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超音波、並びに子宮卵管造影で異常なしと判断された場合で

も、体外受精・胚移植（In Vitro Fertilization-Embryo Transfer: 

IVF-ET）施行前に子宮鏡検査を実施すると、約20-40%で異常

が検出されることが報告されている1）2）。子宮内膜にポリープ

が存在すると妊娠が成立しにくい。福井氏らは弘前大学で25

人において、子宮内膜ポリープ切除による妊娠率を調べたと

ころ、術後の妊娠率は64.0%で、妊娠までの期間は7.7ヶ月で

あった。今回の検討ではポリープ切除後の妊娠率はポリープ

の数や大きさに影響されないことが示され、ポリープ以外に

他の不妊原因がない女性の妊娠率は100%、他に不妊原因が
ある女性でも50.0%を記録し、子宮内膜ポリープ切除は妊娠

率を向上させることが確認された。

Bosteels氏らからも、手術的子宮鏡は不妊女性の妊娠率を向上

させることが報告されている。また、超音波で異常がなく、IVF-ET

を施行している不妊女性においても、子宮鏡検査は妊娠率を向

上させることがわかっている3）4）。更に、Pundir氏らによるメタ

解析からは、IVF-ETを実施する前の女性に子宮鏡検査を行うこ

とで妊娠率が向上することが報告されている5）。この理由として

は、子宮鏡検査により胚移植が行いやすくなること、また、子宮

鏡操作による増殖期内膜への刺激が子宮内膜の脱落膜化を促進

し、サイトカインや成長因子の分泌を促し、調節卵巣刺激（COS）

による内膜への悪影響を是正することが考えられている6）。故

に、不妊診療における子宮鏡検査は、子宮腔内病変の確認が可能

であり、必要に応じて子宮鏡手術も施行でき、そして、子宮鏡

検査自体が妊娠に効果があることも考えられる。

不妊診療における子宮鏡

不妊診療における経膣内視鏡（経膣腹腔鏡）

経膣内視鏡（Trans-vaginal Endoscopy: TVE）は経膣的アプ

ローチによる低侵襲の内視鏡手技で、子宮鏡検査と腹腔鏡を

同一のスコープで行うことにより、同時に双方を観察するこ

とが可能である。主として不妊症の症例に用いられ、最初に

子宮腔内を観察し、その後に経膣腹腔鏡（Trans-vaginal 

Hydrolaparoscopy: THL）を施行する。THLはダグラス窩に

穿刺をする必要がある。Shibahara氏らからはTHLの合併症

として腸管損傷が0.61%に認められたことが報告されてい

る 7）。ただし、経腹超音波ガイド下でTHLを施行することで

合併症は防げるとされ、Ma氏らの報告では、経腹超音波を用

いたことで合併症が0になっている 8）。弘前大学でもTHLを

安全に施行するために経腹超音波ガイド下で手技を施行して

おり、診断的、手術的THLの手術成績は良好である（ 表１ ）。

従って、卵管性不妊疑・原因不明不妊・子宮内膜症疑の場合

は、TVEを用い、異常が検出されれば子宮鏡手術、卵管鏡手

術、腹腔鏡手術を行うことで、不妊治療による妊娠率は高ま

ると考えられる。

表１. 手術成績

年齢（才） 29.3±3.7 32.1±3.0
麻酔 静脈麻酔 全身麻酔

手術時間 68.4±24.5 分
（45～110分）

81.3±19.2 分
（53～104分）

入院期間 1泊 2日 2泊 3日
手術方法 観察＋洗浄 観察＋卵巣多孔術＋洗浄

卵巣多孔術の方法 バイポーラー（1例）
KTPレーザー（8例）

合併症 なし なし

術後妊娠 6/9 （66.6%） 7/8 （87.5%）
2例 drop out 1 例 drop out

術後妊娠までの期間（月） 12.8±11.8ヶ月
（2～28ヶ月）

6.1±5.0ヶ月 
（1～16ヶ月）
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診断的THL （n=11） 手術的THL （n=9）



本邦においてIVF-ETは増加し続けており、2012年には32万

件を超えて、27人に1人がIVF- ETによって出生している。卵

管性不妊、特に卵管閉塞と診断された場合、その後の治療法と

してIVF-ETが選択されるが、可能な限り自然に近い形で妊娠

したいと考える患者も少なくない。ASRM（American So ci-

ety for Reproductive Medicine）からは、2012年に卵管

性不妊に対する対応として、近位卵管閉塞以外に不妊原因を

持たない若年女性に対して、卵管へのカニュレーション手術が

考慮されることは妥当であるとのcommittee opinionが出さ

れている（ 図１ ）。

卵管鏡下卵管形成術（Falloposcopic Tuboplasty :FT）は主

として近位卵管病変に対して行われる卵管再疎通手術であ

り、術後、自然妊娠を可能とする手術方法である。特殊なバル

ーンカテーテルを用いた低侵襲治療であり、FT卵管鏡を中

心に構成された内視鏡システムを用いることで、卵管内腔を

観察することも可能である。また、保険が適応されているた

め、IVF-ETと比較して、患者の費用負担が抑えられることも

メリットの1つと考えられる。一方で、FT卵管鏡は0.6mmと

細径であるために解像度が十分でなく、且つ焦点距離も短い

ために、卵管口を確実に捉えることが難しい等、手技の困難さが

デメリットとして挙げられる（ 図２ ）。従って、手技にはかな

りの習熟を要する。例えば、卵管口を上手く探せないと、子宮

を穿孔させたり、子宮内でバルーンがとぐろを巻いたりと、特

に導入当初の慣れない段階での失敗経験が施行を敬遠させる

原因になり得る（ 図３ ）。更には基本的には一人で行う手技

であり、バルーン操作の微妙な感覚を伝えることも難しいため、

手技の伝達が困難で後進への教育も容易ではない。

弘前大学におけるFTの変遷である。導入当初は腹腔鏡を併用

することから始めた。腹腔鏡下に卵管鏡光を確認できるため、

治療中のバルーン位置、挿入方向や角度の観察が可能である。

一方で、卵管鏡画像から卵管口の位置を明確に捉えることは

難しかった。次に、FT施行前に子宮鏡検査を試みた。これで

卵管口の位置を推定することは可能になった。しかしながら、

“卵管口の位置を明確に捉える”という課題が、解消されるに

は至らなかった。

そこで卵管口へのFTカテーテルの挿入を、他覚的にも捉える

ことを目的として、術直後に透視を行い、手技の完遂度を確認

した。そして最近では、子宮鏡で観察しながら同時にFTを行

っている。本手技によって初めて、卵管口にカテーテル先端が

確実にウェッジされていることを、直視下（子宮鏡下）に確認

することが可能になり、確実に卵管内にFTカテーテルを挿入

できるようになった。

弘前大学でのFT施行方針としては、自然妊娠を希望する卵管

閉塞/狭窄症例には、静脈麻酔（塩酸ケタミン）下で、子宮鏡補助下

にFT（Hysteroscopically assisted Falloposcopic Tubo-

卵管鏡下卵管形成術



後屈子宮や子宮奇形の症例においては、従来の卵管鏡単独の

施行ではFTカテーテルを卵管口に確実にウェッジすることが

困難な場合があるが、HA-FTでは非常に簡便、確実にウェッジ

が可能となる。また、HA-FTを施行することによって、卵管口

にFTカテーテルが固定されていても、カテーテル操作により

バルーンが押し戻される事象があることが確認された。この

ようなケースではバルーンの進入角度を直視下に変えること

で無事手技を終えることができた。従来のブラインド操作で

は把握できない情報のフィードバックが得られたためであ

る。以上のことから、例えば胚移植を超音波のガイド下で施行

するように、周辺の医療機器を上手く活用することで（ 図７ ）、

FTにおいても安全に手技を施行することが可能である。

また、当院では通過性が得られたかを術直後の卵管造影によ

り確認している（ 図８ ）わけだが、これは患者さん・ご家族に

説明するためにも、非常によい情報が得られるとともに、医療

側にとって手技の完遂を知ることができる非常に良い方法で

あると考えている。

plasty: HA-FT）を行い、術後透視を実施している。また、自

然妊娠を希望する卵管閉塞/狭窄症例で、更に子宮筋腫や子宮

内膜症などの処置を必要とする例では、全身麻酔下で腹腔鏡

（および子宮鏡）補助下にFT（Laparoscopically and hystero-

scopically assisted FT: LA and HA-FT）を施行している。

HA-FTでは、子宮鏡は硬性鏡、軟性鏡どちらでも可能であり、

細径の場合は頚管拡張が不要であるが、5mm程度のスコー

プを使用する場合は後のFT操作のために頚管拡張（子宮頚管

拡張器No.11程度まで）が必要である。子宮鏡検査で子宮腔内

を観察し、両側卵管口を確認後に子宮鏡の側方からFTカテー

テルを挿入する（ 図４ ）。手技は卵管鏡担当と子宮鏡担当の2

名の医師が携わる必要があるが（ 図５ ）、簡便、確実にFTが

施行できる。ポイントは子宮をしっかり拡張させて、子宮鏡検

査と同様の視野を確保することである。子宮頚管に対して2

本のデバイスを挿入するために、バックフローをきたし易く、

また単孔式腹腔鏡下手術と同様にコンフリクトを起こして可

動領域が限定されることから、卵管開口部へＦＴカテーテル

をウェッジさせる際の先端部の角度調整等、若干の工夫が必

要である。また、片側にFTを施行すると子宮が攣縮する場合

もある。特に子宮の攣縮が起こった際には、対側施行時に子宮

鏡で十分な視野が得られない場合がある。その対応策として

は、少し時間を置き攣縮が解除されるのを待つことが肝要で

ある（ 図６ ）。



表４. FT後妊娠率
通常 FT （n=62） HA-FT （n=19） p
FT 

（n=22）
LA-FT 
（n=39）

HA-FT 
（n=12）

LA&HA-FT 
（n=10）

妊娠までの 
期間（月）

8.7±10.4 4.6±3.3 n.s.
14.6±13.8 5.0±5.5 3.2±2.6 8.0±2.8 n.s.

妊娠率（%）
31.1 （19/61） 27.2 （6/22） n.s.
36.3 

（8/22）
28.2 

（11/39）
33.3 

（4/12）
20.0 

（2/10） n.s.

妊娠率  
（%, ART 含）

63.9 （39/61） 40.9 （9/22） n.s.
54.5

（12/22）
71.8 

（28/39）
50.0 

（6/12）
30.0* 

（3/10）
*p<0.05 vs LA-FT
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表５. 背景毎の妊娠率

クラミジア IgG 陽性 陰性 p
　妊娠率（%） 34.5 （10/29） 25.0 （8/32） n.s.

片側か両側か 片側 両側
　妊娠率（%） 47.8 （11/23） 22.4 （13/58） <0.05

閉塞か狭窄か 閉塞 狭窄 閉塞̶狭窄 閉塞̶正常

　妊娠率（%） 28.2 
（13/46）

57.1 
（4/7）

21.0  
（4/19）

33.3 
（4/12） n.s.
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FTは卵管性不妊に対して自然妊娠が期待できる有効な方法

であり、自然妊娠を希望する患者に対しては試みるべき治療

法の1つであると考えられる。FT施術時の確実性を増やすた

めに、透視の併用、または子宮鏡の併用は有効であり、腹腔鏡

手術の適応がある場合は腹腔鏡の併用も有効である。

卵管性不妊が疑われた症例では、IVF-ETが選択されがちで

はあるが、必要があれば子宮鏡検査で子宮腔内を確認したり、

THLで卵管病変や腹腔内病変を精査することも可能である。

またFTが適応となる場合にはFTを施行し、FT施行後は自然

妊娠を8-12ヶ月待つことが提案できる。それでも妊娠が成立

しない場合にはIVF-ETを施行する必要があるであろう。

弘前大学において施行された通常FT症例（73例119卵管）と

HA-FT症例（28例52卵管）を比較したところ、両群の患者背

景に差はなかったが（ 表２ ）、成功率は通常FT群と比較し

HA-FT群で有意に高かった（ 表３ ）。また、術後の妊娠率は

有意差なく両群とも約30%であったが、術後妊娠は術後12ヶ

月くらいまでに成立することが多く（ 図９ ）、妊娠までの期間
に有意差はないもののHA-FT群で短い傾向が見られ（ 表４ ）、

クラミジアの有無、閉塞か狭窄かで妊娠率に差はなかった

（ 表５ ）。

表２. FT vs HA-FT

FT
（26例
42卵管）

LA-FT 
（47例
77卵管）

HA-FT
 （16例
30卵管）

LA&HA-FT 
（12例
22卵管）

年齢（歳）
32.6±4.2 33.1±3.2 n.s.

33.6±4.7 32.2±3.9 32.8±2.9 33.5±3.8 n.s.

不妊期間（年）
3.5±2.4 4.0±2.3 n.s.

2.9±1.5 3.8±2.8 3.4±1.8 4.8±2.6 n.s.

クラミジア lgG
1.8±2.6 0.9±0.9 n.s.

1.8±2.7 1.8±2.6 0.8±0.6 1.1±1.3 n.s.

CA125
20.7±18.8 16.7±12.0 n.s.

14.2±5.2 22.6±21.0 12.2±5.4 21.6±15.3 n.s.

手術時間（分）
91.5±67.3 84.2±58.8 n.s.

37.7±18.7 135.6±60.1 44.3±18.2 137.4±51.3 <0.001

内膜症スコア 20.8±28.4 19.3±30.0 n.s.
癒着スコア（右） 5.1±8.3 6.0±7.0 n.s.
癒着スコア（左） 10.2±12.1 12.0±9.8 n.s.
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通常 FT 
 （73例 119卵管）

HA-FT  
（28例 52卵管）

p

表３. FT成功率

FT 
 （26例
42卵管）

LA-FT 
（47例
77卵管）

HA-FT 
（16例
30卵管）

LA&HA-FT 
（12例
22卵管）

症例あたり 
成功率
（％）

86.3 （63/73） 100 （28/28） <0.05

96.1 
（25/26）

80.9 
（38/47）

100 
（16/16）

100 
（12/12）

卵管あたり 
成功率
（％）

79.8 （95/119） 98.0 （51/52） <0.01

92.9 
（39/42）*

72.7 
（56/77）

100 
（30/30）*

95.5 
（21/22）**

*p<0.01, **p<0.05 vs LA-FT
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通常FT （73例119卵管） HA-FT（28例52卵管） p

1） El -Mazny A, et al. Fertil Steril. 2011; 95: 272-276 
2） Karayalcin R, et al. Reprod Biomed Online. 2010; 20: 689-693 
3） Bosteels J, et al. Hum Reprod Update. 2010; 16: 1-11
4） Karayalcin R, et al. Reprod Biomed Online. 2012; 25: 261-266
5） Pundir J, et al. Reprod Biomed Online. 2014; 28: 151-161
6） Potdar N, et al. Reprod Biomed Online. 2012; 25: 561-571
7） Shibahara H, et al. J Obstet Gynaecol Res. 2007; 33: 705-709
8） Ma C, et al. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012; 160: 166-169

14CA029発行　テルモ株式会社　〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1　www.terumo.co.jp

はテルモ株式会社の商標です。
©テルモ株式会社2015年3月


