、前川真知子、藤田　聡子、篠倉　千早、山田　里佳、
　　　　　吉成　秀夫、平吹　信弥、佐々木博正、朝本　明弘

72．当科での子宮動脈塞栓術：uterine artery embolization（UAE）施行症例の検討
　　　福島県立医科大学
　　　　○添田　　周、大関　健治、西山　　浩、山田　秀和、佐藤　　章

73．IVC fi lter 留置が必要であった筋強直性ジストロフィー合併巨大子宮筋腫の１例
　　　1）岩手県立中央病院、2）岩手医科大学
　　　　○三浦　史晴1）、安達　信博1）、葛西真由美1）、鈴木　　博1）、尾上　洋樹2）



－29－

74．止血に苦慮した特発性血小板減少性紫斑病合併子宮筋腫の一例
　　　山形大学 
　　　　○大貫　　毅、吉田　隆之、関口　真紀、高橋　俊文、倉智　博久

75．腹腔鏡下に摘出した後腹膜 lymphangiomyoma の１例
　　　NTT東日本札幌病院
　　　　○浅野　拓也、杉尾　明香、林　　　巧、二瓶　岳人、西川　　鑑

第16群　婦人科：急性腹症・子宮外妊娠その他（15：40～16：10）
座長：吉永　浩介（東北大学）

76．腹部症状に乏しいものの緊急手術を要した急性腹症の４症例
　　　岩手県立二戸病院
　　　　○中里　権恵、秋元　義弘、佐藤　昌之

77．当院における過去５年間の子宮外妊娠症例の検討
　　　1）津軽保健生活協同組合健生病院、2）弘前大学
　　　　○齋藤　美貴1）、橋本吏可子1）、前田　由子1）、藤井　俊策2）

78．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
　　　山形大学
　　　　○網田　光善、須藤　　毅、山谷　日鶴、五十嵐秀樹、高橋　俊文、倉智　博久

79．インターネットで購入した経口中絶薬を服用していた子宮外妊娠の一例
　　　国民健康保険黒石病院
　　　　○丹藤　伴江、齊藤　正昭

80．Wunderlich 症候群の一例
　　　弘前大学
　　　　○福原　理恵、谷口　綾亮、福井　淳史、藤井　俊策、水沼　英樹



招請講演（兼市民公開講座）
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１．医療崩壊はこうすれば防げる

埼玉県済生会栗橋病院副院長　　　　　　　　　
医療制度研究会副理事長　本　田　　　宏　

【はじめに】
　北海道から沖縄まで日本全国で医療崩壊が大問題となっている日本で、世界に類を見な
い後期高齢者医療制度が今春強行導入された。その理由は、日本が長らく経済最優先と、「医
療費亡国論」による低医療費政策で、医療システムがグローバルスタンダートから大きく
立ち遅れたためだだ。

1）日本の医療費は先進国中最低
　日本の医療費は先進国中最低、逆に国民自己負担は世界最高、さらに薬剤や医療機器は
世界一高い、しかし国民、政治家や財界人にこの理不尽な構図が正しく認識されないために、
後期高齢者にさらなる負担が押付けられている。団塊の世代の高齢化で爆発的医療需要増
大は必至で、総医療費をG7並みの GDP 10％以上にしなければ大量の医療難民が発生する。

2）財源は財政の無駄を見直せ、「道路と命」どちらが大切なのだ！
　日本の財政赤字は深刻だがガソリン税を代表とする特別会計と公共事業の無駄や特別会
計等の「霞ヶ関埋蔵金」等々を見直せば当面医療への公的資金注入は十分に可能だ。医療
は永続的な雇用効果をもつ公共事業だ。国民の医療や福祉に対する不安を払拭しなければ、
国内の経済活性も望めない。今こそ発想の転換と決断が求められる。

3）医師の絶対数が不足、大幅増員を
　日本全国の医師不足の根本原因は偏在ではなく絶対数不足だ。日本の医師数26万人は人
口当たりで世界63位、OECD加盟国平均からは14万人不足して、このままでは2020年には
OECD加盟国中最少となる見込みである。医療崩壊の先輩英国はすでに医学部定員50％増
を断行し、米国も将来の高齢化に備えて30％の医師増員を計画している。救急搬送体制や
病院の連携や集約化をいくら促進しても、たどり着いた先の病院に医師がいなければ奈良
の悲劇は繰り返される。

4）現場の医療環境再構築へ医療人そして国民が大同団結すべし
　近代医療の歴史を紐解けば、明治維新以来日本政府は医療・福祉等、国民の命を真面目
に守ろうとはしてこなかった。一方医療側も、医師会や大学・病院団体すべてが医療経済

招　請　講　演（兼市民公開講座）
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や医療体制に対する情報収集と国民への説明責任が決定的に不足していた。そのためメ
ディアや国民は自分たちが受ける医療を自身で守り育てようとしてこなかった。医療者は
もちろん、国民も情報を共有し、医療崩壊阻止のために立ち上がる社会的責任がある。

【おわりに】
　人間の一番の悩みとされる四苦八苦の四苦はまさに「生老病死」、今若い人も必ず高齢化
する。「この道はいつか来た路、この道はいつか行く路」や、「自分だけ、自分の家族だけ、
自分の会社や組織だけ、そして自分の国だけが幸せ」は不可能ということを忘れてはなら
ない。しかし政府は医療崩壊が大問題となっているこの期におよんでも、「医師は将来余る」
や「日本の医療費は高すぎる」を繰り返し、先進国中最低の日本人の医療費負担を、さら
に高齢者に押付けようと目論んでいる。
　大手銀行に公的資金を注入して救済し、道路整備が国の使命というのなら、国民の命の
安全保障の医療は公的資金を注入してでも死守すべきだ。明治維新の富国強兵から、戦後
は富国強経に舵をきった日本だが、医療費をけちって日本経済が発展しても、フリーター・
ニート増大と格差社会拡大、地域の崩壊と世界の自殺大国のままでは日本は崩壊する。正
しい情報を知らされないで一番困るのは弱い国民、経済の語源は「経世済民」のはず、富
（＝金）国強経から、豊国幸民（豊は心の豊かさも表す）に価値観を転換し、日本崩壊を食
い止めよう！



特　別　講　演
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特　別　講　演

１．胎生期の異常　その解明に向けて

岩手医科大学医学部産婦人科学講座　西　郡　秀　和　

　胎生期の異常を理解するうえで、胎児の体質つまり遺伝要因や、胎児を取り巻く状況で
ある子宮内環境などを考慮することが大切である。私がこれまで関与した「糖尿病関連遺
伝子の同定と胎児異常」および「動物モデルを用いたストレスと胎児脳障害」の研究を紹
介させていただき、その重要性を再認識していただければ幸いである。

遺伝要因と胎児異常；糖尿病関連遺伝子の同定と胎児異常

MODY3；HNF（hepatocyte nuclear factor）-1α遺伝子変異
　MODY（Maturity onset diabetes of young）は、家族性若年発症糖尿病であり、常染色
体優性遺伝、25才以下で非肥満の 2型糖尿病を発症するのが特徴である。
　国際共同研究の一員として参加したプロジェクトにおいて、MODYの大家系を遺伝解析
した結果、その原因遺伝子の一つMODY 3 が、HNF-1α遺伝子であることを同定した1）。
日本人において、 3世代の糖尿病の家族歴を有し、25歳以下で非肥満 2型糖尿病を発症し
た症例を検討し、その約15％に、HNF1－α遺伝子変異を認めた2）、3）。一部の症例において、
児の指趾の変形を認めた。

MODY5；HNF-1β遺伝子変異
　転写因子であるHNF-1αと二量体を形成するHNF-1βの遺伝子変異が、MODY 5 の原
因遺伝子であることが同定された。遺伝子変異を有する日本人家系の臨床像を詳細に検討
した結果、HNF-1β遺伝子変異は、 2型糖尿病とは独立して、腎機能障害、多嚢胞腎、胎
児期の腎腫大を発症する新しいタイプの遺伝病であることを明らかにした4）。また変異蛋
白の種類により、機能消失、ドミナントネガティブの機能異常があることをしめした5）。

小太り遺伝子；SHP（small heterodimer partner）遺伝子変異
　SHPは、転写因子であるHNF-4α（MODY 1 原因遺伝子がコードする蛋白）の転写活
性を調節することが知られている。新たなMODY候補遺伝子として SHP遺伝子を検討し
た結果、SHP遺伝子変異を同定し、軽度肥満（小太り）および出生時過体重と関連するこ
とを明らかにした6）。SHP遺伝子変異は常染色体優性遺伝であり、日本人若年発症肥満の
約 6％に認める6）。また SHP蛋白は、脂肪分化に重要な役割をする PPARγの調節因子で
あることをしめした7）。



－34－

子宮内環境と胎児異常；動物モデルを用いたストレスと胎児脳障害

羊胎仔モデルを用いた胎児脳障害の検討
　妊娠ヒツジとその胎仔を使用し、胎仔脳における神経成長因子BDNF（Brain Derived 
Neurotrophic Factor）とその受容体であるTrkB（tyrosine kinase receptor）の発現変化を
免疫組織学的に検討した8）。
　胎齢107日から128日（満期147日）にかけて、BDNFの発現は、灰白質、視床、海馬に
おいて減少したが、白質では増加した。TrkB は、すべての部位において減少した。
　胎仔の臍帯を間歇的に圧迫するストレス検査（30分ごと90秒間完全圧迫、 1日 6～10回、
4日間）を行った。胎齢107日では、BDNF、TrkB は、灰白質、白質、視床、海馬におい
てストレスにより発現が減少した。胎齢128日では、ストレスに対して、灰白質、白質、視
床でBDNF、TrkB の発現は変化しなかったが、海馬ではBDNFの増加が認められた。

受精鶏卵モデルを用いた胎児脳障害の検討
　我々は受精鶏卵を用いた実験モデル9）を用いて、現在は「子宮内環境と胎児脳障害」を
検討することを目的としている。
　受精鶏卵を用いる理由として以下の点などが挙げられる。1．鶏の大脳内部には、哺乳類
の大脳皮質に相当する神経細胞で構成された神経核が存在する。2．鶏は、哺乳類に酷似し
た海馬機能を有している。3．受精鶏卵は、いわゆる母体とは独立した「人工子宮」ともい
え、母体の影響を受けずに種々の薬剤・ストレス投与の検討ができ、実験操作が簡便である。
4．受精鶏卵は 3週間で孵化し、実験サイクルが短いので検討がしやすい。5. 雛は、孵化直
後から、二足歩行するので、行動異常などの観察が得やすい。
　受精鶏卵に対する betamethasone 投与の検討を行った。betamethasone では、投与量に
依存的に、孵化率が低下した。また同じ投与量でも、投与時期（孵卵日齢）が早いほど、
孵化率が低下した。鶏胚の大脳・小脳・視葉（中脳）における神経関連因子の変化を検討
している10）。

考察　遺伝要因と胎児異常

　家族歴濃厚な非肥満 2型糖尿病の原因遺伝子が同定されてきている。HNF-1β遺伝子変
異の表現型は、胎児期よりすでに認められることが明らかになった。
　SHP遺伝子変異の検討などから、出生体重の遺伝要因が明らかになりつつある。このこ
とは、出生体重など児の異常を認めた場合、母体側の要因つまり子宮内環境のみならず、
胎児の遺伝的な要因をも考慮する必要があることを示している。
　遺伝要因が明らかになる一方、HNF、SHP遺伝子変異は、いずれも常染色体優性遺伝で
あり、両親のいずれかが遺伝子変異を有する場合、児も50％の確率で発症することが予想
されるので、遺伝カウンセリングも含めた慎重な対応が必要になる11）。
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考察　子宮内環境と胎児異常

　動物モデルを用いた実験から、胎仔の胎齢・発達段階により、脳における神経成長因子
とその受容体の発現が増減し、また脳の各部位によって異なるパターンを示すことが明ら
かになった。
　臍帯圧迫や betamethasone 投与などの検討から、胎児は外的ストレスに対して、胎齢に
応じて感受性が変化し、また脳の各部位において反応性が異なることが示された。

まとめ

　胎生期の異常を解明するうえで、胎児における個々の遺伝要因や胎齢、また外的ストレ
スの強弱を含めた子宮内環境などを、多角的に検討していくことの重要性が、本研究結果
からも示された。
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特　別　講　演

２．動物実験モデルを用いた胎内プログラミングについての検討
―栄養と炎症に関して―

福島県立医科大学 医学部 産科婦人科　　　
高橋　秀憲、菅原　　登、橋本　　敏、
藤森　敬也、大川　敏昭、佐藤　　章　

緒言
　わが国では低出生体重児が全体の一割に達し、原因として20代30代女性の極端なやせ
願望や、医療現場での妊娠高血圧症候群発症予防目的とした妊娠中の体重増加制限な
どが指摘されている。胎児期に低栄養に曝された子宮内発育遅延（intrauterine growth 
restriction : IUGR）児では成人後に肥満、 2型糖尿病、高脂血症、高血圧、心臓血管障害
など生活習慣病のリスクが有意に高くなることがBarker らの疫学的研究1）、2）や動物実験3）

で示唆され、成人病胎内期起源仮説（Fetal Origins of Adult Disease：FOAD）が提唱された。
さらに出生後の小児期の研究では、妊娠中の各時期のみならず母乳栄養など産褥授乳期の
栄養調節が、その成人病発症調節に寄与する可能性についても報告4）されている。最近で
は動物実験モデルでの、母体妊娠期の低栄養や欧米型高脂肪食摂取による児の成人病発症
の報告も散見されるが、胎児期に引き続く乳児期との関連性の検討は未だ不十分である。
　近年では母体栄養以外の様々な要因により、児の将来における種々の疾患（炎症、腫
瘍、精神疾患など）発症との関連性も見出されたため、現在FOADは更にその枠を越え
Developmental Origins of Health and Disease：DOHaDとして認識されている。炎症に関
するその具体例として、妊娠高血圧症候群（pregnancy induced hypertension: PIH）母体
より出生した女児が将来高血圧や肥満になりやすいとの報告や、喘息母体患者より出生し
た女児も喘息発症頻度が高いとの報告が散見される。これらの原因として、父親由来また
は母親由来の遺伝的炎症素因と胎内プログラミングの関係についての検討も未だ不十分で
ある。
　今回我々は動物モデルを用いて、周産期に受ける影響と機序について、栄養と炎症に分け、
下記の検討を行った。

（A）妊娠、産褥期の低栄養・高脂肪高栄養栄養調節における、仔ラットの高血圧発症につ
いての検討
Ⅰ　目的
　妊娠期の低栄養や高脂肪食摂取（欧米型）による児の成人病発症や、低出生体重児の小
児期における高血圧が、将来の成人病予測因子との報告も散見されるが、妊娠・産褥期の
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栄養の関連については未検討である。今回我々は通常飼育用餌及び高脂肪高栄養餌を摂取
または制限し与えた妊娠ラットを作成し、出生した仔ラットの生後血圧の変化について検
討した。

Ⅱ　実験方法
1．実験動物および飼育条件
【通常餌低栄養環境モデル】生後12週齢の妊娠Wistar ラットに通常餌（Normal Nutrition ：
NN）を摂取させた（A）通常餌飼育Control 群（以下　Control 群）及び、妊娠17日目から
出産時まで（A）の30％の制限給餌を施行した（B）通常餌妊娠後期摂取制限群（以下　NN妊
娠後期制限群）とした。また、出生日翌日を 1日目とし28日までの授乳・乳児期間（A）の
30％の制限給餌を施行した群（C）通常餌授乳期・乳児期摂取制限群（以下　NN授乳期制限
群）を作成した。
【高脂肪・高栄養環境モデル】妊娠Wistar ラットに高脂肪高栄養餌（High Fat Diet 32, 
日本クレア）（以下 High Fat Nutrition : HF）を妊娠 1日目より出生後授乳期28日目まで
の期間のみに限定し投与した群を（D）HF摂取群とし、（D）群の高脂肪餌摂取期間において
授乳期・乳児期間のみ摂取量を30％まで制限した（E）高脂肪餌授乳期・乳児期摂取制限群（以
下　HF授乳期制限群）を作成した。
　それぞれより出生した雄仔ラットを（A）Control 群（n＝11）, （B）NN妊娠後期制限群（n
＝18）, （C）NN授乳期制限群（n＝16）, （D）HF摂取群（n＝12）, （E）HF授乳期制限群（n＝7）
とした。
2．ラット新生仔の体重測定、血圧測定
　出生当日より出生仔ラットの出生時及び生後 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16 週時の雄ラット
全ての体重を測定した。
　週齢12週、24週及び60週目に BP-98A（Softron 社）を用いて、Langley-Evans らの報告5）

のようにTail cuff  method により雄仔ラット尾動脈血圧（収縮期、拡張期、平均）、脈拍数
を測定した。
3．仔ラット胸部大動脈における等尺性収縮反応と使用薬物
　週齢 8週の（A）群及び（B）群の仔ラットの胸部大動脈を摘出し、リング状標本作成した。
Okawa ら6）の報告と同様にKrebs-Henseleit 液で充たされたMagnus 装置下に懸垂し、血
管収縮曲線を観察した。標本懸垂 2時間後にKCl（60mM）を投与し、血管の収縮を30分
間観察した。使用薬物はNorepinephrine, Nitric Oxide（NO）合成酵素阻害剤であるNG-
nitro-L-arginine methyl ester（L-NAME）, AngiotensinⅡ（ATⅡ）type1 receptor blocker
であるValsartan を用いた。血管反応は各血管のKCl（60mM）に対する最大収縮反応をコ
ントロール（100%）としてNEによる収縮率を％ of KCl contraction として求めた。
4．統計処理
　すべての測定値はmean±SEで示し、統計学的検討はDunnett-ANOVAを用い p<0.05
を統計学的有意と判定した。
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Ⅲ　結果
　体重の推移【通常餌低栄養環境モデル群と高脂肪高栄養環境モデル群の比較】
　各栄養調節による出生仔数に差を認めなかった。出生時雄仔ラット体重は、妊娠後期非
制限群（A）, （C）, （D）, （E）＞制限群（B）と有意差を認め妊娠中の栄養摂取制限による低出生
体重仔を作成したが、出生12週には体重の追いつき（catch-up growth）現象が認められ差
を認めなかった。また、妊娠中の高脂肪高栄養餌摂取による仔出生体重増加は認めなかった。
また、高脂肪高栄養餌摂取出生仔に対し授乳期に高脂肪高栄養餌摂取制限を行うことによ
り出生後の発育遅延を惹起した。その後摂取制限を終了することにより、catch-up growth
が認められた。
　仔の血圧変化【通常餌低栄養環境モデル群と高脂肪高栄養環境モデル群の比較】　
　出生後12週時の収縮期血圧および平均血圧（Mean±SE mmHg）はそれぞれ（A）群：
（117.3±1.6, 97.0±1.4）、（B）群：（131.9±6.4, 112.7±6.2）、（C）群：（128.1±1.4, 109.8±1.5）、（D）
群：（164.9±2.4, 144.9±2.2）、（E）群：（127.7±1.6, 104.3±1.8）と（D）群が最も高値であった。
（B） （C）（D）（E）群の収縮期圧は（A）群に比較し、それぞれ有意（p<0.05、p<0.01、p<0.01、
p<0.05）に高値であった。
　出生後24週時では（A）群：（108.9±1.9, 87.9±1.8）、（B）群:（123.2±2.4, 109.1±2.7）、（C）群:
（116.1±3.2, 95.6±2.7）、（D）群:（123.8±2.7, 110.1±2.7）、（E）群:（120.1±3.8, 101.9±3.3）と
（D）群が最も高値であった。（B）（C）（D）（E）群の収縮期圧は（A）群に比較し、いずれも有意
（p<0.01）に高値であった。
　出生後60週時では（A）群：（97.6±1.9, 83.1±1.5）、（B）群:（112.1±1.0, 94.4±0.9）、（C）群: 
110.9±1.9, 91.9±2.0）、（D）群:（140.8±1.6, 118.8±1.4）、（E）群: 133.2±1.2, 109.2±1.1）（D）
群が最も高値であった。（B）（C）（D）（E）群の収縮期圧は（A）群に比較し、いずれも有意
（p<0.01）に高値であった。
　以上より妊娠後期低栄養による低出生仔ラットに高血圧が発症し、産褥授乳期の低栄養
によっても高血圧が惹起された。妊娠産褥期に高脂肪高栄養投与によっても高血圧仔ラッ
トが作成され、高脂肪高栄養を産褥期に制限することで血圧低下の効果が得られた。
　胸部大動脈の血管反応【妊娠後期低栄養の影響】
（1）NEによる血管収縮反応：NEは用量依存性に両群の胸部大動脈を収縮させ、（A）群
（n=8）に比較し（B）群（n=7）で有意に強い収縮反応を認めた（p<0.05）。
（2）L-NAME（10-5M）前投与のNEによる血管収縮反応への影響：L-NAME前投与10分
後にNE累積投与した時の血管収縮反応において、（A）群では L-NAMEは NEの収縮反応
を増強させ有意に増強させた（p<0.01）が、（B）群では有意差は認められなかった。
（3）Valsartan（10-5M）前投与のNEによる血管収縮反応への影響：Valsartan を前投与10
分後にNEを累積的に投与した時の血管収縮反応において、（B）群においてはValsartan 前
投与によりNEによる血管収縮反応の減弱が認められ、NE刺激に対するNO系の反応低下
及びAGⅡ系の反応亢進が認められた。
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Ⅳ　結論
1 ．壮年期まで高血圧悪化が持続した事から、妊娠期低栄養より高脂肪過栄養がより強力
な高血圧持続因子であると考えられた。

2．小児期の高血圧は壮年期を反映しており、予測因子となる可能性を示唆した。 
3 ．妊娠中の母体食事制限による高血圧発症機序に、胎仔の血管内皮NO障害やATⅡ産
生調節のプログラミングの可能性が示唆された。

4．妊娠期だけでなく、産褥期の栄養調節は児の将来に影響する極めて重要な時期である
と考えられた。

（B）iNOSノックアウトマウスを用いた炎症胎内プログラミング機序の検討
Ⅰ　目的
　炎症に関するDOHaDの報告として、PIH母体より出生した女児が将来高血圧や肥満に
なりやすいとの報告が散見され、PIH症例の胎盤や子宮筋のNO合成酵素（NOS）とNO
低下の報告も散見される。また、喘息母より出生した女児が喘息となる報告や、喘息時の
iNOS 過剰発現の報告についても散見される。今回われわれは妊娠 iNOS ノックアウト（KO）
マウスの胎盤癒着子宮筋（胎内環境）とその仔マウスを用い、父または親由来の iNOS が
仔の将来の病態に関与するか検討を行った。

Ⅱ　実験方法
1．実験動物
　本研究においては iNOSKOマウス（KO）と C3HeN（C3H）マウスを用いた。交配に
よる胎盤と仔の iNOS 由来を 父（paternal：p）/母（maternal：m）由来別に、対象として
iNOS 由来なし群を（1）KO♂×KO♀交配：（iNOS-/-）とした。iNOS 母親由来群を（2）
KO♂×C3H♀交配：（iNOS-/+m）とし、iNOS 父親由来群を（3）C3H♂×KO♀交配：
（iNOS+p/-）とした。以上より（1）iNOS-/-（2）iNOS-/+m（3）iNOS+p/-　 3 群の iNOS 父母
由来別とした胎盤付着子宮筋（子宮内環境モデル）とそれらより出生させた出生仔モデル
を作成した。
2．NOx測定
　上記 3群の妊娠14日目♀マウスに LPS 400μg/kg を腹腔内投与し、 1時間後にジエチル
エーテル麻酔下に胎盤付着子宮筋摘出し、胎盤付着子宮筋リング標本を作成した。摘出標
本をKrebs-Henseleit 液10 ml で充たされたMagnus 装置下に1時間懸垂し、溶液 1 ml 中の
NOx量を測定した。また、上記交配による♂♀仔マウスを出生させ、生後 8週と40週齢に
LPS 400μg/kg 腹腔内投与 1時間後に血中NOxを測定した。
3．統計処理
　すべての測定値はmean±SEで示し、統計学的検討はDunnett-ANOVAを用い p<0.05
を統計学的有意と判定した。



－40－

Ⅲ　結果
（1）母体胎盤付着子宮筋　NOx産生量：iNOS+p/-＞iNOS-/+m＞iNOS-/-の順に父由来
iNOS+p/-が最も多く、LPS 処理により iNOS-/+m＞iNOS+p/-＞iNOS-/-の順に母由来
iNOS-/+mが最もNOxを産生した。
（2）仔マウス　血中NOx量：♂仔は週齢および iNOS の父母由来に関わらず、LPS で
NOx産生が増加した。♀仔は 8週齢では父母由来に関わらず LPS 処理でNOx産生が増
加したが50週齢では父由来 iNOS での血中NOx量が多く、LPS 処理により母由来が最も
NOxを産生させ、胎内環境と同様の結果になった。

Ⅳ　結論
（1）胎盤付着子宮筋（胎内環境）での生理的な iNOS は父親由来だが、炎症に作用する病
態的 iNOS は母親由来の可能性が示唆された。（2）♀仔マウスの LPS に対するNox 産生反
応は成長後に胎内環境と同様になることから、炎症性 iNOS の胎内プログラムを示唆した。

Ⅵ　栄養および炎症の周産期におけるプログラミングに関するまとめ
（A）栄養によるプログラミング
　妊娠期だけでなく産褥期の母体の栄養摂取調節が、仔の高血圧発症に関与する可能性を
示唆した。また、見逃されやすい若年期の高血圧が、将来の高血圧発症の予測因子であり、
原因として妊娠産褥期の低栄養だけでなく高脂肪食摂取の危険性も示唆した。
（B）炎症素因のプログラミング
　PIHや喘息などNOが関与する炎症性疾患の胎内プログラムに、遺伝的 iNOS 関与の可
能性が示唆された。
　以上より周産期における環境的・遺伝的因子の関与が、児の将来の疾病発症に影響する
可能性を示唆した。
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特　別　講　演

３．妊娠性アンチトロンビン欠乏症（Pregnancy-Induced 
Antithrombin Defi ciency）の臨床的意義

北海道大学 産科・周産母子センター　森　川　　　守　

　アンチトロンビンは血管内にあって、血液が流動性を保つために最も重要な働きをして
いる物質である。アンチトロンビン活性はDIC 時にはしばしば低値を示すことが知られ
ており、先天性アンチトロンビン異常症（アンチトロンビン抗原量が先天的に少ない、あ
るいは抗原量としては十分であるが機能が悪く、活性として測定した場合その活性値が低
い）では血栓傾向を示すことが知られている。したがって、血流中のあるレベル以上のア
ンチトロンビン活性は生命維持に必須である。産科においてアンチトロンビン活性の報告
は1980年代初頭から認められるようになり、それらはいずれも「妊娠高血圧腎症では低い
妊婦が存在する」であった。また同時期（1982年）、水上らは極端なアンチトロンビン低
値を示した急性妊娠脂肪肝[1]を報告している。後年（1996年）、急性妊娠脂肪肝では発見
時アンチトロンビン活性が極端な低値を示すことが報告された[2]。1982年、Weinstein に
よりHELLP 症候群が報告された[3]が、HELLP 症候群発見時に認められる血小板減少症は
HELLP 症候群発症に先行して徐々に減少していることが報告された[4]。同様に急性妊娠
脂肪肝発見時に認められる低アンチトロンビン活性も急性妊娠脂肪肝発症に先行して徐々
に減少していることが明らかにされた[5]。すなわち、妊娠中に血小板減少やアンチトロン
ビン 活性減少を示す妊婦が存在し（妊娠性血小板減少症、妊娠性アンチトロンビン欠乏
症）、これら妊婦はHELLP 症候群や急性妊娠脂肪肝のハイリスク患者であることが明らか
となった[4,5]。
　HELLP 症候群の約90%、急性妊娠脂肪肝の約50%が妊娠高血圧腎症を合併するが、こ
れらのことは妊娠高血圧腎症では妊娠性血小板減少症（gestationaol thrombocytopenia、
以下 GT）ならびに妊娠性アンチトロンビン欠乏症（pregnancy-induced antithrombin 
defi ciency、以下 PIATD）を示しやすいことを意味している。しかし、急性妊娠脂肪肝患
者の約50%は妊娠高血圧腎症を合併しないことより、高血圧を持たない PIATD患者が存
在することがわかる。高血圧が産科予後に大きな影響を及ぼすことは周知であり、そのた
め妊婦健診においても毎回血圧測定が義務化されている。したがって、妊娠高血圧症候群
は本邦において漏れなく診断され、適切なケアがなされていると推定されるが、一般に高
血圧を示さない妊婦は正常妊婦として扱われ、血液検査を受ける回数も少ないと推定され
る。2008年 4 月発刊「産婦人科診療ガイドライン̶産科編2008」中の「CQ 311：常位胎盤
早期剥離（早剥）の診断管理は？」ではAnswer 2 として妊娠後半期に切迫早産様症状（性
器出血、子宮収縮、下腹部痛）と同時に異常胎児心拍パターンを認めた時は早剥を疑いエコー
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検査と血小板数、アンチトロンビン活性を含む血液検査実施を推奨レベルBで推奨してい
る[6]。そこで、本講演では主に妊娠中のアンチトロンビン活性測定が持つ臨床的意義につ
いて示す。なお、PIATDの定義は妊娠中に徐々にアンチトロンビン活性が減少し、分娩
前後にその活性が65%以下になったものとした。GTについては妊娠中に徐々血小板数が減
少し、分娩前後に15万/μL以下になったものとした。

単胎におけるPIATDならびにGTの出現頻度と妊娠高血圧症候群（以下、PIH）の影響
　2002年 1 月～2006年12月の期間に北海道大学病院で単胎妊婦1493例が管理分娩となった。
　単胎妊婦中、確認された PIATD患者（合併症妊婦や産科異常のある妊婦には全例アン
チトロンビン活性測定、正常妊婦に対しては必ずしも全例でアンチトロンビンIII活性測定
を行ったわけではない）は52例（3.5%）、GT患者は61例（4.1%）であった。同期間の PIH
患者は81例（5.4%）であり、81例中19例（23%）が PIATDを、15例（19%）が GTを合併
した（PIATDと GTともに合併例は 7例）。非 PIH患者1412例中の PIATDは33例（2.3%）、
GTは46例（3.3%）であった。これらの結果は単胎妊娠においては PIH患者では非 PIH患
者に比して10倍程度 PIATDを示しやすいことを意味しており、また正常として扱われて
いる妊婦中にも無視できない数の PIATDや GT妊婦が存在することを意味している[7]。
北海道大学病院では種々合併症妊婦が多いので、一般妊婦母集団分娩目的入院時のアンチ
トロンビン活性分布を知る目的で同上期間のある一定時期何ら合併症のない妊婦88名の陣
痛発来時（37週～41週、平均分娩週数38.4±1.3週、平均年齢は31.0±4.8歳）のアンチトロ
ンビン活性を検討した。結果、アンチトロンビン活性～65%が 1例（1.1%）、66-70%が 2 例
（2.3%）、71-75%が 9 例（10.3%）であった。

多胎におけるPIATDならびにGTの出現頻度と妊娠高血圧症候群（以下、PIH）の影響
　多胎妊娠ではHELLP 症候群や急性妊娠脂肪肝の発症頻度が高いことが報告されている
[3,8]。品胎妊娠では双胎妊娠に比し、双胎妊娠では単胎妊娠に比し、凝固·線溶が分娩前後
で亢進していることが報告されている[9-11]。これは多胎妊娠ではGTや PIATD頻度が高
いことが示唆しているが、この点について検証した。
　2002年 1 月～2006年12月の期間に北海道大学病院で多胎妊婦100例（双胎91例、品胎 9
例）が管理分娩となった。前述したように単胎1493例中52例（3.5%）が PIATDを合併し
たが、双胎、品胎でのそれらは各々15例（16.4%）、 4例（44.4%）であり、胎児数増加につ
れ、PIATD頻度上昇が明らかとなった。単胎、双胎、品胎の平均分娩週数は各々37.3±1.2週、
34.0±3.4週、32.0±2.3週であり、胎児数が増加するにつれ早い妊娠週数で PIATDが出現
してくることがわかる。また、GTについては単胎では61例（4.1%）、双胎では16例（17.6%）、
品胎では 5例（55.6%）であり、PIATD同様胎児数増加につれ、GTの頻度が上昇し、ま
た早い週数でのGT出現が明らかとなった。
　また、PIHの有無別に PIATD出現頻度について多胎で検討したところ、多胎妊婦100例
中、PIHを合併した 8例での PIATD頻度は25.0％（2/8）であり、非 PIH多胎妊婦でのそ
れらの頻度18.5%（17/92）と比し、大きな違いが認められなかった。同様に、PIHの有無
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別に GT出現頻度について多胎で検討したところ、多胎妊婦100例中、PIHを合併した 8例
での GT頻度は25.0％（2/8）であり、非 PIH多胎妊婦でのそれらの頻度20.7%（19/92）と
比し、大きな違いが認められなかった。一方前述したように単胎においては PIH合併によ
り、PIATDと GTの出現頻度は大幅に増加する。多胎管理の際には注意すべき点と考えら
れる。

PIATDを異常として認識すべきか？
　PIATDにおけるアンチトロンビン 活性の減少は分娩まで持続し、分娩によって増加傾
向に転じ（分娩とならない場合は減少し続ける）、タイムリーに分娩が行われれば産褥 7日
頃までには正常アンチトロンビン活性が回復する。すなわち、分娩のみが PIATDにおけ
るアンチトロンビン活性下降ベクトルを上昇ベクトルに変換させる。アンチトロンビンは
生命維持に必須であり、「PIATDを示した妊婦は生命維持に必要なアンチトロンビン活性
維持のためのホメオスタシスの破綻が起こった」と言うことができる。PIHでの「高血圧
を示した妊婦は生命維持に必要な適正な血圧維持のためのホメオスタシスの破綻が起こっ
た」と同様であるが、高血圧に対しては十分な注意が払われているのに比し、アンチトロ
ンビン 活性についてはどうであろうか？　
　単胎妊婦において PIATDの異常程度をPIHと比較検討した。PIHは代償性DIC とい
われており、凝固線溶の亢進が認められる。そのため、分娩前後の血中 fi brinogen, FDP, 
D-dimer 推移を比較のためのパラメーターとして用いた。単胎 PIH単独症例62例、PIATD
単独症例27例、PIH と PIATDを合併した症例19例、ならびに帝王切開率をマッチさせ
た正常コントロール群について比較した（この 4群での帝王切開率は各69.4%、87.9%、
78.9%、70.2%で 4群間に差はない）。Fibrinogen 消費は PIATD群（分娩 1日前：419±
98mg/dL→産褥 1日：370±107 mg/dL）で PIH 群（分娩 1日前：434±96 mg/dL→産褥
1日：403±101 mg/dL）に比し大きかった（p<0.05）。また、PIH＋PIATD群（分娩 1
日前：407±115 mg/dL→産褥 1日：347±122 mg/dL）では PIH群に比しさらに大きかっ
た（p<0.05）。なお、コントロール群では分娩 1日前：445±61 mg/dL→産褥 1日：417±
76 mg/dL であった。FDP値推移では PIATD群（分娩 1日前：9.6±10.6μg/mL→産褥 1
日：15.4±14.6μg/mL）ならびに PIH＋PIATD群（分娩 1日前：14.1±12.9μg/mL→産褥
1日：18.7±16.2μg/mL）で PIH 群（分娩 1日前：6.1±4.2μg/mL→産褥 1日：19.8±14.8
μg/mL）に比し分娩 1日前で高かった（p<0.05）。なお、コントロール群では分娩 1日前：6.5
±3.4μg/mL→産褥 1日：11.8±12.4μg/mLであった。D-dimer 値推移では PIATD群（分
娩 1日前：4.4±3.4μg/mL→産褥 1日：11.7±7.4μg/mL）ならびに PIH＋PIATD群（分
娩 1日前：5.1±4.7μg/mL→産褥 1日：12.4±16.9μg/mL）で PIH 群（分娩 1日前：3.4±
3.7μg/mL→産褥 1日：9.5±6.4μg/mL）に比し分娩 1日前のみならず産褥 1日でも高かっ
た（p<0.05）。なお、コントロール群では分娩 1日前：3.4±1.9μg/mL→産褥 1日：6.7±6.4
μg/mLであった。これらのことは凝固線溶亢進という観点から、PIATDは PIH に比し
重症（異常程度が大きい）であることを示している。
　このように PIATDは凝固線溶能が高まっており、注意すべき状態と考えられる。
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PIATDと血管透過性亢進
　妊娠高血圧腎症では血管透過性亢進があり、飲水による代償が不十分であると血液濃縮
が起こり、ヘマトクリット値の上昇（循環血漿量の減少）が観察される。妊娠高血圧腎症
ではそのために20%程度の循環血漿量減少が起こっていると報告されている[12]。前述した
ように凝固線溶能亢進という観点からは PIATDは PIH に比し重症であることを明らかに
した。血管透過性亢進は分娩後早期に正常化するためにそのような患者では分娩後の顕著
なヘマトクリット値の低下が認められる。そこで、分娩前後のヘマトクリット値の推移に
ついて、前述した単胎妊婦 4群（PIATDを持たない PIH単独の62名、PIATD単独の27名、
PIH と PIATDを合併した19名、ならびに帝王切開率をマッチさせた正常コントロール群
114例）で検討した。
　ヘマトクリット値の変動はコントロール群（分娩 1日前：33.3±3.0%→産褥 1日：30.8±
3.6%）ならびに PIH群（分娩 1日前：34.5±3.3%→産褥 1日：32.9±3.8%）で分娩 1日前
に比して産褥 1日で約 2 %低下するが、PIATD群（分娩 1日前：32.2±4.6%→産褥 1日：
28.2±5.1%）ならびに PIH＋PIATD群（分娩 1日前：35.7±6.5%→産褥 1日：31.9±7.0%）
では分娩後により大きな低下（約 4 %）が認められた（p<0.05）。
　これらの結果は PIATD患者では PIH患者に比し、分娩前に強い血液濃縮（循環血漿量
減少）があったことを示している。すなわち、PIATD患者では循環血漿量減少に注意す
る必要があることを意味している。
　血管透過性亢進は浮腫を形成し、分娩前後の母体重変化に大きな影響を及ぼすことが推
定される。そこで、前述した 4群で検討した。これら妊婦において、分娩 2週前～分娩前
日のΔ母体重、分娩前日～産褥 7日Δ母体重を比較検討した。各 4群におけるΔ母体体重
の推移に関しての有意差検定はANOVAを用いて行った。
　 4群における分娩直前 2週間（分娩 2週前から分娩前日）のΔ母体重はコントロール群
では0.9±1.5 kg、PIH群0.7±1.1 kg、PIATD群1.3±2.0 kg、PIATD＋PIH群0.9±1.6 kg、分
娩前日から産褥 7日の期間のΔ母体重はコントロール群－4.8±2.1 kg、PIH群－5.9±3.1 kg、
PIATD群－3.3±1.9 kg、PIATD＋PIH群－4.2±2.9 kg であり、PIH単独群ではコントロー
ル群に比し母体重減少が有意に大きく、PIATD＋PIH合併群ではコントロール群に比し母
体体重減少が有意に小さく、PIATD単独群ではPIATD+PIH合併群よりさらに母体重減少
が小さかった。
　すなわち、PIATD患者では分娩後体重減少が正常群に比し緩慢で、PIHがあるとむしろ、
その減少程度が大きいことが明らかとなった。これは PIATD患者では分娩前に水が足り
なかったこと、あるいは浮腫解消に時間がかかっていることを示唆している。いずれにしろ、
水代謝において隔たった一群であることを示している。
　
アンチトロンビンの尿中、腹水への漏出
　PIATD患者では血管透過性亢進が顕著であることが明らかとなったが、アンチトロン
ビン活性減少の機序についてはよく知られていない。先に示したように PIATDでは凝固
能が PIHに比し亢進しており、その過程において産生されるトロンビン不活化のために
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過消費されている（アンチトロンビンはトロンビンと 1対 1結合し、トロンビン活性を不
活化する）可能性はある。一方、敗血症におけるDIC 時のアンチトロンビン活性はTAT 
（Thrombin-Antithrombin complex）と相関せず、血中アルブミン濃度と相関すると報告
されている[13]。これらのことは、アルブミンと分子量が同程度であるアンチトロンビンの
血管透過性下での血管外漏出を示唆している。蛋白尿を示した妊婦は高血圧を示した妊婦
よりアンチトロンビン活性減少を示し易いことを私どもは明らかにしており[14]、妊娠高血
圧腎症における蛋白尿は血管透過性亢進の結果であるとされている。これらのことを勘案
すると、PIATDにおけるアンチトロンビン活性減少の一因にアンチトロンビンの血管外
漏出がある可能性がある。アンチトロンビンはある特殊な病態で尿中に排泄されることが
証明されている[15]。
　そこで、尿中、腹水中へのアンチトロンビン漏出の可能性について検討した。PIATD
を示した 2例（帝王切開時のアンチトロンビン 活性は65%と58%）の腹水を採取し、腹水
中のアンチトロンビン活性を測定したところ、腹水原液は22%、14%の活性を示した。こ
のことより、アンチトロンビンは PIATD患者に腹水が認められる場合、腹水中に漏出し
ていることが明らかとなった。尿中への漏出を検討する目的で以下の基礎的検討を行った。
　まず、血漿アンチトロンビン抗原量測定試薬（ラテックス凝集法、正常値：17.0-
30.0 mg/dL、測定範囲：1.0-56.0 mg/dL）を用いて微量アンチトロンビン抗原量測定可能
かどうかを評価した。健常成人（ボランティア 4名）から血漿 2 mLならびに尿 2 mL採
取し、血漿については生理食塩水あるいは尿で 1倍、10倍、25倍、50倍、100倍、200倍、
400倍希釈し、アンチトロンビン抗原量を測定した。尿を 2 mLについては遠心にて細胞成
分除去後にアンチトロンビン抗原量を測定した。測定結果は以下の通りであった。実測値
は希釈前で28.0-31.5 mg/dL、生理食塩水と尿とも50倍希釈（理論値：約0.6 mg/dL）で0.9-
1.1 mg/dL、100倍希釈（理論値：約0.3 mg/dL）で0.4-0.6 mg/dL、200倍希釈（理論値：約
0.15 mg/dL）で0.2-0.4 mg/dL、400倍希釈（理論値：約0.075 mg/dL）で0.1-0.3 mg/dL であっ
た。したがって、実測値は理論値より若干高値を示すことが判明したが0.1 mg/dL～1.0 mg/
dL の濃度で十分、抗原量の多寡については判定できることがわかった。健常成人の尿中ア
ンチトロンビン抗原濃度は全例で0.1 mg/dL 以下であった。次に、尿中へのアンチトロン
ビン抗原添加回収試験を行った。市販のアンチトロンビン血液製剤（アンスロビン P TM、
CSL ベーリング社、アンチトロンビン抗原値66.0 mg/mL = 6,600 mg/dL）を生理食塩水な
らびに健常成人（ボランティア 1名）の随時尿（アンチトロンビン抗原濃度、0.1 mg/dL）
で希釈し血中濃度とほぼ同じ抗原量（理論値33mg/dL）に調整した後にさらに尿と整理食
塩水を用いて、 1倍、10倍、25倍、50倍、100倍、200倍、400倍希釈し、測定した。測定値
は希釈液にかかわらず、1倍で28.0-31.5 mg/dL、50倍希釈で0.5 mg/dL、100倍希釈で0.3 mg/
dL、200倍希釈で0.2 mg/dL、400倍希釈で0.1 mg/dL であった。これらからも、本測定試
薬で得られた尿中アンチトロンビン抗原濃度0.1 mg/dL～1.0 mg/dL は十分、その多寡を反
映していると考えられた。
　そこで、妊婦より書面での同意を得て、血中ならびに尿中アンチトロンビン抗原濃度を
測定した。尿ならびに血漿は測定まで－40度で凍結保存し、inter-assay variation を避ける
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ため同一測定系内で同日に一括測定した。PIATD妊婦 9例（平均アンチトロンビン活性：
59.4±4.2%）の血漿中抗原濃度（18.5±1.8 mg/dL）は正常コントロール妊婦 9例（平均ア
ンチトロンビン活性：85.0±11.5%）の血漿中抗原濃度（26.2±2.8 mg/dL）に比し有意に低
値であり、尿中アンチトロンビン抗原濃度はその反対で PIATD妊婦で有意に高値であっ
た（0.18±0.07 mg/dL vs. 0.08±0.04 mg/dL, p<0.0001）。また、尿中アンチトロンビン濃度
が0.2 mg/dL 以上であった妊婦比率も（66.7% [6/9] vs. 0.0%[0/9]）と PIATD群で有意に高
率であった（p＝0.009）。

まとめ
　HELLP 症候群の周知により、妊婦管理において血小板数算定は多用されるように
なった。しかし、妊娠性血小板減少症に比して、PIATDの認知度はまだ低い。本講演は
PIATDについてわれわれの観察研究結果の一部を紹介し、PIATDに光を当てることを目
的とした。PIATDは無視できない頻度で存在しており、PIATD妊婦中、約50%は PIH、
GTのいずれも示さない。これら患者ではアンチトロンビン活性測定が行われなければ、
その異常に気付かれにくい（PIATD妊婦はそうでない妊婦に比し、凝固線溶能亢進程度
が大きく、また血管透過性亢進程度も大きい。そのため、循環血漿量が減少している）。ア
ンチトロンビン活性低下の一因として間質や尿中へのアンチトロンビン漏出の可能性が示
された。すなわち、血中アンチトロンビン活性は血管透過性亢進程度を反映している可能
性があり、血管透過性亢進は循環血漿量減少につながる。典型的な急性妊娠脂肪肝の発見
時にはアンチトロンビンIII 活性10%以下も報告されており、これら妊婦の循環血漿量は正
常妊婦に比し40%程度減少していたことが示唆されている。PIATDにおけるアンチトロン
ビン活性減少傾向は分娩まで持続するので、急性妊娠脂肪肝発症は「その異常（PIATD）
に気付かれなかった結果」とも言うことができる。胎児数増加につれ、PIATDはより早
期かつ高頻度に出現し、多胎時の PIATD出現は単胎時と異なって PIHと関連が認められ
ない。多胎妊婦管理中には殊にアンチトロンビン活性測定が臨床的に有用であろう。

共同研究者：北海道大学　産婦人科
　　　山田　俊、島田茂樹、山田崇弘、荒木直人、山村満恵、田中理恵子
　　　山田秀人、櫻木範明、水上尚典
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４．卵の加齢による胚発育悪化のメカニズム
―細胞内カルシウム制御機構からの解析

山形大学　高　橋　俊　文　

【目的】
　現在、生殖補助技術は不妊症治療には必要不可欠な治療法である。しかし、その妊娠率
は約25％と低率にとどまり、しかも流産率は約20％と高率である。我々はこれまで、採卵
した時点ですでに卵の質の悪化が起きている症例が少なからず存在していることを報告し
てきた。卵の質は卵の加齢によって悪化することが知られている。卵の加齢は、排卵前の
卵の加齢（母体の加齢）と排卵後の卵の加齢に分類される。いずれの加齢も、受精後の胚
発生・発育の悪化や染色体異常の増加、初期流産の増加を引き起こすことが実験動物やヒ
トにおいて報告されている。卵の加齢の詳細な分子機構は未だ不明であるが、加齢した卵
の分子生物学的レベルにおけるメカニズムの解明は、ヒトの不妊および不育症の治療に有
益であると考えられる。
　卵は受精すると細胞内カルシウム（Ca2+）濃度の周期的な変動が起こり、この現象は
Ca2+オシレーションとよばれている。受精時のCa2+オシレーションは、表層顆粒の放出、
多精子進入の防止、卵の活性化、胚発育と関係することが報告されている。一方、体細胞
において、細胞内Ca2+制御機構の破綻は種々の病態の要因であることが細胞レベルで明ら
かにされている。
　本研究の目的は、卵の加齢と胚発育悪化のメカニズムを明らかにすることである。我々は、
加齢した卵は細胞内Ca2+制御機構が悪化するのではないかとの仮説のもとに、以下の研究
を行った。

【方法】
　本研究では、卵の加齢モデルとして、「排卵後の卵の加齢」に着目して研究を行った。 4
－6週齢の雌マウスを過排卵刺激し、human chorionic gonadotropin 投与後14時間目の卵
を「新鮮卵」、20時間目の卵を「加齢卵」として以下の実験を行った。
1．排卵後の加齢が胚発育におよぼす影響についての検討
　新鮮卵と加齢卵を用い、同系の雄マウスの精巣上体尾部精子を用いて体外受精を行い、
受精率、胚発育について検討を行った。
2．排卵後の加齢による細胞内Ca2+制御機構の変化
　①新鮮卵、加齢卵にCa2+蛍光指示薬 furaPE-3 を負荷後、体外受精を行い受精時のCa2+

オシレーションを測定した。②新鮮卵に対し、紫外線照射により活性化されるケージド

特　別　講　演
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Ca2+またはケージドイノシトール三リン酸（IP3）を Ca2+蛍光指示薬 fl uo-3 とともに顕微注
入した。紫外線照射後の fl uo-3 の蛍光強度を測定し、Ca2+の小胞体への取り込みおよび IP3
受容体を介したCa2+放出（IP3誘発性 Ca2+放出、IICR）を検討した。③新鮮卵または加齢
卵に fura-PE3 を負荷後、小胞体膜Ca2+-ATPase の特異的阻害剤である thapsigargin を投
与し Ca2+ストアを評価した。
3．Ca2+ストアの変化が胚発育におよぼす影響についての検討
　①新鮮卵に対しDMSO（対照）または thapsigargin を前投与し、その後体外受精を行い、
受精率、胚発育について検討を行った。②DMSO（対照）または thapsigargin を前投与し
た新鮮卵に対し fura-PE3 を負荷し、その後体外受精を行い受精時のCa2+オシレーションを
測定した。
4．排卵後の加齢による細胞内Ca2+制御機構の変化と酸化ストレスの関与
①卵の酸化ストレスを、脂質膜酸化の蛍光指示薬であるC11-BODIPYを用い検討した。②
新鮮卵、加齢卵、酸化ストレスを与えるため過酸化水素処理した新鮮卵（酸化ストレス卵）
の 3群に分け、体外受精を行い、受精率、胚発育を検討した。③新鮮卵、加齢卵、酸化ス
トレス卵に対し fura-PE3 を負荷した上で体外受精を行い、受精時のCa2+オシレーションを
測定した。
5．排卵後の加齢とミトコンドリア機能の変化
　①ミトコンドリア膜電位感受性蛍光色素である JC-1 を新鮮卵、加齢卵に負荷し、ミトコ
ンドリア膜電位を測定、活性型ミトコンドリアの割合を検討した。②電気化学顕微鏡を用
い、新鮮卵、加齢卵における呼吸量を測定した。
6．排卵後の加齢による受精時の細胞内ATPの変化
　①新鮮卵、加齢卵の受精前後の細胞内ATP濃度をルシフェリン－ルシフェラーゼ
法にて測定した。②Mg2+感受性蛍光色素magnesium green は ATPが加水分解される
と、蛍光強度が増加し、ATPが産生されると蛍光強度が減少する。その特性を利用して
magnesium green と fura-PE3 を卵に同時に負荷して、受精時のCa2+オシレーションと
ATPの変化を同時に、リアルタイムで測定した。

【成績・考察】
1．排卵後の加齢が胚発育におよぼす影響についての検討
　加齢卵では新鮮卵と比べ有意に（P<0.01）受精率（新鮮卵90％、加齢卵39％）及び胚盤
胞形成率（新鮮卵85％、加齢卵60％）が低下し、フラグメント胚の割合（新鮮卵 5％、加
齢卵33％）は有意に（P<0.01）増加した。この結果は、これまでの報告と一致するもので
ある。
2．排卵後の加齢による細胞内Ca2+制御機構の変化
　①加齢卵は新鮮卵に比べ、受精時のCa2+オシレーションの振幅が有意に（P<0.01）低下し、
頻度は有意に（P<0.01）増加した。②ケージドCa2+を用いた実験の結果、加齢卵は新鮮卵
と比べ、小胞体へのCa2+の取り込みが有意に（P<0.01）低下した。またケージド IP3を用
いた実験の結果、加齢卵は新鮮卵と比べ、小胞体からの IICR が有意に（P<0.01）低下した。
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③Thapsigargine 投与後の細胞内Ca2+濃度の上昇は、新鮮卵と比べ加齢卵で有意に（P<0.01）
減少し、この結果から、加齢により小胞体のCa2+ストアが減少していることが示唆された。
以上の結果から、加齢卵では小胞体へのCa2+取り込み能の低下により小胞体Ca2+ストアの
減少が起こり、受精時の IICR が低下していることがわかった。この細胞内Ca2+制御機構
の劣化が、加齢による受精時のCa2+オシレーションの変化の一因である可能性が示唆され
た。
3．Ca2+ストアの変化が胚発育におよぼす影響についての検討
①Thapsigargin（TG）投与卵は対照群の卵に比べ受精率（control 卵92％、TG投与卵31％）
及び胚盤胞形成率（control 卵74％、TG投与卵53％）が有意に（P<0.01）低下し、フラグ
メント胚の割合（control 卵 4 ％、TG投与卵39％）は有意に（P<0.01）増加した。②TG
投与卵は control 卵に比べ、受精時のCa2+オシレーションの振幅が有意に（P<0.01）低下し、
頻度は有意に増加した。以上の結果から、小胞体Ca2+ストアは受精時のCa2+オシレーショ
ン及び胚発育に重要であることが示唆された。
4．排卵後の加齢による細胞内Ca2+制御機構の変化と酸化ストレスの関与
　①加齢卵では新鮮卵と比べ、有意に脂質膜の酸化の増加が認められた。②加齢卵と酸化
ストレス卵は無処理の新鮮卵と比べ、体外受精時の受精率（新鮮卵96％、加齢卵37％、酸
化ストレス卵51％）及び胚盤胞形成率（新鮮卵86％、加齢卵61％、酸化ストレス卵65％）
が有意に（P<0.01）低下し、フラグメント胚の割合（新鮮卵 5％、加齢卵34％、酸化スト
レス卵39％）は有意に（P<0.01）増加した。③受精時のCa2+オシレーションは、酸化ス
トレス卵と加齢卵では、新鮮卵と比べその振幅が有意に（P<0.01）低下し、頻度が有意に
（P<0.01）増加した。以上の結果から、加齢による細胞内Ca2+制御機構の変化の一因として、
酸化ストレスの関与が示唆された。
5．排卵後の加齢とミトコンドリア機能の変化
　①加齢卵は新鮮卵と比べ、活性型ミトコンドリアの割合が有意に（P<0.05）低下した。
　②加齢卵は新鮮卵と比べ、呼吸量が有意に（P<0.05）低下した。以上の結果から、加齢
卵ではミトコンドリアの機能低下が起きていることが示唆された。
6．排卵後の加齢による受精時の細胞内ATPの変化
　①加齢卵は新鮮卵と比べ、受精後の細胞内ATP濃度が有意に（P<0.05）増加した。②
受精時の細胞内ATP濃度は、Ca2+オシレーションと同期して増加した。加齢卵では新鮮
卵と比べ、受精時の細胞内ATP濃度の増加は有意に（P<0.05）小さかった。以上の結果
から、受精時の正常なCa2+オシレーションのパターンはATP産生に重要である可能性が
示唆された。また、加齢卵における受精時のATP産生の低下は、Ca2+オシレーションの
パターンの変化と関連している可能性が示唆された。

【結論】
　卵は排卵後卵管内で加齢すると、小胞体を中心とした細胞内Ca2+制御機構の破綻が起き
ていることが明らかとなった。加齢卵における細胞内Ca2+制御機構の破綻は、受精時の
Ca2+オシレーションの変化を引き起こしていると考えられた。この細胞内Ca2+制御機構の
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破綻の一因として、酸化ストレスの関与が示唆された。酸化ストレスはミトコンドリアの
機能低下を引き起こし、受精後のATP産生の低下を引き起こした。以上の結果から、受
精時のCa2+オシレーションの変化とATP産生の低下は加齢卵における胚発育悪化の原因
の一つである可能性が示唆された。

【文献】
1．Igarashi et al., Mol Reprod Dev, 1997
2．Takahashi et al., Mol Reprod Dev, 2000
3．Takahashi et al., Mol Reprod Dev, 2003
4．Igarashi et al., Biol Reprod, 2005
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基調講演
１．多胎妊娠の持つ今日的問題点

東北大学　岡　村　州　博　

　多胎妊娠に関しては、臨床的、医療社会的、そして基礎的研究面で解明していかなけれ
ばならない問題が山積みである。そして、これは生殖医療に係わる我々に科された大きな
問題であり、産婦人科医が主体となって解決しなければならない。そこで、今後我々にか
せられた臨床的課題とそれに伴う研究への課題を、現状を鑑みながら概説する。

臨床的課題
1 ．ARTと多胎妊娠；単一排卵誘発、IVF-ETの移植数と時期、ICSI 等の操作による双
胎の増加

2．TTTSに関する問題点
　　（ア）early onset, late onset 発症予測　
　　（イ）Quintero 分類で良いのか？
　　（ウ）分娩のタイミング
　　（エ）Laser 治療のわが国での現況と将来
3．多胎妊娠と早産
4．多胎児のNICU占有

今後の研究への課題
1 ．MZ twin, MC twin の発生メカニズム
2．DZでMCになることがある。
3．TTTSの病態、「双胎間輸血症候群は本当に胎児間の輸血により生じるのか？」
4．Laser　ablation による循環動態の変化
5．IUGRと placental share
6 ．双胎一児死亡の際の生存児脳病変の発症機序
7．双胎妊娠は adult disease の発症要因となるか。
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基調講演
２．若年者浸潤子宮頸癌の標準治療と最新治療

北海道大学大学院医学研究科　　　　　　　　　
生殖内分泌・腫瘍学分野　櫻　木　範　明　

　若年女性の子宮頸癌が増加傾向にありQOLに配慮した治療がますます重要となってい
る。妊孕能温存のための子宮温存治療として円錐切除術、広汎子宮頸部切除術（radical 
trachelectomy）が行われている。治療にあたってはその時点での標準治療選択肢あるいは
研究的治療選択肢を提示し、患者の理解と納得に基づく同意を得て方針が決定される。
　上皮内がん（ 0期）の子宮温存治療には円錐切除術が選択される。腺上皮内がん（AIS）
に対しても円錐切除術は可能であるが skip lesion 存在の可能性については十分に認識して
おく必要がある。Ia1 期についても円錐切除術を選択できる。ただし上皮内がんとは異な
り、少ないながら脈管侵襲の可能性がある。コルポスコピー所見を正しく把握して行われ
た円錐切除摘出物標本で脈管侵襲、瀰漫性浸潤の有無を確認し、最終的治療方針を決定する。
微小浸潤腺癌についても同様の方針で臨むことが可能と考えられる。
　Ia2 期以上の頸癌の子宮温存治療は十分な経験のある施設において、研究的治療である
との認識の元に行われるべきであろう。Ia2 期については脈管侵襲とリンパ節転移リスク
が問題となる。円錐切除標本の詳細な病理学的検査ならびに子宮温存治療のリスク評価に
より、円錐切除術、円錐切除術+選択的リンパ節郭清、または radical trachelectomy +骨
盤リンパ節郭清を行って子宮を温存するか、あるいは温存を断念して根治的治療を行うか
を決定する。円錐切除範囲におさまる小さな Ib1 期でmargin が十分にあれば Ia2 期と同様
の治療方針が考慮される。当然ながらIa 期に比べ大きな円錐切除術が必要となると予想さ
れる。radical trachelectomy は明らかな浸潤癌が対象となるが、腫瘍の大きさは 2 cm未
満とするのが一般的である。
　頸癌の治療は病理組織学的検討と再発・死亡の臨床的アウトカムの検討により縮小化と
機能温存が進められてきた。頸癌の治癒と児の intact survival を両立させることが究極の
目標である。適切な子宮温存治療を行うためには病理医、周産期専門医、生殖医療専門医、
婦人科腫瘍専門医との緊密な連携が重要である。今後も一例一例の詳細な検討を行い、そ
の蓄積に基づいてより侵襲が少なく、効果的な治療をめざす臨床研究が遂行されることを
期待したい。
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基調講演
３．妊娠と悪性腫瘍

金沢大学医学系産婦人科学　井　上　正　樹　

　妊娠中に悪性腫瘍が発見されることは稀ではない。特に最近では結婚・妊娠が高齢化し
ているため、妊娠中の悪性腫瘍の取り扱いや悪性腫瘍の妊よう性温存治療は基本的な医療
の課題となっている。社会風俗の変化によりHPVの感染にもとつく子宮頸癌が20歳代30
歳代の女性に増加し癌発症率の 1位を占めている。高齢化に伴い子宮体癌や異型増殖症で
妊娠を希望する人も増えている。卵巣腺癌や卵巣胚細胞系腫瘍では保存的治療の個別化が
進みその安全性が確立されている。一方、新生児医療の進歩により妊娠期間の短縮も可能
となっている。婦人科臓器以外の癌でも将来の妊娠・分娩に備えることが患者のニーズと
して生じてきている。手術療法や化学療法の進歩により妊娠機能温存を配慮した治療が標
準的治療となってきた。さらに現在では生殖補助技術が進歩し、受精卵のみならず未受精
卵の凍結保存が可能となってきている。
　医療は全て患者のためにとの考えに基つき患者の選択が最重点であることは言うまでも
ない。治療効果と安全性に十分なインフォームドコンセントが求められる。そのためには、
妊娠と悪性腫瘍の取り扱いに関してエビデンスを確立し示す必要がある。一部には倫理的
な問題を誘発し女性にとって過度の心労となっている事も多い。今これらの課題を一同に
会して討論することは極めて有意義なことである。
　私は過去の経験を基に「症例から学ぶ」立場から診断・治療の基本の重要性を強調し話
題提供としたい。

クリニカルディベート
―産婦人科医療の進歩と専門分野間の連携―
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基調講演
４．閉経後女性のヘルスケアの重要性

山形大学医学部産科婦人科　倉　智　博　久　

　閉経後には更年期症状をはじめ、女性のQOLを損なう多くの病気や症状が見られます。
中でも、重要なのは「メタボリックシンドローム」と「骨粗鬆症」です。「メタボリックシ
ンドローム」の根本的な原因は内臓脂肪蓄積であると考えられています。内臓脂肪の増加は、
閉経、すなわち、エストロゲンの減少と関係し、閉経後には「メタボリックシンドローム」
である糖尿病、高血圧、脂質異常症が増加します。
　骨量は閉経によるエストロゲンの低下で急激に減少し、閉経後の骨粗鬆症の有病率は70
歳台で40%に及びます。最近、骨粗鬆症の診断では「低骨量」のみでなく、「骨質」も重視
されます。「骨質」は「骨折の家族歴」などのリスク因子を反映し、これを考慮して検査や
治療の必要性を判断するこが重要です。
　1990年代には、HRTは更年期症状に対してだけでなく、心血管系疾患の予防という観点
からも施行すべきであると考えられていました。この考え方を根底から覆したのが、2002
年に発表されたWHI でした。この発表以来、HRTについて、マスコミも巻き込んで「と
にかく有害無益」であるかのごとき論調となり、ややアレルギー的な反応もみられました。
しかし、WHI に対しての反論も出て、最近、HRTの再度の見直しが起きています。「HRT
は患者個々に適応を考えて、テーラーメードで施行すべき」であるというのが妥当な考え
方であると思われます。
　婦人科手術では、surgical menopause となることも多くあります。悪性腫瘍の術後患者
に対しても、「閉経後のトータルヘルスケア」は重要であると考えます。
　術後患者を含め、閉経後女性のヘルスケアにおいて、最も重要なことは「閉経は、骨粗
鬆症、メタボリックシンドロームや高 LDL血症をベースとする心血管系疾患の大きなリス
ク因子である」ということを念頭において、定期的な健診を励行してもらうことです。
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クリニカルディベート
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クリニカルディベート１
初期浸潤子宮頸癌に対する腟式広汎子宮頚部切除術
（VRT）の有用性と周産期管理における課題

札幌医科大学産科周産期科　　　　　　　　　　　　　
石岡　伸一、遠藤　俊明、江坂　嘉昭、長沢　邦彦、
清水亜由美、井上万梨絵、斉藤　　豪　　　　　　　

　婦人科癌の治療において、根治性を下げることなく手術侵襲をできる限り減らし機能温
存をはかることは、重要なことである。こうした観点から、広汎子宮頚部切除術（RT）は
妊孕性温存を希望する初期浸潤子宮頸癌患者にとって有用な治療法であると考える。当科
では2003年より、腟式によるRT（VRT）に腹腔鏡下骨盤リンパ節郭清術を併用した初期浸
潤子宮頸癌に対する治療を開始し、現在まで 2例の妊娠分娩成功例を経験し、両患者とも
現在まで再発を認めていない。
　現在我々は、Plante らの基準をもとにRTの適応を決定している。即ち、①患者の妊孕
性温存の強い希望、②病巣サイズ直径 2 cm以下、③脈管侵襲を伴わない Ia1～Ia2 期ない
し Ib1 期で扁平上皮癌または腺癌、④リンパ節転移陰性、画像診断上頚管上端まで病巣が
存在しないこと。こうした適応のある初期浸潤子宮頸癌の患者にとって、本術式は極めて
有用と考える。しかしながら、VRT後の重大な妊娠関連合併症のひとつとして重症の切迫
流早産及び引き続く pPROMの発症が挙げられる。我々の経験した 2症例ともそれぞれ妊
娠32週、24週で前期破水にて早産に至った。
　今回、我々はこれらVRT施行後の妊婦の妊娠経過を、同時期に子宮頸癌 0期の診断の
下施行した 5例のレーザー円錐切除後妊娠の経過と比較検討し、VRT後の妊娠関連合併症
を減らすための方策についても検討した。ＶRT、円錐切除症例ともに、妊娠経過に伴い徐々
に頚管長が短縮する傾向にあったが、明らかに円錐切除症例でVRT症例より頚管長が長
い傾向にあった。重症CAMはVRT施行の 1症例で認め、頚管短縮に伴う感染防御シス
テムの破綻が前期破水と早産に影響を及ぼすと考えられた。
　以上より、VRT後の妊娠管理においては、徹底した上行性感染の防止が早産克服に重要
と考えられ、手術広汎度を含む切除範囲の再検討、効果的な感染防御法の確立が必要と考
えた。
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クリニカルディベート１
Radical Trachelectomy と周産期予後【プロメテウスの箍】

青森県立中央病院　総合周産期母子医療センター　
　佐藤　秀平、（他）

　早期浸潤子宮頸癌に対する妊孕性温存手術として子宮頸部広汎切除術（Radical 
Trachelectomy RT）は、Dargent et al.（1993年）の報告以来、現在（2008年 7月）まで、約
900症例以上の文献的報告がされている。Stepherd JH et al （Clin. Oncol, 2008）のReviewで
は、腟式RT 790症例、腹式RT 116症例で、300症例以上の妊娠があり、うち195例が生産している。
詳しい早産率は不明の報告が多いが、多数の報告で25%近い早産率であり、うち臨床的に重大な
時期の早産は10%に及ぶ。癌再発率は、Overallで 4 %程度とされる。再発に関しては、妊孕性温
存手術の対象をIa2~Ib（1,2）に限る場合と、IIaまで含めるもの、また術式もPiver Class II 縮小基
靭帯処理が多く、リンパ節郭清法など様 な々違いがある。Case Control Studyとして、BeinerME 
et al （Gynecol Oncol 2008）の報告で各 9々0症例の腟式RTと広汎子宮全摘（RH）の5年再発
無病率との比較で、腟式RT 95%, RH 100%（p=0.17）で有意差なしとの報告があるにすぎない。
　本治療法の対象となる子宮頸癌は近年若年層で増加しており、治療後の妊娠での 4割近
い死産と 4分の 1の早産を考慮すると、周産期領域ではTTTSに匹敵あるいはそれ以上の
インパクトがある。本術式で早産が増加するという事は、想像に難くはないが、その受け
皿が十分になければならないであろうし、また種々の検討をしなければならない。また、
reproductive risk だけではなく、recurrence という risk の点でも、妊娠中の影響を検討し
なければならない。
　中期流産～早産という点で単に頸管無力症と同じ観点では治療は不完全であろう。本術
式で早産が増加する原因として考察すべき点としては、①子宮頸部の短縮や輪状筋機能障
害、②子宮頸管腺組織の障害、③基靭帯の切除に伴う子宮下垂の影響、④子宮体部縮小の
影響や子宮内膜炎の影響、⑤ neo-cervix の機能、⑥子宮血流の変化、⑦骨盤神経叢障害と
尿路系感染、⑧リンパ節郭清後の妊娠に対する影響、⑨精神心理的影響などが考えられる。
　特に臨床的に重大な早産は、これらに炎症や感染のリスクを伴うためと思われ、治療と
しての tocolysis や安静では十分な効果が期待できない。
　悪性腫瘍の治療と妊孕性の温存という、担がん患者の命と再生産される児の命の 2つの
生命に対してのRisk×Risk を、どうやって乗り越えるのか、プロメテウスの箍を外す知恵
が必要であろう。
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クリニカルディベート
―産婦人科医療の進歩と専門分野間の連携―

クリニカルディベート２
多胎妊娠予防を目的としたsingle embryo transferの適応と限界

―世界における日本の多胎妊娠防止への取り組み―

旭川医科大学　産婦人科　堀　川　道　晴　

　平成20年 4 月12日、日本産科婦人科学会は総会にて多胎妊娠に対する見解を改定した。
生殖補助医療の胚移植において、移植する胚は原則として単一とし、35歳以上の女性、ま
たは 2回以上続けて妊娠不成立であった女性などについては、2胚移植を許容する。といっ
た内容であり、単一胚移植の原則ガイドラインという非常に先進的な内容となった。いま
や出生児数におけるART児数の割合は非常に高く、日本では約1.7%となっているがヨー
ロッパでは軒並み高く、デンマークでは4.2%に達する。胚移植数と多胎妊娠率の関係は非
常に明白であるがゆえに1990年代より各国で胚移植数の制限に取り組んできた。スウェー
デンでは各国で制限無く胚移植していた1994年よりDETを開始し1999年度より SETを導
入したことにより、2004年の時点では複数個移植の割合は 3分の 1にしかならない。ベル
ギーでは双胎妊娠の減少を目標として2003年に 6回までのART費の支給を条件に SETを
導入し双胎妊娠率を10.2％まで減少させた。日本においても1996年に日本産科婦人科学会
より胚移植時の移植数の 3個以内とするという会告により 4胎児の減少に貢献した。2005
年度の報告では SETのガイドラインが無かったにもかかわらず単胎妊娠率は84%であり、
ESUREの2004年度報告では SET先進国であるスウェーデン94.3％、ベルギー89.6％、フィ
ンランド86.7％に次ぐものであった。しかしながら日本はかろうじて助成金制度があり 1
回につき10万までの助成金の支給があるが、SET先進国では条件が整えばARTの経費を
100%公的資金から支給されているのである。今回のガイドラインの改訂により更なる多胎
妊娠防止に貢献するものと考えられるが、患者の SETに対する理解のための教育、良好胚
の選別方法の標準化などまだまだ課題は残っている。また SETにより高い安全性を確保す
ることは社会的、経済的な正義であることは明解であり、その理想のためには行政のさら
なる支持も必要であると考えられる。
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クリニカルディベート
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クリニカルディベート２
多胎妊娠予防を目的としたsingle embryo transferの適応と限界

福井大学　折　坂　　　誠　

　近年の超少子化時代において、不妊治療、特に生殖補助医療（ART）に寄せられる期待
は大きい。しかしながら、「ARTの普及と進歩が（医原性）多胎妊娠を増加させ、地域の
周産期・新生児医療体制を疲弊させている」といった、負の側面もクローズアップされて
いる。本講演では、①福井県における多胎妊娠予防の取り組みが、地域の周産期・新生児
医療へ及ぼした影響を提示しながら、「なぜ single embryo transfer なのか？」を考察し
たい。さらに、②日本産科婦人科学会や日本生殖医学会が推奨する「多胎妊娠防止のため
の移植胚数ガイドライン」について、その背景となったエビデンスを概説するとともに、
single embryo transfer に関する現時点での問題点や今後の課題についても検討する予定
である。
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クリニカルディベート
―産婦人科医療の進歩と専門分野間の連携―

クリニカルディベート３
妊娠中の子宮頸部腫瘍の初期病変は経過観察で

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

【目的】妊娠中の子宮頸部細胞診異常の精検例について、浸潤癌が否定的であれば経過観
察としてきたが、術前診断の精度からその妥当性を明らかにすること。【方法】①妊娠中
に子宮頸部細胞診異常が指摘され、当院でコルポ診・組織診をした46例を対象とした。治
療方針は、Ia1 期以上の浸潤癌が否定的では経過観察し、分娩終了後に再検査とした。②
当科で2001年から治療した子宮頸部上皮内癌318例、Ia1 期101例の組織診断の精度を検討
した。細胞診分類は、日母分類で行なわれた。【成績】①46例の妊娠時の年齢は平均29.5
歳、診断時の平均妊娠週数は10.7週であった。初回細胞診のクラス分類がⅢa 26例で上皮内
癌6例、高度異形成 3例、クラスⅢb 11例で上皮内癌 5例、高度異形成 4例、クラスⅢ 4
例で上皮内癌 1例、クラスⅣ 4例で上皮内癌 3例、Ia1 期 1 例、クラスⅤ 1例で Ia1 期が診
断された。妊娠中の円錐切除は Ia1 期の 1例で、妊娠13週で最高病変を coin 状円錐切除し
頸管縫縮術はせず妊娠38週で経腟分娩した。切除断端病変が陽性で出産後に再度円錐切除
し上皮内癌・切断端陰性を確認した。妊娠終了後の円錐切除は15例で、流産後の Ia1 期 1
例、満期産後の上皮内癌12例、高度異形成 2例であった。円錐切除なしの30例は、病変の
消失が13例（上皮内癌 3例、高度異形成 1例、中等度異形成 2例、軽度異形成 7例）であっ
た。診断のみの13例は、上皮内癌 1例（他施設で円錐切除）、高度異形成 1例、中等度異形
成 4例、軽度異形成 1例、異常なし 6例であった。②術前組織診断の精度は、上皮内癌は
78.6%、Ia1 期67.3%であった。Ib1 期となったのは 1例で、術前上皮内癌で円錐切除の結果
は深さ 3 mmの微小浸潤癌が長さ 9 mmで、経過観察中である。【結論】妊娠中の細胞診異
常例では、コルポ診下の組織診で上皮内癌以下では経過観察、Ia1 期でも最高病変を円錐
切除診断で確認すれば、出産後の病変の消長を確認しての対応が可能である。
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クリニカルディベート
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クリニカルディベート３
妊娠中の子宮頸部初期病変に対する円錐切除術の問題点

弘前大学産科婦人科学教室　二　神　真　行　

　妊娠中の円錐切除術は、子宮頸癌及び産婦人科診療ガイドライン産科編2008にあるよ
うに、微小浸潤癌以上の場合は円錐切除がすすめられている。また細胞診と組織診で
discrepancy のある場合や上皮内腺癌の場合も同様である。
　しかし妊娠中の術前診断が正確かという問題が存在する。妊娠時は綿棒で細胞診をとる
ことが多く、コルポスコピーも出血のため見えにくいことを経験する。Econosmos らは、
妊娠時の円錐切除の術前後診断を検討し、コルポスコピー下の組織診が underdiagnosis に
なるため、CIS 以上の病変には円錐切除を行うべきとしている。
　妊娠中に円錐切除術を行う問題としては、出血、流早産、低出生体重児の増加があげら
れる。本邦においては、出血が250 ml 以上となった症例はほとんどなく、いずれも少量の
出血である。また検索し得た 5施設の成績をまとめたところ、流産は134例中 1例（0.7%）
のみであった。早産は帝切根治例、流産例など 7例を除いた127例中13例（10.2%）であった。
30週以前の早産はほとんどなかった。
　子宮頸管縫縮術を同時に施行すべきかについては、有用であるとするDunn らの報告も
あるが、Fambrini は縫縮を行わないで良好な成績をあげている。画一的に縫縮を行う理由
はないと考えられる。
　西尾らはCIS では再発率は非妊時とかわらないが、微小浸潤癌では高いことを報告して
いる。そのため微小浸潤癌の場合は妊娠中および産褥の厳重なフォローアップが必要であ
る。
　腺系の病変に関しても上皮内腺癌では妊娠中の円錐切除がすすめられている。Yahata ら
は 4例の腺癌ⅠA1期で円錐切除を行い良好な成績をあげており、ⅠA1期までは妊娠中の
円錐切除術は行うことが可能であるかもしれない。しかし症例数が少なく、腺系病変の診
断が難しいことを考えると、まだ議論の余地のあるところである。
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クリニカルディベート
―産婦人科医療の進歩と専門分野間の連携―

クリニカルディベート４
婦人科癌術後のHRT　―HRT推奨の立場から―

　　新潟市民病院産婦人科　倉　林　　　工　

　閉経前（特に20～30代）の婦人科癌治療による卵巣摘出が原因で、更年期障害、骨粗鬆
症、脂質代謝異常、虚血性心疾患、外性器や皮膚の萎縮などが早期に発症する可能性がある。
癌治療後には、癌再発・転移の早期診断や癌治療に伴う副作用のフォロー（短期目的）の
みでなく、その女性の生涯にわたるQOLを考慮した管理（長期目的）も重要である。そ
のために、卵巣摘出後の若年女性に対するHRTを積極的に推奨したい。
　婦人科癌術後女性にHRTを行う場合に、婦人科医が最も懸念するのはHRTで癌再発の
リスクが高まるか否かである。文献的には,子宮内膜癌 I,II 期術後女性へのHRTにより再
発率を増加させず（Creasman WT.1986, Lee RB.1990, Chapman J.1996, Suriano KA.2001, 
Ayhan A.2006, Barakat RR.2006, BMcDonnell BA.2006）、卵巣癌治療後のHRTでも再発
率に差がない（Eeles RA.1991, Guidozzi F.1999, Ursic-Vrscaj M.2001）。また、子宮頸癌術
後のHRTは再発率を高めないが（Ploch E.1987）、閉経後女性のHRTでは扁平上皮癌の
リスクが不変だが腺癌で上昇する可能性もある（Lacey JV.2000）。閉経後女性のHRTの
癌発生率の報告に比べ、若年女性の癌治療後のHRTに関する報告は限られている。 
　今年秋頃に発行予定の「HRTガイドライン」では、婦人科癌術後のHRTについて、現
在の乳癌とその既往、現在の子宮内膜癌、低悪性度子宮内膜間質肉腫は絶対禁忌、子宮内
膜癌の既往、卵巣癌の既往は相対禁忌である。本ガイドラインでは、子宮内膜癌Ⅰ期や卵
巣癌の治療後のHRTでは再発率を高めないが、HRTを慎重に行うべきとしている。
　実際の臨床では、（i）子宮内膜癌 Ia,b 期、子宮頸癌、卵巣癌術後の若年女性の原則全例に
対し、（ii）HRTにより再発率を高める報告がないことを含めてHRTのリスクとベネフィッ
トを説明し同意を得た上で、（iii）卵巣摘出後速やかにHRTを開始し、（iv）癌再発・転移に
ついてより慎重にフォローすることが望ましい。
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クリニカルディベート
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クリニカルディベート４
婦人科癌術後のHRT

岩手医科大学産婦人科　吉　崎　　　陽　

　近年、婦人科悪性腫瘍の年齢構成が変化し、子宮頚癌と子宮内膜癌の罹患者に若年者・
性成熟期の女性が多く含まれるようになった。
　婦人科悪性腫瘍の根治手術には両側付属器摘出術が含まれ、根治を目指す場合には必然
的に「治療による閉経」となる。

　　「卵巣の温存は可能か。」
　子宮に原発した腫瘍の場合には卵巣の温存が可能であるか。子宮頚癌（FIGO stage Ib1
あるいは Ia2 から IIa）で、扁平上皮癌である場合には卵巣転移の確率が 1％未満であるの
で温存が可能であるとの報告がある（Shimada M, 2006, Landoni F, 2007）。子宮頚癌の場合、
腺癌であれば卵巣転移の確率が約6.5倍であり（Shimada M, 2006）、卵巣の温存は不可能で
ある。子宮内膜癌の卵巣転移率はFIGO stage I で 5 ％（Takeshima N, 1998）あり温存は
困難である。卵巣癌の付属器温存については Ia 期症例についてのコンセンサスは得られて
いる。

　　「HRTは腫瘍の増殖・再発にどのように影響するか。」
　HRTは卵巣欠落症状を軽減あるいは寛解する最も有効な方法である。HRTは若年
者、性成熟期女性の卵巣摘出例には行われるべき治療である。子宮内膜癌術後に対する
HRTは予後に影響を与えないとする報告が多く（DiSaia PJ, 2002、Creasman WT, 2005、
McDonnell BA, 2006）、卵巣癌術後のHRTについても同様である（Biglia N, 2006）。子宮
頚癌については扁平上皮癌ではHRTの影響はないと判断されるが、腺癌ではプロゲステ
ロンの拮抗のない状態でのエストロゲン曝露（unopposed estrogen）場合にはリスクのオッ
ズ比が2.0になった（Lacey JV Jr, 2000）。
　腫瘍の卵巣転移を手術中に正確に診断することはできない。腫瘍の卵巣への転移率と卵
巣再発率の解明と、HRTによる再発あるいは新規発生の頻度を厳密に明らかにすることが
重要である。
　私は基本的に、患者のQOLを向上できるならば積極的にHRTを行うべきであると考え
る。



スポンサードシンポジウム
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スポンサードシンポジウム

１．周産期医療の新たな潮流
１）PIH の新しい管理指針

岡山中央病院産婦人科　　　　　　　　　　　　　
日本妊娠高血圧学会副会長　江　口　勝　人　

　従来からわが国で長く使用されてきた妊娠中毒症（toxemia of pregnancy）は、2005年
4 月から「妊娠高血圧症候群（hypertension in pregnancy; PIH）」と用語の名称が改変さ
れると同時に、分類・診断基準も変更されたことは周知の通りである。今回の改訂に際し
てのコンセプトは、本症における基本病態は高血圧であるとした。従って、浮腫のみ、蛋
白尿のみは診断から除外したこと、最終診断は分娩後12週（従来は分娩後 6週）で行うこ
と、などが主な特徴である。これで諸外国に通用する普遍的なものになったと考えている。
日本産科婦人科学会の依頼を受けて原案を作成した日本妊娠高血圧学会では、改定された
妊娠高血圧症候群が臨床の場でトラブルなく、速やかに普及することを願っている。
　妊娠高血圧症候群はハイリスク妊娠、ハイリスク分娩の代表であり、周産期に母児の異
常が起こる頻度が高く、医療訴訟の事例となることも多い。こうような状況に鑑み、現在
日本妊娠高血圧学会では「妊娠高血圧症候群取り扱いのガイドライン」を作成中である。
ガイドラインは病因・病態、診断、血圧・蛋白尿の測定法、母児予後並びに妊娠蛋白尿と
浮腫を診断から除外した背景、疫学・リスク因子、予知・予防、PIH早期発見のための妊
婦管理、母体の臓器機能評価、胎児の発育状態とwell-beingの評価、子癇の診断と管理、
食事療法と volume manipulation、高血圧薬物療法の実際と功罪、蛋白尿と腎機能の管理、
高血圧症合併妊娠の管理、関連疾患（HELLP 症候群、早剥、心不全など）の診断と管理、
分娩のタイミングと様式並びにターミネーションの条件、分娩時の管理と麻酔、分娩直後
の管理、産褥記の管理などから成り、その内容は膨大なものである。この中から今回は、
コンセンサスの得られている「降圧剤投与の実際とその功罪」について講演する。
①降圧剤投与の適応基準とその目的
②降圧剤の選択、投与量と方法
③降圧レベルの目標と限界
④降圧剤の母児への効果と副作用
⑤適応外処方の問題
⑥硫酸マグネシウム剤投与の適応とその方法
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スポンサードシンポジウム

１．周産期医療の新たな潮流
２）心疾患の胎児診断、これから進む道

神奈川県立こども医療センター新生児科　川　滝　元　良　

　胎児診断の登場により重症心疾患の医療は大きく変貌を遂げた。胎児診断以前、出生を
出発点としていた小児医療が、胎児診断の出現により胎児期にまでさかのぼるようになっ
た。結果として、病態や形成過程が正確に詳しく理解されるようになった。また、生命予
後改善や後遺症軽減の期待は非常に大きい。しかしながら、胎児診断の診療体制はまだ十
分に確立されていない。胎児スクリーニング、精査、家族のサポートどれをとっても未解
決の問題が山積している。また、地域による差も非常に大きい。今後胎児診断がどのよう
に進むべきかについて考察する。

１．スクリーニングの現状・課題
　どのくらいの重症心疾患が胎児診断されているのであろうか？県内の重症心疾患症例の
半数以上を当院が治療している当院の統計（hospital based study）は population based 
study とみなせる。重症心疾患の胎児診断率は1990年代はわずか10%程度であった。しかし、
21世紀に入ると25%を越え、最近 4年間では30～40%となり、欧米諸国のデータとほぼ肩
を並べている。
　スクリーニングされる症例数の年次推移も、1990年代は心臓の形態からスクリーニング
される症例は極めて少数であったが2000年以後四腔断面の異常で紹介される症例が増加し
た。最近数年間は流出路の異常で紹介される症例が増加し、昨年は両者ほぼ同数であった。
疾患別に胎児診断率をみると、2000年以前は左心低形成症候群や無脾症などの単心室疾患
でも胎児診断されることはまれであった。2000年以後, 単心室疾患の胎児診断症例が急激に
上昇した。最近では70％を超えている。ファロー四徴症（TOF）や完全大血管転移（TGA）
などの四腔断面に所見の乏しい二心室疾患は数年前まではほとんど胎児されていなかった
が、最近胎児診断症例が増加している。
　胎児診断の産科領域への普及により、胎児診断症例数の増加のみならず、胎児診断され
ないで出生した重症心疾患症例も出生後早期に診断され搬送されるようになった。体血流
を動脈管に依存する心疾患で ductal shocck に陥ってから入院する症例が2000年以後激減
した。
　しかしながら、現在でも重症心疾患の半数以上が胎児診断されていない。重症心疾患の
予後改善のために、胎児診断率のいっそうの向上が望まれる。
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　スクリーニングの目的から考えると、重症心疾患を見逃さないことすなわち、偽陰性率
を下げることが最も大切な課題であり、そのためには陽性と判断された集団の中に正常例
が含まれること（偽陽性）はある程度やむを得ない。軽症例を含む境界領域の症例を躊躇
することなく三次周産期施設に紹介することが大切である。
　産科医の不足が大きな社会問題となっている昨今、胎児スクリーニングが普及すれば、
産科医の労力は今より大きくなることは避けられない。産科医の労力を減らしながら胎児
スクリーニングを普及する方策の一つが、超音波技師の産科領域への導入である。成人内
科領域の超音波検査で力を発揮している超音波技師を胎児スクリーニングに導入すれば大
きな力となる。地域によってはすでに超音波技師が胎児スクリーニングを行っている施設
もあるがまだまだ少数である。
　胎児スクリーニング率向上のためには胎児心臓に詳しい循環器科医が産科医の相談に乗
る体制作りも必要である。インターネットを利用した遠隔診断の実用化はこの面で将来期
待される分野であるが現時点では確立されていない。

２．精査の課題・対策
　スクリーニング率を向上させれば必然的にレベル 1からレベル 2へ紹介される症例が増
加する。その場合受け皿である三次周産期施設の受け入れ能力が問題となる。三次周産期
施設の産科はハイリスク妊娠、切迫早産の管理等で手いっぱいの状況であり、胎児異常の
紹介症例が増加した場合、対応は難しいと予想される。
　対策の一つとして、同じ施設の小児科医の協力があげられる。当院では開設時から産科
医と小児科医（新生児科医）が精査を協力して行ってきた。イギリスにおいても総合病院
の産科スタッフには胎児心エコーのスペシャリストである小児科医が加わっている。各施
設の実情に合った形で協力体制を作ることが大切である。
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スポンサードシンポジウム

１．周産期医療の新たな潮流
３）早産に関する最近の話題

厚生連高岡病院産婦人科　酒　井　正　利　

　早産児、特に1,000 g 未満の超早産児は脳質周囲白質軟化症（PVL）、脳性麻痺、慢性肺
疾患を発症し予後不良となるばかりでなく、NICUを長期にわたり占拠するため母体搬送・
新生児搬送の面でも社会的影響は大きい。このことから早産予防対策は周産期領域の中で
も極めて重要な問題である。
　疫学から見た早産のリスク因子としては、多胎、過去の早産既往、喫煙、極度のやせ、
細菌性膣症などがあるが、わが国でも体外受精による移植胚数の制限など、現在さまざま
な対策が講じられている。
　妊娠中期のスクリーニング検査として、膣内細菌培養、子宮頚管長の測定が行われ、細
菌性膣症に対する抗生物質投与、頚管長短縮例への頚管縫縮術が施されているが、早産予防、
あるいは新生児予後改善という点で有用であるという明らかなエビデンスは現在のところ
認められていない。
　今後の早産予防法としては、細菌性膣症、頚管長短縮症例の中からさらに頚管炎をとも
なう症例、早産既往を有する症例などのハイリスク症例を抽出した上で治療を行うべきで
あろう。また、膣内細菌培養などの早産スクリーニングは妊娠中期からではなく妊娠初期
から施行し、できるだけ早期から治療することが必要となってきているのかもしれない。
今回、早産管理における現時点でのエビデンスとともに、今後の問題点につき述べたい。
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スポンサードシンポジウム

２．婦人科癌に対する最新治療
１）分子標的療法

埼玉医科大学国際医療センター　　　
包括的がんセンター　　　　　　　　
婦人科腫瘍科　藤　原　恵　一　

　発癌は正常細胞の増殖メカニズムの異常によっておこる、①異常増殖、あるいは②アポ
トーシス機能の破綻と定義できる。したがって癌抑制のためには異常増殖を阻害する、ま
たはアポトーシスを促すことが必要となる。これまでの殺細胞効果をねらった抗癌剤は増
殖している細胞の分裂過程のどこかの段階で分裂を抑制することを目的としている。その
結果、癌細胞のみならず分裂能の盛んな骨髄細胞など正常細胞にも影響を及ぼし、「副作用」
という形で患者を苦しめてきた。

　これに対して、いわゆる分子標的療法は癌細胞特有の増殖信号伝達系の一部や増殖に不
可欠な血管新生機序をターゲットとしてその癌細胞の増殖を抑制しようとするものである。
したがって、薬剤の癌細胞に対する選択性が高いことから正常細胞への副作用が少ない事
が期待される。このような分子標的薬剤の開発を可能にしたのは、信号伝達系の解析とと
もに、ゲノム配列、遺伝子発現解析、蛋白質発現解析などの分子生物学の急速な発達によ
るものである。

　現在、癌の標的となる標的は二つに分類される。一つは細胞内信号伝達に関わるレセプ
ターや様々な酵素などである。これらには、ErbB, insulin growth factor, c-kit などの増殖
因子に対するレセプター、Ras, Raf などの遺伝子, MAPK, PI3K などの酵素Akt pathway
等があげられる。もう一つは癌細胞と宿主の相互作用に関わるサイトカインなどである。
血管新生、細胞接着に関わる増殖因子はこれに分類される。

　分子標的薬開発当初はこれらのターゲットの一つを阻害する薬剤が開発されていたが、
信号伝達経路は複雑であり、ターゲットとなる信号伝達経路をバイパスするルートが明ら
かとなってきた。そのため、最近では複数の経路を標的にした薬剤が開発されるようになっ
た。また、副作用が少ないことが期待されて開発された薬剤ではあるが、これまでの抗癌
剤とは異なった毒性が発現することもわかり、決して「夢の抗癌薬」ではないことが明ら
かとなってきた。さらに、分子標的薬のみによる有効性は限られているが、従来の抗癌剤
との併用で予後改善に貢献することも明らかとなってきた。
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　残念ながら、婦人科がん領域では分子標的療法剤の適応が遅れている。その大きな理由
は、適応されている癌腫と比べるとマーケットが小さく製薬メーカーにとっての優先順位
が低いこと、比較的有効な抗癌剤が存在していること、さらには有効な分子標的薬が少な
いこと、などが挙げられる。現在最も期待されているのは、Vascular Endothelial Growth 
Factor （VEGF）に対するモノクローナル抗体であるBevacizumab である。本剤は米国、
ヨーロッパで第Ⅲ相比較試験が進行中であるが、我が国では企業治験は計画されていない。
そのためGOG Japan に参加している施設において医師主導治験としてGOG218 試験に参
加することになり、医師、コーディネーターがドラッグラグの解消に取り組んでいる。
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スポンサードシンポジウム

２．婦人科癌に対する最新治療
２）HPVワクチンの将来展望

東京大学医学部産科婦人科　川　名　　　敬　

　子宮頸癌のほとんどがヒトパピローマウイルス（HPV）感染によるウイルス発がんであ
ることは明白である。そこでHPVウイルス感染を予防することができれば子宮頸癌を撲
滅させることができるのではないか、と期待されている。2000年ぐらいから海外で始まっ
たHPV予防ワクチンの臨床試験の結果が数年前に公表され、一定の感染予防効果を認め
られたことから、海外の多くの国で製剤として既に承認されている。これらのワクチンは
初感染を予防するための「予防ワクチン」であって、その絶対的な対象者は未感染者と断
定できる性交未経験者（10才ぐらい）となる。一方、20才前後のHPVに曝されている可
能性が否定できない世代に対してキャッチアップ接種を行うことも検討されている。キャッ
チアップ接種とは、小児期の予防接種未施行者や不完全接種者に対して青年期になってか
ら、感染の有無を無視して「追いつき接種」を行う方法である。このキャッチアップ接種
を海外で行った大規模臨床試験の結果がこの 1年間でようやく出始めてきた。実は、キャッ
チアップ接種こそが、わが国にとって最も現実的なHPVワクチンの導入方法であり、そ
の意味でとても重要なデータと言える。
　一方、HPV既感染である子宮頸部上皮内病変を有する有病者に対する「治療ワクチン」
の開発も進んでいる。実際に医療機関に受診する患者にとって有用なのは治療ワクチンで
ある。CIN2-3 以上の病変では、HPVのウイルス癌蛋白質（E6, E7）を持続発現している
ことから、このウイルス蛋白質を標的にした細胞性免疫をワクチンによって誘導して病変
の消失をはかるというものである。海外では多くの治療ワクチンの臨床試験が行われたが
未だに明らかな臨床的有効性を示したものはなく、承認された製剤も存在しない。
　現行のHPV予防ワクチンは、カバーしているHPV型が限られていること、高価である
こと、追跡期間がまだ 5-6 年であること、と完成されているとは言い難い。しかし、WHO
を中心とする世界の流れはこのワクチンの導入に大きく傾いており、わが国でどのように
利用していくのか？本発表ではキャッチアップ接種のデータを基にこの点について議論し
たい。また本発表では将来展望の 1つとして、我々が現在開発中の 2つの新規HPVワク
チン（全タイプ型予防ワクチンと乳酸菌を利用した治療ワクチン）についても触れてみたい。
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スポンサードシンポジウム

２．婦人科癌に対する最新治療
３）進行卵巣癌に対する進行期決定と可及的摘出術に

関する新たな外科的戦略

東京医科大学産科婦人科学講座　寺　内　文　敏　

目的：
　卵巣癌手術療法の目的は、正確な進行期を決定する staging　laparotomy と可能な限り
病巣を摘出する cytoreductive surgery の 2 点に集約される。
　依然として不良な進行例の長期予後を改善させるための方策を検討することを目的とし
た。

方法：
① staging　laparotomy に関して
　正確な進行期診断は治療方針決定に際し大変重要な要素である。
　Prospective study として、横隔膜播種病変を認めるⅢc期卵巣癌に対する経横隔膜的胸
腔鏡による胸腔内の検索および胸膜生検と胸腔内洗浄細胞診の意義を検討した。また、横
隔膜播種病変を 4グレードに分類し、胸腔内病変との関係を検討した。
② cytoreductive surgery に関して
　進行卵巣癌に対する aggressive surgery によるOptimal Primary Cytoreductive Surgery
（OPCS）が上皮性卵巣癌 IIIc 期例に及ぼす影響を多角的に検討し、今後の問題点を検討
した。上皮性卵巣癌 stage IIIc 68例を対象とした。転移臓器の完全摘出による optimal 
surgery を maximum eff ort に目指し、その達成率と予後を検討した。さらにOPCS 群を
残存腫瘍なし（complete）群と 1 cm未満（optimal）群の 2群に分け、検討を行った。また、
OPCS 達成例中の予後不良例を検討し、その因子を単および多変量解析にて検討した。また、
転移臓器の摘出は予後改善に貢献しているのか否かをOPCS 群のうち complete 群に限定
して転移・摘出の有無により群分けをし単変量による解析を行った。

結果と考察：
① staging　laparotomy に関して
　12例が登録され、全体で 8例（66.7%）がⅣ期相当に up-stage された。Grade3 以上の横
隔膜播種を認めるⅢc期卵巣癌は術前に癌性胸水を認めなくても、臨床的にはⅣ期相当ま
で進行している可能性が示唆され、本術式は進行卵巣癌のmanagement に有用であると考
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えられた。
② cytoreductive surgeryに関して
　OPCS 達成率は86.8%（59/68例）であった。Overall 5 years survival（5y-OS）は、OPCS
群71.2%、Not-optimal 群12.5%であり、有意にOPCS 群が良好であった（p＜0.0001）。特に
Serous type では、5y-OS 79.9%、Median survival time 92.8 months と良好な結果であった。
また、complete 群と optimal 群では、有意に complete 群の予後がさらに良好であった。
　OPCS グループにて予後不良例の検討を行うと、clear cell type およびmucinous type 
グループと術後化学療法開始が 4週以上遅延したグループであった。遅延グループにおい
て多変量解析を行うと、結腸の 3カ所以上切除を要した症例が有意に遅延の因子として認
められた。OPCS 達成に際しそのような症例に対しては、術後化学療法の開始時期が遅延
しないような周術期管理も含めた方策の検討が必要であると考えられた。摘出術の妥当性
に関する検討では、結果として「脾臓摘出群」の PFS のみが生存率に有意差を認めたが、
OSにおいては、いずれも有意差は認めず、摘出の妥当性が認められた。
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スポンサードシンポジウム

３．HRTガイドラインのポイント
１）HRTのメリット・デメリット

弘前大学　樋　口　　　毅　

　ホルモン補充療法（Hormone Replacement Therapy, HRT）はエストロゲン欠乏に伴う
更年期障害を緩和し、女性のQOLを改善する治療法として考案された。更年期障害の改
善のみならず、ある種の癌による死亡率や心血管系疾患の罹患率をも低下させるという大
規模疫学研究のエビデンス等を背景にHRTは20世紀後半にいたるまで閉経後女性のヘル
スケアのための治療法として広く認知されてきた。このHRTを取り巻く環境を一変させ
たのが2002年のWomen’s Health Initiative （WHI）の中間報告であった。HRTのデメリッ
トをクローズアップするあまり、本来ならHRTが必要とされる症例に対しても使用を躊
躇せざるを得ない状況をもたらした。しかし、その後のWHI 研究のサブ解析や再解析等
のデータが揃うにつれHRTは評価されなおし、2007年 4 月の国際閉経学会をはじめWHI
の属するNIHまでも「年齢を考慮したHRTは安全で、かつベネフィットが期待できる治
療である」との声明を相次いで発表している。時を同じくして本ガイドラインの作成が着
手された。
　日本産科婦人科学会生殖内分泌員会に「本邦における閉経後女性のHRTに関するガイ
ドライン設定のための小委員会」が設置され、日本更年期医学会と連携してガイドライン
作成が進められてきた。本ガイドラインは主にエストロゲンの持つ多様な生理活性に対す
る、現時点のエビデンスを整理したものである。HRTを行う際にこれらのエビデンスの集
積を医師が理解し、情報として患者に伝えることでより安全に、かつ安心に治療を行うた
めの指針となることを目的としている。その内容は、代表的な効果や作用、および有害事
象の項目ごとにエビデンスを列挙し、簡潔な解説を加え、また、HRTを避けるべき症例や
投与法、治療中の管理方法等を表やアルゴリズムを利用し理解を図っている。
　本発表ではHRTのメリット、デメリットについて「漠然と効く、全体として悪い」と
いう認識から「この症状には効果が期待できる、こうすれば有害事象のリスクが低くなる」
という発想ができるように解説して行きたい。
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スポンサードシンポジウム

３．HRTガイドラインのポイント
２）HRTの管理およびアルゴリズム

新潟市民病院産婦人科　倉　林　　　工　

　HRTの効果を十分引き出しリスクを極力抑えるために、『HRTガイドライン』において
強調した日常臨床におけるHRT管理のポイントについて解説する。

１．薬剤の選択と特徴・投与法・投与量
　薬剤の選択にあたっては、薬剤の特徴を充分理解した上で、年齢やHRTの目的を考慮
して投与薬剤、投与量、投与方法を決める。HRTのリスクを減らすためには、（i）結合型
エストロゲン（CEE）を半量か隔日投与にする、（ii）経皮エストロゲンは経口エストロゲ
ンに比べ脂質代謝や血管炎症マーカーに対する悪影響が少ない、等を考慮する。子宮内膜
癌のリスクを減らすために、子宮のない女性や局所療法を除き、黄体ホルモンは 4週間あ
たり10日以上の投与が必要である。

２．HRT投与前・中・後の管理法
（1）HRT投与前には、血圧・身長・体重の測定、血算・生化学検査、婦人科癌検診、乳房

検査が必須である。
（2）HRT投与中には、症状の問診を毎回行い、投与前検査を年 1－ 2回繰り返す。
（3）HRT投与中止後 5年までは 1～ 2年毎の婦人科癌検診と乳癌検診を推奨する。

３．治療決定まで、および治療開始時のアルゴリズム
　HRT施行の際には、治療目的か、疾患の予防等ヘルスケア目的かを認識する必要がある。
治療決定までのアルゴリズムは、まずエストロゲン欠落症状の有無、およびHRT希望の
有無により分れる。投与期間は目的により異なり、HRTの効果とリスクを個別的に評価し
て継続の可否を判断するべきである。特に、 5年以上の投与を必要とする場合には乳癌の
リスクの高まることについての再説明を行ない、症例毎に同意を再取得することが必要で
ある。
　2007年の国際閉経学会の見解では、HRT開始の決定、継続の決断は、よく情報を与えら
れた患者と主治医の思慮深い自由裁量の下に、個別に判断して行われることを推奨してい
る。この際に主治医と患者の関係を良好にサポートすることが、『HRTガイドライン』の
重要な意義である。



一　般　演　題
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１．当科で経験した前置胎盤、および低置胎盤の検討
　　旭川厚生病院
　　○小野　方正、吉田　俊明、石川　聡司、古田　　祐、岡元　一平、玉手　健一、
　　　飛世　義則

【目的】前置胎盤は時に大量出血をきたし母体生命に危険が及ぶこともある。また、低置胎盤
についても出血により分娩中に帝王切開になる割合が多いと報告されている。いずれの胎盤位
置異常も代表的な産科出血の原因であり、当科では基本的に帝王切開を適応している。今回当
科における前置胎盤・低置胎盤症例の現状を報告する。【方法】2004年 1 月から2008年 6 月ま
でに当科で帝王切開で分娩となった前置胎盤19症例、低置胎盤 8症例を対象として、胎盤位置
異常を最初に診断した時期、分娩週数、緊急帝王切開および母体搬送の割合、自己血貯血の
有無、児の合併症などについて後方視的に検討した。【成績】帝王切開時の妊婦の胎盤位置異
常を最初に診断した週数の平均は25週 6 日、分娩週数の平均は35週 4 日、術中出血量は1294.8
±667.2 ml であった。他院からの紹介が20症例（母体搬送 8例を含む）であった。予定帝王切
開が15症例で、緊急帝王切開は12症例で行われた。緊急帝王切開の原因として出血が 9症例
（33.3％）、破水が 2症例（7.4％）であり、新生児仮死（ 3症例、11.1％）、脳室内出血（ 1症例、
3.7％）、肺出血（ 1症例、3.7％）など新生児の合併症を認めた。母体搬送 9症例中 6症例が緊
急帝王切開の適応となった。この 6症例は平均33週 1 日で母体搬送されていた。また、緊急帝
王切開群と予定帝王切開群の間で診断時期に有意な差は認められなかった。自己血貯血は11症
例（40.7％）で可能であり、いずれも予定帝王切開群であった。【結論】出血などで母体搬送
された症例の多くが緊急帝王切開の適応となり、児の合併症も認められる割合が多かった。自
己血貯血など十分な準備の上での妊娠・分娩管理を行うために早めに当科へ紹介受診などがで
きるような体制の構築を目指したい。

２．当科における前置胎盤97例の検討
　　仙台赤十字病院
　　○黒澤　大樹、岩間　憲之、太田　恭子、斉藤　美帆、中里　浩樹、鈴木　久也、
　　　武山　陽一、谷川原真吾

【目的】自施設で管理した前置胎盤症例97例について検討し、管理の現況、成績についてまと
めた。
【方法】2001年から2008年 6 月までの 7年 6ヶ月の期間に当科で管理した前置胎盤97例につい
て、後方視的に検討した。妊娠初期より当科で管理していた群、外来紹介群、緊急母体搬送群
に分けて検討を加えた。
【結果】当科における前置胎盤症例は総分娩数6419例に対し97例であり、約1.5%であった。こ
のうち妊娠初期より当科で管理していたものは21例（21.6%）、外来紹介となったものは22例
（22.7%）、緊急母体搬送となったものは54例（55.7%）と、母体搬送が半数以上を占めていた。
当科管理群では平均分娩週数36.3週／平均出生体重2438 g ／ NICU入院率29%であったのに対
し、外来紹介群では36.3週／2277 g ／32%、母体搬送群では31.7週／1763 g ／78%との結果で
あった。慢性肺疾患や脳性麻痺等の障害の発生率は当科管理群で 2例（9.5%）、外来紹介群で
1例（4.5%）、母体搬送群で 8例（15%）であった。新生児死亡は無かった。これらの結果より、
母体搬送群では他の 2群に比べ分娩週数が早く、それにより出生体重が低くNICU入院率も
高いという傾向が伺えた。97例のうち 9例（9.3%）で子宮全摘術を必要としたが、幸い母体死
亡例は無かった。輸血状況については、2001～2005年において自己血貯血の割合は43%、同種
輸血率は6.9%（ 4 例）であったのに対し、2006～2008年（ 6月まで）では自己血貯血率54%、
同種輸血率2.6%（ 1 例）であり、自己血貯血により同種輸血が減少している可能性が考えられた。
【結論】前置胎盤症例においては、警告出血が生じる前に予め高次施設での管理が望ましいと
思われた。また自己血貯血をしておくことによりある程度同種輸血が回避できると考えられた。
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３．両側総腸骨動脈バルーンカテーテル留置が有用であった癒着胎盤の１例
　　富山県立中央病院母子医療センター
　　○中島　正雄、炭谷　崇義、舌野　　靖、南　　里恵、飴谷　由佳、谷村　　悟、
　　　舟本　　寛、中野　　隆

【緒言】前回帝王切開術後の前壁付着の前置胎盤は癒着胎盤もしくは穿通胎盤となっているこ
とがあり、帝王切開術時の出血のコントロールに苦慮する症例がある。今回我々は両側総腸骨
動脈にバルーンカテーテルを留置し、術中の出血のコントロールを行った症例を経験したので
報告する。
【症例】32歳　 1経妊 1経産（死産；H18.5.妊娠31週常位胎盤早期剥離にて緊急帝王切開術）
妊娠初期より当科にて経過観察を行っていた。妊娠20週の健診時より、前壁の低位胎盤もしく
は辺縁前置胎盤を疑っていた。子宮収縮の訴えが強くなり、不正出血は認めなかったものの妊
娠28週より入院管理とした。妊娠32週に入り、癒着胎盤の評価のためMRI を施行した。MRI
では、正常筋層の評価ができない状態であり、癒着胎盤もしくは穿通胎盤を強く疑った。その
ため、術前に自己血900 ｍl を貯血し、術中の出血量を抑えるために両側総腸骨動脈にバルー
ンカテーテルを挿入して帝王切開術を行った。妊娠36週 3 日、全身麻酔下にて帝王切開術を施
行。子宮体部縦切開にて児娩出、2460 g 、アプガスコア 8（ 1分）/ 9（ 5 分）点であった。児
を娩出後、両側総腸骨動脈に留置したバルーンカテーテルを膨らませて胎盤の剥離を試みたが、
胎盤と子宮筋層とは剥離困難であり、癒着胎盤と判断し、妊娠子宮摘出術を施行した。バルー
ンカテーテルを膨らませてから子宮摘出までに要した時間は約30分で、術中出血量は2400 ｍl
となった。膣断端の縫合後、両側総腸骨動脈を再疎通させ、止血が十分であることを確認の後、
閉腹を行った。輸血は自己血900 ｍl のみで、同種血輸血は使用しなかった。術後、両下肢の
しびれや虚血に伴うような症状は全く認められなかった。
【考察】癒着胎盤症例に対して、両側総腸骨動脈バルーンカテーテルの留置にて出血のコント
ロールが行え、問題となるようなトラブルもなく手術を終えることができた症例を経験した。
今後もこのような症例に対しては有用な手段であると思われ、癒着胎盤を強く疑う症例に対し
ては積極的に行っていきたい。

４．保存的に治療し得た母体血RhD（-）の分娩後癒着胎盤の一例
　　山形大学
　　○須藤　　毅、五十嵐秀樹、高田　恵子、大貫　　毅、吉田　隆之、堤　　誠司、
　　　倉智　博久

【緒言】癒着胎盤は2,500妊娠に 1例と稀であるが、近年増加傾向にある。治療の基本は帝切
に続く子宮摘出であるが、大量出血を伴うことが多い。我々は、分娩後の癒着胎盤に対して待
機的保存療法のみで治療し得た、母体血RhD（-）症例を経験したので報告する。
【症例】28歳、2妊 0産（人工妊娠中絶 2回）。前医での妊娠経過に問題はなかった。41週0 日、
自然分娩となったが、分娩後30分経過するも胎盤剥離徴候を認めず、用手剥離を試みるも強固
な癒着を認め、胎盤娩出に至らなかった。MRI で癒着胎盤が強く疑われた。母体血液型がA
型・RhD（-）であり、当科に搬送となった。入院時に出血はなく、貧血も認めなかった。①子
宮全摘術、②子宮動脈塞栓術、③待機的保存療法について説明し、本人の子宮温存の強い希望
もあり待機的保存療法を行うこととなった。
　治療中は定期的に超音波にて胎盤を観察し、血中 hCG値を測定した。腟分泌物培養および血
液検査による炎症所見の確認を行い、大量出血に備え自己血貯血も行った。超音波所見では子
宮筋層から胎盤への血流を認めたが、胎盤は徐々に縮小した。血中 hCG値も分娩後63日目に陰
性化し、分娩後75日目に軽度の腹痛とともに胎盤を自然娩出した。胎盤は白色で弾性硬、重量
59 gであった。この際、出血はほとんどなく経腟超音波でも子宮内に胎盤の遺残を認めなかった。
【考察】近年、癒着胎盤の子宮温存希望症例に対する待機的保存療法の有効性が報告されてい
る。本症例は子宮温存を希望する癒着胎盤の症例で、血液確保が困難な母体血RhD（-）であっ
たが、子宮内感染の予防および自己血貯血を行うことにより待機的保存療法に成功した。本症
例のようなケースには、待機的保存療法も治療の一つの選択肢となり得ると考えられた。
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５．当院で経験した癒着胎盤の２症例
　　小樽協会病院
　　○黒田　敬史、山中　　雅、郷久　晴朗、山中　郁仁

【緒言】癒着胎盤は妊娠中の診断が困難であり重篤な産科合併症の一つである。今回、当院に
おいて異なる経過をたどった癒着胎盤の 2症例を経験したので文献的考察を含めて報告する。
【症例 1】38歳、中隔子宮のため子宮鏡下中隔切除術既往のある初産婦。凍結肺移植にて妊娠
し、妊娠37週 1 日に選択的帝王切開術を施行。児娩出後胎盤の大部分が自然剥離したが中隔切
除したと思われる子宮体部中央で強固に癒着していた。胎盤剥離兆候を認めないため、胎盤を
牽引し子宮を内反するような形で子宮筋層と胎盤の癒着部位の子宮筋を鉗子で挟鉗し切断。吸
収糸で結紮することで胎盤を娩出。分娩時出血量は1773 g であり術後 8日で退院。病理診断
は Placenta accreta であった。
【症例 2】26歳、前回前置胎盤のため帝切既往のある 1回経産婦。妊娠38週 1 日、陣痛が発来
したため緊急帝王切開術施行。胎盤付着部位は子宮底部であったが、臍帯を牽引すると子宮は
内反し、ひ薄化するほどの強度な癒着を認めた。二期的な対応が必要と考えられ、可能な限り
胎盤を剥離し摘出したものの強固な癒着のため一部胎盤を残したまま止血を確認し閉創。出血
量2025 ml であり術後 7日目に自然剥離を期待し経過観察として一旦退院した。術後11日目に
実施したMRI で癒着胎盤が疑われMTX投与による胎盤剥離と子宮全摘の選択肢を提示した
ところ後者を希望された。術後64日目に子宮全摘出を試みるも子宮頚部の前回切開創に膀胱が
癒着していたため膣上部摘出術を施行。出血量678 ml で術後 7日で退院。病理診断はPlacenta 
accreta であった。
【考察】癒着胎盤は未だ予見困難でありリスクがある症例については画像診断を用いてその可
能性を十分考慮した管理が必要と思われた。術中に遭遇した癒着胎盤については、胎盤剥離範
囲や出血量の程度により一期的もしくは二期的に柔軟に対応することが必要と考えられた。

６．子宮内胎児発育遅延が先行する妊娠高血圧症候群症例に対する検討
　　福島県立医科大学
　　○太田　奈月、高橋　秀憲、牛島　順子、藤森　敬也、大川　敏昭、佐藤　　章

【目的】妊娠高血圧症候群（PIH）における子宮内胎児発育遅延（IUGR）発症との関連性は
指摘されているものの、 PIHと IUGR相互の発症時期や程度については未だ不明な点が多い。
また、 IUGR先行型PIHの報告は少なく、発症時期の違いや発症予測因子について検討した報
告も少ない。IUGR先行型の PIH症例について、その発症の特徴について後方視的に検討した。
【対象】2004年から 4年間の当科における（A）PIHのみ発症した症例（19例）、（B）IUGRの
み発症した症例（12例）、（C）PIH 先行 IUGR発症症例（15例）、（D）IUGR先行 PIH 発症症例
（13例）に対し母体年齢、妊娠初期の肥満度（BMI）、診断時期、分娩時期、児出生体重、母体
Hbの変化、尿酸値の変化などについて後方視的に検討を行なった。
【結果】（D）群は IUGR診断後 PIH発症まで後 5週あり、 PIH発症後は約 1週間のうちに急
激な悪化のため 9割が帝王切開分娩となった。また、（D）群はもっとも週数に比較し低体重
（LFD）児であり、母体の尿酸値上昇が著明であった。また、IUGRと PIH が併発した （C）,（D）
群の平均出生体重は他の 2群より低体重であり、母体妊娠初期のHbが高く血液濃縮傾向を示
した。（A）が最も高齢であり妊娠初期の平均BMI も高かった。
【結語】IUGR先行 PIH発症症例は、長い IUGR経過の後に急激に増悪する PIH症状が特徴
的であり、最も LFD児であったため管理に慎重を要した。一般的な PIH症例と異なり、妊娠
初期に肥満は少なく、年齢も低めであるため、一般的な IUGRのみの症例に隠れやすいが、妊
娠中の尿酸値上昇が重要な管理指標となり得た。
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７．未破水切迫早産症例の分娩時期は予測できるのか？
　　富山大学
　　○米田　　哲、稲田貢三子、島　　友子、伊藤　実香、伊奈志帆美、塩崎　有宏、
　　　斎藤　　滋

【目的】未破水の切迫早産症例における分娩時期を予測することは、新生児集中治療室（NICU）
に限りのある周産期医療を担ううえで重要であると思われるが、実際にどの程度の予測が可能
なのか検討した。
【方法】2000年 1 月から2008年 3 月までに当院で管理した母体合併症を認めない妊娠32週未満
の未破水切迫早産患者のうち、羊水検査の同意の得られた170例を対象とした。尚、羊水検査
に関しては当院の倫理委員会で承諾されている。2005年11月までに管理された切迫早産患者
（126例）の分娩までの妊娠延長日数と早産マーカーである Preterm Labor Index（PLI）、子宮
頚管長、膣分泌物中癌胎児性フィブロネクチン値（fFN値）、頚管粘液中 interleukin（IL）-8 値、
羊水中 IL-8 値、羊水中糖濃度、羊水中顆粒球数の 7因子との関連につき重回帰分析にて検討し、
妊娠延長日数を予測するための具体的な計算式を作成した。さらに2005年12月から管理した切
迫早産患者（44例）の妊娠延長日数につき、その計算式を用いて前方視的に検証した。また、
羊水検査を施行しなかった場合においても同様に検討した。
【結果】1）妊娠延長日数に関して早産マーカー 7因子で重回帰分析を行った結果、PLI
（P<0.0001）、および羊水中 IL-8 値（P<0.0001）に有意な相関が認められた。2）妊娠延長日
数、PLI、および羊水中 IL-8 値の関係を計算式で表すと、（妊娠延長日数）＝76.0-8.7×PLI-16.8
× log 羊水中 IL-8 値（r＝0.738、P<0.0001）で表すことができた。3）この妊娠延長日数を予測
する計算式を用いて44例の切迫早産患において前方視的に検討したところ、実際の妊娠延長日
数と有意な相関が認められた。（r＝0.668、P<0.0001）4）羊水検査を施行しなかった場合にお
いては、（妊娠延長日数）＝83.7-12.2×PLI-6.7×logfFN値（r＝0.626、P<0.0001）で表すことが
でき、前方視的に検討した結果、実際の妊娠延長日数と有意な相関が認められた。（r＝0.621、
P<0.0001）
【結論】妊娠32週未満の未破水切迫早産患者における分娩時期をある程度予測することが可能
であることが判明した。限りある周産期医療を効率よく分担しえる可能性が考えられた。

８．妊娠中期における子宮頚管長測定と分娩時期の関連性
　　済生会高岡病院
　　○折坂　俊介、吉本　英生

【目的】妊娠中期の子宮頚管長測定は切迫早産や頚管無力症のスクリーニングとして日常診療で
幅広く行われている項目である。子宮頚管長の短縮では前述の疾患を考量する必要があることは
既知の通りであるが、海外の研究では子宮頚管長が長くなると予定日超過が高率となり、帝王切
開率が上昇するとの報告がある。今回、当院における子宮頚管長と分娩日の関連性につき検討した。
【方法】対象は2005年11月～2008年 6 月の間に当院で分娩した妊婦126例である。正期産、初
産、妊娠経過中に問題なく経腟分娩で児を娩出、異常のない出生児を得たことを条件として選
出し、妊娠中期に測定した経腟超音波での子宮頚管長を後方視的に調査した。子宮頚管長を以
下の 4群（①≦30 mm、②31－35 mm、③36－39 mm、④40≦）に分類した。それぞれの群の
母体年齢、妊娠前および分娩時BMI、分娩週数、誘発の有無、児の出生体重を比較し、各項
目につき子宮頚管長との関連性を分析した。
【結果】4群の検討でそれぞれの平均分娩日は、①≦30 mm 39週 0 日 ②31－35 mm 39週 4 日 
③36－39 mm 39週 6 日 ④40≦40週 1 日となった。子宮頚管長が長い群では予定日超過率は上
昇し、誘発分娩に至った分娩数は 9例であった。誘発となった症例は頚管長が36 mm以上の
群のみで、さらにその内の 7例は子宮頚管長が40 mm以上の症例であった。
【結論】初産妊婦において子宮頚管長が長い症例においては分娩時期が遅れる傾向がみられ
た。日本においては41週 0 日を超えた時点で帝王切開が選択されることが少ないため、帝王切
開率の上昇と関連があると言及できないが、誘発分娩が必要となる可能性が高まることが示唆
された。妊娠中期に子宮頚管長を測定することは分娩時期の予測の一因となる可能性があり、
今後も症例数を増やし更なる検討が必要である。
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９．切迫流早産予防に対する妊娠初期の腟内細菌培養検査と治療の有効性
　　金沢医科大学
　　○岡　　康子、高木　弘明、足立　明子、井上　弘一、早稲田智夫、牧野田　知

【目的】早産の原因はさまざまであるが、なかでも細菌性腟症や子宮頸管炎からの上行感染の
結果、前期破水にいたって早産となる頻度は高く、したがってこれらの上行感染の予防が早産
予防につながる可能性が大きい。しかし可能ならば切迫流早産の兆候が生じる前に細菌性腟症
や子宮頸管炎を診断し治療をすることでこれを予防できないかと考え、当科では妊娠初診時に
腟内一般細菌培養検査を行い、陽性患者には早期に治療を行ってきた。今回我々は、当科の試
みが実際に切迫流早産の予防に有用であったか検討してみた。
【方法】当科で妊娠初期より健診をおこない、2007年 4 月 1 日～2008年 3 月31日に分娩となっ
た患者のうち、腟内細菌簡易培養を施行された150例を対象とした。対象を培養陰性群と培養
陽性群、陽性群を治療群と非治療群に分け、これら三群間で、34週未満の流早産率および切迫
早産の発症率について比較検討した。
【結果】対象150例のうち培養陰性例は98例で、このうち妊娠34週未満の分娩は 3例で率は
3.1％、切迫流早産は27例で27.6％であった。培養陽性群は52例で治療群は30例、非治療群は22
例であった。培養陽性治療群30例のうち妊娠34週未満の分娩は 1例で率は3.3％、切迫流早産
は 4例で切迫流早産率は13.3％であった。培養陽性非治療群22例のうち、妊娠34週の分娩は 1
例で率は4.5％、切迫流早産は 9例で切迫流早産率は、40.9％であった。三群の妊娠34週未満の
分娩率と切迫早産発症率について比較したところ切迫流早産の発症について、培養陽性治療群
と非治療群間で有意差を認めた。
【結論】妊娠初期の腟内細菌培養が陽性で積極的に治療を希望した妊婦は、治療を希望しな
かった妊婦に比べ切迫流早産になる頻度は有意に少なかった。妊娠初期からの腟内細菌に関す
る治療が有効であると考えられた。

10．重症妊娠悪阻に伴い発症したWernicke 脳症
　　山形県立中央病院
　　○岩間　英範、小篠　隆広、高山　和人、阿部　祐也、小田　隆晴

【緒言】Wernicke 脳症はビタミンB1の欠乏により起こる代謝性脳疾患である。発症は急性
で、ビタミンB1投与により症状は著しく改善するが、治療が遅れると不可逆的で慢性の経過
をたどる。現在は悪阻治療時のビタミンB1投与が一般化しており悪阻に伴う発症は激減して
いるが、今回妊娠悪阻に伴うWernicke脳症として紹介された症例を経験した。
【症例】35歳、 1妊 1産。家族歴、既往歴、前回妊娠経過に特記事項なし。
《現病歴》重症妊娠悪阻のため妊娠13週よりほぼ摂食できない状態となり、14週で里帰りし前
医を初診した。時々外来にて糖質輸液を行っていたが、19週に入り会話のつじつまが合わなく
なり、19週 2 日で当院に紹介された。初診時に見当識障害、逆行性健忘、歩行障害、水平性の
眼振を認め、Wernicke 脳症の疑いで即日入院となった。
《入院後経過》入院直前より経口摂取は可能になっていた。すぐに神経内科を受診し、頭部
MRI 上有意な所見は認めなかったが、病歴と臨床症状よりWernicke 脳症と診断した。ビタ
ミンB1　50 mg ／日の投与を行ったが母体の症状は若干の改善を認めた程度であった。産科
的には特変なく経過したため、妊娠25週で家族の協力の基に退院し、妊娠40週で陣痛発来し自
然分娩となった。生直後から分娩後 6ヶ月の現在まで児に特記すべき所見は認めておらず、母
体は若干の改善は認めているが見当識障害、逆行性健忘、歩行障害は残っている。
【考察】ビタミンB1は、妊娠中は母体の代謝亢進や胎児発育により需要が増加し、悪阻が加
わると経口摂取（供給）が減少する。また、糖代謝の補酵素として働くため、悪阻の治療で大
量の糖質輸液を行うと一段と消費（需要）が亢進する。Wernicke 脳症は、発症し治療が遅れ
ると本症例の様に不可逆的で慢性の経過をたどるため、悪阻の治療ではその予防にビタミン
B1補充が必須である。
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11．妊婦に対する体重コントロール介入と分娩時のリスクに関する検討
　　秋田大学
　　○森　耕太郎、小川　正樹、三浦　康子、久保　真一、小原　幹隆、福田　　淳、
　　　田中　俊誠

【目的】近年、生活様式の多様化により一般集団における肥満者が増加する傾向にある。その
結果、妊娠中の肥満者も増えている。一般的に肥満妊婦における分娩のリスクは高いと考えら
れている。しかし、肥満は分娩に対して本当にハイリスクなのか。また、妊娠中の体重コント
ロールにより、このリスクが軽減にされるのかについては不明である。本研究は、妊婦に対し
ての体重コントロール介入が、妊娠・分娩時期のリスクを下げるか否かについて明らかにする
ことを目的とした。
【対象・方法】平成20年 1 月より 6月までに当院で分娩した妊婦を対象とした。分娩時に
BMI33以上の妊婦を抽出し、妊娠および分娩経過に関して後方視的に検討した。
【結果】対象期間内に当院で分娩した妊婦は252名で、分娩時のBMI 33以上の妊婦は、10名
（3.9%）であった。10名の妊娠経過の内訳は、妊娠中の体重増加が6.8 kg 未満に抑えられた体
重コントロール良好群が 3名で、妊娠中の体重増加が6.8 kg 以上であった体重コントロール不
良群 7名であった。分娩経過の内訳として、良好群では、自然分娩 2例、吸引分娩 1例で、分
娩時平均出血量は547 g（124 g ～1125 g、Median:392 g）であったが、不良群では、自然分娩 3例、
吸引分娩 3例、帝王切開分娩 1例で、平均出血量は、717 g（152 g ～1767 g、Median:709 g）であっ
た。
【結論】肥満妊婦で妊娠中の体重コントロールが良好であった場合には、分娩時のリスクを軽
減することができる可能性があると考えられた。

12．母体年齢が分娩に与える影響に関する検討
　　新潟大学
　　○渡辺　知子、菊池　　朗、芹川　武大、高桑　好一、田中　憲一
　
【目的】近年、女性の社会進出や結婚の晩年化、不妊治療技術の向上により高齢妊娠が増加し
ている。母体年齢が分娩に与える影響に関して検討した。
【方法】1994年 1 月から2008年 5 月までの14年 5 ヶ月間に当科で分娩管理を行った4251名を対
象とした。母体年齢により20歳未満（ a群）、20～24歳（ b群）、25～29歳（ c群）、30～34歳（ d
群）、35～39歳（ e群）、40歳以上（ f 群）に分類した。c群をコントロールとして、母体年齢
と分娩時間、陣痛促進剤の使用率、吸引・鉗子分娩率、出血量、帝王切開率などを比較検討した。
【結果】帝王切開率は c群13％に比較して e群と f 群は、それぞれ20％、35％と有意に高かった。
また出血量（中央値）も c群285 g に比較して、d群300 g、 e 群334 g、 f 群385 g と有意に多
かった。経膣分娩例に限定して検討すると、初産婦では e群、f 群で陣痛促進剤の使用、吸引・
鉗子分娩、出血量が有意に多かったが、分娩時間は有意な差は認められなかった。経産婦では
d群、 e群で出血量が多かった。分娩時間に関しては e群及び f 群では有意に短かったが、経
産回数も有意に多かった。経産回数を合わせて検討すると40歳以上の 1回経産婦では有意に分
娩時間が短かったが、その他の群では有意は認められなかった。
【結論】加齢に伴い、帝王切開率、出血量が増加する。また初産婦の経膣分娩例では陣痛促進
剤の使用や吸引・鉗子分娩が増加する。しかし少なくとも経腟分娩例では高齢だから分娩時間
が長くなることは無かった。母体年齢より経産回数のほうが分娩時間に与える影響は大きいと
考えられた。
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13．当院における過去12年間の墜落産の検討
　　金沢医科大学
　　○富澤　英樹、藤田　智子、岡　　康子、高木　弘明、牧野田　知

　妊婦検診受診率の向上、母親学級、両親学級による教育指導が普及している現在でも時に予
期せぬ急産、墜落分娩に遭遇することがある。1996年 1 月より2008年 5 月までの間に、当院で
扱った墜落産につき、最近経験した症例を中心にその背景及び、予後、注意事項につき検討し
たので報告する。過去12年間で、22週以降の総分娩3410例中 9件（0.23%）の墜落産があった。
各症例の平均は、年齢28.2±5.2歳、経産回数1.7±1.3回、分娩時週数36.8±5.4週、新生児体重
2511.2±876.9 g、出血量459.8±297.6 ml、在院日数7.9±1.9日であった。性別は男児 5例、女児
4例、分娩場所は自宅 6例と最多で、車内 2例、救急外来 1例であった。定期検診未受診者は
3例（33.3%）であった。児の予後では、挿管症例が 1例、NICU収容が 3例あった。胎児異
常を認めた 1例以外は経過良好であった。今回、当院における過去12年間の墜落産について検
討した。26週、29週の早産、を除いて予後良好であった。急産を予知することは困難であるが、
不幸にして分娩となった場合の対処などの教育が必要である。また我々は、妊産婦が安心しで
妊娠出産を迎えられるような体制を築く必要があると思われた。

14．用手的整復術に成功した子宮内反症の１例
　　市立釧路総合病院
　　○加島　清香、岡村　直樹、根岸　秀明、蠣崎　和彦、江坂　嘉昭

【緒言】子宮内反症は、周産期従事者であれば誰もがその緊急性を把握している疾患である。
しかし実際にはほとんど遭遇することのない、ごくまれな疾患である。今回我々は胎盤娩出時
に子宮内反症を呈し、出血性ショックを来したものの用手的に整復し、開復術を行わずにすん
だ症例を経験したのでここに報告する。  
【症例】27歳、未経産未経妊。平成19年10月22日妊娠を主訴に初診、以後妊娠経過を診ていた。
特に合併症はなく、妊娠経過には異常を認めなかった。平成20年 6 月 8 日（妊娠38週 5 日）午
前 1時頃より陣痛発来し、午前 2時入院となった。入院時陣痛微弱であったが自然経過として
いた。15時には子宮口開大 7 cmとなるも以後分娩進行なく、続発性微弱陣痛と判断し、18時
55分よりオキシトシンの精密点滴を開始した。20時52分に子宮口全開、22時10分に3690 g の
男児娩出となった。胎盤娩出を促す目的に子宮底部のマッサージ及び臍帯の牽引を行い、22時
25分胎盤娩出。その直後より多量の性器出血あり、内診・経腹エコーにより子宮内反症と診断
した。直ちに整復を試みるも、患者の疼痛、腹部の筋性防御により、双手診では子宮の状態を
把握できなかった。患者の苦悶もあり、急速補液を行いながらペンタゾシン・ジアゼパムの静
注にて鎮静し、用手的に整復した。出血量 は約2500 g、RC-MAPと FFPをそれぞれ 6単位輸
血。その後大きな問題なく、6月13日退院した。
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15．分娩後に不全子宮破裂を認め、保存的治療で軽快した１例
　　函館五稜郭病院　1）産婦人科、2）放射線科、3）札幌医科大学
　　○高田さくら1）、福中　香織1）、福中　規功1）、田中　　恵1）、鎌田紀美男2）、
　　　江坂　嘉昭3）、梅村　康太3）、斉藤　　豪3）

分娩後 9日目に腹痛発熱を生じ11日目に不全子宮破裂と診断し、保存的に治療し得た症例を経
験したので報告する。
症例は33歳女性、 1経妊 1経産（前回 40W5d, 3270 g, 女児）。
妊娠 34W6d 時 EFBW2961 g（LFD）GDM疑いにて紹介初診。
妊娠 38w0d 誘発分娩とした。
マイリス点滴＋PGE2 内服、メトロイリンテル、アトニン点滴にて順調に分娩す。
産後弛緩出血生じ双手マッサージ、ガーゼタンポン、アトニン点滴、PGF2α点滴施行。
また、産科DIC も併発し抗凝固療法、輸血療法を施行した。
産後 4日目診察では異常を認めなかったが 6日目に CRP上昇、 9日目に発熱、腹痛、並びに
Hbの低下を生じ、診察にて最大径4.5 cmの血腫を子宮右側に認めた。11日目診で血腫の増大
を認め、MRI 検査にて不全子宮破裂と診断した。
患者様の希望にて、抗生剤、鎮痛薬を用いての保存的療法で経過観察とした。
血腫は徐々に吸収され、産後20日目には臨床症状の消失および血腫の縮小を認め、退院、外来
経過観察とした。産後 5ヶ月目には血腫は全て吸収され、MRI 上も筋層断裂は改善されていた。

16．小児白血病治療後の妊娠時に発症した児頭変形と子宮破裂
　　福井大学
　　○高橋　　仁、佐藤久美子、鈴木　千代、西島　浩二、折坂　　誠、山本　　真、
　　　打波　郁子、服部　克成、品川　明子、澤村　陽子、福田　　真、黒川　哲司、
　　　田嶋　公久、吉田　好雄、小辻　文和

小児白血病の治療後に、未熟で狭小な子宮で妊娠が成立し、子宮の伸展・拡張不良が原因と思
われる児頭変形と子宮破裂を発症した症例について報告する。
【症例】25歳　初産婦　身長151 cm　体重39 kg
【既往歴】 8歳で慢性骨髄性白血病を発症し、11歳で全身放射線照射→骨髄移植を施行。
【現病歴】無月経を主訴に15歳で当科初診となった。FSHが高値であり、原発性無月経・早
発卵巣不全の診断でKaufmann 療法を繰り返していた。FSHが低下し始めた休薬期間中に、
小児様の未熟な子宮内に自然妊娠が成立した。子宮収縮の自覚はないが、子宮頚管長の短縮を
認めるようになったため、妊娠21週・切迫流産の診断で入院管理となった。
【入院後の経過】床上安静と塩酸リトドリン点滴を行いながら、経過を観察した。妊娠23週か
ら子宮の伸展性が不良となり、胎児後頭部の頭蓋骨に変形を認めるようになった。妊娠25週か
ら下腹部痛が出現し、同時期より貧血が急速に進行した。腹部超音波・MRI 検査で肝周囲に
少量の腹水を認めたが、子宮・胎盤・消化管の精査では貧血の原因を特定できなかった。妊娠
27週に前期破水を認め、緊急帝王切開術を行った。
【手術所見】腹腔内に茶褐色の血性腹水を認め、子宮表面の前壁右側及び後壁左側から持続性
の出血を認めた。子宮壁は高度に伸展し著しく菲薄していた。子宮下部横切開で1034 g の男
児（Apgar Score 6/8）を娩出した。子宮表面の出血点に一致して子宮壁が微小破裂しており、
破裂部位から胎盤実質が露出していた。穿通胎盤の状態であり胎盤剥離は不可能と判断し、引
き続き子宮摘出術を行った。
【術後経過】母体の術後経過は順調であった。児に中枢神経系の異常 etc. は認めず、頭蓋骨の
変形も自然消失し、日齢74で NICU退院となった。
【考察】小児悪性腫瘍の治療法の進歩・予後改善とともに、本症例のように十分に成熟してい
ない狭小な子宮での妊娠例が増加する可能性がある。その際には、（1）胎児の物理的発育障害や、
（2）子宮頚管長の短縮、（3）癒着胎盤、（4）子宮破裂などが管理上の課題になると思われた。
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17．双胎間輸血症候群に対する胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術８例の経験
　　東北大学
　　○室月　　淳、松田　尚美、斎藤　昌利、今井　紀昭、鈴木　則嗣、佐藤　多代、
　　　佐藤　尚明、高野　忠夫、岡村　州博

【目的】双胎間輸血症候群（TTTS）に対して、近年新しい治療法として胎児鏡下胎盤吻合血
管レーザー凝固術（FLP）がなされるようになり、児の予後が大きく改善した。当科において
もTTTSに対する FLPによる治療を開始したので、その成績と児の予後をまとめた。
【方法】当科で行ったFLP 8 例を対象とした。一絨毛膜双胎の最大羊水深度が受血児 8 cm
以上、供血児 2 cm以下をTTTSと定義し、妊娠26週未満をFLPの適応とした。
【結果】TTTSの平均診断週数19.1週、FLP の平均施行週数20.7週、平均手術時間178分であっ
た。妊娠継続中 1例と手術未完遂 1例を除いた 6例をまとめると、平均分娩週数が29.0週、児
の予後は 2児生存 2例、 1児生存 2例（IUFD、早期新生児死亡が 1例ずつ）、 2児死亡 1例
であり、児生存率60%、少なくとも 1児生存率80%であった。手術合併症として術中出血、胎
盤血腫形成、術後の吻合血管再開通をそれぞれ 1例ずつ認めた。
【考察】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、当科の成績もほぼ同等であった。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。子宮内では羊
水量や清澄度が視野の確保に重要であり、羊水除去や注入、あるいは灌流が必要になることが
ある。また羊水中での出血は術野が瞬時に見えなくなり致命的である。失敗例も合わせて胎児
鏡下手術を供覧する。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。

18．胎児母体間輸血症候群（feto-maternal trnsfusion syndorome: FMT）が原因と思われた
重症胎児貧血の２例

　　1）大崎市民病院、2）宮城県立こども病院
　　○國井周太郎1）、2）、星合　哲郎2）、鈴木　則嗣1）、末永香緒里1）、吉田　祐司1）、
　　　我妻　理重1）

【緒言】今回われわれは出生前に胎児貧血が疑われ、実際に娩出後に胎児母体間輸血症候群
（feto-maternal trnsfusion syndorome: FMT）が原因と思われた重症胎児貧血を認めた症例を
2例経験したので報告する。
【症例】 1例目は母体年齢23歳。妊娠経過は順調だったが妊娠38週 2 日に通常検査として施行
したNSTで sinusoidal pattern を認めた。超音波ドップラー法で胎児血流計測を施行したと
ころ、中大脳動脈の最高血流速度（middle cerebral artery peak systolic velocity: MCA-PSV）
が上昇していたため、胎児貧血を疑いNon-reassuring fetal status と判断し緊急帝王切開を施
行した。 出生児は2358 g　Apgar score 3/7 点（1/5 min）　ヘモグロビン3.7 g/dl と重症の貧
血を認めた。母体のヘモグロビンF値が8.1％であったことからFMTが原因と思われた。現
在、母児共に順調に経過している。
　 2例目は母体年齢29歳。妊娠経過は順調だったが妊娠32週 2 日に胎動の減少を主訴に受診し
た。NSTで sinusoidal pattern を認め、MCA-PSVが69.4 cm/s と上昇していたため、胎児貧
血を疑いNICU併設施設に緊急母体搬送となった。搬送後Non-reassuring fetal status と判断
され緊急帝王切開が施行された。 出生児は女児1974 g　Apgar score 1/1 点（1/5 min）ヘモ
グロビン1.4 g/dl と重症の貧血を認めた。貧血による急性循環不全のため出生 2時間後に死亡
した。母体のヘモグロビンF値が4.9％であったことからFMTが原因と考えられた。
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19．パルスドプラおよびNST異常を長期に呈しながら２健児を得た一絨毛膜二羊膜性双胎
（MD twin）の１例

　　秋田赤十字病院
　　○細谷　直子、利部　徳子、真田　広行、平野　秀人

【緒言】双胎妊娠における胎児well-being の評価は、単胎同様に胎児発育や羊水量、NST、
胎児血流計測、BPS などを総合的に判断して行っている。血流計測でも臍帯動脈RI の高値、
臍帯動脈拡張期血流の途絶（AEDV）・逆流（REDV）は児娩出の指標として用いられている。
今回我々は、MD twin のⅠ児に早期よりAEDV/REDVがあり、NSTでもNRFS 所見を認
め、児娩出時期の決定に苦慮した 1例を経験したので報告する。【症例】32歳、初産婦。クロ
ミド+ hMG周期により妊娠が成立し、近医にてMD twin と診断された。妊娠14週時に里帰り
分娩のため当科を初診し、妊婦健診を受けていた。妊娠17週より若干の体重差および羊水量差
を認め、小さいほうの児（以後Ⅰ児）のAEDVを認めた。妊娠21週時にⅠ児のREDVを認め
たため入院とした。安静および塩酸リトドリン内服にて経過観察とした。Ⅰ児の羊水腔も比較
的保たれておりTTTSは否定的であった。妊娠25週頃よりNST上､ Ⅰ児に severe variable 
deceleration とそれに続く頻脈が散見されるようになった。大きいほうの児（以後Ⅱ児）の
well being は保たれており、Ⅱ児を救命するためにも妊娠延長を図る方針とした。その後もⅠ
児のREDVおよびNST異常は持続した。妊娠32週 3 日、子宮収縮抑制困難となり帝王切開術
を施行。Ⅰ児（1238 g、女児）をApgar score 5/7 にて娩出した後に、Ⅱ児（1650 g、女児）
をApgar score 8/9 にて娩出した。両児ともにNICUに入院となったが、PVLの発症などなく
現在までの経過は良好である。Ⅰ児の臍帯はかなり細く、卵膜付着でありNRFS の原因と考
えられた。【考察】MD twin における児娩出のタイミングは子宮内での死亡を防ぐこと、さら
に出生した児の生命および神経学的予後を目標としている。以前より臍帯動脈の拡張期途絶・
逆流、頻回の severe variable deceleration は娩出時期を決定する一要因であった。しかし本
症例では長期間にわたりパルスドプラおよびNST異常を認めたにも関わらず 2健児を得るこ
とができた。今後、どのような指標をもとに児娩出のタイミングを計るべきか、改めて検討が
必要であると考えられた。

20．胎児母体間輸血症候群による新生児仮死の１例
　　1）市立砺波総合病院、2）黒龍江省醫院
　　○吉越　信一1）、岩垂　純平1）、野崎　紀子1）、金枝　貴史1）、野島　俊二1）、王　　　立2）

【緒言】胎児母体間輸血症候群（fetomaternal hemorrhage : FMH）は胎児血が経胎盤的に母
体循環に流入することにより生じる。胎児血の流入自体は多くの妊娠で認められることである
が、30 ml を超えるようなケースはまれであり妊娠の0.3％と考えられている。また、Massive 
FMHによる周産期死亡は0.1％程度と考えられており、原因不明の胎児死亡の13.8％を占めると
する報告もある。今回我々は non-reassuring fetal status の診断にて緊急帝王切開を施行し、新
生児に仮死および高度の貧血を認め、FMHによると考えられた 1例を経験したので報告する。
【症例】24歳、0G0P、O型 Rh+。妊娠32週里帰り分娩のため当院受診。妊娠38週 5 日、 5
日前からの胎動の少なさを主訴に当科を受診。NSTで non-reactive のため、精査目的に入院
した。入院直後のNSTにて variable deceleration 及び baseline variability の減少を認めたた
め、non-reassuring fetal status の診断で緊急帝王切開を施行した。2240 g、男、Apgar score 
4/6。児の皮膚色は全身で蒼白であり、Hb3.6 g/dl と高度の貧血を認めた。母体のHbF 4.8%、
AFP 1644.9 ng/ml から FMHと診断し、児に対し輸血を行った。高ビリルビン血症を認めた
ものの経過は順調で生後16日で退院となった。
【結論】新生児に高度の貧血を認めた際にはFMHも考慮すべきであり、母体のHbF、AFP
が診断の決め手となる。
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21．プロトタイプ高増幅・高分解能心電計による胎児心電図記録の開発と臨床的意義
　　岩手医科大学
　　○林　　理紗、福島　明宗

【背景・目的】胎児心電図は、Cremer が最初に記録してから、装置の開発・実際の記録につ
いても多くの問題点があり、心電現象解析は標準化されていない。出生前での中枢神経活動
を含めた胎児機能評価を行うことは、適切な産科医療介入を施行する上で重要である。今回
我々は、非侵襲的な、胎児および新生児の心電現象解析法として高増幅・高 分解能心電計を
開発した。得られた心電現象を解析し、QRS時間・QT時間の経時的変化、心拍変動よりみ
た自律神経活動の経時的変化を評価し、臨床的意義を明らかにした。これらの結果より、正常
な自律神経系の発達状況の評価を可能とし、将来的に出生前胎児診断法の一つとなることを
目的とする。【対象】妊娠32週～41週まで の妊婦53例を登録して胎児心電図を記録した。34例
では、新生児においてXYZ誘導および12誘導心電図を記録した。【方法】多チャンネル・高
増幅・高分解能心電計（input signal±550 mV、0.076μV/ビット）を用いた。胎児心電図検
出には、胎児を中心とする修正XYZ誘導で、筋電ノイズ除去後に母親のQRSを減算し、胎
児心電図を得た。信号加算により、R-R、PQ、QRS、QTc を求めた。新生児の心電図計測に
は、Mason-Likar 誘導による修正XYZ誘導心電図を計測した。【結果】胎児心電図の検出率は、
35/48（72.9％）で あった。胎児と新生児のQRS時間、QTc 時間に差はなかった。新生児の心
拍変動・LF/HF 比は胎児に比べて高値だった。【考案】独自に開発したプロトタイプ高分解
能心電計により、胎児心電図の記録が可能であり、計測値の信頼性も検証できた。非侵襲的に、
かつベットサイドで簡便に行える胎児心電図は、胎児不整脈や自律神経活動のスクリーニング
法として有用である事を示唆し、今後、周産期医療において期待できるといえる。 

22．当院における先天性心疾患の出生前診断の現状～過去１年の症例より
　　旭川医科大学周産母子センター　1）産婦人科、2）小児科
　　○吉澤明希子1）、上田　寛人1）、佐久川直子1）、瀬戸佐和子1）、伊藤　秀行1）、
　　　石郷岡哲郎1）、千石　一雄1）、真鍋　博美2）、梶野　浩樹2）

【緒言】先天性心疾患の中には、児の予後を大きく左右する重篤な疾患がある。新生児期の
shock を回避するために PGE 1 投与や BASを計画的に行ったり、出生後の治療に向けて医療
者、両親ともに準備する、娩出時期・娩出法について小児科医と共に検討できる等の点からも
出生前診断の意義は高いと考える。当院では平成19年 4 月から平成20年 6 月までの 1年 2ヶ月
の間に、胎児期に心疾患を指摘された11症例と、新生児期に心疾患と診断された 8症例を経験
した。個々の症例の経過と予後より、当院での現状と今後の課題について検討した。
【結果】出生前診断された11例のうち、 8例は当医療圏内の他院から心疾患や染色体異常の可
能性が疑われ紹介された症例であった。計19例の先天性心疾患のうち 7例は動脈管依存性心疾
患であり、このうち 4例が出生前に診断を行い、分娩後の治療を計画的に行うことができた。
心疾患が原因で早期新生児死亡に至ったのは 4例（左心低形成症候群：3例、大動脈弓離断＋
両大血管右室起始＋心房中隔欠損：1例）で、このうち出生前診断されていたのは左心低形成の
2例だった。出生前診断されていなかった 8例のうち 6例は他院からの新生児搬送例であった。
【考察】症例の多くは当医療圏内の他院からの紹介であった。道北圏でNICU、小児循環器科、
小児外科、小児循環器外科の全てを備えた施設は当院のみであり、先天性心疾患が疑われた多
くの症例は当院へ紹介される。当院では紹介症例の精査も役割の多くを占めていると言える。
また、動脈管依存性疾患は出生前診断により PGE 1 投与や BASを計画的に実施できた。左心
低形成などの重篤な疾患は予後が不良であったが、ご家族に疾患について理解を得られ、さら
に治療方針の幅が広がる点からも診断の意義は大きいと考えられた。
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23．先天性トキソプラズマ症の感染危険因子ならびに IgG avidity と PCR法を用いた管理成
績について

　　1）NTT東日本札幌病院、2）北海道大学、3）札幌東豊病院、4）エムズレディースクリニック、
　　5）札幌医科大学
　　○西川　　鑑1）、山田　秀人2）、菅原　正樹3）、山田　　俊2）、神藤　已佳4）、
　　　斎藤　　豪5）、水上　尚典2）

 
【目的】トキソプラズマ（Toxo）IgM検査では、感染時期の判定がしばしば困難であった。我々
は IgG 抗原結合力を表すAvidity index（AI）および PCR検査を全例に実施する方針で前方
視的臨床研究を行っている。また、抗体陽性率は地域間で大きく異なっており感染危険因子に
ついても差異があることが推察できる。今回はこれまでの成績と IgM陽性症例の感染危険因
子について検討した。
【方法】Toxo IgM陽性ないしグレーゾーンの95妊婦に対して、AI を調べた。AI 低値で急性
期感染が示唆される場合はアセチルスピラマイシンを投与した。同意が得られた症例では、羊
水穿刺によりToxo DNAを PCR法で解析した。原則的に分娩時に臍帯血と羊水を採取し PCR
検査を行った。新生児感染の有無は、臍帯血や新生児血の IgMおよび PCR、頭部 CT、眼底
検査などにより診断した。感染危険因子の解析のためにToxo PHA陰性の妊婦101人から感染
危険因子について調査し正常コントロールとした。
【成績】これまでに82妊娠が帰結した。 2例で羊水 PCRが陽性であったが、臍帯血 PCR陽性
例はいなかった。妊娠28週に母体血と羊水で PCR陽性、AI 23%であった 1例で頭蓋内石灰化
が認められ、先天性トキソプラズマ症と診断された。Toxo 感染危険因子としては生肉摂取が
コントロール群で39%、AI 高値の既感染群で33％、AI 低値の感染急性期で60％であった。逆
に風邪症状や頸部リンパ節腫脹などの症状はコントロール群で31%、AI 25%以下の感染急性
期で 5％であった。
【結論】感染危険因子としては生肉摂取がAI 低値群に高頻度にみられ重要であり、逆に初期
の風邪症状は関連が低いと考えられた。妊婦スクリーニングおいて IgG avidity と PCR法を
用いた管理は、先天性トキソプラズマ症の診断ならびに治療方法の選択に有用である。

24．当院における出生時臍帯動脈血液ガス pH7.200未満の症例についての検討
　　福井愛育病院
　　○大沼　利通、永原　健児、仙田　　享、鈴木　秀文、山本　　宝

【目的】当院では平成15年 4 月より児娩出後に臍帯動脈血液ガス測定を行っている。出生時臍
帯動脈血液ガスは、児の状態、特に分娩中の asphyxia によるアシドーシスの有無を知る上で
客観的な指標と考えられている。当院における臍帯動脈血液ガス pH 7.200未満の児の妊娠経
過、分娩時の異常、児の状態について検討した。
【方法】平成15年 4 月より平成19年 4 月までの分娩のうち、臍帯動脈血液ガス測定を行ってい
る、早産を除いた3290例について妊娠経過、分娩時の異常、児の状態等を検討した。
【結果】pH 7.200以上であったのは3177例、pH 7.199～7.150は61例、pH 7.149～7.100は28例、
pH 7.099～7.050は13例、pH 7.049～7.000は 5 例、pH 7.000未満は 6例であった。分娩時の異常
では、高度徐脈は臍帯動脈血液ガス pHが低い群で多かった。児の状態では、新生児仮死と診
断されたのは pH 7.200以上では 5例だが、pH 7.200未満では18例であった。pH 7.000未満の群
では新生児期に痙攣の認められた 1例のみ発達の異常を指摘されているものの、その他の症例
では異常を指摘されてはいなかった。
【結論】高度徐脈では臍帯動脈血液ガスが悪化しており、それだけ児の状態も悪化していると
考えられ、新生児仮死と診断される割合が上昇する。しかし pH 7.000未満であっても、必ずし
も重篤な神経学的予後を予見させるものではない。
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25．結節性硬化症合併胎児心臓腫瘍の一例
　　新潟大学
　　○芹川　武大、高橋　泰洋、市川　香也、上村るり子、菊池　　朗、高桑　好一、
　　　田中　憲一

【緒言】胎児の心臓腫瘍は非常に稀な疾患であるが、横紋筋腫は胎児心臓腫瘍では最も頻度が
多く、結節性硬化症を高率に合併するといわれている。今回我々は妊娠25週で胎児心臓腫瘍が
指摘されたが、心不全徴候等なく、正期産まで待機し、経腟分娩にて生児を得、出生後に結節
性硬化症と診断した症例を経験したので報告する。
【症例】27歳、 1経妊 0経産。妊娠25週、超音波断層法にて胎児心臓内に腫瘍像を認めたた
め、妊娠26、精査目的に当科紹介となった。超音波断層法にて、心室中隔左室側から発生し心
室内腔に向けて発育した約 2 cm大の心臓腫瘍を認め、またエコー性状から横紋筋腫と考えら
れた。両大血管流出路の狭窄は軽度であり、胎児不整脈や胎児水腫も認めなかった。なお、患
者にてんかん発作等に既往はなく、また結節性硬化症の家族歴もなかった。以後外来にて定期
的に妊婦健診を施行したが、胎児の循環動態は安定しており、発育も順調であった。経過中心
臓腫瘍は 2 cm大と大きさはほぼ不変であった。妊娠39週 4 日、2,716 g の女児を経腟分娩した。
Apgar score は 9 点／10点であった。出生後、児に心不全徴候や不整脈は無く心機能も保たれ
ていたが、頭部CTにて石灰化を伴った多発結節が指摘され、また皮膚の白班を認めたことか
ら、結節性硬化症と診断された。現在心臓腫瘍の自然縮小あるいは児の成長に伴う相対的縮小
を期待し、保存的に外来経過観察中である。
【考察】胎児心臓横紋筋種は、多くは常染色体優性遺伝形態をとる結節性硬化症に合併するが、
本症例では家族歴はなく孤発例であると思われた。妊娠26週にて胎児心臓腫瘍を認め、結節性
硬化症出生前診断は困難であったが、エコー性状から横紋筋種と考え、経過観察を行った。腫
瘍の自然退縮傾向は認めなかったものの、不整脈や心不全を合併せず、児の成熟をはかった後
に分娩、出生後も経過良好であった。

26．子宮内カンジダ感染症により早産となり先天性カンジダ症を発症した１例
　　函館中央病院
　　○宇田　智浩、片岡　宙門、千葉健太郎、田沼　史恵、角江　昭彦、工藤　隆之

【緒言】カンジダは腟炎及び外陰炎の原因となり得るが、症状を有さない限り必ずしも治療の
対象とはならない。しかし妊婦では無症候性であっても稀に流・早産や、さらには先天性カン
ジダ症の原因となり得る。今回我々は子宮内カンジダ感染症により早産となり、先天性カンジ
ダ症を発症した超低出生体重児を出生した症例を経験したので報告する。
【症例】33歳。1妊 0産。妊娠21週 0日の妊健時に頚管長16 mmと短縮し funnelingも認められ
たため切迫流産の診断にて当科入院となった。入院時検査にてWBC 9900/μl、CRP 0.4 mg/dl で
あり子宮内感染が疑われたためCZOPを 7日間投与した。また妊娠21週 5日の腟培養にてカンジ
ダ陽性であり外陰部掻痒感も認められたため硝酸イソコナゾール腟剤を投与した。妊娠22週 0日
に頚管内に胎胞が認められたため頚管縫縮術を施行した。その際硝酸イソコナゾール腟剤を投与
した。その後腟培養ではカンジダは検出されなかった。妊娠25週 5日の検査にてWBC 11600/μl、
CRP 1.4 mg/dl であり子宮内感染が疑われたためCZOP+AZMの投与を開始した。しかし、妊娠
26週 2日に下腹部緊満感の増強があり、WBC 15300/μl 、CRP 1.8 mg/dlとさらに上昇したため、
子宮内感染症の有無を調べるため羊水穿刺を施行した。羊水は白濁し、糖 3mg/dl、 白血球数100
以上/HPF、グラム染色で真菌が認められたため、子宮内カンジダ感染症を発症したものと判断し、
同日緊急帝王切開術施行となった。児は993 g、女児、Apgar Score 1 分後 8点・5分後 9点、体
表に赤色小丘疹をび慢性に認め、先天性カンジダ感染症と診断された。
【考察】子宮内カンジダ感染症は稀な疾患であるが、子宮頚管縫縮術後などの子宮内カンジダ
感染症のハイリスク症例ではより慎重に対処する必要があると思われた。
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27．点状軟骨異形成症の１例
　　弘前大学
　　○福山　麻美、山本　善光、田中　幹二、尾崎　浩士、水沼　英樹

点状軟骨異形成症（Chondrodysplasia punctata）は、骨端軟骨とその周囲の軟部組織の点状
石灰化をきたす疾患で、骨変化から大きく 5つのグループに分類される異質性の大きい症候群
である。今回、われわれは妊娠中期に低カリウム血症を伴う四肢麻痺を、妊娠後期に羊水過多
症を来たし、出生後のX線写真で点状軟骨異形成症が判明した症例を経験したので報告する。
【症例】35歳、WPW症候群合併の 2経産（ともに帝王切開）で、その他の既往歴は特記事項なし。
【現病歴】前医にて定期的に妊婦健診を受けていた。妊娠初期から悪阻症状を呈していたが、
妊娠15週に四肢の脱力感が出現し、歩行困難となり救急外来を受診し、体重減少も著明であっ
たことから重症妊娠悪阻の診断で入院管理となった。入院後、低カリウム血症（1.9 mE/l）が判
明し、低カリウムミオパチー診断にて、補液・電解質補正を行い、症状ならびに検査データの
改善を認め、約 2週間で退院となった。以後経過良好であったが、妊娠後期に羊水過多症が出
現し、妊娠35週の時点でAFI が40 cm以上となり羊水吸引除去を行った。しかしながらその後
も羊水の増量を認め、妊娠36週の時点で周産期管理目的に当科紹介となった。反復帝王切開から、
妊娠37週に選択的帝王切開を行った。児は2394 g の男児、Ap＝7/9 で出生となったが、鼻根部
の陥凹、短頚、四肢短縮を認め、吸気時に鼻根部の陥凹が著明で、チアノーゼも認められたこ
とから、入院・呼吸管理を要した。出世後のX線写真で、長管骨断端、椎体に点状石灰化像を
認め、点状軟骨異形成症の肢骨型と診断した。その他、脊髄MRIで頚椎部分の軽度髄腔狭小化、
鼻咽頭ファイバースコープで口蓋垂と声門の距離が近く、吸気時に口蓋垂が喉頭に引き込まれ
ており、羊水過多と出生後の喘鳴の原因と思われた。眼底検査で左視神経乳頭形成不全も認め
られたことから、Cornadi-Hunermann syndromeに関する遺伝子検査について検討中である。

28．産褥心筋症の２例
　　岩手県立中央病院
　　○千葉　大輔、加藤　廉平、尾上　洋樹、安達　信博、三浦　史晴、葛西真由美、
　　　鈴木　　博

【緒言】産褥心筋症は左室収縮不全（左室駆出率：LVEF 40%以下）を伴う疾患である。発生頻
度は米国では3000から4000の妊娠に1例と言われ、本邦においても比較的まれな疾患である。今
回我々は同時期に、産後心不全症状を呈し産褥心筋症と診断された2例を経験したので報告する。
【症例 1】34歳　妊娠40週に妊娠高血圧腎症にて当科紹介、入院となった。入院 5日目、前期
破水、微弱陣痛のため帝王切開を施行した。男児、体重3195 g で Apgar score 8/9 であった。
術後経過良好であったが、術後 5日目から頻脈、起坐呼吸みとめ心不全症状を呈した。心エコー
で LVEF 27%と著明な心機能の低下を認めたため、ICUにて人工呼吸管理下でカテコラミン、
hANP、利尿剤の投与を行った。その結果、症状は改善され、その後心筋生検を含む心臓カテー
テル検査を行い、LVEF 54%と心機能改善を認めたため第22病日退院し、現在は循環器科外来
にてβ遮断薬、ACE阻害薬で経過観察している。
【症例 2】39歳　祖母に拡張型心筋症の家族歴がある。妊娠11週に切迫流産にて入院加療の既往
がある。妊娠41週で陣発目的に入院したが、微弱陣痛のためプロスタグランジンを投与し経膣分
娩となった。女児、体重3670 gでApgar score 8/9 であった。産褥 4日目から呼吸苦症状訴え、
産褥 6日目に起坐呼吸となった。心エコー検査で、びまん性の壁運動低下とLVEF 20%と著明な
心機能の低下を認めたため、ICU管理とし、カテコラミン、hANPで治療した。加療の結果、心
不全は軽快し、心筋生検を含む心臓カテーテル検査ではLVEF 45%と回復を認め、症状軽快した
ため第29病日退院となった。現在は外来にてβ遮断薬、ACE阻害薬で経過観察している。
【考察】今回の症例のように、産褥期に呼吸困難を認める場合には羊水塞栓症や肺血栓塞栓症
だけでなく、高齢出産、多胎妊娠、妊娠合併症やウイルス感染等を認める場合には、産褥心筋
症も考慮して迅速な診断・治療を行うことが大切である。
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29．分娩後退院時の子宮内悪露貯留に対する処置の有用性の検討
　　秋田大学
　　○三浦　康子、久保　真一、小原　幹隆、小川　正樹、田中　俊誠

【目的】分娩後退院診察時に子宮内悪露貯留に対し子宮収縮剤の追加投与や掻破を施行するこ
とによって、産褥一ヶ月健診時の所見に差は見られるか。
【方法】2007年10月から2008年 3月までの 6ヶ月間で、当科で分娩を行った症例のうち、産褥 4
日目の退院診察時と産褥一ヶ月健診時の経腟超音波所見が記載されている187例を対象とした。
①退院時の子宮内悪露貯留量（以下貯留量）
②産褥一ヶ月健診時の貯留量、
③子宮収縮剤追加投与・掻破を行った症例数
④退院時に子宮収縮剤追加投与群と無加療群での産褥一ヶ月健診時の所見、
をそれぞれ比較した。
【結果】①退院時の貯留量は9.1±7.0 mm（Mean±S.D.）であった。
②産褥一ヶ月健診時の貯留量は1.4±2.7 mm（Mean±S.D.）であった。
③全症例のうち退院時に胎盤鉗子で除去を施行したのは 4例、子宮収縮剤を追加処方したのは
11例で、貯留量は13 mmから47 mmであった。
④退院診察時の貯留量が13 mm以上の症例は187例中42例であった。そのうち、子宮収縮剤投
与は13例で、無加療は29例であった。両群の退院時の貯留量は22±11 mm（Mean±S.D.）、18
±4.4 mm（Mean±S.D.）、産褥一ヶ月健診時の貯留量は1.3±1.4 mm（Mean±S.D.）、1.5±1.8 mm
（Mean±S.D.）と有意差は認められなかった。
【結論】退院診察時に子宮内悪露貯留が見られても、子宮収縮剤投与や掻破の有無によって、
一ヶ月健診の所見に差は見られなかった。多くの産褥子宮内悪露貯留は無加療にて改善すると
考えられた。

30．帝王切開術後に肺血栓塞栓症と脳梗塞を同時発症した子宮筋腫合併妊娠の一例
　　西北中央病院
　　○葛西剛一郎、船橋　　大、松本　　貴

【緒言】一般に産婦人科領域における静脈血栓塞栓症は骨盤内や下肢の深部静脈で生成した血
栓が右心系を介し肺血栓塞栓症を生じる事が知られている。しかし脳梗塞を発症することはあ
まり知られていない。今回我々は帝王切開術翌日、初回歩行時に肺血栓塞栓症と脳梗塞を同時
発症し救命し得た貴重な症例を経験したので報告する。
【症例】40歳、0妊 0産。妊娠 6週時に12 cm大の子宮筋腫合併妊娠として近医より紹介初診、
以後当科にて妊婦健診施行し経過順調であった。筋腫による産道通過障害のため妊娠37週 4 日
選択的帝王切開術施行。血栓予防としては術中より初回歩行までフットポンプによる間欠的空
気圧迫法を用いた。術後32時間での初回歩行時に排尿直後突然強直性痙攣、発語障害、胸苦出
現。その後右上肢脱力、チアノーゼ、意識レベル低下を認めた。頭部CTにて脳出血を除外後、
ヘパリン投与等行い加療。その後の検査にて左肺血栓塞栓症と同時に左側頭葉～頭頂葉脳梗塞
を発症している事が明らかとなった。術後29日目に退院となり現在は右上肢に麻痺残るのみで
当院循環器内科フォロー中である。
【考察】本症例においてASD・VSD等は心エコー上認められず脳梗塞の原因は不明であっ
たが、その後の検討によると卵円孔開存は成人の約20～30%に存在し排便・排尿・咳などの
Valsalva 負荷のかかる状態で右房から左房へのシャントを生じるとされ、本症例においても卵
円孔開存による脳梗塞発症の可能性が高いと考えられた。術後の静脈血栓塞栓症では脳梗塞発
症の可能性があることを念頭に置くべきであると思われた。



－94－

31．急性大動脈解離を来たしたMarfan 症候群合併妊娠の１例
　　太田西の内病院
　　○経塚　　標、菅野　成子、山道　力子、藤井　　調、千坂　　泰、宗像　正寛、
　　　田中　幹夫

【緒言】Marfan 症候群とは、常染色体優性遺伝の形式をとる細胞間接着因子の先天異常症に
よる結合組織病であり、妊娠による循環器系へ負担は解離性大動脈瘤の危険性を増大させる.今
回我々は、分娩中に急性大動脈解離を来た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】26歳 女性【妊娠歴】 0妊 0産【家族歴】実母がMarfan 症候群にて大動脈解
離の手術歴あり【既往歴】偏頭痛で消炎鎮痛剤を服用中【現病歴】妊娠経過に特に問題はなく
平成20年 7 月 6 日､ 妊娠40週 4 日午前 1時陣痛発来し近医入院となる､同日午前 6時より頭痛、
嘔吐あり血圧175／106と上昇みとめたが経過観察としていた。同日午前10時頃より胸背部痛､
呼吸困難訴え当院母体搬送となる。来院時心エコー､ 胸部造影CT施行。下行大動脈から腎動
脈に及ぶ StanfordB 型の急性大動脈解離を認めた､ 同日全身麻酔下に緊急帝王切開術を施行し
た。児娩出3040 g 男児､ Apgar Score 7 点（ 1分）､ 9 点（ 5分）術後全身管理目的に当院心
臓血管外科に転科し保存的に経過観察中である【考察】Marfan 症候群合併妊娠における急性
大動脈解離の発症リスクとして家族歴における突然死の存在が指摘されている。当症例は実母
が大動脈解離の手術歴があり､ 発症リスクが高いと考えられた。

32．大動脈解離合併妊娠の１例
　　1）新潟市民病院、2）佐渡総合病院
　　○西島　翔太1）、石黒　竜也1）、松下　　宏1）、常木郁之輔1）、田村　正毅1）、柳瀬　　徹1）、
　　　倉林　　工1）、石田　道雄2）

【緒言】大動脈解離合併妊娠は、妊娠により循環血液量やエストロゲンの増加から血管の脆弱
が危惧され、一般には母体適応として人工妊娠中絶を考慮すべきものと考えられる。今回出産
の意思が強く、分娩を試みた大動脈解離合併妊娠の 1例を経験した。
【症例】約 2年半前に急性大動脈解離を発症し、当院心臓血管外科へ救急搬送され、保存療法
にて軽快した。退院後 2ヶ月で自然妊娠し、推定妊娠32週で破水により前医を受診した。緊急
帝王切開術を施行し、2475 g の女児が出生となったが 4生日目で死亡した。その 4ヶ月後に感
染性心内膜炎のため前医で治療を施行した。さらにその5ヶ月後に自然妊娠成立し、本人の出
産意思が強く妊娠を継続することになった。前回妊娠時の児の死亡がACE阻害薬による肺低
形成が原因と考え、降圧剤はCa拮抗薬とβ遮断薬を選択した。妊娠29週 1 日に全身管理目的
にて当科入院となった。NYHA 1、前医で施行した 3ヶ月前のMRI と解離発症後のCTを見
比べると、De Bakey 分類Ⅲbで解離腔の大きさは不変だった。入院後ベタメサゾン 2 mg筋
注を 2日間行った。CRP値が弱陽性であり、感染性心内膜炎の既往を踏まえて妊娠30週から
抗生剤（CTRX）を14日間投与した。胎児エコーは－2.5 SD 前後で推移し、IUGRを認めるも
ののmajaor anomary はなかった。妊娠34週 3 日に選択的帝王切開術を施行。男児出生、体重
1322 g、身長38.5 cm、Apgar score 7/8 点で RDSありNICU管理を行った。術後患者は ICU
にて主に血圧及び疼痛管理を行った。
【考察】大動脈解離合併妊娠での一番の懸念は解離腔の再増大であった。その対策として血圧
管理及び疼痛管理が重要と考え、今症例は選択的帝王切開術を施行するにあたり、硬膜外麻酔
と脊椎クモ膜下麻酔を併用した。患者に自身の病状を十分に理解させ、経過中様々な事態にも
対処できる体制を整えることが重要と思われた。
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33．妊娠30週に劇症型A群溶連菌（GAS）感染症（toxic shock like syndrome: TSLS）を
発症し急激な経過をたどった一例

　　1）北海道大学、2）札幌徳州会病院、3）北海道社会保険病院
　　○山村　満恵1）、山田　崇弘1）、田中理恵子1）、小山　貴弘1）、荒木　直人1）、
　　　島田　茂樹1）、森川　　守1）、山田　　俊1）、山田　秀人1）、関　　敏夫2）、
　　　有賀　　敏3）、櫻木　範明1）、水上　尚典1）

妊婦に発症したTSLS は急激な経過をたどり救命困難な例が多い。今回TSLS のため母体死
亡に至った症例を経験したので報告する。（症例）33才。G2P2。前 2回の分娩は異常なく今回
も異常なく経過した。妊娠30週 3 日10時頃にA病院で受けた健診では異常を認めなかった。
上気道炎症状や消化器症状はなかったが、昼頃より発熱し39度に至り17時頃A病院に入院と
なった。入院時、血圧130/52 mmHg、体温39.7度、脈拍120/min であった。WBC 11900/μl、
CRP 0.76 mg/dl と軽度炎症反応を認めた。 19時40分に下腹痛を伴う子宮収縮が出現し、子
宮口も 2 cm開大したため、切迫早産の診断で塩酸リトドリンを開始した。翌日 2時45分、胎
児遷延徐脈を認め胎児機能不全としてNICUのあるB病院へ搬送され、 5時25分に到着した。
CBCは溶血のため測定不能、CRPは 9.63mg/dlと上昇を認めた。血圧測定不能、脈拍130/
min、SpO2 70%であった。全身チアノーゼ、意識レベルの低下を認めた。直ちに緊急帝王切
開が施行されたが術前に胸腹部に粟粒大の暗赤色の発疹が認められた。腹腔内出血、羊水混
濁、早剥のなどの所見は無かった。子宮は全く収縮せず、蒼白虚血様であり全く出血しなかっ
た。児は死産であった。術後も全身管理困難であり当院へ搬送された。到着時 JCS 300、血圧
75/26 mmHg、脈拍156/min、体温39.0度であった。急速輸血を行ったが、 9時20分心停止を
来たし心肺蘇生を行ったが10時15分死亡確認、同日剖検を施行した。母体血、臍帯血、尿培養
検査でGASが検出された。

34．慢性腎不全合併妊娠の２例
　　市立札幌病院
　　○伊藤公美子、内田亜紀子、川西　康之、奥山　和彦、羽田　健一、及川　　衞、
　　　早貸　幸辰、平山　恵美、晴山　仁志

【緒言】H15年からの 5年間に経験した腎疾患合併妊娠は42症例で、血液透析を考慮した 2症
例について報告する。
【症例1】K. Y.　29歳、G＝3、P＝0。先天性脊髄髄膜瘤による神経因性膀胱、両側膀胱尿管逆
流症による逆流性腎症のため腎不全保存期にあり、当院泌尿器科にて経過観察されていた。H18
年 8月13日から最終月経があり妊娠した。9月27日に初診し、S-Cr 4.2 mg/dl、BUN 43 mg/dl、
UA 15.4 mg/dlより早期の透析導入を予定した。10月19日にCRL 19.4 mmから予定日をH19年 5
月26日と決定した。10月20日（ 8週 6日）に内シャントを作成し、11月14日（12週 3日）より透析
導入を開始した。H19年 1月29日（23週 2日）に再入院して週 4回の透析を実施していたところ
2月25日（27週 1日）に前期破水した。羊水量は比較的保たれていたので、3月2日（27週 6日）
に帝王切開にて男児（1,134 gr、APS 8/8）を分娩した。児には外表奇形など異常を認めなかった。
【症例 2】K. J.　26歳、G＝1、P＝0。H18年 8 月に稽留流産し双角子宮と診断されていた。
H18年11月25日から最終月経があり、 1月25日に予定日をH19年 9 月 1 日と決定した。 3月28
日（17週 3 日）、高血圧、s-Cr2.6 mg/dl、BUN 21 mg/dl より腎疾患が疑われ、 3月30日（17
週 5 日）当院腎臓内科で慢性腎不全と診断された。 4月 6日（18週 5 日）当科を初診した。 4
月18日（20週 4 日）に内シャントを作成し 6月21日（29週 5 日）から透析開始の予定であっ
た（s-Cr3.9 mg/dl、BUN 34 mg/dl）。高血圧にはアルドメット 3錠、アムロジン 1錠を投
与していた。 6月17日（29週 1 日）に心窩部痛、下腹痛、嘔吐、頭痛のため緊急入院され、
BP 204/112 mmHg、s-Cr 7.6 mg/dl、BUN 61 mg/dl のため 6月18日（29週 2 日）に緊急帝王
切開とし、術後透析を開始した。児は986 gr の男児（APS4/8）で口唇・口蓋裂を認めた。
【考察】早産を避け得なかった慢性腎不全症例の経過を通して妊娠管理の方針について検討する。
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35．治療抵抗性のため妊娠中期に中絶をした特発性血小板減少性紫斑病合併妊娠の１例
　　北海道大学　1）産婦人科、2）血液内科　
　　○小山　貴弘1）、山田　　俊1）、田中理恵子1）、山村　満恵1）、荒木　直人1）、山田　崇弘1）、
　　　島田　茂樹1）、森川　　守1）、山田　秀人1）、櫻木　範明1）、水上　尚典1）、今村　雅寛2）

【緒言】特発性血小板減少性紫斑病（以下 ITP）は、その原因疾患、遺伝的素因はなく、赤血
球・白血球に本質的異常がなく、骨髄低形成のない自己免疫の関与する血小板減少による出血
性疾患である。生殖可能年齢婦人に多発するので、産科領域では重要な疾患である。今回、妊
娠初期より血小板の減少を認めていたが、妊娠中に血小板の減少が進行し、妊娠中期で人工妊
娠中絶を行った症例を経験したので報告する。
【症例】症例は36歳、 0経妊。他医にて人工授精により妊娠成立。ITP合併妊娠周産期管理目
的に当科紹介受診した。血小板2.5万/μLのため近医内科入院しプレドニゾロン50 mg/日の内
服を開始し、その後、20 ｍg/日まで減量されていた。妊娠14週 2 日に性器出血を認め、血小
板も2.7万/μLと減少していたため当科入院となった。
　入院後、血小板が1.2万/μLまで減少したためプレドニゾロンを50 mg/日へ増量したが効果
なく、血小板が 7千/μLまで減少した。18週 4 日よりγグロブリン療法（20 g× 5 日間）を
開始したが、18週 6 日（血小板が 7千/μl）に出血傾向（尿鮮血陽性）を認め、血小板輸血（20
単位）を行った。一時効果は認められたが、（19週 0 日、血小板、5.4万/μL）、効果持続は短
期間（19週 2 日、2.4万/μL）であったため、19週 4 日デキサメサゾン大量療法（デキサメサ
ゾン40 mg を 4 日間点滴静注）を開始した。しかし、20週 3 日には血小板が 6千/μLであっ
たため、妊娠の継続は難しいと判断しγグロブリン投与（20 g× 5 日間）ならびに血小板輸血
（55単位）のもと、妊娠21週 3 日に治療的流産を行った。
【考察】ITP合併妊娠では妊娠中の血小板が 2万未満の時、ITPの治療を行うことが勧められ
ている。本症例では妊娠中に血小板の減少が進行し、免疫グロブリン大量療法、デキサメサゾ
ン大量療法を行ったが、いずれも妊娠継続可能なほどの改善は認められなかった。

36．妊娠に伴った疱疹状膿痂疹の１例
　　札幌医科大学
　　○佐藤　昌靖、石岡　伸一、染谷　真行、清水亜由美、江坂　嘉昭、長澤　邦彦、
　　　遠藤　俊明、齋藤　　豪

【緒言】疱疹状膿痂疹（impetigo herpetiformis）は妊娠を契機に発症する、発熱などの全身症
状を伴った汎発性の無菌性膿疱性疾患である。今回われわれは、妊娠中期に発症し、出産後急激
に皮疹および全身症状の改善を認めた1例を経験したので、若干の文献的考察を加えて報告する。
【症例】24歳、女性。初産婦。妊娠20週頃から前胸部に掻痒を伴う漿液性紅斑が出現し、徐々
に白苔、膿疱が付着するようになった。カンジダ皮膚炎の診断で治療するも症状の改善なく、
胸腹部から鼠径、四肢にも病変が広がり皮膚生検を施行。病理組織学的に表皮内にKogoj の
海綿状膿疱を認め、疱疹状膿痂疹の診断となった。プレドニゾロン15 mg より治療開始したが、
皮疹の悪化と40℃を超える発熱あり救急車にて当院皮膚科へ搬送となった。
　その後プレドニゾロン30 mg に増量し外用ステロイド剤使用したが症状の改善なく、切迫早
産徴候あるため当科へ転科となった。転科後ステロイド45 mg まで増量したが、皮膚症状の改
善認めずほぼ全身に病変が拡大し妊娠34週 5 日で選択的帝王切開術施行。その後、急速に皮膚
症状は改善し、ステロイドを徐々に減量し退院となった。
【考察】疱疹状膿痂疹は1872年に Herba により報告された、妊婦に見られる予後不良の無菌
性膿疱性疾患である。近年に非妊娠例や男性例の報告もなされ、汎発性膿疱性乾癬と臨床像、
組織像が類似することから両者の鑑別は困難であり、現在ではきわめて近縁な疾患とする考え
が有力である。
　本症は出産や中絶で軽快すると言われているが、出産後に増悪したという報告も散見する。
また、出産前に重症化し胎盤機能不全や子宮内胎児発育不全、胎児死亡を起こす症例もある。
本症例では幸い正常児を出産し、皮膚症状も急激に改善したが、疱疹状膿痂疹は稀な疾患であ
り病態および治療について不明確な点が多い。今後もより詳細な検討が必要であると考える。
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37．重篤な妊娠浮腫の１例
　　北海道大学
　　○田中理恵子、森川　　守、山田　　俊、山田　崇弘、島田　茂樹、山村　満恵、
　　　小山　貴弘、荒木　直人、山田　秀人、櫻木　範明、水上　尚典

【緒言】妊娠高血圧症候群（PIH）の診断基準が2005年に改訂され、高血圧出現まで浮腫のみ
の妊婦は PIHと診断されない。しかし、浮腫のみの妊婦の中にはすでに臨床的に深刻な状態
に陥っている症例も存在する。そのような 1症例を報告する。
【症例】35歳、未産婦、身長149 cm、非妊時体重43.8 kg。高血圧ならびに蛋白尿を伴わない
浮腫（体重増加2.8 kg/ 2 週間）を認めたため、妊娠36週 1 日に当科入院となった。入院時の
アンチトロンビン活性（AT）は77%、血小板数は136×109/L、ヘマトクリット値（Hct）は
31.2%であった。入院後、高血圧・蛋白尿は認めなかったが急速な体重増加（ 6 kg/ 7 日間）
のため、インフォームド・コンセント後、37週 1 日で帝王切開術を施行し2,800 g の男児を出
産した。手術直前の体重は62.9 kg であった。術後当日から肺水腫を認め 7日間の酸素投与を
要した。また術後 3時間から11日間の高血圧（140-190/90 mmHg）を、術後 5日目から 7日
間の蛋白尿（最高値15.2g/日）を合併した。本症例は分娩前にAT活性低下（77％から65％）
と血小板数低下（136から121×109/L）がみられたが、分娩後 7日以内に正常化した。分娩前
7日から分娩後14日の間にHct は大きな変動を示さなかった。術後14日目に後遺症なしに退
院したが、手術当日に比べ14.6 kg 体重減少を、また術後28日目には手術当日に比べ17.4 kg と
さらに減少を認めた。
【考察】本症例の最終診断は妊娠高血圧腎症である。しかし、分娩前異常は高度浮腫、妊娠性
AT欠乏症、ならびに妊娠性血小板減少症のみであった。分娩後に肺水腫を合併したことより、
分娩前から重篤な状態であったことがわかる。妊婦における生理的浮腫と病的浮腫（異常脈管
透過性亢進）を鑑別する際にAT・血小板数のモニタリングが役立つ可能性が示唆された。

38．超音層検査にて前置血管と診断できた１症例
　　東北大学周産母子センター
　　○渡辺　良実、荒井真衣子、松本　大樹、斎藤　昌利、鈴木　則嗣、佐藤　多代、
　　　今井　紀昭、高野　忠夫、室月　　淳、岡村　州博

【緒言】前置血管はWharton 膠質に被覆されていない臍帯血管が内子宮口を覆う卵膜上を走
行しているもので、露出された血管は胎児先進部と骨産道の間で圧迫されやすく、破水等に伴
い断裂する危険性も高い。その場合の児の予後は不良であり、慎重な周産期管理が必要とされ
る産科合併症の一つであるが、分娩前に診断される例は少ない。今回我々は妊娠28週に、超音
波検査にて前置血管を診断し、緊急帝王切開となった 1症例を経験したので報告する。
【症例】35歳、 3妊 2産。妊娠28週 1 日、他院にて妊婦健診中に超音波検査にて前置血管が疑
われ、当院へ転院搬送となった。当院での超音波検査にても、低置胎盤の他、臍帯卵膜付着を
認めた。内子宮口に臍帯血管が裏打ちされている状態であり前置血管と診断した。たびたび少
量の性器出血と子宮収縮を認め、塩酸リトドリン投与を開始し、経過観察としていた。
　妊娠28週 6 日、性器出血の増量を認め、超音波検査にて内子宮口付近に血腫と思われる所見
を認めた。前置血管からの出血の可能性も否定できず、同日に緊急帝王切開を施行した。児は
1489 g、男児、アプガースコア 1分 4点 5分 7点で娩出。児は現在もNICU入院中であるが、
経過は良好である。母体の術後経過も良好であり術後 6日目に退院となった。なお胎盤検索を
行ったところ、臍帯は卵膜付着であり、前置血管の断裂は認めなかった。
【考察】臍帯付着部異常、特に前置血管断裂例においては児の予後は不良である。超音波機器
の発達により、臍帯付着部異常も分娩前診断が可能になってきており、これらの異常を診断し
慎重な周産期管理を行うことは周産期予後の改善につながる。今回、超音波検査にて妊娠28週
に前置血管を診断し得たことで期を逸さずに帝王切開を行い、良好な経過を得ることができた。
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39．アンドロゲン過剰症が子宮頚管無力症の原因であると推察された１例
　　福井大学
　　○山本　　真、西島　浩二、高橋　　仁、折坂　　誠、小辻　文和

【症例】23歳、初産婦。アンドロゲン過剰症と診断されていた。
【現病歴】妊娠22週 2 日に、軽度の腹痛を訴えて近医を受診した。膣内に胎胞が脱出している
所見を認め、子宮頚管無力症の診断の元、当院に母体搬送となった。
　患者の顔には髭が生えており、全身性の多毛があった。膣鏡診では、膣入口部付近まで胎胞
が脱出していた。子宮頚管粘液中の顆粒球エラスターゼ定性検査は陰性だった。血液検査では、
WBC 10400/μL, CRP 0.23 mg/dL であった。塩酸リトドリンの持続点滴と抗生物質の投与を
開始したが、早産に至るのは時間の問題であろうと思われた。
　入院後は、子宮収縮の増強に伴い塩酸リトドリンを増量したものの、予想に反して安定した
経過をとった。膣分泌物の細菌培養検査でも、異常な細菌は検出されなかった。妊娠23週 4 日
に、子宮出血が出現し、前期破水（高位破水）となった。膣内に脱出した胎胞内に臍帯の脱
出を認めたため、同日、緊急帝王切開術を施行した。出生体重555 g の男児を、Apgar scores 
3/6（ 1 分/ 5 分）で帝切分娩した。
　患者の血清デヒドロエピアンドロステロンサルフェート（DHEA-S）は、妊娠22週 2 日の時
点で509 ng/mL、産褥30日目には8830 ng/mL であった。
【考察】胎児異常や母体感染徴候が明らかではない子宮頚管無力症を経験した。DHEA-S 製
剤は、妊娠末期子宮頚管熟化不全に使用される薬剤である。このことから、アンドロゲン過剰
症が子宮頚管無力症の一因であると推察された。アンドロゲン過剰症を基礎疾患に持つ妊婦に
対しては、流早産歴の有無に関わらず、予防的子宮頚管縫縮術の必要性を念頭においた妊娠管
理が求められる。

40．子癇発作に伴い皮質盲症状のRPLSを認めた１例
　　JA北海道厚生連帯広厚生病院
　　○蒲牟田恭子、明石　大輔、森脇　征史、武井　弥生、服部　理史、川口　　勲

【はじめに】子癇発作は急激な血圧の上昇を伴う病態であるが、近年、子癇発作に伴った
RPLS（Reversible Posterior Luekoencephalopathy Syndorome）の発症が産科・脳神経外科の
両分野で注目されている。今回、当院にて妊娠高血圧症候群の急性増悪により子癇発作を発症
し、皮質盲症状のRPLS を認めた症例を経験したので文献的な考察を含め報告する。
【症例】30歳、未経産、既往歴・家族歴に特記事項なし。妊娠初期より当院にて妊娠管理し、
妊娠32週から34週まで切迫早産で入院治療、その後は外来にて妊娠経過は良好であった。妊娠
37週 4 日の妊婦健診時に血圧140/90 mmHgと軽度上昇、妊娠37週 6 日で、陣痛発来したため
入院。入院時の血圧は170/90 mmHgであった。
　翌日、自然破水時の診察前に両側視覚障害を訴え、直後に全身けいれん発作を発症。母体血
圧は139/91 mmHg、児心音は130 bpmより急速に60 bpmに下降し、緊急帝王切開術施行となっ
た。児は体重2470 g、男児、Apgar スコア 1－ 7点であった。術後、皮質盲以外の神経学的所
見は認めず、脳MRI では T2、FLAIR 画像で両側後頭葉、基底核周囲に高信域を認め、CT
では明らかな脳出血の所見は認めなかった。子癇発作に伴うRPLS が疑われ、降圧治療、けい
れん発作予防治療を行った。意識障害は術後すみやかに改善、視覚障害は術後 3日目で改善し、
術後10日目の脳MRI では、後頭葉病変は完全に消失しており、RPLS の診断となった。経過
良好で術後16日目に母児ともに退院となった。
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41．電気刺激ナビゲーション併用自律神経温存と広汎子宮全摘術後の膀胱機能
　　北海道大学
　　○保坂　昌芳、中谷真紀子、三田村　卓、加藤　達矢、首藤　聡子、武田　真人、
　　　蝦名　康彦、渡利　英道、金内　優典、工藤　正尊、水上　尚典、櫻木　範明

【目的】広汎子宮全摘後の膀胱機能温存において、術中自律神経電気刺激ナビゲーションの有
用性について検討した。
【方法】2005年 4 月から2008年 4 月までに当科で神経温存広汎子宮全摘術を施行した子宮頸癌
症例のうち、術中に神経刺激で膀胱収縮の有無を確認でき、また術前後に継時的に膀胱機能を
評価しえた26症例を対象とした。
膀胱子宮靭帯後層切断の際に片側でも骨盤神経叢膀胱枝の刺激反応がみられた症例をA群と
し、両側ともなかった症例をB群とした。術後 1年までの膀胱コンプライアンス（Cves）、最
大尿流速度（MFR）、排尿時最大腹圧（Pabd）、最大排尿筋圧（Pdet）および残尿を刺激反応
の有無別に比較した。また術後 1年時の尿意の異常の有無も検討した。統計解析はχ2（Fisher
変換）検定および反復測定分散分析を用いた。
【結果】術後 1年時の膀胱機能の平均値はCves（ml/cmH20）（A群:186.3, B群:68.3）、MFR 
（ml/sec）（14.2, 12.0）、Pabd（cmH20）（6.0, 11.9）、Pdet（cmH20）（22.4, 19.0）、残尿（ml）（23.3, 
43.0）であり、Cves はA群がB群に比べ有意に良好な結果であった（p＝0.03）。その他の指
標は電気刺激反応群で良好な傾向にあるが有意差は認めなかった（MFR:p＝0.24, Pabd＝0.84, 
Pdet＝0.12, 残尿:p＝0.25）。尿意の低下が20例中 7例にみられ、そのうちA群: 1 例, B群: 6 例（p
＝0.07）であり、電気刺激反応があった群で尿意が保たれていた。
【結語】神経温存広汎子宮全摘において、術中電気刺激による利尿筋収縮反応の確認は術後 1
年経過時点での膀胱機能、特にコンプライアンスや尿意の維持を予測するのに有用である。

42．婦人科癌術後のリンパ浮腫に対する治療成績
　　富山大学
　　○日高　隆雄、米澤　理可、伊藤　実香、島　　友子、立松美樹子、明星　須晴、
　　　中島　彰俊、長谷川　徹、斎藤　　滋

【目的】婦人科癌術後のリンパ浮腫は患者のQOLやADLを著しく障害しており、早期の適
切な対応が求められる。当科では2004年 4 月よりリンパ浮腫外来を開設し、リンパ浮腫に対す
る生活指導と予防を啓発し、その発症患者においては早期に理学療法（セルフリンパマッサー
ジおよび弾性包帯バンデージ）による治療を開始しているのでその成績を報告する。
【方法】StageⅡ以上のリンパ浮腫を発症し、当外来で治療を受けた婦人科癌術後症例44例（40
例がリンパ節郭清施行症例）（年齢20～80歳、中央値58歳、子宮頸癌27例、子宮体癌13例、卵
巣癌 4例）を対象とし、治療効果〔大腿部浮腫減退率（%）＝（治療前周囲径－治療後周囲径）
／治療前周囲径〕およびその効果（浮腫減退率 5 %）が得られるまでの期間に関して、①浮腫
発症から治療開始までの期間：1年以上/ 1 年未満②治療開始時年齢の影響：70歳以上/70歳未
満③放射線療法の影響の 3項目で検討した。
【結果】1）全症例では浮腫減退率8.2±4.6%であった。2）浮腫発症から治療開始までの期間（ 1
年以上/ 1 年未満）の検討では減退率は（9.4±4.7%/6.0±3.6%）となり有意差を認めなかった
が、治療効果が得られるまでの期間は（10.4±2.0週/5.8±2.6週）となり、治療の遅れは有意に（p
＜0.0001）その期間を延長した。3）治療開始時年齢（70歳以上/70歳未満）の検討では減退率
は（11.0±7.3%/7.3±3.0%）となり、減退率は有意差を認めなかったが、その効果が得られる
までの期間は各々（12.6±1.5週/7.6±3.0週）となり、高齢では有意に（p＝0.0008）その期間が
延長した。4）放射線療法（有/無）の検討では減退率は（8.5±5.5%/7.5±2.6%）となり、有意
差を認めなかったが、その効果が得られるまでの期間は各々（10.6±3.9週/7.6±3.3週）となり、
放射線療法施行例では有意に（p＝0.0477）その期間が延長した。
【結論】1）リンパ浮腫外来開設後、医療スタッフ（医師・看護師）・患者ともにリンパ浮腫に
対する意識が高まった。そのことが早期発見および早期治療開始につながり、治療成績にも反
映された。2）リンパ浮腫の発見が遅れたり、高齢者でも継続的な治療により良好な治療成績
が得られるが、治療期間は延長した。3）放射線療法施行例においても良好な治療成績が得ら
れるが、治療期間は延長した。
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43．子宮体癌における縮小術式の選択についての検討
　　旭川厚生病院
　　○古田　　祐、岡元　一平、小野　方正、石川　聡司、吉田　俊明、飛世　義則

【目的】当科では子宮体癌に対する基本術式を子宮全摘＋両側附属器切除＋骨盤・傍大動脈リ
ンパ節郭清としている。しかし、手術侵襲や診療効率を考慮すると高分化な早期症例に対し
てはリンパ節郭清の範囲を限定するなど縮小した術式を採用するべきと考えている。当科で
は①画像診断にて筋層浸潤がごく軽度、②生検での組織診でG3や特殊型腺癌が否定できる③
CA125 など腫瘍マーカーが原則陰性であることを適応基準とし郭清の範囲を閉鎖節を中心と
した骨盤内リンパ節に縮小した術式を採用している。術前の所見と術後の病理所見などを比較
し現在の適応の妥当性を考察することを本研究の目的とする。
【方法】平成17年から平成19年までの 3年間に手術治療を行った75歳未満の子宮体癌39症例を
対象とした。（年齢や合併症による縮小手術の適応症例を除外した。）術前術後の病理組織診の
結果、画像での筋層浸潤の程度と病理組織とを対比し術前診断の正確性を評価した。縮小手術
を適応した症例を検討し選択が適切であったかを検討した。
【結果】20例に基本手術を19例に縮小手術（骨盤リンパ節生検）を適応としていた。病理診断
で過小評価となったものは全体で 5例（13%）、過大評価は 6例（15%）であった。腫瘍体積
が大きい基本手術群に不一致な症例が多かった。浸潤の程度では基本手術群の 4例（20%）が
実際は 1/2 以内の浸潤であったのに対して 1/2 を超える浸潤と評価していた。縮小手術群では
1/2 を超える症例はなくほぼ正確に術前評価がなされていた。基本手術群の 5例（26%）がリ
ンパ節陽性であったのに対して、縮小手術群では 1例（ 5 %）のみであった。同症例はG1類
内膜腺癌で筋層浸潤は僅かであったが、脈管侵襲が高度な症例で骨盤リンパ節・卵巣に転移陽
性で術後の化学療法が追加されている。
【結論】現在の選択基準はほぼ妥当であると考えるが、筋層浸潤が浅い症例でも脈管侵襲を伴
う症例ではリンパ節転移をきたす症例もあることから、術中診断を併用するなどより慎重に対
応するべきと考える。

44．子宮体癌におけるリンパ節郭清省略の試み
　　北海道大学
　　○三田村　卓、中谷真紀子、加藤　達也、保坂　昌芳、首藤　聡子、武田　真人、
　　　蝦名　康彦、金内　優典、渡利　英道、工藤　正尊、水上　尚典、櫻木　範明

【目的】リンパ節郭清の省略を試みた子宮体癌症例の臨床病理像を集計し、縮小手術が安全に
行われているかどうかを検討する。
【対象】2003年 1 月から2008年 6 月の期間に当院で手術を行い、リンパ節郭清の省略を試みた
類内膜腺癌の34例。年齢は27歳から79歳であった。そのうち18例は、筋層浸潤の迅速診断を行
い、術中にリンパ節郭清を行うかどうか決定した。
【方法】術前評価、病理所見および再発の有無を集計した。術前リンパ節転移の危険因子は、
grade、MRI での筋層浸潤、腫瘍容積、CA125 の 4 項目で検討した。
【結果】27例でリンパ節郭清を省略し、摘出物の病理学的検索では深い浸潤、脈管侵襲等の再
発危険因子を認めなかった。術中摘出子宮に筋層浸潤を認めたためリンパ節郭清を行った 7例
のうち、 2例でリンパ節転移を認めた。この 2例は術前危険因子が 0および 1つで、リンパ節
転移のリスクは低いと予測していた。リンパ節転移のあった 2例のみ補助化学療法を行い、全
例再発を認めていない（観察期間中央値34ケ月）。
【結論】慎重に症例を選択し筋層浸潤の迅速診断を併用することで、リンパ郭清を省略できる
可能性がある。
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45．卵巣明細胞腺癌の臨床的検討
　　市立札幌病院
　　○川西　康之、伊藤公美子、内田亜紀子、羽田　健一、早貸　幸辰、小林　範子、
　　　平山　恵美、及川　　衞、奥山　和彦、晴山　仁志

【目的】予後不良と言われている卵巣明細胞腺癌の臨床的特徴と治療成績について明らかにす
る。
【方法】1996年 1 月から2007年12月までの間に当科で初回治療した卵巣明細胞腺癌49例（平均
年齢は50.8歳（27～74歳））を対象にして、臨床的特徴と予後について検討した。
【結果】悪性卵巣腫瘍224例のうち明細胞腺癌は49例であり、21.9％の頻度であった。臨床進
行期は Ia 期：9例、Ic 期：28例、IIa 期：1例、IIc 期：4例、IIIc 期：2例、Ⅳ期：5例であり、
I期症例が37例で75.5%を占めた。腫瘍発生側は右側：38例、左側：8例、両側：3例であり、
腫瘍最長径は平均11.5 cm（4.9～20 cm）であった。術前の血清腫瘍マーカーの上昇をCA125： 
34例、CA199：19例、CEA：2例に認めた．子宮内膜症の合併は24例（49.0%）に認めた。術後
化学療法は Ic 期以上の35例（CPM＋CBDCA療法：5例、TC療法：11例、CPT11＋CDDP療
法：19例、CPT11＋MMC療法：1例）に行ったが、各群間に生存率の有意差はみられなかった。
転帰は Ic 期の 3例、IIc 期の 3例、Ⅳ期の 4例が死亡した。 5年生存率は I期91.2%に対して、
II 期以上の進行例は38.9%で有意（p<0.0001）に予後不良であった。後腹膜リンパ節郭清を含
む根治手術を施行した36例の生存率は、基本手術ならびに試験開腹手術を行った13例に比して
有意（p<0.0001）に予後が良好であった。再発症例に対し腫瘍摘出後化学療法を施行し、IIa 期、
IIIc 期の各 1例は無病生存し、IIIc 期、Ⅳ期の各 1例は有病生存中である。
【結論】卵巣明細胞腺癌は右側発生が多く、約 3/4 が I 期で、約半数に子宮内膜症の合併を認
めた。完全手術の完遂度が予後を改善するが、II 期以上の進行症例の予後は不良であった。

46．卵巣明細胞癌の腫瘍径に関する検討
　　札幌医科大学
　　○恐神　博行、鈴木　孝浩、両坂　美和、伊東　英樹、斉藤　　豪

【目的】卵巣癌における明細胞癌は予後不良で難治性であるが、術前に腫瘍径から病状を推測
できると手術療法に有効であると考えられる。当科で経験した卵巣明細胞癌症例の腫瘍径に関
して検討したので報告する。
【方法】札幌医科大学病院産婦人科にて2000年から2007年において経験した明細胞癌48例につ
いて検討した。項目としては、発症年齢、経妊経産回数、進行期別腫瘍径、腫瘍径とリンパ節
転移、腹水・洗浄細胞診異常、予後との相関である。
【結果】当科で経験した症例の年齢平均値は51.1±8.9歳。平均経妊経産回数は1.2±1.2回、平均
出産回数は1.1±1.0回であった。進行期では 1期が20例で腫瘍径は平均96.8±49.8 mm、2期が 2
例で平均128.5±11.5 mm、3期が15例で平均137.4±46.1 mm、4期は 0例であった。術後病理組
織結果におけるリンパ節転移陽性群は 8例（23.5％）で腫瘍径平均149.4±51.7 mm、陰性群は26
例（76.5％）で平均108±46.4 mm。また腹水・洗浄細胞診では 9例が陽性で腫瘍径は平均131.7
±30.9 mm、陰性例は14例で腫瘍径は平均122.6±57.0 mmであった。初回治療後再発あるいは治
療抵抗群は15例で平均125.1±45.3 mmであったが、無病群は15例で平均107.7±47.6 mmであった。
【結論】 1期症例と 3期症例で比較すると、腫瘍径の大きさは進行期と相関があり、有意に 3
期症例は腫瘍径が大きく、またリンパ節転移群では陰性群に比較し有意に腫瘍径が大きい結果
であった。明細胞癌では初回腫瘍減量が大事な予後関連因子であり、腫瘍径の大きな明細胞癌
では進行例である可能性が高いので、消化管切除などの腫瘍減量手術を考慮した診療計画を立
てることが重要であると考えられた。
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47．卵巣悪性胚細胞腫瘍の３症例
　　名寄市立総合病院
　　○寳田　健平、上村　淳一、高橋　知昭、北村　晋逸

【緒言】今日卵巣悪性胚細胞腫瘍に対する化学療法はBEP療法（BLM、VP-16、CDDP）が
Gold Standard であり、薬剤の用量と治療間隔を厳格に守ることが重要であると言われている。
今回、我々がBEP療法を行った 3症例について報告する。【症例1】35歳　4経妊 4経産　第
4子分娩後より左卵巣の急激な増大とAFPの上昇を認めた。左附属器摘出術実施、進行期は
腹水細胞診ClassⅤより StageⅠc（2）であった。病理で卵黄嚢腫瘍＋成熟奇形腫と診断され、
術後17日目より BEP療法を開始したが、 2コース目Day16で好中球減少を認めたため治療を
延期した。【症例 2】24歳　未経妊　下腹痛で発症、骨盤内腫瘍を認め右附属器摘出術実施。
進行期は StageⅠa、病理で未熟奇形腫G2であった。術後28日目より BEP療法を実施したが、
1コース目Day15で好中球減少を認め治療を延期した。【症例 3】35歳　 2経妊 2経産　下腹
部膨満感にて受診、骨盤内充実性腫瘍および、AFPの上昇を認めた。子宮全摘＋両側附属器
摘出＋大網部分切除術実施、進行期は StageⅠc（a）であった。病理で卵黄嚢腫瘍と診断され、
術後27日目より BEP療法を実施したが、 1コース目Day15に好中球減少をきたし治療を延期
した。【考察】BEP療法をスケジュール通りに行うためにも、骨髄抑制に対するG-CSF 製剤
の使用法について今後検討が必要であると考えられた。

48．セルトリ・間質細胞腫瘍２例の臨床的特徴についての検討
　　釧路赤十字病院
　　○小島　崇史、鈴木　俊也、武田　真光、米原　利栄、岡田　力哉、東　　正樹、
　　　山口　辰美

【緒言】境界悪性腫瘍を術前診断することは、臨床症状、画像診断、腫瘍マーカー値などを総
合的に考慮しても困難である。中でも性索間質性腫瘍は、卵巣癌と同様にきちんとしたステー
ジングと適切な手術療法が必要であるにもかかわらず、術前診断は困難である。今回、術前診
断はできなかったが、臨床的特徴の異なるセルトリ・間質細胞腫瘍 2例を短期間に経験したの
で、各々につき検討し紹介する。
【症例】症例①：43歳、 0経妊、38歳閉経。不正出血と下腹痛のため受診し、14 cm大の骨盤
内腫瘤を認め、卵巣腫瘍を疑った。腫瘍マーカーはCA125 12U/ml、CA19-9 5.4U/ml、CEA 
0.8U/ml、AFP 4.3 ng/ml であった。試験開腹とし、術中迅速診断で、腹水細胞診 suspicious、
腫瘍組織は顆粒膜細胞腫であり、TAH＋BSOを施行した。最終病理診断はセルトリ・間質細
胞腫瘍、中分化型であった。症例②：64歳、 3経妊 3経産、41歳で子宮筋腫のため他院にて
TAH＋RSOの施行歴あり。慢性C型肝炎のため内科で継続観察中にAFPが1575.9 ng/ml と
急上昇し、CTで左下腹部に 4 cm大の腫瘤を認めたため当科へ転科となった。他の腫瘍マー
カーはCA125 9.5U/ml、CA19-9 5.0U/ml であった。左付属器切除を施行し、最終病理診断は
セルトリ・間質細胞腫瘍、中分化型であり、その後AFPは正常化した。
【考察】2例とも症状は非特異的であり、術前の画像所見でも診断は不可能であった。またセ
ルトリ・間質細胞腫瘍の中でもAFP高値のものとそうでないものがあり、症例②のように肝
疾患合併の場合などは、胚細胞腫瘍の他にも鑑別が必要であったため、術前診断を困難とした。
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49．高腹膜播種卵巣癌細胞株におけるHeregulin・関連受容体発現と抗HER-2 抗体による増殖
抑制の検討 

　　福島県立医科大学
　　○西山　　浩、大関　健治、添田　　周、山田　秀和、佐藤　　章

【目的】婦人科腫瘍の中で卵巣癌は、大半が初回治療時に進行期であり高頻度に腹膜播種を認
めるが、その成因については未だ不明な点が多い。以前我々は、腹膜播種能を有さないヒト卵
巣漿液性腺癌細胞株（以下FOC-3）から高頻度に腹膜播種能を有する細胞株（以下MFOC-3）
を樹立することが出来た。この 2つの細胞株間において癌関連遺伝子をマイクロアレイ法にて
調べたところMFOC-3 で Heregulin（以下HRG）発現が著明に亢進していた。今回我々は、こ
の 2つの細胞株における増殖能、Heregulin と関連受容体発現、HRGならびに抗HER-2 抗体
を添加しHRGの卵巣癌細胞株の増殖に及ぼす影響を調べた。
【方法】まず 2つの細胞株の細胞増殖曲線を作成、次にマイクロアレイの結果を確認するため
RT-PCR を施行した。また SDS-PAGE　Western blotting を行いHRG蛋白発現量とHRG蛋
白受容体であるHER-2,HER-3,HER-4 の蛋白発現量を調べた。そしてHRG添加による細胞増殖
曲線を作成し、抗HER-2 抗体を用いてそれぞれの細胞株の増殖阻害実験を施行した。
【結果】細胞増殖曲線においてはMFOC-3 が、有意にFOC-3 に比べ増殖能が亢進しており、
RT-PCR ではマイクロアレイの結果同様FOC-3 よりMFOC-3においてHRG発現が亢進して
いた。またHRG関連受容体発現ではMFOC-3 において全ての受容体の発現亢進が認められ
た。その後 recombinant HRG 添加では FOC-3 においては、増殖亢進は認められなかったが
MFOC-3 では濃度依存性に増殖亢進が認められた。最後に抗HER-2 抗体添加では、MFOC-3
においてHRG添加/非添加群両者において増殖抑制が認められた。
【結論】腹膜播種能を有する細胞株の増殖においてHRGと HER-2 の関連が強く示唆された。

50．プラチナ耐性卵巣癌のメカニズム解明の試み―プラチナ輸送膜蛋白Human copper 
transporter ‒1（hCtr-1）に着眼して―

　　福井大学
　　○品川　明子、澤村　陽子、黒川　哲司、吉田　好雄、小辻　文和

　卵巣癌において、プラチナ耐性のメカニズムを解明することは、予後改善につながると考え
られている。そして、そのメカニズムには多数の因子が関与していると推測される。その一つが、
プラチナを細胞内に取り込む膜蛋白 hCtr-1 であるが、いまだ不明な点も多い。研究の目的は、
in vitro で、プラチナ感受性株と抵抗性株における、hCtr-1 の発現の違いを詳細に検討し、in 
vivo で同様の結果が得られるかを検討することである。
　結果、in vitro で 、プラチナ感受性株（A2780）と抵抗性株（2780CP）では、hCtr-1 の発
現に差がある可能性が示唆された。そこで in vivo に、免疫組織学的技法を用いて、プラチナ
感受性および抵抗性患者の摘出標本で、hCtr-1 の発現に有意差を認めるか否かを検討したの
で報告する。
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51．中・高リスクもしくは再発子宮体がんに対するTAC療法の第Ⅱ相試験
　　1）岩手医科大学、2）山形大学、3）三重大学、4）鳥取大学、5）大阪市立総合医療センター、
　　6）京都府立医科大学、7）自治医科大学、8）鹿児島市立病院、9）信州大学、10）神戸医療センター
　　○小見　英夫1）、倉智　博久2）、田畑　　務3）、紀川　純三4）、西村　貞子5）、細川　健一6）、
　　　鈴木　光明7）、波多江正紀8）、塩沢　丹里9）、竹内　　聡10）、杉山　　徹1）

背景：GOG177 で進行再発子宮体がんでのTAP療法の有用性が示されたが、毒性やG-CSF
の予防投与の必要性などが問題となり標準レジメンに至っていない。これらを踏まえ、我々
はTAC療法の第Ⅰ相試験の推奨用量に基づいて第Ⅱ相試験を行った。方法：適格基準を
満たした中・高リスクもしくは再発子宮体がんで同意が得られた症例を対象に、ドキソル
ビシン（45 mg/m2, day 1）、パクリタキセル（150 mg/m2/3 hr, day 2）、カルボプラチン
（AUC5, day 2）を21日ごとに 6サイクル施行予定とした。Primary endpoint を治療完遂率、
Secondary endpoints を毒性、奏効率、無増悪生存期間（PFS）とした。結果：52例が登録さ
れ、全例適格症例であった。今回 PFS を除いた早期解析を行った。治療完遂率76.9%。主な
Grade 3 以上の有害事象は白血球減少、好中球減少、貧血などで、心毒性や神経毒性や治療関
連死は認めなかった。G-CSF 平均投与日数は3.1日/コース。奏効率（RECIST）は66.7％（4/6pts）
であった。結論：TAC療法は管理可能な毒性及び最小限のG-CSF のもと治療可能であると考
えられた。今後の PFS の解析にて期待される効果があれば、子宮体がんに対する有力なレジ
メンになりうると考えられる。

52．進行卵巣癌初回化学療法後の維持化学療法の有効性の検討
　　新潟大学
　　○甲田有嘉子、古俣　　大、関根　正幸、八幡　哲郎、藤田　和之、田中　憲一

【目的】進行卵巣癌に対しては、術後に初回化学療法が行われる。初回化学療法により寛解に
至った症例に対して維持化学療法が施行されることがあり、その有効性についての報告が散見
される。当科では卵巣癌Ⅲ・Ⅳ期症例に対して、初回化学療法後に維持化学療法として 2～ 3
か月毎の維持化学療法を 2年間行っている。今回我々は当科で施行した維持化学療法の有効性
を検討した。
【対象】1997～2006年までの間に当院にて進行卵巣癌に対して初回化学療法としてタキサン・
プラチナ併用療法を施行され、その後引き続いて維持化学療法を施行された58例（IIIb 期 8 例、
IIIc 期41例、IV期 9例）を対象とした。1982年から1990年に初回化学療法（CAP療法）を行い、
その後維持化学療法を行っていない32例をコントロールとした。
【結果】維持化学療法群とコントロールの間の背景に差はなかった。 2年間の維持化学療法
を完遂できたのは58例中17例（29.3％）であった。完遂できなかった41例のうち37例（63.8％）
が再発によるものであった。再発例のうち17例（44.7％）は 1年以内の再発であった。維持
化学療法群はコントロールと比べ無増悪生存期間が有意に延長していた（中央値27.5ヶ月対
15.0ヶ月）。
【結論】初回化学療法のレジメンが異なってはいるが、維持化学療法群はコントロール群に
比較し有意に無増悪生存期間が延長していること、また維持化学療群の無病生存期間中央値
27.5ヶ月は維持化学療法が有効であったとする文献の無病生存期間中央値と同程度であり、当
科で施行している維持化学療法の有効性が示唆された。
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53．癌性腹膜炎による腹水コントロールに対するTriamcinolone acetonide（TA）腹腔内投与
（IP）の有用性に関する検討

　　新潟市民病院
　　○石黒　竜也、西島　翔太、松下　　宏、常木郁之輔、田村　正毅、柳瀬　　徹、
　　　倉林　　工

【緒言】卵巣癌進行期や末期症例の癌性腹膜炎による腹水貯留は疼痛や腹部膨満、経口摂取不
良等の原因となり、Peformance status（PS）の低下につながる。今回当科で卵巣癌 5症例に
腹腔穿刺排液（PC）後にTA投与（IP）し、その有用性につき検討した。
【症例 1】88歳、粘液性腺癌Ⅳ期。PC3000 ml 施行 7日後、片側付属器・大網摘出術施行。術
中腹水2000 ml。術後は家人の希望で化学療法せず。その後腹水再貯留認め、術後 2ヶ月半
再度 PC 2500 ml およびTA 350 mgIP 施行。経腹超音波検査にて最大腹水深度は8.3 cmから
1.7 cmに減少。その後 1ヶ月経過し腹部膨満あるも、最大腹水深度は 2 cm維持できている症
例。現在自宅療養中。
【症例 2】63歳、漿液性腺癌Ⅲc期。試験開腹後、化学療法効果不十分で腹水貯留認め
PC 3500 ml 施行も、再貯留あり10日後再度 PC 3700 ml 排液およびTA 400 mgIP 施行。IP20
日経るも最大腹水深度は 2度目の穿刺後の5.4 cmから増大認めず、現在他の化学療法施行中。
【症例 3】70歳、漿液性腺癌Ⅲc期。試験開腹術で腹水3000 ml あり。術後 6か月で再発
し PC 2400 ml 施行。PC後 7日で腹部膨満、腹水再貯留あり。再度 PC 1750 ml 排液後、
TA 400 mgIP 施行。その後44日間腹部膨満は認めず。
【症例 4】57歳、漿液性乳頭腺癌Ⅲc期再発。PC 3600 ml 排液後、腹水再貯留あり22日目に再
度 PC 2400 ml 排液し、TA 400 mgIP 施行。その後31日間腹水の再貯留は認めず。
【症例 5】52歳、漿液性腺癌Ⅳ期再発。PC 1200 ml 排液後すぐに腹部膨満あり、 3日後に再
度 PC 2200 ml 排液し、TA 400 mgIP 施行。その後36日間腹囲の増大は認めず。
【考察】TAの糖質コルチコイドの抗炎症作用は腹水再貯留に対し有効である。早期の腹水再
貯留は PSを低下させるだけでなく、頻回の PCは身体的負担も大きい。TAの副作用に留意
しつつ、PC時にはTA投与を併せて施行する事で癌性腹膜炎による腹水のコントロールが可
能であることが示唆された。

54．Gemcitabine（GEM）が奏功した再発婦人科癌の２症例
　　岩手医科大学
　　○村井　正俊、羽場　　厳、高取恵里子、畑山　伸弥、高田　杏奈、岩根　恵子、
　　　賀来　宏維、小見　英夫、本田　達也、諸原　雄一、庄子　忠宏、熊谷　晴介、
　　　吉崎　　陽、杉山　　徹

【はじめに】再発婦人科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た
め、化学療法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（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。当院において再発婦人科癌に対しGEMを用いて奏功した 2症例を経験したの
で報告する。
【症例 1】年齢：76歳、診断：卵巣癌（漿液性腺癌）Ⅲc期、PS：2、過去レジメン数：5、
GEM単剤 ［GEM：1000 mg/㎡（Day1、8、15）］を 8コース施行し、胸水の減少とCA125 値
低下を認めた。PFSは 5 ヶ月、OSは 5ヶ月。G3 以上の有害事象として白血球減少：G4、好中
球減少：G4、ヘモグロビン減少：Ｇ3を認めた。
【症例 2】年齢：60歳、診断：子宮体癌（癌肉腫）Ⅰc期、PS：0、過去レジメン数：2、GEM/
Docetaxel（DOC）併用［GEM：1000 mg/㎡（Day 1、8）DOC：60 mg/㎡（Day 8）］を 9コース
施行し、多発性肺転移が消失した。PFS は23ヶ月、OSは27ヶ月。Ｇ3以上の有害事象として
好中球減少G4を認めた。
【まとめ】今回我々は再発婦人科癌に対しGEMを用いた化学療法が奏功した 2症例を経験し
たが、QOLを維持し、副作用も対処可能であることから、salvage chemotherapy として積極
的に用いることを検討すべきと考えられた。
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55．高齢卵巣癌患者に対する化学療法に関する検討
　　新潟大学
　　○高橋麻紀子、西野　幸治、加嶋　克則、関根　正幸、藤田　和之、八幡　哲郎、
　　　田中　憲一

【目的】高齢人口の増加に伴い、高齢卵巣癌患者に対して治療を行う機会が増えている。高齢
者においては、侵襲の大きな手術が行いにくく、副作用の問題から化学療法が十分に行えない
ケースもあり、どのような治療を行うべきか迷う場合も多い。そこで今回、当科で治療を行っ
た高齢卵巣癌患者の治療内容および治療成績を検討した。
【方法】1997年から2006年までの10年間に当科で治療を行った70才以上の上皮性卵巣癌患者43
名を対象（高齢群）とした。同期間に治療を行った70才未満の患者123名を対照群とした。対
象者の手術完遂度、化学療法の内容、副作用、予後等に関して解析し、対照群と比較した。
【結果】高齢群で optimal surgery が可能であった割合は77％であり、対照群の80%と同等で
あった。術後化学療法として taxane/platina による併用療法が行われた症例は高齢群で62%、
対照群で93%であり、高齢群で低率であった。高齢群のうち30%の症例では、化学療法開始
時に dose down を行っていた。化学療法後に dose down が必要であった症例は、高齢群で
50％、対照群で21％と高齢群で高率であった。両群間で無病生存率および生存率に有意な差は
認めなかった。
【結論】高齢卵巣癌患者において手術完遂度や予後の有意な低下は認められなかった。術後化
学療法に関しては、高齢群で副作用が強く出る傾向にあり、治療の個別化が必要と考えられた。

56．術前化学療法を施行した子宮頚癌症例におけるアポトーシス抑制蛋白 clusterin の発現と
治療反応性および予後因子との関連

　　1）北海道大学、2）群馬大学
　　○加藤　達哉1）、渡利　英道1）、鹿沼　達哉2）、太田　陽子1）、中谷真紀子1）、
　　　三田村　卓1）、保坂　昌芳1）、首藤　聡子1）、武田　真人1）、蝦名　康彦1）、
　　　金内　優典1）、工藤　正尊1）、峯岸　　敬2）、櫻木　範明1）

【目的】clusterin（CLU）は、アポトーシスを抑制する糖タンパク質で、その過剰発現が化学
療法および放射線療法に対する抵抗性を惹起すると考えられている。そこで、今回、術前化学
療法を施行した子宮頚癌組織におけるCLUの発現と化学療法反応性あるいは予後との関連を
検討した。【方法】1994年から2007年までの期間にプラチナ製剤を含むレジメを用いて術前化
学療法を 2-4 コース施行し、その後広汎子宮全摘術を施行した子宮頸癌46例（25-64歳、中央値
46.5歳、扁平上皮癌：25例、腺扁平上皮癌：15例、腺癌：3例、その他：3例）のパラフィン包
埋術前生検腫瘍組織を用いて、免疫染色にてCLUの発現を検討した。発現レベルは染色強度
（陰性、弱陽性、中等度陽性、強陽性）で判定し、治療反応性（腫瘍縮小率）、臨床病理学的
因子（年令、進行期、組織型、脈管侵襲、リンパ節転移）との関連をχ2検定を用いて検討し
た。生存期間との関連はKaplan-Meyer 曲線と log-rank test を用いて解析した。予後因子解
析には、Cox 比例ハザードモデルを用いた。【結果】CLUは主に腫瘍細胞の細胞質に染色され、
中等度あるいは強度陽性症例において有意（p＝0.01）に術前化学療法反応不良例が多かった。
Kaplan-Meyer 曲線による解析では、術前化学療法反応性（p＝0.007）、リンパ節転移（p＝0.02）、
CLU発現（p＝0.02）が有意に生存と関連していた。多変量解析の結果、リンパ節転移陽性（p
＝0.03）、CLU発現中等度あるいは強陽性（p＝0.03）が独立した予後不良因子であった。【結
論】術前の生検腫瘍組織におけるCLUの発現は、子宮頚癌における術前化学療法の反応性予
測マーカーかつ予後因子となりうる可能性が示唆された。
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57．当科で施行している抗腫瘍剤動脈内注入療法を用いた子宮頸癌の術前化学療法について
　　青森県立中央病院
　　○小笠原智香、横田　　恵、橋元　粧子、谷口　綾亮、梅本　実香、佐藤　秀平、
　　　森川　晶子

【患者背景と対象】1998.01.～2008.06.30迄に当科で進行子宮頚癌（Ⅰb2 期～Ⅳb期）のうち初
回治療に抗腫瘍剤動脈内注入量法用いて術前化学療法を施行した症例は25～82歳（平均59.9歳）
まで36例であった。内訳はFIGOⅠb期；1例、Ⅱ期；25例、Ⅲ期 4例、Ⅳ期；6例、扁平上皮
癌31例、腺癌 3例、粘液性腺癌 2例であった。
【方法】両側内腸骨動脈、又は子宮動脈内に balloon occulted arterial infusion：BOAI 法によ
り CDDP：50-100 mg/body/回、MMC：5-10 mg/body/回を使用し、3-4 週毎に 1回投与した。
今回は手術施行を endpoint と後方視的に検討した。
【結果】全投与回数は85回であり、 1症例につき平均2.4回施行。NCI-CTCに準じた有害事象
G3、G4 に当たる事象はなかった。腫瘍縮小率はRECIST に準じ、平均縮小率は動注療法 1
クール後42.3％、 2クール終了後74.3％であった。臨床的治療効果判定はCR：7例、PR：21例、
奏効率は75.7%であった。止血されるまでの期間は動注施行後 1-14日であり、平均 4日であっ
た。手術施行しえた症例は30例（手術完遂率：83.3％）で、準広汎子宮全摘術 3例、広汎子宮
全摘術24例、骨盤内臓器摘出術 3例であった。組織学的効果判定では、固定癌判定基準によ
るGrade 3 に相当する症例がCR：7例、Grade 2 に相当する症例が PR：16例であり、奏効率は
76.7％であった。術後放射線療法はリンパ節転移陽性例、parametrium浸潤例、脈管浸潤の認
められた17例に施行。化学療法は 7例中 5例は頸部腺癌に施行。手術施行例のうち生存26例
（72.2％）、担癌生存 5例、無病生存21例であった。
【考察】動注化学療法も術前化学療法として有用な治療戦略と考えられた。

58．進行子宮頸癌の術前化学療法（NAC）に関するアンケート調査の結果
　　青森県立中央病院
　　○森川　晶子、横田　　恵、橋元　粧子、谷口　綾亮、梅本　実香、小笠原智香、
　　　佐藤　秀平

　I,II 期の中でも特に予後の悪い Ib 期 bulky から IIb 期において術前化学療法（NAC）によ
る予後改善効果が期待され、NACにより腫瘍の縮小を図ることで縮小手術の可能性も期待さ
れています。進行子宮頸癌に対するNACは1984年 Friedlnader により導入されてから20年以
上が経過していますが、2007年版子宮頸癌治療ガイドラインでは I期、II 期に対して術前化学
療法は有用かのCQに対しNACの予後改善効果は示されていないで、侵襲を伴うNAC＋手
術療法が手術療法単独あるいはCCRTを上回エビデンスは未だ示されておらず、一般診療で
の安易な施行は慎むべきと記されています。この結果を受け、NACを行わなくなった施設や
JGOGの RCTに参加している分だけ行っている施設などの話を聞きました。果たして、全国
の各施設ではガイドラインのこの推奨を受けてNACをやめてしまったのか。NACを行って
いる施設はどれくらいあるのか。また、NACを行っている施設で投与経路は静脈全身投与な
のか動注療法なのか、レジメンは何を使用しているのかなどを調査するために無記名でアン
ケートをお願いしました。産婦人科がある大学病院84施設と国立がんセンターが中心となって
行っているがんネットワーク参加病院17施設　合計101施設にご協力をお願いしたところ72施
設からのご回答がありました。72施設中40施設がNAC＋手術療法を行うことがあると回答さ
れました。この結果をもとに各施設での進行子宮頸癌への取り組み方、現在の状況を分析する
とともに、今後、NACをどのように取り入れていくか、NACを行う個別かなどを検討したい
と思います。
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59．子宮頸部腺扁平上皮癌Ⅱb期合併妊娠の一例
　　山形大学
　　○石田　博美、高田　恵子、五十嵐秀樹、須藤　　毅、太田　　剛、関口　真紀、
　　　小島原敬信、堤　　誠司、中原　健次、倉智　博久

【緒言】子宮頸癌の約 3 %は妊娠中に発見され、妊娠に合併する悪性腫瘍の中で最も頻度が高
い。現在、妊娠に合併した子宮頸癌Ⅰb期以上の取り扱いについて、コンセンサスは得られて
いない。一般的には母体救命を優先した治療が選択されるが、胎児が体外生活不可能であり、
かつ患者の強い妊娠継続の希望がある場合、胎児が体外生活可能になるまで根治的治療を延期
する場合もある。これまで報告されている根治的治療延期例はいずれも扁平上皮癌であり、他
の組織型の報告はない。今回われわれは、妊娠に合併した子宮頸部腺扁平上皮癌の根治的治療
待期症例を経験したので報告する。
【症例】29歳、 1妊 0産。妊娠18週 5 日で子宮頸部腺扁平上皮癌Ⅱb期と診断。妊娠継続は母
体の予後にとって著しく不利になり、通常は母体優先の治療法が選択されることを説明した。
しかし、本人の妊娠継続への強い希望があり、胎児が体外生活可能となるのを待って根治療法
を開始する方針とした。妊娠20週 2 日よりシスプラチン単剤投与（75 mg/m2静注）を 3週毎
2コース施行したが、腫瘍の増大を認めた。患者及び新生児科専門医と相談の上、妊娠27週 5
日で帝王切開術、及び骨盤リンパ節郭清を含めた広汎子宮全摘術と両側付属器摘出術を施行し
た。新生児はAPGAR 4/7、1108 g（AGA）で難聴などの異常は認めなかった。術後病理診断
でも頸部腺扁平上皮癌であったが、骨盤リンパ節に転移を認めたため、術後追加療法として同
時化学放射線療法を施行した。現在、母児ともに経過良好である。
【考察】子宮頸部腺扁平上皮癌Ⅱb期で化学療法による待期治療の後、生児を得た症例を経験
した。現在のところコンセンサスの得られた治療法はなく、今後一層の症例集積と、エビデン
スに基づいた治療法の確立が求められる。

60．妊娠合併子宮頸部浸潤癌症例の治療とその予後
　　札幌医科大学
　　○井上万梨絵、梅村　康太、岩崎　雅宏、伊東　英樹、恐神　博行、両坂　美和、
　　　鈴木　孝浩、斉藤　　豪

【目的】近年子宮頚癌の若年化、高齢出産の増加に伴い、妊娠合併頚癌の頻度が増加している。
今回我々は当科における妊娠合併子宮頸部浸潤癌症例について検討した。
【方法】1979年から2008年 4 月までに当科で広汎性子宮全摘術を施行した妊娠合併子宮頸癌
進行期Ⅰb1 期以上の20例につき、年齢、para、臨床進行期分類、診断時期、細胞診、組織診、
治療内容などについて後方視的に検討した。
【結果】年齢は22歳から41歳の平均32.3歳で、進行期はⅠb1 期 9 例、Ⅰb2 期 4 例、Ⅱa期 2例、
Ⅱb期 4例、Ⅲb期 1例、診断時期は 1st trimester 8 例、2nd trimester 6 例、3rd trimester 3
例、産後 3例であった。 5年以内の死亡例は、Ⅰb1 期（pT1b1N0M0）1 例、Ⅱb期（pT2bN0M0）
1 例、Ⅲb期（pT2bN1M0）1 例であり、それぞれ29か月、10か月、20か月の経過後に死亡した。
そのうち後者の 2例は経膣分娩及び分娩停止症例であり、妊娠中に癌の診断がつかず、経膣分
娩を試みた症例であった。2003年 6 月までに治療を受け、追跡可能であった14例での 5年生存
率は78.6%であった。また、胎児成熟まで妊娠17週から30週の13週間待機後に手術を施行し生
児を得たⅠb1 期の 1症例は、 9年 2か月経過した現在、健在である。
【結論】予後改善のためには、早期診断・早期治療が必要であり、妊娠初期の子宮頚部細胞診
等にて早い時期に子宮頸癌をスクリーニングし、さらに、不正出血などの症状があり、異常所
見の認められる症例には、再三の細胞診検査を行うべきである。また、治療待機に関してはさ
らにその適応などについて慎重に検討していく必要があると思われる。
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61．AFP産生子宮体部腫瘍の一症例
　　秋田大学
　　○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

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2.5cm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 cm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では後腹膜リンパ節腫大を認めたが、遠隔転移
所見は認めなかった。腫瘍マーカーでは血清AFPが6608 ng/ml と高値であった。その他の
腫瘍マーカーでは、CEA 20.2 ng/ml、CA 19-9 37.3 ng/ml と軽度上昇、CA 12511.9 ng/ml、
SCC 0.5 ng/ml、CA 72-4 2 ng/ml、hCG 0.5 ng/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 5.5x5.5x4.3 cm
大で白色隆起性の子宮内腫瘍であり、摘出標本は110 g であった。免疫組織化学染色では
AFP陽性、CEA陰性、CA 125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 5コース終了し、AFPは正常化しており再発徴候は認めていな
い。

62．卵巣成熟嚢胞奇形腫の一部にカルチノイド腫瘍組織を認めた１例
　　岩手医科大学
　　○羽場　　厳、池田　真妃、高取恵里子、山手　清令、畑山　伸弥、井筒　直子、
　　　小見　英夫、本田　達也、熊谷　晴介、庄子　忠宏、吉崎　　陽、杉山　　徹

　カルチノイド腫瘍は主に消化管、肺、気管支などに多く発生する腫瘍で、癌に似た腫瘍であ
るが、浸潤・転移をしないと言われたことからカルチノイドと呼ばれるようになった。実際に
は発育は緩慢であっても周囲に浸潤し、肝などへの転移も見られる。卵巣のカルチノイド腫瘍
は成熟嚢胞性奇形種の 1成分として見られることが多いが、純粋型は50例程度の報告があるに
過ぎない。極めて稀であるため予後は不明で、消化管カルチノイドから推察すると良好と推測
されるが、稀に転移や死亡例も報告されている。
　今回我々は、子宮筋腫と右卵巣嚢腫を認め、腹式単純子宮全摘出術＋右付属器摘出術を卵巣
腫瘍摘出術を施行。病理組織診で右卵巣に成熟嚢胞奇形種の一部に、グリメリウス染色陽性で、
免疫染色にてNCAM、chromogranin 陽性のカルチノイド腫瘍組織を認めた 1例を経験したの
で報告する。
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63．Spindle cell sarcoma として腹壁に再発した卵黄嚢腫瘍の一例
　　弘前大学
　　○二神　真行、重藤龍比古、木村　秀崇、横山　良仁、樋口　　毅、水沼　英樹

【緒言】卵黄嚢腫瘍は若い女性に多い悪性胚細胞腫瘍である。化学療法に感受性を示すもの
の再発する例も知られている。しかし再発時の組織形態に関する論文は少ない。今回肉腫と
して腹壁に再発した症例を経験したので報告する。【症例】27歳、 0妊 0産。身長168 cm、体
重94.8 kg。平成15年下腹痛を主訴に近医受診。卵巣腫瘍を疑い当科紹介。径20 cmの混合性腫
瘤であり、血清AFPは24,694 ng/ml であった。卵黄嚢腫瘍を疑い手術。腫瘍は右卵巣由来で
ほとんどが充実性部分であった。腸管表面及び大網に径 2 cm以上の播種を認めた。年齢、組
織型を考慮し右付属器切除、部分大網切除の妊孕性温存手術を行った。腫瘍重量は3.3 kg、術
後病理で卵黄嚢腫瘍と診断された。術後BEP療法を 6クール施行。AFPと胸部～腹部CT検
査で CRを確認した。17.8月腹壁に腫瘤を認め受診。CT検査で腫瘤は径 9 cmで術創直下の腹
壁に存在していた。同部位の穿刺細胞診を行い、class 3a でデスモイドを考えさせるとのコメ
ントであり、 9月に腹壁腫瘤の摘出を行った。なおAFP＜ 2 ng/ml、CT検査では腹壁腫瘤以
外に腫瘤はなかった。術後病理検査では unclassifi ed spindle cell sarcoma であり、germ cell 
tumor からの再発と思われるとの報告であった。12月から BEP療法を施行したが、同月の
CT検査で上腹部に径14 cmの腫瘤を認めた。孤立性のため平成18年 2 月手術。横行結腸間膜
から腫瘍は発生しており、多数の播種を認めた。腫瘤切除および横行結腸、小腸の切除／吻合
を行った。術後一時退院したが、その後腹腔内の播種性病変によると思われる腫瘍内出血、下
腹痛で入院。対症的治療を行うも、その後呼吸不全となり平成18年 5 月死亡した。

64．卵巣外原発性腹膜癌の２症例
　　国立病院機構弘前病院　1）産婦人科　2）病理
　　○真鍋　麻美1）、田中加奈子1）、工藤　香里1）、片桐　清一1）、松本　仁一2）

【緒言】原発性腹膜癌は臨床的にも、病理組織学的にも卵巣癌と類似しており、進行すると多
数の播種病変を形成し多量の腹水を伴う。開腹により診断されることが多く、卵巣癌に準じた
手術療法や化学療法が選択されることが多いが、標準的治療法は確立されていない。今回私た
ちは、卵巣癌化学療法が有効であった卵巣外原発性腹膜癌の 2症例を経験したので報告する。
【症例】症例 1　47歳 0 妊 0 産
　2005年 8 月癌性腹膜炎として紹介。CF、GF、CTにて実質臓器に異常なし。TC療法にて
薬疹、その後CAP3 クール施行。腹水減少し2005年12月子宮全摘術、両側付属器摘出術、腹
膜播種部分切除、虫垂切除術を行った。卵巣は正常大。組織診断は卵巣外原発性腹膜癌。術後
CAP6 クール行い2006年 8 月退院。2007年 2 月少量の腹水貯留あり再度CAPを行うも増量し、
CPT－P療法に変更した。変更後、薬剤性中毒疹が出現。内科と相談しGEM－P療法 2クー
ル施行したが無効。その後、腹水除去時にCBDCA腹腔内投与、アルコールフリーDC療法
7クール施行。腹水減少ありQOLも向上したが、腸間膜に多数結節状腫瘍が出現し、腫瘍内
科と相談。2008年 2 月 TS1 開始するも改善なく、 4月永眠。
　症例 2　48歳　 2妊 2産　44歳子宮全摘術、左付属器切除術既往
　2007年 7 月多量の腹水あるもCF、GF、CTで異常所見を認めず当科紹介。TC療法 3クー
ル行い腹水減少あり、2007年10月開腹術を施行。右卵巣は正常大、腹膜、大網には大小多数の
腫瘤あり、右付属器摘出術、大網切除術、虫垂切除術を行った。組織型は奨液性乳頭状腺癌、
卵巣表面に腺癌の増殖を認めたが、実質には異常所見なし。術後TC6 クール行い、2008年 4
月退院、外来経過観察中。
【考察】原発性腹膜癌の治療法として、可及的腫瘍切除と化学療法を行うとの報告が散見され
るが、標準的治療法は確立されていない。本症例では、卵巣癌に準ずる治療法が有効であった
と推察されるが、今後、多くの症例を検討する必要があると思われた。
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65．卵巣癌癌性胸膜炎に対するパクリタキセル胸腔内投与：症例報告
　　北海道大学病院
　　○中谷真紀子、三田村　卓、保坂　昌芳、武田　眞人、渡利　英道、加藤　達矢、
　　　首藤　聡子、蝦名　康彦、金内　優典、工藤　正尊、水上　尚典、櫻木　範明

【はじめに】パクリタキセルを静脈内投与した場合（～240 mg/m2）、 3時間以内に最高血中
濃度（10μg/ml 以下）に達し、半減期は10-16時間で24時間後には0.1μg/ml 以下まで低下する。
【症例】癌性胸膜炎にて stage IVと診断した漿液性嚢胞線癌症例に対して、NACの一環とし
てパクリタキセルを胸腔内投与した。パクリタキセル110 mg（80 mg/m2）を生理食塩水に溶
解し、左右それぞれの胸腔内に投与した。胸水は著明に減少し、左右胸水細胞診はそれぞれ 6、
13日目に陰性化した。grade 3 の白血球減少／好中球減少／貧血、および grade 1 の胸痛を認
めた。投与直後、24、48、72、96時間後の血中および胸水中の薬物濃度は、それぞれ0.04、0.09、
0.06、0.03、0.02μg/ml と、130、92、6.9、9.4、3.2μg/ml であり、胸腔内において高い薬物濃
度が長時間維持され、わずかに血中への移行があることが確認された。
【結論】難治性癌性胸膜炎に対してパクリタキセル胸腔投与が有効な症例が存在し、薬物動態
からも合理的と考えられた。

66．虫垂原発腹膜偽粘液腫の一例
　　大崎市民病院　1）産婦人科、2）病理診断科
　　○末永香緒里1）、國井周太郎1）、吉田　祐司1）、坂元　和宏2）、我妻　理重1）

【緒言】腹膜偽粘液腫は粘液産生細胞が腹膜播種し慢性的な経過をとる低悪性度の比較的まれ
な疾患である。原発は虫垂や卵巣の粘液産生性腫瘍であることが多く、腹腔内に広範囲にゼラ
チン状の結節を形成し、進行すると腸管、腹壁への穿孔による感染やイレウスを引き起こす。
今回我々は虫垂原発の腹膜偽粘液腫の一例を経験したので報告する。
【症例】44歳女性。現病歴：平成19年 4 月ごろから腹部腫瘤に気づき、腫瘤の増大傾向、食欲
低下を主訴に、平成20年 4 月 8 日前医初診。超音波検査上骨盤内に巨大な多房性嚢胞をみとめ
たのみで、その他に異常はなかった。同月14日当科紹介受診。CT画像上骨盤内に約15 cm大
の多房性嚢胞及び多量の腹水をみとめた。腫瘍マーカーはCA 125　55 u/ml、CA19-9　2.2 u/
ml、CEA　13.6 ng/ml であった。腹膜偽粘液腫を疑い、 4月27日入院、MAP4 単位輸血し貧
血を改善後、翌28日手術を行った。腹腔内にはゼリー状の粘液が充満していた（約16 kg）。右
卵巣腫瘍は15 cm大で 5 kg、多房性で粘液が充満、一部表面が破綻していた。左卵巣は 6 cm
大に腫大、150 g、単房性であった。虫垂はほぼ正常大であったが、表面が不整であった。両
側付属器切除、虫垂切除術を行った。病理検査において、右卵巣は粘液性嚢胞腺腫に相当する
像を示し、明らかな異型や浸潤像はみとめなかった。虫垂は拡張した内腔に粘液を含み、腺上
皮の乳頭状の増生を伴い、細胞の異型は軽度で、低悪性度虫垂粘液性腫瘍の診断となった。免
疫染色では、腫瘍細胞は虫垂、卵巣いずれもCK（－）, CK20（＋）, MUC1（－）, MUC2（＋）であっ
たことから、虫垂が原発であり、卵巣病変は転移巣であると考えられた。
【考察】卵巣粘液性腫瘍に合併して腹腔内に粘液性腹水が存在する場合、本疾患を疑い、卵巣
とともに虫垂も切除し免疫染色を行うことにより、原発巣の診断が容易となる。
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67．高齢者における腹腔鏡下手術の有用性についての検討
　　旭川医科大学
　　○宮川　博栄、山下　　剛、横浜　祐子、片山　英人、加藤　育民、西脇　邦彦、
　　　千石　一雄

【目的】平成20年 4 月より、これまでの老人保健制度に変わって後期高齢者医療制度が始ま
り、75才以上のいわゆる後期高齢者の、心身の特性に適した制度や診療体系が構築されること
になっている。高齢者における腹腔鏡下手術は、気腹による腹腔内圧、胸腔内圧の上昇、後負
荷の増大や静脈還流の減少、心拍出量の低下や血管抵抗の上昇など手術中の呼吸、循環の及ぼ
す影響などもあり積極的には試みられてない傾向にある。しかし開腹術に比較し手術侵襲や術
後疼痛が少ないため早期離床や術後の呼吸器合併症に対して大きい利点もある。今回高齢者に
おける周術期の予後因子について検討した。
【方法】97’年から07’年までの10年間において当科で腹腔鏡下手術を受けた65才以上の患者集
団に対して以下の 3点について検討した。1）65才未満で腹腔鏡下手術を受けた集団との周術期
予後因子の比較　2）65才以上で開腹手術を受けた集団との比較　3）65才以上75才未満の前期高
齢者、75才以上の後期高齢者に分類し、各々の比較した。
【成績】当科で過去10年間において良性疾患で腹腔鏡下手術を受けた65才以上の患者は67名、
内前期高齢者は49名、後期高齢者は18名、最高齢者は89才であった。65才以上の高齢者群に腹
腔鏡手術を導入した場合、周術期予後因子は若年者群と比して差異はみられなかった。また高
齢者群において腹腔鏡手術を導入した群は、開腹手術を行なった群に比して、有意に出血量が
少なく、手術時間、合併症の発生率等も優れていた。重篤な合併症は腹壁瘢痕ヘルニアが二例、
術後出血による再手術が一例であった。術後の入院日数は最短で四日間であり、包括評価導入
以降は入院期間が短縮される傾向が見られた。前期および後期高齢者において、腹腔鏡手術の
周術期予後因子を比較したが大きな差異はみられなかった。
【結論】高齢者に対し腹腔鏡下手術は制限すべき用件はみとめなかった。早期離床などの利点
を考えると積極的に検討しても良いと思われる。

68．子宮卵管造影にて卵管鏡下卵管形成術の適応とされた症例の腹腔鏡所見
　　ウィメンズクリニック利府　
　　○菅原　準一、斎藤　衆也、涌坂　俊明

【目的】生殖補助医療の普及に伴い、卵管性不妊症例に対して、安易に体外受精が行われるこ
とが少なくない。一方、卵管閉塞症例に対する卵管鏡下卵管形成術（FT）が普及し、外来ベー
スで行う施設も増加している。しかし、腹腔鏡診断は、いまだ重要な意義を持つと考えられる。
当クリニックでは、本年四月から幅広く腹腔鏡下手術を導入している。今回HSGにて FTを
予定された症例に対し、卵管閉塞、癒着の状態に関し、術前―術中所見の比較検討を行ったの
で報告する。
【対象・方法】対象症例は、不妊症スクリーニング中、HSGにて少なくとも一方の卵管閉塞
と診断された 7例で、原発性不妊症 6例、続発性不妊症 1例、平均年齢31±3.9歳、平均不妊
期間2.6±1.7年であった。
【結果】術前HSGにて、卵管閉塞と診断された部位は、間質部 7卵管、峡部 3卵管、膨大部
3卵管であった。術前に卵管閉塞と診断された 7例中、術中に卵管閉塞を全く認めなかった卵
管は、23％であった。また、術前HSGと術中閉塞部位の一致率は、53.8%で、卵管部位別一
致率では、間質部 57.1%、峡部 33.3%、膨大部 66.6%であり、峡部閉塞の正診率が低い傾向に
あった。さらに、術前閉塞部位別に、術中卵管通過性の有無を検討すると、間質部 42.8%、峡
部 33.3% 、膨大部 33.3%であり、間質部閉塞症例では、術中に通過性を認める卵管が比較的多
い傾向にあった。術中間質部閉塞を認めた 5卵管では、すべての症例で卵管膨大部周囲癒着お
よび閉塞を認めた。これらの複数閉塞例でのFT完遂度は、60%であり、以前の報告と比較し
て極めて低い結果となった。
【結論】従来の報告に一致して、HSGによる卵管閉塞の正診率、閉塞部位一致率は低く、選
択的卵管造影、選択的通色素検査などの補助的診断を行う必要があると考えられた。また間質
部閉塞症例では、複数閉塞、卵管周囲癒着を念頭においた腹腔鏡下手術（FT併用）により適
確な診断、治療方針の決定が望ましいと考えられた。
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69．人工授精（AIH）の意義について（当科症例での検討）
　　秋田大学
　　○熊谷　　仁、佐藤　　亘、熊澤由紀代、河村　和弘、福田　　淳、児玉　英也、
　　　田中　俊誠

当科では2004年に原因不明不妊症例のAIHの成績について検討し、妊娠例は全て施行回数 6
回以内であり、妻の年齢が34才以上で不妊期間が 6年以上の症例ではAIHの効果が低い、と
の結論を得た。今回、その結論を踏まえて治療を行ったその後の 4年間の症例について検討し、
当科におけるAIHの問題点を明らかにすることを目的とした。【対象】2004年 1 月から2008年
3 月まで当科においてAIHを施行し、かつ、IVF-ETを含む 3周期以上の治療を施行した症
例とAIH成功症例の併せて107例322治療周期を対象とした。【検討項目】妻年齢、不妊期間お
よび適応が妊娠率に及ぼす影響を検討し、特に29才以下の症例で妊娠率が低い傾向が認められ
たため、各症例の詳細を検討した。【結果】妊娠例は全てAIH施行回数が 4回以内であった。
不妊期間が 6年以上の症例に、妊娠例を認めなかった。男性因子と子宮内膜症症例で妊娠率が
低い傾向を認めた。妻の年齢が29才以下の群で妊娠率が低い傾向が認められたが、原因として
重症の PCOS 症例が多いためと推測された。しかし、重症 PCOS 症例の予後は IVF-ETで改
善できた。【考察】今回の検討結果も2004年の検討結果とほぼ同様であり、不妊期間の長い症
例へのAIHの効果低いと考えられた。また、PCOS 症例では単一卵胞排卵が困難な重症例で
は若年であってもAIHの効果は低いと考えられた。

70．早発卵巣不全を発症した superfemale の卵子提供後双胎妊娠管理の経験：本邦での卵子
提供後妊娠管理の実態も含めて

　　1）東北大学、2）宮城県立こども病院
　　○渋谷　祐介1）、寺田　幸弘1）、斎藤　昌利1）、星合　哲郎2）、佐藤　多代1）、
　　　室月　　淳1）、八重樫伸生1）、岡村　州博1）

【緒言】海外エージェントなどの出現により、本邦においても卵子提供後の妊娠例の報告が散
見されるようになった。しかし、卵子提供後の妊娠経過は、母体が高齢であることや、早期卵
巣不全（POF）により母体が妊娠への準備ができていないことで、通常と異なることが予想
される。今回我々は海外で卵子提供を受けて、当科での妊娠管理を希望した一例について文献
的考察を加えて報告する。
【症例】39歳女性 0経妊 0経産。33歳時 POFの精査中に性染色体異常（47XXX）が判明し
た。以降Kaufmann 療法を継続していた。35歳時より高血圧症発症。今回、本人より米国で
卵子提供を受けたとの申告があり、二絨毛膜性二羊膜性双胎妊娠が判明した。12週より GDM
を発症し、インスリン注射を開始した。24週より片児の IUGRが発現した。28週から子宮収
縮が著明となった。30週より胎児血流モニター上 IUGR児の脳血流再配分が見られ、32週 1
日、IUGR児のNRFS にて緊急帝王切開となった。AGA児1754 g Apgar Score 9/10、IUGR
児950 g Apgar Score 7/8で両児ともに経過は良好である。分娩後高血圧が持続したが、GDM
は 3週間で改善した。
【考察】高血圧、GDM、片児 IUGR、切迫早産をきたした卵子提供後の妊娠管理を経験した。
本邦における卵子提供後の妊娠管理に関する報告は症例報告の域を出ないが、本症例のような
合併症や産後の異常出血などをきたした例が多数報告されている。今後、卵子提供後の患者の
管理を求められることが増加すると考えられるが、その際は以上のような合併症に対して十分
な注意を払い、その旨を本人に充分告知することが必要である。また、本例の様なケースに対
応するためにも、本邦における卵子提供の実際について、より統合的な調査が必要である。
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71．当院での子宮筋腫核出術式の変遷
　　石川県立中央病院
　　○干場　　勉、齋藤　里奈、前川真知子、藤田　聡子、篠倉　千早、山田　里佳、
　　　吉成　秀夫、平吹　信弥、佐々木博正、朝本　明弘

【目的】筋腫核出術には従来の開腹以外に最近では子宮鏡や腹腔鏡を用いた術式が行われるよ
うになってきた。また、近年の結婚や出産の高齢化に伴って筋腫核出を要する症例も増加して
いる印象がある。そこで当院で筋腫核出の術式の変遷を検討した。
【方法】1993年から2007年までの15年間に当院で筋腫核出を受けた378例を膣式（VM）、子宮
鏡下（TCR）、腹腔鏡下（LM）、腹腔鏡補助下（LAM）、腹式（AM）に分けて手術術式、年齢、
AM選択理由を調査した。なお、帝王切開時と胃癌手術での筋腫核出例は開腹が必ず選択され
るので除外した。
【結果】年間筋腫核出症例数は1993年の 6例から漸増し2007年には59例にまで達していた。15
年間全体ではVM 5例、TCR 36例、LM 209例、 LAM 18例、AM 110例であった。1996年まで
の44例では 1例のVM以外はAMのみであったが、1997年から LMと LAMが開始され 3割
前後を占めた。2000年には LMが54％を占めて、その割合は年々増加し2007年には82％となっ
た。AMは漸減し2002年からは年間 5例前後に減少していた。平均年齢は1993年の30.0歳か
ら2007年の37.3歳にまで高齢化していた。AMが選択された理由は筋腫の大きさや位置、術前
MRでの肉腫疑いであった。
【結論】近年 LMが筋腫核出術の主体となってきた。この傾向は高齢未婚症例が増加してい
るなかで LMが低侵襲手術で美容上優れていることや、術前偽閉経療法による術前の筋腫縮
小が可能となったこと、LMの技術が向上したことなどが理由と思われた。

72．当科での子宮動脈塞栓術：uterine artery embolization（UAE）施行症例の検討
　　福島県立医科大学
　　○添田　　周、大関　健治、西山　　浩、山田　秀和、佐藤　　章

【目的】子宮筋腫の治療方法は、UAEや集束超音波などの新たな選択肢の登場で多岐にわたっ
ている。当科においても2003年 9 月からUAEを導入し、2007年12月までに102例に施行した。
今回、UAEの縮小効果と臨床症状への効果について検討した。
【方法】UAE後半年の腫瘍の縮小率（MRI での最大腫瘍径での長径×短径を用い算出）と、
術後の月経随伴症状（過多月経、月経困難症）に対する効果を検討した。
【結果】UAE施行症例の内訳は、子宮筋腫89例、子宮腺筋症11例（年齢中央値：45歳）であった。
手技は99例/102例（97%）で成功し、3例は血管攣縮のために片側子宮動脈塞栓となった。平均
入院日数は4.3日であった。子宮筋腫症例においては、術後半年経過時点での平均縮小率は42.6±
13％であった。また、月経随伴症状は86例/89例（96％）で改善した。合併症としては、筋腫分
娩が 6例に生じうち5例が外来で切除可能であった。術後 6ヶ月以内の閉経が 4例（すべて47
歳以上）にみられた。1例で変性筋腫のために帯下が増加し、腹腔鏡下筋腫核出術を施行した。
一方、子宮腺筋症では術後半年の平均縮小率は35.8±13％であった。 9例/11例（81.8％）で月
経随伴症状の改善を認めた。しかし、スムーズな手技で良好な塞栓を施行したにもかかわらず、
術後 1月のMRI で造影欠損が生じず臨床症状も全く変化しなかった症例が 1例あり、子宮摘
出術を施行した。
【結論】UAEは、緒家の報告どおり入院日数が短く負担の少ない治療と思われる。子宮筋腫
においては高い臨床症状の改善が得られ、その効果が長期にわたって続くことがわかったが、
子宮腺筋症においては劇的な効果が得られる症例と、得られない症例がみられた。また、子宮
腺筋症では長期効果が不明であり、今後も注意深い経過観察が必要であると思われる。UAE
は子宮筋腫の治療方法の大きな選択肢になりうるが、合併症など十分なインフォームドコンセ
ントのもと行うべきである。
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73．IVC fi lter 留置が必要であった筋強直性ジストロフィー合併巨大子宮筋腫の１例
　　1）岩手県立中央病院、2）岩手医科大学
　　○三浦　史晴1）、安達　信博1）、葛西真由美1）、鈴木　　博1）、尾上　洋樹2）

【緒言】筋強直性ジストロフィー（MyD）は産科領域では羊水過多、婦人科領域では腫瘍の
合併頻度が高いこともあり、10万人あたり5.5人という頻度の割には産婦人科医が比較的遭遇
しやすい神経疾患である。今回、巨大筋腫を合併したMyDの症例を経験したので報告する。
【症例】35才。 0妊 0産。29才で結婚（夫はバングラディッシュ人）。平成19年 6 月体調不良
を主訴に県立病院内科を受診、重症貧血（Hb:2.0）を認め輸血施行。腹部腫瘤を認め同院産婦
人科に紹介。巨大子宮筋腫の診断であり、DVTが疑われたため 7月26日手術目的で当科紹介
となる。MRI にて23 cm×20 cmの巨大子宮筋腫を認めた。外来でGnRHa を投与しながら経
過観察し、平成20年 5 月22日手術目的に入院となった。入院後 leukopenia が出現し手術は延
期となった。精査にて viral infection が疑われたが、その後 leukopenia は改善し、 6月 4日
にIVC fi lter を挿入して 6月 5日腹式子宮全摘術を施行した。術後、出血傾向や血栓形成はみ
られなかった。睡眠中にO2-sat.の低下を認めたが自然回復した。 6月12日にフィルター抜去。
術後経過良好にて 6月18日に退院となった。 8月には合併症である白内障の手術予定である。
【考察】MyDは進行性ミオパチー（筋委縮と筋力低下）、筋強直（ミオトニア）、多系統臓器
障害を主徴とする遺伝性疾患である。腫瘍を合併することも多く、今回巨大子宮筋腫のため
DVTが疑われ IVC fi lter を留置してヘパリンを併用した。さらに術前には luekopenia も認
め対応に苦慮したが、術後の経過は良好である。産婦人科領域においてMyD合併症例に遭
遇した際には、合併症の有無、手術時の麻酔法の選択、MyD合併妊娠の場合は児への遺伝
（congenital MyD）について、そして発症していない同胞への遺伝カウンセリングなど、他科
と連携しながら対応は慎重でなければならない。

74．止血に苦慮した特発性血小板減少性紫斑病合併子宮筋腫の一例
　　山形大学
　　○大貫　　毅、吉田　隆之、関口　真紀、高橋　俊文、倉智　博久

【緒言】血液疾患による大量の性器出血は、対応に苦慮することがある。今回我々は、薬剤抵
抗性の特発性血小板減少性紫斑病（ITP）を合併し、止血に苦慮した子宮筋腫の一例を経験し
たので報告する。
【症例】症例は46歳、未経妊の女性。既往歴：3歳で ITPの診断、 6歳で脾摘。45歳、左頭
頂葉皮質下出血。家族歴：特記すべきことなし。現病歴：37歳で、不正性器出血、過多月経を
認め近医受診、子宮筋腫、両側性卵巣チョコレート嚢胞の診断を受けた。42歳の時、過多月経
の増悪および左卵巣チョコレート嚢胞が 9 cmと増大を認めたため、手術目的にて当科紹介と
なった。術前にITPに対しγグロブリン大量療法を行ったが、血小板が5,000/μl と増加を認め
ず、術中の止血困難が予想されたため、手術は中止とした。外来にてGnRHアナログを 6ヶ
月間投与後、経過観察としたが、今回、過多月経を主訴に来院。血液検査にて、Hb 6.0 g/dl
と貧血の進行を認め、持続的な子宮出血があったため入院管理とした。 1日の出血量が290～
1628 g と多量であり、血小板数も3,000/μl であったため、止血と貧血の改善目的で、血小板、
MAPおよび FFPの輸血を連日行った。血液製剤の投与で一時的に止血したが、長期的な出
血のコントロールには、卵巣機能の抑制が必要と考えられた。GnRHアナログ投与は、一時的
にせよ出血増量がありうるため、放射線照射による卵巣機能廃絶を提案した。放射線治療の同
意が得られたので、全骨盤照射（30 Gy/15回）を開始したところ、照射開始 1週間で出血量
が減少し、照射終了時点での出血量は100 g/日以下となり退院した。放射線治療終了から 3週
間目で無月経となり、現在外来通院中である。
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75．腹腔鏡下に摘出した後腹膜 lymphangiomyoma の１例
　　NTT東日本札幌病院
　　○浅野　拓也、杉尾　明香、林　　　巧、二瓶　岳人、西川　　鑑

【はじめに】Lymphangiomyoma（LAM）は生殖年齢の婦人に好発する、肺・縦隔・後腹膜腔
等のリンパ管周囲の平滑筋が増殖する稀な疾患である。今日我々は付属器腫瘍の診断で付属器
腫瘤の診断で腹腔鏡下に摘出した骨盤内後腹膜腔発生の LAMを経験したので若干の文献的考
察を加えて報告する。
【症例】29歳女性、 0妊 0産、近医で子宮癌検診時に左卵巣腫瘍を指摘され、精査・治療目的
にて当科来院。超音波検査にて下腹部に多房性腫瘤を認めた。
　血液検査成績では特記すべき異常なく、腫瘍マーカーも陰性であった。MRI にて左卵巣か
ら進展する多房性腫瘤を認めたため良性の付属器腫瘍の診断にて腹腔鏡下で手術を施行した。
　術中所見にて左卵巣と連続性のない後腹膜腔に発育する腫瘤を認め、後腹膜を切開、ライチ
状、水腫様の腫瘍を摘出した。その後病理組織学検索の結果、腫瘍細胞は免疫組織染色にて
HMB45 陽性でありlymphangiomyoma と診断された。
【考察】骨盤内後腹膜腔から発生した LAMに関する報告は少なく、肺病変を伴わないものは
外科的切除により予後は比較的良好とされている。本症例は呼吸器症状を伴わず偶発的に発見
されたものであるが、呼吸機能の低下、後腹膜外病変の出現、腹腔内再発の有無につき注意深
く経過観察が必要と考えられた。

76．腹部症状に乏しいものの緊急手術を要した急性腹症の４症例
　　岩手県立二戸病院
　　○中里　権恵、秋元　義弘、佐藤　昌之

【緒言】
産婦人科において急性腹症をきたす疾患は多数あり、なかには診断の確定に時間を要すること
があり、手術の必要性とそのタイミングの判断に苦慮することも多い。今回我々は、腹部症状
に乏しいものの緊急手術を要した 4症例を経験したので報告する。
【症例 1】26歳、 0妊 0産。黄体期に突然の下腹部痛が出現し受診。右下腹部を中心とした腹
膜刺激症状を認めた。経膣超音波にて右卵巣周囲の血腫像とダグラス窩の液体貯留を認め、右
卵巣出血の診断にて入院。全身状態は安定していたが、腹腔内出血の増量を認め、受診から約
14時間後に緊急手術を施行。右卵巣出血であった。
【症例 2】27歳、 1妊 1産。約 1週間持続する下腹痛にて受診。経膣超音波にて左卵巣の血腫
像と同部位の圧痛を認めた。左卵巣出血の診断にて入院するも症状改善し退院する。退院後も
圧痛が持続し初診より 9日後に手術を行った。成熟嚢胞奇形腫と卵巣出血の合併であった。
【症例 3】23歳、 1妊 1産。下腹痛にて受診。妊娠反応陽性で子宮内に胎嚢を認めず。最終月
経より 4週 0日、尿中 hCG 3.3万 IU/l。症状は軽度であり帰宅としたが性器出血にて翌日受診。
腹部症状に乏しいものの、腹腔内の液体貯留を認め入院。翌日尿中 hCG 13万 IU/ml と上昇し
たため、子宮外妊娠を疑い緊急手術を施行。右卵巣妊娠であった。
【症例 4】35歳、 1妊 1産。近医にて初期流産として経過観察していたが最終月経より 8週の
時点で子宮内に胎嚢を認めず腹痛が出現したため子宮外妊娠を疑い紹介。腹部症状には乏しい
ものの、血中 hCG 1905 IU/ml、付属器腫大は認めず腹腔内の液体貯留を認め、緊急開腹術を
施行。ダグラス窩腹膜妊娠であった。
【結語】
症状に乏しい急性腹症であっても、慎重に経過観察し必要とあれば試験手術も躊躇せずに行う
必要がある。
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77．当院における過去５年間の子宮外妊娠症例の検討
　　1）津軽保健生活協同組合健生病院、2）弘前大学
　　○齋藤　美貴1）、橋本吏可子1）、前田　由子1）、藤井　俊策2）

【目的】子宮外妊娠は経腟超音波検査装置の普及や進歩、hCG値の迅速測定により、早期に
診断され、未破裂状態で発見される症例が増加している。当科では、2003年より本格的に腹腔
鏡下手術を導入し、夜間緊急時やショック症例以外は、子宮外妊娠に対しては腹腔鏡下手術を
基本にしてきた。今回我々は、過去 5年間に当科で診療した子宮外妊娠症例を後方視的に検討
したので報告する。
【方法】2003年 8月より2008年 7 月まで、当科で診療した子宮外妊娠46症例を対象とした。
【結果】平均年齢30.6歳（20～42）、未経産26例、経産20例、子宮外妊娠手術（卵管切除）歴
があるものが 2例。紹介症例は30例あり、うち産婦人科医院からのもの29例、他院外科より 1
例。当院ER経由のもの 5例であった。診療としては、当科で手術体制が整わず搬送したもの
2例、経過観察のみであったもの 3例、MTX療法 7例、開腹手術 6例、腹腔鏡下手術28例で
あった。MTX療法では、その後 1例が再度子宮外妊娠となり腹腔鏡下手術施行、3例が出産。
MTX療法施行したが追加腹腔鏡下手術が必要となったものが 2例あった。腹腔鏡下手術は、
卵管切除 6例、線状切開21例、卵巣切除 1例であり、線状切開例では、 2例が絨毛存続症とな
りMTX療法を追加した。線状切開例でその後当科で 2例出産している。
【結論】子宮外妊娠については、今後とも侵襲が少なく尚且つ将来につながる診療を目指した
いと考えている。

78．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
　　山形大学
　　○網田　光善、須藤　　毅、山谷　日鶴、五十嵐秀樹、高橋　俊文、倉智　博久

【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）の広がりによりその頻度は増加している。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。妊娠 5週 3日、子宮内に 1個の胎嚢を確認、
妊娠 7週 0日には胎児頭殿長（CRL） 7.2 mmで、胎児心拍動（FHB）を確認した。妊娠 8週 0日、
初期から見えていた子宮内の胎嚢 （CRL 14.4 mm 、FHB陽性）とは別に右卵管断端部に胎嚢
および胎児 （CRL 7.1 mm 、FHB陽性）を認め、子宮内外同時妊娠と診断し、加療目的に入
院となった。患者が正常妊娠の継続を強く希望したため、右卵管断端妊娠部に対して、経腟的
穿刺および塩化カリウムの局所注射による加療の方針とした。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が無いことを観察した。術後、子宮外妊娠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、妊娠経過問題なく、妊娠37週 2 日に陣痛発来し、2,256 g
の女児をApgar score 8/9 にて自然分娩となった。児は低出生体重であったが、他に異常を認
めず、産後は母児ともに順調に経過している。
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79．インターネットで購入した経口中絶薬を服用していた子宮外妊娠の一例
　　国民健康保険黒石病院
　　○丹藤　伴江、齊藤　正昭

【緒言】経口中絶薬は、日本では未承認だが、インターネットで容易に入手することができる。
医療機関を受診することなく、誰にも知られず、安価に妊娠中絶が行えるというわけだが、子
宮外妊娠の症例では効果がなく、結局、医療機関での処置が必要になる。今回、われわれは、
インターネットで独自に購入した経口中絶薬で妊娠中絶を試みるも、最終的にショック状態で
緊急手術となった子宮外妊娠の一例を経験したので報告する。
【症例】33歳女性。 5妊 2産。既往歴、家族歴に特記事項なし。平成19年 6 月下旬を最終月経
として妊娠、 8月上旬には市販妊娠検査薬で陽性反応を認めた。医療機関は受診せず、イン
ターネットで経口中絶薬を購入し、 8月24日より説明書に従い服用、 8月26日には組織様排出
物を認めたという。 8月27日より下腹部痛あり、近医を受診したところ、「組織遺残」の診断で、
子宮内清掃術を施行された。 9月 2日になり下腹部痛が増強、当院救急外来を受診した。子宮
外妊娠による腹腔内出血と診断し同日緊急手術を行った。左卵管峡部妊娠破裂で、腹腔内には
2150mlの出血を認めた。MAP 4 単位を輸血した。術後経過は良好で、術後12日目に退院した。
【考察】安易に経口中絶薬を使用することの危険性を啓蒙すべきである。

80．Wunderlich 症候群の一例
　　弘前大学
　　○福原　理恵、谷口　綾亮、福井　淳史、藤井　俊策、水沼　英樹

子宮奇形、とくに非対称性子宮奇形に泌尿器系の先天異常が高率に合併し重複奇形を呈するこ
とはよく知られている。今回、我々は比較的まれなWunderlich の一例を経験したので報告す
る。
症例は19歳。初経は18歳で月経困難症が高度であり、近医受診し骨盤内腫瘤を指摘されていた
既往がある。その後、月経困難症が増悪し、前医受診。径 8 cmの骨盤内腫瘤指摘され当科へ
精査加療目的に紹介された。超音波検査にて重複子宮が疑われ、その一端が盲端になっている
ために一側の留血腫が生じているものと思われたが、同日大量な性器出血をきたし、留血腫は
縮小。再度の超音波検査、CT、MRI 検査で右腎無形成、双頚双角子宮、右側子宮頚部嚢腫（血
腫）が疑われWunderlich 症候群の診断となった。全身麻酔下に腟鏡診を施行したところ、一
見単一にみえた子宮腟部の右側方に傍頚部嚢腫の出口と思われるピンホール状の小孔が確認で
きたため、ここをKTPレーザーを用いて切開する開放術を施行した。治療後は月経血の貯留
もみられず、症状の再発もみとめておらず経過良好である。
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第56回日本産科婦人科学会北日本連合地方部会
協賛団体・企業一覧

第56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

協賛団体
　青森県臨床産婦人科医会
　青森県医師会
　弘前市医師会
　弘前大学医学部産科婦人科学教室同窓会

共催企業
　久光製薬株式会社
　日本化薬株式会社
　CSLベーリング株式会社
　キッセイ薬品工業株式会社
　GE横河メディカルシステム株式会社
　サノフィ・アベンティス株式会社
　ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

科研製薬株式会社
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
トーイツ株式会社
株式会社八光
アトムメディカル株式会社
株式会社メディソンジャパン
GE横河メディカルシステム株式会社
持田シーメンスメディカルシステム株式会社



－120－

旭化成ファーマ株式会社
あすか製薬株式会社
アステラス製薬株式会社
アトムメディカル株式会社
エーザイ株式会社
小野薬品工業株式会社
科研製薬株式会社
キッセイ薬品工業株式会社
共立医科器械株式会社
キリンファーマ株式会社
グラクソ・スミスクライン株式会社
ＫＳオリンパス株式会社
サノフィ・アベンティス株式会社
シオノギ製薬株式会社
株式会社シバタ医理科
株式会社白石医療器
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
第一三共株式会社
大正製薬株式会社
大鵬薬品工業株式会社
武田薬品工業株式会社
中外製薬株式会社

第56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）

株式会社ツムラ
帝人ファーマ株式会社
トーイツ株式会社
株式会社ナカメディカル
日本イーライリリー株式会社
シェリング・プラウ株式会社
日本化薬株式会社
日本新薬株式会社
ノバルディスファーマ株式会社
バイエル薬品株式会社
万有製薬株式会社
株式会社ビー・エム・エル
東日本旅客鉄道株式会社秋田支店びゅうプラザ弘前駅
久光製薬株式会社
ファイザー株式会社
富士製薬工業株式会社
㈱ポーラ・ファルマ
三菱化学メディエンス株式会社
メルクセローノ株式会社
持田製薬株式会社
吉田製薬株式会社

協賛・共催・展示・広告のご協力ありがとうございました。




