日エンドメトリオーシス会誌 ２０１０；３
１：３
９−４
３
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的大きな合併症が発症し，また消化管を切除し

子宮内膜症の治療は薬物治療と外科的治療が

ていない症例でも根治的切除を行った場合，約

あるが，妊娠を希望する場合，外科的治療が優

２％に rectovaginal fistula が，約１％に尿管損

先される．外科的治療には一定頻度で合併症・

傷が発症するとの報告〔２〕もある．そのため，

偶発症が発症するが，外科的治療において発症

より合併症が少なく，かつ臨床症状の改善が見

する合併症・偶発症は術式によって異なってい

込まれるように術式を確立し，手術適応を吟味

る．今回われわれは，子宮内膜症に対する外科

する必要がある．

的治療に伴う合併症を術式別に検討し，対策を
提示することを目的として検討を行った．

ダグラス窩子宮内膜症病巣切除術は，疼痛緩
和効果はあるとされている．一方，本術式が妊

ダグラス窩内膜症病巣切除術の偶発症・

孕能の改善に関して効果があったという報告も

合併症とその対策

あるものの，妊孕能との関連性については明確

１．ダグラス窩子宮内膜症病巣切除術の適応

な指標はない．また，臨床症状を認めない子宮

ダグラス窩子宮内膜症の治療は，主として慢

内膜症患者は，数年間で疼痛が出現する可能性

性骨盤痛，排便時痛，性交時痛に対して主とし

は約１
０％程度であるとされているため，臨床症

て行われる治療である．ダグラス窩に内膜症を

状のない子宮内膜症患者に偶発的なダグラス窩

広汎に認める症例においては，直腸と子宮の癒

子宮内膜症病巣を認めた場合，一般的には積極

着，後腹膜の線維化，仙骨子宮靱帯の線維化，

的な切除は推奨されないのが現状である．

尿管周囲の線維化など，隣接臓器の線維化が著

２．ダグラス窩子宮内膜症病巣切除術の定型化と

明なことが多い．一方，臨床症状の程度と子宮

手術成績

内膜症の重症度とは関連性が認められないとの

上記のように，われわれの施設においても，

報告が多く，外科的治療をどこまで行うかにつ

月経困難症，性交時痛，排便時痛，膀胱周囲の

いては判断に迷う症例が多いのも確かである．

疼痛が子宮内膜症が原因と推測される症例で，

Redwine〔１〕らの報告が契機となり，深部子

薬物治療の適応がないか，あるいは薬物治療が

宮内膜症のより根治的な切除が疼痛を中心とし

無効の症例に対して病巣切除術を施行してき

た臨床症状を改善するとのコンセンサスがある

た．ダグラス窩の子宮内膜症病巣の切除術は，

一方で，ダグラス窩子宮内膜症病巣切除術は，

諸家の報告を参考にしながら術式を確立

直腸切除術を同時に行った場合は約１
０％に比較

し，２
０
０
６年からはほぼ定型化した術式となって
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いる．定型化した術式は，表１に示した．手術
のステップを明確にすることと，ステップごと
ポイントを把握することで，比較的短期間でダ
グラス窩子宮内膜症病巣切除術を身につけるこ
とができると考えている．表１に示したように，
手術の手順は，０）術前評価，１）解剖学的偏
位の修正，２）内膜症病巣切除，３）臓器損傷
のチェックといった手順に要約することができ
る．この術式では直腸，尿管損傷がもっと問題
になるため，尿管，直腸の解剖学的位置の明確
化がもっとも重要なステップとなる．直腸と仙
骨子宮靱帯の分離においては，total mesorectal
excision における Holy plane（直腸筋膜にそっ
た剥離面）を意識し同定することで安全に直腸
を剥離することができる．子宮内膜症が直腸筋
膜を超えていることはある程度の頻度で起こる
が，通常，子宮内膜症組織は脂肪組織に浸潤し
ていないため，直腸側方の脂肪組織が，直腸と
仙骨子宮靱帯分離のメルクマールになる．また

表１ ダグラス窩子宮内膜症病巣切除術
STEP０ preoperative assessment（術前評価）
１．MRI によるダグラス窩病変の評価
（cine MRI による評価とゼリー法による評価
２．超音波検査
３．ダグラス窩の内診，直腸診による圧痛点の探索
STEP１ restoration of anatomical distortion
（解剖学的偏位
の修正）
１．癒着剥離による解剖学的位置の修正
２．直腸と仙骨子宮靱帯の分離
total mesorectal excision の剥離層における直腸側
方の開放
３．尿管と仙骨子宮靱帯の分離
岡林の pararectal space の開放
STEP２ resection of endometriotic lesion
（内膜症病巣切除）
１．卵巣子宮内膜症の切除
２．仙骨子宮靱帯周囲子宮内膜症の切除
３．Cul-de-sac endometriosis の切除
４．直腸表層の子宮内膜症病巣切除（症例により）
STEP３ detection of injury to rectum and ureter（臓 器 損
傷のチェック）
１．膀胱・尿管損傷有無の確認
２．直腸損傷の確認（airあるいは色素を用いたleak test）

尿管と仙骨子宮靱帯の分離も，もう１つのポイ
ントである．尿管の同定が骨盤内で困難な場合，
pelvic brim において，卵巣動静脈と内腸骨動

施設や術者によって表現は異なっているが，子

脈の間を走行する尿管を同定し，そこから骨盤

宮内膜症病巣切除術に携わっている術者は上記

方向にたどることで尿管の走行が明確になる．

と同様の術式を行っていると考えている．

pelvic brim においては，尿管は卵巣動静脈と

また，この術式による内膜症病巣切除術の術

腸骨動脈の交叉部より約１〜２cm 内側に存在

後疼痛の変化は visual analog scale で評価を行

することが多い．この術式は一般的には腹腔鏡

ったが，月経困難症は術前８
８，術後１年で３
０，

下に施行されるが，腹腔鏡は視覚に依存した手

術後３年で３
３であった．術後のダグラス窩圧痛

技であり，臓器誤認の可能性があることは常に

は verbal rating scale で評価したが， 術前２．
３，

念頭に置いておく必要がある．尿管は１
０
０％の

術後１年で０．
３，術後３年で０．
５であった．一部

同定が必要であり，尿管は蠕動運動を伴う脈管

の症例に内膜症の再燃や臨床症状の再発を認め

として同定することが必須である．また，骨盤

るものの術後３年間は約８
０％の症例で症状の改

側 に そ っ た 尿 管 走 行 が 同 定 さ れ た 後 に，

善が維持されている．

mesoureter を分離し，いわゆる岡林の直腸側

３．ダグラス窩子宮内膜症病巣切除術の偶発症・

腔を同定するようにして，尿管を外側によける

合併症発症症例提示とその対策

操作を行う．ダグラス窩の子宮内膜症病巣は，

上記のような術式が確立する以前と以降で

腹膜病変と仙骨子宮内膜症病変が主体となって

は，子宮内膜症病巣の切除の完遂度と偶発症の

いることが多く，上記のようにして尿管，直腸

発症頻度が異なっていた．術式の定型化以前に

を分離した後，間にはさまれた，仙骨子宮靱帯

は，３症例の直腸穿孔が発症した．いずれも術

を含めた病巣部位を可及的に切除する．以上が，

中に修復可能であった．一方術式の定型化以降

現在定型化した子宮内膜症病巣切除術である．

には，予定された結腸・直腸切除術や，穿孔の

子宮内膜症病巣切除術の術式別合併症とその対策に関する検討
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可能性が高いと推定されている内膜症病巣切除

後の一次的な卵巣機能不全の症例を経験し，卵

術以外に偶発的な損傷は認められていない．

巣機能温存という観点から子宮内膜症性嚢胞切

４．ダグラス窩子宮内膜症病巣切除術に関する考察

除術の術式を再評価することになった．この症

術式の定型化により手術の臨床成績として

例は，子宮内膜症嚢胞切除術の既往があり，対

も，術後約３年間は疼痛緩和が認められた．剥

側卵巣に新規の約１
０cm の子宮内膜症性嚢胞を

離のみの術式では約１年での疼痛再燃が認めら

発症した症例である．この症例に対して子宮内

れるため，ダグラス窩内膜症病巣切除術は疼痛

膜症性嚢胞切除術を施行したところ，術後一時

といった臨床症状改善へは有効であると考えら

的に FSH が６
０IU／ml 以上にまで上昇した．上

れた．また，術式の定型化し，術式における注

記のように子宮内膜症性嚢胞に対する機能温存

意すべき点を明確化することで直腸・尿管損傷

療法として，嚢胞切除術が推奨されてはいるが，

の頻度を減少させる可能性が示された．この術

再発症例，両側発症症例などに対する術式とし

式は，文献的な報告や学会報告などで複数の術

ては，卵巣機能不全のリスクがあり，機能温存

者の報告〔３，
４〕があり，表現が異なっている

という観点から，術式の改善が必要であると考

が，基本的には同等の術式であると考えられる．

えている．

今後，ダグラス窩子宮内膜症病巣切除術と妊孕

２．卵巣機能温存術式の開発

能との関連性，無症状のダグラス窩子宮内膜症

上記のような背景から，現状でのエビデンス

病巣などの取り扱いについてエヴィデンスが構

としては，一般的な子宮内膜症性嚢胞に対する

築されることが望ましいと考えられた．

標準術式は嚢腫切除術が，再発率，術後妊娠率

卵巣子宮内膜症の嚢胞切除術症例における

として優れていることはある程度明らかではあ

合併症とその対策

るが，再発症例や両側発症症例，あるいは，年

１．卵巣子宮内膜症の手術適応と問題点

齢的に残存卵巣機能が少ない状態でかつ術後不

卵巣子宮内膜症の手術適応は悪性所見有無の

妊治療を希望している症例などに対して，より

確認，嚢胞破綻による疼痛の予防，および不妊

卵巣機能を温存する術式の開発を試みてきた．

症などである．卵巣子宮内膜症の術式には，付

Brosens らの報告〔７〕にあるように，子宮内

属器切除術，卵巣嚢腫切除術，および卵巣嚢腫

膜症性嚢胞は pseudocyst として形成され，卵

焼灼術などが報告されているが，ここでは，機

巣皮質が内反して発生する場合もあり，その点

能温存手術である，卵巣嚢腫切除術と卵巣嚢腫

でも，卵巣機能温存を考慮すると，完全な嚢胞

焼灼術に限定して検討を行うこととした．術式

切除が卵巣機能喪失のきっかけになる可能性が

に関して，悪性所見の有無の確認，再発率，術

ある．両側発症，あるいは再手術症例でかつ卵

後妊孕能の改善などすべての点で，卵巣嚢腫切

巣機能温存を希望された場合，より愛護的な術

除術が内腔の焼灼術に比べて優れている〔５〕

式を施行している．術式の要点は，一部嚢胞切

というのが標準的な考え方である．一方，子宮

除を行い悪性変化の有無を確認するとともに，

内膜症性嚢胞の切除術には問題点も存在する．

残存した嚢胞壁は argon beem で焼灼するとい

卵巣機能といった観点からは，両側子宮内膜症

っ た 方 法 で あ る．わ れ わ れ は こ の 術 式 を

性嚢胞切除術後には約２％に卵巣機能不全が起

cystectomy-ablation sugery と 称 し て 施 行 し て

こるという報告〔６〕もあり，卵巣機能温存が

いる．子宮内膜症性嚢胞の焼灼のみで行ってい

必要な場合，手術に際しては注意が必要である．

る方法では再発率が高いという問題があったた

また，体外受精の成績からは，子宮内膜症性嚢

め，卵巣表面の stigma と思われる硬結がある

胞切除後の卵巣からは採卵数が減少することが

周囲を中心に切除し，嚢胞切除も部分的に行う

報告され，われわれの施設においても，同様に

が，卵巣門近くは無理をして嚢胞切除を行わな

採卵数の減少という結果を得ている．また，術

い術式である．再発率の問題も予想されたため，
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再手術のリスクも十分に説明したうえで本術式
を施行た．
３．cystectomy-ablation surgery の術後成績

上記術式を施行し１年間の経過観察をした症
例が３
５症例，２年間経過観察を行った症例が３
１
症例である．挙児希望がある症例に対する術式
であり，術後妊娠率は３年以内で４
４％であった．

表２ 子 宮 内 膜 症 性 嚢 胞 切 除 術（cystectomy-ablation
suregery）
術後再発症例５症例の背景
・GnRH の術前投与があった症例

：２例

・４
３歳，体外受精希望の症例
：１例
・手術時の月経周期が high phase の症例
：２例
・対側卵巣にあらたな子宮内膜症性嚢胞発症した症例
：１例
（重複症例あり）

術後の嚢胞再発率は，卵巣あたりの再発率は１
年で４％，２年で１
４％であった．術後卵巣嚢腫
の総再発率は１年で６％，２年で１
６％であった．

受精による不妊治療を術後に行うことを強く希

術後の卵巣機能は術後の排卵で検討したが，３
５

望されていたため，嚢胞切除がごく一部で，ほ

症例の５
０卵巣について評価し，すべての症例に

ぼすべて ablation になったため，過去の報告に

おいて，術後に cystectomy-ablation surgery を

あるように再発しやすい術式になっていたと考

施行した側の卵巣から排卵を認めた．術前，術

えられた．その他，今後の検討は必要であるが，

後で FSH 値を比較したが，術前に１
０IU／ml 以

今回再発した症例の月経周期が分泌期になって

上であった１症例を除外すると，術後に FSH

いた症例が２症例ある．子宮内膜症性嚢胞の嚢

値が１
０IU／ml 以上になった症例は認められなか

胞切除後再発率が，手術が施行されていた月経

った．

周期によって異なるかどうかは今後の検討が必

４．卵巣子宮内膜症の治療方法に関する考察

要であるが，分泌期では黄体を認める側の卵巣

子宮内膜症性嚢胞の外科的治療は機能温存の

血流が多く，止血困難になることはよく経験す

場合，上記のように嚢胞切除術が標準であった．

ることである．また，黄体嚢胞と子宮内膜症性

機能温存を考慮して，cystectomy-ablation sur-

嚢胞と鑑別困難な症例も存在する．そのような

gery を開発し施行したが，術後の再発率はや

意味も含めて，卵巣嚢腫，ことに子宮内膜症性

や高いものの，ある程度の子宮内膜症病巣の減

嚢胞の切除術においては，手術施行時の月経周

量はされていると考えられた．また，卵巣機能

期も１つの再発リスクになりうると考えられ

という点では，嚢腫切除を完全にした場合，嚢

た．

腫切除側の卵巣からの排卵がなくなる症例もあ

結

論

る一方で，本術式を施行した症例では，外科的

腹腔鏡下ダグラス窩子宮内膜症病巣切除術

治療をうけた卵巣からの排卵を認めたため，卵

は，術式の定型化により，直腸穿孔や尿路損傷

巣機能温存が必要な場合，本術式は一つの選択

の頻度を減少させることができると考えられ

枝 と な る と 考 え ら れ た．ま た，cystectomy-

た．一方，子宮内膜症といった病態の特性上，

ablation surgery の術後再発を認めたのは３５症

手術時に偶発的に直腸損傷や膀胱・尿管損傷な

例中５症例（１
４％）であったが，その内訳は表

どに遭遇する場合もあるため，疼痛を主体とす

２のとおりである．そのうち１症例は対側卵巣

る症例に対応するためには，偶発症が生じた場

への再発であり，治療施行した卵巣への再発率

合の対応方法を施設ごとに外科・泌尿器科と連

としては，１
１％である．再発症例の内訳は，

携しておくことが必要であると考えられた．内

GnRH による治療既往および，術前投与があっ

視鏡手術の普及により，術式を共有できるため，

た症例が２症例あり，GnRH による治療既往と

複数の術者である程度到達度の近い外科的治療

子宮内膜症の再発率は関連性が指摘されている

が可能であるが，一方，ダグラス窩子宮内膜症

〔８〕ため，薬物治療が再発の１つの原因と考え

病巣切除術の施行にあたっては，偶発症に遭遇

られた．また，１症例は４
３歳という年齢で体外

した場合に内視鏡で対応可能なレベルの技術習

子宮内膜症病巣切除術の術式別合併症とその対策に関する検討

得が必須である．
卵巣子宮内膜症の機能温存治療は嚢胞切除が
標準であるが，悪性化の問題と卵巣機能温存の
問題は二律背反の問題である．嚢胞切除後の卵
巣機能不全が報告されるようになってきたた
め，AMH などの卵巣予備能評価方法を用いて，
卵巣機能を評価し，子宮内膜症性嚢胞の術式別
予後を今後検討する必要がある．今回提示した
術式は，機能温存という点では，外科的治療の
選択肢の１つとなると考えられたが，長期予後
なども含めて検討が必要である．また，従来か
ら行われ，標準術式とされている嚢胞切除術の
卵巣機能という観点からの長期予後評価も行う
必要があると考えられた．
子宮内膜症患者の治療にあたっては，主訴，
年齢，挙児希望の有無，悪性変化の確立など多
くの因子を評価しながら施行する必要がある．
今後，出産年齢の高齢化もあり，より機能温存
の術式が必要となってくると推測されるため，
子宮内膜症の術式もテーラーメードに調整して
いく必要があると考えられた．標準化と個別化
の両者の間で適切な診療を行うことがもとめら
れている．
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