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巻頭言

理事長就任のごあいさつ
原田

省

伝統ある日本エンドメトリオーシス学会の理事長

ロゲスチン（LEP）製剤と新しいプロゲスチンが子

を拝命し，その重責をひしひしと感じております．

宮内膜症の保険適応を受けました．両薬剤による長

本会は，1980 年に子宮内膜症の新薬に関する「ダ

期の薬物療法は，子宮内膜症治療に新しいパラダイ

ナゾール研究会」として産声を上げました．その後，

ムをもたらしました．このような子宮内膜症治療の

1982 年「日本エンドメトリオーシス研究会」となっ

発展に，本会は最新知見の発表や意見交換の場とし

て，発展を遂げて 2019 年に「日本エンドメトリオー

て多大な貢献をしてきました．一方，100 年以上に

シス学会」となりました．2021 年に開催された学

及ぶ基礎研究の歴史があるにもかかわらず，子宮内

会で 42 回の歴史を重ねています．これまで，先輩

膜症の病因はいまだ明らかになっていません．世界

方が築いてこられた本学会の伝統を引き継ぎ，さら

最先端レベルの基礎研究発表の場としても本会の果

なる発展のため尽力してまいります．

たしてきた役割は大きいと考えます．

子宮内膜症は婦人科疾患の中でも頻度が高く，日

世界を見渡しても子宮内膜症に特化した学会は珍

常診療で出会うことが多い common disease です．

しく，40 年の歴史と 700 名以上の学会員を有する

また，思春期から更年期までの生涯にわたって，疼

本会は特別な存在です．国際的には，世界子宮内膜

痛，不妊，妊娠異常，癌化などの原因となることか

症学会（WES）
，欧州の学会（SEUD）
，そ し て ア

ら女性の健康を守るうえで重要な疾患です．生殖年

ジアの学会（ASEA）等との交流を一層深めて，本

齢女性にとっては，月経困難症や不妊の症状は人生

邦の研究者と研究成果を世界に向けて発信していき

設計に大きな影響を与えます．少子化の時代にあっ

ましょう．

ては，次世代を育むリプロダクティブヘルスの面か
らも重大な問題です．

このたび，新体制発足にあたり，常務理事をおい
て総務，学術，会計，編集の仕事を分担してお願い

子宮内膜症治療の変遷は，内視鏡手術と薬物療法

しております．ホームページのリニューアルに続い

の進歩の歴史と言えます．1993 年に腹腔鏡手術が

て，学会誌もリニューアルして発行することとなり

保険適応を受けてからは，手術手技と機器の発達に

ました．新たに査読制になりましたので，本誌に掲

よって高度で安全な手術が可能となってきました．

載された論文は専門医を受験される際に利用するこ

しかしながら，卵巣への手術は卵巣予備能の低下を

とが可能です．ぜひ奮ってご投稿をお願いいたしま

もたらすことから手術適応と時期の決定には慎重を

す．

要します．2008 年には，低用量エストロゲン・プ
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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

5

武谷 雄二

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
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子宮内膜症研究との関わり
日本エンドメトリオーシス学会名誉顧問

寺川

今から 40 年以上前の阪大病院産婦人科在籍時の

直樹

武谷教授に引き継がれ，発展して参りました．ただ，

ことですが，関連病院から卵巣腫瘍の患者紹介を受

その道のりは平坦ではなく，企業のスポンサーシッ

けました．

プが得られなくなった水口先生の時代には，会の発

手術の結果，術後の病理診断は卵巣腺癌と子宮内

展的解消案も出され，会の存続を問うための，全会

膜症の合併です．両者は隣接して存在していたので

員による投票も行いました．その後，本会の運営は

内膜症の癌化を疑いましたが，Sampson の悪性変化

安定したものとなり，会員のご努力で子宮内膜症の

の診断基準―腫瘍内に良性の内膜症病変が存在し，

基礎ならびに臨床研究は向上し，国際的レベルに達

他の組織からの悪性腫瘍の浸潤がないことや，腺上

するようになりました．

皮の周囲に内膜の間質と類似した組織が存在するこ
と―を満たすものではありませんでした．ただ，私
は今もって本症例を癌化例と信じています．
本症例との出会いによって子宮内膜症は私の主要
な研究テーマとなり，またライフワークとなりまし
た．

私は 2009 年に武谷先生の跡を受けて代表理事に
就任しましたが，同時に会の名称を日本エンドメト
リオーシス学会に変更し，また，国際的にも通じる
ように Japan Society of Endometriosis と名付 け ま し
た．
その前年にデイナゲストやルナベルなど新規の子

子宮内膜症の悪性化の頻度は 1％ とされています

宮内膜症治療薬が久しぶりに登場したこと，その後

が，長い経過の観察が必要です．少し前のことです

の GnRH アゴニストに加えて，本症に対する腹腔

が，私の提案で日産婦学会内に子宮内膜症の研究班

鏡手術が普及して全国的に広まったことで，会は飛

を立ち上げていただきました．

躍的に大きく expand してきました．
学術講演会への参加者は 500 人を超え，応募演題

日本エンドメトリオーシス学会は，1980 年に初
代代表世話人の大阪医大

故

杉本

数も 100 題を超えるようになりました．一昨年の会

修教授によっ

員数は 715 名ですが，会期 2 日で単一の疾患を論じ

て開催された第 1 回ダナゾール研究会にその端を発

る学術講演会に，全国からこれだけ多数の医師・研

します．

究者が集い，活発な討議がなされる本会はある意味，

最初は治験の会が始まりでした．その後，本会は

特異な学会と言えます．また，それだけ子宮内膜症

日本エンドメトリオーシス研究会に改称され，年 1

が産婦人科領域において極めて重要な疾患であるこ

回の学術講演会を休むことなく続けてきました．代

とを示しているのでしょう．

表世話人はその後，横浜市大の故

水口教授そして
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第 42 回日本エンドメトリオーシス学会学術講演会報告
会長

大道

正英

このたび，皆様には第 42 回日本エンドメトリオーシス学会学術講演会の開催に際しましては，多大
なるご支援とご協力を賜り誠にありがとうございました．
今回は，新型コロナウイルス感染症対策のため，本学会初の試みとなる Web 配信形式にて開催いた
しましたが，この新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言下にもかかわらず，630 名もの多数の皆様に
ご参加いただき，また企画に興味を持っていただいた方々に配信期間の延長のご要望をいただきまし
たことも，心より感謝申し上げます．これもひとえに座長・演者およびコーディネーターの方々のご
尽力の賜物と重ねて御礼申し上げます．
Web 開催にあたり至らぬ点もあり，ご迷惑をおかけしたことと存じますが，何卒ご寛容いただけれ
ば幸甚でございます．
子宮内膜症は有経女性の約 10％ にみられ，原因不明の不妊症患者の約 50％ に子宮内膜症が存在す
るとも言われています．さらに，子宮内膜症により，卵巣癌を含め種々の疾患のリスクや周産期合併
症が上昇することも分かってきました．しかしながら，それぞれの疾患の早期診断や不妊症も含め，
その合併する疾患の management に関してはいまだ controversial な点が多々あります．また，子宮内膜
症は画像診断が非常に有用ですが，そのピットフォールもよく経験します．このように，子宮内膜症
およびその関連疾患に関しましてはまだまだ未知の分野が多く，今後の解明が期待されます．本学術
講演会ではその分野を中心にフォーカスを当てました．
理化学研究所予防医療・診断技術開発プログラム

プログラムディレクターの林﨑良英先生に招請

講演を，Taiwan Endometriosis Society の President の Tzeng 教授と京教授に特別講演を，万代教授・若
槻教授・小谷先生に教育講演をしていただきました．2 つのシンポジウム，3 つのワークショップを含
め，共催セミナーや産婦人科領域講習もしていただきました．この場をお借りして御礼申し上げます．
子宮内膜症およびその関連疾患に関しましては，まだまだ未知の分野が多く，今後，解明していか
ないといけない点が多々あることが確認できた学術講演会でもありました．
本学会の今後のさらなる発展を祈念して，学術講演会の報告とさせていただきます．誠にありがと
うございました．
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学会記録
〔シンポジウム 1 チョコレート囊胞の癌化予知を目指して〜期待できるバイオマーカー〕

卵巣子宮内膜症ゲノム異常からみた癌化予知
Prediction of malignant transformation of ovarian endometriosis based on genomic
alteration
新潟大学大学院医歯学総合研究科産婦人科

吉原

弘祐，榎本

隆之

key words Genome, Ovarian endometriosis, ARID1A

【緒言】……………………………………………………………

を実施している〔6〕．卵巣子宮内膜症上皮において

子宮内膜症は内膜症関連卵巣癌の発生母地として

も，36％ の 症 例 で KRAS 変 異 を，34％ の 症 例 で

考えられているが，その根拠として卵巣癌に連続す

PIK3CA 変異を認め，さらに ARID1A の機能喪失型

る異型内膜症が存在するという病理学的所見が第一

変異を 13％ の症例に認めることを明らかにしてい

に挙げられる〔1〕．また疫学研究において，内膜症

る（表 3）
．

罹患と各組織型の卵巣癌発症リスクを評価した場合，

以上の結果から，ARID1A が子宮内膜症の癌化プ

明細胞癌と類内膜癌が子宮内膜症罹患と有意に関連

ロセスに重大な役割を果たしている可能性が高い．

することが示されている〔2〕．

そこで，本研究では，ARID1A 変異に注目すること

一方，ゲノムレベルで子宮内膜症と内膜症関連卵

で子宮内膜症の癌化予知が可能かどうか検討した．

巣癌との連続性については明らかにされてこなかっ

【方法】……………………………………………………………

たが，次世代シークエンサーの登場により，まず内
膜症関連卵巣癌のゲノム異常が明らかにされるよう
になった．2010 年に内膜症関連卵巣癌では ARID1A

1

機能喪失型変異を高頻度に認めることが報告された

明細胞癌症例の子宮内膜から内膜症，癌部位の
連続的シークエンス

．その後，全ゲノム・エクソームシークエン
〔3, 4〕

卵巣明細胞癌 1 症例について，明細胞癌上皮，癌

ス解析が行われ，ARID1A 変異は明細胞癌の約 54

近傍の内膜症上皮，癌から離れたところに位置する

％，類内膜癌の約 31％ に認めることが明らかになっ

内膜症上皮，および子宮内膜上皮をレーザーマイク

．
ている（表 1，2）
〔1〕

ロダイセクションで選択的に切り出し，全エクソン

次に子宮内膜症のゲノム異常にも焦点があたるよ

シークエンスを施行した〔7〕．上記により得られた

うになり，2017 年に Anglesio らは，深部子宮内膜

ゲノムデータについて同一の条件で遺伝子変異を抽

症のホルマリン固定パラフィン包埋（FFPE）サン

出し，各サンプルに対する遺伝子変異プロファイル

プル 24 例に全エクソンシークエンスを行い〔5〕，19

を同定し，各サンプル間でゲノム異常の共通性を検

例（79％）で少なくとも 1 つの体細胞変異を認め，

討した．

そのうち 5 例（21％）
は癌関連遺伝子である ARID1A，
PIK3CA，KRAS，PPP2R1A を有していることを報
告している．ほぼ同時期にわれわれは卵巣子宮内膜

2

変異と ARID1A タンパク質発現の
関連

症 54 症例（107 サンプル）についてシークエンス

ターゲットシークエンスによって ARID1A 遺伝

による変異の同定とデジタル PCR での変異の確認

子情報が確定している卵巣子宮内膜症 78 例〔6〕，
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表 1 卵巣明細胞癌におけるゲノム異常
Authors

#

Wang（2017）

35

19（54％）33（51％）6（17％） NA

3（9％）

3（9％）

2（6％）

Itamochi （2017）55

23（42％）19（35％）NA

NA

4（7％）

1（2％）

Murakami
（2017）39

24（62％）20（51％）4（10％） 4（10％） 4（10％） NA

3（8％）

2（5％）

Shibuya （2018）48

32（67％）24（50％）9（19％） 4（8％）

8（17％） 2（4％）

NA

1（2％）

Kim（2018）

6（40％） 6（40％） 3（20％） NA

3（20％） 2（13％） NA

2（13％）

54%

12%

5%

15

Total

53%

10（18％）5（9％）

2（6％）

16%

13%

9%

8%

表 2 卵巣類内膜癌におけるゲノム異常
Authors

#

Wang（2017）

35

15（50％） 9（30％）

NA

Cybulska（2019） 36

14（39％） 9（25％）

12（33％）7（19％）

15（42％）6（17％） 4（11％）

Pierson（2020）

26

7（27％）

11（42％） 12（46％）5（19％）

6（23％） 5（19％） 5（19％）

Hollis（2020）

112 48（43％） 54（48％） 32（29％）40（36％） 29（26％）29（26％）10（9％）

Total

41%

41%

32%

12（40％） 11（37％）8（27％） 2（7％）

31%

30%

24%

10%

表 3 子宮内膜症のゲノム異常
Study

Anglesio
（2017）

Site

# samples Methods

Deep
39
infiltrating

Suda（2018） Ovarian

107

Lac（2019）

40

Incisional

Material

WES（24）
Target gene seq
FFPE
（3）
ddPCR（12）

WES（13）
Target-gene
（94）

seq

Target-gene seq

Cancer-associated % of patients with
gene mutations
≥1 cancer-associated
per sample
gene mutations
（15％）
（5％）
62%
（3％）
PPP2R1A （3％）

Frozen section

（42％）
（35％）
（7％）
78%
（7％）
（5％）
（4％）

FFPE

（5％）
（2.5％） 15%
（2.5％）

明細胞癌 86 例〔8〕について，ARID1A 免疫組織染

対して全エクソンシークエンス解析の結果，遺伝子

色を実施し，ARID1A 変異の有無と ARID1A 発現

変異数は子宮内膜から明細胞癌に進むにつれて減少

との関連性を評価した〔9〕．免疫組織染色には，抗

するのに対し，変異アリル頻度は子宮内膜から明細

ARID1A 抗体（HPA005456, Sigma-Aldrich；希釈率

胞癌に進展するにつれて増加していた．子宮内膜か

1：500）を用いた．

ら明細胞癌までで NRAS 変異・PIK3CA 変異を，内
膜症から明細胞癌までで ARID1A splicing を，異型

【成績】……………………………………………………………
明細胞癌症例の子宮内膜から内膜症，癌部位の
1
連続的シークエンス

内膜症から明細胞癌で ARID1A フレームシフトを
共有していた．明細胞癌組織では ARID1A タンパ
ク質発現が欠失していることを免疫組織染色で確認
した．つまり，子宮内膜症から明細胞癌に進展する

同一症例内における子宮内膜上皮・卵巣子宮内膜

プロセスで，2 つのアリルに ARID1A 機能喪失型変

症上皮・癌近傍の異型内膜症上皮・明細胞癌上皮に

異が起き，ARID1A 発現が欠失していることを明

卵巣子宮内膜症ゲノム異常からみた癌化予知
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LOH at
c.4993+2T>C
SCNAs
p.K116fs
p.K116N
p. E1683fs
p.R1105Q
LOH at
p.Q61H
p.E542K

明細胞癌

癌近傍内膜症，明細胞癌では
の異なる2つのアリルで
変異が起きている
c.4993+2T>

SCNAs

p. E1683fs
癌に近接する
内膜症

正常子宮内膜

p.G12D
正常子宮内膜
遠位部内膜症

p.Z449fs
(MAF 0.19)

遠位部内膜症

癌近傍内膜症，明細胞癌では ARID1A の異なる 2 つのアリルで変異が起きている

図 1 正常内膜から内膜症，明細胞癌への進展

正常細胞

変異 1

がん

変異 1 + 2
時間

Genomic or
epigenomic
alteration

月経血
逆流

時間

ARID1A
loss

正常子宮内膜

内膜症関連卵巣癌

子宮内膜症
図 2 ARID1A に注目した子宮内膜症の癌化モデル

らかにした（図 1）
2

変異と ARID1A タンパク質発現の
関連
子宮内膜症 78 例のうち，70 例が ARID1A 野生型，

いたが，9 例は ARID1A 発現が保持されていた．
ARID1A 発現が消失していた症例の半数で 2 個以
上の ARID1A 変異あるいは allelic imbalance を 認 め
た．ARID1A 機能喪失型変異を有する子宮内膜症と
卵巣明細胞癌では，ARID1A 発現の点で違いがあ

8 例が ARID1A 機能喪失型変異陽性であったが，全

ることが明らかに な っ た．ま た ARID1A wildtype

ての症例で ARID1A 発現が確認された．特に卵巣

であることが確認された明細胞癌 36 例では，20 例

子宮内膜症病変より 4 ヵ所をサンプリングした症例

で ARID1A タンパク質が発現していたが，6 例で

において，3 ヵ所は ARID1A p. E1733X を有してい

ARID1A 発現欠失が確認され，遺伝子変異以外の

て，1 ヵ所が ARID1A wildtype であった が，4 ヵ 所

メカニズムが関与している可能性が示唆された．

全てで ARID1A 発現が確認された．
一方，明細胞癌 56 例で ARID1A 機能喪失型変異

【考察】……………………………………………………………

を認め，そのうち 47 例は ARID1A 発現が消失して

われわれの先行研究も含む 2 つの正常子宮内膜ゲ

12

日エンドメトリオーシス会誌 2021; 42

ノム研究において〔6, 10〕，PIK3CA などの癌関連遺

【文献】……………………………………………………………
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ることで，ARID1A 変異から ARID1A タンパク質

cas.14507.
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homologous recombination-associated genes in Japanese ovarian cancer patients. Sci Rep 2019; 9: 17808
doi: 10.1038/s41598―019―54116―y.

発現の消失までの期間を推定し，子宮内膜症の癌化

〔9〕 Yachida N et al. ARID1A protein expression is re-

をゲノムデータから予測するモデルの開発を進めて

tained in ovarian endometriosis with ARID1A loss-of

いく．

-function mutations: implication for the two-hit hypothesis. Sci Rep 2020; 10: 14260 doi: 10.1038/s41598
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〔ワークショップ 1 子宮内膜症合併不妊の対処法〜ART が先か手術が先か〕

子宮内膜症合併不妊における ART の有用性の検討
Effectiveness of ART in infertility with endometriosis in comparison with conservative surgery
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【緒言】……………………………………………………………

先すべきかは不明であり，絶対的な RCT が必要で

子宮内膜症は，慢性の婦人科良性疾患で約 10％

あると報告した〔2〕．Tsoumpou らによると表 1 の

の女性が罹患する骨盤痛と不妊の主要因子である．

ように子宮内膜症性囊胞の治療を行えば，囊胞摘出

解剖学的偏位が卵管障害，卵子の質の低下，着床障

術による ART の妊娠率への影響は認められなかっ

害およびプロゲステロン抵抗性などが報告されてい

た〔3〕．Benaglia らは体外受精治療においてチョコ

るが，子宮内膜症性不妊症のメカニズムはいまだ不

レート囊胞は卵巣刺激に影響するが，卵の質，胚発

明な点が多いが，生殖補助医療（ART：assisted repro-

育および着床率に影響しないとし〔4〕，Filippi らに

ductive technologies）の妊娠率に影響するか否かに

よるとチョコレート囊胞の有無は卵胞発育に影響せ

ついても結論は出ていない．SART の 7 年間のデー

ず，また受精・胚発育にも影響しなかった〔5〕．

タによると，ART における新鮮胚および凍結融解

子宮内膜症性卵巣囊胞に対する腹腔鏡下囊胞摘出

胚移植では，子宮内膜症性不妊症の妊娠率は他の不

術は妊孕能温存手術として行われているが，卵巣機

妊症と同等であるとされている．

能へのダメージが大きいことが明らかにされ，術式

近年，子宮内膜症性卵巣囊胞に対する囊胞摘出術

については検討の余地がある．そこでわれわれは，

は術後妊娠率や疼痛改善率が優れているが，卵巣機

子宮内膜症性卵巣囊胞に対する囊胞摘出術と囊胞内

能へのダメージが大きいと報告されている一方で，

壁焼灼術の術前後の AMH 値を測定して比較検討

囊胞内壁焼灼術は卵巣機能への影響が少ないとされ

した．

ている．しかし，卵巣機能への影響は少なくなく，

対象は 2011 年 6 月〜2013 年 9 月に手術を行った

子宮内膜症における不妊治療では生殖補 助 医 療

両側内膜症性囊胞 26 例（摘出術 10 例，内壁焼灼術

（ART）を優先すべきであるとの報告もされている．

16 例）および片側内膜症性囊胞 36 例（摘出術 24

子宮内膜症は体外受精または手術のどちらを優先

例，内壁焼灼術 12 例）で，術前および術後 1 ヵ月，

すべきかについては，現在まで多くの報告がされて

6 ヵ月，1 年の血中 AMH 値を測定し（表 1）
，多変

いる．

量解析を用いて AMH 低下率（％）＝（術後 AMH

Garcia-Velasco らは中等症，重症症例の子宮内膜
症において腹腔鏡下手術はメリットがあるか？

と

値―術前 AMH 値）／術前 AMH 値×100 を検討し
た（図 1）
．

の問題提起を行い〔1〕，De Hondt らは手術群と非

AMH 低下率には術後 1 ヵ月目は年齢，r-ASRM

手術群の ICSI において，受精率，着床率および妊

および両側群が術後 1 年目は年齢，r-ASRM が有意

娠率に有意差がなかったことからどちらの治療を優

に関連し，年齢 38 歳以上および r-ASRM score 80
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表 1 囊胞摘出術による ART の妊娠率への影響
OR（Fixed）

Univariate analyses

95%CI
Non-

Weight

Odds ratio

treated

（％）

（95%CI）

Study

Treated

Garcia-Velasco
（2004）

44/147

18/36

35.94

1.07（0.56―2.05）

Suganuma（2002）

18/62

11/30

21.42

0.71（0.28―1.78）

Tinkanen（2000）
Wong（2004）
Total（95% CI）

12/55
18/36
300

17/45
13/38
176

29.76
12.87
100.00

0.46（0.19―1.11）
1.92（0.75―4.90）
0.92（0.61―1.38）
Tsoumpou I et al. Fertil Steril 2009; 92: 75―87

Pre-op

1M

6M

Pre-op

1Y

0

0

-20

-20

-40

-40
-59%

-60

-80

-69%

*

-53%

*

*
-74%

1M

-55%

6M

-49%
-4
49%

-55%

-60

1Y

-43%
-48%

-61%
-73%

-80

-84%
-100

-100
ᔕᘐ
ઇЈᘐ
Saito N, Ymashita Y et al. Asian J Endosc Surg 2018: 11; 23―29

図 1 各術式の AMH 低下率の変化

以上は術後 1 年でさらに AMH が低下するリスク

コールで刺激した 329 周期を対象として Oocyte re-

因子となることから，38 歳以上，重症度（ASRM

trieval ratio（採卵率％）＝採 卵 数／AFC×100 を 検

score＞80）および両側性囊胞症例においては，術

討 し た（図 3）
．Oocyte retrieval ratio は 図 2 の よ う

前に温存手術による不可逆な術後卵巣機能低下の可

に年齢の上昇とともに減少し，多変量解析では子宮

能性の説明が必要であると思われた〔6〕．

内膜性囊胞摘出は採卵数減少のリスクと考えられた

術式を決定する前に AMH を基準にしているが，

．
（表 2）
〔8〕

Marcelli らは子宮内膜症手術の既往のないチョコ

今回，子宮内膜症性囊胞手術が ART 前に必要か

レート囊胞では，図 2 のように腫瘍サイズに比例

否かを検討する目的で子宮内膜症性囊胞合併不妊症

して AMH が上昇すると報告していることから〔7〕，

の手術後群と未手術群の体外受精治療における臨床

AMH のみではなく AFC なども卵巣機能評価に必

成績の比較検討を行った．

要である．
さらに体外受精における調節卵巣刺激において，

【対象と方法】…………………………………………………

どの不妊因子が採卵数を低下させる可能性が高いか

2018 年 4 月から 2020 年 7 月ま で に 当 院 で ART

について，2008 年から 2012 年にショートプロト

を行った子宮内膜症性囊胞合併不妊症の手術後群

Log (Serum AMH concentration)

子宮内膜症合併不妊における ART の有用性の検討
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Endometrioma

Control group
P=0.34

P=0.04
1.5

N=51

N=47

N=24

N=26

1.5

1.0

1.0

0.5

0.5

0

N=39

N=50

N=17

N=13

0
≤30

>30≤50 >50≤70

>70

≤30

>30≤50 >50≤70

>70

Cyst size (mm)
chi-squared test and residual analysis
**, P＜0.01, *, P＜0.05,
Marcellin et al. Fertil Steril 2019; 111: 944―951

図 2 チョコレート囊胞径との AMH

Nakamura M, Yamashita Y et al. Reprod Med Biol 2017; 16: 40―44

図 3 Oocyte retrieval ratio（％）
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Multivariate
analyses

Univariate
analyses

表 2 採卵数減少のリスクファクター
Diagnosis

Odds ratio（95%CI）

P-value

Age factor

1.798（1.020―3.205）

0.043

Endometriosis
Male factor
Tubal factor

2.354（1.282―4.272）
0.585（0.290―1.111）
0.516（0.149―1.365）

0.006
0.103
0.196

Unknown

0.349（0.102―0.906）

0.029

Age factor
Endometriosis

3.373（1.299―9.631）
4.680（1.815―13.25）

0.012
0.001

Male factor

0.594（0.281―1.189）

0.144

Tubal factor

0.817（0.221―2.416）

0.731

Unknown

0.986（0.211―4.181）

0.985

Decreased Increased
risk risk

0.1

1

10

100

Nakamura M, Yamashita Y et al. Reprod Med Biol. 2017; 16: 40―44.

表 3 患者背景
手術群
（n＝140）

非手術群
（n＝17）

p

平均年齢
Basal FSH（IU/L）
Basal E2（pg/ml）
E2 at time of oocyte retrieval（pg/ml）

36.5±4.7
6.1±4.53
52.01±41.52
1985.8±1232.5

36.3±3.5
5.1±3.83
42.01±21.53
1789.3±1325.5

NS
NS
NS
NS

AMH（ng/ml）
Total dose of HMG（IU）
Number of oocytes retrieved

2.1±1.9
2757.6±1529.8
5.83±2.16

2.7±1.1
2563.8±1231.8
4.96±2.79

NS
NS
NS

表 4 両群の臨床成績の比較
IVF

年齢
採卵数
2PN
1PN
3PN
0PN
未受精
良好初期胚
Veeck1＋2
胚盤胞
凍結・移植
胚盤胞

ICSI

手術群
（n＝76）

非手術群
（n＝9）

手術群
（n＝67）

非手術群
（n＝8）

37.5±4.5
385
222（57）
16（4.2）
31（8.1）
20（5.2）
40（10.4）

36.1±3.4
45
18（40.0）
6（13.3）
0（0）
2（4.4）
14（31.1）

0.024
0.008
0.048
0.829
＜0.001

36.1±3.4
320
164（66.7）
12（4.9）
10（4.1）
15（6.1）
31（12.6）

39.4±4.3
33
20（76.9）
1（3.8）
0（0）
1（3.8）
4（15.4）

0.306
0.834
0.303
0.663
0.656

139（62.6）

11（61.1）

0.899

116（70.7）

11（55.0）

0.151

90（57.0）

8（88.9）

0.058

79（65.8）

5（45.5）

0.177

69（43.7）

5（55.6）

0.485

60（50.0）

3（50.0）

0.149

P
0.965

P
0.061

Chi-squared test and residual analysis
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表 5 両群の臨床成績の比較
IVF
手術群
（n＝76）

非手術群
（n＝9）

36

4

4（11.1）

0（0）

初期胚
移植周期
妊娠

ICSI

胚盤胞
移植周期
妊娠

40

3

10（25.0）

1（33.3）

2 段階周期

9

1

GS 陽性

2（22.2）

0（0）

P

0.645

0.744

0.800

手術群
（n＝67）

非手術群
（n＝8）

27

5

4（14.8）

0（0）

37

1

4（10.8）

0（0）

7

2

1（14.3）

0（0）

P

0.488

0.895

0.778

Chi-squared test and residual analysis

140 周期（IVF 76 周期，ICSI 67 周期）と未手術群
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〔ワークショップ 3 内膜症性囊胞・子宮腺筋症・子宮筋腫の画像診断のピットフォール〕

子宮内膜症性囊胞の画像診断とピットフォール
〜shading をめぐる議論を再考する〜
“Shading sign” revisited: imaging findings and diagnostic pitfalls in ovarian
endometriotic cysts
大阪大学大学院医学系研究科放射線医学講座

坪山

尚寛

key words ovarian endometriotic cyst, MRI, shading

【はじめに】 ……………………………………………………

い．内容液の T2 短縮の程度は症例によってさまざ

子宮内膜症性囊胞の MRI 所見は広く知られてお

まで，筋肉と同程度の著明な低信号から水よりわず

り，内容液が T1 強調像で高信号を呈し，T2 強調

かな低信号まで幅広い信号を呈しうる（図 2）
．ま

．そしてこの
像では低信号を呈する（図 1）
〔1, 2〕

た，均一な場合と不均一な場合があり，不均一な場

T2 強調像における低信号は shading と呼ばれ，病

合も不規則な信号の混在，グラデーション，液面形

変が多発する multiplicity とともに特に有名な所見

成など多彩な様相が見られる（図 2）
．さらに内容

である．これらの所見を提唱した Togashi らは感度

液の信号は自然経過や薬物療法，癌化によって変化

90％，特異度 98％ とほぼ完璧に近い MRI 診断能

することがあり〔5, 6〕，撮像方法によっても見え方

を報告しており〔2〕，実際の臨床でも容易に診断で

は異なる．

きる症例が多い．しかし，時に診断に苦慮する症例

では，どのような信号を shading と呼ぶのか．そ

が存在し，特に shading についての学術的議論は今

もそもの shading の意味を辞書で調べると，日よけ

も続いている．
「shading とは何なのか」この問いに

や遮光，絵画の影になっている部分，陰影付け，微

正確に答えられる人は実は多くないのではなかろう

妙な変化などが記載されている．つまり，shading

か．shading の解釈をめぐっては大きな誤解と混乱

は影の部分を指しつつも光の存在をほのめかす用語

が生じており，それが診断を誤る原因ともなりうる．

と思われる．これを子宮内膜症性囊胞に当てはめる

本稿では，shading をめぐる議論を再考し，shading

と，影が低信号域，光が高信号域（相対的に信号の

を中心とした子宮内膜症性囊胞画像診断のピット

高い部分）に相当すると思われるが，教科書などの

フォールを 3 つにまとめて解説したい．

解説を読んでいるとその解釈が統一されていないこ

ピットフォール 1：shading の解釈は
統一されていない
子宮内膜症性囊胞の内容液は繰り返す出血により

とに気づく．例えば，均一でも不均一でも低信号で
あれば shading とする記載があれば，均一な低信号
や液面形成は shading に該当しないとの見解もみら
れる〔7〕．つまり， 光（高信号域） の解釈が統一

高濃度のヘモグロビンを含んでおり，それを構成す

されていない．均一な低信号では， 光

る鉄やタンパク濃度も高い〔3, 4〕．鉄とタンパクは

いないので shading に該当しないと考えるか，完全

いずれも T2 短縮をきたすが，鉄の存在がより強い

に隠れているだけであって存在はしてい る の で

T2 短縮と信号低下をきたす〔3〕．高い粘稠度も T2

shading に該当すると考えるかの違いであろう．

短縮の一因と推察されているが，証明はされていな

が見えて

異なった解釈がなされる原因は学術論文にある．
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b

aT1強調像

c

b脂肪抑制T1強調像

cT2強調像

両側付属器に多発する病変を認め（矢印）
，囊胞内容液は T1 強調像で脂肪より高信号を呈し（a）
，脂肪抑制 T1 強調像で
信号低下はない（b）
．T2 強調彫像では低信号を呈し（c），左側の病変では内部に T2 dark spot を認める（c 矢頭）．右側の
病変は一見卵巣内にあるものの辺縁に位置し，近傍腹膜に小病変を認め（a，b 小矢印），卵巣実質外の病変であることが
示唆される．

図 1 20 歳代 子宮内膜症性囊胞

内部は均一あるいは不均一で，低信号の程度はさまざまである（矢印）．

図 2 多彩な子宮内膜症性囊胞の T2 強調像

shading を 1987 年に最初に報告した Nishimura らは，

の抄録では

shading とは囊胞の中心部あるいは辺縁の低信号域

子宮内膜症性囊胞の特徴と記載されているが，これ

を指し，レベル形成を示すこともあり，T2 強調像

は著明な低信号を shading と呼ぶかのように誤解を

で顕著であるが表示ウィンドウを整えれば T1 強調

与えかねない実に紛らわしい表現である（実際に誤

像でも見られうる，と記載している〔1〕．すなわち，

解している記述も目にする）
．実際には T1 強調像

不均一な低信号を shading と定義しており，しかも

よりも T2 強調像で顕著であることを意図している

T2 強調像には限定していない．ちなみにこの論文

と思われる．

prominent low intensity（shading） が
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1991 年の同グループの Togashi らの論文では少し
shading の解釈に変化がみられる〔2〕．shading がな
い病変は T2 強調像で尿（つまり水）と同等の均一

ピットフォール 2：shading で子宮内膜症を
診断してはいけない

な高信号と明記していることから，shading は T2

Shading は Togashi らによって子宮内膜症性囊胞

強調像における所見であること，その基準が水の信

の診断に有用と報告された〔2〕，と教科書や論文で

号であることが示されている．すなわち shading と

しばしば紹介されており，子宮内膜症取扱い規約や

は T2 強調像で水より少しでも低信号域を含むこと

Ovaria ― Adnexal Reporting and Data System （ O ―

と定義されている．さらに，通常は不均一であるが

RADS）において子宮内膜症性囊胞の診断基準の 1

完全に低信号を呈することもある，と記載されてい

つとして記載されている〔11, 12〕．しかし，Togashi

ることから，均一な信号も shading として許容して

論文以降 shading の有用性を否定する論文が続いて

いる．

おり〔9, 10, 13, 14〕，最近では shading は子宮内膜症

さ ら に そ の 後 T1 強 調 像 を 含 ん だ 概 念 で あ る

に特異的な所見ではないということがコンセンサス

へ と 変 化 す る．2002 年 Glastonbury

となっている．特に後続論文では特異度が 45―86％

らは総説の中で「T1 強調像で高信号を呈する囊胞

と低い（表 1）
．ではなぜ，Togashi 論文だけが 98

が T2 強調像で低信号を呈することを shading sign」

％と高い特異度を実現できたのであろうか．各論文

と記載しており，T1 強調像における高信号が条件

の shading の定義の違いが原因となっている可能性

として加わっている〔8〕．さらに 2015 年に Dias ら

について確認すると，Togashi らと同様の定義（T2

が shading の意義を検討した論文では，囊胞内容液

強調像で水よりも低信号を shading とする）を使用

の T2 強調像の信号が T1 強調像の信号より低いこ

している後続論文もあり，shading の定義が診断能

とを shading の定義としている〔9〕．これは T1 強

に影響を与えているわけではなさそうである（表 1）
．

調像における高信号を

shading sign

とする考え方で，たと

そこで Togashi らの論文〔2〕における子宮内膜症

え T2 強調像で低信号であっても T1 強調像で同程

性囊胞の診断基準を再確認してみた．まず，sugges-

度に低信号であれば shading とは呼ばない．臨床で

tive な診断基準として，T1 強調像で全体が高信号

はあまり一般的でない定義と思われるが，その後こ

を呈し，shading も multiplicity もないものとなって

の定義を使用している論文もある〔10〕．

いる．次に

光

definite な診断基準として，T1 強調

以上のように，shading の定義が刻々と変遷して

像で全体が高信号を呈し，shading あるいは multi-

いることがお分かりいただけたと思う．どれを正解

plicity があるものとなっている．そして，suggestive

とすることはできないが，異なる解釈が存在するこ

と definite をまとめて子宮内膜症性囊胞と診断した

とを認識しておく必要がある．そして論文を読む際

結果が感度 90％，特異度 98％ となっている．つま

は shading がどのような定義で使用されているか，

り，T1 強調像で全体が高信号であれば shading が

自分がどのような定義で shading を用いるか明確に

あろうとなかろうと子宮内膜症と診断しているわけ

しておくことは，誤解を避けるうえで非常に重要で

であり，
「Togashi 論文が shading の診断的有用性を

ある．

報告した」というのは完全に誤解である．実は Togashi 論文は T1 強調像で子宮内膜症性囊胞を診断し

表 1 文献における所見の定義と shading の診断能
発表年
Togashi K, et al.〔2〕

1991

Outwater E, et al. 〔13〕 1993
Corwin MT, et al. 〔14〕 2014
Dias JL, et al.〔9〕

2015

Cansu A, et al.〔10〕

2019

＊

shading の定義

T1 強調像
高信号の基準

脂肪
T2 強調像で水より低
筋肉
信号域を含む．
記載なし
T2 強 調 像 で T1 強 調 筋肉
像より低信号域を含む．記載なし

本文で解説したとおり，shading による診断能ではない．

感度

特異度

90＊

98＊

68

83

93

45

73

86

90

82
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b

c

aT1強調像

b脂肪抑制T1強調像

cT2強調像

囊胞内容液は T1 強調像で筋肉よりも高信号を呈するが，脂肪よりは低信号である（a 矢印）．脂肪抑制では信号低下は認
めず，高信号が目立って見える（b 矢印）
．T2 強調像では水よりも低信号で shading を呈する（c 矢印）．

図 3 40 歳代 卵巣甲状腺腫

a

b

aT1強調像

c

b脂肪抑制T1強調像

cT2強調像

囊胞内容液は T1 強調像で筋肉よりも高信号を呈するが，脂肪よりは低信号である（a 矢印）．脂肪抑制で信号低下は認め
ず，高信号が目立って見える（b 矢印）
．T2 強調像では隔壁形成を認める（c 矢頭）．頭側の房の内容液は膀胱よりやや低
信号なので shading ありと判断しうる．

図 4 50 歳代 粘液性囊胞腺腫

a

b

aT1強調像

c

b脂肪抑制T1強調像

cT2強調像

嚢胞内容液は背側部分が T1 強調像で筋肉とほぼ同等かわずかに高信号を呈する（a，b）．T2 強調像では低信号を含み shading を伴う（c）
．

図 5 30 歳代 出血性黄体囊胞
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a

b

a脂肪抑制T1強調像

bT2強調像

囊胞内容液は T1 強調像でリング状の高信号を呈する（a 矢印）
．T2 強調像では
辺縁優位に低信号を呈し，中心部も周囲の卵胞内の水信号よりは低信号で shading
を伴う（b 矢印）
．病変は卵巣実質内に存在している．

図 6 20 歳代 出血性黄体囊胞

ており，shading や multiplicity は診断確信度を上げ

高信号の基準を脂肪と同等以上としており（図 1）

るためだけの副所見にすぎないのである．Togashi

，これは子宮内膜症取り扱い規約や O―RADS も
〔2〕

らが shading の有用性を報告していないとなると，

採用している〔11, 12〕．一方，後続論文の高信号の

後続論文も shading の有用性を否定しているので，

定義をみると，軒並み筋肉より高信号となっている

結局誰も shading の診断的有用性を報告していない

か，記載されていない〔9, 10, 13, 14〕．記載がない

ということになる．あまりにも有名で印象的な所見

論文でも筋肉よりやや高信号の病変が図として掲載

であるがゆえに「shading＝子宮内膜症性囊胞」と

されており，明らかに Togashi 論文よりも低い信号

いう概念が形成され独り歩きしてしまったと考えら

を T1 強調像高信号としている．この T1 強調像高

れる．日常臨床においても，shading は出血性機能

信号の基準の違いが特異度の違いの原因であると推

性囊胞や粘液性腫瘍など子宮内膜症性囊胞以外でも

察される（表 1）
．T1 強調像高信号の基準を下げる

，shading
しばしば認められる所見であり（図 3―6）

と，子宮内膜症性囊胞以外の病変も高信号病変とし

を根拠に子宮内膜症性囊胞と診断とすると誤診の原

，後続論文では
て含まれやすくなるため（図 3―5）

因となりうる．shading に診断的価値はないことを

特異度が低下していると考えられる．日常臨床でも，

十分認識しておく必要がある．

T1 強調像で脂肪ほど高信号ではない病変を子宮内

ピットフォール 3：T1 強調像高信号の基準を
下げてはいけない

膜症と判断すると誤診につながる危険性があるので，
注意が必要である．
ちなみに，Togashi 論文では特異度を高めるさら

Shading に診断的意義がないなら，なぜ Togashi

なる工夫が子宮内膜症性囊胞の診断基準に盛り込ま

論文〔2〕は高い特異度を示したのか．対照群に出

れている〔2〕．まず，リング状の T1 強調像高信号

血性病変が少なかったためであるとか，エコー時間

は亜急性期出血を伴う機能性囊胞の特徴であり，子

（TE）が 60―80ms と短いスピンエコー法で撮影さ

宮内膜症性囊胞とは診断していない（図 6）
．そし

れているため T2 短縮にそれほど鋭敏でなく，子宮

て，隔壁（図 4）や充実性部分を含む病変や岬角を

内膜症性囊胞のみが shading を示したため，などの

超える大きな病変は粘液性腫瘍など子宮内膜症性囊

理由が指摘されている．確かにそれらも一因であろ

胞以外の腫瘍性病変である可能性が高く，子宮内膜

うが，よくよく論文を読み比べてみると，診断能が

症性囊胞の診断基準から除外している．このように，

異なる最大の原因は T1 強調像高信号の定義の違い

Togashi 論文における高い特異度は，T1 強調像高信

にあると筆者は考えている．子宮内膜症性囊胞の内

号の基準を脂肪とすることに加えて，出血性機能性

容液にはメトヘモグロビンが多く含まれており〔15〕，

囊胞や他の腫瘍性病変を除外するための診断基準を

T1 短縮を呈する．Togashi らは T1 強調像における

設定していることにより実現しており，決して T2
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強調像における shading のおかげではない．日常臨

性病変の出血では当然経過が長いため形成されうる．

床においてピットフォールを避けるうえでも，To-

最 近 報 告 さ れ た サ イ ン と し て incomplete dark rim

gashi 論文における診断基準を誤解することなく正

sign というものもある〔10〕．子宮内膜症性囊胞の

確に認識しておくことが極めて有用であろう．

壁はヘモジデリン沈着や線維化により T2WI で低

ところで，骨盤 MRI の読影をしていると，T1 強

信号を呈するが，これが不完全になるというもので

調像で脂肪と同等以上の高信号を呈する小囊胞を卵

ある．私見ではあるが，囊胞の位置も鑑別の一助に

巣に偶然認めることが時折ある．T1 強調像高信号

なるかもしれない．子宮内膜症性囊胞は基本的に卵

を子宮内膜症の診断基準とするなら，果たしてこれ

巣実質外の偽囊胞であり，一見卵巣内にあるように

らの小囊胞はすべて子宮内膜症なのであろうか．こ

見える場合でも原則的に辺縁に接している（図 1）
．

のような病変を前向きに調べた研究は存在しないの

したがって，完全に卵巣実質の中に存在するような

で正確なことは分からないが，画像で経過を追える

病変であれば，子宮内膜症の可能性は低いと考えら

症例を見ているとしばしば長期間残存あるいは増大

れる（図 6）
．繰り返しになるが，shading は子宮内

しており，筆者は子宮内膜症である可能性が比較的

膜症性囊胞と出血性機能性囊胞の鑑別に役に立たな

高いのではないかと考えている．根拠となる臨床的

い点を再度強調しておく．

背景も 2 つある．1 つは子宮内膜症の疾患頻度の高
さで，女性の 10％，不妊女性では 50％ で罹患して
いると報告されている〔16〕． 偶然

【終わりに】 ……………………………………………………

見つかったと

以上，shading をめぐる議論について文献的な再

言っても，その患者は骨盤 MRI を撮る何らかの理

考を行った．shading は目を引く美しい所見である

由を有しているわけで（不妊や月経関連症状を呈す

が，その定義は統一されておらず，診断的意義もな

る患者も多い）
，一般女性よりも子宮内膜症の存在

い．子宮内膜症性囊胞の診断においてピットフォー

リスクは高いと推定される．もう 1 つは，子宮内膜

ルに陥らないためには，まず shading からあえて目

症はしばしば診断されずに見落とされている点であ

を背ける必要がある．そして，T1 強調像高信号の

る〔17〕．実際，他疾患で手術をした際に思いがけ

基準を脂肪の信号に置くこと，出血性機能性囊胞や

ず子宮内膜症が見つかることもあり，特に腹膜表層

他の腫瘍性病変との鑑別点となりうる所見を丁寧に

に限局した病変の診断は難しい．卵巣病変を形成し

拾うことが，的確な診断につながると考えられる．

た時点ですでに進行した子宮内膜症であるので，軽
微であれ卵巣に所見を認めた場合はかなり注意を要

【文献】……………………………………………………………
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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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【はじめに】 ……………………………………………………
体性幹細胞は，人体の各組織の恒常性を維持する

1）標準的な培養条件でプラスチックに接着性を有
する

2）細胞表面マーカーとして CD73，CD90，

ために，重要な役割を担っている．その中でも特に

CD105 が 陽 性，CD11b ま た は CD14，CD19 ま た

間葉系幹細胞（Mesenchymal Stem Cells：MSC）は，

は CD79α，CD34，CD45，HLA―DR が 陰 性 で あ

胚性幹細胞（ES 細胞：embryonic stem cell）や人工

る

多 能 性 幹 細 胞（iPS 細 胞：induced pluripotent stem

を有すること，の 3 つを必要条件としている．

3）骨芽細胞，軟骨細胞，脂肪細胞への分化能

cell）と比較して倫理的な問題が少なく，遺伝子操

この MSC を用いた治療戦略は大きく 2 つに大別

作は不要で，免疫拒絶やがん化のリスクが低いと

される．細胞自体の多分化能を活かした細胞補充療

いった特徴をもつため，再生医療における細胞治療

法と，細胞から分泌されるさまざまな液性因子やエ

の細胞源として大きく注目されている．

クソソームを介した免疫抑制作用，抗炎症作用，血

今回は MSC の働きに焦点を当て，1．間葉系幹

管新生作用などを利用した細胞治療法である．特に

細胞とは，2．間葉系幹細胞の抗炎症作用，3．慢性

脂肪組織内に存在する MSC である脂肪組織由来間

炎症と子宮内膜症，4．間葉系幹細胞のホーミング

葉系幹細胞（adipose tissue-derived mesenchymal stem

作用，5．われわれの研究成果，について述べ，子

cells：ASCs）は，骨髄をはじめとした他の間葉系

宮内膜症への新たな治療戦略について考える．

幹細胞と比較し，採取が簡便かつ組織量も豊富であ
ることから，再生医療への応用が注目されている〔2〕．

1 間葉系幹細胞とは

脂肪組織を酵素処理，遠心分離を行うことで脂肪組
織由来再生細胞（adipose-derived regenerative cells：

MSC は，中胚葉由来の結合組織に存在する幹細

ADRCs）を得ることができる．ADRCs は MSC を

胞である．1980 年代頃に骨髄中で初めてその存在

含めたヘテロな細胞集団で，血管内皮細胞や組織マ

を見いだされて以降，脂肪や血液，軟骨をはじめ，

クロファージ，平滑筋細胞などさまざまな細胞が混

臍帯血や胎盤羊膜のような胎児付属物まで，さまざ

在している．しかし ADRCs は細胞分離や培養条件

まな組織中から MSC が確認されてきた〔1〕．国際

を必要としないため低価格であり，また ASCs と比

細胞治療学会（International Society for Cellular Ther-

較して MSC 数が少ないにもかかわらず，その能力

apy：ISCT）は，ヒト MSC を定義するにあたって，

は劣らないと考えられている．一方，ASCs はその
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高い治療効果が期待できる反面，継代培養を繰り返

続することから，抗炎症作用を利用した治療法とし

すことでその能力は徐々に低下・消失し，さらに細

て MSC が注目され，分泌される液性因子やエクソ

胞治療に必要量の培養 MSC を入手することは非常

ソームを介した免疫調整能や組織修復能によって治

に費用がかかる．しかし ASC は免疫原性が非常に

療効果を得ている〔10, 11〕．さらに日本国内でも，

低いため，自家のみならず他家移植も可能である利

急 性 期 移 植 片 対 宿 主 病（graft-versus-host disease:

点がある．

GVHD）や脊髄損傷患者を対象にした臨床応用が
始まっている〔12〕．

2 間葉系幹細胞の抗炎症作用
3 慢性炎症と子宮内膜症

MSC を移植することで，障害部位を再生し，機
能を修復することができる．その背景として MSC

子宮内膜症の発症機序として，月経時に卵管を通

は組織再生の初期段階である炎症初期に多数誘導さ

じて腹腔内へ逆流した子宮由来の内膜が骨盤腹膜に

れて炎症を抑え，再生の場を最適化するといわれて

生着・進展する，いわゆる子宮内膜移植説が最も広

いる〔3〕．この免疫調節機能は，T 細胞の抑制を介

く受け入れられている．この逆流した子宮内膜の組

して行われている〔4〕．特にインターフェロン―γ

織断片と免疫担当細胞が相まって異所性に慢性炎症

（IFN―γ）が，MSC の免疫調整機能に重要な役割を

を引き起こす．この慢性炎症によって炎症性サイト

果たしている．主要組織適合遺伝子複合体（MHC）

カインやプロスタグランディンが増加し，月経困難

分子の発現レベルは，炎症性サイトカインによって

症の一因となる．さらにその炎症状態が子宮内膜の

変化する〔5〕．低濃度の IFN―γ の存在下では，MSC

腹膜への生着を促し，子宮内膜症の病態を形成する

が抗原提示細胞として MHC クラス II （MHC―Ⅱ）

．また，最近の遺伝子解析からも子宮内膜
〔13, 14〕

の発現を増加させ，逆に高濃度の IFN―γ の存在下

症病変の間質細胞における慢性炎症が引き起こすエ

では MHC―II の発現を低下させる〔6〕．また MSC

ピジェネティクスの異常が関与していることも判明

は，T 細胞の活性を抑制する免疫抑制機能を有する

してきている．

タ ン パ ク 質 分 子 で あ る Programmed death-ligand 1

現在の子宮内膜症の治療はホルモン療法と外科的

（PD―L1）の発現を調整している〔7〕．つまり MSC

治療が主流であるが，根治的な治療を優先すること

は，IFN―γ の濃度によって MHC―II および PD―L1

で卵巣機能の損失や妊孕性の低下を引き起こすこと

の発現を変化させ，免疫応答の強弱を調整している

も少なくなく，新しい概念の治療法の開発が必要と

と考えられる．さらに，IFN―γ や tumor necrosis factor

されている．既存のホルモン剤以外の治療薬として，

―α は MSC を刺激して，プロスタグランディ
（TNF）

ホスホジエステラーゼ阻害薬や COX―2 阻害薬と

ン E2（PGE2），cyclooxygenase-2（COX―2），indo-

いった抗炎症作用を利用したものや，遺伝子組み換

leamine 2, 3 deoxygenase（IDO）の分泌を亢進させ，

え型インターフェロンアルファー 2b，遺伝子組み

T 細胞，NK 細胞，および樹状細胞の機能を阻害し，

換え型インターロイキン―2，TNF―α の抗体などの

抗炎症作用を示す．さらに，炎症性サイトカインの

炎症性サイトカインに対する免疫修飾作用薬が注目

存在は，前述の免疫調節機能の発揮のみならず，

されており，複数の臨床試験でその治療効果を認め

MSC 自体の機能を向上させるといわれている．Fan

ている〔15〕．

らはインターロイキン（IL）―1β で刺激した MSC
を出血性大腸炎モデルに投与したところ，IL―1β で

4 間葉系幹細胞のホーミング作用

刺激しない MSC 群よりも有意に治療効果が高かっ
たことを報告している〔8〕．

MSC は障害部位へ集積するホーミング能力をも

現在，難治性炎症性疾患に対する MSC を用いた

つ〔16〕．多くの研究は臨床応用のために MSC の

細胞療法の臨床応用が広く行われている〔9〕．例え

全身投与注入によって行われているが，特に細胞が

ば，潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾

血管を介して注入される場合，そのホーミングメカ

患は，今までは免疫担当細胞の制御が治療の中心で

ニズムは以下のように考えられている．まず，MSC

あった．しかし，腸管局所での過剰な免疫応答が持

は炎症の場に存在する TNF―α や IL―1 等のサイト
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図 1 子宮内膜症モデルマウスの作製

図 2 マウス子宮内膜症性病変における ADRCS，ASCs 投与の効果

カインによって活性化され，インテグリン β1 やイ

脂肪組織由来の MSC の有用性について，マウス子

ンテグリン α4/β1 複合体を発現する．これらは炎

宮内膜症モデルを用いて検討した．BALB/c マウス

―1
症によって vascular cell adhesion molecule
（VCAM）

の皮下脂肪組織を細切して，コラゲナーゼ処理と遠

が発現した内皮細胞に接着する働きをもつ．さらに

心処理によって，ADRCs を採取した．ADRCs を

MSC は C―X―C chemokine receptor type 4 を 発 現 し，

間葉系幹細胞専用培地で培養して付着した幹細胞を

組織損傷によって stromal cell-derived factor-1 が高発

ASCs とした．マウスへの子宮内膜症の誘導方法を

現した内皮細胞にローリングおよび接着する．その

図 1 に示す．6 週齢 BALB/c マウスをドナー群とレ

後，インテグリンおよびフィブロネクチンとの相互

シピエント群に分け，マウスの卵巣を摘出して性ホ

作用によって MSC が細胞外マトリックスへ移動し，

ルモン動態を同調させ，2 週間後にドナー群のマウ

損傷部位に集積し，その細胞特性を発揮する〔17〕．

ス子宮を細切してレシピエントマウスの腹腔内に移

こういった MSC のホーミング能力を利用した研究

植した（図 1）
．子宮内膜症モデルマウスを作成し

が，さまざまな動物の疾患モデルで研究されており，

（Control 群：N＝10）し，内 膜 移 植 24 時 間 後 に

MSC は障害組織に関係なく，選択的にホーミング

ADRCs あるいは ASCs（いずれも 1×106 個）を投

することが示されている〔18〕．

与し，投与法により ADRCs 腹腔内投与群（ADRCs
―ip 群：N＝10）
，ASCs 腹腔内投与群（ASCs―ip 群：

5 モデルマウスを用いた間葉系幹細胞の病変縮小効果

N＝10）
，ASCs 静脈内投与群（ASCs―iv 群：N＝10）
とした 28 日後に子宮内膜症様病変の総重量，個数，

われわれは子宮内膜症に対する細胞療法としての

総表面積について比較検討した．子宮内膜症様病変
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図 3 子宮内膜症性病変の炎症関連遺伝子発現

から RNA を抽出して cDNA を合成し，炎症関連遺

な戦略となることが期待される．

，
伝子であ る monocyte chemotactic protein-1（Mcp―1）
interleukin-6（Il―6）の発現量をリアルタイム PCR
法で定量解析し，その発現変化について検討した．
その結果，いずれの治療法においても子宮内膜症性

本論文の要旨は第 42 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．
全ての著者は，開示すべき利益相反はない．

病変は有意に縮小し（図 2）
，病変組織における炎
症関連遺伝子発現は，ASCs 投与群では対照群と比
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学会記録
〔演題発表賞：基礎部門〕

マウス子宮腺筋症モデルを用いた子宮腺筋症発生に
おける転写因子 STAT3 の機能解析
Role of STAT3 in the development of adenomyosis in a new mouse model of adenomyosis
1）東京大学医学部産婦人科学教室，2）北里大学医学部産婦人科学教室
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【要旨】……………………………………………………………

する子宮腺筋症発生への関与を疑い，ヒト子宮腺筋

〈目的〉子宮腺筋症は生殖年齢の女性が罹患し出血

症病変に対する活性型 STAT3 の免疫組織化学染色

や疼痛をきたす難治性の疾患であるが，その発症・

を行った．その結果，病変の上皮と間質において，

増悪の機序は不明である．本研究の目的は，マウス

月経周期にかかわらず恒常的な STAT3 の活性化を

子宮腺筋症モデルを確立し，子宮腺筋症発生の分子

認めた．この STAT3 の活性化はマウス子宮腺筋症

メカニズムを解明することである．

モデルの Day 7 でも認められたため，子宮の STAT

〈方法〉卵巣除去後 2 週間の野生型マウスを麻酔下

3 を特異的に除去した遺伝子改変マウス Stat3-floxed

に開腹し，30 G 針を用いて子宮筋層・内膜を貫く

/Pgr-Cre（ΔStat3）を作製し，解析を行った．その

ように 1 cm あたり 100 回の穿刺を行った．穿刺を

結果，ΔSTAT3 における子宮腺筋症病変の数は，

行った日を Day 0 と定義し，経時的な子宮の組織学

野生型と比較し有意な減少を認め，子宮腺筋症の発

的観察を行った（図 1）
．

生における STAT3 の関与が示唆された．

〈結 果〉Day 1 の ヘ マ ト キ シ リ ン・エ オ ジ ン 染 色

〈結論〉今回，機械的に誘導されるマウス子宮腺筋

（HE 染色）の結果，穿刺により子宮筋層内に生じ

症モデルを新規に樹立した．本マウスモデルはヒト

た創部への子宮上皮の侵入を認めた．Day 28 の HE

の子宮手術後に発生する子宮腺筋症を模倣している

染色と免疫組織化学染色の結果，子宮筋層内に円柱

と考えられ，遺伝子改変技術を用いた検討により，

上皮から成る腺構造と間質を伴う子宮内膜様組織が

STAT3 が子宮腺筋症の発生に重要な役割を果たし

認められ，ヒトにおける子宮腺筋症に相当する病変

ていることが明らかとなった．

と考えられた（図 2）
．転写因子 signal transducer and
activator of transcription 3（STAT3）は子宮内膜の再
生に寄与し月経期と増殖期に活性化することが知ら
れているが，今回，子宮内膜の異所性発育を本態と

本論文の要旨は第 42 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．
すべての著者は開示すべき利益相反はない．

マウス子宮腺筋症モデルを用いた子宮腺筋症発生における転写因子 STAT3 の機能解析
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血管
人工的な
子宮損傷
マウス
子宮

針

マウス子宮全層を針で穿刺し，ヒト子宮手術における子宮内膜と筋
層の機械的損傷を模倣した．

図 1 機械的損傷により誘導されるマウス子宮腺筋症モデル

創への上皮細胞の侵入

針

上皮

間質

筋層

子宮腺筋症様病変

Day 1

Day 28

子宮を穿刺した日を Day 0 と定義すると，組織学的観察により Day 1 には創部に上皮細胞が侵入し，Day 28 には間質細胞を伴う子
宮腺筋症様病変が筋層内に認められた．

図 2 マウス子宮腺筋症モデルによる病変形成過程
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学会記録
〔演題発表賞：臨床部門〕

子宮内膜症患者において LEP 製剤の
アンドロゲン作用が血管内皮作用に及ぼす影響
Effects of androgenic properties of progestin combined with ethinyl estradiol on vascular
endothelial reactivity, plasma lipids and free radical production in women with endometriosis
愛知医科大学産婦人科

櫻田

昂大，松下

宏，野口

靖之，篠原

康一，渡辺

員支，若槻

明彦

key words endometriosis, free radical, HDL cholesterol, small dense LDL cholesterol, vascular function

【緒言】……………………………………………………………

収縮作用を有するエンドセリン―1，内因性 NO 合

子宮内膜症は子宮内膜，あるいはその類似組織が

成酵素抑制因子である非対称性ジメチルアルギニン

子宮外に異所性に存在する疾患である．われわれは

（ADMA）を測定した．本研究は当院倫理委員会の

これまで子宮内膜症女性では酸化ストレスの亢進や

承認を受けて行われた．

血管炎症による血管内皮傷害が将来の心血管疾患リ
スクにつながる可能性を報告してきた．子宮内膜症

【成績】……………………………………………………………

治療に用いられる低用量エストロゲン・プロゲスチ

BMI，血圧，脈拍は両群ともに投与前後で有意

ン（LEP）製剤に含有するエストロゲンは血管内皮

な変化は認めなかったが，両群において E2,FSH,CA

機能を改善するものの，プロゲスチンはその男性ホ

125 は両群で有意に低下した（表 1）
．DRSP 群で

ルモン作用によりエストロゲンの血管内皮機能改善

は FMD，NOx は有意に上昇し，血漿エンドセリン

効果を減弱する可能性が指摘されている．今回，わ

―1 は有意に減少したが，NET 群では FMD，NOx，

れわれは LEP 製剤投与の前後において，含有する

血漿エンドセリン―1 ともに有意な変化を認めな

プロゲスチンの男性ホルモン作用の違いにより血管

かった．一方，ADMA は両群で有意に低下したが，

内皮機能に及ぼす影響を比較検討した．

血管径，血流は治療の前後で有意な変化を認めな
かった（表 2）
．

【方法】……………………………………………………………
同意の得られた，子宮内膜症性卵巣囊胞で腹腔鏡

【結論】……………………………………………………………

手術予定の女性 40 名を対象とし，無作為に DRSP

男性ホルモン作用を有さない DRSP を含有する

群（n＝20）
，NET 群（n＝20）の 2 群に分割した．

LEP を内服した群（DRSP 群）ではエストロゲン

DRSP 群はエストラジオール（EE）
（20μg）とドロ

の作用により NOx が増加，血漿エンドセリン―1 が

スピレノン（DRSP）
（3mg）を含有する LEP 製剤

減少し FMD が上昇したが，男性ホルモン作用を有

を，NET 群は EE（35μg）
とノルエチステロン（NET）

する NET を含有する LEP を内服した群（NET 群）

（1mg）を含有する LEP 製剤を手術前に連日内服し，

ではこれらの変化が認めらなかった．以上のことか

3 ヵ月後にその前後で血圧，脈拍，体重，血管内皮

ら，含有するプロゲスチンの男性ホルモン作用の違

機能の指標としての上腕動脈の血管拡張反応

いにより LEP 製剤が血管内皮機能に及ぼす効果が

（FMD）
，血管拡張作用を有する一酸化窒素（NO）

異なり，その効果は男性ホルモン作用を有さないプ

の代謝産物である亜硝酸塩，硝酸塩（NOx）
，血管

ロゲスチンを含有する LEP 製剤で優れることが示

子宮内膜症患者において LEP 製剤のアンドロゲン作用が血管内皮作用に及ぼす影響
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表1
DRSP 群

2

NET 群

投与前

投与後

投与前

投与後

BMI（kg/m ）

21.1±0.6

20.9±0.6

21.6±0.7

22.0±0.7

収縮期血圧（mmHg）
拡張期血圧（mmHg）

113.1±3.1
64.8±2.2

113.5±2.2
65.3±1.9

111.4±2.4
65.5±2.7

115.0±3.0
65.2±2.8

心拍数（bpm）
エストラジオール（pg/mL）

64.5±1.7
102.1±22.0

66.1±1.8
10.0±0.0＊

66.8±3.1
113.0±24.7

66.7±3.3
21.6±7.0＊

FSH（mIU/mL）

11.6±1.5

3.7±0.7＊

9.4±1.8

5.6±1.0＊＊

32.4±8.3

18.3±3.3＊＊

CA125（U/mL）

50.9±10.1

36.6±6.7

＊＊

平均±標準誤差
BMI, body mass index
＊

P＜0.01,

＊＊

P＜0.05（治療前 vs. 治療後）

表2
DRSP 群

NET 群

投与前

投与後

投与前

投与後

安静時血管径（mm）
安静時血流（mL/min）

3.5±0.1
76.7±14.3

3.7±0.1
77.6±13.0

3.5±0.1
60.6±7.4

3.7±0.1
68.7±16.5

駆血時血流（％）
FMD（％）

486.9±46.5
5.9±0.6

665.5±86.6
11.1±1.0＊

NOx（ mol/L）
エンドセリン―1（pg/mL）
ADMA（pmol/L）

29.2±3.3
1.23±0.09
384.7±11.1

37.4±4.9＊＊
1.07±0.08＊＊
330.0±10.7＊＊＊

593.8±53.0

735.4±149.1

7.5 1.0
31.6±8.4
1.01±0.06
373.3±11.7

7.2±1.2
34.2±6.9
0.92±0.06
303.3±10.0＊＊＊

平均±標準誤差
ADMA，非対称性ジメチルアルギニン；FMD，血管拡張反応；NOx，亜硝酸塩／硝酸塩
＊
P＜0.01, ＊＊P＜0.05, ＊＊＊P＜0.001（治療前 vs. 治療後）

された．

drogenic properties of progestin combined with ethinyl estradiol on vascular endothelial reactivity, plasma lipids and

【参考文献】 ……………………………………………………
Sakurada T, Matsushita H, Noguchi Y, et al. Effects of an-

free radical production in women with endometriosis. J Obstet Gynaecol Res 2021; 47: 941―948
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GnRH antagonist 先行投与により
LEP 製剤連続投与の adherence は向上する
Prior administration of GnRH antagonist improves the adherence of continuous administration
of combined oral contraceptives
御茶ノ水・浜田病院産婦人科1），帝京大学医学部産婦人科2）

合阪

幸三1），土屋富士子1），板橋 香奈1），長谷川亜希子1），能瀬さやか1），
佐久間さき1），小畑清一郎1），高橋ゆう子2），平池 春子2）
〔受付日 2021 年 4 月 19 日

受理日 2021 年 6 月 1 日〕

【要約】…………………………………………………………………………………………………………………………………
GnRH antagonist 製剤の先行投与により，LEP 製剤連続投与時の不正出血の発現を遅延させることが
可能かどうかを検討した．GnRH antagonist 投与により子宮内膜厚は control に比べて有意に菲薄化し
ており，不正出血開始までの期間を有意に延長することができた．GnRH antagonist 製剤の先行投与
により LEP 製剤連続投与時の不正出血開始までの期間を有意に延長することが可能である．その機
序としては，GnRH antagonist による子宮内膜厚菲薄化が関与していると考えられた．
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

key words GnRH antagonist 製剤，LEP 製剤，連続投与，不正子宮出血

【緒言】……………………………………………………………

せることにより，その後の LEP 製剤連続投与中の

子宮内膜症は再燃しやすい疾患であり，長期間の

不正出血発現を有意に延長できることを報告した

薬物療法が必要となることが多い．低用量 COC

．
〔7〕

（combined oral contraceptives, LEP 製剤）は子宮内膜

今回は GnRH antagonist 製剤を同様に使用するこ

症に伴う月経困難症に有用であるとされているが，

とにより，LEP 製剤連続投与中の不正子宮出血の

通常の投与法では 4―7 日間の休薬期間を余儀なくさ

発現を延長させることができるかどうかを検討した．

れ，その間は卵巣からの estrogen 分泌抑制が働かな
くなり，消退出血に伴う症状が出現するため，GnRH

【研究対象および方法】……………………………………

agonist やジェノゲストに比較して臨床効果が弱い

研究開始にあたり，当院の倫理委員会にプロト

とされている〔1―3〕．
一方連続投与可能な LEP 製剤は，トータルの休

コールを全て公開し，審議に諮り許可を得た．対象
症例には十分なインフォームドコンセントを行い，

薬期間が短くなることから，周期的投与に比べて子

同意を得た．研究期間は 2020 年 1 月より 1 年間と

宮内膜症に伴う月経困難症に対してより有用である

した．

とされている．しかし連続投与法では，しばしば予

子宮に器質的な疾患のない，子宮内膜症を伴う月

期せぬ不正子宮出血を発来し，患者の QOL を低下

経 困 難 症 患 者 16 例 に つ い て，月 経 開 始 時 よ り

させる要因となる〔4―6〕．

GnRH antagonist 製剤（レルミナⓇ錠 40 mg，レルゴ

以 前 わ れ わ れ は，LEP 製 剤 連 続 投 与 開 始 前 に

リクス，あすか製薬株式会社，1 錠/day）を 2 週間

GnRH agonist 製剤を使用し，子宮内膜を菲薄化さ

投与し，その後に LEP 製剤（ヤーズフレックスⓇ配

GnRH antagonist 先行投与により LEP 製剤連続投与の adherence は向上する
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合錠，ドロスピレノン・エチニルエストラジオール

膜厚は 4.5±1.8 mm で，B 群のそれと同等であった．

錠，バイエル薬品株式会社，1 錠/day）を連続投与

LEP 製剤投与開始時の血中 estradiol 値は 10.1±

した（A 群）
．月経開始時より LEP 製剤のみを投与

0.1 vs. 33.5±7.5 pg/ml と前者で有意に低下していた
（図 2，p＜0.01）
．A 群 で の Gn―RH antagonist 製 剤

した 21 例をコントロールとした（B 群）
．
症例の振り分 け に つ い て は 封 筒 法 を 用 い て at
random に行った．器質的疾患の有無および子宮内
膜症については，経腟超音波断層法および内診によ

投与前の血中の estradiol 値は 39.4±8.0 pg/ml で，B
群との間に有意の差はなかった．
不正出血開始までの期間も 83.4±11.5 vs. 59.3±
18.2 days と 前 者 で 有 意 に 延 長 し て い た（図 3，

り臨床的診断とした．
なお今回の研究では，GnRH antagonist 製剤の先
行投与により不正子宮出血の発現を延長できるかど

p＜0.05）
．
GnRH antagonist 製剤および LEP 製剤投 与 中 の

うかを検討する目的であったため，LEP 製剤投与
開始時より 120 日間不正出血が認められなかった A
群 の 4 例（25.0％）
，お よ び B 群 の 1 例（4.76％）

mm
10

は除外し，A 群 12 例，B 群 20 例について解析した．
今回の研究では，不正子宮出血は症例が許容できる

8
p<0.01

少量の場合は投与を継続し，通常の月経量と同等と
なり，症例が許容できないと判断した場合は内服を

6

中止することとした．
LEP 製剤投与開始時の子宮内膜厚，血中 estradiol

4

値，LEP 製剤投与開始時より不正出血のため内服
を中止するまでの期間を比較検討した．A 群では子

2

宮内膜厚，血中 estradiol 値の測定は GnRH antagonist
製剤投与時にも行った．子宮内膜厚の測定は経腟超

0

音波断層法により，子宮体部で最も厚い部を測定し
た．

A

B

GnRH antagonist 先行投与により，子宮内膜厚は有意に菲薄

推計学的処理は，Mann-Whitney の U 検定を用い

化した．

図 1 LEP 製剤投与開始時の子宮内膜厚

た．
pg/ml

【成績】……………………………………………………………

50

今回研究対象となった症例の患者背景を表 1 に
示す．計測値はいずれも研究開始時のものである．

40
p<0.01

A，B 両群間に，年齢，身長，体重に有意の差は認
められなかった．
GnRH antagonist 製剤の 2 週間の投与により，子

30

宮 内 膜 厚 は 0.6±0.2 mm と な り，B 群 の 4.9±2.1
mm に比べて有意に菲薄化していた（図 1，p＜0.01）
．

20

なお A 群の Gn―RH antagonist 製剤投与前の子宮内
10
表 1 患者背景
Age（y.o.）

Height（cm）

Weight（kg）

A

32.6±3.3

160.5±3.4

50.1±4.2

B

33.0±3.4

159.8±3.5

51.0±3.7

A
n.s.

A，B 群間に有意差はなかった．

0
B

GnRH antagonist 先行投与により，血中 estradiol 値は有意に
抑制されていた．

図 2 LEP 製剤投与開始時の血中 estradiol 値

40

日エンドメトリオーシス会誌 2021; 42

days

により不正子宮出血の発現を延長できるかどうかに

100

研究の主眼を置いたため，LEP 製剤を 120 日間，
今回の研究で定義した不正子宮出血なしで服用でき
た症例は除外した．120 日間連続投与可能であった

80

p<0.05

症 例 間 で も，A 群 で 25.0%,B 群 で 4.76％ と，A 群
で多くなる傾向が認められた（χ2＝3.18, p＝0.074,

60

n.s.）
．
GnRH antagonist 製剤の投与期間としては，GnRH
40

antagonist が GnRH agonist と異なり flare up を生じ
ないこと，GnRH antagonist 製剤のインタービュー
フォーム，わが国での臨床治験のデータより，GnRH

20

antagonist 投与直後から血中 estradiol 値が速やかに
低下すること，長期間の投与では副作用が出やすい

0
A

B

A 群で有意に延長していた．

ことなどを考慮し，月経開始直後より 2 週間とした
．
〔8, 9〕

図 3 不正子宮出血開始までの期間

今回の研究結果では，GnRH antagonist 製剤 2 週
間の投与により血中 estradiol 値は著明に低下し，そ

重篤な副作用は，今回の研究では認められなかった．

の結果として子宮内膜も著明に菲薄化した．その後
の LEP 製 剤 投 与 で は，GnRH antagonist に よ る 前

【考察】……………………………………………………………
子宮内膜症に伴う月経困難症に LEP 製剤の連続
投与が有用であることはよく知られている．しかし

処置を行った群（A 群〕で，コントロール群（B 群）
に比べて不正子宮出血の発現時期は有意に遅延して
いることが明らかとなった．

ながら連続投与法では，しばしば予期せぬ不正子宮

今回得られたデータから，GnRH antagonist 製剤

出血が発生し，その点が患者の QOL を低下させる

の前投与により子宮内膜厚が菲薄化したことが不正

要因となる〔4―6〕．以前われわれは，GnRH agonist

子宮出血発現遅延の原因の 1 つと考えたが，Gn―RH

注射薬を前投与することにより子宮内膜を菲薄化さ

antagonist 製剤による子宮内膜への直接作用も考慮

せ，不正出血を伴わない COC の連続投与期間を延

すべきかもしれない．今回は子宮内膜の組織学的検

長できることを発表した〔7〕．そこで今回，あらか

討は行っていないので，この点に関しては今後の研

じめ GnRH antagonist 製剤を投与し，子宮内膜を菲

究が必要であると思われる．

薄化することにより LEP 製剤投与中の不正子宮出
血発現を延長できるかどうかを検討した．
なお今回の研究では，GnRH antagonist 製剤投与

GnRH antagonist
2 weeks

LEP70-80 days

今回の研究成績から，この方法を継続することに
より，図 4 に示すように予期せぬ不正子宮出血の
発現を危惧することなく，年間の LEP 製剤による

GnRH antagonist
2 weeks

LEP70-80 days

LEP製剤は，症例によっては120日まで継続投与可能で
あるが，予期せぬ不正出血を避けたい希望が強い場合は，
80日程度で意図的に中止した方がよい。
図 4 本研究から考えられる LEP 製剤連続投与のスケジュール

GnRH antagonist 先行投与により LEP 製剤連続投与の adherence は向上する

消退出血の回数を減らすことが可能であると考えら
れた．
現在のところ GnRH antagonist 製剤は子宮内膜症
に対する適応を有していないが，最近の文献によれ
ば近々子宮内膜症に対する適応も獲得できる可能性
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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

菅原 望央，松島 隆，奥田 直史，長島 麻子，山田 舞夕，
針金 永佳，角田 陽平，渡邉 朝子，新村 裕樹，稲垣 知子，
加藤 雅彦，市川 剛，深見 武彦
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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

外科的治療を要した腹壁子宮内膜症の 9 例
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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
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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
容を十分説明した上で，インフォームドチョイスと
して，今回どの症例も術後の再発予防を含めた薬物
療法は行わずに手術療法のみとした．
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18〕
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症例報告

膀胱子宮内膜症に対しロボット支援膀胱部分切除術を
施行した 1 例
A case report of bladder endometriosis treated with robotic assistance segmental bladder resection
鳥取大学医学部産科婦人科学分野
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幸弘，山本
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山根恵美子，谷口 文紀，原田 省

〔受付日 2021 年 6 月 7 日

愛，森山真亜子，

受理日 2021 年 6 月 16 日〕

【要約】…………………………………………………………………………………………………………………………………
［緒言］膀胱子宮内膜症は，子宮内膜症患者の約 1％ に発生するまれな疾患である．排尿障害などの
症状を呈し，ホルモン療法が無効な場合は手術療法の適応となる．膀胱子宮内膜症に対し，膀胱鏡を
併用したロボット支援膀胱部分切除術が有用であった 1 例を経験したので報告する．
［症例］46 歳，
0 妊 0 産．42 歳時に当院で子宮筋腫核出術を施行したが，術後 3 年で再発を認めた．同時期より，月
経時の頻尿および排尿時痛を自覚していた．骨盤 MRI 検査で，膀胱子宮窩から膀胱側に突出した約
2 cm の腫瘤を認め，T1 強調像で等信号から高信号を示すことから膀胱子宮内膜症が疑われた．ジエ
ノゲストを 3 カ月内服したが症状の改善がみられなかったため，子宮摘出および膀胱部分切除術を行
う方針とした．膀胱を縫合する際の利便性を考慮し，ロボット手術を選択した．両側尿管にステント
を留置し，尿管口のメルクマールとした．膀胱鏡で確認しながら膀胱壁を全層性に切除し，2 層縫合
で修復した．ロボット手術による膀胱壁の縫合は容易であった．
［結語］安全かつ十分に膀胱子宮内膜
症病変を切除するために，膀胱鏡を併用したロボット支援膀胱部分切除術は有用な術式と考えられた．
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

key words 膀胱子宮内膜症，ロボット手術，腹腔鏡下手術，膀胱部分切除術

【緒言】……………………………………………………………

身体所見：身長 156 cm，
体重 63.0 kg,BMI 25.7 kg/m2

稀少部位子宮内膜症に分類される膀胱子宮内膜症

現病歴：42 歳時に当院で開腹による子宮筋腫核出

は，子宮内膜症患者の約 1％ に発生するまれな疾患

術を受けたが，術後 3 年で子宮筋腫の再発を認めた．

である〔1〕．頻尿や排尿時痛，時には血尿を伴う場

同時期より，月経時の頻尿および排尿時痛を自覚し，

合もあり，患者の年齢や希望に応じた適切な治療を

膀胱子宮内膜症が疑われた．過多月経および月経痛

必要とする．ホルモン療法が第一選択であるが，無

も増悪傾向にあった．

効な場合は手術療法の適応となる．

骨盤 MRI 検査：膀胱子宮窩から膀胱側に突出した

ホルモン療法が無効な膀胱子宮内膜症に対し，膀

約 2 cm の腫瘤を認めた．T2 強調像で等信号（図 1

胱鏡を併用したロボット支援膀胱部分切除術が有用

A）
，T 1 強調像で等信号から高信号を示した（図 1

であった 1 例を経験したので報告する．

B）
．
膀胱鏡検査：膀胱後壁の粘膜下に隆起性病変を認め

【症例】……………………………………………………………
症例：46 歳．妊娠分娩歴：0 妊 0 産，既往歴：子宮
筋腫核出術．

たが，粘膜面への浸潤はみられなかった．両側尿管
口は腫瘤辺縁から離れていた．
以上の検査所見から膀胱子宮内膜症と診断し，薬
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B

A

図 1 骨盤部 MRI
膀胱後壁に T2 強調像（A）で等信号，T1 強調像（B）で等信号から高信号を呈する腫瘤
を認める（矢印）
．

A

B

図 2 術中所見
A：膀胱鏡と連動した TileProTM マルチインプットディスプレイ
B：膀胱切除部の縫合修復

物療法を開始した．ジエノゲスト 2 mg/日を 3 カ月

う TileProTM マルチインプットディスプレイに連動

内服したが，症状の改善はみられなかった．リュー

した（図 2A）
．病変部位を十分に切除できるよう

プロレリン酢酸塩 1.88 mg/月を 3 カ月投与した後に，

切除予定ラインを設定し，腹腔側より膀胱壁を全層

子宮摘出および膀胱部分切除術を行う方針とした．

性に切除した．尿管を巻き込まないように，膀胱鏡

膀胱を縫合する際の利便性を考慮し，ロボット手術

で観察しながら膀胱壁を 2 層縫合で修復した（図 2

を選択した．

B）
．膀胱内に生理食塩水を充填し，膀胱縫合部か

手術所見：全身麻酔導入後，腹腔内操作を開始する

らの漏出がないことを確認した．その後，子宮摘出

前に両側尿管に Double J ステントを留置し，尿管

を完遂した．膀胱部分切除に要した時間は 61 分で

口のメルクマールとした．da Vinci Xi サージカルシ

あった．病理検査で膀胱筋層内に子宮内膜組織が存

ステム（Intuitive Surgical, U.S.A.）をドッキングし，

在し，膀胱子宮内膜症と確定診断した．切除断端に

腹腔内操作を開始した．子宮体部は多発する筋腫の

病変の露出はみられなかった．術後 10 日目に膀胱

ため超手拳大に腫大し，以前の筋腫核出術の影響に

バルンカテーテルと尿管ステントを抜去し，膀胱造

より腸管の一部と癒着していた．両側卵巣は正常外

影でリークがないことを確認した．術後 12 日目に

観で，子宮内膜症病変はみられなかった．膀胱子宮

退院した．術後経過は良好で，排尿時の症状は軽快

窩腹膜にひきつれを伴う硬結を認めた．サージョン

した．ジエノゲストの内服を再開し，現在まで再発

コンソール内で術者が膀胱鏡の映像を観察できるよ

を認めていない．

膀胱子宮内膜症に対しロボット支援膀胱部分切除術を施行した 1 例
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【考察】……………………………………………………………
膀胱子宮内膜症の発生機序については諸説あるが，

病変を完全に切除することは不可能である．一方，
膀胱部分切除は腹腔内からアプローチすることで病

逆流した月経血内の子宮内膜組織が膀胱子宮窩腹膜

変を完全に切除できるため，術後の症状緩和や再発

に生着し，膀胱側へ進展する仮説が有力である〔2〕．

防止の観点から推奨される治療法である．術者の能

そのため，膀胱の頂部から後壁が好発部位となる．

力にも依存するが，近年は腹腔鏡下手術が主流であ

特徴的な尿路症状を示さないこともあるが，21〜69

り，本邦でも腹腔鏡下膀胱部分切除は有用な術式で

％の患者で排尿障害がみられたと報告されている

あったと報告されている〔9〕．術中に最も注意すべ

．また，排尿障害の程度は，病変部位の大きさ
〔1〕

き合併症は尿管損傷であり，切除断端から尿管口ま

と相関するともいわれている〔3〕．Schneider らの

でのマージンが 2 cm 確保できないことが想定され

報告によると，22 例の尿路子宮内膜症患者を後方

る場合は，尿管ステントの留置が推奨される〔1〕．

視的に検証した結果，22.7％ の患者が月経周期と関

本症例では，想定されるマージンが 2 cm 程度で

連する尿路症状を有していた〔4〕．本症例は，月経

あったため，ステントを挿入し尿管損傷の予防に努

時に増強する排尿障害がみられたため，臨床的に膀

めた．膀胱の瘻孔形成を防ぐために，術後 10 日目

胱子宮内膜症を強く疑う状態であった．経腟超音波

まで膀胱バルンカテーテル留置を継続した．膀胱部

検査で病変を同定することはできなかったが，MRI

分切除術に伴う周術期合併症は患者の QOL を著し

検査所見で膀胱子宮内膜症の診断に至った．膀胱子

く低下させるため，安全に手術を完遂できるような

宮内膜症病変の位置や大きさを評価するための検査

準備・管理が肝要であると考える．

方法としては，経腟超音波検査が有用である．MRI

膀胱縫合部の治癒には，創部への十分な血流が必

検査は，病変位置の正確な判定や悪性疾患との鑑別

要である．膀胱は血管が豊富なため創傷治癒しやす

に有用であるが，費用対効果の面で超音波検査に劣

いと考えられているが，可能な限り創部への血流を

ることから，第一選択として行うべき検査ではない．

担保できるような修復方法が望ましい．栄養血管は

これらの画像診断で膀胱子宮内膜症を疑う場合，次

主に膀胱の側方から流入して水平方向に分布するた

のステップとして膀胱鏡検査を行い，病変と尿管口

め，切開部分を垂直方向の創とみなして縫合したほ

の位置関係と膀胱粘膜面への浸潤の有無を評価する

うが血流の妨げにならない（図 2B）
．しかしなが

必要がある．本症例でも，術前の膀胱鏡検査が病変

ら，腹腔鏡下手術で膀胱後壁を縫合することは，鉗

の位置を把握するために有用であり，尿管ステント

子操作の観点から容易ではない．不十分な縫合は術

留置を決定するための一助となった．膀胱鏡検査下

後の瘻孔形成につながるため，精確な縫合技術が要

の生検により術前の組織学的な評価が可能となるが，

求される．膀胱部分切除におけるロボット手術の有

本症例のように膀胱粘膜面への浸潤がない場合は，

用性について海外から報告されているが〔10〕，本

膀胱穿孔をきたす恐れがあるため生検を控えるべき

邦からの報告はない．本症例では，膀胱縫合時の有

である．

益性からロボット手術を選択したことにより，容易

膀胱子宮内膜症に対する治療は，薬物療法と手術

に縫合修復することが可能であった．また，石田ら

療法に大別される．薬物療法の主体はホルモン療法

は術中の膀胱鏡の併用が，安全な位置での切除，な

であり，エストロゲン・プロゲスチン配合剤および

らびに過剰な正常膀胱組織切除の防止につながると

ジエノゲストが有効とされている〔5―7〕．アロマター

報告している〔9〕．本症例では，da Vinci サージカ

ゼ阻害剤が有効であったという報告もある〔8〕．ホ

ルシステムの TileProTM マルチインプットディスプ

ルモン療法により，症状の改善と病変の縮小を期待

レイに膀胱鏡の映像を表示することで，術者が膀胱

できるが，治療を中止すると再燃するリスクを伴う．

の内・外から切開ラインを設定することが可能とな

また，薬物療法が無効な症例も存在する．手術療法

り，極めて有効な手段であった．

は根治を目的として行われ，経尿道的膀胱腫瘍切除
術（Transurethral resection of bladder tumor; TUR―Bt）

【結語】……………………………………………………………

または膀胱部分切除が選択肢となる．TUR―Bt は低

安全かつ十分に膀胱子宮内膜症病変を切除するた

侵襲で患者への負担が少ない反面，膀胱子宮内膜症

めに，膀胱鏡を併用したロボット支援膀胱部分切除

が膀胱子宮窩腹膜側から進展することを考えれば，

術は有用な術式と考えられた．
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日本エンドメトリオーシス学会
会

則

第 章 総 則
第 1 条（名称） 本会は，日本エンドメトリオーシス学会（Japan Society of Endometriosis）と称する．
第 2 条（事務局） 本会は，事務局を知人社内（京都市左京区吉田河原町 14 近畿地方発明センタービル 8）に置く．
第3条
（目的） 本会は，エンドメトリオーシスおよび類縁疾患の基礎ならびに臨床的研究の発展を促すことを目的とする．
第 4 条（事業） 本会は，前条の目的を達成するために次の事業を行う．
第 1 項 学術講演会および総会の開催
第 2 項 学会誌の発行
第 3 項 学会演題発表賞の授与
第 4 項 その他，目的達成に必要な事項
第 章 会 員
第 5 条（種別及び資格） 本会の会員の種類及び資格は次のとおりとする．一般会員は，本会の目的に賛同するものとし，
所定の会費を納入したものとする．賛助会員は，本会の目的・事業を賛同する法人・個人および団体とし，所
定の会費を納入したものとする．顧問は，理事会の推薦を経て，理事長が委嘱する．
第 6 条（入会） 本会に入会する者は，入会金及び年会費を納入し，氏名ならびに所属を登録し，理事会の承認を受けな
ければならない．
第 7 条（入会金及び会費） 本会会員は，所定の入会金及び会費を納めなければならない．
第 1 項 一般会員は，入会金 5,000 円，年会費 5,000 円とする．
第 2 項 賛助会員は，年会費 100,000 円とする．
第 3 項 満 77 歳以上で 20 年間の会員であったものは，これを免除することができる．
第 8 条（権利と義務） 本会会員の権利と義務は次のとおりとする．
第 1 項 学術講演会に参加し，業績の発表を行なうことができる．
第 2 項 総会に出席できる．
第 3 項 本会発行の刊行物の配布を受けることができる．
第 4 項 本会会則，その他の諸規定に従うものとする．
第 9 条（退会） 本会会員は，次の場合に退会するものとする．
第 1 項 退会の通知をしたとき．
第 2 項 会費を 2 年以上滞納したとき．
第 3 項 会員の資格を失ったとき．
第 4 項 死亡または解散したとき．
第 5 項 本会に不利益をもたらし理事会ならびに総会の議決によって除名されたとき．
第 10 条（退会手続） 会員が退会しようとするときは，会費その他の義務を履行した後，文章を以て退会届を提出しな
ければならない．
第 章 役 員
第 11 条（役員及び定数） 本会に次の役員を置く．
理 事 長

1名

常務理事

4名

理

事

若干名

名誉顧問

若干名（理事長経験者）

顧

問

若干名

監

事

2名

幹

事

若干名

54

第 12 条（学術集会長の選出と職務） 学術集会長は理事の互選によって定められ，学術集会を開催する．学術集会長の
任期は 1 年間とし，前回学術集会終了の翌日から学術集会終了の日までとする．
第 13 条（理事長の選出と職務） 理事長は理事会において理事の互選で決定し，本会を代表し事務局を統括し理事会を
招集する．
第 14 条（常務理事の選出と職務） 常務理事は，理事長が委嘱し，総務担当，学術担当，編集担当，会計担当の職務に
わかれ，本会の運営の指揮をとる．職務は次の通りとする．
第 1 項 総務担当 学会運営の業務を行う．
第 2 項 学術担当 演題発表賞の審査を行い，学術集会に関わる業務を分担する．
第 3 項 編集担当 学会機関誌の業務を行う．
第 4 項 会計担当 学会の経理業務を行う．
第 15 条（理事の選出と職務） 理事は会員の中から推薦し，総会で報告する．理事は理事会を構成し，本会の運営に関
する事項を議決する．
第 16 条（監事の選出と職務） 監事は理事長が委嘱し，本会の経理を監査する．監事は理事会に出席する．
第 17 条（幹事の選出と職務） 幹事は理事長が委嘱し，本会の事務，経理を担当する．
第 18 条（顧問の設置） 理事の中から理事会において選任する．顧問は，理事長の諮問に応じ，理事会及び総会に出席
して意見を述べ又は助言を行うことができる．ただし，議決には加わらない．
第 19 条（役員の任期） 理事長の任期は選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結
の時までとし，2 年 2 期までとする．理事の任期は選任後 2 年とし，重任を妨げない．
第 20 条（役員の退任と補充） 役員（理事，監事）が任期内に退任を希望した場合には，理事会で承認し総会で報告す
るものとする．原則として次期改選期に補充するが，本会の運営に支障があると判断される場合は，その都度
後任を補充することができる．後任の補充にあたっては，理事長が推薦し，理事会の議を経て決定する．なお，
後任者の任期は前任者の残任期間とする．
第 21 条（理事の定年） 原則として満 65 歳に達したとき．但し，任期の途中で該当年齢に達した場合には，任期満了時
をもってその資格を失う．
第 章 会 議
第 22 条（総会の開催） 通常総会は，毎年 1 回開催する．学術集会長が総会を招集し，理事長が議長となる．
第 23 条（総会の通知） 総会を招集するには少なくとも 1 週間前までに会議の日時，場所を記載した書面を以て会員に
通知しなければならない．
第 24 条（総会の定数及び議決） 総会は，会員の 10 分の 1 以上の出席によって成立する．総会の議事は，出席会員の過
半数の同意によって決し，可否同数のときは議長が決する．
第 25 条（総会の議決権） 総会における会員の議決権は各 1 個とする．総会に出席できない会員は書面にて出席会員に
委任して議決権を行使することができる．議決権を行使したものは前条の出席会員とみなす．
第 26 条（理事会の招集及び議長） 理事会は，毎年 1 回以上理事長が招集する．ただし，理事の 3 分の 1 以上，あるい
は監事から会議に付議すべき事項を示して要求があったときには，臨時理事会を招集しなければならない．理
事会の議長は理事長とする．
第 27 条（理事会の定数及び議決） 理事会は理事の 3 分の 2 以上の出席によって成立する．当該議事について，書面を
もってあらかじめ意思表示した者は，出席者とみなす．理事会の議事は，出席理事の過半数の同意によって決
し，可否同数のときは議長が決する．
第 章 会 計
第 28 条（経費） 本会の経費は，会費，協賛金をもってこれにあてる．
第 29 条（収支決算） 事業年度終了後 2 ヶ月以内に収支決算書を作成し，監事が監査し，理事会の議を経て総会で承認
を受けるものとする．
第 30 条（事業年度） 本会の事業年度は毎年 1 月 1 日より始まり，12 月 31 日迄とする．

付 則
1．本会則は，2020 年 1 月 19 日より施行する．
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会員各位

日本エンドメトリオーシス学会誌への投稿のご案内
日本エンドメトリオーシス学会では学会誌を今年度から査読制の雑誌にリニューアルするにあたり，
会員の皆様からの投稿を募集しています．
査読制の雑誌になりますので，採択・掲載された論文は産婦人科専門医あるいは日本産科婦人科内視
鏡学会技術認定医などの各種専門医の申請に必要な論文要件を満たすことができます．
本年の学術講演会で演題を発表された先生は是非内容を論文にまとめて気軽にご投稿ください．原著，
総説，症例報告いずれの形式の論文も受け付けており，ご投稿いただいた際には公正かつ親切な査読
対応で迅速な掲載受理につながるよう配慮致します．
各施設の指導医の会員の先生方はこの機会に若手の先生方に本学会誌への投稿をお勧めください．
本邦の子宮内膜症関連疾患の診療・研究の発展にご助力いただければと存じます．
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日本エンドメトリオーシス学会
投

稿

原稿の募集
1．投稿論文の内容は子宮内膜症とその類縁疾患の基礎
および臨床研究についての原著，総説，症例報告，
その他で未発表のものに限ります．本学会の学術講
演会で発表した論文の場合は，
「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．
」と論文末に記載してください

規

定

4．原稿は表題，所属，著者名，緒言，方法（対象）
，成
績，考察，文献の順にご執筆をお願いします．
5．写真，図，表などの説明は，写真と図は下段に，表
は上段につけてください．
6．カラー印刷を希望の場合は，著者の実費負担となり
ます．
7．引用文献は，本文中の引用箇所に文献番号を〔 〕

2．本学会会誌は年 1 回発刊します．

内に記入し，文末に文中の早いものから番号順に記

3．主著者および共著者は，原則として本学会の会員に

載してください．記載の仕方は，次のようにしてく

限ります．

ださい．

4．投稿にあたっては，
「ヘルシンキ宣言」
，
「人を対象と

〔1〕 Dmowski WP et al. Danazol―a synthetic steroid

する医学系研究に関する倫理指針」
（文部科学省・厚

derivative with interesting physiologic properties.

生労働省）
，
「症例報告を含む医学論文及び学会研究

Fertil Steril 1971; 21: 9―18

会発表における患者プライバシー保護に関する指針」

〔2〕 Talerman A. Germ cell tumors of the ovary. In

（外科関連学会協議会）などの指針を遵守してくださ

Kuman RJ, eds. Blaustein’s Pathology of the Fe-

い．臨床研究については，倫理委員会の承認を得る

male Genital Tract, New York : Springer-Verlag,

ことが必要です．また，症例報告など患者情報の記

1987; 686―690

載がある論文については個人情報に十分に配慮し，

〔3〕 星合 昊ほか．R―AFS 分類の検討から試みた

患者が特定されないように留意してください．本項

子宮内膜症診断および不妊に対する予後に関す

目に違反があった場合や二重投稿・剽窃・盗作など

るスコアリング．エンドメトリオーシス研究会

不正行為が明らかになった場合は，本学会学術集会
で発表された内容であっても不採用となる場合があ
ります．
5．国際医学雑誌編集者委員会（International Committee

誌 1990; 11: 32―35
〔4〕 水野潤二ほか．内分泌細胞診．現代産科婦人科
学大系 7D 婦人科診断学Ⅳ 細胞診，東京：
中山書店，1972; 233―339

of Medical Journal Editors; ICMJE）の ガ イ ド ラ イ ン

（表題必要，著者複数のときは筆頭者のみで共

を遵守することにより，本誌への投稿論文を英文化

著者を「et al」または「ほか」と記す．日本人

する，あるいは英文など国際誌に掲載された論文を

は名前も必要．単行本の場合〔2〕
，
〔4〕に準ず

和文に翻訳して本誌に掲載するのは二次出版（secondary publication）として認められます．
6．編集委員会の決定により，依頼原稿を掲載すること
があります．
執筆の要領
1．出力原稿 1 部（FAX 可）とその電子ファイルを記憶
媒体（CD/DVD ROM）または電子メールで提出し

る．
）
8．原稿の採否は査読者の意見を参考にして編集委員会
において決定します．査読者は編集委員会が委嘱し
ます．
9．本会誌に投稿された論文は，本学会ホームページ
（会
員外閲覧可）に掲載されますので，ご了承ください．
また，著作権については，日本エンドメトリオーシ

てください．ファイルは，Windows あるいは Macin-

ス学会に帰属します．

tosh の Microsoft Word，Excel，PowerPoint で 作 成 さ

校正，掲載料，別刷など

れたものをお送りください．文字原稿については標

1．著者校正は，1 回行います．

準テキストファイルでも受け付けます．また，ファ

2．掲載料は 1 編 10,000 円とし，投稿の際，下記郵便振

イルに変換できない写真，図，表は，スキャンに耐

替にてお支払いください．学会から依頼した原稿に

えうる清刷り原稿を添付してください．
2．原稿は 6 頁以内にまとめ，1 頁目は 1,000 字，2 頁目
以降は 1.500 字，
（図表・文献含む）としてください．
3．原稿は横書きで新仮名づかいを用い，用語は現在慣
用のもの，数字は算用数字を用いてください．

は掲載料は不要です．
3．別刷ご希望の場合は，出版社より著者校正の際に申
込書をお送りいたしますので，必要事項をご記入の
うえ，ご返送ください．
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第 43 回日本エンドメトリオーシス学会学術講演会のご案内
会長

会

・23 日（日）
期：2022 年 1 月 22 日（土）

会

場：浜松町コンベンションホール＆Hybrid スタジオ

〒105―0013 東京都港区浜松町二丁目 3 番 1 号

森田

峰人（東邦大学医学部産科婦人科学教室）

日本生命浜松町クレアタワー 6F

TEL：03―6432―4076
〈プログラム〉
理事長講演
招請講演
特別講演
教育講演
シンポジウム
ワークショップ
一般演題
ランチョンセミナー
イブニングセミナー
スポンサードシンポジウム
〈演題募集〉
募集要項：一般演題として，子宮内膜症および類縁疾患の基礎および臨床に関する演題を募集いたしま

す．すべて PC 発表にて講演いただく予定です．優秀な演題は，シンポジウム・ワークショップで採択
となる場合もございます．
演題募集期間：2021 年 8 月 2 日（月）〜9 月 24 日（金）
一般演題募集方法：学術講演会ホームページ https://www.c-linkage.co.jp/endo

ご覧ください．
連絡先：第 43 回日本エンドメトリオーシス学会学術講演会

株式会社コンベンションリンケージ内
〒102―0075

東京都千代田区三番町 2

TEL：03―3263―8688

FAX：03―3263―8693

E-mail：endo43@c-linkage.co.jp

運営事務局

/の演題募集ページを

編集後記
新型コロナウイルスとの戦いが 1 年以上も続き，アフターコロナがどのような形に落ち着くのかはま
だ不透明ですが，世の中はニューノーマルに向けて徐々に変化を遂げています．
この日本エンドメトリオーシス学会会誌も通算 42 号となる今号から，目にも鮮やかに生まれ変わり
ました．刷新された表紙の真っ白な背景に光が差し込むように見える構図は，本会ならびに会員の目指
す道筋であり，子宮内膜症に悩む患者さんの明るい未来のイメージでもあります．
投稿規定も全面的に改訂され，査読制を敷いた和文誌となりましたので，今号以降の本誌掲載論文は，
各種専門医の受験要件で求められる論文に適合いたします．これで専門医を目指す皆様にも安心して投
稿いただけるようになりました．
また，二重投稿は厳に慎まなければなりませんが，研究成果を世の中に遍く知ってもらうために，国
際医学雑誌編集者委員会（International Committee of Medical Journal Editors; ICMJE）が「Acceptable Secondary Publication（許容される二次掲載）
」の基準を定めています．この条件を満たすことにより，国
際誌に英語で投稿した論文を日本語に翻訳して掲載すること（あるいはその逆も）が認められます．ぜ
ひこの制度を積極的に活用して，皆様の価値ある研究を本誌でもご発表ください．
本誌がわが国のエンドメトリオーシスという疾患に光を当てて，関係する皆様の希望を叶える学会誌
に成長することを期待します．
村上 節

編集担当常務理事
村上 節
編集担当主務幹事
北島道夫
編集担当幹事
谷口文紀
甲賀かをり 森 泰輔 山口 建
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子宮内膜症治療剤

薬価基準収載

OD
DIENOGEST tablets（ジエノゲスト錠）
DIENOGEST OD tablets（ジエノゲスト口腔内崩壊錠）
処方箋医薬品注）

注）注意 - 医師等の処方箋により使用すること

効能・効果, 用法・用量, 禁忌を含む使用上の注意等につきましては, 添付文書をご参照ください。
製造販売元
（資料請求先）

〒939-3515 富山県富山市水橋辻ヶ堂1515番地
https://www.fujipharma.jp/
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