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一般募集論文 

子宮筋腫、子宮腺筋症により血色素1.3 g/dLの高度貧血を示した1
例 

 

 共愛会病院 産婦人科 ○佐 藤 賢一郎・福 島 安 義 

 

【要旨】 

今回、呼吸困難を主訴に救急搬送されたところ、子宮筋腫、子宮腺筋症による過多・過長月経に起因すると思わ

れる血色素1.3g/dLの高度貧血を認めた1例を経験した。このような高度貧血例では、心不全や腎機能障害、肝機

能障害などの併存疾患を有していることも多く、治療にあたっては他科との連携が必要である。子宮筋腫、子宮腺

筋症による過多・過長月経は主要症状の一つであり、ほとんどの場合は外来での貧血治療により管理が可能である。

しかし、稀ではあるが本例のように生命に関わる可能性もあり得るため、筋腫分娩、粘膜下筋腫、1,000gを超える

と推定される大型の子宮筋腫、子宮腺筋症の場合には、高度貧血についても注意が必要で、患者への説明と定期的

な経過観察が重要であると思われた。 
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【はじめに】 

 今回、呼吸困難を主訴に救急搬送されたところ、子

宮筋腫、子宮腺筋症による過多・過長月経に起因する

と思われる血色素1.3g/dL の高度貧血を認めたが、救

命し得た1例を経験した。過多・過長月経による貧血

は子宮筋腫、子宮腺筋症の主要症状であるが、血色素

2g/dL 未満の高度貧血を示した報告例は散見されるの

みである。そこで今回、自験例の臨床経過とともに本

邦における子宮筋腫、子宮腺筋症による高度貧血例の

文献集計を行った。 

 

【症例】 

患  者：49歳、主婦 

妊娠分娩歴：4妊2産(帝王切開2回) 

主  訴：呼吸困難 

月経歴：初経10歳、月経は整順で30日型、月経期間

は10日間。 

    最終月経は受診5日前から開始。 

    月経痛なし、過多・過長月経あり 

現疾病・既往歴：喫煙歴あり(20本/日、29年間) 

家族歴：母が糖尿病、子宮筋腫 

現病歴：もともと月経期間が長く量も多く貧血様症状

があり、浮腫も強かったため、家族に病院受診を勧め

られていたが放置していた。当院受診1ヵ月前から倦

怠感が強くなり、受診前日には意識消失もあった。今

回、呼吸困難となったため当院救急外来を受診した。 

初診時現症：身長155cm、体重85.8kg(BMI35.7)、意識

は清明、体温35.3℃、血圧95/32、脈拍56/分、呼吸数

20/分、リザーバーマスク酸素6㍑送与下でSpO2 98%

であった。また、全身浮腫が著明で皮膚と眼球の黄染

が認められた。 

初診時検査所見：採血結果で、血色素1.3g/dL、ヘマト

クリット 4.9%、赤血球数 72x104/μL の高度貧血のほ

か、肝機能異常、ビリルビン血症、腎機能障害、血小

板減少、低蛋白・低アルブミン血症、炎症所見、甲状

腺機能低下症が認められた(表 1)。また心電図検査で

モービッツⅡ型房室ブロック疑い(図 1)、胸部レント

ゲン、CTで心肥大、肺動脈の拡張を認め(図2)、CT検

査、MRA、腹部超音波検査にて小脳出血、脳動脈瘤(図

3)、胆石、腎結石(図4)および子宮の腫大(図5)(図6a)

が認められ、精査および性器出血の管理の目的で産婦

人科を紹介された。 

産婦人科診察所見：内診にて子宮は新生児頭大に腫大

しており、可動性は良好で圧痛は認めなかった。腟鏡

診では、子宮内よりの出血を認め凝血塊も混入してお

り、やや多めの印象ではあったが大量出血というほど

ではなかった。経腟超音波では多発性の子宮筋腫と考

えられたが、腫瘍サイズが大きなため全体像は描出困

難であった(図 6b)。喫煙 20 本/日で、BMI35.7、年齢

49 歳のため EP 合剤は副作用面で使用しづらかったこ

と、月経開始７日目でありいつもは10日間くらいで月

経は終了するとのことで、もう3〜4日で自然止血する

可能性があったことより、子宮出血のほうは止血剤投

与、安静等で保存的に対応することとした。複数臓器

の異常が認められ、全身管理が複雑であったため内科

へ入院とした。 

内科入院後経過：内科に入院後、第１病日6単位、第

2病日4単位、第3病日4単位、第5病日4単位、第6

病日6単位、第13病日6単位、第16病日4単位の計

7 回、34 単位の輸血を行なった(図 7)。性器出血は第
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14 病日で止血した。また、第 13 病日に上部消化管内

視鏡検査を行なったところ、胃大弯にH1の潰瘍が認め

られたが、目立った血便は認められておらず、今回の

貧血の主な原因はやはり子宮出血によるものと考えら

れた。第 14 病日に MRI を施行したところ、子宮腺筋

症、多発性子宮筋腫で、漿膜下、粘膜下筋腫(図8)と考

えられた。全身状態が落ち着いたところで子宮全摘術

を勧めたが同意が得られなかったため、保存治療を行

う方針とした。第31病日より再び月経が開始したため、

GnRHaの投与を開始し、第35病日に内科を退院した(図

7)。 

内科退院後経過：子宮出血について、特に子宮粘膜下

筋腫の影響が大きいものと考え、退院後9日目に子宮

鏡検査を施行したところ、子宮内膜ポリープと思われ

る所見と子宮腔内の癒着が認められ、明らかに突出す

る粘膜下筋腫は認められなかった。6ヵ月間のGnRHa療

法を終了し、貧血も改善しており、子宮も手拳大まで

縮小していたため経過観察とした。その後、散発的に

月経が発来しており、血色素8.7g/dL の貧血を認める

ことがあったが、鉄剤の投与により回復した。 

 

【考察】 

 出血性の貧血には急性と慢性の場合がある。急性の

貧血では、出血量が循環血液量の15%以下であれば、軽

い末梢血管収縮あるいは頻脈を認める程度で循環動態

にはほとんど変化は生じない。15～30％の出血では、

頻脈や脈圧の狭小化がみられ落ち着きがなくなり不安

感を呈するようになる。30〜40%の出血では血圧の低下、

精神錯乱が起こる場合もあり、循環血液量の 40%を超

える出血では傾眠傾向となり生命にも危険な状態とさ

れている1)。一方、慢性の貧血では比較的症状はあらわ

れにくく、慢性貧血の場合の生活耐容限界値は、女性

で血色素 2g/dL、男性で血色素 3g/dL との報告がある
2)。本例は、問診、症状よりみて、もともと子宮腺筋症、

子宮筋腫、および胃潰瘍による慢性の貧血があったと

ころに、今回、過多月経が加わり症状が増悪していっ

たものと考えられる。 

 本邦における子宮筋腫による高度貧血例を、医学中

央雑誌により1970～2017 年の期間で、“子宮筋腫”ま

たは“子宮腺筋症”と、“貧血”または“高度貧血”、

“極度貧血”で検索、および論文に記載された文献か

ら検索したところ、会議録も含めて15例が検索された
3)-17)。これに自験例1例を加えて計16件 16 例につい

て検討を行った(表2)。平均年齢44.5±5.3歳(n=15)、

最年少35歳、最高齢52歳であった。出産経験がある

のは、記述がある8例中7例で、1例のみ未経産であ

った。血色素の最低値は0.9g/dLで1例の報告があっ

た。受診時の主訴は、倦怠感が最も多く7例に認めら

れた。その他、意識障害・混濁、傾眠傾向が4例、呼

吸困難が4例、歩行困難が3例、浮腫が3例等が主な

症状であった。筋腫によると思われる合併症としては、

心肥大・心不全が10例と最も多く、アシドーシス3例、

胸水2例、肺水腫1例、肝・腎機能障害2例などが認

められ、心肺停止も1例みられていた。子宮筋腫の大

きさは、記載がある8例では筋腫分娩例、子宮粘膜下

筋腫例は1,000g以下であるが、それ以外は575gの子

宮腺筋症の 1 例を除いて 1,000g をこえる大型の子宮

筋腫が4例であった。自験例では手術を施行していな

いので、正確な重量は示せないが、子宮重量推定式18)

によれば1,641gとなり、優に1,000gを超える。 

 高度貧血例の治療については、合併症も含めた全身

管理、止血、輸血が中心となる。心不全や腎機能障害、

肝機能障害などの合併症、併存疾患を有していること

も多く、治療にあたっては他科との連携が必要である。

手術がなされたのは記述のある14例中11例で、その

他の3例はそれぞれUAE、GnRHa、LNG-IUSによる保存

治療が行われていた。輸血について、平成29年3月に

公表された厚生労働省の血液製剤の使用指針 1)による

と、急性出血による貧血の場合に輸血が適応となる基

準値(トリガー値)は、一般的に血色素6.0g/dL 以下が

目安とされているが、術中のトリガー値は 7～8g/dL、

心疾患(特に虚血性心疾患)を有する患者の非心臓手術

におけるトリガー値は8～10g/dL とすることを推奨し

ている。また、臨床の現場ではショック指数も参考に

される。これらを踏まえながら、患者の全身状態や止

血のめどが立っているかどうか、およびインフォーム

ドコンセントが得られるかどうか、などの個々の事情

に合わせて輸血の実施を決めてゆくことになる。今回

のシリーズ中で、Hb1.7g/dL であったが既に止血して

おり、日常生活である程度の家事をこなしていたこと、

バイタルサインが落ち着いていたことより輸血をしな

いで鉄剤静注により治療し得た１例が報告14)されてい

た。他にも、宗教上の理由でヘモグロビン2g/dL 台で

輸血をせずに回復した例も報告 19)20)されており、条件

次第では無輸血での治療も不可能ではないのであろう

が生命の危険は大きい。 

 子宮筋腫、子宮腺筋症による過多・過長月経は主要

症状の一つであり、ほとんどの場合は外来での貧血治

療により管理が可能である。しかし、稀ではあるが本

例のように生命に関わる可能性もあり得るため、筋腫

分娩、粘膜下筋腫、特に1,000gを超えると推定される

大型の子宮筋腫、子宮腺筋症の場合には、高度貧血に

ついても注意が必要で、患者への説明と定期的な経過

観察が重要である。本例が、今後の子宮筋腫、子宮腺

筋症の管理に役立てば幸いである。 
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本論文内容に関連する著者の利益相反事項はありませ

ん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



道南医学会ジャーナル第１号 

道南医ジ 1:66 

 

 

 

 

 

 

 



道南医学会ジャーナル第１号 

道南医ジ 1:67 

 

 

 

 



道南医学会ジャーナル第１号 

道南医ジ 1:68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



道南医学会ジャーナル第１号 

道南医ジ 1:69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



道南医学会ジャーナル第１号 

道南医ジ 1:70 

 

 
 

 

 

 


