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子宮内膜症の手術療法とその成績

3）子宮腺筋症の手術療法―妊娠時子宮破裂に対する子宮筋フラップ法の意義
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はじめに
妊孕性温存を必要とする子宮腺筋症の治療には，ホルモン療法や V 字切除術が行われ
てきたが，最近では妊孕性温存を目的としたさまざまな工夫や術式が開発されている．国
内においても杉並ら１），Nishida ら２），藤下ら３），北出ら４），安藤ら５），西本ら６），渡辺ら７）に
よって試みられ，術後には良好な臨床症状の改善が認められているが，一方では術後の妊
娠に子宮破裂，癒着胎盤，産科出血などの産科的合併症が報告されている８）９）．ここでは，
子宮筋3重フラップ法による子宮腺筋症摘出術１０）〜１３）について述べ，妊娠時子宮破裂に対す
る子宮筋フラップ法の意義について考察する．

子宮筋3重フラップ法による子宮腺筋症摘出術
子宮筋3重フラップ法による子宮腺筋症摘出術は，広範囲に及ぶ重症な子宮腺筋症に対
して，病巣の徹底的な摘出と妊孕性温存，特に術後の妊娠に耐える子宮壁の再建を目的と
した手術で，臨床症状の改善とより丈夫な子宮壁の形成を目的としている１０）〜１３）．
1．手術の適応
手術は，子宮腺筋症がびまん性かつ広範囲に広がる，いわゆる重症子宮腺筋症で，病巣
が子宮の前壁，後壁または前後壁の約80％以上に及ぶような症例，疼痛，出血コントロー
ルが困難な症例，生殖可能年齢にある不妊不育症または未婚患者に行った．子宮腺筋症が
子宮前壁や後壁内に限局し，子宮内腔に影響のないような症例は，原則として適応外とし
た．
2．手術方法
子宮腺筋症摘出術は，子宮腺筋症の病巣が子宮の前壁または後壁に限局している場合（図
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1，2）
，病巣が前後壁（全周性）
にある場合（図3，4）
によって手術方法が異なる．
子宮筋フラップ法による子宮腺筋症摘出術は，1）
腹腔鏡検査と腹腔鏡下手術，2）
子宮
腺筋症摘出術，3）
子宮腔形成術，4）
子宮壁形成術，5）
腹腔鏡検査と癒着防止対策からな
る．
1）
腹腔鏡検査と腹腔鏡下手術：まず腹腔鏡検査によって子宮卵管卵巣周囲の癒着の有
無の確認を行う．付属器周辺やダグラス窩に癒着が認められれば，腹腔鏡によって癒着剝
離術を行い子宮の可動性を得ておく．
2）
子宮腺筋症摘出術：腹腔鏡検査後，下腹部横切開創から子宮頸部の子宮動脈上行枝
を駆血し，子宮を体外に誘導する．子宮腺筋症の正中線上で子宮腔に達する縦切開
（矢状
断）
を加え子宮腺筋症を2分割する．分割された子宮腺筋症にマーチン単鉤鉗子を掛けて
左右に牽引，ケリー鉗子または触診で子宮腔の大きさと子宮卵管口を確認する（図2-A，4A）
．子宮腺筋症の摘出は，鋏刀または円刃
を用いて子宮壁の再建に必要な厚さ5〜7mm
の子宮内膜側子宮筋フラップと漿膜側子宮筋
フラップを残して病巣を摘出する．子宮内膜
側子宮筋フラップは，子宮腔内に入れた人差
し指の触診を頼りに子宮腔の再建に必要な子
宮筋を一定の厚さに残して子宮腺筋症を摘出
する（図2-B，4-B）
．一方，漿膜側子宮筋フ
ラップは，子宮に接した手の平の触診を頼り
に子宮壁の再建に必要な漿膜側子宮筋を残し
て子宮腺筋症を摘出する．最後に子宮筋切層
面を触診，硬く触れる子宮腺筋症組織が残っ
（図 1） 子宮後壁の子宮腺筋症（MRI 所見）
ていればメスにてスライス状に削除し，軟ら
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（図 2） 子宮後壁の子宮腺筋症摘出術の模式図
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かい正常子宮筋のみを残すように子宮腺筋症を摘出する（図2-C，4-C）
．
3）
子宮腔形成術（子宮内膜側子宮筋フラップ，第一層筋層）
：妊娠に必要な子宮腔（大き
い場合には一部をトレミングする）
を残して子宮内膜側子宮筋フラップ（第一層筋層）
を3Ⓡ
0吸収糸（バイクリル ）
を用いて閉鎖する（図2-D，4-D）
．
4）
子宮壁形成術：子宮腔形成術後に漿膜側の左右の子宮筋フラップを2-0吸収糸
（バイ
Ⓡ
クリル ）
を用いて重ね合わせ計3層の子宮筋（子宮筋3重フラップ法）
によって子宮壁を形
成する（図2-EF，4-EF）
．この際，フラップ間の子宮筋の接着を良くするため第二層子宮
筋フラップの漿膜をメスを用いて剝いでから第三層漿膜側子宮筋フラップを重ね合わせ
る．縫合は筋層間に死腔を残さないようにする．
5）
腹腔鏡検査と癒着防止対策：子宮を腹腔内に戻し腹壁創部を閉鎖．腹腔鏡検査によっ
て術野に出血があれば凝固止血，止血困難な
頑固な出血には，シート状止血材タココンブⓇ
を貼付する１０）．最後に腹腔内を十分に洗浄し
手術を終了，帰室後は，癒着防止のために早
期から体位変換を積極的に行う．
3．術後合併症と成績
1998年6月から2008年8月までに子宮筋3
重フラップ法による子宮腺筋症摘出術を104
例に行った．症例の平均年齢は，37±4.7歳
であった．術後，子宮壁の縫合不全，子宮内
腔癒着などは認めていない．子宮壁創部血腫
（0.5〜2cm 大）
を6例（5.7％）
に認めたものの
（図 3） 全周性の子宮腺筋症（MRI 所見）
自然治癒している．子宮腺筋症の再発は，8

（図 4） 全周性の子宮腺筋症摘出術の模式図

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

N―134

日産婦誌65巻 9 号

（図 5） 月経困難症と過多月経への臨床効果

例（7.6％）
に認められた．術後の月経痛の改善度は，痛みの強さの評価法である visual
analog scale（VAS）によって，過多月経は，VAS の表現法に準じて評価した．結果は，
図5のごとく月経痛，月経血量ともに著しく減弱し，鎮痛剤を服用しなければならなかっ
た症例は認めていない．なお術後の妊娠成績は，挙児希望例44例のうち28例（63.6％）
が
妊娠した（自然妊娠5例，1例は双胎妊娠，体外受精23例）
．妊娠経過は，選択的帝王切開
術23例，術後の流産は，5例12回に認めている．術後妊娠例は，定期的な妊婦検診に加
えて MRI による子宮壁の菲薄化チェック，早期入院による周産期管理ならびに妊娠37週
までの予定帝王切開を子宮破裂対策としている．現在までに妊娠に伴う子宮破裂は認めて
いない．

子宮腺筋症摘出術後の臨床効果と問題点
日本で試みられているさまざまな子宮腺筋症摘出術後の臨床効果（月経痛や過多月経）
は，いずれも改善効果が報告されているが，開腹術に比べ技術的に困難な腹腔鏡下手術に
おいてやや劣る傾向にある．子宮腺筋症病巣の摘出程度に相関するものと思われる．また
子宮腺筋症摘出術後の妊娠については，子宮腺筋症の程度，手術適応によって一概に評価
できないが，Fedele ら１３）は，子宮腺筋症28例に温存手術を施行し，妊娠率は72％（13"
18
例）
で，9例（50％）
が満期産で分娩し7例（38.8％）
が流産，1例が異所性妊娠，1例が新生
児死亡を伴う早産であったと報告している．国内の成績は，西本ら６）の報告によると14〜
80.9％の術後妊娠率が得られている．体外受精の普及によって妊娠率は向上するものと
思われる．一方，術後の合併症に子宮壁創部縫合不全，妊娠中の子宮破裂，癒着胎盤，産
科出血などが報告されている．一般に分娩に対する子宮破裂の頻度は，非瘢痕子宮で2万
例に1例１４）とされているが，既往帝王切開後の瘢痕子宮（VBAC）
では，360〜130人１５）に1
例と非常に高くなる．同様に開腹による子宮筋腫核出術後の子宮破裂も帝王切開後と同様
に高く１６），さらに腹腔鏡下手術では開腹術より高い傾向にあることが報告されている１７）．
特筆すべきは，腹腔鏡下筋腫核出術で分娩時のみならず妊娠中の早期から子宮破裂が起
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こっている点である．一方，文献的考察１）９）では，子宮腺筋症摘出術例で子宮破裂が異常に
高く6.0〜8.3％に生じている．

子宮筋フラップ法による子宮腺筋症摘出術の意義
広範囲に及ぶ子宮腺筋症では，病巣を徹底して摘出すれば正常な子宮筋層はほとんど残
らないことから子宮壁の再建が困難となるばかりでなく，妊娠による子宮壁の虚弱化は避
けられず子宮破裂のリスクがますます高くなる．我々は，病巣の徹底的な摘出と術後のよ
り良好な子宮壁再建を目的とした子宮腺筋症を開発してきた．本法の特徴は，①子宮腺筋
症を子宮腔に達するまで完全に2分割，子宮腔を開放し子宮腔再建に必要な子宮内膜側子
宮筋（フラップ）
ならびに子宮壁再建に必要な，漿膜側子宮筋（フラップ）
を厚さ5〜7mm
残して病巣を徹底的に摘出している．子宮腔を開放しないで子宮腺筋症病巣の摘出範囲（深
度）
を決めることは困難であると考えている．②病巣の切除は，子宮筋の創傷治癒を考慮
して円刃または剪刃を用いている．パワーソースによる組織の切開は，局所を高熱で切開
すると同時に蛋白凝固による止血が可能で手術時間の短縮，出血量の抑制に繋がることか
ら頻用されている．創傷治癒に対する影響は，コールドメスに比べて局所の蛋白変性が強
く創傷治癒に影響するものと考えている．③子宮壁形成術は，子宮内膜側子宮筋と左右漿
膜側子宮筋を3重に重ねて合わせて計3層の子宮筋によって子宮壁を形成している．残さ
れた薄い子宮筋を3重に重ね合わせることにより，より強固（より多くの子宮平滑筋線維）
な子宮壁の再建が可能となる．また3層に重ねた子宮筋の縫合は，縫合線が重ならないよ
うに3本で行っている．残された薄い子宮筋を1本の縫合線で端々縫合しても子宮壁の虚
弱は避けられない．本法では3層に重ねた子宮筋を3本の3縫合線で行っていることから，
子宮壁縫合部の瘢痕化，菲薄化予防に効果的であるものと考えている．
子宮筋腫核出術や子宮腺筋症摘出後の子宮破裂の原因について解明されていないが，子
宮筋腫では開腹術に比べて腹腔鏡下手術後の妊娠に産科的合併症がより多く認められる傾
向にあることから，その原因に創部の縫合方法やパワーソースの頻用が要因である可能性
が指摘されている．文献的にも子宮破裂の予防には，創部縫合法の工夫やパワーソースの
使用を極力避けることが推奨されている１８）．

まとめ
子宮筋3重フラップ法による子宮腺筋症摘出術は，月経痛や過多月経の臨床症状の改善
に非常に効果的であり，また一定の厚さを持った子宮壁の再建が可能であった．しかし妊
娠時子宮破裂の危険性は，帝王切開や子宮筋腫核出術後の瘢痕子宮例より高いことが予想
されることから，より慎重な周産期管理を行う必要がある．
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