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第1章　 緒 言

子宮筋腫の出血は,そ の主症状 と して,我 々が 日

常遭遇 しやすい ものであ る.そ の出血機 転,出 血原

因の解明のために,す でに古 くか ら多 くの研究が行

われている.即 ち,内 膜,卵 巣所見の研究だけでな

く,近 来 と くに発達 した血管系 よりの月経発来機序

の研究 と共に,筋 腫子 宮体部及 び内膜血 管の観察に

よる研究 も散見 され る.し か し乍 ら,筋 腫子宮に関

しては,過 去 にみ られ る象形模型 による立体観 察な

ど,す べて虚像による観察であつて,生 体血管像 の

忠実な観察描写に欠 くき らい もないわけでない.ま

た最近では合成樹脂注入による遊離実体模 型 も,そ

の意味ではなお充分 とは云 えず,特 に筋腫子宮 の内

膜血管だけについての詳細 な報 告は,殆 んど見受け

られない.

私は,子 宮筋腫各種の臨床所 見及 び内膜卵巣の組

織学的検索 と共に,内 膜血管について組織学的及 び

形態的観察を行ない,特 に透明標本の作成による立

体的観察によつて,子 宮筋腫の 出血の一因を解明 し

よう車試みた.以 下述べ る様な成績を得たので,こ

こに報告 して諸賢の御批判を仰 ぎ度 い.

第2章　 子宮筋腫の臨床 的研究

第1節　 研究材料と方法

当教室 に於いて手術摘出された典型的な子宮筋腫

34例 を選んで,そ の主訴,月 経出血の状態,卵 巣の

所見,筋 腫結節 の状態などについて,臨 床的 に綜 合

的な観察を行なつた.

材料24例 については,壁 内筋腫14例,粘 膜下筋腫

6例,漿 膜下筋腫4例 に分類 して,そ れぞれ につい

て観察 した.(表1)

なお卵巣については,子 宮と共に摘出した ものを,

 10%ホ ルマ リン液固定後,パ ラフ ィン包埋,ヘ マ ト

キシ リン及びエオジン染色を施行 して,組 織学的な

検索を行つた.

第2節　 子宮筋腫 の臨床像

第1項　 月経 と出血

月経 出血を対象 に分類観察を行つた結果 は,次 に

述べる通 りである.

① 月経正常で不正出血 もない もの2例(8.3%).

② 月経 は正常であるが,不 正出血を訴え るもの
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表1　 臨 床 像(H:過 多月経, A:不 並出血, P:頻 発月経)

3例(12.5%).

③ 月経不順で しか も不正出 血 訴 え る もの2例

(8.3%).

④ 過多及 び頻 発 月 経 を主 訴 とす る もの17例

(70.9%).

次に各筋腫別 に分類 してその出血異常をみ ると,

壁内筋腫14例 中8例(57.2%),粘 膜 下 筋種6例 中

3例(50.0%),漿 膜 下 筋腫全例,即 ちその大半 に

過多又は頻発月経を認めた.(表2)

表2　 筋 腫 の 出 血 異 常

第2項　 筋腫卵巣の所見

筋腫卵巣の肉眼的及び組織学的な所見は以下述べ

る通 りであ る.

1.卵 巣像

手術開腹時,肉 眼的に明 らかに黄体を認めたもの

は全例中12例(50.0%)で あ り,更 に子宮と共に摘

出された卵巣20例 について,黄 体の状態,白 体の分

布の程度,間 質の増強度 について,そ れぞれ組織学

的な検索 を行なつた.(表3)に 示 す ように,白 体

及 び卵胞の分布について はその程度の差により,そ

れぞれ(〓)(〓)(+)で あ らわ し,間 質増強度に

ついて も同様記号であ らわした.黄 体については,

その発育の状態に より旺盛期,退 行期に分けた.

また黄体 は,そ の月経周期にほぼ一致 した筋見を

呈 し,特 に子宮内膜像 と比較対照するとき,お 互い

に一定の相 関的周期的変化を営 むことが認められ,

内膜増殖 と黄体像は本実験例によつて も,ほ ぼ一致

す る所見 を得,白 体,卵 脆,間 質 も同様の状態空示

す.(表3. 4)

2.筋 腫卵巣の異常所見

実験例中16例(66.6%)に 炎症,癒 着,萎 縮及び



子宮筋腫の出血機序に関する臨床的研究並びに内膜血管の組織学的及び形態学的研究 491

表3　 筋 腫 と 卵 集

嚢腫形成などの病的異常 を認 め て い る.特 に10例

(41.7%)に 嚢腫 形成 を認めた ことは,注 目に値す

る.

第3節　 小括 と考按

小括:

1.主 訴 としての不正出血は,全 例 の20.8%,月

経異常70.9%認 め,筋 腫の第一症 状で ある出血異常

が,本 実験例において も明 らかに認 め られた.

2.筋 腫において も,正 常子宮 と同様 に,そ の卵

巣と子宮内膜は,相 関 的な周期的変化 を営む.

3.筋 腫卵巣では,し ば しば病 的異常を認め,嚢

腫及び小嚢胞形成をみ ることが多い.

考按:

筋腫の出血異常は,そ の空症状 と して,す でに周

知のことであるが,諸 家の統計 もそれを証明 してい

る.た とえば国富(1954)1)に よ る岡山大学教室の

統計は,筋 腫1,008例 中不正出血31.43% ,月 経異常

24.5%と 報告 しているが
,私 の少数例の観察では,

その率はやや高 い感があるが,諸 家の報告 と一致す

表4　 筋腫と内膜(上 段:結 節部でない内膜

下段:結 節部の内膜)

る.

次 に,筋 腫卵巣所見 に関 しては,多 数の先人の報

告がみ られる,即 ち, Bulius(1892)は 筋腫卵巣の

卵胞の変化を認 め,小 嚢胞性変化があつたと報告 し,

 Haggetrom(1932)2)は,筋 腫 卵巣 と内膜 について

詳細な統計的報告を してい るが,卵 巣の嚢腫性変化

を,そ の大半 に認めている.本 邦 にお い て は,池

崎(1929)3)も 筋 腫卵巣に小嚢性変化を多数認め,

内膜増殖 は卵巣黄体像 としば しば一致 し,患 者の頻
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発及 び過多月経 は,卵 巣機能異常 にもとづ く内膜変

化に よつて起ると述べている,馬 屋 原(1928)4)は

筋腫卵巣黄体の発育 は良好で,そ の卵巣周期は正常

卵巣 におけると同様で あ ると云 い,久 家(1928)5)

は筋腫卵巣 には,慢 性卵巣炎又は卵巣の栄 養障碍 に

よつて,卵 胞は卵 巣機能低下のために嚢腫組織像を

呈す ると報告 して い る.飯 島(1928)6)は 内膜像 と

黄体の研究で,筋 腫に も言及 し,両 者の周期的変化

は,筋 腫 以外の症例 と対比 して認めるべ き変化がな

い と述べている.

私の実験例 において,そ の内膜像(後 述第3章)

と比較検討す るとき,そ の黄体像 と一致 した内膜肥

厚,増 殖像 を認めていることは,先 人の研 究報告 と

一致 し,私 の実験例に多 くみられ る卵巣異常所見は,

卵巣機 能不 全の証 とも考え られ,筋 腫出血異常の一

因をなす ものと想像 される.

第3章　 内膜の組織学的研究

第1節　 実験材料 と方法

材料:前 記 した材料(表1)に ついて,特 に筋

腫結 節部 と,結 節を認 めない健康部 と考え られる内

膜面 とに分けて,そ れぞれについて組織学 的な検索

を行なつた.

方法:摘 出子宮を10%ホ ルマ リン液に固定後,

上述の如 くそれぞそ2ケ 所に分けて,各 々1cm3の

ブロ ックと して採取 した ものを,パ ラフィン包埋後

連続切片を作成 し,ヘ マ トキシ リン及びエオジン染

色を施行 し,一 部に ワイゲル ト氏弾力繊維染色を行

ない,内 膜 血管の組織学的な観察に供 した.

なお計 測には ミクロメー ターを使用 した.

第2節　 実験成績

第1項　 内膜の肥厚

24例 の筋腫子宮内膜において,肉 眼的に明 らかに

肥厚を認 めるものは24例 中14例(58.3%)で あり,

これを筋腫別 に分類 すると,壁内筋腫9例(37.5%),

粘膜下 筋 腫3例(12.5%),漿 膜 下筋 腫2例(8.3

%)に 内膜肥厚を認 めた.

更 にこれ を材料 の筋腫各 々につ いて分類観察す る

と,壁 内筋腫14例 中9例(64.2%),粘 膜 下 筋腫6

例中3例(50%),漿 膜 下 筋 腫4例 中2例(50%)

に内膜肥厚を認める.

次 に,主 訴 と肥厚 について観察す ると,手 術時に

出血 を認めた壁 内 筋 腫8例 中5例(52.5%),粘 膜

下筋腫5例 中3例(60%)に 肉眼的に内膜の肥厚を

認め た.

更 にこれ らの中よ り,特 に臨 床的所見 の典型的な

ものを,そ の周期像 より分類 して,各 筋腫より1～

2例 を選 び結節部 と結節 を認めない部の内膜の厚さ

の計測値を比較 した(表5).そ れ と同時に,増 殖

表5　 筋腫 と内膜の厚 さ(単 位: mm)

期,分 泌期,月 経前期にみられ る筋腫内膜の周期性

変化 をも観 察 した.即 ち,粘 膜下筋腫に於いては,

各時期を通 じて結節面内膜の肥厚は,結 節のない健

常部 と考え られ る内膜のそれに比べて,明 らかに肥

厚の程度が小 さい(表5, 6).

表6　 粘膜下筋腫内膜肥厚の周期的変化

実線:結 節部,点 線:結 節以外の部
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壁内筋腫及び漿膜下筋腫 に於 いては,結 節部 とそ

れ以外の場所の内膜肥厚の差 は著 し くない(表5,

 7, 8).

全体 として筋腫内膜の肥厚は,正 常子宮のそれ に

表7　 壁内筋腫内膜肥厚の周期的変化

実線:結 節部,点 線:結 節以外

表8　 漿膜下筋腫内膜肥厚の周期的変化

実線:結 節部,点 線:結 節以外

比 して肥厚の程度が大といえ る.

第2項　 内膜 の周期像

Schroderの 分類 にしたがつて,増 殖期,分 泌期,

月経前期の3期 に分けて,し かも材料各個について,

筋腫結節部 と,結 節 の認め られない内膜の周期像 を

観 察 した.

(表4)に おいて,各 欄上段に結節部で ない内膜

面,下 段 に結節部内膜の周期像 と共 に,腺,間 質の

増強度をその程度 に した が つ て, (+)(〓)(〓)

の記号で表現 し記載 した.

結節表面内膜に於いては,結 節面以外の部の内膜

像に異な る所見を示す ものがあ り,特 に粘膜下筋腫

ではその殆んどが,両 者 間に異なる所見を認め るこ

とは,そ の結節存在部位 より思考 して興 味深い(表

4,症 例3, 7, 8, 17, 22).

また出血 しつつあるものでは,結 節面 と結節以外

の内膜 との間には,同 様の所見 を呈 さない もの もあ

る(表1,表4).

特に前述(第2章)し た様に,そ の内膜増殖像 は

筋腫 に於いて も,正 常子宮同様に,卵 巣黄体像 とほ

ぼ一致す る所見を得た(表3, 4).

第3節　 小括 と考按

小括:

1.筋 腫子宮の大半に,内 膜肥厚を認 め,そ の増

殖は,卵 巣黄体 と一定の関係を有す.

2,粘 膜下筋腫 に於いては,結 節表面の内膜 と結

節以外の内膜の肥厚の差が明瞭であり,岡 時に内膜

周期像の所見 も異な るものが多い.

3.漿 膜下筋腫では,内 膜に対す る結節の影響は

少ない様であ る.

考按:

筋腫子宮内膜 に関 す る研 究 報 告 は,古 くよ り

Campe, Wyder, Sembそ の 他により,数 多 く発表

されており,磐 瀬(1909)7)は 始 めて月経 周期を背

景と して,子 宮筋腫 内膜を検討 した報告を行 ない,

筋腫子宮では,そ の内膜は正常子宮 と同様の周期的

な変化 を起 し,且 つ結節の圧迫に起因する機械的障

碍によつて,そ の内膜は変性 して不正出血を惹起す

ると述べてい る. Frankl(1912)8)は,子 宮筋腫 に

み られ る出血は,内 膜変性 の生理的結果であつて,

しか も月経 周期は各相を示 し,長 期間出血 している

内膜 は,往 々にして月経前期相 を呈すと述べている.

関場(1924)9)は 粘 膜下筋腫と壁内筋種 においては,

著明な内膜肥厚を認め,結 節上内膜 はしば しば萎縮

し,且 つ漿膜下筋腫では正常肥厚を示 し,た とえ筋
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腫子宮 に内膜肥厚 があつて も,そ の周期的変化は変

らないと報告 してい る. Haggstrom(1932)2)は,

その統計 的観察 より,正 常月経を有す る漿膜下筋腫

内膜は,多 くの場合正常像か萎縮像 を呈 していると

言い,飯 島(1928)6)は 黄 体像 と共 に内膜観察 を行

なつた結果,筋 腫子宮 内膜 は筋腫 以外の症例に比べ

て,月 経前期性変化を認 め難 く,本 症 と内膜肥厚症

との間に一定の関係 があると述べている.

私の実験例では,筋 腫子宮内膜に周期的変化を認

めた ことは,諸 家の報告 と一致するけれ ども,特 に

粘膜下筋腫結節部 と,結 節以外の部 との間に内膜肥

厚の差を認 め,又 周期像の異な る所見を認 めたこと

は,筋 腫結節の発生部位 と大 きい関係があることを

想像 させ,そ の機械 的影響の結果ではないかと考え

られ る.

第4章　 内 膜 血 管 の 研 究

内膜血管は,月 経 出血に重大な意義を もつ もので,

私はその形態を組織学的に検索 し,ま た立体的な観

察を試みた.

第1節　 組織学的研究

第1項　 実験材料と方法

前述の研 究に使用 した材料24例 の連続切片の一部

に,ワ イゲル ト氏弾力繊維染色を施行 して観 察に供

した.

第2項　 実験成績

A.単 位面積中の血管数

各種筋腫を,そ れぞれの内膜周期に分類 し,結 節

部及び結節のない部 の内膜基底部下層 を走 る,動 静

脈数を1mm2に ついて数えた(表9).

粘膜下筋腫においては,結 節部内膜の動脈は,特

表9　 筋腫内膜1mm2内 の血管数(基 底部下層)

に月経前期には減少す るが,結 節を認 めない場所の

動脈の数は,月 経前期にはむ しろ増加の傾向を示す,

又静脈は何 れ も月経前期に増加す る.

壁 内筋腫 では,結 節部動脈は増殖期にその数を増

し,月 経前期にはその本数を減 じ結節部以外の内膜

では,月 経前期に近づ くに したがつて,そ の数の増

加を認め る.一 方,静 脈 においては各期を通 じてそ

の数の変化は著明でない.

漿膜下筋腫の,結 節部 内膜の血管数は,結 節以外

の それに比 して,む しろ減少を認めてい る.

B.内 膜 動静脈口径の変化

各筋腫 を,そ の内膜周期別に分類 して,各1例 を

選 び,血 管終末部(内 膜表 面)と,基 底滴下部の間

を,任 意に略3等 分 し,内 膜表面より深層へ向つて,

それぞれI II IIIと番号をつけ,特 に明瞭に認められ

る動脈及 び静脈 の口径を測定 し,結 節部 とそれ以外

の部についての計測値について,比 較検討した.

a.内 膜動脈 口径の変化

i)粘 膜下筋腫

増殖期において,結 節 部 内膜 動脈 は基底 層下

層 に て は44.2μ を 示 し,中 央部では22.8μ と

なり,更 に内膜表層 ては16.2μ 程度に,そ の口径

を減 じ,一 方結節を認 めない健常部で,そ の内膜が

増殖像 を示す同一材料では,下 層より表面に向うに

したがつて, 58.3μ, 40.4μ, 26.8μ と漸次口径の

減少を示す.次 にその内膜に分泌相 を呈する粘膜下

筋腫 において,前 述の方法で検索すると,結節(+)

の部では32.6μ, 22.4μ, 26.2μ,結 節(-)部 で

表10　 粘膜下筋腫 内膜動脈口径の変化

実線:結 節部,点 線:結 節部以外
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表11　粘膜下筋腫内膜動脈 口径(単 位: μ)

は58.4μ, 38.2μ, 35.4μ と 口径 の 減少を認め,

月経前期像を示す同様筋腫で も同 じ く口径の変化を

認める.

次にこれらを内膜I II III群に分類 し,そ の周期的

な変化を求め ると, I II III群共 に増殖期よ り分泌期

にかけては,そ の口径の変動があるけれど も,月 経

前期にな ると3群 の殆ん どが,口 径を減少す る所見

がある(表10, 11).

ii)壁 内筋腫

問一筋腫で結節(+)部,結 節(-)部 の各期共

に, IIIよりII Iと 口径は減少す る,こ れの 周期像に

関する変化を検討す ると,結 節上内膜動脈 はI II

においては,月 経前期に口径 の減少がみ られ, III群

においては月経前期には,却 つて口径の増大を認め

てい る.結 節部 以外の内膜動脈 は, I II群共 に月経

表12　 壁内筋腫内膜動脈 口径の変化

実線:結 節部,点 線:結 節部以外

表13　 壁内筋腫内膜 動脈 口径(単 位: μ)

前期に口径の増大を認めるがIII群に於いては口径の

減少を認めており,全 体 として,口 径変化の乱れを

認める(表12, 13).

iii)漿 膜下筋腫

同一筋腫各時期を通 じて,内 膜動脈はIII II Iへ と

口径減少 を認め る.結 節(+)(-)部 に お いて,

 3群 の周期的な口径変化を観察す ると,各 群共に月

経前期には口径の減少を認め,特 に増殖期よりも口

径がやや減少 している点が特 異 で あ つ た(表14,

 15).

b.内 膜静脈口径 の変化

前項記述の動脈と同様に,各 筋腫 をその周期像よ

り分類 し,更 にその結節(+)部 及び(-)部 をそ

れぞれI II IIIの3部 分に分けて,そ の口径の周期的

変化 を観察 した.

表14　 漿膜下筋腫内膜動脈 口径の変化

実線:結 節部,点 線:結 節部以外
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表15　 漿膜下筋腫 内脈動脈口径(単 位: μ)

i)粘 膜 下 筋腫

増 殖 期 を示 す粘 膜 下 筋腫 静 脈 の結 節(+)部 にみ

られ る静 脈 口径 は,内 膜下 層(即 ちIII)で は38.4μ,

中央 部(II)に 於 い て は20.2μ,表 面(I)で は

28.4μ と その 口径 は やや 増 加 し,分 泌 期 を呈 す る も

のに おい て は46.2μ, 34.0μ, 32μ,月 経 前 期像 を

示 す もの で は(III)84.6μ(II)40μ(I)36μ を

示 し,内 膜 下 層 に お い て静 脈 口径 の著 しい拡 張 を 認

めた.逆 に結 節(-)部 に お け る 口 径 は,増 殖 期

48.2μ, 34.8μ, 28.8μ,分 泌 期48.4μ, 44.0μ,

 26.4μ,月 経 前 期68.2μ, 46.2μ, 30.0μ と夫 々

表16　 粘 膜 下 筋 腫 内膜 靜脈 口径 の変 化

実線:結 節部,点 線:結 節部以外

表17　 粘膜下筋腫 内膜静脈口径(単 位: μ)

周 期 が 進 む に した が い,口 径 は増加する.次 に

これをI II III群それぞれについて,周 期 的な 口径

変化をみ ると,結 節(+)部3群 共 に月経 前期に

は,増 殖期に於 いて よりも口径の増大を認め,結 節

(-)部 に於 いて も同様の所見を得 る(表16, 17).

ii)壁 内筋腫

前項同様,そ の周期変化 は結節(+)部 において,

 I II群共 に月経前期には増殖期に示された口径より

増加 し, III群では減少 してい る.結 節(-)部 では

全群共に,月 経前期で口径 増 加 を認 め る(表18,

 19).

iii)漿 膜下筋腫

結節(+)部 及び(-)部 共 に.月 経前期には増

殖期に比 べて口径増大 を認 める.し かしその増加の

表18　 壁内筋腫内膜静脈 口径の変化

実線:結 節部,点 線:結 節部以外
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表19　壁内筋腫内膜靜脈口径(単 位: μ)

程度は,他 の筋腫 と比較す ると著明 でな く平均 した

状態を示す.

表20　 漿膜下筋腫内膜靜脈口径の変化

実線:結 節部,点 線:結 節部以 外

表21　漿膜下筋腫内膜靜脈 口径(単 位 μ)

第2節　 筋腫 内膜血管の形態学 的研究

子宮内膜血管形態 に関 しては,斉 藤(1926)10)は

墨汁注入の連続切片につ い て報 告 し, Barthelmez

(1931)11)は 平面的模型を作成 し,高井(1943)12)は

象形複成模型を,河 田(1953)13)も 同様方法によ り,

能勢(1956)14)は プラスチ ック注入 による遊離立体

実像作成を行ない,樋 口(1957)15)は グラフ複成模

型によ り,山 口(1958)16)は レン トゲン造影法 によ

る等種 々の方法で,そ の形態 に関する解明が試み ら

れている.し か し能勢等の研究を除きその殆 んどが,

象形複成模型作成 によるもので,果 して血管の実像

を正確に把握 し得ていたかどうかは疑問である.

私は,平 木,大 藤(1953)17)に な らい,ス パ ルテ

ルツ氏透明標本を作成 し,そ の立体 的観察を行なつ

て,筋 腫子宮内膜動静脈の形態的観 察を企図 した.

検索にあたつて,特 に筋腫別 による血管の特殊の変

化,毛 細管,吻 合等を念頭においた.

第1項　 実験材料 と方法

材料:

手術によ り摘出 された筋腫子宮について,特 に典

型的な所見を呈す るものを,本 実験のために抽 出し,

その症例について報告す る.ま た対照として,出 血

性 メ トロパチー1例,正 常子宮1例 を使用 した.

症例については,特 にその主訴,月 経状態を参考

に し,且 つ本論文に用いた写真及 びスケ ッチは,上

記より撰択 して撮影及び写生 を行なつた.

方法:

① 前処置

新鮮な摘出子宮の動静脈断端 に,ガ ラス製カニユ

ー レを装置 し,ゴ ム管で連結 した50cc注 射器を以

て,加 温減菌蒸溜水を注入 し,子 宮全体が白色,浮

腫 状を呈す る迄反覆洗滌 を行な う.

② 色素注入.

動脈 には3%ゼ ラチン溶液を加えた加温墨汁濾液

を,静 脈には5%ベ ル リン青液,も し くは淡い墨汁,

又は淡 い墨汁にベル リン青液を適 量に混 じて,洗 滌

と同様の操作で注入す る.

③ 標本作成:

色素液注入を終つた筋腫子宮の,正 中正面に縦切

開を加え,筋 腫子宮では筋腫結節面び結節以外 の内

膜面 において,内 膜を傷けない様に各1cm3の ブ ロ

ックに切除 し,こ れを50, 60, 70, 80%の 各アル コ

ール.次 いで純 アル コールに各々24時 間,更 にベン

ツオー ルに24時 間浸 し,完 全脱水 を行ない,そ の後

冬緑油(サ ルチル酸エチル)中に浸 し保存 し,こ れを

安全カ ミソ リの刃で,出 来 るだけ薄 く0.7～1.0mm

の 厚 さ に切 片 を作成 して,冬 緑 油に浸 したままで

8×6倍, 12.5×6倍 の立体顕微鏡で観 察した.
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この方法 によ ると,内 膜血管は動脈 は黒 く,静 脈

は その注入色素 の内容 により異 るけれ ども,両 者共

判然 と識別 され,そ の立体像 は非常に群 しく観察 さ

れ る.な お本論文 に使用 した写真は, 5×10, 8×

10の 一般顕 微鏡を用い,し か も冬緑油に浸 して撮影

を行なつたが,焦 点距離の相違 により.双 眼実体顕

微鏡の如 き鮮明な影像が得 られぬ ことが残念であ る.

又計測には ミクロメー ターを使用 した.

第2節　 実験成績

先ず対照 と して,筋 腫 以外の子宮,即 ち正常月経

を呈 する子宮によつて,そ の血管の立体的な観 察を

行なつた.次 に筋腫 子宮 について観察 し,筋 腫同様

出血を主訴 とす る出血性 メ トロパ チーの内膜血管に

ついて も観 察し,比 較検討 した.

A.正 常子宮の内膜血管

症例

47才.右 卵巣嚢腫 のため手術.月 経終了後4日 目

(月経正常).

1.動 脈の形態

子宮動脈 よりの上行板は,筋 層内で分岐を行なつ

て,漸 次その口径 を減少 し乍 ら,内 膜へ侵入す る.

その後の分枝 は次第 に複雑 とな り内膜表面即 ち血管

終末部に至つては,更 に微細 とな り,益 々繁雑 な分

岐 を示す.

基底層に於いては,筋 層 内 し分岐 し上行す る一部

血管は,そ のまま上行せず横にのびて走 るが,ゆ る

やかに螺 旋を呈す る.そ の途中 より多数の分枝 を表

面に送 る.ま た他の分板 は機能層では更に分枝 を続

けて,微 細 な小 螺 旋(所 謂:コ イル 状,螺 旋階段

状)を 呈 しつつ,血 管末端へ達す る.ま た内膜 中へ

侵入 後は,螺 旋状屈曲だけてな く,不 規則な蛇行状

を呈 する もの,或 いは一部に結節様屈曲を呈す るも

のなど,種 々の走行 を呈 し乍 ら上 行 す る.(図1,

写真1,写 真4)

2.子 宮動脈の 口径

摘 出標本 動脈断端 に 於 い て1.2mmを 呈 した

行小動脈は,筋 層 で は約80μ,内 膜下層では60μ,

機能層表面 に達す る頃 は,平 均約20μ を呈 してい

る.

3.静 脈 の形態

子宮静脈 は,そ の断端では子宮動脈 と平行 して上

行 し,筋 層内では動脈 と同様に分枝を行い乍 ら,内

膜 を上行す る.屈 曲の程度 は,動 脈のそれ に比べて,

非常に緩 慢で ある(図1).

第1図　 内膜血管分布の模型図

4.静 脈の 口径

子宮静脈断端では,そ の 口径は動脈に比 して大き

く約2.0mmを 呈 し,上 行 と共 に次第に口径を減

少 し,内 膜侵入直後は約60μ を 示す.そ の後更に

多数分枝を して機能層表面に至つて,毛 細管網を形

成する.

5.機 能層毛細 管網

上行 して来た動静脈の微細な分枝によつて,機 能

層表面は非常に複雑な網状の交叉を呈す る(写 真1,

 2, 3).

6.動 静脈の吻 合の形態

吻 合部では,微 細な毛細管が互いに連絡 し,本症

例ではその数は極めて少数であつた(写 真2,図2

参照).

図2　 機能層 〔毛細管におけ る動靜脈吻合〕

B.筋 腫子宮の内膜血管

壁 内筋腫 と粘膜下筋腫 について,特 に結節表面内

膜血管と,結 節のない部の内膜血管に関 して観察し

た.

I.壁 内筋腫

症例:

34才.主 訴過多月経.子 宮前壁に鷲卵大結節.予
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定月経前9日 に手術.

a.動 脈の形態

1.筋 層内動脈(図3,写 真5)

i)結 節のない部の動脈

子宮動脈の上行板は,ゆ るやかな半弧状を呈 し乍

ら,内 膜のす ぐ下で分岐 し,小 動脈 となつて 内膜へ

移行する.口 径は約50μ であ り,怒 張 その他の異

常所見は認めなかつた.

図3〔 筋 層 内 動 脈〕

ii)結 節附近の筋層の動脈

太い上行枝は結節を避 けて上行す る.そ の走行 に

特別な所見はな く,血 管の変形 は認めなかつた.

2.基 底層動脈

i)結 節のない部の動脈

筋層より移行する上行小 動脈 は,す でに筋層及び

内膜境界部の下部 より螺旋状に上行する もの もあ る

が,そ の大半は基底層下部で分枝 し,コ イル状に階

段状に機能層へ侵 入す る(写 真6, 7)(図4).

図4〔 基 底 層 動 脈〕

ii)結 節表面部の動脈

筋腫結節を避 ける様に して上行 した小動脈は,基

底膚に入 ると,前 者同様の走行を示 し,形 態 的に特

異 の所見はない.

3.機 能層動脈

i)結 節のない部

基底層よ り侵入す る分板螺 旋動脈は,そ の螺 旋回

数を増 し,規 則正 しい微細な階段状 コイル状を呈 し

上行す る.又 一部には屈曲反転 して,結 節様外 見を

示 し,そ の口径は基底層に比 べて,は るかに減少 し

てい る.更 に上行 して表面毛細管網を形成す るが,

著明な形態的変化は認 めない(写 真8,図5).

図5　 〔内膜機能層の動脈〕

ii)結 節部

本実験例に於いては血管走行及び形態共に,特 に

認 めるべき変化はない.

b.静 脈の形態

1.筋 層内静脈

結節部 に於いて迂曲す る他は動脈 と走行 は変 らず.

ただ上行す るにあたつて走行が動脈に比 べて,ゆ る

やかな弧を描 く.

2,基 底層静脈

基底層動脈と対比 してみ ると,内 膜へ侵入す る静

脈枝の回旋の程度は甚 だゆ るやかであ り,一 部 は高

度 の纏絡様の交叉を呈 し,一 部 は単独 に,そ の口径

を減 じなが ら,内 膜 表 面 に 向 い機能層に進入す る

(写真9).

3.機 能層静脈

基底層 より多 くの分板を行つて,ゆ るやかに回旋

し乍 ら機能層へ侵入す る,表 層へ向うに従 つて,次

第に微細 な網状 とな り,内 膜表面で複雑 な毛細管網

となる.

結節部 と結節以外の部は形態的に,特 異の所見 は
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ない.

c.毛 細管網

その形態 は,甚 だ複雑で あり,立 体像で は螺旋小

動脈の末端 と静脈末端は互いに交叉 し乍 ら網状を呈

し,内 膜表面 を覆つてい る(写 真3).

d.吻 合の状態

吻合枝は非常 に微細であつて,軽 くよ じれなが ら,

動静脈間を連絡 してい る.

e.静 脈洞

筋層 より内膜へ侵入す る附近で時 に静脈枝の分枝

同志が集中捻 転 しつつ上行 し,一 見結節状膨大部 の

様 に見え ることがあるが先人の称す る静脈洞は,各

方向 より検索 したが私は認めることが出来 なかつた.

II.粘 膜下筋腫

症 例:

43才.主 訴:過 多月経.不 正 出血中手術.

後壁 に鳩卵大結節2ケ.

a.動 脈の形態

1.筋 層 内動脈

走行 は前項で述べた所見 と一致す るが,結 節周辺

に於 いては,筋 層 内動脈枝は,や やその走行は乱れ,

む しろ内膜内でみ られ る螺 旋状 を示 している(写 真

10).

特 に怒張その他 の所見は,本 癌例 に於いては認 め

ない.

2.基 底層動脈

症例Iに 比べ ると,螺 旋の程度が高度で ある.し

か し結節部 と,そ れ以外の場所 との間に所見の差 は

認め られない.

3.機 能層動脈(写 真11)

本症例 は,特 に出血中であるため留意 して検索観

察を行 なつた.結 節部 と,結 節以外の内膜間には所

見の差 はないけれ ど も,螺 旋状動脈の回旋の程度 は,

症例I(壁 内筋腫)に 比べ ると,は るかに高度であ

り,複 雑であ る.

b.静 脈の形態

1.筋 層内静脈

動脈枝 と略 同様の所見を呈 して上行す る.動 脈 に

比 して,そ の口径は遙かに増大 している.

2,基 底 層静脈

壁内筋腫 のそれ と比 較す ると,口 径 は明瞭に増大

を示 し,機 能層へ分枝を行ないなが ら進入する.

3.機 能層静脈

複雑 に分枝 を増加 し作 ら侵入する静脈枝は,そ の

回旋は螺旋状を呈 し,且 つ纏絡が高度であ る.

結節部 と結節を認 めない内膜においそ静脈の形態的

差異 はな い.

c.毛 細管網

結節面 とそれ以外の 内膜表眉毛細管網に,形 態的

な変化 は認めないが,そ の網状組織は本症例では甚

だ密で あつて,一 部表面 に血管の露出を認める(写

真11).

d.吻 合の状熊

動静脈間にみ られる吻合は,壁 内筋腫例に比して

数 も多 く,本 例 に於 いて は一視野で6～8個 の吻合

を認 める.

e.静 脈洞

本例 に於いて も,洞 状静脈管の拡張は認めない.

C.出 血性メ トロパチーの内膜血管

症例:

44才.主 訴 過多月経.術 時出血中

筋腫 と同様出血を主訴 るす る疾患で,そ の出血状

態より筋腫 出血 に酷似す ることより,特 に対照とし

て選び,標 本を作成 した.そ の形態は,前 項粘膜下

筋種の所見 と殆ん ど類似 してお り,結 節の存在を除

いては,そ の血管形態 に,特 異な所見は見受けられ

なかつた.

第3節　 小括 と考按

小括:

1.筋 腫 内膜血管数は,各 筋腫を通 じて月経前期

に増加を認 める.

2.筋 腫 内膜血管(動,静 脈)は,周 期像と共に

その口径 を変化 す る.

内膜動脈 口径は,各 筋腫を通じて月経前期には,

増殖期に比 して減少 し,静 脈口径は逆に増加する傾

向がある.

3.筋 腫結節部 と,健 常部内膜血管の間には大き

い形態上の変化 はない.但 し実験例に於いて,出 血

中の粘膜下筋腫 内膜血管は,そ の走行が複雑であつ

た.

4.出 血性 メ トロパチーと粘膜下筋腫(出 血中)

の内膜血管の形態 に,認 めるべ き特異の差はない.

5.静 脈洞は,本 実験例では認められなかつた.

考按:

月経 出血発来機序に対 して, Hitshmann, Adler,

 Schroder等 は子宮腺,間 質 よりこれを説明 したが,

血管系変化に起 因を求めた斉藤(1926)10)は,内 膜

血 管の形態的研究を墨汁注入に よる連続切片を以て

行 ない,内 膜面 管は腺,間 質細胞 と同様に,一 定の

周期を営なみ,増 殖期にみ られ る内膜血管網は,分



子宮筋腫の出血機序に関する臨床的研究並びに内膜血管の組織学的及び形態学的研究 501

泌期になると著明に拡張 して,遂 にチ ミツ層 と海綿

層 との境界部 に,洞 状 の限局性の静脈性拡張を認め

ると云い,静 脈洞の存在 を認めた.そ の後,内 膜血

管に月経 出血機転を求 めようとす る多 くの研究報告

が続 出 した.即 ち, Barthelmez(1931)11)は,平

面的模型を作成 し,螺 旋血管,腺,静 脈洞の状態を

検索 して,内 膜表層の壊死に起因する静脈性出血.が

月経で あると論 じ, Daren(1936)18)は リーサス猿

子宮により,内 膜血管の形態を研究 し,月 経 発来を

説明 しようとし, Okkels(1946)19)は,機 能層螺旋

動脈,静 脈,吻 合及び静脈洞が出血発作に関係 し,

これらの場合,ア セチー ルコ リンなどが大 いに作用

すると云 う.高 井(1944)12)は,出 血性疾患の内膜

血管を研究 し,河 田(1954)13)は 人子宮の内膜血管

象形模型を作成 し,月 経発作は内膜の機械 的障碍に

起因し,内 膜壊死により月経 が到来す ると云 う.能

勢(1956)14)は,内 膜血管の遊離実体像 を作成 し,

機能層動脈の収縮 による内膜の貧血は,逆 に毛細管

静脈の充血を起 し,た めにその圧 に耐 えかねて血管

は破開 し,反 覆す る静脈性 出血 によつて,機 能層 の

剥脱が起 るのではないか と推論 してい る.

扨て,筋 腫子宮の出血 については,古 くはFrankl

(1912)8)は,筋 腫結節存在による内膜 内 血 管 拡 張

に基因すると称 し,高 井(1943)12)は 多発性子宮筋

厘の内膜血管の象型模型 を作成 して,症 例にみ られ

る過多月経は,子 宮筋の収縮不 全によると考え,そ

の出血機転は滲透性 出血であろうと述べ,同 時 に検

索 した漿膜下筋腫例では,正 常子宮の月経 出血 と所

見が変 らないと云 う.山 口(1958)16)は 筋腫子宮に

対 して レン トゲ ン造影法を試みて,子 宮体部血管 も

重要視すべ きであつて,体 部血管の怒張像を認 める

ことは,結 節介在の重大 な機械的作用であ り,特 に

結節存在は,子 宮収縮不全を来 し,そ の結果過 多月

経,出 血を招来 するのではないか,と 述べている.

扨て私の実験例 に於いて得た知見か ら,筋 腫子宮

内膜血管は,正 常子宮洞様の周期的変化を営む もの

で,且 つ形態 的に特有の変化を認めない.こ の こと

よ り,本 症に於 ける出血異常は,単 な る血管異常と

考え るべきでな く,筋 腫結節存在のために生 じる内

膜 の出血面積の拡大 と,結 節存在に起 因す る子宮筋

収縮不全が,生 理的に当然到来すべき筋腫子宮月経

出血を,常 に病的な状態 として置 くのではないか と

思考 される.

なお斉藤, Schlegelそ の他の先人の認めた静脈洞

を認め得 なかつたことは,過 去の実験が実像の観察

でなかつたため,内 膜静脈分枝の集束,或 いはその

立体的交叉を誤つて称 したのか も知れない.

第4章　 結 論

1.筋 腫子宮内膜は,正 常子宮同様の周期的変化

を示 す.

2.内 膜肥厚をその大半に認め,筋 腫の或る もの

は,明 らかに結節の影響をうける.

3.筋 腫子宮肉膜血管は,正 常子宮同様の周期的

変化を営なむ.筋 層血管は,結 節の所在により影響

され るが,一 般に結節部 と結節部 以外の内膜 に於い

ては,そ の形態 に特異な所見がない.

4.筋 腫子宮 にみ られる出血異常は,子 宮内膜の

周期変化 より生理的月経 発来に加 うるに,結 節存在

によ る子宮体部及び内膜の,機 械的障碍 に基因す る

もの と推定す る.

稿を終 るに当り終始御懇切 な御指導御校閲を賜わ

つた恩師八木学長,橋 本教授に心からの謝意を捧げ

ます.
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A Clinicohistological Study of Bleeding Mechanism in 

Myomata of the Uterus

By

Takashi SEO, M. D.

Department of Obstetrics and Gynecology, Okayama University Medical School 

(Director: Professor Kiyoshi Hashimoto, M. D. )

Genital bleeding as a main symptome of myoma of the uterus is not uncommonly enconn

tered by gynecologist. Clinical and histological studies were carried on both entdometria and 

ovaries of 24 patients with myoma of the uterus. Specific attention was paid to clarify the 

bleeding mechanism from this diease, using histological and transparently modeled specimens 

of the blood vessels.

The transparent specimens were made as follows. After hysterectomy was done, a pig

ment solution was injected into the vessels and then, after an adequate dehydration, the 

specimens were trausferred to methylsalcilate for immersion. The binocular stereomicroscope 

was used for the present study.

Results of the study are summarized in the following.

1) Menstrual abnormality was found in 70,9•“ of all the cases.

2) The endometrial and ovarian histology has the same cyclic changes as the normal 

does, and the endometrial secretory phase is compatible with the corpus luteam in the ovary.

3) The majority of cases showed endometrial hyperplasia.

4) In case of submucous myomata, a striking difference of the endometrial thickness 

and the histologic pictures between the surface endometria above the myomata and the other 

areas.

5) The blood vessels of myomatous endometria have the same cycle as those of the normal 
do. Although the intramuscular blood vessels in influenced by the myomata mass, there is 

no specific morphological changes found in the endometrial blood vessels.
6) In this study, no venous sinus was observed in the endometrium.

7) It would appear that the menstrual abnormality under myoma of the uterus may be 
caused by the mechanical effect from the myomatous mass upon the endometrial and my
ometrial vessels.
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瀬 尾 論 文 附 図

写 真1　 正常子宮 機能層

螺旋動脈と血管網

写 真2　 毛 細 血 管

写 真3　 表 層 毛 細 管 網
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瀬 尾 論 文 附 図

写 真4　 基底層の螺 旋動脈

写 真5　 筋 層 内 動 脈

写 真6　 基底層 より機能層への移行部
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瀬 尾 論 文 附 図

写 真7　 基底層 より機能 層へ移行する部の動脈の分枝

写 真8　 機能層のコイル状動脈

写 真9　 後方にみえるのが靜脈のてん らく様交叉
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瀬 尾 論 文 附 図

写 真10　 粘膜下筋腫筋層動脈(基 底層直下)

結節周辺部

写 真11　 粘 膜 下 筋 腫 表 面

写 真12　 結節を示す螺旋動脈


