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研究成果の概要（和文）：羊水塞栓症の子宮体部筋層では、アナフィラトキシン受容体が発現する好中球とマク
ロファージ、活性化肥満細胞が浸潤していることが明らかになった。病理組織学的に後産期急性子宮筋層炎
(Postpartum acute myometritis:PAM)と表現する特徴的な所見であり、組織間隙に浮腫を来す原因と考えられ
た。アナフィラクトイド反応と浮腫の抑制効果を持つC1インヒビター製剤により子宮収縮が改善したことから、
C1インヒビターは難治性子宮弛緩を呈する羊水塞栓症の治療の一つになる可能性がある。

研究成果の概要（英文）：In the myometrium of amniotic fluid embolism presenting with
treatment‑resistant postpartum hemorrhage, the infiltration of neutrophil, macrophage and activated
mast cells expressed the receptor for anaphylatoxin were characteristic finding. This could be
histopathologically expressed as postpartum acute myometritis that causes tissue edema. C1 esterase
inhibitor (C1INH), potentially inhibits anaphylactoid reaction and vascular permeability, exhibited
the effect of uterine contraction. This result suggested C1INH can be one of therapeutic products
for amniotic fluid embolism with refractory uterin atony.
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１．研究開始当初の背景
本研究の申請当初の背景は、産科大量出血
は本邦での妊産婦死亡の最大の原因であり、
その原因として羊水塞栓症がもっとも頻度
が高い疾患であることが明らかになってい
た。羊水塞栓症は羊水・胎児成分が母体循環
に流入し、心肺機能不全や播種性血管内凝固
症候群(DIC)、多量出血を呈する疾患である。
母体循環血液中の羊水・胎児成分の検出につ
いては、浜松医科大学産婦人科教室が 1990
年初頭に血清診断法として提唱した ZnCP‑1
が応用可能となっていたが、一方、羊水塞栓
症が DIC や多量出血を来すメカニズムについ
ては未だ不明であったため、羊水塞栓症の予
防法、確立した救命法はなく有効な対策が立
てられていな買った。事実、これまで羊水塞
栓症への対応は、ショックへの対応、輸血療
法、抗 DIC 療法、子宮動脈塞栓術、子宮全摘
術などの対症療法に追われる現状にあり、発
症機序を明らかにして新たな治療戦略を講
じる必要に迫られていた。浜松医科大学では、
平成 15 年から日本産婦人科医会の委託を受
けて羊水塞栓症血清診断事業として全国展
開するようになり、妊産婦死亡例およびニア
ミス例の臨床情報、血清のみならず、貴重な
子宮・肺組織も送付されるようになり、本邦
で発生しているほとんどの羊水塞栓症の資
料が集まっていた。さらに、我々は平成 18
年度から開始した厚生労働科学研究で平成
22 年には妊産婦死亡剖検マニュアルを完成
させ、以降、全国から組織の解析依頼も急増
し、平成 24 年には年間 28 例、平成 25 年 10
月時点で 26 例の羊水塞栓症を疑う症例の子
宮組織を検討していた。本研究申請当初の羊
水塞栓症の病因・病態の解析結果は以下の如
くであった。血清の解析では、心肺機能不全
に陥った羊水塞栓症では ZnCP‑1 と STN が有
意に高値を示す一方、多量出血を来した症例
では補体系の活性化がより顕著であり、病因
としてアナフィラキシー様反応が示唆され
ていた。また、子宮や肺の組織学的検討でも
従来考えられていた肺動脈に羊水・胎児成分
が塞栓しているような典型的な症例は少な
く、所見として子宮は間質浮腫状、肺水腫を
呈する例が多いことが分かっていた。組織学
的検討の結果も、羊水塞栓症の病因としてア
ナフィラキシー様反応が関与していること
が示唆される段階であった。
２．研究の目的
本研究の主な目的は、１）集積された子宮
の組織学的特徴を明らかにして羊水塞栓症
の病理組織学的な診断法を確立すること、
２）基礎研究に基づいた羊水塞栓症の適切な
新規治療法を見いだすことである。
３．研究の方法
1)子宮体部筋層の組織解析：対象は原因不明
の治療抵抗性後産期出血（子宮全摘例）の 34
例、コントロールとして分娩前（妊娠子宮生

検 15 例）、分娩後（産褥子宮生検 18 例）と
した。子宮体部筋層においてヘマトキシリ
ン・エオジン（HE）染色、アルシアン・ブル
ー(AB)染色、免疫組織化学染色（抗 CD88（C5a
受容体、アナフィラトキシン受容体）、抗ト
リプターゼ（肥満細胞）、抗エラスターゼ（好
中球）、抗 CD68（マクロファージ）、抗 CD3
（T 細胞）を行った。肥満細胞、好中球、マ
クロファージ、T 細胞について、子宮平滑筋
細胞１個当りの陽性細胞数を解析した。
2) C1 インヒビター活性の検討：原因不明の
治療抵抗性後産期出血症例（臨床的羊水塞栓
症の診断基準を満たす）106 例の発症時の血
清中の C1 インヒビター活性を発色性合成基
質法にて測定した。コントロールは当科にて
分娩した妊婦 88 例とした。コントロール群
と対照群の C1 インヒビター活性値を
Mann‑Whitney 検定を用いて比較検討した。
3) C1 インヒビター濃縮製剤の有効性につい
ての検討：現在、多施設共同研究として、臨
床的羊水塞栓症に対する C1 インヒビター濃
縮製剤の有効性と安全性について検証して
いる。我々は、これまでに 1 例の原因不明の
治療抵抗性後産期出血に対し C1 インヒビタ
ー濃縮製剤を用いて治療した症例を経験し
ている。これらの研究は浜松医科大学の倫理
委員会の承認を受けて行った。
４．研究成果
(1)臨床的に羊水塞栓症と診断された原因不
明の治療抵抗後産期出血症(PPH)の子宮体部
筋層は、1)HE 染色と AB 染色において、間質
内への炎症細胞の浸潤と組織間質の浮腫状
変化を認めた。2)エラスターゼ陽性細胞、
CD68 陽性細胞はコントロール群（妊娠子宮と
産褥子宮）に比べ、PPH 症例の子宮体部筋層
においてそれぞれ有意に増加していた。3)ト
リプターゼ陽性細胞はコントロール群（妊娠
子宮と産褥子宮）に比べ、PPH 群の子宮体部
筋層において有意に増加しており、脱顆粒し
ている活性化肥満細胞数も同様に増加して
いた。4)CD3 陽性細胞はコントロール群、PPH
群全てにおいて存在しなかった。5)PPH 症例
の子宮体部筋層内では、C5a（CD88）受容体
陽性細胞を多数認め、免疫組織化学 2 重染色
にて C5a 受容体陽性細胞は、好中球、マクロ
ファージ、肥満細胞であることが判明した。
6)PPH 症例の子宮体部筋層では、子宮収縮関
連タンパク質のコネキシン 43 とオキシトシ
ン受容体の発現がコントロールに比較し有
意に低下していた。
(2) C1 インヒビター活性（非妊婦基準範囲
70〜130%）は、PPH 群 30.0±1.8%であり、
コントロール群 62.0±2.0%に比較し有意
に低値を示した（P <0.0001）。
(3)臨床的羊水塞栓症に対し C1INH 濃縮製
剤を投与した症例は、
36 歳、
8 経妊 3 経産、
妊娠 36 週 1 日、
選択的帝王切開後に性器出
血を認め、Bakri バルーン充填後も、子宮
は臍上３横指、軟で子宮弛緩を呈し、総出

血量は 2100ml に及んでいた。
本症例に対し
C1INH 濃縮製剤 1000 倍を静脈内投与したと
ころ、子宮収縮は回復し性器出血も減少傾
向を認めた。投与前 C1INH 活性は 29%、投
与 30 分後は 72%（正常範囲内）に改善して
いた。現在、多施設共同研究を開始して
C1INH 補充の有効性の検証を進めており、
さらに症例を蓄積して後産期出血に対する
新たな治療レジメンを提案することを今後
の目標としている。
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