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瞳短報

ヘルニア内容が傍前立腺嚢砲であった
会桧ヘルニアの犬の1例

Paraprostatic Cyst within the Petプ'nealRegion of a Peげ:nealHθrnia in a Dog 
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SUMMARY: A six砂 year-oldmale intact Pomeranian showed swelling of the right perineal area， Based on the ultrasound 

examination， the cas巴 wastentatively diagnosed as a perineal hernia with large amount of fluid content. After the routine sur-

gical approach to perineal h巴rnia，large cyst was found as a hernia content， and after the incision of the cyst wall， abundant 

fluid was drawn. Since the surgical specimen from th巴 cystwall was characterな 巴dby connective tissue growth with fibrosis 

and mineralization histopathologically， the cyst was diagnosed as a paraprostatic cyst. It is rare that the contents of the p巴rineal

hernia to be a paraprostatic cyst. This case suggested that a paraprostatic cyst should be considered as a differential diagnosis 

ofh巴rniacontents. 

Key words: dog， paraprostatic cyst， perineal hernia 

要約・ヘルニア内務が傍前立!保護If包であった会陰ヘルニアの症例 (6歳、未去勢雄)に遭遇した。症{!fuは直腸検査で会陰音11に

漉癒を認め、超青j皮検ままでn重熔内の液体が確認された。手術時に会陰部の切開で被!肢が露出し、多最の液体が排出された。摘

出した被膜は病理総織学的検査で傍前立腺嚢Jl怒と診断された。両疾患の併発は十分に考えられ、ヘルニア内容が傍前立腺褒

砲であることは稀であるが鑑別リストとして考慮する必要がある。

キーワード・犬，傍前立腺褒Jl包，会陰ヘルニア

はじめに

傍前立腺嚢胞は前立娘の近傍に好発し、前立線の

実質や尿路とは直接連絡しない無菌性の嚢胞で、中

~高齢の雄犬に発生することが多い疾患である 1)。

原因は雄性子宮であるミューラー管の遺残である

とされているが、その病態はよく分かつていなし、1)。

また、内部に小柱状の支持構造や石炭化した領域が
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認められる等の報告がある3-6，10)。嚢胞は極めて大

きくなり周辺臓器の変位および機能的賄容を引き

起こすことがあり、外科的な切除および減容積が治

療法として選択される 1，8)。

一方、犬の会陰ヘルニアは骨盤隔膜の破綻により

腹部内容物が骨盤踊膜と誼賜の間に脱出する疾

であり、その治療は骨盤隔膜の再建により行われ

る2)。ヘルニア袋内の内容としては、脂肪、拡張し

た直腸、疑液が一般的であり、その他に跨脱、小

腸、前立腺などが含まれることがある2)。

今回、ヘルニア内容が傍前立腺嚢胞で、あった非常

に稀な会桧ヘルニアの症例に遭遇し、治療する機会

を得たのでその概要を報告する。
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症例

症例はポメラニアン、未去勢雄、 6歳3ヵ月齢、体

重6.3kgで、来院3目前より目工門右組JJの腫脹がみら

れ、排{更国難であることを主訴に開業動物病院を受

診した。直腸検査では、直腸の位置はほぼ正常で、

右会陰部が硬く波動感を伴って腫脹していること

が確認された。跨!民の位置を確認するため、逆行性

尿路造影を行ったが、勝脱は正常な位置に存在した

(図1)。症例は治療と精査のため岐阜大学応用生物

科学部附属動物病院に紹介された。本院初診時、右

会陰部は著しく腫脹し(図2)、超音波検査で、は、会

陰部の腫癌は、液体が貯留し内部にわずかに高エ

コーの陰影を有する袋状の構造物であることが確

認、された(図3)。右会陰部の腫脹から会陰へノレニア

が疑われたが、会陰部腫脹内部の液体が多量であ

り、ヘルニア孔の確認が閤難で、確定診断には至らな

かった。以上より、ヘルニア内容は勝脱ではないが

内部に液体を含む構造物であり、また援液が会陰ヘ

ルニアのへノレニア内容として一般的であることか

らわ、ヘルニア内容として竣液を多最に含んだ会陰

ヘルニアと仮診断した。同日、症例が未去勢であ

り、人工物を用いず再発および合併症の発生率が低

いことから7)、総鞘膜を用いた両側会陰ヘルニア整

復術を行った。麻酔法は前投薬としてアトロピン

(アトロビン硫駿塩注射;夜、田辺三菱製薬、大阪)

0.03 mg/kgの皮下投与、ミダゾラム(ドノレミカム、

アステラス製薬、東京)0.15 mg/kgとブトルファノー

ル(スタドーノレ、ブリストル・マイヤーズ、東京)

0.2 mg/kgの静脈内投与を行い、プロポフォール(ラ

ピノベット、シェソング・プラウアニマルヘルス、

東京)6 mg/kgの静脈内投与にて導入後、気管内挿

してイソフルラン(イソフル、大日本住友製薬、

大阪)2%と純酸素による吸入麻酔で維持した。は

じめに症例を仰臥位にて精巣摘出術を実施した後、

総鞘膜を一時的に会陰部に誘導し、腹臥位にして会

陰の腫脹部上を切開した。皮!脅切開により袋:伏の膜

を確認し、膜を切開すると内部から液体とともに内

容物が流出した(図的。液体は茶褐色で粘調度が低

く、約200ml回収された。液体を除去後、確認でき

る範囲で被膜を除去した。これら摘出された被膜お

よび内容物は病理組織学的検査および細菌培養検

に供した。液体および被膜の除去により、右会桧

部全域において骨盤隔膜の破綻による腹腔内との

連絡が確認でき、会[1会ヘルニアと確定診断した。そ

図1. 逆行性尿路造影X線写真

逆行性尿路造影iこより勝目'!tの位授はIIミ常で、あることが確認さ

れる (A)。会陰音fSにJJ副長および構造物が確認できる(ム)。

図2. 術前の会陰部写真

右会陰音f¥に腿癌が認められる(企)。紅門の位授は正常である

(ム)。

殴3. 会陰部のJl丞熔の超音波磁像

褒胞援とj忍われる被肢が存夜し (A)、内部にはおエコーの構

造物が存在する(ム)。
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図4. 裳胞切開11寺の写会爽 図5. 褒胞控の組織写真

JIIl波を混じた火註の液体がみられる。内部からは骨様の機造 i手間立方上皮(企) (こ裏打ちされた勝原線車t!~ (*)が認、められ

物が流出する(ム)。 る。 (Bar=30メllTI)

の後、総鞘!践をイ111結節靭晴、内問鎖筋、月工門挙筋、

タト月工門括約筋に縫着し、ヘルニア孔を閉鎖した。次

に左会陰部は外月工円括約筋と)江円挙筋の開にへノレ

ニア孔が認められたため、右会陰部と同様にへノレニ

ア整復術を行った。

病理組織学的所見および細菌培養検査

摘出した組織は病理組織学的検査により、多量の

!惨原線維およびそれを裏打ちする単語立方上皮を

認め、描出した骨様物質と一部の鰐原線維は硝子化

および骨形成を認めた(図sL裳胞内の液体から細

菌は検出されなかった。以上の所見と臨床所見より

傍前立腺裳胞と診断した。

術後経過

術後7ヵ丹後に再検査を実施したが、産腸検査で

はヘルニア孔は閉鎖されており、会陰ヘルニアの再

発は認められなかった。{穿前立線嚢胞の再発の有無

を確認するため、逆行性尿路造影検査、および腹部

超音波検査を行ったが、傍前立腺嚢胞の再発は認め

られなかった。さらに下腹部の網羅的な確認のため

CT検査を行った。会陰ヘルニアの術後合併症と考

えられる結腸における宿便が認められるが、傍前立

腺嚢胞の再発は認められなかった(図6)。

現在、術後8ヵ月が経過するが排便は可能であり、

会陰ヘルニアの再発および傍前立腺嚢胞を疑う症

関6 術後のバルーンカテーテル装着下における逆行性尿

路造影でのCT酒像(正中矢状断)

日労!Ij¥';の{立i置は正常で(ム)傍前立腺褒胞は認、められない。

勝統内の欠損は造影時に混入した空気である。

状は無く、良好な状態である。

考察

本症例は、傍前立腺嚢胞がヘルニア内容として骨

盤隔膜から逸脱した会陰ヘルニアの症例であった。

摘出した嚢胞の病理組織学的所見にて多量の勝原

線維と立方上皮および骨形成が確認されたこと、内

容液が無菌性であり、逆行性尿路造影において嚢胞

と尿路の連絡が確認されなかったことなどの臨床

所見と総合して傍前立腺嚢胞と診断した1，9)。傍前

立線嚢胞と会陰ヘルニアは、ともに中~高齢の雄犬
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に発生し2)、さらに傍前立腺嚢胞による排尿困難、

便秘およびしぶりは会桧ヘルニアの発生要国にな

ることが報告されているための、問疾患の併発は十

分考えられる。しかし会陰ヘルニアのヘルニア内容

が傍前立膿嚢胞で、あった症例に対して、治療を行っ

た報告は認、められない。

術前の組織生検は、嚢胞の内容が液体で、あったこ

とから内容液が腹腔内へ漏出する危険を伴うため

行わず、ヘルニア内容が傍前立腺嚢胞で、あることを

術前に診断するには至らなかった。そのため、腹腔

内の確認には五っておらず、臨床所見のみでは傍前

立腺嚢胞と確定することは不可能であった。本症例

では超音波検査にて、ヘルニア内容が液体内部に

エコーの構造物をわずかに含む嚢胞であることが

確認された。傍前立腺嚢胞の内部は骨様物質が存症

することがあるため3-6，10)、傍前立線袋胞を示唆す

る所見のーっとして考えることは可能で、あった。本

症例では、術前での確定診断が行えず、手術時の完

全摘出はできなかったが、術前の逆行性尿路造影で

勝枇の位置が正常で、あることが確認でき、勝目光以外

の液体を含む構造がヘルニア内容で、あった時点で、

CT検査または腹部超音波検査等の画像診断によ

り、嚢胞内の骨様物質の存在を見つけることができ

れば、手術時に伺時に腹側からのアプローチを行

い、傍前立腺嚢胞の確定診断および完全摘出が可能

であったと考えられる。

傍前立腺嚢胞は非常に大きくなることが知られ

ており、属辺腹部!臓器への圧迫による合併症が懸念

される 1)。術後のCT検査で傍前立線嚢胞の再発は認

められなかったが、本症例では、会陰部のアブ。ロー

チを行ったことにより、嚢抱の完全描出はできな

かったため、今後も時前立腺嚢胞の再発の有無を定

期的に観察する必要があると考えられた。

傍前立腺嚢胞は稀な疾患であり、病態および治療

法は十分に検討されていなし¥1，9， 10)。傍前立腺嚢胞

は会陰へノレニアの発生要因となり、また腹腔内で非

常に大きくなることから、外科的な切除が必要で、あ

ることが報告されている 1，針。しかしながら、傍前立

腺嚢胞を疑い、ヘノレニア内容の病理組織学検査を行

うことは一般的でない。よって、これまでヘルニア

内容が援液と診断されていた症例中に傍前立腺嚢

胞が含まれていた可能性も考えられる。今後、会陰

ヘルニア内容の鑑別リストとして傍前立腺嚢胞を

考慮する必要があり、疑わしい症例に遭遇した場合

には病理組織学的検査および傍前立腺嚢胞の再発

の存無を観察することは必須で、あると思われた。
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