
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

尿道下裂術後の後退した外尿道口に対する
形成手術 MAGPI法(meatal advancement
and glans plasty incorporated),modified
MAGPI法とMathieu法の比較

西村, 一男; 伊藤, 哲之; 松田, 公志; 飛田, 収一; 吉田,
修

西村, 一男 ...[et al]. 尿道下裂術後の後退した外尿道口に対する形成手術 MAGPI法(meatal advancement and glans
plasty incorporated),modified MAGPI法とMathieu法の比較. 泌尿器科紀要 1989, 35(8): 1355-1359

1989-08

http://hdl.handle.net/2433/116639



泌尿紀要 35：1355－1359，1989 1355

尿道割裂術後の後退した外尿道口に対する形成手術

    MAGPI法（meatal advancement and
     glans plasty incorporated）， modified

       MAGPI法とMathieu法の比較

京都大学医学部泌尿器科（主任：吉田 修教授）

 西村 一男，伊藤 哲之，松田 公志

    飛田 収一，吉田  修

EXPERIENCE WIT｝一1 MAGPI， M’ODIFIED liNifAGPI AND

 METI－IIEU’S TECHNIQUE HYPOSPADIAS REIi）AIIi）〈

      AS THE．． LAST STAGE OPERATION

Kazuo NismMuRA， Noriyuki IToi｛， ”llradashi MAusuDA，

      Syuichi HiDA and Osamu YosHmA

FrOm the 1）ePartmentげUrolO97． Facult／of Medicine， Kアoto University

  Over a 1－year period， 6 patients with retracted urethral meatus after two－stage’hypospadias

repair， underwent MAGPI and rnodified MAGPI technique． Oniy those cases with subcoronal

iesions and without residual chordee were included in this series． Excellent cosmetic and

functional results were achieved in all cases without any complication， furthermore， the operative

technique is very simple． These are recommended as the operative procedures of choice for the

retractecl urethra｝ meatus after hypospadias repair．

                             （Acta Urol． Jpn． 35： 1355－13Jr 9， 1989）

Key worcls： Hypospadi－a， ］）vfAGPI， ．ec－fodified 一N（AGPI， ．X’lathieu’s technique

緒 言

 尿道下裂は男子の1％弱に発生するエ）小児泌尿器科

の重要な疾患であり，その手術の成功率は決して高い

とはいえず，そのために実に多くの術式が考案されて

いる．最近は1期的手術が増加の傾向にあるが，1期

的手術はmicr・surgeryの技術が必要な場合が多く，

誰にでもできるというわけではない．さらに最近では

正期的手術の合併症の多さも指摘されており2），これ

といった術式の決め手は無いのが現状である．

 京都大学医学部泌尿器科では従来よりさまざまな2

期的手術が行われてきた．しかしいずれの方法も，外

尿道口は亀頭部冠状溝付近に作成されたり，あるいは

手術終了時に外尿道口が亀頭部先端に作成されても後

日後退する可能性も多い．最近われわれはそうした外

尿道口の後退した症例に対し，Duckettの考案した

MAGPI （meatal advancement and・glans plasty

il／coiLporated）3＞， Arapによるmodificd MAGPI4〕

を施行したので術式の簡単な紹介と，その成績につい

て従来より行われているMathieu法5，6）と比較検討

し，蓋干の文献的考察を行う．

術 式

 A） MAGPI：

 1）まず，最初にmeatal advancementを行う．

外尿道口の上縁より亀頭部先端付近までFig．1のご

とく縦切開を加える．切開の深さは海綿体のすぐ近く

までとする．

 2）同切開の回縁をvicryl 5－0にて横に縫合する

（Fig．2）．このことによって外尿道口は大きくなり，

またadvancementができる．

 3）外尿道Pの5mm位近位側にて，包皮冠状切
開のごとく切開を加える（Fig．3）．

 4）陰茎の包皮は必要な長さだけ近位側に剥離して
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Fig． 1． Vertical incision into the glans
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Bringing the edges of the glans

penis together in the midline
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Fig． 2． Upward advancement of the meatus
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Circurnferential incision around the

glans

Fig． 6． Closure of glans penis
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Fig． 7． Final appearance after reapproxi－
mation of shaft skin
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Careful dissection of skin off the

urethra

おく（Fig．4）．前回の手術の癒着があるので，尿道

を覆う包皮の剥離の際には尿道を損傷せぬように注意

が必要である．

 5）遠位側の包皮は，まず正中部で陰茎に垂直の方

向にviCryl 6－Oにて2－3針のマットレス縫合を行

う（Fig．5）．このことによって亀頭部より円錐形の

形を示し，advanceした外尿道口により近づくよう

になる（Fig．6）．なおこの際には，外尿道口両脇の

亀頭部の組織の切開は行う必要はない．
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Fig’． 8． Tivo traction sutures to pert’orm

    urethroplasty
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Fig． 9． Urethroplasty

 6）残りの遠位側の皮膚は，近位側の皮膚と捻れの

ないようにやはりvicryl 6－O eこて縫合する（Fig・7）・

 7）バルーンカテーテルを尿道に留置し，創部には

Stery strip tapeをはり，さらにガーゼにてその上を

きつく巻いて圧迫する．圧迫のガーゼは翌日除去し，

尿道カテーテルは2－3日後に抜去する．

 B） Modified iMAGPI；

Fig． 10． Closing the glance over the nex・v
urethra

 1一・4）MAGPIと同様

 5）外尿道口から両側同じ長さの位置で遠位側の包

皮にニヵ所支持糸をかけ，遠位側に牽引する（Fig．

8）．牽引糸の間にできた包皮のひだを，Vicryl 6－0

にて連続縫合し尿道を延長する（Fig．9）．さらにそ

の上を亀頭部が覆うように連続，または結節縫合する

（Fig． 10）．

 6－7）MAGPIと同様
 上の2つの術式の相違は，MAGPIは薪尿道を形

成しないのに対し，modified MAGPIでは冠状溝付

近の包皮で新たに尿道を少し形成し，さらに新尿道を

亀頭部が覆う形になる点である．

 なおmodified MAGPIではArapらは膀胱緩を

おいているが，われわれは何れの方法でも2－3日尿

道カテーテルを留置するのみでその後は自分で排尿さ

せている．

対象症例および結果（Table 1）

 5例にMAGPIを行った．一部は計画的に第3期

手術として，一部は尿道穣閉鎖の際に同時に施行し

た．3例はほぼ亀頭部先端よりの排尿が認められ

excellent（Fig． ll），2例は亀頭部腹側よりの排尿

が認められgoodと判断した． modified MAGPI

Table 1． Results of MAGPI， modified MAGPI and Mathieu’s technique

case age follow op． mode ・results and complication

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2y

lly

3y

lly

sy

sy

sy

15y

12y

12m

4m
2m

4m

3m
3m

12rn

24m

MAGPI
MAGPI
MAGPI
MAGPI
MAGPI
modified MAGPI

Mathieu

Mathieu

Mathieu

excellent

excellent

excellent

good

good

good

good

poor（skin loss）

poor（fisutula→repair後excellent）
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Fig． 11． Final appearance of case 1
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Fig． 12． Final appearance of case 9

を施行した1例は冠状溝より近位側約lcmの所に

あった外尿道口に対し施行したが，陰茎腹側よりの排

尿が認められgoodと判定した．全例とも棲孔等を

生じることなく形成に成功し，尿線の方向，勢いは満

足できるものであった．

 Mathieu法を施行した3例中1例は，術直後に感

染を起こしskin lossに陥った．1例はskin flapの

翻転した部分にfistulaを形成し，後日尿道痩閉鎖後

の陰茎形態および尿線の方向，勢いに関しては申し分

ない（Fig．12）．

考 察

 Swcetら1）によれぽ尿道下裂の87％は，亀頭部ある

いは冠状溝に外尿道口が開口するとしており，それら

の内でchordeeのないものは排尿あるいは性行為に

関して機能的には問題とならず，従来は手術の対象と

されなかった．しょしそれらの尿道下舵は形態的には

決して正常とはいえず，患者あるいは両親に与える精

神的負担は無視できない．それらを少ない合併症，短

い入院期間でできるような，形態的な治癒を目的に考

案されたのがMAGPIである．手術術式は簡単で，

合併症の頻度も極端に少ない．Duckett3）の成績では

200例に僅か1例の尿道痩を認めたのみであり，Ozen

ら7）は，67例中61例（91％）にexccllent rcsultsを

認め，1例にchordecの残存を認めたとし，合併症

はchordeeの程度が強いほど多いとしている．

 他にchordeeを認めない遠位尿道下裂の術式とし

てはMathicu法5・6）があるが，陰茎のskin flapの

血行に不安がありうまく行かないことがしばしぼあ

る3）．われわれの経験でも，症例8は，Mathieu法に

よる尿道褄を閉鎖した後の形態は非常に満足のいくも

のであるが，Mathieu法の成功率は決して高いとは

いえない，

 その点MAGPIは，尿道表面を覆う包皮の剥離さ

え注意すれば，新たに尿道を作るわけでもなく尿道痩

の心配は皆無といって良く，われわれの成績も非常に

満足のいくものであった．

 MAGPIの適応はDuckett2）によれば， artificial

electionでchordeeを認めない遠位尿道下裂として

いるが，軽度のchordeeなら同時に形成できるよう

である3）．また，外尿道口の位置に関しては，冠状溝

の1－2cm近位側に開口しているものまで適応があ

り，万一亀頭部が腹側に育吊する場合には背側で冠状

溝の端を非吸収糸を用いてtunica albugineaに牽引

固定することによって矯正でぎるとしている3）．しか

し冠状溝より近位に外尿道口が存在する場合には，形

態的には十分満足いくだけの結果がえられないので，

適応には留意する必要があるとの意見もある8）．外尿

道口が冠状溝より近位で，新尿道を形成する必要のあ

る場合には，その長さが余り長くなければmodified

MAGPI4）の良い適応であると考えられる． modi一

丘ed MAGPIはskin flapを使わないのでMathieu

法より成功率が高いと思われるが，逆に形成できる尿

道の長さに限界があるため，それ以上の長さが必要に

なる場合にはわれわれもやむなくMathieu法を選択

している．

 さて従来の尿道下裂の2期的手術では，外尿道口を

冠状溝付近に作成して良しとするものが多かった．ま

た現在われわれが行っているように第1期手術で陰茎

亀頭部を十分に開き，第2期手術で外尿道口を亀頭部

先端に作成した場合9）やあるいは1期的手術でも外尿

道口が後退することは多い．それらの症例に対しlast
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．stageの手術としてMAGPI’ ﾍ，成功率に非常に高

く・．技術的にも容易で，術後の陰茎の形聾，尿線の方

印は非常に満足のいくものであった．ただし，冠状溝、．

付垣の皮膚に余裕がない場合は適応とな与ず，症例を

選んで積極的に試みるべきであると考えている．

結 語

 尿道下裂術後の外尿道口の後退した症例に対し，5

例にMAGPIを，1例にmodified MAGPIを，．
3例にMathieu法を施行した．特にMAGPIは技

術的にも容易で毒り，．合併症の頻度も低く．，術後の陰．

茎の形態，尿線の方向も非常に満足いくものであり，．

症例を選んで積極的に試みる術式であると考えられ

た．
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