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症例報告

外科的治療を要した腹壁子宮内膜症の 9 例
Nine Cases of Abdominal Wall Endometriosis Requiring Surgical Treatment
日本医科大学武蔵小杉病院女性診療科・産科
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【要約】…………………………………………………………………………………………………………………………………
腹壁子宮内膜症は，稀少部位子宮内膜症のうち腹直筋や皮下などの軟部組織に発生するものであり，
開腹術後の創部に発生することが多い．その 8 割程度が帝王切開術後創部に発症するが，腹腔鏡手術
を含む婦人科手術や虫垂切除術の術後創部に発症する報告もあり，また，手術既往がなくても臍部や
鼠径部に発症することもある．今回われわれは，当施設において 2007 年から 2020 年に外科的治療を
受け，腹壁子宮内膜症と診断された 9 例について検討した．発症時年齢の中央値は 38 歳（range：33
―45 歳）であり，主訴は月経に随伴する腹部の疼痛または腫瘤触知であった．9 例中 7 例（77.8％）
は帝王切開術の既往があり，手術から自覚症状出現までの期間は平均 2.0 年（±1.07SD）であった．
他 2 例は，虫垂切除術の既往歴があった．腫瘍径は平均 28.8mm（長径）
（range：20.0―60.0mm）であっ
た．子宮内膜症との関連性があった症例は 2 例（22.2％）で卵巣子宮内膜症性囊胞を認めており，月
経困難症状を伴っていたのはその 2 例を含めた 5 例（55.6％）であった．症状と画像所見から，すべ
ての症例で腹壁子宮内膜症の疑いと診断し，外科的切除術を施行し，組織学的検査にて子宮内膜症と
診断された．腹壁子宮内膜症は，生殖可能年齢の女性において腹部手術，特に帝王切開術の既往があ
る場合に発症する可能性がある．腹部手術の既往がある女性で月経周期に一致する腹部の周期的な疼
痛や腹部腫瘤がある場合には，腹壁子宮内膜症を念頭に置いて精査する必要がある．また，皮膚科，
外科，整形外科等の医師にも腹壁子宮内膜症を周知してもらうことが肝要と思われる．
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

key words 腹壁子宮内膜症，稀少部位子宮内膜症，less common site，帝王切開術後

【緒言】……………………………………………………………

一方，2018 年に稀少部位子宮内膜症診療ガイド

腹壁子宮内膜症は，稀少部位子宮内膜症のうち腹

ライン〔5〕が発行されたが，腸管・膀胱・胸腔・

直筋や皮下などの軟部組織に発生するものであり，

臍部子宮内膜症の治療についての解説はあるが，腹

開腹術後の創部に発生することが多い．腹壁子宮内

壁子宮内膜症については記載されていない．そこで，

膜症は，腹膜と皮膚の間に位置する子宮内膜症であ

当施設において 2007 年から 2020 年に外科的治療を

り，皮下組織と筋層が含まれる〔1〕．近年，世界中

受け，腹壁子宮内膜症と診断された 9 例について検

で帝王切開術件数が増加しているため，産科および

討した．

婦人科の手術後の腹壁子宮内膜症の発生率はより頻
繁になっている〔2〕．腹壁子宮内膜症の発生率は，

【対象と方法】…………………………………………………

婦人科手術を受けた患者の約 3.5％，帝王切開術を

2007 年から 2020 年までに当院で腹部腫瘤に対し

受けた患者の約 0.8％ である〔3・4〕．

て外科的治療を受け，腹壁子宮内膜症と診断された
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表 1 腹壁子宮内膜症の 9 症例
症例

発症年齢
（歳）

経産

既往手術

術後（年）子宮内膜症 月経困難症

主訴

受診科

CRP

CA125

（mg/dL） （U/mL）

①

33

1

帝王切開術×1

2

−

＋

疼痛

産婦人科

＜0.1

②

34

1

帝王切開術×1

1

−

−

疼痛

産婦人科

＜0.1 （記録なし）

③

35

2

帝王切開術×1

1

−

−

疼痛

産婦人科

＜0.1

30

④

36

3

虫垂炎手術

16

−

−

腫瘤

皮膚科

＜0.1

7

⑤

38

0

（虫垂炎手術）

27

−

−

疼痛・腫瘤

皮膚科

＜0.1 （記録なし）

⑥

39

2

帝王切開術×1

1

＋

＋

疼痛

産婦人科

＜0.1

⑦

40

2

帝王切開術×1

2

−

＋

腫瘤

形成外科

＜0.1 （記録なし）

⑧

42

1

帝王切開術×1

3

＋

＋

⑨

45

3

帝王切開術×3

4

−

＋

疼痛・腫瘤 産婦人科
疼痛

9 例を対象とした．対象患者の発症年齢，妊娠歴，

産婦人科

0.13

35

⑧

方視的に検討した．

前に，症例⑤は 27 年前に虫垂切除術歴があった．

31

②
⑨

病変の深度と大きさについて診療録より収集し，後

（77.8％）は帝王切開術後であった．症例④は 16 年

＜0.1

③

受診した科，病変の発症部位，既往手術の切開場所，

症例の患者背景について表 1 に示す．9 例中 7 例

49

⑥
⑦

既往手術歴（既往手術から発症までの期間）
，主訴，

【結果】……………………………………………………………

32

①

⑤

④

図 1 病変発生部位（数字は前出の症例番号）
点線は切開痕，●は病変部位を示す．
左図：縦切開と右下腹部小切開

右図：横切開

症例⑤以外は経産婦であり，症例④は 3 回とも経腟
分娩であったが，その他の症例は既往に 1〜3 回の

かった．また，CRP 値はいずれの症例でも上昇し

帝王切開術があった．

ていなかった．

発症年齢の中央値は 38 歳（33〜45 歳）で，帝王

主訴は，9 例中 7 例（77.8％）が腹部の疼痛であっ

切開術後症例については，手術から自覚症状出現ま

た．いずれの症例でもその疼痛が月経周期に伴うも

では平均 2.0 年（±1.07SD）であった．

のであり，一点に限局していた．また，そのうちの

子宮内膜症との関連性があった症例は 2 例（22.2

症例⑤・⑧では疼痛部に一致して腫瘤を触知し，月

％）
，月経困難症状を伴っていたのは 5 例 （55.6％）

経周期に伴った腫瘤の膨大を自覚していた．症例

で，症例⑥・⑧のみ経腟超音波断層法で卵巣子宮内

④・⑦は疼痛の訴えはなかったが，腹部に腫瘤を触

膜症性囊胞を認めていた．症例⑥は 20mm 大の右

知し，月経周期に伴い膨大し増大傾向にあるとの主

卵巣子宮内膜症性囊胞，症例⑧は 16mm 大の左卵

訴で受診した．受診した診療科は 9 例中 6 例（66.7

巣子宮内膜症性囊胞を認めたが，いずれも軽度〜中

％）が産婦人科であり，いずれも 4 年以内に帝王切

等度の月経困難症状の訴えのみであり，その他の合

開術既往があった．症例④・⑤は皮膚科，症例⑦は

併症はなく，現在まで卵巣囊胞の増悪は認めていな

形成外科を受診していた．

い．また，前述 2 症例を含めた 5 症例の初診時問診

腹部既往手術創と腹壁子宮内膜症病変の位置関係

で月経困難症症状を認めていたが，いずれも軽度〜

について図 1 に示した．図 1 の左図は縦切開の症

中等度の下腹部痛のみであり通院・加療はしていな

例と虫垂切除術で右下腹部に小切開痕のある症例を

かった．子宮内膜症で高率に上昇する CA125 の検

まとめた．症例⑤では創部とは数 cm 離れた箇所で

査値については，症例⑥のみで基準値以上の高値を

鼠径部との間に発生しており，27 年前の術後創部

示したが，卵巣子宮内膜症性囊胞を合併している症

との相関性は不明である．右の図は横切開の症例で

例であるため腹壁子宮内膜症の診断補助には至らな

ある．全体で，術創部直下の病変は 3 例（33.3％）
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表 2 腹壁子宮内膜症病変・手術記録
症例

切開創

腫瘍径（mm）

深度

手術時間（時間：分）

出血量（ml）

①

横

25×20

筋膜下

2:07

少量

②

縦

20×16

皮下

1:43

少量

③

横

22×16

筋膜下

0:40

少量

④

―

30×9

皮下

2:58

少量

⑤

―

22×14

皮下

1:01

少量

⑥

縦

26×20

皮下

（詳細不明）

（詳細不明）

⑦

縦

60×40

皮下

1:23

少量

⑧

横

32×31

皮下

1:38

少量

⑨

縦

22×16

皮下

1:40

少量

T1 強調像

T2 強調像

図 2 筋層内腹壁子宮内膜症（症例①）
経腹超音波断層法（左図）
：下腹部術創部右側直下に低信号を呈する 24.5×14.4mm 大の腫瘤性病変（↑）を認め
る．骨盤部 MRI（中央・右図）
：右下腹部筋層内に 25.0×19.8mm 大の内部均一な腫瘤性病変（↑）を認める．T1
強調像と T2 強調像で低信号を呈する．

のみであり，大半は創部と近接した位置に発生して
いた．

で低信号を呈していた．
症状と画像所見から，すべての症例で腹壁子宮内

また，腹壁子宮内膜症病変の大きさ，深度と，外

膜症の疑いと診断し，外科的切除術を施行した．手

科的切除術施行時の手術時間，出血量について表 2

術 所 見 は，す べ て の 症 例 で 1cm 程 度 の margin を

に示した．検査・診断方法は，すべての症例で経腹

とって腫瘤切除術を行っており，手術時間は平均

超音波断層法と骨盤部 MRI 検査を施行しており，

1 時間 38 分（±0.39SD）
，術中出血量は少量であり，

病変の大きさ，深度についてはそれらの画像検査所

大きな合併症なく終了している．図 4 に摘出病変

見によるものである．症例⑦は腫瘤性病変の長径が

の代表的な病理組織像を示す．子宮内膜腺や子宮内

6cm 大であり，他 8 症例と比較して粗大な病変で

膜間質細胞からなる子宮内膜組織を認めており，腹

あった．他 8 症例は 2〜3 cm 大の腫瘤性病変を認

壁子宮内膜症と診断した．

めた．
病変の深度は，症例①・③の 2 例（22.2％）は筋

【考察】……………………………………………………………

膜下にあったが，他 7 例（77.8％）は皮下に発症し

子宮内膜症は，表 3 のように発生頻度，発生部

ていた．代表例として，筋膜下病変である症例①と

位によって common site，less common site，rare site

皮下病変である症例⑥について画像所見（経腹超音

と 3 つに分類される〔6〕．稀少部位内膜症は less com-

波断層法・骨盤部 MRI）を図 2 と図 3 に示す．す

mon site と rare site に 分 類 さ れ 全 体 の 10―15％〔7〕，

べての症例で，経腹超音波断層法では低信号を呈す

このうち less common site の皮膚に含まれる腹壁子

る腫瘤性病変を認めており，骨盤部 MRI では内部

宮内膜症は全体の 0.03―3.5％ にあたる〔8〕．腹壁子

均一な腫瘤性病変を認め，T1 強調像と T2 強調像

宮内膜症は，手術時の操作で子宮内膜組織が機械的

外科的治療を要した腹壁子宮内膜症の 9 例
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T1 強調像

T2 強調像

図 3 皮下腹壁子宮内膜症（症例⑥）
経腹超音波断層法（左図）
：下腹部術創部上方直下に低信号を呈する 25.5×19.8mm 大の腫瘤性病変（↑）を認め
る．骨盤部 MRI（中央・右図）
：右下腹部筋層内に 27.0×20.0mm 大の内部均一な腫瘤性病変（↑）を認める．T1
強調像と T2 強調像で低信号を呈する．
子宮内膜組織

子宮内膜組織

40倍

子宮内膜間質細胞

200倍
周囲には炎症細胞浸潤，出血，
ヘモジデリン沈着あり

筋繊維

図4

代表的な病理組織像（HE 染色）
（症例①）

組織学的検査では，子宮内膜腺や子宮内膜間質細胞からなる子宮内膜組織を認める．

表 3 子宮内膜症の発生部位 Irving et al（2011）
〔6〕
より一部改変
common

less common

卵巣
大腸，小腸，虫垂
腟，
卵管
子宮靭帯（仙骨子 子宮頸部，
宮靭帯，円靭帯， 皮膚（創部，臍，
外陰部，会陰部，
基靭帯）
鼠径部）
直腸腟中隔
ダグラス窩
尿管，膀胱
腹膜（子宮，卵巣， 大網，骨盤リンパ
直 腸 S 状 結 腸， 節
尿管，膀胱）
鼠径管

rare
肺，肺胞
軟部組織，乳房
骨
上腹部の腹膜
胃，膵臓，肝臓
腎臓，尿道，精巣，
精巣
上体
坐骨神経，くも膜
下腔

することもある〔11〕．また，一般的な報告では，
腹壁子宮内膜症は月経周期に合わせた疼痛や腫脹，
または月経周期とは無関係に疼痛・腫瘤が出現する
〔8・11〕が，本症例の中で疼痛を伴う症例ではすべ

てに月経周期に合わせた疼痛出現を認めた．Bektas
らの報告〔11〕では，手術から症状出現までは平均
2.5 年程度であるが，本症例では平均 2.0 年（±1.07
SD）で，比較的早期に発症した症例が多かった．
また，発症年齢は平均 32 歳前後と 30 代前半の報告
が多いが，本症例では中央値 38 歳（33〜45 歳）で
あった．発症までの期間は比較的早期であることか
らも，分娩年齢の上昇に伴って発症年齢がやや高値

に創部へ移植されるため生じると考えられている

になったと考えられる．受診科としては，帝王切開

．その 6〜8 割は帝王切開創部に存在し〔10〕，
〔9〕

創部に発生するため産婦人科が多いが，皮膚科，外

帝王切開術後の 0.04〜0.47％ に発症するといわれて

科，整形外科等を初診することもある〔12・13・14〕．

おり，その他，婦人科手術後や虫垂炎手術後に発症

そのため，腹部術後の女性が月経周期に合わせた創
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部周囲の疼痛を認めた場合，腹壁子宮内膜症を念頭

〔2〕 Betrán AP et al. The increasing trend in caesarean

に置いた診察が必要であり，そのことは他科の医師

section rates: global, regional and national estimates:

にも周知してもらうことが肝要であると思われる．
治療法は，手術で腫瘍摘出する場合とホルモン療
法がある．腫瘍摘出で切除不十分な場合，再発率は

1990―2014. PLoS One 2016; 11: e0148343
〔3〕 Hirsch M et al. Diagnosis and management of endometriosis: a systematic review of international and
national guidelines. BJOG 2018; 125: 556―564

4.5〜9.1％ であるが〔10〕，1 ㎝程度の適切な margin

〔4〕 Nominato NS et al. Caesarean section greatly in-

が確保されていれば再発はまれである〔15〕．本症

creases risk of scar endometriosis. Eur J Obstet Gyne-

例でも現在まで再発した症例はなく，十分な切除が

col Reprod Biol 2010; 152: 83―85

施されたと考える．また，ホルモン療法は根本的な

〔5〕 大須賀穣ほか．
「難治性稀少部位子宮内膜症の集

治療とはならず，明らかなエビデンスはない．文献

学的治療のための分類・診断・治療ガイドライン

によると，症状軽減については効果があり〔15〕，
再発症例に対する術後療法として考慮される〔8・
16〕が，治療を中断すると症状が再燃することが多

い〔17〕．ホルモン療法について患者にその治療内
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