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宰丸の遊離的移植を行った腹部停留宰丸の一手術例

京都大学外科学救室~＇＼2講座（主任；青柳安誠教授）

足立和保
〔原稿受付昭和29年9月25日〕

A SUCCESSFUL CASE OF FREE TRANSPLATATION OF 

TESTIS FOR THE RETENTIO TESTI日ABDOl¥IINALIS 

by 

KAZUYASU ADACHI 

From the 2nd Surgical Clinic, Kyoto University Hospital 

(Director : Prof. Dr. YASOMASA AovA日r)

A 24「year-oldJapanese youth who had been su宜eringfrom the absence of testis 

from the right scrotum since his birth was admitted to our clinic .He felt severe 

pain and abnormal swelling at the right inguinal area in the event of cry or 

increase of the abdominal pressure, but there was no tumor at that area. 
We have diagnosed this case as retentio testis abdomialis. At operation a normal-

sized testis was found in the retroperitoneal space. The separation of this testis-

from surrounding tissues was smoothly carried out, but the spermatic cord was so 

short that we could not replace the testicular syste~ into the scrotum. We accordi-

ngly have cut o妊 thiscord and replaced the testis into the scrotum,-namely the free 

autotransplantation of testis was done. 

Even three months after the operation, there is no sign of necrosis of this 

transplanted testis. The result of our operation is very satisfactory. 

症 伊j

腹部停留宰丸を陰護内に遊離的移植を試みた 1例を

経験したので王室に報告vする．

患者；永O靖o.24才男子，職業，金物業，

家族歴；両親同胞皆健在で遺伝的疾患、はない．

既往歴；特記すべきものはない．

主訴：右側皐丸欠如．

現病歴：生来右側皐丸が陰嚢内になく強く泣いたり

怒費した場合，右鼠径部に軽度の膨隆と牽忌｜性廃痛を

来す事があったが何等認むべき碍害がなかったので、放

置していた，所が最近重い物を持ったり鰐いた時右鼠

径部にある膨隆と牽引性疹痛は稽々その程度を増す様

に恩われ.~痛に際して皐丸感と全身脱力感を覚える，

二次的性徴としては声変り期は不明であるが駿毛は19

才恥毛は15才で発生し，性慾は正常，勃起も正常，自

！慰行為は行った事がない．入院，昭和29年 5月12日．

現症：体格，骨髄共に粉々小，栄養良好，皮膚正常，脂

肪過多症を認めず，阪管発毛状態精々不良であるが，下

肢発毛状態は正常，胸腹部其他の泌尿生殖器には異常

を認めない，血液所見正常，尿所見正常但し17Kふは

10.16mg/24hで正常値，局所々見，鼠径部及び陰部，陰

毛発毛状態正常，陰茎位置正常，大いさほぼ正常，長さ

7糎，周囲7.5樋（白木人壮丁平均値長さ8.3糎，周囲 8.2

糎，之は4千人に就いての平均値）．陰袈，皮膚の異常着

色，静脈努張等は認められない．陰嚢内には左側皐丸は

位置及び大いさを正常に触れるが右側陰嚢は痕跡様と

なっていて右側皐丸副皐丸等は全く，触れない．鼠径部

は左右共膨隆を認め，更に右腸管箆には何等の抵抗も

腫腐も触れない．恥骨縫線より右鼠径u帯に；＆1,、3糎上

で圧痛があるが随腐は触れず，まずこ立位で腹圧を命じ

ても右鼠径部に膨隆を来さないし外鼠径管口も拡大し
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ない．以上の所見から腹部停留皐丸と考え場合tこ依つ をいわば遊離的に陰寮内に固定し，ベニシリン~o万単

ては皐丸劉除を：行う所存で木年5月14日手術を施行し 位を注入し．局所創を一次的に閉鎖縫合し手術を終っ

た．手術経過，版魁麻酔の下に皮切を加え鼠径部を露呈 Tこ．術後局所に発赤腫脹血腫を作る事もなく，全身状

すると鼠径管の発育は不良で細く萎縮し該部に停留皐 態も良好排尿排伺障碍及び発熱もなく順調に経過した

丸らしい腫癌抵抗等は触れない．皮下鼠径if，命の拡大も ので7日目に会抜糸した.t:nJa－次性治癒を営み，壊

認められない．併し腹部内鼠径輸では抵抗街々弱く止ヒ 死及び皮膚の変色，異常爵色もなく，術後11日に到る

部にへYレニヤの存在が考えられた．依って鼠径管前号室 も皐丸感を有し硬度は干白々硬いが大いさを減じた様子

を聞き内鼠径輸を見るとその鉱大と｛蓋か乍らも腹膜の もなく，圧痛もないので術後11日目に退院せしめた．

膨出が認められた．そこで或いは後腹膜腔に停留する

かと想像されたので，先ずこの膨出腹腹部を切開して

腹腔に遠し此部から示指を挿入すると，すぐその近く

で腹膜を被った栂指頭大の腫癒を触れたので，それを

押し出す様にして引出 図 I 術前腹部停慣

すと之はまさしく停留 皐丸所水位燈

皐丸であった．精系は

存在するが非常に短か

く種々操作して陰嚢内

に下降せしめ僚と試み

たが外鼠径輪部迄しか

到達せず，陰袈内迄の

、下降は不可能であった

そこでこの泉丸を別仕i

する為に輸精管及び精 図II 締系精管切断

系静脈重量を別々に結歎 皐丸岡定

し切断した．而もその

ま与にして皐丸の状態

を観察したが色調の変

化を認めないし叉拳丸

の発育も良かったので‘

ハンター氏導待と周囲

軟部組織からの残存血

管によって多少なり共

血液循環があるかも知

れないと考え叉，更に

宰丸の遊殿移値も行わ

れているのだからその

意味でもその催準丸

を陰嚢l付に整復する•H

にした．即らハンター氏導m及び皐チL被膜に締法糸を

ー針かけて附・＂＞・＇：..（：；側陰重要底部に小切聞を加え之から

長幼子を挿入してム；持糸な肥Jmし，遊離皐丸を陰務底

迄引下げこの糸を応用して陰嚢皮肉にあ1，節治合固定，

更に鼠径部のへJレニヤ門閉鎖を完全に行い，停留塁悪丸

考 察

停留皐丸は一般に去って必ずしも稀有な疾患ではな

いが，その中で腹部停留皐丸は比較的稀であり，本例の

如き遊離移憶に近い方法で手1~\Jを施行した例は全く稀

であると云ってよい．停留皐丸に於いては屡々へ1レニ

ヤ，炎症，及び捻転等を併発し稀には悪性化してゼミ

／ーム乃至は肉腫に変位する．又組織学的にも特殊な

像を来し正常星島丸と比較すると一般に退行変性が著朗

であり臨床病理学上興味あるものである．本症例に於

ける停留皐丸は後腹膜から懸霊状に腹腔内に押下って

居り，之が腹圧によって拡大した腹部鼠径輸に脱出

しへYレユヤを合併t.,'f＇合も腹腔内にあるかの様な所見

を呈したものである．依って之にへJレニヤ根治手毛布と

Payr, Katzenstein, Sch!Osmann, Bean, Kocher等の

整復手術とは異る精管及び静脈重量の切断を行った自家

遊離移植的な手術方法を併用する事により，所期の目

的を達成し得たのである．

一般に停留星島丸の発見瀕度は少年期に多く成人期に

少いと云われ，その治療法としてはIO才以下の場合は

待機的処置を執り，恩春期前期或いは後期で、は位置議

正手術を加え，且ホルモン療法を併用するのがよく，20

才以後は別出手術を執り又一うとの内分泌不足の時には

ホJレモン療法が著効があると云われて居る．本症はは

へ1l-ニヤを合併するものが多く Schonholzer，は93%.

Uffreduzzi，は90%,Odionne及び Simmon.ds，は57

%, Goeritz，は66.6%に見られると云い，且つ木症出

現の両側性対一側性の比は Mixter，はl: 3.2, Pouzin 

Malequc，はl: 4，尾崎は3: 8と云い右側が左側に比

tベて頻発し勝ちで， Mckutcheonはね側に出現するも

のが76%を占めると去っている．

一般に停留畢丸の外科ず術決は l）有茎整復と 2)

遊離移値fこ分けられ，最後に変性皮から見て 3）別出

が問題となる．有茎整復手・~I司法は Katzenstcin, Payr, 

等数多くの方法が考えられており其症例も毎年相当数
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に昇っている．併し遊離移植は精系の切断が問題であ

って，鰯後の機能との関係を顧慮した結果，木邦文献上

では未だそめ施行例を人体に於いては行われていない

のである．かLる移植法の適応例は腹部停留皐丸でも

発育の良好で，市もその機能がよく保存されているも

ので，且つ周囲血管からの循環が残存して，移植皐丸

が直ちに援死を来さないものであろう．叉別出の場合

について云うと従来文献上，殊にオミ邦に於いて発見さ

れたゼミノームの過半数以上が腹部停留皐丸に起因し

ているものであり，叉，t立に腹部停留皐丸よりゼミノー

ムへの変性皮に就いては，大正二年松尾が停留皐丸の

肉腫化を発見して以来，この方面の統計的観察による

と38例のゼミノーム化を見ているのでも分る通れか

なりの高率に恐性化するものと考えてよいもので，而

も年令的には40才以j二の停留皐丸に於いて悪性化がみ

られているので，かLる年令の人で自覚症状を訴える

様になったものはむしろ別出した方が安全で、あろう．

本症例は年令的にも若く且つ停留皐丸自体が発7育良

好で、あったので，既にのベた方法で処置したが未だ術

後3ヶ月の経過日数に過ぎないが皐丸感を有し援死を

来した徴候もなく一応着床が成功したかの如くに思わ

れるものである．

結 語

腹部停留皐丸を陰褒内に遊離的に整復せしめ得た1

例を至宝に若干の考察を加えて報告した．
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