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【要約】……………………………………………………………

疫・内分泌・遺伝・環境などさまざまな要因が関

子宮内膜症は子宮内膜類似組織が子宮外で発育・

わっており，いまだ完全には解明されていない．ま

増殖する疾患であり，発症・進行するメカニズムに

た，子宮内膜症は早期発見のための手段に乏しく，

ついてはいまだ完全には解明されていない．子宮内

多くの症例では診断確定時には病態は進行している

膜症の確定診断は腹腔内の観察であるが，ヒトにお

ため，初期病変のみを集めた研究を行うことは困難

いてはその侵襲性から複数回の腹腔内観察を行うこ

である．

とができず，子宮内膜症病変の改善・増悪所見の経

子宮内膜症は生殖年齢のうちは徐々に進行し悪化

過を確認することはできない．非ヒト霊長類はヒト

していくと推察されているが，子宮内膜症の診断は

と同様に月経周期を認め，解剖学的にもヒトと類似

腹腔鏡あるいは開腹術による腹腔内の観察を必要と

していることから，子宮内膜症の研究に適している

する．原田によると，過去の薬剤開発臨床試験の中

と考えられる．非ヒト霊長類で自然発生した子宮内

でプラセボ投与群に割り振られた症例のみ抽出する

膜症はヒトと同様進行性の病態であるが，初期病変

と，6 ヵ月間の間隔をおいて行われた腹腔鏡検査で，

では好発部位は異なる．一方比較的高齢の進行した

子宮内膜症病変が悪化した例が 29％，不変 31％，

個体では骨盤臓器を巻き込むような巨大子宮内膜症

改善したものが 40％ であるという〔2〕．しかし，

性囊胞を形成する．ヒトの子宮内膜症の原因究明や

このような特殊な状況を除いては，ヒトにおいては

管理方法を解明する際に非ヒト霊長類は有用な動物

その侵襲性から複数回の腹腔内観察を行うことがで

モデルとなり，非侵襲的なマーカーの発見や治療方

きず，子宮内膜症病変の改善・増悪所見の経過を確

法の開発につながる可能性があると考えられる．

認することは困難である．そのため，子宮内膜症の
病態や治療法を検討するための動物モデルが必要で

【緒言】……………………………………………………………

ある．

子宮内膜症は子宮内膜類似組織が子宮外で発育・

実験動物としてよく用いられるマウスやラットな

増殖する疾患で，生殖年齢の女性の 5―10％ に存在

どの齧歯類には月経がなく，ヒトと違い卵管が腹腔

するといわれ，月経困難症や不妊といった症状を認

内に開口していないため子宮内膜症を自然発症する

める．子宮内膜症の発生機序についてはさまざまな

ことはない〔3〕．そのため子宮内膜を人工的に移植

仮説が提唱されているが，月経時に卵管を通じて逆

して作製した齧歯類の子宮内膜症モデルが用いられ

流した月経血中の子宮内膜組織が，骨盤腹膜や卵巣

るが，これらはヒトの子宮内膜症の病態とは異なる

表面に生着し侵入・進展するという Sampson の子

可能性があり，得られた知見をヒトの患者に直接外

宮内膜移植説が最も広く受け入れられている〔1〕．

挿することは適切とはいえない可能性がある．一方，

しかし，発症・進行するメカニズムについては免

非ヒト霊長類はヒトと同様に月経周期を認め，解剖
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学的にもヒトと類似していることから，子宮内膜症

行性の病態であることを報告している〔12, 13〕．初

の研究に適していると考えられる．

回観察時から 10 ヵ月後の病変は子宮表面（58％）
，
膀胱子宮窩（18％）
，子宮と大網の癒着（14％）
，仙

霊長類の子宮内膜症モデル

骨子宮靱帯・広間膜および骨盤漏斗靱帯（10％）に
広がっていた〔12〕．

霊長類を研究に用いる際には専用の設備や取り扱

これらのヒヒの報告では卵巣病変は進行した症例

うための訓練などを要する．さらに購入，飼育に費

を除いてはまれといわれていたが，Dick らは同様

用がかさむため，国内でも限られた施設でしか利用

にヒヒを用いて検討した結果，限局性に病変を認め

できない．しかし，霊長類では子宮内膜症を自然発

る個体のうち 13％ で卵巣病変を認めたと報告して

症し，組織学的にも類似していることが報告されて

いる．これまでの報告と異なる理由として，違う地

いる〔4―6〕．また，霊長類の子宮内膜症モデルでは

域のコロニーでの観察のため遺伝的な違いが関与し

腹水・血液等を解析することにより子宮内膜症の発

ている可能性を指摘しているが，ヒトでも異なる地

症・進展に免疫がどのように関わっているか解析で

域では好発部位が異なるという報告があるのは興味

きる可能性がある．さらに，薬物投与等を行うこと

深い〔6〕．

により増悪因子の解明や新規治療法の開発可能とな
り，子宮内膜症研究において有用な動物モデルであ

カニクイザルの子宮内膜症

ると考えられる．
子宮内膜症が自然発生する霊長類のうち，ヒヒ，

Ami らは繁殖から引退した 94 頭のカニクイザル

アカゲザル，カニクイザルが主に子宮内膜症の研究

を解剖し，27 頭で子宮内膜症を診断した．そのう

に使用されている．子宮内膜症はこれらの霊長類で

ち 51.9％ は子宮の周囲に子宮内膜症性囊胞を認め

はよく見られる疾患で，アカゲザルで 36％〔7〕，

たと報告して い る〔9〕．ま た，Nishimoto-Kakiuchi

ヒヒで 27％〔8〕，カニクイザルで 28.7％〔9〕と報

らは子宮内膜症の症状により死亡あるいは安楽死と

告されている．

なった 8 頭のうち，50％ で卵巣・子宮・他の骨盤

ヒヒは体重が 8―15kg と大きいため，血液や組織

臓器を覆う巨大内膜症性囊胞を認めたと報告してい

のサンプルを採取したり，複雑な手術を行ったりす

る〔14〕．彼らはまた，触診と血清 CA125 の値，便

ることが可能である．一方，大きなゲージが必要で

の性状でスクリーニングした 29 個体中 15 頭で比較

あり力も強いため取り扱いが難しい〔10〕．アカゲ

的進行した子宮内膜症を確認し，2―7 ヵ月後の観察

ザルとカニクイザルはサイズが小さいため取り扱い

において病変は不変か進行しており，カニクイザル

が容易である．アカゲザルは季節的な繁殖を示すの

の子宮内膜症の特徴として，膀胱子宮窩の病変と癒

に対し，カニクイザルは飼育下で 1 年を通して月経

着が頻繁に見られることを報告した（44.4％ 4/9）

を認め，繁殖可能である．カニクイザルの体重は 3
―7 kg だが，腹腔鏡検査は簡単に繰り返し実行でき
るため，子宮内膜症の研究に適している〔11〕．

．
〔15〕
われわれはカニクイザルの子宮内膜症の自然史を
明らかにするために，11 頭のカニクイザルに対し
月 1 回 2 年間腹腔鏡検査を実施し，病変と癒着を経

ヒヒで自然発症した子宮内膜症

時的に記録した〔16〕．滋賀医科大学動物生命科学
研究センターは，650 頭のカニクイザルを擁してお

D’Hooghe らは生殖年齢の 52 頭のヒヒで腹腔鏡

り，これらの個体は施設内繁殖のための腹腔鏡検査

検査を行い 19 頭で内膜症と診断し，合計 37 病変を

で発見された比較的若く，早期の病変の個体であっ

認めたと報告している．腹腔内の所見を表 1 に示

た．

すが，病変部位は仙骨子宮靱帯とダグラス窩（46

初回の腹腔鏡検査では膀胱子宮窩のみに病変を認

％）
，子宮表面と膀胱子宮窩（38％）
，子宮と大網の

めたのが 45.4％（5/11）であったのに対し，ダグラ

癒着（11％）で，卵巣には病変を認めなかったとい

ス窩のみに病変を認めたのは 9.1％（1/11）
，ダグラ

う〔5〕．また，別の報告ではヒヒで自然発症した子

ス窩と膀胱子宮窩両方に病変を認めたのは 45.4％
（5

宮内膜症を 12 ヵ月および 30 ヵ月間経過観察し，進

/11）であった．癒着については 3 頭でダグラス窩

霊長類における子宮内膜症
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表 1 初回観察時の病変部位
報告者

動物種

N

DʼHooghe ら
1991

ヒヒ

37 病変 生殖年齢
（19 頭）

DʼHooghe ら
1992

ヒヒ

67 病変 生殖年齢
（11 頭）

Ami ら
1992

カニクイザル 27 頭

Dick ら

ヒヒ

43 頭

年 齢

病変部位
仙骨子宮靱帯・ダグラス窩（46％） 子宮表
面・膀胱子宮窩（38％）
子宮―大網の癒着（11％） 卵巣靱帯（5％）
〈初回観察の 10 ヵ月後〉
子宮表面（58％） 膀胱子宮窩（18％） 子
宮―大網の癒着（14％） 仙骨子宮靱帯・広
間膜・骨盤漏斗靱帯（10％）

11―23 歳
（平均 15.3 歳）

平均 17.2 歳

囊胞伴う病変（51.9％） 囊胞を伴わない病
変（3.7％）
子宮腺筋症（22.2％） 囊胞と子宮腺筋症両
方（22.2％）
骨盤内多臓器（49％） 子宮・卵巣・卵管の
み（12％）
子宮の み（28％） 卵 管 の み（0.05％） 卵
巣のみ（0.02％）
膀胱のみ（0.02％） 皮下結節（0.02％）

2003

Nishimoto-Kakiuchi ら
2016

カニクイザル 8 頭

卵巣・子宮・他の骨盤臓器を覆う巨大内膜症
5―21 歳
（死亡・安楽死個体） 性囊胞（50％）

Nishimoto-Kakiuchi ら
2018

カニクイザル 15 頭

8―20 歳
（中央値 14 歳）

膀胱子宮窩の病変と癒着（44.4％）腹膜病
変（44.4％）
卵巣病変（55.5％） 付属器の癒着（66.6％）
ダグラス窩の癒着（66.6％）

Hayashi ら
2020

カニクイザル 11 頭

4―13 歳
（平均 8.9 歳）

膀胱子宮窩（90.1％） ダグラス窩（54.5％）
ダグラス窩の癒着（27.2％）

に癒着を認め，他の 8 頭では癒着を認めなかった．

胱子宮窩にたまりやすいことが考えられた．

2 年間にわたる観察において，卵巣に子宮内膜症性

ヒトで好発する卵巣子宮内膜症性囊胞に関して，

囊胞の病変を認めた個体はなく，2 年後の最終観察

Nishimoto-Kakiuchi らは 9 例中 5 例に卵巣病変を認

日の腹腔内所見では，1 頭で膀胱子宮窩のみに病変

めたと報告している．一方，27 例中 14 例に子宮内

を認めたが，その他の個体では時間経過とともに病

膜症性囊胞を確認した Ami らの報告では卵巣が巻

変はダグラス窩へ進展していた．このことより，カ

き込まれていると記載されており，卵巣原発かは不

ニクイザルの子宮内膜症病変は初期では膀胱子宮窩

明である．われわれの 2 年間の観察においてもヒト

に発生し，進行とともにダグラス窩へ広がっていく

で見られるような卵巣子宮内膜症性囊胞を認めた個

と考えられた．また，癒着についても進行性で，最

体はいなかった．理由として，腹腔内を頻回に観察

終観察日には全例でダグラス窩に癒着を認めるよう

してもカニクイザルではヒトと異なりほとんど腹水

になった．なお，病変・癒着の進行速度は個体によ

を認めないことから，逆流した子宮内膜の断片を含

りさまざまであった．

む可能性のある腹水に卵巣が接触する機会は少ない

われわれの研究でも Nishimoto-Kakiuchi らと同様，
ヒトでの好発部位であるダグラス窩よりも膀胱子宮

と考えられ，卵巣子宮内膜症性囊胞の成因も子宮内
膜移植説を支持する所見でないかと思われる．

窩のほうに病変を多く認めた．ヒトとは好発部位が

ただ，われわれの観察個体では子宮内膜症囊胞性

異なる理由として，サルの姿勢はヒトと異なり，睡

病変の出現頻度自体がこれまでの報告と比べて少な

眠時でも仰臥位になることはなく四つ足や坐位で過

く，生殖年齢の比較的若い個体が対象で早期の病変

ごすことから，卵管采が腹側に向き逆流月経血が膀

であったことや，子宮内膜症の進行に個体差がある
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のと同様に，Dick らが指摘したように霊長類では

〔6〕 Dick EJ Jr et al. Record review of baboons with his-

ヒトと同様遺伝的に多様性があることが関与してい

tologically confirmed endometriosis in a large estab-

るのかもしれない．霊長類を子宮内膜症の研究に用
いる意義はこういう点にもあると考えられる．

lished colony. J Med Primatol 2003; 32: 39―47
〔7〕 DiGiacomo RF. Gynecologic pathology in the rhesus
monkey（Macaca mulatta）. II. Findings in laboratory
and free-ranging monkeys. Vet Pathol 1977; 14: 539―

【結論】……………………………………………………………
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非ヒト霊長類で自然発生した子宮内膜症はヒトと

〔8〕 D’Hooghe TM et al. Nonhuman primate models for

同様進行性の病態であるが，初期病変では好発部位

translational research in endometriosis. Reprod Sci

は異なる．一方，比較的高齢の進行した個体では骨
盤臓器を巻き込むような巨大子宮内膜症性囊胞を形
成する．ヒトの子宮内膜症の原因究明や管理方法を
解明する際に非ヒト霊長類は有用な動物モデルとな
り，非侵襲的なマーカーの発見や治療方法の開発に
つながる可能性があると考えられる．
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