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テトラサイクリン注入による睾丸水瘤の治療
東京慈恵会医科大学泌尿器科学教室（主任：町田豊平教授）

増田富士男，仲田浄治郎，飯塚 典男，近藤

泉

TREATMENT OF HYDROCELE TESTIS BY INJECTION
OF TETRACYCLINE SOLUTION
Fujio MAsuDA， Jojiro NAKADA， Norio lizuKA

and lzumi KoNDo
From伽DePartmentρ∫σ70Jo砂．7■he／ikeiσ励θ7∫吻， Schoolげルfedicine
（1）ire tor P疹コ∴Mαo耀α）
Eleven cases of hydrocele testis were treated with injection of a 1 ％ or 2％ dedoxycycline
hydrochloride or minocycline hydrochloride． and a cure was obtained in 9 cases （81．8％）． Of
these 9 cases， 7 cases were cured after one injection， and 2 cases after 2 injection． Both of the
latter 2 cases in which physiological salt solution was used as the dissolving solutien experienced

scrotal pain immediately after in．jection． Among the cases in which 1 ％ lidocaine was used as the
disselving solution only 1 in．jection （ll．1％） was associated with slight pain out of 9 injections．
This treating method is highly effective and little or no pain is experienced if lidocaine is used．
In conclusion， we recommed this method as ．a treatment for hydrocele testis．

（Acta Urol． Jpn． 34： 1191−1193， 1988）
Key words： Hydrocele testis， Tetracycline

緒

言

睾丸水瘤の根治的治療としては，もっぱら手術が施

患の合併はみられなかった．Il例中6例は，これまで
に穿刺吸引による治療を受けていたが，残りの5例は
未治療例であった．睾丸水瘤の大きさを穿刺液量でみ

行されている，穿刺吸引は全身状態が麻酔や手術に適

ると，16〜380皿1，平均99m1で，穿刺液はいずれも

していない例や，手術を拒否するものに行われている

淡黄色，清透であった．

が，再発をみるのが通常である．しかし最近，テトラ

注入方法は，21ゲージの注射針を用いて水瘤を穿刺

サイクリン注入による硬化療法により，非常に高い治

し，内容液を可及的完全に吸引した後，塩酸ドキシサ

癒率が得られたとの報告がみられている1−3＞．一方

イクリンまたは塩酸ミノサイタリン50〜工OO mgを，

本法は治療効果が低く，痙痛も著しいので推奨iできな

生理食塩水あるいは1％リドカイン5mlに溶解（1
〜2％溶液）して注入した．ll邸中3例は前立腺肥大

いともいわれる4）．

テトラサイクリンによる硬化療法が有効で，副作用

症を併発しており，硬膜外麻酔下に経尿道的前立腺切

が少なけれ球，本法は外来で簡単に行えるので，患者

除術を行った際，同時に治療したが，残りの8例は外

にとっても，費用の点でも多くの利点がある，今回わ

来で施行し，注入後1時間以上観察したうえで帰宅さ

れわれは11例の睾丸水瘤に対して，テトラサイクリン

せた．治療後の経過観察期聞は6ヵ月〜1年6ヵ月で

注入による硬化療法を行ったので，治療成績について

ある．

報告する．

結

果

対象と方法

11例中9例（81．8％）は本法により治癒し，6ヵ月

対象は1986年1月から12月までの1年間に，慈恵医

〜1年6ヵ月経過した現在，再発をみていない．これ

大第三病院で診療した睾丸水瘤11例で，年齢は30〜74

ら9例中7例は1回の注入により治癒したが，2例は

歳，そのうちの6例は60歳以上であった．ll例はいず

再発のため，3週目に2回目の注入を行い治癒してい

れも片側の睾丸水瘤で，ヘルニヤやその他の陰嚢内疾

る．無効であった2例のうちの1例は，2回の注入に
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目かかわらず再発がみとめられたので，手術を施行し

られたものの，ミノサイタリンの刺戟によるものと考

た．他の1例は再発に対して2回目の注入を予定して

えて経過をみていたところ，4週目にはほとんど吸収

いたが，心不全を生じて加療中のため，経過観察中で

され，6週目にはまったく消失し，以後10ヵ月経過し

ある．

た現在，再発をみていない．

有効例と無効例，また1回の注入で治癒した例と2

テトラサイクリンが硬化剤として有効なのは，溶液

回の注入を要した例との間に，水瘤の大きさ，注入薬

のpHが非常に低いことが関係しているといわれる3）

剤の種類や濃度などについて，とくに関係はみられな

が，われわれが用いた塩酸ドキシサイクリンおよび塩

かった．

酸ミノサイタリンのpHは，いずれも2． 0〜3．5であ

11例，14回の注入における副作用としては，疹痛が

った．またその壁高：は1％あるいは2％であったが，

最も多くみられたが，血腫や睾：丸炎，副睾丸炎を生じ

両者の間に差はなく，この点Huら2）も2．5％，5％，

たものはなかった，外来で無麻酔下に治療した8例，

10％の3濃度のテトラサイクリン溶液の間に，有効率

11回の注入では，3例に陰嚢部の出鉱がみられた．溶

に差はみられなかったといっている．

解液として生理食塩水を用いた2例は，いずれも注入

副作用として問題となるのは心痛である，Huら2）

直後に疹痛を訴え，1例は悪心を，1例は眩量を伴っ

は24例中19例（79．2％）に疹痛がみられ，そのうち9

たが，2例とも鎮痛剤の投与により軽快し，1〜2時

例（37．5％）は著明であったといい，Badenochら4）

間後には帰宅させえた．一方，リドカインを用いた9

も15例中7例（46．7％）に著しい疹痛がみられたとい

回の注入では，疹痛を訴えたのは、1例のみで，注入

う．われわれも溶解液として生理食塩水を用いた2例

2蒔間後に生じ，かつ軽度であった．

は，いずれも中等度の痙痛を訴えたため，その後の症

察

疹痛は9例中1例（11．1％）のみに生じ，かつ軽度で

例は1％リドカインに溶解して注入した．その結果，

考

睾丸水瘤に対する単なる穿刺吸引療法は，p・or−risk

な患者に対して行われているが，再発をみるのが通常

あり，その発現も遅く，リドカインが有効であること
を示していた．

である．しかし最近，硬化剤としてテトラサイクリン

治癒例については，遅発性再発の有無に関して，長

を注入することにより，よい治療効果がみとめられた

期間の観察がなお必要であるが，6ヵ月〜1年6ヵ月

との報告がみられている，

の観察では再発をみていない．

Huら2）はテトラサイクリン注入により，24例中23

結

例（95．8％），BQdker3）は10例中9例（90％）， Mac・

Farlaneら1）は睾丸水瘤23例と副睾丸嚢胞7例の計30

語

11例の睾丸水瘤に対して，1％またe＃ 2％のドキシ

例全例が治癒したといっている．一方Badenochら4）

サイクリンあるいはミノサイタリンの注入療法を行

は，15例中治癒したのは5例（33．3％）のみで，副作用

い，9例（81． 8％o）に治癒が得られた．9例中7例は

としての疹痛も著しいことから，本法は推奨できない

といっている．しかし注入回数をみると，Badenoch

1回の注入により，2例は2回の注入で治癒してい
る．

ら4）は1回のみであるのに対し，Huら2）は1〜5回，

溶解液として生理食塩水を用いた2例は，いずれも

Bodkerら3）は1〜2回， MacFarlanei）は1〜4回

注入直後に疹痛を訴えたが，1％リドカインに溶解し

行っている．1回のみの注入による治癒率をみると，

た例では，9回の注入により1例（ll．1％）のみに軽

Huら2）は24例中5例（20．8％）， Bodkerら3）は10例

度の疹痛がみられた．

中5例（50％），MacFarlanc1）は30例中10例（33，3％）

で，Badenochら4）の成績と大差はない．

ドキシサイクリンまたはミノサイタリンを用いた自
験例の有効率は，11例中9例（81．8％）で，このうち
の7例（63．6％）は1回の注入のみで治癒しており，

良好な成績であった．再発に対して2回目の注入をす
る際に考慮するべきことは，再貯留がテトラサイクリ
ンの刺戟によって，反応性に生ずることがあること，

またその消失には4〜6週間要する点である．すなわ

ち自験例の1例は，3週目に再貯留（20ml位）がみ

本法は治療効果が高く，リドカインを用いれば心痛
も軽微であるうえに，外来で容易に行うことができる
ので，睾：丸水瘤に対して行う価値がある．
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