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尿閉をきた した卵巣類皮嚢胞腫の女児例

和歌山県立医科大学泌尿器科学教室(主 任:大 川順正教授)

松本 美 代,渡 辺 俊幸,上 門 康成,大 川 順正

A CASE OF URINARY RETENTION DUE TO OVARIAN 

     DERMOID CYST IN A FEMALE INFANT

Miyo Matsumoto, Toshiyuki Watanabe, Yasunari Uekado

and Tadashi Ohkawa

From the  Department of Urology, Wakayama Medical College

   The patient was a 20-month-old girl. She visited some pediatric clinic with the chief com-

plaint of voiding difficulty and miction pain from October 5, 1991. Excretory urogram, abdominal 
ultrasound and computed tomographic scan revealed a retrovesical mass which compressed the 
urinary bladder antero-superiorly. She was referred to our hospital for further evaluation. Physical 
examination disclosed a fist-sized tumor in her lower abdomen, which persisted after bladder empty-
ing. Cystoscopy revealed elongation of the urethra and elevation of the bladder base. Tumor 
markers and endocrine examination were normal. Magnetic resonance imaging at 2 weeks after 
admission revealed that the retrovesical tumor had been translocated cranial to the bladder. Opera-
tion was done on October 29, 1991. The tumor originated from the right ovary and was  6.2  x  5.0 

 x  5.0cm in size and 60g in weight. The cut surface of the surgical specimen included the fatty tissue 
and hair, and the pathological diagnosis was an ovarian dermoid cyst. This is the youngest case 
of ovarian dermoid cyst presenting as urinary retention in the Japanese literature. The mechanism 
of urinary retention due to infantile gynecological disease is discussed. 

                                                    (Acta Urol. Jpn. 39: 85-87, 1993) 
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緒 言

今回われわれ は,1歳8カ 月の女児で,卵 巣類皮嚢

胞腫が膀 胱 頸 部 後 方 に嵌頓 し,尿 閉を きた した稀な

症例を経験 したので若干の文献的考察を加えて報告す

る.

症 例

患者:1歳8ヵ 月,女 児

主訴;尿 閉,排 尿痛

既往歴:出 生体重 は3,210gで 妊娠 ・分娩経過に異

常な し.生 後1ヵ 月 で肺炎.

現病歴=1991年10月5日 よ り排尿時に痛 みを訴 え泣

くよ うになる.翌 日家人が下腹部膨 隆に気付 き,同 日

救急セ ンター受診.膀 胱 の拡張を指摘 され投薬を受け

た.こ の間少量ずつ ではあるが,オ ムツに排尿可能で

あ った.症 状 の改善 が認 められないため,同 年10月9

日某小児科受診.IVP,腹 部超音波検査,腹 部CT

scanで 膀胱後部腫瘤 を指摘 され,同 日当科を紹介 さ

れ,精 査 目的 で入院 とな る.

理学的所見では,下 腹部に手拳大の緊満 した腫瘤 を

触れた.ま た外 尿道 口に異常は認 め られず,導 尿は容

易であ り,314m1の 尿の排 出をみ,尿 閉を きた して

いた.

IVPで は,膀 胱は後下方 より圧排 され,著 明に拡

張 していた.膀 胱 内に 陰影欠損 像は認 め られな か っ

た,

腹部CTscanで は,膀 胱後方に嚢腫様 で内部均一

な腫瘤 が認め られた.受 診時 の腹部超音波 検査 では,

拡 張 した膀胱の後方 に腫瘤が存在 し,導 尿後もそ の腫

瘤 の大 きさに変化は認 め られなか った.

入院後施行 した膀胱 鏡検査では,尿 道 は腫瘤に よ り

著明に延長 され,膀 胱底部は挙上 されていた.膀 胱内

に腫瘍 および 肉柱形成 は認め られなか った.NSE,

AFPな どの腫瘍 マーカー.お よび内分泌学的検査に

異 常は認め られなか った.膣 口よりゾンデが約lcm
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挿入可能であった こと,お よび腹部超音波検査で子宮

の大 きさは年齢相当で,奇 形が見 られないことよ り,

処女膜 閉鎖症お よび双角 子宮は否定 された.

入院後2週 問 目のMRIで は,初 診時膀 胱後方に

存在 していた腫瘤 は,膀 胱上方 に移動 していた.T2

強調両 像では,腫 瘤 の内 部は不均 一であっ た(Fig,

1).
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以上の検査結果 よ り,卵 巣に発生 した腫瘤性病 変が

強 く疑われ,こ れが何 らか の誘因で膀胱頸部後方に嵌

頓 し,膀 胱底の挙上お よび尿道が延長 された結果,尿

閉を ぎた した もの と判断 し,同 年10月29日 手術を施行

した.

下腹 部正中切開で開腹す ると,青 紫色で薄い被膜に

包 まれた腫瘤が露 出 した.腫 瘤 は右卵巣か ら発生 して

お り,子 宮お よび左卵巣に異常 がない ことを確認 後,

腫瘤を摘出 した.

摘出 した腫瘤 は,大 きさ6.2×5.0×5.OCm,重 量60

gで,黄 色透明の内容液55mlを 含んでいた.割 面

では一部に脂肪,毛 髪を含んで いた.

病理組織学的所見では,腫 瘤壁はお もに類皮組織 よ

り成 り,毛 髪,脂 肪成分 および中枢神経組織が認め ら

れ,類 皮嚢胞腫 と診断 された.な お悪性所見は認め ら

れなか った(Fig.2).

術後経過は順調で,ll月9卜1退 院 となった.

考 察

女性 の尿閉の原因 となる疾憩は,1)泌 尿器科疾患

(尿路 の先天性奇形,神 経因性膀胱,腫 瘍性疾患 な ど)
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2)婦 人科疾患(先 天性奇形,卵 巣嚢腫 な どの良 性 腫

瘤,腫 瘍性疾患 な ど),お よび3)精 神的疾患あ るいは

心因性に大別 され る.小 児期の尿閉にか ぎれぽ尿路性

器の奇形 や神経疾患に よる膀 胱機能 障害 などに よる排

尿障害 をまず念頭にお くべ きであろ うが,時 には骨盤

内に発生 した腫瘤性疾患 に よる膀胱頸部や尿道への外

因性機械的圧迫に よって惹起 された排尿障害に も留意

すべ きであ る.

婦人科的 疾患に よる尿 閉の報告 は さ ほど多 くはな

く,柳 沢 ら1)の 本邦報告例の集計に よる と,こ れ まで

に35例 が報告 されているにす ぎない.そ の原因疾患 と

して腫瘍性疾患 や処女膜閉鎖あ るいは膣閉鎖 と関連 し

た体液貯留に よる ものが多い とされている.腫 瘍性疾

患では子宮筋腫 や卵巣嚢腫な どが原 因疾患 として記載

されてい るが,卵 巣腫瘍に よる尿閉例は少 ないよ うで

ある.そ こで今 回,卵 巣の腫 瘤性疾患 が原因で尿閉を

きた した本邦報告例を集計 してみた ところ,著 者 らが

調べえたかぎ りでは 自験例を含めてわずか6例 の報告

をみるにす ぎなか った2一6).そ の内訳では,卵 巣腫瘍

が4例(漿 液性嚢腫お よび類皮嚢胞腫 の混合腫瘍1例,

Brenner腫 瘍1例,類 皮嚢胞腫2例),卵 巣嚢胞が1

例(チ ョコレー ト嚢胞)お よび不明が1例 であった.

この うち小児例は,福 田ら5)の10歳2ヵ 月の症例 と自

験 例のわずかに2例 であ り,こ れ らはいずれ も類皮嚢

胞腫症例であ った.ま た自験例は類皮嚢胞腫 としては

小池 ら7)の1歳7ヵ 月の女児例につ ぐ若年発生症例で

あ り,尿 閉を きた した症例 と しては本邦最年少例 と思

われた.小 児の卵 巣腫瘍は全小児腫瘍 中わずか1%を

占めるにす ぎず,そ の発生頻度は成人 に比べ 明らかに

低 く,ま た胚細胞腫瘍の 占める割合が高い.卵 巣類皮

嚢胞腫は組織学的 には胚細胞 由来 の良性嚢腫性奇形腫

で,胎 生期の内,中,外 胚葉組織か ら生 じた混合腫瘍
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であ り,特 に外胚葉成分 の うちの皮膚組織の増殖 が著

明であ る.本 腫瘍 は,20～30歳 代の女性に好発 し,10

歳未満 の症例は きわ めて少な いとされてい る.小 児の

類皮嚢胞腫は一般に無症状 で経過す るため,下 腹部腫

瘤や茎捻 転に よる急性腹症 の形で発症 し,発 見 され る

ことが多 いとされてお り7),自 験例のよ うに尿閉の形

で発症す ることは稀 とされ てお り,こ のため本症 の診

断の確診が時に困難な ことが ある.

自験例 のごとき膀 胱頸部あるいは尿道への外因性機

械的圧迫 による下 部尿 路 の通 過障 害 の機序 につ いて

は,Wardら8)は,1)尿 道,膀 胱頸部への直接 的圧迫,

2)膀 胱底部を挙上 させ尿道を延長,偏 位 させ ること,

の2点 を挙げている.つ ま り,婦 人科的腫瘍に よる排

尿障害が生 じるためには,前 記2条 件の うち少 な くと

も1条 件が惹起 され るよ うな解 剖学的な位置に腫瘍が

存在す ることが必 要であ ると述 べて いる.自 験 例で

は,内 視鏡検 査で膀胱底 の挙上お よび尿道 の延長,偏

位所見 がみ られ,ま た入院 後2週 目のMRI像 で膀

胱頸部後方に嵌頓 していた腫瘍が,上 方 に移動 してい

ることが確認 され,同 時に自覚症状の消失が見 られて

お り,Wardら のい う2)の機序に よって尿閉が もた ら

された もの と思われた,

結 語

卵巣類皮嚢胞腫により尿閉をきたした本邦最年少例
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と思われ る1歳8カ 月の女児 の1例 を報告す るととも

に,卵 巣の腫瘤性疾患 によ り尿閉を きた した本邦報告

例を集計 し検討 した.
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