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特別寄稿

子宮内膜症をめぐる謎の所以
―研究の原動力への転化―
日本エンドメトリオーシス学会名誉顧問

武谷

子宮内膜症の記述の冒頭にはしばしば謎めいた，

雄二

ポットライトを当てることで，女性の立場に立って，

捉えがたい（enigma, riddle, myth, elusive）といった

女性の苦しみ，悩みを理解し手を差し伸べることは

形容が枕詞のように用いられている．ではなぜ子宮

容易なことではなかった．このような理由で月経に

内膜症は，謎に富んだ疾患と呼ばれるのかその背景

関わる疾患はいわば医学において異端的な扱いを受

を探ってみたい．なぜならばあらゆる研究は疑問，

けてきたといえる．

謎解きを出発点とするもので，謎を正しく認識する

ここで本題に戻るが，月経痛を主徴とする子宮内

ことは本疾患の研究の発展には不可欠であるからで

膜症は月経関連疾患ということで，上述のような文

ある．

脈で医学研究において過小評価されてきたといえる．

子宮内膜症は，その典型的な症状が月経痛である

そのため，はしなくも謎めいた疾患と冠せられるよ

ため，月経関連疾患とみなされてきた．ここで月経

うになったともいえる．同様な意味で月経前症候群

に関する研究の変遷を振り返ってみたい．そもそも

（PMS）もギリシャ時代から 20 世紀初頭に至るま

月経そのものが近代科学の研究対象として俎上にあ

で

げられたのは 20 世紀半ばである．そのため月経に

社会的弱者であった女性の訴えに長年にわたり耳を

関わる疾患の研究は，心循環系，呼吸器系，消化器

傾けることなく，無定見に女性特有の心性の歪みと

系など他領域の疾患と比較し著しく遅れをとった．

して男性が捉えてきた結果である．PMS の疾患概

その理由のひとつとして，月経に関する疾患は生命

念が科学的に記載されはじめたのは 20 世紀半ばに

予後に直接関わらないことがあげられる．また月経

至ってからである．PMS も子宮内膜症と同様にい

はヒトおよびヒト以外の霊長類の一部にしかみられ

まだに病態不明な謎に富んだ疾患であるが，あまり

ない現象であり，動物実験，または動物をモデルと

研究者の関心を集めなかったためか，謎が奈辺にあ

した研究が難しい．さらに月経とは剝離した子宮内

るかもわからないで今日に至っている．

膜と漏出した血液であり，それ自体研究の材料に適

ヒステリー

の範疇とみなされていた．これは

では純粋に医学的見地から子宮内膜症そのものが，

さない．一方，子宮内膜の剝離する様子やその機序

本当に謎を秘めた疾患といわれる所以があるのだろ

の異常を in situ で観察するのは困難であり，その

うか．多くの病気は病理学的には先天性異常，代謝

ため月経を研究の題材とするのは方法論的に困難を

疾患，変性疾患，炎症，感染症，外傷，循環障害，

極めた．加えて月経は女性の神秘性の象徴として，

腫瘍などに分類されるが，子宮内膜症はこれらには

近代に至るまで畏怖の念でみられており，それを論

あてはまらない．WHO の疾患分類（ICD）では，

ずることがタブー視されていたことも，月経に科学

上記の分類にあてはまらない泌尿生殖系の特異な疾

的のメスを入れることは阻んできたと思われる．ま

患と位置付けられている．わが国では腫瘤を形成す

た女性の社会的地位が確立されるまでは，月経にス

る子宮内膜症性囊胞は類腫瘍（tumor-like）とも呼
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ばれているが，海外では特に子宮内膜症に限定して
類腫瘍という言葉を用いていない．そもそも類腫瘍

ているのかもしれない．
以上述べたごとく，定義を満たした子宮内膜症は

と呼んだところで，その概念規定はあいまいであり，

すべて

何ら子宮内膜症の本態に迫るものではない．

が子宮外にあることが異常なのかといった冒頭の部

病気

なのか，あるいは子宮内膜類似組織

疾患とはさまざまな細胞，組織，臓器が生理的に

分 で 大 き な 謎 に 直 面 す る．1860 年 Baron Carl von

存在している部位で機能や形態の異常をきたすもの

Rokitanski によって子宮内膜症類似の組織が子宮外

であるというのが一般常識である．然るに子宮内膜

に発育している事実が病理検査で初めて明らかにさ

症は，子宮内膜と類似した組織が本来は存在しない

れ た．1908 年 に な っ て Thomas Cullen が，子 宮 内

部位で発生，増殖するものであり，その定義からし

膜類似組織が子宮外に発育している状態を子宮内膜

て奇異な病気であり，なぜそうなるのかという大き

症と呼ぶことを提唱した．しかし当時は腹腔鏡や超

な謎に突き当たることになる．子宮内膜類似といっ

音波検査もなく，強い疼痛症状などの原因を解明す

てもその由来は定かではない．本来存在しないはず

る目的で開腹した結果，たまたま発見された進行し

の組織が発生する事例としては，気管支や子宮頸管

た子宮内膜症を扱っていたと考えられる．このよう

上皮の腺細胞が扁平上皮化する，食道の胃との接合

な症例は誰が見ても

部が腺細胞で置換されるといった化生現象が限局的

ない．ところが現在は超音波検査，MRI，腹腔鏡

に起こる．しかし子宮内膜症の病巣は，その周囲に

などを駆使して，微小な子宮内膜症病変をも容易に

子宮内膜組織が存在しない部位から発生するという

発見される．20 世紀初頭に Cullen らが考えた子宮

意味で，化生としても例外的である．本来は存在し

内膜症と現在診断されている内膜症の病像とはかな

ない部位に不連続で子宮内膜様組織が出現するとい

り異なっていると考えられる．つまり当時 Cullen

うのは悪性腫瘍の転移を除いては極めて稀である．

らが想定していなかった程度の軽微な 子宮内膜症

この議論は子宮内膜症の発生論と関係するが，一元

をもすべて病気とみなすことにより，子宮内膜症が

論的には説明は困難である．

謎に富む疾患になってしまったともいえる．子宮内

病気

とみなすことに異論は

子宮内膜症の定義は子宮内膜類似の組織が子宮内

膜症にまつわる謎の一部はわれわれの約束事と，そ

腔以外に存在する状態であるが，この定義を満たせ

れに縛られた実態との乖離によることに起因する．

ばすべて病気と扱うか否かという根源的な命題にも

子宮内膜細胞は，周期的に短期間で再生，剝離を

明解な回答がない．顕微鏡学的な子宮内膜類似組織

繰り返す．増殖期の内膜細胞の増殖速度は悪性腫瘍

は多くの女性の腹腔内にもしばしばみられるが，そ

を越えるものである．また妊娠の成立とともに短期

れは無視して肉眼病変のみを病巣とみなすのか．さ

間に脱落膜細胞に変貌を遂げ，胎児の発育を助ける

らに軽度な腹膜病変は無症状の女性に一定の確率で

とともに，他方では絨毛細胞の子宮壁への無制限な

みられる．これらは

ではなく，生理的な現

浸潤を防ぐバリアーとしての役割を果たす．このよ

象とみなすべきである．逆に月経痛がひどく，腹腔

うな子宮内膜細胞の振る舞いは，他に類をみない．

内を徹底的に調べた結果，blueberry spot が数個発見

子宮内膜類似の細胞が子宮外に発育する状態の謎は，

されたら，この女性は子宮内膜症と診断され，症状

とりもなおさず子宮内膜細胞に備わっている奇妙な

はそれによるもので，blueberry spot を切除したら症

細胞属性の謎ともいえる．

病気

状は軽減するのか．敷衍すると子宮内膜症の病巣の

子 宮 内 膜 症（endometriosis）は 接 尾 語 が -osis と

部位や広がりが本当に痛みや不妊症といった症状と

なっている．-osis とは病的状態を指し，arteriosclero-

結びついているのかという素朴な疑念も未解決であ

sis, sarcoidosis, neurosis, hepatosis などのごとく病因

る．実地診療の現場では，子宮内膜症は症状があれ

病態が不明な（不明であった）疾患に用いられてお

ば

り，いずれも類縁疾患がない．子宮内膜症も，古典

治療すべき病気

療を必要としない病気

であり，症状がなければ

治

ということになるのだろう．

的な病理学の分類を逸脱した状態であり，苦肉の策

つまり客観的に把握できる器質的な異常と症状との

として取りあえず endometriosis と命名したのだろ

間の因果律が確立されていない．子宮内膜症病変は，

う．しかし病気の十分な理解，解明に先行して名前

それに特徴的とされる症状の発現機序に関連した付

が付けられたことで，子宮内膜症とみなされるさま

帯現象（epiphenomenon）であり，いわば虚像をみ

ざまな状態をあたかも単一の疾患として捉えられて

子宮内膜症をめぐる謎の所以
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きた．そのためかえっていくつかの矛盾点が浮上し

いった多くの疑問を呼び込むことになった．

てきたといえる．もともと-osis-という呼称は，暫

以上のごとく，子宮内膜症をめぐる議論は尽きる

定的な診断名として柔軟な思考で捉えるべきであっ

ことはない．子宮内膜症を知れば知るほど逆に謎の

た．診断基準が単純明快の割には，病巣の部位，広

部分が肥大化するといったジレンマがある．いつの

がり，関連症状が多彩過ぎて子宮内膜症の諸相の統

日か謎は解明させるのであろうが，むしろ謎が多い

合的理解を困難にしたともいえる．本疾患の謎は疾

ほど研究者の好奇心を駆り立てることになる．本学

患そのものが難解であるのに加え，われわれの硬直

会は子宮内膜症に関わる謎解きを目指すものである

的なアプローチの仕方が謎を招いたという部分もあ

が，一方では逆説的ではあるが，謎に富むほど学会

る．

は活性化される．本学会がその前身である「ダナゾー

子宮内膜症は，その原因は病態が未知のため，痛

ル研究会」から 45 年も命脈を保っているのも，多

みや不妊症などの症状，内診などの他覚初見などよ

くの謎が未解決であることによるものである．どこ

り診断基準が構成される症候群（たとえば子宮内膜

が謎かということを的確に把握することが子宮内膜

症候群）とみなしてもよかったのであろう．症候群

症の研究の出発点である．その意味でも全貌の解明

はいくつかの疾患の集合体という理解であり，その

にはほど遠い本疾患に対して若手研究者は多くの謎

ため不明な点があっても当然のこととして割り切る

を見いだし，それを整理して果敢に謎解きにチャレ

ことができる．しかし，なまじ endometriosis とい

ンジしていただきたい．謎や課題は臨床研究の出発

うあたかも単一の疾患のような錯覚を与えてしまっ

点であり，その点では子宮内膜症に関する研究はま

たために，症状の種類，程度と病巣の広がりとの関

だまだ未踏な部分が多く残されている．

連が乏しい，staging を作成しても悪性腫瘍のよう

最後に学会誌への寄稿の機会を与えていただいた

に治療のアルゴリズムや予後と結びつかない，さら

関係者に感謝いたしつつ，本学会に長年関わってき

には腹膜病変，深部浸潤型の病変，チョコレート囊

た者として，本学会のさらなる飛躍を心より祈念い

胞，稀少部位内膜症などの症状や自然経過はお互い

たす次第である．

に異なっており，同一の疾患とみなしてよいのかと

