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旨

要

総排泄腔は胎生4週に発生し， 胎生5週より尿直腸中隔によって頭側から尾側に二分される

が， この分化過程が障害された疾患が総排泄腔異常症である． 主に総排泄腔遺残症と総排泄腔

外反症があるが， と もに出生直後から乳幼児期， 学童期， 思春期， さらに成人してからも多段
階の内科的

・

外科的治療を必要とする難病である． 当院では 2018 年に疾患治療グル ー プを立

ち上げた． 全国的 にも医療者と患者が一 体となった臨床への取り組みや研究活動が進んでいる．

現状と今後の展望について紹介する．

キ ー ワ ー ド：総排泄腔異常症， 小児外科， 多職種， ガイドライン
が1孔となって会陰部に開口している． この総排

総排泄腔異常症とは
先天性泌尿生殖器疾患には様々なものがある

が， 総排泄腔異常症はその中でも極めて まれな疾

患群である． 総排泄腔は胎生4週に発生し， 胎生

泄腔は共通管とも呼ばれる（図1) ！ ［外陰も大

陰唇 ， 小陰唇の区別がつかない低形成の状況であ

る． 発生頻度は出生5万人に1人とされ， 女児の
みに発生する． 平成 26 年度～平成 28 年度の厚

5週より尿直腸中隔によって頭側から尾側に総排

生労働科研（窪田班）において行われた全国調査

と直腸·肛門が完全に分離する． この分化過程が

の ほか脊椎奇形， 心奇形， 脊髄髄膜瘤， 中枢神経

直腸

一方， 総排泄腔外反症は膀脱腸裂ともよばれ，

泄腔が前後に二分され， 胎生9週には膀眺．尿道
障害され， 出生後も総排泄腔が残った場合， 総排

泄腔遺残症と なる． 鎖肛を伴い， 膀眺・腟
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・

によると尿路奇形を合併する割合が最も高く， そ

異常などを伴うことが多い叫
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A:概念枢l
難病情報センターホームページ2021年7月現在から転載
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総排泄腔遺残症
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翻転脱出した小腸
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図2 総排泄腔外反症
脊髄奇形を伴った場合，OEIS複合(l齊帯ヘルニア：

Omphalocele,膀脱外反：bladder exstrophy,鎖肛：
imperforate anus,脊髄奇形：spinal defects)とよ

ばれている． 下腹壁の形成不全のために総排泄腔

が 外反する．

中心部に外反した回盲部腸管があり，

その両側に左右に分離した膀眺が外反して存在す

または痕跡的で二分されている． 女性の場合， 内

性器は左右に分離し， 子宮・腟形成が必要である．

成長しても外陰形成， ll室形成， 膀眺拡大術， 腎不

全による腎移植の必要な例も多く， 生涯にわたるケ
ア が必要である

発生頻度は出生1 5万～20万人

に1 人とされ， 性別では若干女性に多い． 窪田班

る． 外反腸管の上部には回腸開口部があり， 下部

の全国調脊によると尿路奇形の合併が最も多く，

の 一 部が脱出して突出していることが多い（図2)3)_

などの 合併症 も 多 い．

に大腸開口部が存在する． 回腸開口部からは回腸

脊髄髄膜瘤， 脊椎奇形， 中枢神経異常， 心奇形
ま た 遺伝的男性 のうち

大腸は短く未発達なことから胎児期の後腸と表現

23.1%が女性としで性決定がなされ， 社会的女性と

全を伴うために， 外観による性 の判別は困難な場

総排 ]世腔異常症は出生直後から乳幼児期におけ

される． 男女ともに発生するが， 外性器の形成不
合 が 多い． 男性の場合， 陰茎はあっても低形成，

して裾育されてきた砂
‘

る排尿

・

排便障害に対しては小児外科医や 小児泌
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多段階手術と多診療科＆多職種連携
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図3 総排泄腔異常症の診療
出生前診断から奸伸性に関する医療に至るまで，多段階手術と多診療科，多職柿の連携を必要とする ．

尿器科医が主体となって人工肛門造設や膀脱班造

設，さらに肛門形成などの外科的治療を行うま

た生殖機能については学童期，思春期に おいては

産婦人科との連携により腟形成やさらに成人期の

妊娠

・

出産を考慮した治療を計画的に行う必嬰が

ある．その他合併する他臓器の疾患も 多く，関連
診療科による連携が必要である（図3).
総排泄腔異常症の診療

どの造設が必要となることがある． 乳児期に肛門

形成を行うが，この際に病型によって同時に 一 期

的腟形成を行う場合もある． 或いは状況によって
腟形成は思春期前に行うこともある． これらのlll

門形成，腟形成について 一 期的に行うか，多期的

に行うかは共通管の長さが3cmを基準にそれよ
り短い場合は一 期的に，長い場合は多期的にとい

う考え方を採用する施設が多いようである． しか

し， 一 方では固有尿道の長さによって規定される

とする意見もあり 4 )，これらについても今後さら

総排泄腔逍残症は胎児期診断がなされることが

に議論が必嬰と考えられる． 思春期におけ る月経

水過少の所見，腎形態異常に伴う腎孟拡大や膀9]光

どが増悪することもあり，計画的な治療と長期に

的であり，腸管拡張や腹水貯留，胎便性腹膜炎の

結婚や妊娠などに関しては全国調査や ガイドライ

内部に debrisを伴う骨盤内骰胞像は水腟症を示

報告も極めて少ない 2

排泄腔遺残症を強く疑う根拠となる． 出生直後よ

し，外反した膀眺とその間に回盲部が存在する状

となるが，まずは出生時に人工肛門が必要となる．

ることは多い． 出生後は外表的特徴を直接視認可

多い． 主に，共通管や会陰口の狭窄に起因する羊

の経時的縮小の所見，水腟子宮などの所見が特徴

ような所見を示すこともある． これらのうち 特に

唆し，これに腎形態異常，特に水腎症を伴うと総

り消化管系と泌尿器生殖器系の外科的処置が必要

泌尿器系は排尿障害の有無により膀肌槻，腟班な

血流出路障害や尿排泄樟害，さらに腎機能障害な

わたる継続的なフォロ

ー

が必要である． 成人後の

ンで示されている状況では3.6%が結婚，挙児の
一

) 5).

方，総排泄腔外反症ではjj爵帯ヘルニア を合併

況のため，出生前に胎児形態異常として診断され

能であるので診断ぱ容易である． 出生時にはl齊帯
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ヘルニアに対する根治術， 外反回盲部閉鎖， 人工

生週数， 体菫， 出生前診断）， 診断法， 診断根拠，

肛門造設， 外反膀眺閉鎖， 恥骨離開に対する閉鎖

手術法合併症， 泌尿生殖器予後などにつき 449

術などを行う必要がある． 乳児期には肛門形成，

例の症例の情報が集計された． これらの詳しい結

膀眺形成， 膀眺拡大術， 導尿路形成などの手術が

果 は 研究代表者 の Kubota に よ り Pediatr Surg

必要になるが， 約半数の症例では脊髄髄膜瘤によ

Int に報告されている砂

る仙骨神経機能不全を合併しているために膀眺直

一

方， ガイドライン に

ついてはH本小児外科学会， H本小児泌尿器科学

腸機能障害を認め， 永久人工肛門が選択される場

会， H本産婦人科学会， 日本小児腎臓病学会， 直

合もある． 思春期において女児は適切な月経血流

腸肛門奇形研究会の協力を得て， それぞれの関係

出路を確保するために腟・子宮の再建が必要であ

領域の専門家により組織編成が行われた． 先天性

る． 男児の場合， 多 くは陰茎の形成不全があるた

難治性稀少泌尿生殖器疾患群として総排泄腔遺残

めに再建が大きな問趙となるが， 現在の医療では

症， 総排泄腔外反症， MRKH 症候群の 3 つの疾

機能的な 男性外性器を作成することは困難とされ

患を対象にそれぞれの診療の流れをもとに重要な

ている． 成人期以降 挙児に関して男性， 女性と

Clinical Question (CQ) がそれぞれ5 ~ 6つ選定

もに報告例は数例のみにとど まり， 課題は多いと
言わざるを得な い 2 ) 5).

され， 文献のシステマティ ックレビュ

当院におけるとりくみ

などを経

て， 2017 年にガイドラインとして完成した．
日本小児外科学会の活動

自施設では平成 30 年に小児泌尿生殖器疾患に

対する多職種医療連携を目的とした連携医療チ

ー

ー

ムを構成した． 構成は小児外科， 小児科， 泌尿器
科， 産婦人科， 整形外科， 形成外科， 放射線科，
看護部の各部門から成り， 症例によって随時， 関
連の脳神経外科， 精神科などの診療科も参加して
いる． カンファレンスなどで臨床経過の情報共有
や， 今後行う手術などについて検討することによ
って， 問題点のピックアップや方針について共通
認識することが可能となった． 患者をリ ス トアッ

学会として本疾患群は学術集会などで時折テー
マとして取り上げられていたが， 特に 2018 年以

降で第中的に重要なメインテー マとして取り上げ
られている． 2018 年日本小児外科学会秋季シン

ポジウムでは 32 題の演題， 手術手技研究会では
9 題， 直腸肛門奇形研究会では 6 題が本疾患群に

関係 する演題であり， 単純累積槃計で 139 例 の
症例が検討されていだ 窪田班で集計された症例

数が 490 例であったことを考慮すると 28.3% の
症例が一 堂に集まり検討されたことになる． 特に

プし， 診療の状況（どのような治療を行ってきた

治療戦略として特に議論された点を以下に列記す

か， どのような治療が今後必要かなど） を関係者

る． 診断においては以前より共通管長の 3cm を

で梢報共有している．

基準として予後を検討する評価がな されてきた

本邦における総排泄腔異常症の研究動向

が， 果たしてそれでいいのか， 測定方法は膀眺鏡
で行うべきか， 造影で行うべきなのか， またむし
ろ病型は固有尿道の長さで行うべきであるとする

平成 22 年度の原生労働科研（ 大須賀班）， 平成

26 年度～平成 28 年度の厚生労働科研（窪田班）

では先天性難治性稀少泌尿生硝器疾患群の大規模
な全国調査が行われ生 ガイドラインが作成され
た乱 全国調査においては1次調杏として過去

30 年間に経験した症例数につき 144 施設より回

答があり， 続いて行われた2次調査では病歴（出

意見など， 未だに診断基準が標準化されていない
現状が指摘された． また治療戦略については手術
を一 期的に行うべきか， 多期的に行うべきかについ
て議論が尽きず，

一

期的に行った場合のリスクとベ
ネフィットなどが多く提起された． また術式について

造腟術 は TUM (Total urogenital mobilization),
PUM (partial urogenital mobilization), skin flap,

木下：総排泄腔異常症の治療戦略
vaginal switch, 腸管間置，

中隔切開， 人工真皮

など様々な術式が施設によって選択されていた．
膀眺痩に関してもチュ

ー

プ膀眺痩や膀眺皮膚瘍の

んや家族の率直な思いに傾聴することを目標とし
ている．

選択基準について， 恥骨結合の修復に関しては一

期的に行うべきか， 骨切を併用して多期的に行う

べきかなども議論された．
一

方， 重要な問題点として指摘されたこととし

て， 患者， 家族への長期経過に関しての情報提供

はいつ， 誰が， どのように行うのかということが

施設によって異なる現状があること， ー施設の症
例数は少なく経験が限られること， それによる主

科と連携診療科医療者の経験不足をどのように打

開するか， さらに造腟術などは標準術式などが固

おわりに
総排泄腔異常症の治療戦略においては小児期に

おける外科的治療のみならず， 成人期への移行期
医療においても小児外科医が継続的に主体とな
り， 関連診療科と連携を取りながらフォロ

このように疾患の特異性によりバリアン スがあ

るため， 治療戦略が標準化できていない現状が認
識されたが，

ガイドライン の策定を機会に問題意

識の標準化， 医療者間， 医療者と患者間で問題点

が共有できる準備と方向性が整いつつあると思わ

れた．

日本小児外科学会トラン ジション 検討委員会で

は「外科疾患を有する児の成人期移行についての
ガイドブック」を作成しており， その中に総排泄

腔遺残症， 総排泄腔外反症を取り上げ， 比較的医
療者向けの診療指針として活用できるようになっ

ている．

現在， 総排泄腔異常症の研究活動は厚生労働省

科研として田口班へ継続されている． 稀少疾患ゆ

えに前向きレジストリ ー システムを構築し， 現状

をさらに正確に把握することを目標として， 構築
に向けての取り組みを行っている． 診療科間の情

報共有としては学会間の連携で共同シンポジウム

を行ったり他の研究グル ー プとの情報交換を行っ

たりしている． 患者や市民への情報提供手段とし

ては市民公開講座や患者会を行うことにより患者

さんにとって身近な存在で情報を提供し， 患者さ

ー

アッ

プを行っている． そのような現状を認識しつつ今

後の臨床， 研究活動を関連診療科との連携を行い
ながら進めていく必要がある．

定できず症例ごとの検討が必要であり， 新規治療
法の開発の必要性なども指摘された．
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