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緒言
　後屈妊娠子宮嵌頓症は，子宮底が後屈したまま妊娠
子宮が発育し，骨盤腔に嵌頓した状態のことである．
後屈妊娠子宮嵌頓症は極めて稀であるが，妊娠中に診
断されないまま分娩を迎えると様々な合併症を引き起
こす．そのため，妊娠中においては早期に診断するこ
とが肝要である．診断されないまま分娩を迎えると子
宮破裂や帝王切開時の重篤な合併症につながる可能性
がある．
　分娩前にMRIで後屈妊娠子宮嵌頓症と早期に診断
し，術中超音波検査で子宮筋層の切開位置を決定する
ことで，合併症なく帝王切開術を施行できた1例を経
験したので報告する．

症例
　患者は37歳．27歳時に子宮前壁の10cm大の筋腫を
核出した既往がある．32歳時，子宮底に約3cm大の子
宮底部筋腫を指摘された．本筋腫結節は36歳時には
9cmに増大していた．

　37歳時に自然妊娠した．前医で子宮頸部の後方に
10cm大の子宮筋腫を指摘された．ハイリスク妊娠と
判断され，妊娠18週に当院へ紹介された．
　当院初診時，全身状態は良好で，腹部緊満感や腹痛
などの腹部症状は認めなかった．腟鏡診で子宮口を全
く確認できなかった．内診するとダグラス窩に硬い腫
瘤を触知した．経腟超音波検査ではダグラス窩に
10cm大の子宮筋腫を認めたが，内子宮口・外子宮口
は確認できなかった（図1）．子宮筋腫による子宮位置
異常を疑い，妊娠20週に骨盤MRIを行った（図2-a）．
子宮底の10cm大の筋腫がダグラス窩に嵌頓し，子宮
頸部及び子宮体部前壁は著しく進展していた．
　子宮底に存在した筋腫が小骨盤腔内に嵌頓し，妊娠
中に子宮後屈が継続したと考えられ後屈妊娠子宮嵌頓
症と診断した．また，胎盤は後壁に付着していたが，
下縁が内子宮口を覆っており，前置胎盤と診断した．
　妊娠20週を過ぎると流早産のリスクがあるために徒
手整復は推奨されておらず，自然経過を見ることとした．
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概要　後屈妊娠子宮嵌頓症は，子宮底が後屈したまま妊娠子宮が発育し，骨盤腔に嵌頓した状態のことである．
時には妊娠末期まで持続することが報告されている．後屈妊娠子宮嵌頓症は極めて稀であるが，妊娠中に診断さ
れないまま分娩を迎えると様々な合併症を引き起こす．そのため，早期診断が肝要である．今回，子宮底の筋腫
による後屈妊娠子宮嵌頓症の1例を経験したので報告する．患者は37歳，初産婦．10cm大の子宮筋腫合併妊娠の
ためハイリスク妊娠と判断され当院に紹介された．初診時，ダグラス窩に硬い腫瘤を触知し，腟鏡診で子宮口が
確認できなかった．子宮口が確認できないことで子宮筋腫による子宮の位置異常を疑った．妊娠20週で骨盤MRI
検査を施行し，子宮底の筋腫による後屈妊娠子宮嵌頓症，前置胎盤と診断することができた．子宮口が確認でき
ないという異常所見が子宮の位置異常を疑う契機となるために非常に重要である．本症例は早期に診断すること
で自己血貯血などの準備や子宮切開層の確認などの十分な術前準備をすることができ，妊娠36週で選択的帝王切
開術を施行した．術中に超音波検査を併用し，安全に帝王切開術を施行できた．
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　妊娠32週で自己血貯血を含めた入院管理を開始し，
切迫早産兆候出現時には子宮収縮抑制薬を使用する方
針とした．外来管理中に切迫早産兆候は認めず，問題
なく経過した．妊娠31週5日に再度MRI検査を施行し
た（図2-b）．子宮底の筋腫はダグラス窩に嵌頓したま
まで後屈子宮嵌頓症は自然整復されていなかった．子

宮前壁，子宮頸管がさらに引き伸ばされており，前置
胎盤も継続して認められた．徐々に子宮収縮が増強し
たため，妊娠32週2日に入院した．塩酸リトドリン，
MgSO4 製剤によるtocolysisを開始した．子宮収縮が
徐々に増強し，妊娠36週4日，子宮収縮抑制困難と判
断し，腰椎麻酔，硬膜外麻酔下で帝王切開術を施行し

図1　初診時経腟超音波断層像
子宮後壁に10cm大の子宮筋腫を認め，内子宮口が確認できず解剖学的評価が困難であった．

図2-a　骨盤MRI　矢状断像（妊娠20週）
子宮後壁にあると考えていた子宮筋腫は子宮底部に位置してお
り，小骨盤腔に嵌頓している状態であった．子宮前壁と子宮頸
管は著しく引き伸ばされており後屈妊娠子宮嵌頓症と診断した．
また全前置胎盤を合併していた．

図2-b　骨盤MRI　矢状断像（妊娠31週5日）
子宮底部筋腫はダグラス窩に嵌頓した状態で後屈子宮嵌頓症は
変化していなかった．胎児発育に伴い，子宮前壁，子宮頸管が
さらに引き伸ばされており，全前置胎盤も継続していた．
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た．入院中に自己血貯血は計3回行いtotal 1 , 200ccの
貯血を完了していた．子宮前壁体下部は，ほぼ臍高に
あり，臍上5cm-臍下7cmの正中縦切開を加え開腹した．
子宮前壁及び左側子宮広間膜が広範囲にチョコレート
状に変色しており，卵巣子宮内膜症性嚢胞の破裂が疑
われた．子宮に直接超音波プローブをあて，胎盤と子
宮体下部横切開の位置を決定した．上方へ偏位した子
宮体下部を横切開し2,474gの女児を娩出した．Apgar 
score：8/9（1/5分値），臍帯動脈血pH：7 .306であ
った．
　胎盤娩出後に子宮を観察した．子宮底に10cm大，
子宮前壁に3cm大の子宮筋腫を認めた（図3）．左卵巣
子宮内膜症性嚢胞の破裂を認め，嚢胞核出術を施行し
た．止血確認後，閉腹し手術終了した．手術時間は1
時間28分で術中出血量は1,267g（羊水込み）であった．
術後の腟鏡診で12時方向に子宮腟部を確認できた．術
後7日目に母児共に退院した．今後の挙児希望なく，
手術療法や薬物療法などの選択肢を提示し，LNG-IUS
を希望されたために産後8カ月目にIUSを挿入した．
現在も同治療を継続中である．

考察
　妊娠子宮の約15％は後屈しているとされるが，その
ほとんどが妊娠14 -16週の間に自然に整復される 1）．
その後も自然整復されることなく妊娠子宮が増大し，
後屈妊娠子宮嵌頓症の状態まで至るのは，1/3 , 000 -
10 , 000例の頻度である．今後，妊婦の高齢化による子
宮筋腫合併率の増加に伴い，後屈妊娠子宮嵌頓症の増
加が懸念されている 1）2）．
　本症例は，子宮底の筋腫が増大して後屈子宮となり，

ダグラス窩に筋腫が嵌頓した状態のまま自然妊娠し後
屈妊娠子宮嵌頓症に至ったと考えられる．後屈妊娠子
宮嵌頓症では，腹痛や骨盤圧迫感，便秘，排尿障害，
不正性器出血などを妊娠14 -16週から認められること
があり，流早産や胎児発育不全の頻度が高いことが報
告されている 3）．Cha Hanらが報告した妊娠後屈子宮
嵌頓症の162例の文献的考察 4）によると，無症状で分
娩に至った症例は14例（8 .6％）であった．
　同報告によると，症状として多いものは排尿障害で
あり，87例（53 . 7％）に認められた．腹痛は次いで58
例（35 . 8％）に認められた．
　本症例では，特に症状の訴えはなかったが，腟鏡診
で子宮腟部の同定ができないこと，経腟超音波検査で
子宮頸部が描出されないことなどから本症を疑った．
　前述したCha Hanらの報告によると，本症例のよう
に内診を含めた身体診察が妊娠後屈子宮嵌頓症を疑う
契機になったものは83例（51 . 2％）であった．1895年
にOldham Hらが症例報告 5）をして以降，時代が進む
につれ，骨盤内解剖を詳細に評価し診断するために，
経腟超音波検査やMRI検査を使用することが増えてき
た．超音波検査での確認は，59例（36 . 4％），MRI検査
での確認は42例（25 . 9％）であった．診察所見で子宮
腟部が確認できない妊婦に遭遇した場合，経腟超音波
検査やMRI検査で骨盤内評価・診断をすることが非常
に重要である．過去には経腟分娩時に内診で子宮腟部
が確認できず，施行した骨盤MRI検査で初めて後屈妊
娠子宮嵌頓症と診断し帝王切開術に変更した症例報告
もある 6）．本症例では妊娠早期に診断されたことが，
自己血貯血や子宮切開部位の検討を行うなど，十分な

図3　術中所見
子宮底部に10cm大の子宮筋腫と子宮前壁に3cm程度の子宮筋腫を認めた．子宮表面及び
左側腹膜表面が広範囲にチョコレート状に変色しており子宮内膜症性嚢胞の破裂を認めた．



3612020 ( 令和 2 ) 年 9 月

帝王切開術の準備に繋がった．
　無症状に妊娠が継続し，後屈妊娠子宮嵌頓症と診断
されず経腟分娩を迎えると子宮破裂のリスクが高い．
本症の分娩方法に関して，経腟分娩の報告はなく帝王
切開が推奨される．帝王切開術を施行する際，膀胱損
傷，尿管損傷，腟損傷，子宮頸管損傷，子宮後壁の切開，
大量出血などのリスクが高い 3）7）．本症例では分娩前
に診断がついていたため，これらの合併症は回避する
ことができた．子宮切開位置の決定にあたって術中超
音波検査は有用であった．
　後屈妊娠子宮嵌頓症に対して妊娠中の整復が試みら
れることがある．妊娠20週までの双合診による用手的
整復や，腟内バルーン挿入，大腸内視鏡補助下整復，
腹腔鏡下整復，開腹下整復などが報告されている 1）8）．
妊娠20週以降の整復は困難であり，整復による流早産
のリスクを高めるために推奨されていない 1）．妊娠中
の整復が治療の選択肢として考慮でき，なおかつ分娩
時の合併症のリスクを減らすために早期の診断が必要
である．
　後屈妊娠子宮嵌頓症が反復したという報告が7例あ
る 2）9）〜14）．子宮筋腫を合併した後屈妊娠子宮嵌頓症の
反復症例の報告はなく，骨盤内癒着や子宮奇形が原因
であることが多い．子宮筋腫による反復例は報告され
てはいないが，挙児希望がある場合は，次回妊娠前に
子宮筋腫核出術が考慮される．次回妊娠時までに子宮
筋腫核出術を施行し妊娠許可を出すか，帝王切開時に
子宮筋腫核出術を同時に行うか2つの方法が考えられ
る．帝王切開時に子宮筋腫核出術を施行すれば1回の
開腹で次回妊娠時の周産期リスクを減らすことができ
るが，血流豊富な妊娠子宮に対し子宮筋腫核出術を施
行した場合に大量出血のリスクがあり，術前準備とし
っかりとした術前説明が必要である．本症例では以降
の挙児希望がないことを確認していたために帝王切開
時の子宮筋腫核出術は施行しなかった．術後にLNG-
IUSを装着した．
　妊娠初期に腟鏡診・内診で子宮腟部が同定されない
場合は後屈妊娠子宮嵌頓症を念頭に置き，骨盤MRI検
査を施行することが肝要である．帝王切開時の術中超
音波検査も切開部位の位置決定のために有用である．

利益相反について
　今回の論文に関連して，開示すべき利益相反状態は
ありません．
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A case report of incarcerated pregnant uterus with myoma of the uterine fundus

Koh Nagata1）2），Akiko Nonoshita1），Atsushi Yoshida1），Kiyonori Miura2）

Department of Obstetrics and Gynecology, Sasebo City General Hospital1），
Department of Obstetrics and Gynecology, Nagasaki University Hospital2）

　　Incarcerated pregnant uterus is an obstetric condition in which a pregnant uterus grows with the 
retroversion of the uterus into the pelvic cavity, occasionally even up to the third trimester.
　　Incarcerated pregnant uterus is extremely rare; however, the termination of an undiagnosed case during 
pregnancy may lead various complications.  Therefore, we need an early diagnose and appropriate management. 
　　Here, we report a case of incarcerated pregnant uterus with a myoma of the uterus fundus.  The patient was 
37 -years-old female （gravida 1 , para 0）. 
　　She was referred to our hospital due to a high-risk pregnancy, with a 10cm diameter-myoma.  Upon our first 
examination, we could not detect the portio by a vaginal speculum, but we found a mass at the Douglas pouch.  
We suspected the abnormal position of the uterus was a result of the myoma; therefore, we planned MRI at 
20weeks of gestational age for evaluation.  The MRI findings showed an incarcerated pregnant uterus and 
placenta previa with the myoma at the fundus.  Therefore, we selected a caesarean section for delivery and 
started the preparation for that.  After identifying an appropriate position of the uterine incision by ultrasound, we 
were able to safely do the elective caesarean section at 36 weeks of gestational age. 




