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特別講演

特別講演 1
直腸肛門奇形（鎖肛）病型分類の変遷と正確な病型診断の意義

岡村一心堂病院

上野 滋

鎖肛には様々な病型があり、病型により異なる手術法が採用され、術前術後管理も病型により
工夫されるべきである。病型分類の嚆矢は Ladd/Gross 分類であるが、1970 年の国際シンポジウ
ムで Stephens/Smith により提唱された分類（以下国際分類）が、角田により本邦に紹介され、本
研究会による登録事業は、現在まで国際分類の記載に基づき、正確な診断のための検査法を提案
している。

国際分類は、Stephens/Smith による発生学的検討や剖検例の検討結果がもとになり、直腸盲端
が恥骨直腸筋を貫いているかどうかで病型を高位、中間位、低位に大別している。1977 年に直腸
肛門奇形病型分類検討会が記載法および検査法を提案した。その後、国際分類より単純な Wing-
spread 分類が 1984 年に提唱され、女児総排泄腔型は、別範疇に入れられた。2006 年には前年の
Krickenbeck 会議において合意された新たな分類が提唱されたが、従来の分類と比較して後方矢
状切開による手術所見を重視し、直腸盲端の高さに関して厳密ではない。

今回、病型診断上に問題となるのは、①直腸盲端の高さの正確な把握、②男児における直腸尿
路間の瘻孔部位による直腸膀胱瘻、直腸前立腺尿道瘻、直腸球部尿道 の正確な区別、③女児に
おける直腸膣前庭瘻と肛門膣前庭瘻の鑑別と考え、国際分類にのっとった正確な病型診断の意義
について私見を述べる。
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特別講演

特別講演 2
直腸肛門奇形（鎖肛）病型分類―低位型における正確な病型診断の意義―

千葉県こども病院 小児外科

岩井 潤

周知のごとく鎖肛には様々な形態があり、適切な手術法を選択するためには発生や解剖に基づ
く正しい病型診断が重要である。また、術後排便機能を術式別に比較する際にも、手術時病型診
断が一定基準でなされていることが前提となる。

この点において、1970 年に提唱された International classification of ano-rectal anomalies（国際
分類）は、Stephens・Smith らの発生学的検討や剖検例の検討結果を基礎として、殆どの病型を
網羅し詳細に分類していることから有用と考えられる。

本研究会の鎖肛病型登録事業については、当初よりこの国際分類を用いてなされているが、国
際分類は詳細な分類法ゆえに診断に際しての混乱も懸念される。直腸肛門奇形病型分類検討会報
告（小外会誌 13：1181, 1977）の冒頭には、「国際分類が提唱されて以来、この分類法が本邦で
も広く取り上げられている。しかし本分類法にも問題点が多く本邦において広く症例を集め再検
討し、より的確な分類法を考案しようと考え・・・正しい情報を得るためには記載法および検査
法の一定したものが必要との結論に達し、記載用紙・要項および検査法の手引きを作成した。（一
部改変・省略）」とある。すなわち、病型判定基準を明確に満たす症例のみを登録することで、病
型や頻度の正確性を図るとともに、後日分類に疑義が生じた際には容易に見直しができるように
するということである。

今回は、病型登録の半数強を占める低位鎖肛につき、国際分類に沿った本研究会における病型
判定基準・診断手順の実際を提示する。また、低位型においても病型判定が適正な治療法の選択
に重要であるという観点から、診断時に注意すべき点につき例示し、実際の診療に有用な情報と
して役立てていただきたいと考える。
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S1-1 Perineal groove 女児の経験

兵庫医科大学 外科学小児外科

○野瀬 聡子、銭谷 昌弘、児玉 匡、大植 孝治

［はじめに］Perineal groove は何らかの原因によ
り両側生殖皺壁の癒合不全が部分的に起こり、会陰
部から肛門部にかけて表皮形成ができないために
粘膜状の溝を形成している、広義の直腸肛門奇形で
ある。我々は Perineal groove 女児 4 例を経験した
ので、その治療方針につき検討する。
［症例］4 例とも生下時より会陰部外観異常に気付

かれていた。4 例とも前医小児科にて自然に上皮化
することを期待し外来経過観察されていたが、治癒
せず当科紹介となった。症状は、いずれも外観異常
以外に認めなかった。 いずれも家族の希望が強く、
各々 1 歳時、1 歳 2 ヶ月時、3 歳時、2 歳 3 ヶ月時に
会陰形成術を施行した。病変は膣前庭窩より直腸粘
膜移行部まで通じていた。手術は、粘膜を切除し会
陰皮膚を縫合閉鎖した。病理組織像は重層扁平上皮
と尿路（移行）上皮様組織で被覆された部分が混在
する所見であった。初期の二例は、術後鎖肛手術に
準じて下肢抑制、膀胱カテーテル留置とした管理を
行なった。最近の二例は鼠径ヘルニア日帰り手術に
準じた、特に制限のない術後管理を行った。全例術
後経過は良好で創離開なく経過し、保護者の満足度
も高かった。
［考察］Perineal groove は通常自然治癒が期待で

きるため手術を要さないとされている。しかし局所
の炎症や出血、排便痛や尿路感染を起こすこともあ
り、注意深い経過観察が必要である。また上皮化に
は長期間を要し、外観上本人、保護者の精神的苦痛
となるため、家族の希望があれば、美容的観点から
手術も考慮してよいと考えられた。

S1-2 会陰溝で手術を施行した乳幼児例

1）埼玉医科大学病院 小児外科
2）総合母子保健センター愛育病院 小児外科

○江村 隆起1,2）、吉田 真理子2）、尾花 和子1,2）、
古村 眞1）

【はじめに】
会陰溝は直腸肛門奇形の中で、発生学的には最も下
位の形成異常である。粘膜状の溝は自然軽快傾向が
あり、治療が必要になる症例は少ない。2 歳以降、自
然軽快しない場合に整容的理由で手術適応がある
とされている。会陰溝に関する報告は稀だが、私達
は会陰溝に対する手術例を経験した。

【症例 1】
5 カ月女児、出生時に会陰溝を指摘され当科紹介と
なった。前庭部から肛門に連続する粘膜状の溝は比
較的深い陥凹を形成していた。外来で経過観察して
いたが軽快傾向がなく、手術の希望があり、5 カ月時
に手術を施行した。会陰溝部の表面上皮は重層扁平
上皮であったが角化を認めなかった。中央部では上
皮層が薄く、1～3 層の低円柱状上皮であった。

【症例 2】
2 歳 4 か月女児、新生児期から経過観察していたが
会陰溝の所見に変化がないため、根治的治療への両
親の希望が強く手術を施行した。会陰溝部の表面上
皮は重層扁平上皮で覆われていた。外側は角化を
伴っていたが、中央部では角化を認めなかった。合
併症なく術後経過は良好であったが、排泄物による
創傷汚染の処置に際して非常に抵抗するため、日々
の創傷管理に苦労した。

【まとめ】
異常粘膜の切除縫合という単純な手術を施行して、
2 症例とも術後経過は良好であった。一方、幼児例で
は術後の創部安静が困難であり、術後管理に難渋し
た。会陰溝粘膜の自然経過などについて考察し報告
する。
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S1-3 男児perineal groove と考えられた 1
例

1）国立病院機構 福山医療センター 小児外科
2）月山チャイルドケアクリニック

○井深 奏司1）、黒田 征加1）、窪田 昭男2）、
長谷川 利路1）

【はじめに】Perineal groove は女児において、前庭から肛
門まで湿った proove（溝）がつづくもの、と定義されて
いる。今回、男児 perineal groove と考えられる症例を経
験したので、報告する。【症例】人工授精で妊娠成立、帝
王切開にて在胎 40 週 2 日、2346 g、APS 2 点/6 点で出生
された。日齢 5 に新生児科医により肛門の位置異常を指
摘され、当科紹介受診となった。外観上、肛門皮膚瘻を
疑った。ブジーを行わなくても瘻孔から自排便が認めら
れていたので、退院し、外来で経過観察されていた。10 ヶ
月時に会陰式肛門形成術を予定した。全身麻酔下に瘻孔
の位置を確認し、瘻孔周囲に電気刺激装置にて括約筋の
収縮中心を確認した。すると、肛門収縮は瘻孔を中心に全
周性に認められた。瘻孔と思われていた直腸開口部は、本
来の肛門窩より前方に変移しているものの、外見上健常
の肛門に見え、内部に歯状線が認められた。また陰嚢縫線
と陰嚢後線の交点から正常直腸粘膜に連続する groove
を認めた。以上より、前方肛門（anterior anus）に perineal
groove が合併したものと考えた。家族からの整容的修復
希望があり、手術は perineal groove（粘膜）を切除し、
縫合閉鎖した。術中写真を元に計測した anal position in-
dex（API）は 0.43 で正常範囲内（＜0.38 で異常前方変位）
であり、術後診断は perineal groove とした。また、術前
に乳児のオムツかぶれと思われる瘻孔周囲の発赤・びら
ん等の皮膚トラブルを認めていたが、術後は皮膚トラブ
ルも改善した。【考察】Stephens らの分類や、本邦での鎖
肛手引きにおいても、男児の perineal groove は分類され
ていない。岩井らの報告（日本平滑筋誌 24：193-203，
1988）から API が正常範囲内であり、肛門括約筋の収縮
中心に肛門開口が存在していたこと、排便障害を認めな
かったことから、anterior perineal anus や肛門皮膚瘻で
はなく、男児 perineal groove と診断した。

S1-4 当院で経験した Perineal groove 症例
についての検討

千葉県こども病院 小児外科

○原田 和明、岩井 潤、勝海 大輔、
齋藤 江里子、光永 哲也

【背景】Perineal groove は後交連から肛門前縁にみられる粘膜様
所見を指す。Stephens らの国際分類（1970）では雑群に分類され、
女児に見られる稀な病型であり、肛門機能に問題なく、粘膜も後
に上皮化が期待でき特に治療を要さないとされている。 しかし、
実際には時折見られる所見であり、さらに低位鎖肛を合併する例
が見られるなど、国際分類との違いがあるのではないかと考えら
れる。今回これらの点につき当科の症例で検討をおこなった。

【対象・方法】2000 年 1 月から 2019 年 6 月までの間に根治術を施
行した直腸肛門奇形の患児 174 例を対象とし、Perineal groove
の有無について診療録を用いて検索した。

【結果】性別と病型の内訳は、男児 112 例（高位 24、中間位 24、
低位 50、雑群 4、分類不能 10）、女児 62 例（高位 8、中間位 3、低
位 43、雑群 4、分類不能 4）であった。Perineal groove は 7 例に
認め全例女児であり、そのうち 5 例は anocutaneous fistula に合
併、1 例は covered anal stenosis に合併した。Perineal groove のみ
の症例は経過観察としているが、手術を施行した 1 例は groove
が目立ち、 家族の強い手術希望があり月齢 7 で手術を施行した。

【考察】直腸肛門奇形研究会の手術登録例（1975～2016）で
Perineal groove は、4310 例中 31 例（0.7％）で全例女児である。
今回の我々の手術集計では女児 7 例（4.0％）であった。性別に関
しては、Chatterjee らは男児例を報告している。Perineal groove
と低位鎖肛合併例は 6 例で、女児低位鎖肛手術例の 14.0％ であっ
た。診断は、肛門形状、肛門開口位置などで疑い、筋電図検査で
確定した。groove 部は鎖肛根治術時に粘膜を切除・修復した。

【結論】Perineal groove は稀ではない病型である。しばしば低位鎖
肛を合併するため、Perineal groove を認める児を診察する際は
anocutaneous fistula などの合併を念頭に診断を行う必要がある。
鎖肛合併がなく groove のみの症例は 2-3 歳までは手術せず経過
観察とする考えである。
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S1-5 小児における会陰部腫瘤-Accessory
Labioscrotal Fold の観点からの考察

1）旭川医科大学外科学講座 小児外科
2）旭川医科大学病院 病理部

○宮城 久之1）、石井 大介1）、平澤 雅敏1）、
永田 真莉乃2）、谷野 美智枝2）、宮本 和俊1）

【はじめに】脂肪腫は全身によく見られる良性軟部
腫瘍であるが生下時より会陰部に生じることは稀
である。Accessory labioscrotal fold（以下 ALSF）は
正常とは別の過剰な大陰唇のことであり男児では
副陰嚢として以前より報告されている。会陰部腫瘤
の鑑別診断として仙尾部奇形腫、血管腫、脂肪腫、
human tail などが挙げられるが、ALSF があること
が見逃される症例があると考え診断・治療につい
て報告する。【症例】症例 1）4 ヵ月、男児。在胎 40
週、4,160g にて出生。covered anal stenosis および会
陰部腫瘤を指摘され、会陰部腫瘤切除および Cut
back 手術を施行した。症例 2）2 歳、女児。在胎 34
週、2,062g にて出生。生下時より大陰唇基部より肛
門近くまで続く会陰部腫瘤にて経過観察されてい
たが、当科紹介され会陰部腫瘤切除術施行した。症
例 3）4 ヵ月、男児。在胎 39 週、2,790g にて出生。
鎖肛に伴い二分陰嚢、尿道下裂および会陰部腫瘤を
認め、鎖肛根治術の際に会陰部腫瘤を摘出した。症
例 4）日齢 21、女児。在胎 38 週、3,500g にて出生。
生後 21 日に会陰腫瘤摘出術施行した。いずれも病
理組織診断から、術前に脂肪腫にみえた領域は境界
不明瞭であり、脂肪腫というより脂肪組織の増殖と
いう所見であった。また皮下に肉様膜に矛盾しない
所見を認め、副陰嚢、副陰唇として矛盾せず ALSF
と最終診断した。【結語】ALSF は稀であるとされて
いるが、今まで会陰脂肪腫として症例報告されてい
るものの中にも ALSF が含まれている可能性があ
る。会陰部腫瘤の症例に対しては、肉眼的に陰嚢皮
膚のような皺の有無など観察し、適切に切除術を
行って病理組織検査に提出して確認することが必
要である。
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S2-1 低位鎖肛に肛門背側の瘻孔へつながる
臀部先天性皮膚洞を合併した 3例

1）兵庫医科大学 小児外科
2）近畿大学 小児外科

○銭谷 昌弘1）、佐々木 隆士2）、野瀬 聡子1）、
大植 孝治1）

【背景】臀部先天性皮膚洞は極めて稀であるが、低位鎖肛に肛
門背側の瘻孔へつながる皮膚洞を合併した症例（以下本症）は
調べた限り報告がない。われわれは本症の 3 例を経験したの
で報告する。

【症例 1】7 ヶ月女児。裂肛を伴う重症便秘を主訴に受診。肛門
が膣側に偏位し、その背側の正常肛門位置に盲端に終わる瘻
孔を認めた。また左臀部にも排膿を伴う瘻孔を認め、同部の造
影では瘻孔は仙骨付近で途絶していた。手術は砕石位にて肛
門背側の瘻孔を切除後に肛門を背側に移動させて肛門形成を
行い、次いでジャックナイフ位にて臀部瘻孔切除を行った。両
瘻孔の先には索状組織を認め連続性が窺われたが、それぞれ
の肉眼的内腔消失部で結紮切離して瘻孔部のみを摘出した。
術後 1 年 10 ヶ月時に肛門背側の瘻孔切除部に膿瘍を形成し
経皮的穿刺ドレナージで軽快した。その後は膿瘍再発なく、排
便機能も良好で初回手術後 9 年が経過している。

【症例 2】日齢 4 の女児。肛門の位置異常と背側の瘻孔を主訴
に新生児搬送。診察時に左臀部の瘻孔に気づき、瘻孔造影にて
肛門背側の瘻孔との交通を確認した。手術はジャックナイフ
位で臀部から肛門背側までの瘻孔を全摘後、会陰式肛門形成
術を施行した。術後 3 年が経過し、経過良好である。

【症例 3】4 ヶ月の女児。主訴は繰り返す左臀部からの排膿。病
歴に便秘があり、会陰部の診察で本症と診断した。瘻孔造影で
は両瘻孔の連続を確認しており、近日中に手術予定である。

【結語】症例 1、2 ともに摘出した瘻孔は重層扁平上皮に被覆さ
れており、先天性皮膚洞と診断された。症例 1 は臀部瘻孔と肛
門背側の瘻孔の間に索状組織があり本症の発生上の変異と考
えられた。過去に臀部と肛門背側に独立した皮膚洞を合併し
た幼児例の報告が 1 報あるが、報告例には鎖肛に関する記載
がなく、本症と同一病態かどうかは不明である。瘻孔の発生機
序や治療方針について考察した。

S2-2 低位鎖肛の長期フォローアップ上の問
題点

京都府立医科大学 小児外科

○福永 健治、文野 誠久、青井 重善、
坂井 宏平、東 真弓、古川 泰三、田尻 達郎

【はじめに】直腸肛門奇形のなかで，低位型は一般的に
経過良好とされているが，長期的に必ずしも全例が一
様に良好とはいえない．今回，当院における低位鎖肛症
例の治療経過について報告する．

【方 法】2004 年から 2018 年の 15 年間に当科で外科治
療を行った低位鎖肛症例で，術後 2 年以上経過してい
る 42 例の排便状況を後方視的に検討した．

【結 果】内訳は男児 7 例，女児 35 例で，分類は anocu-
taneous fistula20 例，anovestibular fistula14 例，anovul-
var fistula5 例，covered anus complete2 例，covered
anal stenosis1 例であった．術式として，一期的手術と
して，カットバック肛門形成術あるいは会陰式肛門形
成術を行い，術後に明らかな肛門位置異常を伴う場合
には，患児や保護者の意向を踏まえたうえで，limited
PSARP あるいは Potts 手術などの肛門移動術を行っ
た．経過として 8 例が死亡あるいは lost follow であり，
残る 34 例の排便状況について分類を行った．その結
果，排便良好群は 20 例（うち肛門移動 6 例），排便中等
度群 9 例（うち肛門移動 7 例），排便不良群 5 例（うち
肛門移動 4 例）で，フォロー期間として，排便良好群で
最長 11 年に渡る外来治療により排便機能は正常化し
た．特筆事項として 2 例が排便良好のため乳幼児期に
いったん外来終了となったが，学童期に高度便秘のた
め再受診し緩下剤の投薬が再開された．また，42 例中
16 例で脊髄 MRI が施行され，うち，脊髄係留症候群な
どの脊髄異常が診断されたのは 6 例であった（14.3％）．

【まとめ】低位鎖肛は，全例が機能予後良好ではなく，
特に二期的肛門移動症例においては，全例学童期まで
のフォローは最低限必要と考えられる．また，排便機能
の観点から脊髄病変の検索は低位鎖肛においてルーチ
ンとして行うべきである．
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S2-3 直腸肛門異常症に合併した限局性直腸
拡張における臨床像の検討

1）和歌山県立医科大学 第2外科
2）泉大津市立病院 外科・内視鏡外科

○合田 太郎1）、三谷 泰之1）、加藤 紘隆1）、
渡邉 高士2）、窪田 昭男1）、山上 裕機1）

【はじめに】直腸肛門異常（ARM）に，生直後より限局性直腸
拡張（MR）を合併し，肛門形成後排便機能障害を呈する症例を
認めることがある．今回，ARM に合併した MR に対し，直腸
切除を要した症例を後方視的に検討した．

【対象】2013 年 1 月から 2019 年 7 月までに，当施設で加療した
ARM24 例のうち，MR を合併していた 6 例（25％）を対象とし
た．

【結果】6 例はいずれも ARM 根治術前から MR を認めていた．
MR6 例のうち，1 例は保存的に排便コントロール可能であった
が，5 例は拡張直腸での著明な便塊貯留を認め，摘便や洗腸など
の処置を要し排便コントロール不良のため手術適応とし，直腸
切除を行った（83.3％）．手術例 5 例のうち 4 例は低位で，うち
1 例はごく軽度の位置異常（anterior anus）のみであった．残り
の 1 例は中間位であった．直腸切除手術時年齢は中央値 7.7 歳

（2.5-18.9）で，低年齢の 4 例には腹腔鏡補助下経肛門的 endorec-
tal pull-through（EPT），AYA 世代の 1 例には腹腔鏡下前方切
除を選択した．手術時間は中央値 328 分（276-634 分（1 例は摘
便を含む））で， いずれも大きな術後合併症なく退院となった．
現在術後中央値 5.9 年（4 か月～6 年）経過し，長期経過した 3
例のうち前方切除をした 1 例は，無治療で良好な自排便が得ら
れている．EPT の 2 例は適宜浣腸を要するが soiling はなく，排
便機能は概ね良好である．術後 7 か月の症例は軽度の soiling
を認め，外来加療中である．1 例は回腸瘻造設中である．5 例中
3 例で拡張部腸管において Auerbach 神経叢の神経線維束の増
生の所見を認めたが，2 例では神経叢の異常は認めなかった．

【考察】MR は生直後から認められており，生後早期に肛門形成
を行い早期に通過障害を解除した症例でも MR は残存してい
ることから， 拡張は一次性変化の可能性が高いと考えられた．
全例に共通した病理所見は得られなかった．肛門形成術前に
MR を呈する ARM 症例では，高率に再手術を要するため，注
意深い経過観察が必要である．

S2-4 直腸肛門奇形疾患術後患者におけるモ
ビコールⓇの使用経験

九州大学大学院医学研究院 小児外科学分野

○入江 敬子、小幡 聡、伊崎 智子、宮田 潤子、
田口 智章

【はじめに】モビコールⓇは、2 歳以上の小児慢性便秘症に対
して使用可能な、ポリエチレングリコール製剤である。浸透
圧性下剤で、体内の水分・電解質に影響を与えることなく腸
管内の水分量を増加し、便容積が増大することで生理的な腸
蠕動を促す。今回、排便コントロール不十分であった直腸肛
門奇形疾患術後患者において、モビコールⓇを使用し、効果
および副作用、内服コンプライアンスについて、非直腸肛門
奇形疾患患者との比較検討を行ったので報告する。

【症例】2018 年 11 月にモビコールⓇが本邦で発売されて以来
2019 年 6 月末までに、当科にてモビコールⓇを処方された 64
例のうち、内服後に効果の評価がなされている 51 例を対象
とした。そのうち直腸肛門奇形疾患術後患者は 10 例であっ
た。

【結果】直腸肛門奇形疾患術後患者 10 例中 6 例で、モビコー
ルⓇ使用前と比較し、便性状や自排便回数、残便感の低下な
どの改善が得られた。ただしこの 6 例には、モビコールⓇの
内服により便失禁が軽度増悪したものの、排便時痛減少、残
便感の消失など、患児や家族が内服効果に満足している症例
が含まれる。10 例全例で、腹痛や食欲低下は認めなかった。
1 例は効果なく、2 例が味覚による拒否、1 例が便失禁増加の
ため、計 4 例が内服を中止した。一方、非直腸肛門奇形疾患
患者 42 例においては、排便コントロール改善症例は 34 例
で、効果なく中止した症例が 3 例、便失禁増加による中止が
2 例、理由不明での中止が 3 例であった。いずれも内服によ
る腹痛や食欲不振は認めていない。

【考察】直腸肛門奇形疾患術後患者に対しても、モビコールⓇ

は、排便促進作用を発揮し、便秘症改善に寄与する。浸透圧
性下剤の効果として便軟化作用は強く、便失禁を呈する患者
への適応は、慎重な判断が必要であるが、肛門形成術後の便
秘症状を呈する症例には、早期より導入することで排便によ
る苦痛を減少させ、排便習慣の獲得にもつながると考える。
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S2-5 クラリーノ症候群術後の難治性便秘症
に対しモビコールが奏功した 1例

1）茨城県立こども病院 小児外科
2）茨城県立こども病院 小児泌尿器科

○牛山 綾1）、矢内 俊裕1,2）、東間 未来1）、
益子 貴行1,2）、平野 隆幸1）、田中 保成1）、
小坂 征太郎1）

【緒言】モビコールⓇはポリエチレングリコールを主成分と
し、欧米では小児便秘症のファーストラインとしての使用
が推奨されており、日本でも 2018 年より承認された。我々
はクラリーノ症候群術後の難治性便秘症に対してモビコー
ルⓇを使用し、良好な排便コントロールが得られたため報告
する。

【症例】5 歳、女児。38 週、2934g で出生し、排便良好で体
重増加も得られていた。6 か月時に腹部膨満、悪臭を伴う頻
回の泥状便がみられるようになり、8 か月時に当院へ紹介
となった。精査にて肛門管狭窄、仙骨前腫瘍、仙骨形成不全
が認められ、クラリーノ症候群と診断した。便塊貯留による
overflow incontinence および腸炎に対する加療後、洗腸・
浣腸での排便管理を行い、9 か月時に仙骨前腫瘍摘出術、直
腸肛門形成術を施行した。歯状線から頭側 1cm 長の肛門管
狭窄部を切除後、剥離した直腸断端を肛門に縫合した。仙骨
前腫瘍は病理組織学的には成熟奇形腫であった。術後は浣
腸、酸化マグネシウム・整腸剤の内服により排便コント
ロールを行ったが、術後 6 か月頃（1 歳時）から排便コント
ロールが不良となり全身麻酔下での摘便を要するように
なった。その後は適宜洗腸を行いながら排便コントロール
されていたが、ときに多量の便塊貯留がみられ摘便を必要
とした。排便コントロールは良好と不良を繰り返していた
が、4 歳頃から数か月ごとの全身麻酔科での摘便を要し排
便コントロールに難渋するようになったため、盲腸瘻造設
による順行性洗腸の導入を検討した。日本でのモビコールⓇ

承認に伴い、5 歳時より酸化マグネシウムをモビコールⓇに
変更したところ、1 日 1 回の自排便がみられるようになり、
浣腸も不要となった。モビコールⓇ内服を開始後 7 か月が経
過しているが、腹部膨満もなく良好な排便が得られている。

【結語】クラリーノ症候群術後の難治性便秘症に対しても、
モビコールⓇ内服は有用な治療法であることが示唆された。
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S3-1 高位鎖肛に複雑泌尿器奇形および馬尾
退行症候群を合併した 1例

筑波大学医学医療系 小児外科

○相吉 翼、増本 幸二、高安 肇、堀口 比奈子、
白根 和樹、伊藤 愛香里、根本 悠里、
田中 尚、佐々木 理人、千葉 史子、
小野 健太郎、神保 教広、瓜田 泰久、
新開 統子

【はじめに】直腸肛門奇形と泌尿器奇形は比較的高頻度に合
併することが知られている．今回われわれは，左尿管の膀胱
頸部異所開口があり，その開口部に直腸からの瘻孔が開口
する稀な症例を経験したので報告する．

【症例】8 か月，男児．胎児期に一過性に下腹部嚢胞を指摘
されたが，経過中に消失した．在胎 40 週 6 日，出生体重
3,274g で仮死なく出生した．日齢 1 に肛門を認めないこと
に気付かれ，当院へ転院搬送となった．高位鎖肛の診断で，
日齢 1 に横行結腸瘻を造設した．入院後の精査で，左腎低形
成，両側膀胱尿管逆流，両側下部水尿管，尿道狭窄，遠位型
尿道下裂，二分陰嚢の泌尿器奇形を認め，さらに仙骨下部欠
損，馬尾退行症候群の脊椎・脊髄奇形の合併が明らかと
なった．その後，月齢 5 に右精巣上体炎を 2 回発症したた
め，直腸膀胱瘻に関連するものと判断し，月齢 7 に腹腔鏡補
助下直腸肛門形成術を行うこととした．術前の VCUG およ
び MRI において，直腸盲端と左尿管との交通が疑われ，手
術に先立ち膀胱鏡検査および逆行性腎盂尿管造影を施行し
た．同検査では，左尿管の膀胱頸部への異所性開口を認め，
さらにその異所性左尿管口と直腸への瘻孔が同一の孔とし
て膀胱頸部に開口していることが明らかになった．また，前
部尿道弁を認め，7Fr 膀胱鏡を通過させるために尿道ブ
ジーを要した．手術では鏡視下に瘻孔を膀胱頸部近傍で処
理し，合併症なく直腸肛門形成術を施行し得た．

【考察】本例では左尿管の膀胱頸部異所開口を認め，その開
口部に直腸からの瘻孔が開口する複雑尿路奇形を有する症
例を経験した．さらに，左腎低形成，前部尿道弁による尿道
狭窄，馬尾退行症候群等の合併も認めており，極めて複雑な
病態と考えられた．今後は，①右腎機能の温存を念頭に置い
た治療に加え，②人工肛門閉鎖後に懸念される原病および
馬尾退行症候群に伴う排便障害に対する対応も考慮した，
慎重な管理を行う方針である．

S3-2 胎児期に腹部腫瘤を指摘された尿道閉
鎖、尿道直腸瘻の 1例

三重大学医学部附属病院 消化管・小児外科

○松下 航平、長野 由佳、小池 勇樹、
井上 幹大、内田 恵一、楠 正人

症例は、在胎 16 週頃より胎児エコーにて高エコー
領域を伴う腫瘤を認めるようになった児。在胎 22
週頃より、羊水減少も指摘されて、在胎 24 週時、当
院産婦人科へ紹介となった。エコー、MRI にて直
腸～S 状結腸の拡張（径 6×4cm）と内容物の貯留を
指摘され、鎖肛、ヒルシュスプルング病が疑われた。
胎児の核型は 46XY であった。在胎 34 週 3 日、陣発
のため緊急帝王切開となり出生（出生体重 2364g）。
出生後呼吸不全認め、挿管管理となり、NICU へ入
室した。
出生時、羊水過少に伴う肺低形成、新生児呼吸窮迫
症候群、新生児遷延性肺高血圧症などを認め、HFO、
NO などの呼吸管理を要した。また、腹部膨満を認
め、外陰部は男性型も陰茎は小さく、外尿道口は開
存していなかった。 両側精巣は陰嚢内に触知した。
また、肛門は開存しており、経肛門的にサンプ
チューブを挿入すると、黄色～褐色の顆粒状便が多
量にサクションされた。洗腸、経肛門ドレナージに
て腹部膨満は改善した。また、生後 1 日目、両側腎
の腎盂拡大を認め、膀胱瘻を造設した。膀胱造影検
査では、尿道は直腸前壁に開口しており、陰茎方向
への開通は認めなかった。注腸では、明らかな cali-
ber change は認めず、直腸～S 状結腸の拡張を認め
た。また、直腸内圧検査で直腸肛門反射は陽性で、
ヒルシュスプルング病は否定的であった。これらの
所見より、尿道閉鎖、尿道直腸瘻と診断し、生後 14
日目横行結腸人工肛門造設術を施行した。
現在、生後 5 ヶ月で、横行結腸人工肛門、膀胱瘻で
の管理を継続中であり、本疾患の診断や今後の治療
方針などにつき報告する。
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S3-3 右腎欠損，単角子宮を伴う直腸腟瘻の 1
例

亀田総合病院 小児外科

○松田 諭、高田 瞬也

【症例】日齢 0 の女児．母体 HDP の急性増悪により在胎 36 週 5
日に緊急帝王切開となった．Apgar Score 6 点/8 点．出生体重
2090g と低出生体重児であった．臍帯動脈は単一であった．出生時
に肛門が無いとのことで小児外科コンサルトとなった．会陰部に
瘻孔を確認できず，日齢 1 で施行した invertography では直腸盲
端を高位と判断したため，日齢 2 に横行結腸の双孔式人工肛門造
設術を行った．
出生後の検査で右腎欠損，左上大静脈遺残が指摘された．その後
の経過は順調で日齢 70 に NICU から退院．その後も大きな問題
を認めず，月齢 6 の時点で根治術を施行した．
根治術術前に人工肛門の肛門側から造影検査を行った．S 状結
腸～直腸から会陰に通じる瘻孔が確認されたが，会陰からの観察
では瘻孔がわからなかった．
全身麻酔下に腟鏡を施行し瘻孔は腟口から 10mm 以上深い膣右
壁に確認された．直腸腟瘻（高位鎖肛）と診断した．ASARP に準
じて膣壁から瘻孔を剥離したが会陰操作のみでは腸管が肛門皮
膚まで届かなかったため肛門形成に至らず，腹腔鏡下に直腸周囲
の剥離を追加し肛門形成を施行した．腹腔鏡操作の際に右卵巣卵
管の低形成および左の単角子宮（副角欠損疑い）を認めた．
月齢 9 に人工肛門閉鎖術を施行し，その後の経過はおおむね良好
である．
今回エコー画像にて右腎欠損，腹腔鏡所見によって左の単角子宮
と判断したが，今後の成長に伴って右腎低形成や副角の存在など
診断が変わる可能性もあり， 長期的に観察を要すると思われる．

【考察】OHVIRA（Obstructed hemivagina and ipsilateral renal
anomary）症候群は重複子宮，片側腟閉鎖，同側腎欠損を合併し
たものを指すが，亜系の報告も多い．また Herlyn-Werner 症候群
や Wunderlich 症候群なども単角子宮ではなく，適当な病名とは
いえない．右腎欠損と単角子宮，直腸腟瘻という稀な疾患を経験
したため文献的考察を含めて報告する．

S3-4 直腸膣瘻を伴うクラリーノ症候群の 1
例

さいたま市立病院 小児外科

○吉田 史子、入江 理絵、大野 通暢

症例は 1 か月、女児。在胎 37 週、2580g で出生。肛
門から排便が確認されていたが、生後 1 週間後より
膣から排便がみられるようになり近医受診。肛門か
ら綿棒の挿入ができないほどの狭窄のため、鎖肛の
疑いにて当科初診となった。
肛門の位置異常はなく、直腸指診を試みたが小指の
挿入は不能であり、著明な肛門狭窄を認めた。また、
臀部に腫脹を認め、エコーでは等輝度、線状高エ
コーの脂肪腫が疑われた。注腸造影検査では直腸膣
瘻を認めた。MRI 検査では、直腸腟瘻は明らかでな
く、肛門括約筋の分布異常を認めず、脊柱管内に 3
cm ほどの T1WI 高信号、脂肪抑制画像で低信号の
紡錘状結節状陰影を認め脂肪腫と考えられた。さら
に脊髄係留と、L1 の楔状椎、L2、3 の癒合椎、L5
以下の椎弓形成不全を認めた。
当科では浣腸による排便管理を継続し、体重増加を
待って、離乳食開始前に根治術を予定し、その後に
脳神経外科で加療する方針となった。
排便管理は順調で、5 か月、体重 5.8kg で直腸腟瘻切
除、肛門形成術を行った。術後、小指挿入可能な状
態となり、ブジーと浣腸を継続し、自力排便もみら
れるようになった。8 か月時、脊髄脂肪腫、臀部脂肪
腫の切除術が行われ、術後経過良好である。
クラリーノ症候群は直腸肛門奇形、仙骨前腫瘤、仙
骨奇形を三徴とする疾患として知られている。本症
例は肛門狭窄、脊髄脂肪腫、複雑椎体奇形に加えて
直腸膣瘻を認めた稀なものと考えられた。肛門狭窄
は肛門の位置異常がないため、診断が遅れて排便管
理に難渋することもあるが、本症例では膣瘻の存在
が早期受診のきっかけとなったため、離乳食開始前
の便性のうちに診断と治療が可能であった。
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S3-5 鎖肛患児におけるストーマ閉鎖につい
ての検討

九州大学医学研究院 小児外科学分野

○伊崎 智子、小幡 聡、宮田 潤子、入江 敬子、
田口 智章

【はじめに】中間位以上の鎖肛症例では新生児期に人工肛
門を造設し、肛門形成術ののちにストーマを閉鎖する。基
本的には新肛門のブジーを行い、廃用性に萎縮した肛門側
腸管に擬似便などを投与し口側と肛門側腸管の口径差が
軽減したところで人工肛門閉鎖を行なっているが、当院で
の現状について後方視的に検討を行なったので報告する。

【対象と方法】2008 年 1 月より 2018 年 12 月までに当院で
肛門形成術を行った症例を対象として、鎖肛のタイプ、根
治術式、人工肛門閉鎖の時期、方法を検討した。【結果】肛
門形成術術前、術後を含め人工肛門を造設した症例は 37
例で高位、中間位、低位、その他が 11 例、19 例、6 例、1
例であった。根治術は月齢 8（中央値：日齢 29～月齢 48）
の時に実施され、腹仙骨会陰式が 1 例、腹腔鏡下根治術が
8 例、仙骨会陰式が 23 例、肛門移動術が 2 例、会陰式が 3
例であった。人工肛門閉鎖実施症例は 33 例で、月齢 14

（中央値：月齢 6～月齢 62）であった。口径差が大きく人工
肛門閉鎖の前に一旦 Bishop-Koop 式人工肛門（以下 B-
K）へ変更した症例が 5 例あり、月齢 33（中央値）の時に
実施された。B-K へ変更を経ずに人工肛門閉鎖を行った症
例では、口側腸管のテーパリングを行い吻合した症例が 3
例、端背吻合症例が 19 例、端々吻合症例が 8 例、其々の口
径比は 2.47、1.67、1.30 であった。鎖肛根治術後、次の手術
までは平均 6.9 ヶ月であるが、B-K への変更までは平均
14.2 ヶ月を要していた。【考察】口径差への対策として端背
吻合や口側腸管のテーパリングを主に実施しているが、B-
K への変更症例も存在した。対象は主に人工肛門閉鎖時期
が遅れた症例で、そのような症例では肛門側腸管の訓練を
行っても口径比が なかなか改善せず、B-K の実施月齢も
高かった。手術回数が増加する点はデメリットであるが、
ストーマ閉鎖時の吻合不全のリスクは低いため選択肢の
一つになり得ると考えられた。
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S4-1 低位鎖肛に対する解剖学的構築を重視
した anterior sagittal anorectoplasty
（ASARP）手術の検討

国立成育医療研究センター 外科

○田原 和典、三宅 和恵、工藤 裕美、
藤田 拓郎、沓掛 真衣、森 禎三郎、
山田 洋平、藤野 明浩、菱木 知郎、金森 豊

【はじめに】当施設では、低位鎖肛に対する根治術とし
て解剖学的構築の再建に留意した ASARP を行ってい
る。今回、当施設が ASARP を用い始めた 2012 年以降
の低位鎖肛症例を対象に、術式や合併症、術後経過につ
いて検討した。【症例】対象は全 26 例（女児 15 例、男
児 11 例）。病型は anocutaneous fistula が 18 例（69％）
で最多であった。根治手術時の平均月齢は 6.2±4.8 ヶ
月（1d-19m）で、最終的な根治術は、ASARP が 22
例（85％）、cut back が 3 例（11％）、Potts が 1 例（4％）
であった。術後合併症は創離開が 4 例（15％）でみられ
たが、全例無処置で自然治癒した。術後の便秘は 10
例（38％）でみられたが、自排便は 22 例（85％）でで
きており、現在、全 26 例外来で排便管理を行っている。

【考察】低位鎖肛に対する根治術として ASARP を行う
に際し、我々は機能獲得と合併症予防を重視している。
術後に良好な排便機能を獲得するためには 3 つのポイ
ントがある。まず①腸管の屈曲を作らない腹側直腸の
十分な剥離、である。女児では腟、男児では尿道に近接
して直腸が前方へと屈曲し、これが排便障害の原因と
なるため、腟や尿道との間を十分に剥離し、屈曲を修正
する必要がある。次に②全周性に収縮できるように外
肛門括約筋の腹側の確実な縫合、③外肛門括約筋の背
側係蹄の十分な切開・開排、である。正常な排便には直
腸～肛門が括約筋の中心に存在することと、外肛門括
約筋が十分作用するような再建をすることが重要で、
そのためには外肛門括約筋背側係蹄の十分な開排をし
た後、外肛門括約筋が全周を覆う位置に直腸を配置し、
外肛門括約筋を確実に縫合する必要がある。また、合併
症を起こさないことも術後の良好な排便機能獲得には
重要で、このため我々は会陰 中心の確実な再建（浅会
陰横筋の縫合）と創部の十分な洗浄を行っている。

S4-2 当科で根治術を施行した中間位鎖肛症
例の術後排便機能

1）久留米大学医学部 外科学講座小児外科部門
2）久留米大学病院 医療安全管理部

○東舘 成希1）、深堀 優1）、石井 信二1）、
七種 伸行1）、橋詰 直樹1）、古賀 義法1）、
升井 大介1）、坂本 早季1）、倉八 朋宏1）、
田中 芳明1,2）、八木 実1）

【はじめに】
Anterior sagittal anorectoplasty（ASARP）は女児の低位
鎖肛に対する標準術式の一つとされてきた。中間位以上
では、仙骨会陰式、腹腔鏡補助下手術などが標準術式とさ
れているが、当科では 2006 年以降男児、女児ともに中間
位鎖肛に対して ASARP を第一選択としている。

【対象と検討項目】
1998 年から 2018 年までの間に当科で中間位鎖肛に対す
る根治術を施行され、術後排便機能をフェコフローメト
リー（FFM）と Krickenbeck score（KS）で評価された症
例を術式について分類し、それぞれの群の FFM のパラ
メータ（TV、TR、EV、ER、Fmax）および KS のパラメー
タ（VBM、Soiling、Constipation）を比較検討した。

【結果】
症例は 9 例で男児 6 例、女児 3 例であった。男児は全例直
腸尿道球部瘻で、女児は直腸膣瘻、総排泄腔遺残、Anal
agenesis without fistula であった。術式別では仙骨会陰式
肛門形成（SP）群 4 例、ASARP 群 5 例であった。2 群間
の FFM のパラメータの比較ではいずれも統計学的有意
差は認めなかった。KS では SP 群は No constipation が 2
例、Grade2 が 2 例であり、ASARP 群では No constipation
が 4 例、Grade1 が 1 例であり、ASARP 群で便秘が少ない
傾向にあった。

【考察】
ASARP は muscle complex を損傷することなく直腸を剥
離し、また直視下に muscle complex の中央に直腸を固定
することが可能であることが利点であると考えている。
今回の検討では SP 群と ASARP 群の比較で FFM のパ
ラメータの統計学的有意差は認めなかったが、便秘が少
ない傾向にあるという点で中間位鎖肛に対する根治術と
して、 ASARP の方が SP より有用であると考えられた。
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S4-3 腹腔鏡視野からみた骨盤底筋群の解剖
に基づく腹腔鏡補助下肛門形成術

1）鹿児島大学学術研究院 医歯学域医学系 小児外科学分野
2）鹿児島大学病院 総合臨床研修センター

○春松 敏夫1）、永井 太一朗1）、矢野 圭輔1）、
大西 峻1）、山田 耕嗣1）、山田 和歌1）、
松久保 眞1）、武藤 充1）、加治 建1,2）、家入 里志1）

背景：
腹腔鏡補助下肛門形成術の適応は拡大してきているが、不要
な剥離や瘻孔遺残、エネルギーデバイスによる神経損傷のリ
スクもある。我々は中間位症例にも適応しているが、腹腔鏡
手術における骨盤最深部の剥離から見える骨盤底筋群の詳
細な解剖を基にした肛門形成術を目指している。
術式と解剖：
術前に軟性膀胱鏡で瘻孔の有無を確認し手術を開始する。腹
膜翻転部から直腸周囲を剥離する際は、直腸固有筋膜の外側
かつ下腹壁神経前筋膜の内側をいわゆる Nerve Sparing を
意識した剥離操作が必要である。また Dennonvillier 筋膜、
Hiatal Ligament も確認し剥離する。Neurovascular bundle
は 2 時 10 時方向に存在するため剥離は慎重に行う。この剥
離操作は高精細な腹腔鏡の拡大視野（4K＆8K）が有効であ
る。膜・層構造の破壊と熱損傷を防ぐため、細径のバイポー
ラシザースや Vessel Sealing System で鋭的に剥離する。瘻
孔処理は軟性尿道鏡で観察を行いながら瘻孔を刺通結紮す
る。結紮部位が視認でき過不足のない確実な瘻孔処理を行う
ことが可能である。会陰側から経皮的に電気刺激装置を用い
て収縮中心を確認して新肛門形成部位とし、腹腔側からも同
様に muscle complex の中心を確認する。剥離が最深部まで
十分に行われると、恥骨直腸筋、恥骨尾骨筋のみならず球海
綿体筋なども腹腔内から視認可能となる。腹腔側の pull
though 経路は、muscle complex の中心で尿道背側とする。恥
骨直腸筋の正中をペアン鉗子で剥離し、新肛門部から 5mm
トロッカーを刺入し腹腔側との pull though 経路を繋ぎ、直
腸を pull though する。
結論：
腹腔鏡手術において繊細な剥離を行うことで、これまで
PSARP では視認不可能であった骨盤底筋群の詳細な解剖を
確認し、それに基づいた肛門形成を行うことが可能である。

S4-4 鎖肛に対するNixon 肛門形成術の経験

金沢医科大学 小児外科

○桑原 強、木戸 美織、中村 清邦、安井 良僚、
岡島 英明、河野 美幸

教室では鎖肛肛門形成時、肛門膣前庭瘻、中間位鎖
肛、高位鎖肛に対し Nixon 肛門形成術（以下本法）を
行っている。
本法では、皮膚弁で直腸をむかえにいくため肛門縁
が形成され、肛門部が会陰よりも深く入り込み形態
的に正常に近い奥まった肛門外観が得られる。ま
た、肛門部が入り込むことで術後の粘膜脱を予防で
きる。砕石位や腹臥位のいずれでもデザインができ
る。会陰部に長い皮膚切開をおくため、中間位、高
位に十分な視野が確保でき、迎えに行く皮膚弁の長
さだけ、引き下ろす直腸の剥離を最小限にして周囲
組織の損傷が回避できる、といった利点があげられ
る。
以下に教室での本法の概要を示す。

【デザイン】肛門の作成予定部（肛門窩を中心）に約
20mm の縦線をおき、その上下に一辺を約 10～15
mm とした菱形をデザインする。デザイン line に
そって皮膚切開をおき、菱形の面の皮膚は除去す
る。肛門部上下の菱形の切開部は皮下の層が合うよ
うに糸の種類を変えて層毎に marking suture をか
けておくと、閉創時の目安となる。

【肛門形成ポイント】直腸を恥骨直腸筋係蹄内、外肛
門括約筋中心に pull through した後、pull through
腸管に肛門窩の皮膚弁を吻合する。このとき、直腸
断端を牽引するのではなく、直腸断端に向かって皮
膚弁を押し込むこみ吻合することがポイントであ
る。皮膚は菱形の左右隣り合う辺同士を縦の直線と
なるように縫合する。肛門の上下の菱形の面が直線
となることで、肛門部が奥に押し込まれる様にな
る。
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S4-5 MRI 検査による新生児期 PSARP の妥当
性の検討

東北大学病院 小児外科

○中村 恵美、和田 基、福澤 太一、田中 拡、
工藤 博典、安藤 亮、山木 聡史、
大久保 龍二、仁尾 正記

【目的】当科の中間位・高位鎖肛標準術式は PSARP
である。1993 年以降は全身状態良好な症例に対して新
生児期一期根治も施行している。今回、新生児期一期
根治（NP）群と乳児期以降根治（IP）群に分け、腸管
周囲の筋の偏位を MRI によって評価し比較検討した。

【方法】1987 年から 2019 年に当科で PSARP を行った
中間位・高位鎖肛のうち、MRI よる評価を行い得た 13
例を対象とした。NP 群が 7 例（男 5 例/女 2 例、中間
位 5 例/高位 2 例）、IP 群が 6 例（男 1 例/女 5 例、中間
位 1 例/高位 5 例）であった。このうち、NP 群で 2
例、IP 群で 5 例が脊髄・脊椎病変を有していた。術後
施行した MRI の T2 強調画像水平断像で、坐骨結節を
通る面において、腸管周囲の筋の左右の厚みを測定
し、左右の比（MRI index）を算出し、両群間で比較し
た。

【結果】出生体重は NP 群が 2,284-3,240g（中央値 2,704
g）、IP 群が 2,176-3,526g（同 2,788g）。根治術時年齢は
NP 群が 1-22 日（同 2 日）、IP 群が 111-852 日（同 422
日）。MRI index は NP 群が 1.00-3.30（同 1.16）、IP 群が
0.83-2.94（同 1.21）で有意差は認められなかった（P=
0.943）。学童期における排便スコアは NP 群が全例 6
点で、IP 群が 2-4 点（同 3 点）と比較し有意に良好で
あった（P=0.07）。今回の症例では、MRI index と排便
スコアの間に相関関係は認められず（r=0.354）、脊髄・
脊椎病変の有無でも排便スコアに有意差は認められ
なかった（P=0.567）。

【結論】中間位・高位鎖肛に対する新生児期一期根治
症例において、MRI で評価された腸管周囲の筋の左右
の偏位は乳児期以降根治症例と同等であり、新生児期
に PSARP を行うことの解剖学的デメリットはないも
のと考えられた。

S4-6 腹腔鏡補助下鎖肛根治術後の粘膜脱発
症に関する検討

1）埼玉県立小児医療センター 外科
2）埼玉県立小児医療センター 放射線科

○石丸 哲也1）、川嶋 寛1）、井原 欣幸1）、
柿原 知1）、林 健太郎1）、平田 雄大1）、
産本 陽平1）、小俣 佳菜子1）、細川 崇洋2）

【目的】腹腔鏡補助下鎖肛根治術（LAARP）は従来法と
比較して術後の粘膜脱発症の頻度が高いという報告が散
見されている．2000 年に LAARP を導入して 20 年が経
過した当科の成績（46 例中 25 例［54％］）を導入前の従
来法群（30 例中 11 例［37％］）と比較検討したところ，
有意差は認めなかったが LAARP 群に粘膜脱が多かっ
た．そこで今回，粘膜脱発症の原因を探求するために，発
症群と非発症群を比較検討した．

【方法】当院で LAARP を行った高位・中間位鎖肛 46
例の診療録を後方視的に調査し，粘膜脱発症群（25 例）と
非発症群（21 例）で比較検討した．また，LAARP 術前
に骨盤 MRI を撮像していた 22 例につき，放射線科医に
鎖肛症例であることだけを伝えて肛門挙筋と括約筋それ
ぞれの萎縮や左右差の有無について再読影を依頼し，粘
膜脱発症の有無と関連があるかも検討した．

【結果】発症群と非発症群の間で男女比，病型（高位/中間
位），手術体重，手術時間，脊髄病変の有無，腰仙椎奇形
の有無に有意差はなかったが，手術日齢中央値（範囲）は
発症群 210（141-528）日に対して非発症群 178（123-570）
日で有意差を認めた（p=0.03）．また，発症群 25 例中 16
例（64％）がストマ閉鎖前に発症しており，発症までの期
間中央値（範囲）は 18（5-412）日だった．MRI 再読影の
結果，肛門挙筋の萎縮と左右差が 19 例（86％）と 18 例

（82％）に，また，括約筋の萎縮と左右差が 9 例（41％）と
10 例（45％）に認められたが，発症群と非発症群間で有
意差はなかった．

【考察】ストマ閉鎖前に粘膜脱を発症する症例が多く，先
天的要因および手術要因が考えられたが，今回の術前
MRI を用いた筋群の評価では，肛門挙筋及び括約筋の萎
縮や左右差との関連は見られなかった．発症群の手術日
齢が有意に遅く，手技の改善も含めて検討の余地がある．
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S4-7 当院における鎖肛術後直腸脱・粘膜脱
に対する治療の実際

大阪大学 小児成育外科

○渡邊 美穂、出口 幸一、野村 元成、阪 龍太、
上野 豪久、田附 裕子、奥山 宏臣

直腸脱・粘膜脱は鎖肛術後に高頻度に認める合併症である。便
失禁の原因となり重要な問題点であるが、発生原因が不明で標
準治療が未だ存在しない。今回当科における鎖肛術後直腸脱・
粘膜脱に対する手術方法・成績を後方視的に検討した。
当科にて 1999 年以降鎖肛患者は計 86 名であり、その内 18 名

（20.9％）に直腸脱・粘膜脱に対して手術を施行した。
術後直腸脱・粘膜脱を認めた 18 例の鎖肛の病型は、Perineal
fistula 4 例（22.2％）、Vestibular fistula 1 例（5.5％）、Imperfo-
rate anus without fistula 2 例（14.2％）、Urethral fistula 2 例

（14.2％）、Bulbar fistula 3 例（16.7％）、Prostatic fistula 2 例
（14.2％）、Bladder neck fistula 2 例（14.2％）、不明 1 例であった。
施行された根治手術と施行時期は、会陰式鎖肛根治術 8 例

（44.4％）（平均 4.8 か月（日齢 0 日―生後 12 か月））、腹会陰式鎖
肛根治術 2 例（25％）（平均 8.5 か月（8-9 か月））、腹腔鏡下鎖肛
根治術 5 例（27.8％）（平均 12 か月（5 か月―2 年））、不明 1 例で
あった。
直腸脱・粘膜脱は、Complete3 例（16.7％）、Incomplete15 例

（83.3％）であり、計 26 回の手術が施行されており、内 5 症例に
は複数回の手術が行われていた。手術時期は平均 6 歳（10 か
月―14 歳）であった。
手術方法は、Sliding skin graft 法 7 回、肛門挙筋形成術 2 回、粘
膜下フェノール注入 1 回、三輪―Ganz 法 15 回であった。2000
年以前は前者三つ、2000 年以降は三輪―Ganz が施行されてい
た。術後直腸脱・粘膜脱消失は、Sliding skin graft 法：1 回

（14.3％）、肛門挙筋形成術：1 回（50％）、粘膜下フェノール法：
0 回（0％）、三輪―Ganz 法：7 回（46.7％）であった。術後便失
禁消失は 8 例（44.4％）に認め、術後狭窄は三輪―Ganz 法術後
のみ 3 例に認めた。
当院の経験より、直腸脱・粘膜脱は鎖肛のどの病型でも認めら
れ、手術療法の有効率は高くないことが言えた。情報を十分説
明したうえで治療法を決定する必要があると考えられる。
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S5-1 総排泄腔症に対する腹腔鏡補助下par-
tial urogenital mobilization の経験
Laparosccopically assisted partial
urogenital mobilization for cloacal
malformation：a case report

順天堂大学医学部附属浦安病院 小児外科

○二階 公貴、小笠原 有紀、藤原 憲太郎、
山田 舜介、田中 圭一朗、岡崎 任晴

【目的】総排泄腔症（以下，本症）に対し，腹腔鏡補助下に
直腸を pull-through，partial urogenital mobilization（以下，
PUM）を施行した症例を経験したので報告する．

【症例】在胎 39 週 4 日，2840g で経腟正常分娩にて出生した
女児．会陰部所見より総排泄腔症と診断した．自然排尿を認
め，水腎症・水膣水子宮症の合併は認めなかった．日齢 1
に横行結腸人工肛門造設術を施行した．造影検査で直腸と総
排泄腔の合流部は低位であり，7 ヶ月時に施行した膀胱鏡精
査では，共通管長 1.5cm，尿道長 2cm であったため，1 歳 0 ヶ
月で腹腔鏡下に直腸剥離および瘻孔を処理し pull-through
した後，PUM を施行する方針とした．腹腔鏡操作は臍上部，
左右側腹部の 3 ports で開始し，瘻孔処理前に左下腹部にさ
らに 1 本 port を追加し術野を展開した．直腸周囲を超音波
凝固切開装置を用いて剥離し合流部直上で瘻孔を切離，瘻孔
遠位側断端は 2-0 サージタイで 2 重結紮処理を行った．な
お，右膣は痕跡程度であり，右子宮・卵巣は欠如していた．
Georgeson 法により直腸を pull-through した後，尿道・膣形
成を施行した．会陰部より尿生殖洞側方から背側辺縁約 2/
3 周に皮膚切開を加え，膣壁の損傷に留意しながら尿道と膣
の分岐が確認できるまで深さ 1.5cm 以上剥離した．尿道前
面の剥離は行っていない．尿生殖洞後壁正中に縦切開を加え
て開放し会陰部皮膚と縫合した．経過は良好であり，術後 1
週で膀胱カテーテルを抜去，術後 2 週より肛門ブジーを開始
した．術後 3 ヶ月で人工肛門閉鎖を施行した．

【考察】PUM は尿道前面の剥離による排尿障害の予防を目
的に考案された術式である．検索し得る限り過去に腹腔鏡補
助下直腸 pull-through に PUM を施行した報告はなかった．
本術式は低侵襲で良好な視野が得られ本症に有用な術式で
あると考える．

S5-2 肛門再形成術を行い、解剖学的位置関係
を修正し良好な結果を得られた総排泄
腔遺残症の 1例

1）弘前大学医学部附属病院 小児外科
2）国際医療福祉大学医学部 小児外科
3）青森市民病院 外科
4）独立行政法人国立病院機構青森病院 小児科

○平林 健1）、小林 完1）、齋藤 傑2）、木村 俊郎3）、
品川 友江4）、袴田 健一1）

直腸肛門奇形手術において、解剖学的位置関係を正確に
形成する事は術後の排便機能に大きな役割を果たすと
考えられる。
今回、我々は解剖学的位置関係を修正することにより、
比較的良好な結果を得られた症例を経験した。
症例は、第 73 回の本研究会で報告した、重度発達障害・
多発奇形・脳性麻痺を合併した総排泄腔遺残症の 9 歳
女児。胎児期より、総排泄腔遺残症が疑われていた。在
胎 32 週 5 日で出生。出生当日 S 状結腸人工肛門造設・
膀胱瘻造設術を施行。重複子宮・重複膣を合併した総排
泄腔遺残症と診断された。数回に渡り合併奇形に対して
手術が行われた。その後、1 歳 9 か月時に腹仙骨会陰

（後方矢状切開）式直腸肛門形成術を、1 歳 11 か月時に
人工肛門閉鎖術を施行。7 歳 5 か月時に排尿障害に対し
て膀胱チューブ瘻を造設。その後、重症心身障害児（者）
病棟に入院し、粘膜脱・肛門周囲びらんの治療に難渋し
ていた。会陰部外観では形成肛門は背側に位置し、注腸
造影では直腸肛門角も鈍で、MRI では直腸は肛門挙筋
群・外肛門括約筋の背側を走行していた。8 歳 5 か月時
に、仙骨会陰式直腸肛門再形成術を行った。前回の創部
を再切開し、直腸と会陰部皮膚の縫合部を切離し、直腸
を外肛門括約筋・肛門挙筋群から剥離した。仙骨付着部
付近から、肛門挙筋のハンモック状の係蹄内を、神経刺
激装置で確認した外肛門括約筋の収縮中心を貫通する
形で直腸を引き下ろし、会陰皮膚と縫合し、直腸肛門を
再形成した。術後は、排便は浣腸に依存しているが、比
較的禁制は保たれ、肛門周囲のびらんは軽快した。
本例は、解剖学的位置関係を修正することにより、排便
機能の改善を得られた。しかし、月経血の流血路確保な
どの様々な問題が山積しているため皆様のご意見を賜
りたく報告する。
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S5-3 総排泄腔遺残術後に自然妊娠した 1例

1）兵庫県立こども病院 小児外科
2）兵庫県立こども病院 泌尿器科

○藤枝 悠希1）、前田 貢作1）、黒田 靖浩1）、
植村 光太郎1）、竹内 雄毅1）、岩出 珠機1）、
島 由友1）、河原 仁守1）、森田 圭一1）、

福澤 宏明1）、横井 暁子1）、春名 晶子2）、
杉多 良文2）

総排泄腔遺残術後に自然妊娠が成立した症例を
経験したので報告する。

症例は 26 歳女性。在胎 32 週 3 日、2052g、帝王切
開によって出生した。出生後、鎖肛、単一臍帯動脈、
外尿道孔閉鎖を認め当院紹介となった。瘻孔造影で
拡張した膣と前方に圧排される膀胱・尿道を認め
た。総排泄腔遺残の診断で、共通管は約 2.5cm、合
流部の高さは不明、固有尿道の長さは約 2cm で
あった。日齢 0 日に横行結腸に人工肛門を造設し
た。2 歳 6 ヵ月時に、尿道形成と、S 状結腸動脈を栄
養血管とした末梢側 15cm の直腸による膣形成、
PSARP による肛門形成を行った。3 歳時に人工肛
門を閉鎖し、以降、肛門のヘガール拡張や形成術を
施行して経過した。また、14 歳で初潮を認めた。排
便機能や月経は外来で管理可能な程度であり、大き
な問題なく経過した。19 歳時、膣口狭窄のため当院
泌尿器科で skin flap による膣口形成を施行した。そ
の後も性交時の出血と 痛を訴え、20 歳時、21 歳時
に口腔粘膜を graft とする膣口形成を施行した。25
歳時、自然妊娠が成立した。近医で妊娠管理されて
いたが、妊娠 20 週の時に切迫早産で入院管理と
なった。総排泄腔遺残術後でハイリスク妊娠のため
帝王切開の方針となり当院産婦人科紹介、母体搬送
となった。子宮内容増大に伴って排尿排便のコント
ロールに難渋するため、31 週 6 日に選択的帝王切開
を施行した。術後反発性腹膜炎となり開腹洗浄ドレ
ナージを要したが、 現在は母子ともに健在である。

総排泄腔遺残根治術後に自然妊娠したという報
告は非常に稀である。本症例より腸管による膣形成
や膣口へのアプローチにより妊娠が自然成立する
ことが判明した。

S5-4 乳児期にカットバック手術を受け、46
歳で根治術を施行した肛門膣前庭瘻の
1例

1）日本赤十字社医療センター 小児外科
2）東京大学大学院 医学博士課程

○中原 さおり1）、鈴木 啓介1,2）、五嶋 翼1）、
吉田 真理子1）

【はじめに】肛門膣前庭瘻に対し乳児期にカットバック手術を
受けた後、追加治療なく 45 歳に達した女性が、根治術を希望し
て当院を紹介受診した。逡巡の後、Pena 法による根治術を施行
した。示唆に富む症例と思われるので経過を報告する。

【現病歴】日齢 2 に産院で膣前庭瘻に気づかれたが、排便が得ら
れていたためそのまま経過観察された。3 か月検診時に手術の
必要性を指摘され前医（小児病院）を紹介受診し、カットバッ
クを施行された。幼児期以降直近までの排便様式は、予兆なく
便がこぼれ始めるのを覚知してトイレに行き、腹圧をかけて出
し切るというものであったが、下痢になると失禁し、排ガスを
制御することは常にできなかった。9 歳時に外来担当医より
Potts 手術を強く勧められたが親の拒否により断念された。

【現症】直腸の開口は後交連辺りにあり、示指は容易に挿入可能
であるが、周囲に括約筋の収縮は全く感じられなかった。背側
に肛門窩があり、肛門を締めるよう指示すると、この部分が収
縮するのが確認された。

【検査所見】注腸検査では直腸の拡張はなかった。MRI 検査で肛
門管は括約筋の前方にずれていた。仙骨奇形や脊髄稽留を認め
なかった。

【手術】全麻下 Jack-knife 位で、開口部を囲む racket-like inci-
sion にて皮膚を正中縦切開した。挙肛筋、肛門括約筋、直腸後
筋膜を正中で縦切開し、直腸後壁に到達した後は直腸壁に沿っ
て左右両側から前方に向かって直腸を剥離し、最前方で膣壁と
の間を分離し、十分な高さまで直腸を頭側に剥離した。神経刺
激装置により外肛門括約筋の前縁を決定し、perineal body を作
成した。直腸を中心に肛門括約筋および挙肛筋を立体的に解剖
学的に正しくなるように縫合閉鎖し、 会陰に肛門を形成した。

【術後経過】肛門を囲む括約筋の収縮は良好で、1 日 1 回の浣腸
により、便失禁は完全に消失し、自力排便も増えてきている。
排ガスも概ね制御可能となり QOL の向上を認めている。
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S5-5 成人期排便管理に難渋したOHVIRA 症
候群を合併した鎖肛症例の経験

慶應義塾大学医学部 小児外科

○狩野 元宏、梅山 知成、金森 洋樹、
加藤 源俊、藤村 匠、黒田 達夫

移行期医療が話題となって久しいが、術後に様々な理由で
手術を行った小児外科を離れてしまった症例においては、
前医の診療録が残っていない上に、本人や家族の疾患に対
する理解が誤っている事もありアプローチが難しく、コン
トロールに難渋する症例もある。今回我々は鎖肛術後に前
医を離れて以後自己流の管理を続けてきた結果、著しい遺
糞を繰り返した症例を経験した。示唆に富む症例であった
ため報告する。
症例は 24 歳の女性、生後 6 カ月頃に鎖肛に対して詳細は不
明だが仙骨会陰式の肛門形成術を受けた。3 歳頃から小児
外科ではない近医を適宜受診し排便管理を受けていたが、
他の内臓奇形に関する精査はなかった。21 歳時に数ヶ月の
便秘と腹部膨満、発熱で前医成人外科を紹介受診し、緊急的
に経肛門イレウスチューブ挿入され洗腸し約 2.5kg の排便
を認めた。その後当科紹介となり連日の浣腸を中心とする
保存的加療で経過観察の方針となった。しかし就業ととも
に自己管理が甘くなり、便秘から遺糞が再燃。約半年間の説
得の末、全身麻酔下に約 3kg の摘便を行った。本例は右水
腎、左腎欠損、双角子宮、膣留血症、卵管留血症を伴う OH-
VIRA 症候群を合併しており、術後に摘便に伴う細菌移行
が原因と考えられる膣および卵管の留膿腫症と腹腔内膿瘍
を発症した。婦人科による経膣的膣中隔切除、ドレナージ
と、抗菌薬による加療で軽快し、現在は婦人科によるフォ
ローアップと、1 日 2 回の浣腸で通院加療中である。
本例の様に OHVIRA 症候群に鎖肛を合併した報告は珍し
いが、直腸肛門奇形ではしばしば合併奇形を伴う。術後の
フォローアップでは成長や生活環境による変化に合わせた
排便管理に加え、合併奇形に対する適切な時期での介入も
重要である。適切な患者教育やコンサルテーションなど、遠
隔期におけるシームレスな管理に小児外科が果たすべき役
割は大きいと考えられた。


