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〔轡碧減磁

射精管異常拡張症の1例
広島大学医学部泌尿器科学教室（主任：仁平寛己教授）
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EJACULATORY DUCT CYST：REPORT OF A CASE

Hiromi TANAKA， Ydji FuJiMoTo， K6ichi MoRi and Schunichir6 SHiMAzAKi

F70呪伽Dθカαγ舳翻0∫Urology，」HirOS励¢ασ痂ersity S漉ooZ O∫Medi伽θ，」ffi’roshima， foPa冗

            （0加卿襯」Prof． H． Nihira， M．エ）．）

  A 44－year－old man was seen with the chief cornplaints of bloody semen and sterility． Uro－

logical examinations disclosed an abnormal dilatation of the ejaculatory duct which was compati－

ble with ejaculatory duct cyst． The entire cyst was surgically removed． The postoperative

course was uneventful， and the patient has had no trouble in sex life．

 男子骨盤内生殖器系にみられる嚢腫様拡張と

しては精嚢腺嚢腫，MUIler願解嚢腫，前立腺

嚢腫などがあげられ，本邦においてもかなりの

数の症例が報告されている（江本1964）．しか

しこれらの症例の中では精嚢腺嚢腫が大部分を

占め，以下われわれが報告する射精管異常拡張

症はあまり報告がないようである．われわれは

44才の男子にみられた射精管異常拡張症の1例

を経験し，手術的にこれを確認しえたのでその

経過について報告する．

症 例

 患者：44才，男子

 主訴1血性精液と不妊

 家族歴および既往歴：特記すべきことなし．

 現病歴：約10年前より血性精液に気づいていたが，

自覚症状が全くないので放置していた．最近開業医に

相談したと．ころ当科へ紹介された．性生活に支障な

く，射精痛もない．結婚後10年になるがいまだ子供を

得ない．

 現症：体格，栄養ともに中程度．胸腹部臓器には，

打，聴診上異常所見なく，両腎ともに触れず，膀胱部

にも異常を認めない．外性器の発達は正常である．直

腸内触診で前立腺はやや萎縮．しているが，表面は平滑

で正常のかたさである．前立腺のすぐ上で正中線部に

栂指頭大，半球状の腫瘤を触れ，表面は平滑で弾性

軟，圧痛はない．血圧124／80mmHg．

 検査所見

 1） 尿検査：自然排尿の尿には何も異常所見は証明

されないが，経直腸的に腫瘤を圧迫後採取した尿では

蛋白陽性，糖陰性，赤血球（多数），白血球（一），細

菌（一）．

 2）精液検査：赤褐色で量は約1m1，精子はみられ

ない．赤血球が強拡大で1視野に約10個みられたが，

白血球，細菌などは証明されなかった．

 3）血液検査：赤血球数424×104，Hb 81％（Sahli），

白血球数6，200，白血球の分類には異常を認めない．

 4）血液生化学的検査：総蛋白6．Og／dl， A／G O．86，

総ビリルビン0．6mg／dl，アルカリフォスファターゼ

5Bu，酸フォスファターゼ3．1Bu， GPT lu， GOT 13

u，尿素窒素19mg／d1，クレアチニン1．2mg／d1，コリ

ンエステラーゼ0．89，総コレステロール139mg／dl，

Na 139mEq／L， K 4．5mEq／L， Cl 106mEq／L， Ca

5．2mEq／L， P 3．Omg／dl， HCO3 30mEq／L．

 5）腎機能検査：PSP 15分値45％，120分値計90％。

 6）Sex chromatin：陰性．

 7） 染色体：46個で性染色体はXY型．

 8）直腸鏡検査：肛門より3～4cm口触の前壁に充

血，軽度のビラン，膿苔の付着をみるが，はっきりし
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Fig．1 尿道膀胱撮影
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F：g．3 精嚢腺撮影（造影剤注入後24時間目）

Fig．2 精嚢腺撮影（造影剤注入直後）

Fig，4 睾丸組織網， H E染色，×400

Fig．5摘出標本 Fig，6嚢腫壁組織像， H E染色，×100
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た腫瘤は証明されない．

 9） 膀胱鏡検査：、膀胱容量300m1，三角部より内尿

道口にかけて底部から半球状にややもり上っているほ

か特別な所見はみられない．青排泄は初発が左側3分

55秒，：右側4分15秒で両側とも5分以内に濃青に達し

た．精一阜には異常を認めない．

 10）レントゲン検査：胸部，腎部，膀胱部単純撮影

にて異常所見なく，排泄性腎虚撮影では両側腎孟，腎

杯，尿管ともに機能，形態正常である，尿道膀胱撮影

でも後部尿道，膀胱像は正常で，腫瘤による圧迫像は

みられない（Fig．！）。経精管的精嚢腺撮影においては

造影剤注入直後では両側精管合流部，すなわち正中部

に直径3×3cmの円形の異常陰影と，両側精嚢腺の位

置に房状陰影を認める（Fig．2）。注入後24時間の撮影

でも異常陰影は鮮明にみられ，また両側精嚢腺の陰影

も認められる（Fig．3）．

 11）翠丸組織検査：hypospermatogenesisの状態

であった（Fig．4）．

 手術所見：下腹部正中切開で経腹膜的に膀胱後面を

しらべると，腹膜で覆われたウヅラの卵大の弾力性の

ある嚢腫様腫瘤が認められた．膀胱後面をおおう腹膜

を切開して腫瘤に達するに，腫瘤と腹膜および膀胱と

の剥離は容易であり，腫瘤の周囲を剥離して腫瘤全体

を露出したところ腫瘤には両側精管膨大部，精嚢腺が

合流し，腫瘤の下端は前立腺の中を貫通しているよう

であった．そこで腫瘤の下端をカットダートで結紮し

つつ全周を切開し，前立腺側の断端はカットダートで

縫縮した、精管は約10cmの長さで両側を切断し，腫

瘤とともに精嚢腺全体を摘出した．

 摘出標本：肉眼的には腫瘤は直径約2．5cmの球状

を呈する嚢腫様で，両側精管膨大部および精嚢腺はお

のおの別個に嚢腫様拡張部に開口していた（Fig．5）．

嚢腫内容は血性漿液性の液体が約3皿1あり，沈渣に

は多数の赤血球をみたが精子はみられなかった．組織

学的｝ce＃嚢腫内腔表面はたけの低い一層の上皮細胞

がおおい，その内層には結合織，筋組織がみられた

（Fig．6）．なおどこにも悪性病巣，炎症病巣は認めな

かった．

 術後経過：術後経過は良好で3日後に会陰部におい

たドレーンを抜去し，術後14日目に全治退院した．な

おその後の経過は良好で，性生活にもなんら異常を認

めていない．

考 按

 精管膨大部，射精管，前立腺，MUIIer挿管

残基などにみられる嚢腫様拡張について最も問
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題とされている点は，その病名または分類につ

いてである．Englisch（1875）は男性生殖器に

みられる嚢腫として，1）Wolff氏管の遺残物

またはその引出部から発生せるもので，射精

管の近くに存在し膀胱後壁の側面にあるもの，．

2）MUIIer氏管遺物より発生するもので，膀胱

後壁の中央部に存在するもの，3）前立腺卵形

嚢から発生するもので，その排泄口の閉塞によ

り生じたもの，4）精嚢腺よ・り発生しその一部

の狭窄によって生じたものと4つに分類してお

り，従来の内外の報告（石神1960，金沢1960，

永田1961，森脇1962，Hart 1961， Heller！963，

Heetclerks 1965）にもしばしば引用されてい

る．われわれの症例をこの分類にあてはめてみ

ると，男性生殖管がWolff氏管を原基として発

生する点から考えれば1）にあてはまるものと

思われるが，臨床上具体的に症例を表現してい

るとは思われない。本邦の報告でも中尾（1952）

は3つに分類し，森脇（！962）は第1型より第

6型に分類している．一方，石神（1960）は膀

胱後面に存在する嚢腫様拡張にしてX線的に造

影可能なものに対して，次の3群にわかっこと

が妥当ではないかとしている．すなわち1）単

一化せる射精管の異常拡張，2）精嚢腺自身の

一部または全体の異常拡張，3）．MUIler氏管残

基の異常拡張などである．森脇の分類では精嚢

腺を中心とした膀胱後腔の関連臓器に発生した

嚢腫状構造物をすべて精嚢腺嚢腫ないし憩室と

称して，その中でおのおのの症例を分類する立

場をとっているが，われわれの症例のごとく手

術により嚢腫の由来を解剖学的に鑑別できた症

例ではこの分類に従って精嚢腺嚢腫と称した場

合混乱を起こしかねない．そこでわれわれは石

神の分類に従って射精管異常拡張症という名称

を用い，独立したひとつの疾患として報告する

ことにした．現在までに精嚢腺嚢腫（憩室）と

して報告されている症例のうちからわれわれの

症例と一致すると思われるものを拾い上げてみ

ると，本邦では石神（1960）の報告している3

例と害わせて4例のみであり，そのうち手術に

より確認されているのは2例にすぎない．

 症状は嚢腫の響き’さ，感染の有無などによっ

て異なるであろうが，全例ともlrc不妊または血
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性精液が主訴となっている．診断には直腸内触

診，膀胱鏡および尿道鏡検奪，レントゲン検

査，嚢腫穿刺などによるが，嚢腫の由来が男性

生殖管のいずれの部位によるか⑱決定には，臨

床上観血的治療を行なって解剖学的に検索する

必要があろう．Deming＆Bemeike（1944）は

前立腺，精嚢腺，MUIIer氏管の嚢腫の鑑別を

次のごとく示している．

 前立腺嚢腫：！）前立腺組織に一致して嚢腫

を触れたり，膀胱鏡検査で嚢腫を認めうる．2）

多くの場含嚢腫は小さい．3）他の前立腺疾患

を併発していることが多い．

 精嚢腺嚢腫：1）前立腺は正常である．2）嚢

腫は一側に偏している．3）大きさはいろいろ

であるが，大きなものが多い．4）嚢腫内容は

精子を含んでいる．

 MUIIer氏管嚢腫：1）前立腺は正常である．

2）嚢腫は常に中央に存在する．3）嚢腫は大ぎ

い．4）嚢腫内容には精子を含まない．

 成因については発生異常，局所性の炎症，他

臓器による圧迫などがあげられている（Engli－

schユ875， Stewart 1949）。われわれの症例の場

合両側の射精管は癒合してその隔壁はみられ

ず，完全に単一化しており，また組織学的にも

：炎症性変化は認められないので，おそらく男性

生殖管の発生途中の異常のために発症したもの

と推測している．

結 語

 血性精液および不妊を主訴として来院した44

才男子で，泌尿器科的諸検査により発見された

射精管異常拡張症の1例を報告し，若干の文献

的考察を加えた．

 稿を終るにあたり仁平寛巳教授のご指導，ご校閲を

深謝いたします．なお本症例は第48回日本泌尿器科学

会関西地方会でその要旨を報告した．
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