122 日エンドメトリオーシス会誌 ２０１０；３１：１２２−１２６

〔ワークショップ３／特異部位の子宮内膜症 Update（尿路，消化管，胸腔等の子宮内膜症の臨床）
〕

当科での直腸子宮内膜症の管理指針
―診断精度向上を目指した MRI ゼリー法の導入―
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直腸子宮内膜症は，子宮内膜症患者の５〜

道水で２倍に希釈した超音波ゼリー２
０
０〜４
０
０
ml を注入しておく．必要物品は図１に示す．

３
７％に併発していると報告されている〔１，
２〕
．

MRI ゼリー法で狭窄を伴う直腸子宮内膜症

直腸子宮内膜症患者では便の狭小化や下血など

と診断した症例および疑う症例に対しては，大

の症状が一般的であるが，そのような症状を呈

腸内視鏡による精査を行う．

さない症例も多い．当院では，そのような症例

Á 直腸子宮内膜症に対する診療指針

を見逃さなくし，診断精度の向上を図る目的で

保存的治療と外科的治療に関しては，年齢，

MRI ゼリー法の導入を図った．術前に的確に

症状，狭窄の程度，大腸内視鏡所見などを考慮

診断することにより，患者背景に応じた適切な

したうえでの選択となる．

保存的治療と外科的治療との使い分けが可能と
なり，患者にとって不要な外科的侵襲を加える

結

果

¿ 診断

可能性を減少するものと考える．本稿では，当

MRI ゼリー法で直腸子宮内膜症の診断を得

院での MRI ゼリー法による直腸子宮内膜症の

たのは，６
８
３症例中の２
７症例（４％）であった．

診断成績の検討に加え，当院における直腸子宮

まず，図２に深部子宮内膜症を伴わない症例

内膜症に対する治療指針について報告する．
対象と直腸子宮内膜症の診断及び治療指針

での MRI ゼリー所見を示す．図に示すように，
S２下縁・腹膜翻転部・肛門挙筋下縁の識別が

¿ 対象

２
０
０
６年４月１日から２
０
１
０年９月３
０日までに当
院婦人科を受診した子宮内膜症例のうち，MRI
ゼリー法を施行した６
８
３症例を対象とした．当
院における MRI ゼリー法の対象症例は，)直
腸子宮内膜症の診断で紹介受診となった症例，
*骨盤痛，慢性骨盤痛や排便痛の強い症例，+
腟直腸診で深部子宮内膜症あるいは直腸子宮内
膜症の疑いのある症例で，子宮内膜症症例の全
例に行うものではない．
À MRI ゼリー法の手技および診断

順天堂医院の武内らの報告に基づき〔３〕
，MRI
検査の３
０分前に処置として腟内に超音波ゼリー
５
０ml をタンポンとともに挿入し，直腸にも水

図１ MRI ゼリー法に必要な物品
・超音波ゼリー
・５００ml のピッチャー
・ひも付きタンポン ・５０ml のカテーテルチップ
・１
４Fr のネラトンカテーテル
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図２ 直腸子宮内膜症を伴わない症例での MRI ゼリー法所見

図３ 直腸子宮内膜症を伴う MRI ゼリー法所見
左：Rs 部直腸子宮内膜症
中：Ra 部直腸子宮内膜症
右：Rb 部直腸子宮内膜症

可能なため直腸の部位の診断が可能になる．直

のなかでは４症例（２
９％）に直腸子宮内膜症を

腸子宮内膜症が存在した症例での部位別所見を

疑ったのみで，他の約７
０％の１
０症例に対しては

図３に示す．

直腸子宮内膜症の疑いをもたなかった．

また，同一症例での通常の MRI と MRI ゼリ

À 治療

ー法施行後の直腸子宮内膜症所見との比較を図

保存的治療を行ったのは２
７症例中の１
２症例

４に示す．通常の MRI 所見に比べ MRI ゼリー

（４
４％）で，その内訳は，)低用量経口避妊薬

法の所見では，狭窄した直腸子宮内膜症病巣が

（以 下 OC）６症 例，*ジ ェ ノ ゲ ス ト４例，+

より明白に描出されているのがわかる．
これらの直腸子宮内膜症例のうち，当院初診

自然経過観察２例（１症例は不妊治療施行中）
で
ある．

時担当医師が最初に下した診断と，MRI ゼリ

それらの保存的治療症例のなかには，チョコ

ー法施行後の所見とのディスクレパンスを図５

レート嚢胞摘出術後にも症状の改善がみられ

に示す．初診時に直腸子宮内膜症を疑った症例

ず，術後の MRI ゼリー法により直腸子宮内膜

は２
７症例中１
５症例（５
６％）で，他の１
２症例（４
４％）

症と診断された３症例と，当院での直腸子宮内

に対しては直腸子宮内膜症を疑っていなかっ

膜症の診断の下にチョコレート嚢胞摘出術のみ

た．また，卵巣嚢腫や骨盤痛で受診した１
４症例

を行い OC 内服による管理をしている１症例も

124 奥ほか

図４ 同一症例での直腸子宮内膜症所見を通常の MRI と MRI ゼリー法との比較
左：通常 MRI 法所見
右：MRI ゼリー法所見
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直腸子宮内膜症であった症例に対する当院初診時での担当医の診断の内訳

含まれている．
また，外科的治療を行ったのは２
７症例中の１
５
例（５
６％）で，その内訳は)根治手術をした２

精査で直腸子宮内膜症の診断に至った２症例が
含まれている．
考

察

症例のなかで１症例には低位前方切除術を，１

直腸子宮内膜症は，他臓器子宮内膜症のなか

症例には直腸半層切除を施行した．*症状の改

でも比較的遭遇することの多い疾患であるが，

善や妊孕性の改善の目的で手術を施行した１
３症

必ずしも下血などの典型的な症状を呈するもの

例のなかで１
２症例に低位前方切除術を，１症例

ではない．直腸子宮内膜症の診断は，通常は問

に直腸半層切除を施行した．これらの外科的治

診・腟直腸診・超音波検査・大腸内視鏡検査・

療症例のなかには，子宮筋腫核出術やチョコレ

注腸造影による．しかし，消化器症状を生じな

ート嚢胞摘出術の施行にもかかわらず症状の改

い場合は直腸子宮内膜症とは疑われないため，

善がみられず，術後の MRI ゼリー法による再

腸管系の検索はなされず，日常診療では診断に
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図６ 当院での直腸子宮内膜症に対する治療指針

至らない症例も多いものと考える．

も大腸内視鏡検査により組織学的に直腸子宮内

今回の検討した２
７症例のなかでも，下血をき

膜症の術前診断がついたのは，わずか２
７症例中

たしていたのはわずか５症例（１
９％）にすぎな

の２症例（７．
５％）にすぎず，早期の直腸子宮

かった．一方，初診時に重症子宮内膜症とは診

子宮内膜症の診断には，現在のところ MRI ゼ

断していたが，直腸子宮内膜症を疑わせなかっ

リー法での画像所見によるスクリーニングがき

た症例が実に１
２症例にもおよぶ．そのような症

わめて有用な検査法であると考える．

例を術前に的確に診断するには，詳細な問診や

通常の MRI で直腸子宮内膜症の診断が難し

腟直腸診などによる理学的所見だけでは無理で

く，MRI ゼリー法で診断された症例を図４に

あり，MRI ゼリー法の必要性が浮き彫りにさ

示す．この症例では，チョコレート嚢胞の診断

れた．

の下に当院紹介受診となり，チョコレート嚢胞

この MRI ゼリー法は，特に子宮内膜症患者

摘出術後も症状の改善をみないために MRI ゼ

の癒着や深部子宮内膜症の評価に有用であると

リー法を施行した症例である．しかし，後日に

されており，合わせて直腸子宮内膜症の診断に

診断が変わっていくことは患者の不安感や不信

もきわめて有用な検査法であると報告されてい

感にもつながることになりかねないため，可能

る〔３〕
．今回の検討でも，図２，
３で示すよう

な限り手術時前に的確な診断をつけておくこと

に直腸子宮内膜症において MRI ゼリー法で病

が大切なことと考えている．

巣部位の診断が可能であり，患者に対しても浸

また，われわれは保存的手術のみで１
０年から

襲の少ない有用な検査法であると思われる．現

２
０年以上の長期におよぶ重症子宮内膜症の管理

に，直腸子宮内膜症と診断された症例のうち，

を行うことはきわめて無理なことと考えてお

卵巣嚢腫や骨盤痛の診断で当院を受診した１
４症

り，当院での直腸子宮内膜症治療プロトコール

例においては，１
０症例（７
１％）もが MRI ゼリ

について図６に示す．患者の長期的なライフス

ー法により初めて診断されている．

タイルを考慮したうえで，OC やジェノゲスト

ところで，MRI ゼリー法で所見のみられた

などの内分泌療法を中心とした診療指針のなか

症例に対しては，直腸子宮内膜症の補助診断と

で手術療法の選択が提供できるよう心掛けてい

して大腸内視鏡検査を行うようにしている．し

る．ところで，当院での直腸子宮内膜症に対す

かし，組織診断で子宮内膜症と診断されるのは

る外科的治療としては，症状に応じて直腸低位

１
０％以下と報告されているように〔４〕
，当院で

前方切除を含む手術を行ってきた〔５〕
．その手
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術適応となるのは，)狭窄症状をきたしている

必要があるものと考える．

症例，*疼痛管理のできない症例，+不妊治療
を行う必要のある症例と考えている．
しかし，直腸子宮内膜症に対する根治手術を
施行する際には，術後の腸管縫合不全などの術
後合併症も考慮する必要もあり，慎重な検討と
患者の理解のうえでインフォームドコンセント
が重要であると考えている．
まとめ
直腸子宮内膜症は，下血をきたさない症例の
なかにも多く存在する．それらを的確に診断す
るためには，詳細な問診や腟直腸診に加え MRI
ゼリー法が有用であることが明らかとなった．
また，治療法としては薬物治療も有効な場合が
あるが，症状に応じては外科的治療も考慮する
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