ト ピ

ッ

ク ス

慢性子宮内膜炎の謎
滋賀医科大学

産婦人科学講座

竹林 明枝，木村 文則，花田 哲郎，森宗 愛奈
平田貴美子，髙島 明子，髙橋健太郎，村上
節
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

慢性子宮内膜炎は一般に ％程度の頻度で認められる

た抗生物質は，グラム陰性菌に対しシプロフロキサシン

が，軽度の不正性器出血や骨盤痛，性交痛，白色帯下を

（ニューキノロン系）
，グラム陽性菌に対しアモキシシリ

認める程度で臨床症状が乏しいことから，これまであま

ン/クラブラン酸（ペニシリン系）
，マイコプラズマ，

り注目されることはなかった［

］
．しかし，近年，原

ウレアプラズマに対しジョサマイシン（マクロライド

因不明不妊症や習慣流産と関連があると報告されるよう

系）
，難治症例に対しミノマイシンが選択され，培養結

．今回は現在知られて
になり，注目を浴びている［ ― ］

果の陰性症例に対してもセフトリアキソン（セフェム系）

いる慢性子宮内膜炎の原因，病態，診断について述べる．

＋ドキシサイクリン（テトラサイクリン系）＋メトロニ

慢性子宮内膜炎は子宮内膜間質に形質細胞の浸潤が認

ダゾールが経口投与された．抗生物質投与後に慢性子宮

められる病態であり，何らかの免疫学的異常が起きてい

内膜炎の有無を再確認して，まだ慢性子宮内膜炎が認め

ると考えられる（図

られた場合には抗生物質を繰り返し最大

）
．細菌感染やその他の原因によ

クールまで投

る反応性過程と推測される．なお，よく知られている急

与した．その結果，陰性化した群（n＝ ）のうち， ％

性子宮内膜炎は下腹部の激痛や腰痛等の明らかな臨床症

の症例は

状を呈する．組織学的には好中球の浸潤や微小膿瘍の形

の治療， ．％が

成が認められる病態であり，慢性子宮内膜炎とは区別さ

物質を投与しても慢性子宮内膜炎が陰性化しなかった症

れる．急性子宮内膜炎と慢性子宮内膜炎の因果関係につ

例も存在したという（n＝ ）
．抗生物質により陰性化

いては，はっきりしていない［

］
．

慢性子宮内膜炎の診断は形質細胞の特異的なマーカー
である CD

クールの治療で陰性化し， ．％が

クール

クールの治療で陰性化したが，抗生

した群（n＝ ）と陰性化しなかった群（n＝ ）とで，
その後の体外受精による成績を比較した結果，前者で妊

の免疫組織染色を行い，形質細胞が子宮

娠率，生児獲得率が有意に高く着床率も有意差は認めな

内膜間質へ浸潤していることを確認することにより診断

いものの高い傾向にあり，初期流産率は同等であった，

される［ ， ］
．HE 染色による形質細胞の特徴は車軸

と報告している［

］
．

核様と表現されることが多いが，子宮内膜の間質におい

この報告は慢性子宮内膜炎の診断に免疫組織染色を施

ては単核球と類似しており，HE 染色による診断は困難

行されておらず，診断そのものには疑問が残る．しかし，

である．なお，子宮鏡にて子宮内膜を観察すると，間質

抗生物質投与前後で同一の診断基準で評価されているこ

の浮腫や肥厚，管構造周囲の充血といった所見が得られ，

とから，抗生物質により軽快する症例も存在することは

この所見をもって診断している研究も散見される．また

確かであろう．これは細菌感染の結果，慢性子宮内膜炎

micro polyp も高率に認められると報告されているが

が起きた症例と推測できる．しかし，同時に，慢性子宮

［

］
，これらの子宮鏡の所見だけではなく，免疫組織染

色による診断が必要である．
慢性子宮内膜炎の原因はいまだはっきりしていない
が，原因の

内膜炎陽性とされた症例の中でも，子宮内膜の培養にて
細菌が検出できなかった症例も存在している．これは，
細菌感染とは別の原因で慢性子宮内膜炎の所見が惹起さ

つとして，腸球菌，大腸菌，連鎖球菌，マ

れた可能性がある．また，細菌が検出されても，抗生物

イコプラズマ，ウレアプラズマ等の上行性感染が考えら

質が無効な症例も存在している．この群は，細菌感染の

れている．Cicinelli らは，子宮鏡にて慢性子宮内膜炎の

他にも何らかの慢性子宮内膜炎の原因が存在している可

所見をもつ症例を慢性子宮内膜炎陽性とし，子宮内膜組

能性が推測される．

織の培養結果に基づいて抗生物質を投与した．投与され

McQueen らは習慣流産の患者を対象に，子宮内膜組
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子宮内膜間質における形質細胞の浸潤
Takebayashi et al, Plos One
より引用

織診を行い，免疫組織染色を施行したかどうかは不明だ

内膜症組織から分泌される何らかの因子が経卵管的に子

が，形質細胞を確認した症例を慢性子宮内膜炎陽性とし

宮内に流入することにより慢性子宮内膜炎が発症してい

た． 例の慢性子宮内膜炎陽性の患者に抗生物質を投与

る可能性もあると考えている．

した結果，すべての患者において陰性化し，生児獲得率

このように，慢性子宮内膜炎は，その病態，根本的な

は，抗生物質による治療後は治療前に比べて有意に上昇

原因，治療法を含め，まだ明らかになっていないことが

したと報告している．本研究では，対照群の慢性子宮内

多く，今後も基礎的な研究が必要である．いまだ謎の多

膜炎陰性の患者においても子宮内膜組織診の検査後は検

い，着床不全，習慣流産との関連を紐解いていきたい．

査前と比べ生児獲得率が有意に上昇しており［ ］
，生
児獲得率の改善は子宮内膜組織診の操作そのものが影響
している可能性があものの，抗生物質による慢性子宮内
膜炎の治療は生児獲得率の改善に貢献すると考えられ
る．
われわれは，慢性炎症性疾患と考えられる子宮内膜症
を有する患者の正所性子宮内膜を免疫組織染色し，子宮
内膜症がない患者と比較した．その結果，子宮内膜症群
の慢性子宮内膜炎陽性が ． ％であり，対象群の慢性
子宮内膜炎陽性率 ． ％と比較して，有意に慢性子宮
内膜炎の陽性率が高いことを報告した（p＝ ． ）
．ま
た，慢性子宮内膜炎に関連する因子を調べるために，患
者背景の因子（子宮内膜症の有無を含む）について多変
量解析を施行した結果，慢性子宮内膜炎と関連があるの
は子宮内膜症のみであった［ ］
．しかし，子宮内膜症
と慢性子宮内膜炎の因果関係は不明であり，慢性子宮内
膜炎が子宮内膜症を惹起する可能性の他，腹腔内の子宮
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