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Abstract

Thisisacasereportofapatientwithendometriosiswhoreceivedchiropractictreatmentsandshowedsomeimprovementof
hersymptoms・Thepatientoriginallysoughtchiropracticcareonlytoeaseherneckandshoulderpainandhadnotreceived
anyspecializedtreatmentsforherendometriosis.Endometriosisisaconditionwherethepresenceandgrowthof
endometrialtissueorsimilartissueoutsidetheuteruscauserecurrentpainandvarioussymptomsthatinterferewithone's

dailylife.Becausethesymptomsarenotalwaysproportionaltotheprogressionoftheendometriosis,eveninasituation
wheretheadhesionisprogressed,sometimestheconditionisasymptomatic.Duringthelaparoscopicexamination,the
patient'spelviccavitywasobservedandvideotaped.Itisevidencedthatevenwhenthepatientwasunderchiropracticcare
andstayedasymptomatic,theprogressionofadhesionofthesurroundingtissueswaspresent.Throughthisobservation,it
couldbesaidthatchiropracticapproachonapatientwithasymptomaticendometriosismayeasethesymptomseventhough
thediseaseitselfisnotcompletelycured.
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1.子宮内膜症について

今回､項部から頚肩部にかけての痛みで来院され、

典型的な子宮内膜症を有し､かなり明瞭な現代医学

的臨床所見の収集と経過ができた方があったので、

これを報告する。

子宮内膜症は子宮内膜が原因不明で子宮以外にで

きる病気であり、子宮外にできた子宮内膜はその部

位で月経周期に合わせて増殖･出血する。この疾患は

現在の医学では子宮及び卵巣を切除しない限り、閉

経までは完全に治る事はない再発性の慢性嬉痛疾患

である｡そのため､子宮内膜症医療の目標は単にそれ

ぞれの症状をできるだけ軽減していくという対症療

法となり、医療の中では臨床的研究の遅れた分野で

ある事は否めない｡端的には医学的に分からない事

が多すぎる疾患と言え、この疾患自体が直接生命に

関るようなものではないと言う点も研究が進まない

理由の一つと思われる。

一般的な子宮内膜症の三大症状は

(A)月経困難症:月経時の腰痛･下腹部痛､及び過多月経。

非常に軽い月経痛から､かなり強度で鎮痛剤が無効

なものまで千差万別である'1。

(B)月経時以外の痛み:骨盤痛､腰痛､下腹部痛､性交痛、

排便痛､下肢痛､不正出血。

これらの痛みは子宮内膜症の病巣で作られるプロ

スタグランデインによるとされている21｡排便痛､’性

交痛は､内膜症が仙骨子宮靭帯などの子宮支持組織

に発生した時にみられる症候であるらしい3)。

(c)不妊症

内膜症でなぜ不妊になるのか､明確な回答は出さ

れていないが､原因のはっきりしない不妊婦人で腹

腔鏡検査を行うと約半数に内膜症がみられると言う

事である伽。

更に､吐き気､II腫吐､胃痛､腹痛､下痢､便秘などの消

化器症状や､頭痛､肩こり、めまい､微熱などの不定愁

訴等､多様な症状を伴うが､一方でまるで無症状のも

のもある。また､自覚症状と病状の進行が必ずしも比

例せず､これは異所性の子宮内膜組織において子宮

内膜腺と間質組織の発達の程度が発生部位によって

異なり、必ずしも正常な内膜組織と同一でない場合

が多く、ホルモンに対する反応性も多少異なる場合
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があり、内部に出血壊死巣やヘモデジリン沈着､負食

細胞などが存在する事があり、一定しないためであ

ろうと思われている5)｡他方で偏見及び不妊から、ま

たホルモンバランス異常などによって､内罰的､抑う

つ的になりやすく、精神的な問題を抱えやすいと言

う事もあり､更に肉体的には出血が多くなるため､貧

血が併発しやすいと言われてる｡子宮内膜症で最も

問題となるのは出血･痩痛･癒着であるわけだが､こ

れらは互いに別々のものではなく、一連の子宮内膜

に対するホルモン反応により生じる炎症反応により

惹起されるものである。

子宮内膜症による卵巣チョコレート雲腫が自然破

裂すると内容液が腹腔内に漏れでて強い腹膜刺激症

状が現れ､急'性腹症となる61｡このため､子宮内膜症の

患者の下腹部に影響するようなスラスト様の刺激を

与えるべきではない。

より多く分泌されて腹水内にも存在しており、これ

も痛みの原因のひとつとされている｡不妊症は5割ほ

どで内膜症との因果関係は明確ではない71。

子

図2:子宮内膜症好発部位

子宮内膜症の好発部位(図2)は一般に骨盤内臓器

であるが､稀にその他の部位に発生する事がある｡肺、

胸膜､横隔膜､腸管､尿管､勝耽､四肢(関節)などであり、

月経時に一致した血疾､気胸､下痢､下血､血尿､痩痛(血

腫)などの症状が現れた時には､これら稀な子宮内膜

症を考慮する事がある｡また､非常に稀ではあるが男

性にも子宮内膜症が発生する事がある8'。
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2.症例

性別女性

年齢初診時33才(現在37才号

身長156cm

体重初診時38kg(現在48kg)

職業シャドーボックスなどの講師

家族歴特記すべき事なし。

既往歴･現病歴

02040“80100％

その他：不正出血、下痢、便秘、頭痛、肩こり、背中・足・

外陰部などの痛み、微熱、瀕尿、めまいなど

図1:子宮内膜症の自覚症状

図lは、日本内膜症協会が96年8月に実施した患者

調査のデータである｡およそ9割の患者に月経痛があり、

月経時以外の痛みは7割の患者にある。

痛みの原因に関してははっきりしていないが､結

局は癒着が大きな要因であるようで､例えば､卵巣付

近が癒着していると排卵のときなどに痛みがあり、

正常な腹膜が引き伸ばされたりすれば､もともと腹

膜は刺激に敏感であるので痩痛が惹起される。また、

癒着により血流が阻害されるとうっ血或いは虚血状

態を生じて痛み､これは腰痛に関係すると推測される。

更に内膜症の病巣ではプロスタグランディンが通常

13才で､原因不明の脳神経障害｡脳内に寄生虫が入

ったと浜松聖隷病院で診断され､症状としては眼が

上転し､舌が反転したままの状態になり、この時の後

遺症で一時的に外斜・視になり、そのため1.5の視力が

0.1まで低下｡同時に肩こりがひどくなり、現在に至

っている。

夕‘



内膜症に関しては19才の時に整骨院に就職して

MRTと言う手技療法の試験的治療を1ヶ月半受け、

同時期に月経痛がひどくなったと言う事で､それ以

前には月経痛はなかったとの事であった。

21才で内膜症の確定診断を受けており、22才の時

に原因不明の顎関節症がおこり、以後肩こりがひど

いと下顎がゆがみ､はずれたようになるとの事であ

った。

24～27才まで､アメリカ在住｡24才で出産｡通常､出

産すると内膜症は治ると言われているが､25才から

内膜症の治療を再開。

3.現代医療臨床経過

特筆すべき点は､腫傷マーカーのCA－125が最も

状態の悪い時期には正常値=35U/ml以下のところ

300以上あり(平成元年頃:20才当時)､その後､薬物に

よる治療で40程度まで落ち､以後は薬物治療などに

よりほぼその状態を維持している。

CA-125は､ヒト卵巣薬液性嚢胞腺癌の腹水培養

細胞を免疫原として作成されたモノクローナル抗体(単

クローン性抗体)OC125が認識する抗原で、胎生期

体腔上皮に存在する糖蛋白と関連を有し､上皮性卵

巣腫傷の腺腔上皮細胞に局在している｡CA-125の

測定は卵巣癌で高濃度､高頻度に検出される事など

から､その腫傷マーカーとして、また経過観察､再発

の予知などの指標として利用される｡ただし､月経時

には数値が上がり、子宮内膜症がなくても100を越え

る場合もある｡診断率は50%くらいで､内膜症では治

療効果による変化をみるのが主目的として使われる

ものである91｡一般に高値を示す病態･疾患は卵巣癌(特

に薬液性雲胞腺癌)､子宮体部腺癌､卵管癌､子宮頚部

腺癌､陣癌､肺癌､大腸癌であり、偽陽性を示す病態。

疾患は子宮内膜症､良'性卵巣腫傷､妊娠初期､骨盤内

炎症､腹膜炎､急’性膨炎などが挙げられる'01.このよう

な腫傷マーカーが極端にあがると言う事は､免疫系

の乱れを示唆しているように思われる。
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現代医療による治療としては､薬物治療として二

十代からほとんどスプレーキュアを用いていたが三

十代になった頃から徐々に効かなくなり、更に内膜

症が進行してきたため治療薬をリュープリンに変更し、

平成13年3月に腹腔鏡によるopeを実施｡これは保存的、

姑息的手術のため､早くて半年､長くても1年以内に

再発すると主治医には通達されていた。

このスプレーキュアとリュープリンはGn-RHア

ゴニスト（作動剤）で、視床下部から分泌される

GnRHの働きを非常に強力にしたもので､GnRHは通

常は脳下垂体からLHやESHの分泌を促進する｡LH

やFSHは卵巣に働いてエストロゲンの分泌を促し、

卵の成熟を促進する。そこでGnRHアゴニストを投

与すると､常に大量のGnRHが存在している状態に

なり、脳下垂体からのゴナドトロピン分泌抑制を介

して低エストロゲン状態を惹起し、これに影響され

る子宮内膜細胞の増殖を抑制し､内膜症病変を萎縮

に導く。｢GnRHa剤(スプレキュア､ナサニール､リュ

ープリン､ゾラデックス)」は､このように非常に強力

な作用で偽閉経状態にしてしまうため､副作用も激

しく、卵巣機能低下により更年期様症状が惹起され、

特に骨量の低下がよく起こり、半年後には5～6％も

下がる場合もあり､回復は人によって差がある｡つまり、

30代でも60代くらいの骨量になる場合があり、アジ

ャストに注意が必要である。また､血管にコレステロ

ールが溜まりやすくなり、高血圧になりやすく、更に

うつが出る事も多く、これらが使用後も残ってしま

う場合もある｡症例患者も若干のうつ症状が出たと

の事であった｡通常､使用時最初の1～3週間には内膜

症が急激に進行するフレアーアップと言う状態になる

場合もあり、通常量で6ケ月以上継続内服はしないu)。

平成11年8月の婦人科診察で､卵巣雲腫と周辺の癒

着が超音波検査で判明｡症状が軽微なため様子を見

ていたが､同年12月にMRI撮影にて癒着の進行が激

しいため､再び腹腔鏡手術施行。

写真lは､平成12年11月11日撮影のレントゲンである。

日本カイロプラクテイツク徒手医学会誌万
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骨盤は典型的なW-ASであり、このように極端な骨

盤伸展位は内膜症の症状､特に癒着による痛みなど

を増悪させる可能性があると考えられる。

1

陛

、層

3

』。■丙‘

写真1:症例患者の骨盤正面X-P像

4.自覚症状

当院来院時の主訴は､慢性的な肩こり、及び頚項部

痛である｡手指のしびれ等はなかったが､肩甲骨上部

の僧帽筋部に知覚鈍麻があった｡頚肩部の重圧痛が

激しくなると､頚部リンパ節が腫れアフタロ内炎が

発生するとの事であった。

内膜症の自覚症状としては2週間ほどの月経痛が

あり､寝込む日もあり、ひどくなると鎮痛剤も効かな

いと言う事であった｡月経痛が悪化すると胃痛､Ill凪吐・

吐き気､下痢などの消化器症状がおこり、また､月経

以外の下腹部痛としては排卵時期に強い痛みが出る

との事であった｡このような内膜症由来の痛みが悪

化すると､肩こりもよりひどくなり、腰痛も出るとの

事である｡ただし、リュープリン使用期間中は月経自

体がないため､内膜症症状は一切ない。

5.他覚的所見

一般的な他覚的所見としては､頚肩部に関しては

医学的には重大な問題はなかった｡立位での状態は、

骨盤伸展･腰椎過前琶･胸椎後湾気味･頚椎前蛮気味

であった｡通常で､右口角が上方に引かれる事が多く、

左TMJにクリック感があった｡仰臥位で､頭部を持

ち上げた場合､非常に重く感じられ､頚項部から上部

胸椎にかけての筋群の緊張が高いようであった｡また、

圧痛点のレベル変動が激しく、痛覚闘値が日によっ

て大きく変動した｡全身的に神経系の緊張が高いよ

うで､特に治療初期には手技に対して反応性が高く、

熱発及び頚部可動域制限が出現した｡身体は非常に

柔軟で､この種の女性によくみられる程度に膳反射

がやや低下していた。

内膜症の痛みのあるときには､特に右恥骨部及び

右仙腸関節部にジヤンプサインが発生した。これは

チヤップマン反射に相似的で子宮円索､仙骨子宮靭

帯の問題に関連すると思われる。また､左に眼振があ

ったが持続的ではなかった。

6.臨床経過

平成12年10月25日初診。

治療頻度は､初回からおよそ5回程度までは週2回、

それ以後はほぼ週1回の治療を約1年ほど継続し､そ

の後は不定期に月l～3回程度の治療で現在に至って

いる。

治療の経過としては､肩こりに対する対症的な治

療では頚肩部の痛みに対しては変化がみられず､結局、

全身的な状態を改善するという方向で治療を進める

ほかなかった。

治療方法としては､主にexaggeration･CST･SOT-

Toggle-Diversified-StillTechnique等を状況に応

じてアレンジし､全体的なトーン･バランスをとると

いう事を主眼としており、基本的に身体呼吸療法に

準じた治療を行った。

なお､前述のジャンプ･サインに関しては､身体呼

吸療法による後頭下部のリリース･Cl＝RP･C2＝L

側方変位･C5＝LPのアジャストで軽減し､結果的に

内膜症の痛みが改善するようであった。

治療の流れの中で､特に上部頚椎に強い緊張があり、

facetの遊びが少なく連動が悪いという感じで､静的

及び動的にその部位での同調性に問題があるように

,思われた。
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現在は､頚肩痛に関しては徐々に緩解しているが、

未だ完治したと言えるような状態ではなく、癌痛ス

ケールでいえば最もひどい痛みを10として､現状で2

～3程度であり、時として5～6程度の痛みが出る事が

ある。

内膜症の方は初回手術後､症状の再発もほとんど

なく自覚症状は以前と比較して軽快しているが癒着

は進行しており､2回目の手術時は癒着はかなり進行

していた。しかし、もともと2回目の術前の症状はそ

れほど強くなく、術後1ヶ月ほどして徒手治療を開始

継続したが､その時点でも自覚症状はほとんどなか

った｡ただ､現在も癒着は進行しており、触診で触知

可能である｡現状で内膜症の痛みは嬉痛スケールで

は最もひどい痛みを10として､l程度であり、ひどく

ても3程度であると言う事である。

ユープリンでの治療をしており、この手術以前には

月経がなく、内膜症の症状もなかった｡写真2が子宮

及び左右卵巣の全景であり、特に右側の卵巣が肥大

しているのが分かる｡写真3では子宮の上部の腹膜に

内膜症病変があり、焼灼した後である｡写真4は右聴

巣部の内膜症による癒着である｡写真5は左右卵巣の

肥大した内膜症病変部である。

2回目の腹腔鏡手術は平成14年12月で､初回の手術

から1年10ヶ月ほど経過しており、カイロ治療を行っ

て2年3ケ月ほど経過している｡写真6及び7は手術前

のMRI画像であるが､MRIは卵巣チョコレート雲腫

と他の卵巣雲腫との鑑別に有用である｡卵巣チョコ

レート雲腫は内部に存在するヘモデジリンのため、

Tl強調画像､T2強調画像ともにhighintensityとな

る'21.写真8は変形した左卵巣部である｡写真9は肥大

化した右卵巣部である。この様に前回以上に内膜症

の病変の進行が分かる｡つまり、再手術が必要なほど

内膜症の癒着は進行していたが､自覚症状は軽微な

状態であったと言う事になる。

7.腹腔鏡手術

1回目の腹腔鏡手術は平成13年3月に施行された。

カイロ治療をはじめておよそ5ケ月経過した頃で､リ
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写真7:下腹部MRI画像(T2)写真6:下腹部MRI画像(Tl)写真5:腹腔鏡手術画像
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うに思われる。

内膜症は良性であるが極めて難治な疾患であり、

病変がある限り癒着を阻止する事は基本的に不能で

あると思われる。この様に器質的問題に変化がない

まま症状の緩解が見られる可能性の一つとしては、

癒着のある実際の人体と脳内の身体記憶の間になん

らかの同調性が得られる事により、実際に癒着があ

っても内臓運動に不具合が生じず､症状が軽減する

のではないかと推測される｡換言すれば全身的な自

由度の確保の仕方によって癒着の発生する位置など

を制御できれば､或いは既に癒着している部位に対

しての筋･筋膜系の動きにおける寛容性を導入でき

れば､持続的に症状を改善できる可能性があると考

えられる。

これはカイロプラクティックが無症候状態の患者

が存在するような器質的疾患に対して､症状のコン

トロールができるかもしれないという事を示唆して

いるように思われる。この一例のみで確定はできな

いが､カイロフ.ラクテイックがこのような器質的疾

患の症状をコントロールできる可能性があるのであ

れば､器質的な問題がある以上不可欠である現代医

学治療と互いの長所を生かしあった連携する事によ

って､より侵襲性の少ない多元的な医療が提供でき

るのではないかと推察される。

■

刺

"』‘
．、F:W乱画可

式
隣

写真8:腹腔鏡手術画像
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写真9:腹腔鏡手術画像

8.考察

今回の症例では内膜症及びそれに関する痛みに対

して直接的な治療を行っているわけではないが､結

果として持続的な症状の緩解がみられた。

内膜症に焦点を絞った手技療法を行えば､更に良

い結果が得られる可能性もあるかと考えられるが、

内膜症における癒着は外傷性の癒着と異なり、進行

性であるので保存的手術|司様､一旦手技療法で癒着

をはがす事ができても月経周期に合わせた永続的な

治療が必要となると思われ､癒着をはがすと言う観

点では非常に難治であると推測される。

今回の症例報告の要点の一つは､器質的問題が解

決されないまま実際の自覚症状が著しく改善してい

るという点である。これは2度にわたる腹腔鏡手術を

見ても明らかで､器質的問題は進行していた｡もう一

つは術者が意図しない症状の軽快が発生している点

であるが､これはカイロプラクティックのアプロー

チ自体が術者の意図と関係なく、実はもっと全体的

なものを治療しているのではないかと推察できるよ

9.結語:問題点と今後の課題

問題点として考えられるものは､現病歴のところ

で19才から月経痛がひどくなったという事であったが、

これはMRTという治療法を就職先の整骨院で試験

的に施され､その結果起きたおそれがあると言う事

である｡骨盤内臓器に対して振動を与えるような手

技療法により生体のシステムに何らかの変化を惹起し、

子宮内膜が異常な増殖を始めるきっかけを与える可

能性が示唆されている。

また､今後の課題としては内膜症のように､ある組

織内に異種細胞が生着してしまった場合､例えば､正



常なアポトーシス機序を発現しうるような生体内環

境を手技による物理的刺激によって導きえるかとい

う点にあるが､これに関しては現時点では今後の報

告を待つしかないと思われる｡可能性として原理的

に考えられる事は正常なアポトーシス機序というも

のが､生体の本来的な機能であれば､それが発現しな

い理由は生体自体が本来の状態にないという事であ

ろうと思われる｡そのため､全身的なバランスを調え

る事により、視床下部･脳下垂体･卵巣系のホルモン

分泌を適正化し､同時に生体自体の内的な運動能が

適正化する事により、本来的な身体状態を取り戻す

ようにして行く事によって正常なアポトーシス機序

の発現を導く事ができるかも知れないが､あくまで

推測の域を出ない。
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