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〔塑騨響）

異所性陰嚢分離症
        tsli’
   京都市立病院泌尿器科（部長：久世益治博士）

       上  山  秀  麿

       宮 川 美 栄 子

       久  世  益  治

   京都市立病院 外科（部長：間嶋正徳博士）

       堀 越 雄 二 郎

UNILATERAL TRANSPOSITION OF THE SEPARATED SCROTUM

一REPORT OF A CASE一

Hidemaro UEyAMA， Mieko MiyAKAwA，

Masuji KuzE and Yttjir6 HoRiKosHi＊

一From theエ）ePartment O∫Urology and Surgery＊， Kyoto O勿Hospital，∫aPan

   （Chief： Dr． M． Kuze， M． D． and Dr． M． Maiimq， M． D．）

  A 4－year－old’ boy， was admitted because of the abnormal scrotum． The right half of the

scrotum with its contents was located at the right inguinal region．

  This ectopi’cally separated scrotum looked like “prepenial scrotum” or “bifid scrotum” in

the previous literatures．

  The ernbryological genesis of this malformation might be conSidered the same as prepenial

scrotum except unilateral occurrence． We supppse that the cause of this ectopic malformation

depends upon not only abnormal development of embryonal genital tubercle and urogenital sinus

but also some other biological factors．

  Up to today， only 4 cases of the ectopic ally separated cases were reported． ln Japan our

case is the first one．

緒 言

 著老は最近右陰嚢がその内容の睾丸などとと

もに右そけい部に分離転位している症例を経

験，生下時すぐ本科受診したが幼弱の卑め経過

を観察し，4才になって陰嚢形成術をおこな

ったのでここに報告する．文献的に本症と同

一と思われる症例はTable 1の示すごとく，

Adair et al． （1960）i）， Flanagan et al， （1961）2），

Williams（1963）3）， Milroy et a1．（1969）4｝の

4例をみるにすぎず，本例は著老の蒐集しえた

範囲では5例目であり，もちろん本邦ではこの

☆〒604京者肺中京区壬生東高田町

種の報告はまだみあたらず第1短目である．別

に本邦の小川（1967）5｝が陰嚢分割症の！例と

して学会報告しているが詳細な記述がなく，本

症と同一のものか否か不明である．本症は通常

の尿道乾裂にみられる陰嚢分離とも明らかに異

なり，またいわゆるウシにみられたbifid scro－

tum（1967）6）とも考えにくい．発生学的に同

様の奇形をもとめるとすれぽ陰茎前位陰嚢η

（prepenia！or prepenile scrotum）の亜型とも

考えられなくはないが，陰茎がはっきっと左陰

嚢の中後方に位置し，右陰嚢のみがその内容と

ともに右そけい部に存在しているので同一の疾

患とはいえない．陰茎前位陰嚢症も陰茎の位置
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異常か，陰嚢の位置異常なのかどちらをもとと

して考えるかという点むずかしいことである．

もしかりに陰嚢をもととして考えた場合，明ら

かに広義の異所性陰嚢（ectopic scrotum）の概

念に含まれることになる．

 著老の症例は欧米文献上ectopic scrotum

（Adair 19601）およびMilroy 19694））， transpo－

sition of scrotum （Flanagan 19612｝）， anomaly

of scrotum and testis（Williams 19633））と

わずか4例の報告しかないのにもかかわらず3

通りの表現が用いられている．単なるectopic

scrotumのみの表現では，考察の項でものべる

が，前述のごとく陰茎前位陰嚢症もectopic

scrotum（異所性陰嚢）に含まれることになり

混乱する．それかといってanomaly of scro一
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tumのみでは大きすぎて漠然としている．陰嚢

は両側融合しているのが正常の形であり，両側

陰嚢がその内容とともに一ヵ所に偏位している

なら異所性陰嚢という邦訳も正しいが，分離転

位している本症の場合はectopic separated

scrotumの意味を含めて，異所性陰嚢分離症と

表現するのが妥当であると思われる．いずれに

しろ外国文献上でも上記3通りの呼び方があ

り，いずれも正しいとすれぽ，本邦ではまだ報

告されていないので，いかなる邦訳でもよいわ

けであるが，後人の理解しやすさからいえぽ異

所性陰嚢および陰嚢奇形よりも形態ならびに位

置を表現する目的で異所性（そけい部または大

腿部）陰嚢分離症と呼ぶのがより妥当であるよ

うに思われる．

’：rable 1．異所性陰嚢分離症報告例

報  告  者  年 代［年令 臨床検査 その他の奇形合併  治 療

11Adair et al． 1960
13

M WNL 重  複  陰  茎
右 腎 無 形 成 陰嚢形成術

備 考

2

3

4

5

Flanagan et al．

Williams

Milroy et al．

上山et al．

1961

！963

1969

1971

6

W
4

4・6

4

IVP正常

IVP正常

IVP正常

：右 重 複 腎 孟

左腎尿管無形成
整形外科的合併症

口 蓋  破  裂
兎唇，顎骨異常

恥骨結合離開
仙骨形成不全
肛門開口部偏位

右    側

そけい部
左    側

［恥骨上部

両側睾丸移動
陰嚢形成術

陰嚢形成術

陰嚢形成術

両  側  性
大  腿  部

左側そけい部

右側そけい部

症

患者：4才，男子．

初診：1967年10月5日．

主訴：外性器の形態異常．

例

家族歴：父親29才，母親26才の第1子で血族結婚に

あらず．

 既往歴：とくになし．母親は妊娠中に特別の服薬は

せず，発疹および水自性疾患に罹患したこともない．

また放射線に被爆したこともない．満期安産．

 現病歴：舌下時助産婦に外陰部の異常を指摘され，

生後約1ヵ月目に当科受診したが，幼弱のため形成手

術不適当と考え，経過を観察しつつ，4才になっては

じめて，形成手術をおこなったが右陰嚢が遠くに転位

しすぎているため，二次的に形成手術をおこなうこと

とし，第一次としてまず陰嚢の融合術のみをおこな

い，陰嚢の形の修復はつぎの回におこなうこととし

た．

 1971年6月5日入院．

 現症：体格・栄養中等度で全身的発育には異常な

い，胸腹部，打聴触診上異常を認めず．

外陰部所見：Fig．1および2に示すごとく，陰茎は年

令的にほぼ正常の大きさに発育し，ごく軽度で無視し

うるほどの尿道下裂をみとめるのみ．陰嚢は左半分は

ほぼ正常に位置し，左肇丸寝の内容も正常である，陰

茎縫線および陰嚢縫線は右半分の陰嚢が当然あるべき

所にないため，左陰嚢の右側の辺縁に位置し，そこが

ちょうど最中央よりの場所となっている．肛門開口部

は正中線上になく，1cmほど左側に偏位している．右

陰嚢は右そけい部に存在し，明らかに陰のう繊奨であ

り，軽度のぞけいヘルニヤとそけい部陰嚢水腫をみと

める．もし右陰嚢が独得の織襲でなく，いわゆる垂れ

下った形でなく，本来の右陰嚢部に陰嚢縫線を越えて
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Fig．1．術前局所所見

Fig．2．術前局所所見

Fig．3． KUB恥骨結合離開，右仙骨形成不全

Fig．4． IVP正常

Fig．5． UG正常

Fig．6．術後局所所見

陰嚢がすこしでも存在すれぽ，ありふれた停留窒丸で

あるといえるくらい離れた部位に陰嚢が右上方変位を

示しており，いわゆる陰嚢披裂（bifid scrotum）とは

全然異なるものと考えられた．

 入院時諸検査成績

 尿所見：外見正常，蛋白（一），糖（一），ウロビリ

ノゲン（一），沈澄異常なし．

 血液所見：Ht 34．O％e，Hb 11．59／dl， RBC 433×104，

MCHC 34％， MCH 27 rr， MCV 79μ3，網赤血球数

10％，栓戸数25．6×104，WBC 4，800，血液像 好中
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球band．6劣． segment．26弩；リンパ球果57％大

2％，単球5％，好酸球4％，血沈1時間平均値4．25

mm， CRP （一）， ASLO 12 Todd U．， RAT （一），

血液型A，Rh（十）， WaR（一）， GOT 19u， GPT g u，

アルカリ性フォスファターゼ19u，モイレングラハト

3， BUN 11 mg／dl， Na 141．O mEq／l， K 3．9mEq／1，

CI 106 mEq／1， Ca 5．2mEq／1；蛋白量6．09／d1，蛋白

分画alb．70％，α正910b．4％，α29％，β7％，γ10

％；空腹時血糖131mg／d1．

 その他の検査：17KS O．7 mg／day，170HCS 2。4 mg／

day． sex chromatin陰性で男性型，糞便の潜血反応

（一）．

 X線的検査

 胸部X線：正常

 腹部単純：仙骨右半分形成不全，恥骨結合離開（Fig．

3）．

 排泄性腎孟撮影像＝正常（Fig．4）．

 注腸造影縁：奇形なく正常．

 尿道膀胱造影像：尿道奇形および憩室をみとめな

い．

 膀胱像はほぼ正常（Fig．5）．

 手術および経過：1971年6月22日手術．Fig．1お

よび2に示すごとく右陰嚢が左陰嚢とあまりにもか

けはなれすぎているため，完全に陰嚢の形を一次的に

正常に復すことはかえって血流循環障害をきたして不

成功に終る懸念があるため，二次的に形成術をおこな

19

うこととし，右そけいヘルニヤ根治手術および右陰嚢

水腫根治手術をおこない，さらに右陰嚢内側方および

左陰嚢内側方を鞘膜を含めて切開を加え，右側恥丘

上部にも長い皮膚切開を加えFig．6のごとく陰嚢融

合術をおこなった．術後陰嚢はいちおう一塊とはなっ

たが，W状の形とならざるを得なかった．これは二次

的に修正する予定である．術後排尿異常および歩行障

害なく，1971年7月3日退院した．

考 按

 Ectopic scrotum（異所性陰嚢分離症）は1960年

Adair et al．1）の報告を最初としてFlanagan et a1．2）

が／961年にtransposlton of the scrotum（陰嚢転位

症），Wi／liams（1963）3）がanomaly of scrotum and

testis（陰嚢および塞丸の異常・奇形）， Milroy et a1．

（1969）4）がふたたびectopic scrotumとして報告し

ている4例にすぎない．自験例は前述のTable lに示

すごとく第5例目に相当する．また本邦では第ユ例目

である．緒言の項でのべたごとく，既報告者の呼称を

なるべく尊重することにしてectopic separated scro．

tumの見解をとり邦訳名としては異所性陰嚢分離症

とした．本症はTable 2に示す陰茎前期陰嚢症すな

わち本邦報告4症例一永田ら（／969）8），嶋田ら（1967）

9），久保ら（／969）1。），佐々木ら（1970）11）一とは発生学

的にはともかく異質のものであると考えられる．また

単なるbifid scrotumと唱えるには右陰嚢が完全に孤

Table 2本邦既報告陰茎前口陰嚢症例

報 告 者［年代i年令 臨 床検 査
       1       ’

その他の奇形合併  治 療  備 考

1 永 田・ほ か 1966

211西田．ほか11967
         ’

3 久保・ほか

4 佐々木・ほ か

！969

！970

  17KS
17
  1フOHCS

13． 7 mg／d．

6． s mg／d．

．7．

尿  道  下  裂
金   貨   肛 微手術 u

形成手術

16

10

M

17KS 3．1 r19／d．「仙骨形成不全
170HCS 2・9mg／d i尿道9長さ短小

隻染Yth ＊（泌二部尿道下裂

形成手術

経過観察

両親血族結婚

立して右そけい部に転位しているのでいわゆるbifid

とはいいにくい．

 停留聖丸と解釈するには確実に：右肇丸が右陰嚢内に

降下しており，そけい部から下垂していることはたし

かだがあてはめられない．また尿道下裂のさいにみら

れる陰嚢分裂とも明らかに位置的に差がある．

 さて異所性陰嚢分離症の発生原因を胎生学的に検討

する場合，必ず比較ならびに参照されるのが陰茎前位

陰嚢症である．陰茎前壁陰嚢症の報告は異所性陰嚢分

離症よりはずっと古く．1911年にBergmanが記載し

たのが最初といわれls），それ以後Francis（1940）12），

Huffman （／951）’3’， Campbell （1951）’‘）， McGuire

（1954）15），Gualtieri et a1．（1954）t6）， Mc工1voy et

al． （1955）’7）， Forshall et al． （1956）i8）， Chappell

（1958）19）の報告があり，1963年Campbe1120）は12例

を欧米文献より集録している．本邦では今回著者が集

計したところTable 2のごとくわずか4例のみであ

る．Campbeユ1（1963）20）はその発生原因について胎生
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学的にはっきりとは解明できないが，生殖丘の正常発

育に対して性器結節と尿生殖洞の発育が遅れてくるこ

とによるのであろうと想像し，Francis（1940）12）は尿

生殖洞の欠損により，陰茎が後方に移動し，生殖丘が

前方に発育したものであろうとし，この生殖器の前方

発育は有袋動物では通常であるといっている．Fran－

cisの説によると女子の場合でも同様の奇形が起こり

うるとされ，高度の骨盤変形もその発生原因となりう

るとしている．

 上記Campbe1120）およびFrancisi2）の説を著者の異

所性陰嚢分離症にあてはめるとすれば，尿生殖洞と生

殖丘の発育の時期のずれが片側のみに起こったと考え

られないこともないが，胎生発育が中央線を中心に始

まることおよび著者の例では陰茎があくまでも正常位

置に存在することならびに転位がつよすぎることなど

はそれと矛盾する．しかし陰茎前位陰嚢症には高い頻

度に他誌の奇形合併をみるとされ，下部腸管の異常，

骨格の異常，上部尿路の奇形，尿道欠損があげられて

おり，著者例では注腸造影では下部腸管の異常はなか

ったが，肛門開口部がやや左に偏位しており，仙骨右

半分形成不全，恥骨結合離開等の奇形を合併してお

り，奇形合併の点からは陰茎前山陰嚢症の永田ら8），

久保ら10）にみられた合併症とはなはだ似ている．

 しかし異所性陰嚢分離症の奇形合併症もかなり多

く，Table 1にみられるごとく，重複陰茎，二二無形

成，整形外科的合併症，口蓋破裂，兎唇などがいわれ

ている．

 以上発生学的検討を陰茎前位陰嚢症の丈献を集めて

類推したが，異所性陰嚢分離症の報告からまとめてみ

ると，前者の検討をおこなってのち胎生学的考察をお

こなっているのが多い．Adair（1960）1）は，前述の陰

茎前位陰嚢症の発生説を著者と同様応用しているが完

全な説明は同じく不能であるとしている．すなわち位

置的に前後関係は理解できるが側方のずれがわからな

いとしている．また，かれの症例における重複陰茎に

関してはNesbit et al．（1933）21）の説に同意してい

る．またFlanagan et al・（1961）2）およびMilroy

（1969）4）は陰嚢の胎生学的発育をSpalding（1921）22）

の説にもとめ，尿生殖洞と性器結節の両者が発育途中

膨隆してくるときの上下の位置異常および時期のずれ

によることはたしかだが，片側性ということはやはり

理解できないとし，何か他の動物細胞分裂学的変化に

因するのではなかろうかと想像している．著者も本症

例において数多くの奇形の合併をともなうことから単

に尿生殖洞や性器結節の発育異常のみに原因をもとめ

るのでなく，全身的に奇形をきたす機構またはなんら

かの因子がその動物生体個々に発生したのではないか

と想像するとともに，さらに本症が196G年より以前に

は報告されなくて最近10年聞に5例も報告されている

のは医学的進歩によって受診頻度がたかくなったため

に増えたのかもしれないが，それのみでなく社会文開

の発達とともに，より多くの種々の負担が母体にかか

り奇形発生頻度が高くなりつつあるのかもしれぬ．

 本症の治療であるが，陰茎前位陰嚢症に対する
Campbell （／951）’‘），（1963）20）， Mcllvoy et al．（1955）

17），Forshall et al．（1956）18），また異所性陰嚢分離症

に対するAdair et al．（1960）D， Williarns et a1．

（1963）2），Milroy et a1．3）と同様，個々の陰嚢の側面

切開により形成術をおこなうべきである．

結 語

 1）生下時より観察した4才の異所性陰嚢分

離症に対して形成手術をおこない成功したので

報告した．

 2）異所性陰嚢分離症は文献上第5例目で，

本邦では第1例目である．疾患名として異所性

陰嚢という表現では陰嚢が異所にあることはわ

かるが，2甘して存在する感じが得られないこ

とと，陰茎前罪陰嚢症も広義の異所性陰嚢の中

にはいり混乱すると思われるので異所性陰嚢分

離症とした．さらにその部位によって，異所性

そけい部陰嚢分離症とも，異所性大腿部陰嚢分

離症とも表現が可能である．

 3）その発生機構として陰茎前位陰嚢症でい

われている性器結節と尿生殖洞の発育異常のみ

に因を求めることはでき’なく，胎生期の他の生

体部分の細胞分裂の過程に原因があるのではな

かろうかと想像した．

 本論文の要旨は1971年9月！1日に大阪大学でおこな

われた日本泌尿器科学会関西地方会において著者の1

人久世が報告した．そのさい同様生後4カ月の症例を

大阪大学奥山らが報告したことを付記する．
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