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-短報

尿道の蛇行により排尿困難を呈した雌犬の2症例

Oysuria Caused by a Torfuous Urethra in Two Female Oogs 

渡遼 俊 文 三 品 美 夏 上島信之

Toshifumi WATANABE， Mika M[SH仏JAand Nobuyuki KAMISHIMA 

Azabu University ~告terina;y Teaching Hospital， 1-17-71 Fuchinobe， Chuo-ku， Sagamihara-shi， Kanagawa 252-5201， Japan 

Summary: Two female dogs with voiding difficulty were referred to our hospital after a failure of the urethral cathet巴rization.A 

series of diagnostic examinations revealed a tortuous urethra with no evidence of tumors， calculi or inflammation in both cases. 

Manual bladd巴rexpression became possible a仕ercranial traction ofthe bladder， suggesting that dysuria in these dogs was caused 

by a tortuous ur巴thra.After cystopexy， symptoms were alleviated， and favorable therapeutic outcomes were achieved in both dogs 

Keywords: female dog， urination difficulty， tortuous urethra 

要約:カテーテルを挿入することができない排尿困難の雌犬が2症例来院した。2症例とも各種検査により、 )J重傷や結石、炎

症による尿道閉塞はなく、蛇行した尿道が認められた。勝脱を頭側に牽引すると圧迫排尿ができたことから尿道の蛇行が排

尿困難の原因と考えられた。2症例とも)傍脱固定術により 症状が回復し経過良好で、あった。

キーワー ド 雌犬、排尿困難、尿道

はじめに

犬の排尿困難の原因には結石、炎症あるいは腫

傷などの物理的尿道閉塞や反射性筋失調などの神

経学的尿道閉塞が挙げられている 2)。なかでも雌犬

では、尿道の炎症や腫療による尿道の圧迫を原因

とする報告例がある 6)。物理的尿道閉塞は、症例の

シグナルメン ト、身体検査所見および画像診断な

どを基に診断されるが、尿道カテーテル挿入や圧

迫排尿の可否が、その一助 となることが報告され

ている 4)。今回我々は、排尿困難を呈し、尿道カテー

テルの挿入が困難であった雌犬において、尿道の

蛇行が原因 と診断された2症例を経験したので、そ

の概要を報告する。

症例

症例 lは、シーズー、雌、 15歳3ヶ月、体重5.8kg、

既往歴と して約3年前に腸脱結石お よび勝脱ポ

1)麻布大学附属動物病院 (〒252-5201 神奈川県相模原市中央

区i胤野辺[-17-71)

受付日 2013年4月3日 受理日 2013年 8月26日

リー プの摘出術が行われていた。排尿姿勢をとる

ものの排尿できず近医を受診した。重度の蓄尿に

対してカテーテル導尿を試みたものの外尿道口の

数センチ先までしか挿入できないとのことで、麻

布大学問属動物病院に来院した。

来院時の血液検査ではALT(151 U/1)とALP

(921 U/1)、白血球数 (33，3001μ1)の上昇の他に異常

は認められなかった。尿検査では蛋白(+)の他に異

常は認められなかった。単純X線検査では、ラテラ

ル像において顕著に拡大した勝脱が確認された(図

図 1 症例 l、初診時の単純X線検査所見

顕著に拡大した勝脱が確認された。
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図2 症例 lの造影 X線検査所見

右、カテーテルは骨盤部尿道まで挿入。尿道近位の蛇行がみられた。

左、勝!比に造影剤を充満させ圧迫した勝JJ光尿道造影。全域で尿道の蛇行が雌認できる。

図 3 症例 l、勝脱牽引の造影X線検査所見

)傍l此を頭側に牽引し圧迫した尿道造影。蛇行が消失した。(造彩

領域外に一部を闘像処理あり)

1 )。超音波検査では勝脱壁の肥厚が認められたも

のの他に異常は認められなかった。

造影検査を行うためにカテーテルを外尿道口か

ら挿入したところ、抵抗感が認められたものの勝

脱まで挿入することができた。勝脱の陽性造影な

らびに二重造影では勝脱の過拡張が確認された。

カテーテルを骨盤部尿道まで引き逆行性造影をす

ると尿道の蛇行がみられた(図2左)。跨脱に造影剤

を満たしてカテーテルを抜き勝脱を圧迫しながら

勝脱尿道造影を行ったところ、尿道の全域で、蛇行

した尿道が確認された(図2右)。さらにJl別売を頭側

に牽引して圧迫しながら撮影を行ったところ蛇行

は改善し圧迫排尿も可能であった(図3)。

症例2は、ラブラドール・レトリバーの避妊雌、

11 歳4ヶ月、体重 18kg、頻尿および血尿を主訴に

近医を受診し、抗生剤での加療中に排尿困難になっ

た。カテーテルで導尿を試みたが勝目光まで挿入す

ることが出来ず、鎮静下で穿刺排尿をするととも

に、プレドニゾロン、トラネキサム酸の追加投与で

頻尿と排尿量が改善 した。尿道カテーテルを挿入

できなかった原因探査のため、麻布大学問属動物

病院を受診した。

来院時の血液検査では ALT(1581 U/I)、ALP

(591 1U/l)の上昇の他には異常がなかった。X線

検査では勝脱の陰影は認められず他の異常所見も

なかった。超音波検査では勝脱壁の不整と肥厚の

他に異常は確認できなかった。尿検査では白血球

(++)、赤血球 (+)、蛋白質(+++)が認められた。

次に症例 lと同様の造影検査を行った。逆行性尿

路造影検査では、勝脱は骨盤腔に近い位置にあり、

近位尿道は蛇行して勝脱頭部と重なり、勝脱一 尿

道移行部は不鮮明であった(図4)。勝脱を造影剤で

満たして症例 lと同様に頭側に牽引しながら圧迫

をかけたところ腸脱頚部が鮮明に描出され排尿さ

せることができた (図5)。

手術

症例 l、2ともに跨脱を頭側に牽引すると尿道の

蛇行が改善され圧迫排尿が可能で、あったことから、

開腹手術にて跨脱を頭側に牽引した位置で固定術

を行うことにした。

術前に尿道カテーテルを挿入し、臓部後方から

恥骨前縁まで正中切開して腸脱を露出した。症例 l

は~~n光に5長りカfなく 5也記差していた。 1iË例 2 は』寿1光カま
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図4 症例 2の初診時の造影X線検査所見 (左:ラテラル像、右:VD 像)

矢印:尿道の蛇行により勝脱頚部から尿道に移行する部分の形態が不鮮明。

図5 症例 2、!傍l此牽引の造影 X線検査所見(左 ラテラル像、右:VD像)

勝脱を頭側に牽引し圧迫。勝目光頚部の形態が鮮明に摘出される。(右の造影領域外に一部画像処

理あり)

正常犬と比べて骨盤腔よりにあり、その位置での

圧迫排尿はできなかった。

カテーテルから生理食塩水を注入し拡張させた

勝脱をできる限り頭側に牽引し圧迫排尿できたと

ころで固定した。固定は3-0吸収糸を用い勝脱三

角部と腹直筋下の右腹壁を数か所連続縫合した(図

6)。開腹後の造影検査では尿道の蛇行の改善が確

認された(図7、8)。

症例 lは手術後にア ンピシ リンナトリウム (動物

用アミペニックス、共立製薬、東京、 25mg/kg)を

静脈投与し、酢酸リンゲル液(ヴィーンF輸液、興

和、東京、 3ml/kg/h)の持続点滴を開始 した。手

術翌日には自力排尿できるようになり、アモキシ

シリン (パセトシン錠250、協和発酵キリン、東

頭

側

図6 症例 2の術中所見

l傍!比を頭側に牽引し右腹壁に固定。

13 

尾

側
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図7 症例 lの手術後の造影 X線検査所見

!傍脱を圧迫した尿道造影。尿道の蛇行が改善される。

京、 112錠)とストレプトキナーゼ・ストレプトド

ルナーゼ配合剤(セオリターゼオーラル、長生堂薬

品、徳島、 112錠)を l日3囲内服させた。2日後に

は排尿間隔の延長がみられたため、腸脱の過拡張

を考慮しカテーテルによる導尿も退院時まで併用

した。導尿の2日目には内服薬からセファゾリンナ

トリウム(セフアメジン、アステラス製薬、東京、

30 mg/kg) 1日3回の静脈投与との点滴を昼間 12時

間の管理に変更した。術後7日目に退院となり、セ

ファレキシン(ラリキシン錠250mg、大正富山医

薬品、東京、 1/2錠)をl日2回、 1週間分処方した。

退院後の排尿は症状もなく良好で、あった。

症例2は手術直前に、セフォベシンナトリウ

ム (コンベニア注、ファイザ一、東京、 8mg/kg) 

を皮下投与した。術後は良好に排尿できていた

が、 20日白から尿失禁がみられるようになり

フェニルプロノTノールアミン (PROIN⑧25，PRN 

PHARMACAL、USA、l錠)の 1日2回2週間の投

与で症状が消失した。その後 l日l回を 2週間、さ

らに隔 日投与を 1ヶ月継続しその間も尿失禁はな

く休薬した。

考察

今回の2症例は尿道カテーテルの挿入が困難で、

あったことから物理的尿道閉塞を疑った。画像検

査において2症例とも尿道の狭窄や結石などの異

物を示唆する所見は無く、尿道の蛇行が観察され、

勝脱を頭側に牽引することで圧迫排尿が可能に

なったことから、尿道の蛇行が排尿困難の原因に

なったと思われた。このようなケースは、今回行っ

た一連の造影検査が診断上重要になると思われる。

対処法として、今回の2症例では、開腹して勝脱を

頭側に牽引して腹壁に固定し、その後は排尿が可

能となり、症状の再発もみられなかった。尿道蛇行

をともなう雌犬の排尿困難に対する治療は報告さ

れていないが、今回行ったような跨脱固定術が有

効な治療法になると考えられた。

尿道の蛇行が起こる機序はわカか、つていないが、

人でで、は加齢にともなう 尿道の全組織成分の萎縮が

証明されており 1，3ベ3
て尿道平滑筋カか、ら交感神経α受容体が減少するこ

とが報告されている 1)。正常犬では尿の貯留時に腸

脱尖部が頭側に移動するのと同時に尿道も伸長し、

図8 症例 2の手術後の造影 X線検査所見 (左 :ラテラル像、右:VD像)

逆行性尿道造影で尿道近位の蛇行の改善が確認される。
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排尿時には、腸脱の収縮と伸長した尿道の収縮が

繰り返されている。今回の2症例では、この排尿時

の動態に何らかの障害が生じ、人で報告されてい

る加齢による尿道の組織萎縮や収縮能低下が加担

して蛇行が生じたのではないかと思われた。この

病理発生機序については、適切な診断、治療を含め

て、今後さらに症例を重ねて検討する必要がある

と思われる。
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