日エンドメトリオーシス会誌
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−
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仙骨子宮靱帯に硬い腫瘤として発生した子宮内膜症の

例

）済生会長崎病院婦人科
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）長崎県健康事業団病理検査部
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いる．その際ダグラス窩に赤色および白色の内

言

深部子宮内膜症（deep infiltrating endometri-

膜症病変を認め，子宮内膜症病巣除去術を施行

osis；以下 DIE と略す）とは，
「腹膜表面から

していた．その後は近医で定期的に外来フォロ

mm 以上浸潤した内膜症」と病理学的に定義

ーをされていたが，

ヵ月前より排便痛が出現

されている〔 〕
．この定義からすると一見正常

したため前医を再診した．内診で右付属器に圧

mm 以上の深さに

痛を伴う硬い腫瘤を触知したため精査加療目的

に見える仙骨子宮靱帯でも

内膜症組織が存在すれば，DIE と診断される

に当科を紹介された．

〔 〕
．DIE は卵巣チョコレート囊胞と合併する

臨床経過：腟鏡診で特記所見なく，経腟超音波

ことが多く，月経困難症，性交時痛，排便痛や

断層法や骨盤 MRI 検査による画像検査でも明

慢性骨盤痛などの原因になり，手術時にダグラ

らかな腫瘤像は認めなかった．特徴的なのは，

ス窩閉塞として認識される．また尿管や直腸に

前医でも指摘されていた内診でダグラス窩〜右

まで進展し，その完全摘出は必ずしも容易では

付属器領域にかけて有痛性の石のように硬い腫

ない〔 〕
．今回，私どもはダグラス窩閉塞を伴

瘤を触知した．深部子宮内膜症を最も疑い，診

わず，内診で仙骨子宮靱帯近傍に石のように硬

断も兼ねて腹腔鏡下手術を施行する方針とし

い腫瘤に対し腹腔鏡下手術にて病巣を切除した

た．なお，術前の血液検査では血液，生化学検

ところ，病理組織学的に DIE と診断された

査ではとくに異常は認めなかった．腹腔鏡下手

例を経験したので若干の文献的考察を加え報告

術の設定は，気腹圧 mmHg とし，ダイアモ

する．

ンド法で臍，臍下，左右下腹部の計
症

患 者：

歳，未妊婦

側付属器は肉眼的に正常で，ダグラス窩には前

主 訴：排便痛

回の内膜症病巣除去術（図

既往歴および家族歴：

ヵ所にト

ロッカーを配置した．腹腔内を観察すると，両

例

腹腔鏡下左卵巣腫

思われる腹膜のひきつれを認めた．右仙骨子宮

瘍核出術（粘液性囊胞腺腫）＋子宮内膜症病巣

靱帯近傍が肥厚しており，その外側には腹膜欠

除去術

損も認めた（図

月経歴：初経

歳

A，B）の影響と

歳，月経周期は 日型，持続

A）
．腹膜表面に明らかな腫

瘤を認めなかったが，内診および直腸診で右仙

日で不順，経血量は中等量，月経痛は高度（日

骨子宮靱帯に硬い腫瘤を触れるため，助手の内

常生活に支障がでるほどの痛み）
．

診指でその硬い腫瘤の位置を確認しながら，後

現病歴：○年

腹膜を一部開放した（図

月□日，左側の卵巣粘液性囊胞

腺腫に対し，当科で腹腔鏡下核出術を施行して

B）
．境界明瞭な腫

瘤ではなく硬い組織が腟と後腹膜の間に存在し
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図

図

症例 の前回の腹腔鏡下手術所見
左図（A）
：ダグラス窩に腹膜病変を認める．右図（B）：病巣除去術施行後．

症例

の腹腔鏡下手術所見

（A）右仙骨子宮靱帯近傍が肥厚しており，その外側には腹膜欠損も認めた．
（B）助手の内診指で石のように硬い腫瘤を触知した．
（C）腫瘤切除後．

ていたためその硬い組織をハーモニック ACE

織学的に脂肪組織を伴う線維筋組織で，子宮内

（ETHICON 社製）を用いて少しずつ摘出した

膜腺と内膜間質細胞から成る組織像で子宮内膜

（図

症と診断した（図

C）
．念のためインジゴカルミン液を静注

A，B）
．術後に術前認めて

し，膀胱鏡で右尿管口からの流出が良好である

いた疼痛は軽快したが，再発予防目的にジェノ

ことを確認した．摘出後の後腹膜欠損部位にイ

ゲストを開始した．現在，当科で定期的に外来

ンターシード（ETHICON 社製）を貼付し手術

フォロー中である．

を終了した．手術時間は

時間 分，出血はほ

とんど認めなかった．摘出した腫瘤は，病理組

仙骨子宮靱帯に硬い腫瘤として発生した子宮内膜症の

図

症
患 者：

歳，

症例

例

回経妊
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の腹腔鏡下手術所見

触知した．画像検査では腫瘤は認めなかったが，
回経産婦

診断目的に腹腔鏡下手術の方針とした．なお，

主 訴：下腹部痛

術前の血液検査では血液，生化学検査ではとく

既往歴および家族歴：

歳

腹腔鏡下左付属器

に異常は認めなかった．腹腔鏡下手術の設定は，

摘出術（漿液性囊胞腺腫）

気腹圧 mmHg とし，ダイアモンド法で臍，

月経歴：初経

臍下，左右下腹部の計

歳，月経周期は 日型，持続

ヵ所にトロッカーを配

日で順，経血量は中等量，月経痛は中等度（鎮

置した．骨盤内を観察すると，ダグラス窩は開

痛剤で軽快するほどの痛み）
．

放しており，左付属器は摘出後で右付属器に特

現病歴：○年

記所見は認めなかった．肉眼所見では明らかな

月□日，

年前に左卵巣漿液性

囊胞腺腫に対し腹腔鏡下左付属器摘出術を施行

腫瘤を認めなかった（図

している．その後は近医で定期的に外来フォロ

指で硬結部位が左側の仙骨子宮靱帯の外側にあ

ーされていた．約

ることが判明した（図

年前より数ヵ月に

回の頻

A）が，助手の内診

B）
．硬い腫瘤であり，

度で月経時とは関係なく下腹部痛の自覚があっ

助手の内診指で圧排し位置を確認しながら後腹

たが，NSAIDs 投与で経過をみられていた．

膜を切開した．腫瘤は硬い組織として存在して

ヵ月前に前医を受診した際に，内診で左付属器

いたため鋏鉗子で少しずつ切断しながら摘出し

領域に圧痛を伴う硬い腫瘤を触知したため，精

た（図

査加療目的で当科を紹介された．

C）
．手術により欠損した腹膜は，

―

バイクリル（ETHICON 社製）で縫合閉鎖し

臨床経過：腟鏡診で特記所見なく，経腟超音波

た（図

断層法や骨盤 MRI 検査および大腸内視鏡検査

静注し，膀胱鏡で左尿管口からの流出が良好で

による画像検査でも明らかな腫瘤像は認めなか

あることを確認し手術を終了した．手術時間は

った．しかし内診で，前医でも指摘されていた

時間 分，出血量は ml であった．摘出し

左付属器領域に有痛性の石のように硬い腫瘤を

た腫瘤は，病理組織学的に出血とフィブリンの

D）
．念のためインジゴカルミン液を
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図

病理組織学的所見
（A）
（B）上段は症例 の組織像
（C）下段は症例 の組織像

浸出，子宮内膜間質細胞のシート状の組織像で

と比較的多く認められ，発生部位として仙骨子

子宮内膜症と診断した（図

ヵ月

宮靱帯，子宮後頸部などに頻発する〔 〕
．子宮

目の検診では術前認められた疼痛は改善し，そ

内膜症の発生起源については，これまでさまざ

の後は前医でフォロー中である．

まな学説が示されてきたが，いまだ結論はでて

考

C）
．術後

察

いない．その中で骨盤腹膜病変については，

ダグラス窩は，前方は子宮頸部・後腟円蓋，

Sampson らによって提唱された経卵管移植説

後方は直腸前壁，側方は仙骨子宮靱帯・広間膜

で説明可能である〔 〕
．月経時に逆流した正所

前葉によって構成される〔 〕
．Donnez ら〔 〕は

性子宮内膜組織が，ダグラス窩腹膜に生着し浸

骨盤子宮内膜症を腹膜病変，卵巣チョコレート

潤・増殖することにより内膜症病変が発生する

囊胞，
ダグラス窩深部内膜症
（rectovaginal septal

説である．この発生機序によるとダグラス窩腹

endometriosis）という

つの病態に分類して

膜を構成する仙骨子宮靱帯部に内膜症病変が多

いる．とくにダグラス窩深部内膜症は，臨床的

いのも理解できる．また Jenkins〔 〕らによる

にはダグラス窩閉塞（cul-de-sac obliteration；

と，ダグラス窩における子宮内膜症は左側に多

以下 CCDSO と略す）をきたすことが多い．一

く，その理由として正所性子宮内膜移植片が腹

方，Irving ら〔 〕は，子宮内膜症の発症部位を

腔内液の左回りの流れに乗って腹腔内を移動す

common site，less common site，rare site の

るためと説明している．これら移植片が増殖し

つに分類している．そのなかで仙骨子宮靱帯の

て活動性病変を形成〔 〕し，炎症性反応と線

病変は common site に分類され，腹腔鏡下手

維化が進行し瘢痕が形成されていく．ダグラス

術時に腹膜病変として遭遇する機会は多い．ま

窩における子宮内膜症の多くは腹膜病変である

た子宮内膜症における DIE の頻度は 〜 ％

が，この変化が時間をかけて深部に浸潤するこ

仙骨子宮靱帯に硬い腫瘤として発生した子宮内膜症の
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とで，DIE が発生しうる．ただこの発生機序か

ス窩の圧痛や硬結を触知する場合に疑うことが

ら推測すると通常ダグラス窩における DIE は，

多い．血液生化学的マーカーでは CA

と CA

腹膜病変が存在し，さらにその腹膜病変より連

― が代表的であり，画像検査ではとくに MRI

mm 以上の部位に深部病変が存在する

検査が有用である〔 〕
．しかし MRI 検査でも

続的に

ことになる．しかし自験例の

例はいずれも腹

腹膜病変やダグラス窩癒着の診断は容易ではな

膜病変は認めず，内診で石のように硬い腫瘤で

い〔 〕
．自験例の

例では内診で子宮内膜症

片側の仙骨子宮靱帯の深部に限局し存在した

もしくは付属器腫瘤を疑い，画像検査を行った

DIE であった．一方で CCDSO の発生機序とし

が，MRI 検査でも腫瘤を指摘できなかったた

ては，腹膜由来〔 〕と直腸腟中隔由来〔 〕の

め，診断的意義も含め腹腔鏡下手術を施行した．

つの説が考えられている．直腸腟中隔由来と

DIE は自覚症状として疼痛が多く認められ，治

するのは，胎生期に Müller 管上皮に分化した

療はホルモン療法もしくは手術療法が選択され

細胞が成人期まで遺残し，何らかの刺激により

る．一般的にはチョコレート囊胞を合併してい

内膜細胞に分化・増殖し，内膜症が発生する胎

ることが多く，手術療法を選択する場合が多い．

生組織遺残説である．また太田ら〔 〕は，腟

DIE に対する手術療法は，安藤ら〔 〕
は原則と

内膜症は直腸腟靱帯に発生した深部子宮内膜症

して症状の軽減や臓器機能の改善，また再発を

組織から連続して腟近傍に浸潤し，腟粘膜に病

防ぐためにも腹膜の可視病変と腹膜下の結節性

変 が 及 ぶ と し て お り，そ の 発 生 機 序 は 遺 残

病変をできる限り切除する必要があると述べて

Müller 管の化生〔 〕により発生した可能性

いる．しかし，現実的には CCDSO をきたして

を示唆している．自験例は腟粘膜に病変は認め

いるような症例ではとくに解剖学的な歪みが著

なかったが，鑑別すべき病態と思われた．しか

しく，病変の範囲を正確に把握するのが難しい

し残念ながら私どもが行った文献的検索では同

場合もあり熟練を要する手技である．Chapron

様の症例を見いだすことはできなかった．さら

ら〔 〕は，仙骨子宮靱帯に浸潤する DIE に対

に Bonte〔 〕らは，疼痛を伴う仙骨子宮靱帯

し腹腔鏡下仙骨子宮靱帯切除術を施行したとこ

の深部内膜症に対し，仙骨子宮靱帯部切除術を

ろ月経困難症は ％，骨盤痛は ％，性交痛は

施行したところ，組織学的に小結節として確認

％で有意に改善したことを報告している．自

できたのは ．％のみであり，その発生起源は

験例の

病理学的に異種性であると報告している．自験

は軽快したため，手術療法が DIE の診断と治

例は病理学的には仙骨子宮靱帯に発生した深部

療に非常に有用であった．しかし直腸腟中隔や

子宮内膜症と思われるが CCDSO はきたしてお

深部病変に対する仙骨子宮靱帯切除術の際は骨

らず，ダグラス窩腹膜から連続性病変というよ

盤神経叢の損傷〔 〕や尿管損傷にとくに注意

りは腟とダグラス窩腹膜の間の仙骨子宮靱帯深

が必要であり，自験例の

部に限局して発生したものであった．これまで

ンを静注し膀胱鏡による尿管口からの排出を確

示してきた諸説から考えても一元的に発生機序

認した．DIE の術前には，言うまでもないが十

を説明することは困難であり，現時点で自験例

分なインフォームドコンセントを行っておくこ

の

とは非常に重要である．子宮内膜症の腹腔内所

例は深部子宮内膜症の一亜型ではないかと

考えている．

例も病巣の摘出により術後の疼痛症状

例もインジゴカルミ

見による進行期分類として revised American

一般的にダグラス窩深部内膜症の症状は，月

Society for Reproductive Medicine（r―ASRM）

経困難症，下腹部痛，慢性骨盤痛，不妊症であ

分類〔 〕が国際的基準として現在用いられて

り，CCDSO をきたしている場合に最も多く認

いるが，DIE に関しては考慮されていない．DIE

める症状は疼痛である〔 〕
．DIE の診断は，こ

の進行期分類としては ENZIAN 分類〔 〕が

れら自覚症状に加え内診所見と直腸診でダグラ

提唱されており，後腹膜領域を①ダグラス窩・
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腟，②仙骨子宮靱帯・基靱帯，③腸管・直腸病
変の

つに分類し，それぞれの病変の存在部位

と広がりを異なる指標で評価する方法であり，
DIE 症例に対しては考慮すべきかもしれない．
また子宮内膜症に対し，その他の治療として本
邦でようやく過多月経および月経困難症で保険
適応になったレボノルゲストレル徐放型子宮内
避妊システム（LNG―IUS：商品名ミレーナ）も
選択肢の

つになった．Fedele ら〔 〕は，ダ

グラス窩深部内膜症に対し LNG―IUS を使用し
たところ，

ヵ月後には月経困難症，骨盤痛，

性交痛が改善したと報告しており，手術不能例
や手術を希望されない症例に対しては今後選択
できる可能性がある．
結

語

片側の仙骨子宮靱帯近傍に発生した子宮内膜
症に対し，腹腔鏡下に治療しえた

例を経験し

た．発生学的には Müller 管上皮遺残説もしく
は遺残 Müller 管の化生説が考えられるが，本
症例は DIE の一亜型と考えられた．いずれの
例とも CCDSO を呈しておらず，比較的稀な病
態と思われた．腟鏡診で腟粘膜に異常は認めな
いが，骨盤痛があり内診で圧痛を伴う石のよう
に硬い腫瘤を触知する場合は，本症例も念頭に
置く必要があると思われた．
本論文の要旨は第 回日本エンドメトリオーシ
ス学会学術講演会において発表した．
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