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Perineal Grooveの2例 
－治療方針について－

愛染橋病院  外科・小児外科

黒田 征加、松尾吉庸、田中 夏美 

　Perineal grooveは比較的まれな病態で、後交
連から肛門の前縁にかけてみられる粘膜様所見
を示す。後に上皮化して正常皮膚となるといわ
れ、無治療といわれるが、手術治療がおこなわ
れる場合もある。今回Perineal grooveと思われ
る2症例を経験し、現在経過観察中である。診断
の正否と今後の治療方針について、検討したい。
【症例1】女児  在胎34週3日  2152gにて出生。生
後、肛門部の異常を認め、小児外科に紹介され
た。前庭部が長く、後交連に肛門が開口してお
り、Vulbar anusと思われた。外来経過観察とし
たが、3か月の現在、後交連が肛門の前方、膣後
方に顕在化、粘膜様所見は遺残しておりperineal
grooveと診断した。引き続き経過観察中である。
【症例2】女児  在胎40週  2908gにて出生。出生
時  特に指摘はされなかった。1か月時、肛門前方
の皮膚欠損に気付き、軟膏処置など行っていた
が、改善せず、5か月時、当科受診された。陰部
と肛門の間に粘膜様変化を認め、Perineal groove
と診断した。肛門の位置がやや前方に位置する
と思われた。現在11か月、外来観察中である。
肛門狭窄はなく、便秘症状も認めていない。

2

先天性直腸閉鎖症の1例

筑波大学附属病院  小児外科

星野 論子、小室 広昭、新開 統子、
瓜田 泰久、藤代 準、坂元 直哉、
小野 健太郎

　直腸閉鎖症は稀な直腸肛門奇形であり、閉鎖
の部位、形態も多様である事から治療法は各症
例に適した選択が重要となる。今回我々は、術
前に膜様狭窄と診断でき、低侵襲な経肛門的根
治術を施行し得た症例を経験したため、これを
報告する。症例は日齢1の男児。胎児期より先天
性心疾患にてフォローされていた。出生後、排
便なく日齢0に肛門から1cmでネラトンがすす
まない事を指摘された。直腸閉鎖が疑われ、同
日、倒立位撮影を施行。さらに肛門側より造影
を行い、隔壁の厚さを計測。膜様閉鎖と診断し、
経肛門的根治術を行う方針とした。手術室で全
身麻酔下に血管留置針を留置後、ガイドワイ
ヤーを挿入。フォガティカテーテルを挿入し、
バルーン拡張後、膜様部を切除した。術後1年経
過するが、良好な排便機能を得ている。
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左半結腸欠損、直腸閉鎖を合併した
鎖肛の1例

長野県立こども病院  外科

町田 水穂、高見 澤滋、好沢 克、
岩出 珠幾、有井 瑠美、西田 保則、
吉澤 一貴

　症例は1才6ヶ月女児。在胎38週4日、2220gで
出生後、鎖肛、右腎臓欠損の診断で当院に搬送、
invertogramで高位鎖肛と診断し人工肛門造設
術を予定したが、術中横行結腸以下の結腸が確
認できず、回腸瘻を造設した。生後7ヶ月時に汎
発性腹膜炎を発症し開腹すると、閉鎖腔として
存在していた直腸が穿孔していたため、チュー
ブ直腸瘻を造設した。術後のMRI検査で、閉鎖
した直腸の肛門側に嚢胞性病変を認めたため、
直腸閉鎖、左半結腸欠損を合併した鎖肛と診断
した。生後9ヶ月時に腹仙骨会陰式肛門形成術を
施行、直腸の肛門側の嚢胞を切除し、直腸皮膚
吻合および上行結腸直腸吻合を行った。術後病
理診断で嚢胞壁に腸管壁様構造が見られたため
直腸閉鎖を合併した鎖肛と診断した。生後1歳時
に回腸瘻を閉鎖、経過は良好である。本症例は左
半結腸欠損、直腸閉鎖、鎖肛を合併した非常に稀
な疾患であるため文献的考察を含め報告する。

4

当科で経験したcovered anal 
complete（CAC）の7例

群馬県立小児医療センター  外科

西 明、土岐 文彰、山本 英輝、鈴木 則夫

　当科で経験したCACの7例に関してその術前
検査について検討し報告する。
症例の内訳は男児4例女児3例、在胎州数は
34w2dから 40w3dで、出生体重は 2676gから
3560gであった。21trisomyは3例で認められた。
倒立位レントゲンは全例で行われており低位と
診断されたものは4例であった。倒立位レントゲ
ンで中間位、高位とされた3例のうち1例はUSに
て低位が強く疑われ肛門窩穿刺造影にてCAC
の診断となった。また1例ではUSでも低位と判
断できなかったが外観から強くCACを疑い肛
門窩穿刺造影施行しCACの診断を得た。あとの
1例は他院にてstoma造設を受けた後当院転院と
なりstoma造影にてCACの診断となった。低位
鎖肛と診断できなければ人工肛門造設が必要と
なるため、CACを疑う場合には検査を組み合わ
せて施行して人工肛門造設を回避する工夫が必
要である。文献検討を加え報告する。
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男児鎖肛分類不能型症例6例の検討

千葉県こども病院  小児外科

中田 光政、南郷 容子、四本 克己、
東本 恭幸、岩井 潤

　当科では1989～2010年7月までの間に6例の
男児分類不能型症例を経験した。その内訳は
Anoscrotal cutaneous fistulaが2例、Anopenile
urethral fistulaが1例、Rectopenile cutaneous
fistulaが2例、Rectopenile urethral fistulaが1例で
ある。初診時には瘻孔の存在や走行・開口部を
明確にすることが困難で診断は難しく、人工肛
門を尿道瘻の症例では2例とも、皮膚瘻の症例で
も4例中3例に作成していた。また、根治術では
Recto-は中間位であるが1例に会陰式肛門形成
術、1例に仙骨会陰式肛門形成術を行っており、
1例待機中である。Ano-に対しては3例とも
ASARPを行った。男児鎖肛の分類不能型はまれ
な病型であり、治療方針は一定でない。今回我々
は本症例に文献的考察を加え、診断から根治手
術までを検討する。

6

直腸肛門奇形術後晩期にストマ管理
を継続しているVACTER症候群の
1例

国立成育医療研究センター　
外科系専門診療部外科1)、外科2)、泌尿器科3)

松田 諭1)、黒田 達夫2)、北野 良博2)、
森川 信行2)、田中 秀明2)、藤野 明浩2)、
武田 憲子2)、鈴東 昌也2)、山根 裕介2)、
上岡 克彦3)

　症例は40歳男性。小児期に高位鎖肛 (病型不
詳、無瘻孔型) として他院で肛門形成術を受け
た。その後、会陰部外傷を機に直腸から尿が漏
れる様になり、直腸尿道瘻と診断されて、人工
肛門を造設した。その後は、肛門と人工肛門双
方からの尿の流出と尿道からの便汁の排出に悩
んでいた。他院成人泌尿器科で直腸尿道瘻の修
復手術を受けたが手術後間もなく再開通し、当
科を受診した。術前の評価では尿道球部より背
側の偽尿道が形成され、これが直腸と交通して
いた。後方矢状断切開アプローチで経直腸的に
尿道との交通を遮断し得たが、括約筋の機能は
不良で、術後の直腸造影では直腸に内容の保持
力はほとんどみられず、直腸粘液の頻回の失禁、
汚染が残った。右手母指の形成不全から肛門か
らの排便管理を行なうことに抵抗があり、スト
マ閉鎖に踏み切れずに今日に至っている。直腸
肛門奇形の成人期管理上、示唆に富む症例と思
われ呈示する。
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根治術後46年目に永久人肛門造設を
行った1例

九州大学大学院  医学研究院  
小児外科学分野

家入 里志、林田 真、田口 智章

　症例は48歳男性、前医にて2生日に人工肛門造
設。2歳時に当院第2外科にて腹会陰式肛門形成
術。術後はover flow型の便失禁で排便の感覚は
あるが便意はないという状態であったが、8歳時
よりフォローが途絶えていた。27歳時にイレウ
スのため他院で3ｍに及ぶ小腸切除を施行され
28歳時には神経因性膀胱の診断で以後CICと
なった。腸切後より便失禁の頻度が増加、営業
職であったため外回りが多く38歳頃からは介護
パンツが手放せない状態となり、会陰部にびら
んをきたすことも度々であった。既婚であるが
お子さんはいない。46歳時に身障者申請のため
当科を受診、病状と年齢を考慮して人工肛門の
選択肢を説明したところ、今回希望にて永久的
人工肛門造設を目的としたHartmann手術を行っ
た。術後はドライタイムが得られQOLは格段に
向上、本人は早く人工肛門にすべきであったと
の感想であった。極めて排便コントロール不良
な長期経過症例には人工肛門も選択肢の一つと
すべきと考えさせられる症例であった。

8

鎖肛術後排便機能不良症例に対する
順行性浣腸（MACE）の有用性の検討

大阪府立母子保健総合医療センター  
小児外科

奈良 啓悟、窪田 昭男、川原 央好、
米田 光宏、中井 弘、合田 太郎、
井深 奏司

【目的】鎖肛症例に対する順行性浣腸用腸瘻造設
(MACE) の有用性を検討した。
【対象】23例にMACEを施行した。内訳は直腸膀胱
瘻3例、直腸尿道瘻11例、直腸総排泄腔瘻8例、肛
門無形成1例である。MACEの手術適応は高度便秘
が12例、高度便秘兼失禁 (overflow incontinence)
11例であった。
【結果】術式はMalone原法2例、Y字虫垂皮膚瘻
15例、形成盲腸管皮膚瘻1例、Monti-Malone結
腸瘻5例であり、11例に結腸切除を同時に行っ
た。23例中22例が便秘および失禁が改善した。
直腸総排泄腔瘻の1例では横行結腸の著明な拡
張を認めており、Monti-Malone結腸瘻を行った
が、排便機能の改善は得られなかった。
【まとめ】鎖肛術後に高度便秘症およびoverflow
incontinenceに対してMACEは極めて有効であ
り、患児のQOLの著明な改善が期待される。
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腹腔鏡補助下直腸肛門形成術術後合
併症の管理：直腸粘膜脱

近畿大学  外科小児外科部門

吉田 英樹、八木 誠、宇田津 有子、
森下 祐次

【目的】当科では男児高位鎖肛5例の腹腔鏡補助
下直腸肛門形成術 (LAARP) を経験したが、う
ち3例で術後直腸粘膜脱を合併した。今回我々は
LAARP術後に直腸粘膜脱を合併した3例に対す
る治療とその経過について報告する。
【症例】症例は3例ともに直腸尿道瘻の男児。生
後4～7ヶ月、体重5.5～8kgでLAARPを施行。全
例で術後管理として、ヘガールブジー、整腸剤
の投与 (症例により止痢剤併用) と浣腸を行っ
ている。直腸粘膜脱は全例で術後まもなく発症
した。うち1例は術後1-2年で排便回数が1日1-2
回までに減少したが、他の2例は排便回数が非常
に多く、禁制保持が困難であった。
【治療と経過】直腸粘膜脱の悪化のため3例ともに
Gant-三輪法を施行した。しかし効果が不十分も
しくは再発のため、全例で再手術を要した。手術
時期はそれぞれ1歳と2歳時、生後11ヶ月と1歳
時、2歳時に2回であった。再手術後全例で直腸粘
膜脱は治癒した。排便回数が多く、禁制保持困難
であった2例では排便回数が著明に減少した。
【結語】LAARP術後に直腸粘膜脱を合併した3例
を経験した。全例治癒には複数回の手術を要し
た。2例では直腸粘膜脱が排便機能を低下させる
原因であったと考えられた。

10

高位鎖肛に対する腹腔鏡補助下腹仙
骨会陰式直腸肛門形成術の工夫

佐賀県立病院好生館  小児外科

高橋 由紀子、竜田 恭介、福田 篤久、
生野 猛

　高位鎖肛に対する腹腔鏡下直腸肛門形成術は
低侵襲手術として有効であるが、尿路合併症の
発生も多く、直腸尿道瘻を伴うものでは尿道側
の遺残瘻孔が原因と思われる尿道憩室が問題と
なっている。我々は、直腸尿道瘻を伴う高位鎖
肛に対して、腹腔鏡補助下腹仙骨会陰アプロー
チにて尿道側の瘻孔を確実に処理し、直腸肛門
形成術を行った。
　方法は、仰臥位にて腹腔鏡操作で、尿道側の
瘻孔を1.0-1.5cm残し直腸より切離し、骨盤内と
会陰部より電気刺激装置にて肛門挙筋の中心を
確認した。その後ジャックナイフ位として、仙
尾関節から会陰側に 2-3cm 縦切開を加えて、
muscle complexは離断せずに直視下に尿道側の
瘻孔断端を粘膜抜去法で処理した。瘻孔を伴わ
ない高位鎖肛に対しても、同様の方法で安全に
根治術が可能であった。
　本術式は瘻孔の有無にかかわらず、高位鎖肛
に対して低侵襲かつ合併症の少ないハイブリッ
ド型手術になりうると考える。
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鎖肛術後症例に対する仙骨部高頻度
磁気刺激を用いた仙骨神経機能調節

新潟大学  小児外科

小林 久美子、窪田 正幸、奥山 直樹、
塚田 真実、仲谷 健吾

　高頻度磁気刺激は体外から磁気パルスを与え
ることにより生体内に電流を発生させ、無痛性
に神経を電気刺激する方法で、産婦人科領域で
は分娩後の膀胱障害の治療としてその有用性が
注目されている。我々は鎖肛術後症例に対して
仙骨部高頻度磁気刺激を行い、仙骨神経機能の
回復に有用であったため報告する。症例は鎖肛
術後の3例で年齢は4歳、6歳、7歳で、それぞれ
中間位、高位、低位であった。仙骨部高頻度磁
気刺激は衣服の上からプローべを仙骨部にあ
て、Output Level 5、15Hz、毎分5秒間で10回を
1クールとし、3～7クール施行した。排便困難の
あった2症例は浣腸による排便コントロールが
可能となり、膀胱障害のあった1例は膀胱容量の
拡大を認め排尿間隔を延長できた。鎖肛術後の
仙骨神経障害に起因すると考えられる膀胱直腸
機能障害に対し、仙骨部高頻度磁気刺激は効果
的であり、QOLを向上させる有用な手段となり
うると考えられた。

12

性分化異常を伴った鎖肛の2例

千葉大学  小児外科

齋藤 江里子、菱木 知郎、齋藤 武、
佐藤 嘉治、光永 哲也、照井 エレナ、
松浦 玄、柴田 涼平、三瀬 直子、
横山 由紀子、吉田 英生

　今回我々は、性分化異常を伴った鎖肛症例を
経験し、性の決定に関し検討する機会を得た。
外性器の形成術 (尿道・陰茎・膣形成など) を要
する鎖肛患児の治療方針につき報告する。
【症例1】37週1日、経膣分娩にて出生。肛門はな
く二分陰嚢、陰茎前陰嚢を認めた。陰茎は陰核
様で尿道口は会陰部に開口しており、その左側
に粘膜に覆われた1cm大の腫瘤を認めた。直腸尿
道瘻の診断で日齢1に人工肛門を造設した。1歳
時にPSARP、1歳9ヵ月時に尿道形成・腫瘤切除
術を施行し、3才現在、陰茎形成術待機中である。
【症例2】39週0日、吸引分娩にて出生。陰茎欠損
を認め、尿道口は陰嚢背側正中に開口しており、
肛門は認めなかった。直腸尿道瘻の診断で日齢
1に人工肛門を造設した。また、右水腎症、右
VUR、馬蹄腎、二分脊椎を認めた。染色体分析
で正常男性型であり、内分泌科医を含めて両親
と協議したうえ、男性としての性を選択した。
11ヵ月時PSARPを施行。今後膀胱機能を評価し
つつ、尿道・陰茎形成の多期手術が必要である。
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直腸肛門奇形術後における
sexualityの問題

東京都立小児総合医療センター  外科

東間 未来、広部 誠一、新井 真理、
小森 広嗣、大場 豪、大野 幸恵、
鎌形 正一郎、林 奐

　当院ではここ数年直腸肛門奇形術後の思春期
を越えた女性たちからの相談が相次いでいる。
鎖膣のため性周期ごとに起こる腹痛や月経時の
血尿といった明らかに身体的問題をともなう
ケースから、パートナーとの精神的・身体的交
流がうまくいかないケースなど、抱える問題は
さまざまであるが、共通する問題は、われわれ
医療者側がこのようなケースに対する治療経験
が乏しく、彼女たちに具体的な治療方針とその
結果の見通しを示せないことである。
　当院では関連診療科に精神科を含めたトータ
ルケアチームをたちあげ、患児の身体的・精神
的発達にあわせた治療を段階的に行うことを目
標としている。鎖膣の総排泄腔外反症症例2例
と、月経ごとの血尿を有する総排泄腔異常症症
例1例を提示し、女性の生殖器形成治療計画を検
討する。

14

鎖肛術後患児のQOLを考える
－排便・排尿障害や生殖機能異常が
患児に与える心理的社会的影響につ
いて－

神奈川県立こども医療センター  一般外科

武 浩志、大浜 用克、新開 真人、
北河 徳彦、薄井 佳子、平田 義弘、
小坂 太一郎

【目的】鎖肛術後患児は排便機能、排尿機能、生
殖機能異常を伴うことが少なくなく、これらの
身体障害が社会生活に影響しQOLを低下させ
る。本症患児の身体障害と心理的社会的影響に
ついて考察する。
【対象・方法】心理的社会的適応状態を包括的に
評価するためにChild Behavior Check List
(CBCL) を用い調査した。
【結果】症例は27例 (男：女＝15：12)、調査時
年齢は14歳 (6～18歳)、調査時排便スコアは平均
6.9±0.9であった。CBCLによる内向尺度、外向
尺度、総得点が境界・臨床域にはいった患児は
それぞれ、56%、32%、49%であった。
【結語】一般集団のCBCLの境界・臨床域の割合
は25％と報告されているのに比べ本症患児の割
合は、内向尺度、外向尺度、総得点すべてで高
値であった。本症患児はその身体障害が心理的
社会的に大きく影響するため、精神的なサポー
トが必要不可欠である。


