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日本で受けた男性性転換手術後に晩期合併症として超高位の直腸膣瘻を経験し局所的に閉鎖
しえたので報告する．患者は 33 歳で，7年前に男性から女性への性転換手術を受けた．3年前
から人工膣から出血，排便をみている．注腸および内視鏡検査で，直腸 S状部の超高位の直腸
と人工膣が大きな瘻孔を形成していた．まず人工肛門を造設し，2か月後経仙骨的経路で手術を
施行し癒着に難渋したが瘻孔を閉鎖した．術後は順調に経過し，2か月後人工肛門を閉鎖した．
現在術後 1年 3月経過し再発はなく，美容的にも満足している．術後は再発の恐れから膣は使
用されていない．本例は解剖学的に通常では発生しえない直腸 S状部の超高位の直腸膣瘻であ
り，このような超高位の直腸 S状部の直腸膣瘻の報告は内外とも見られず，局所的手術で修復
した報告も見られないので報告した．本例での瘻孔の原因は人工膣内へ狭窄防止用ステントの
使用による圧迫壊死であった．

はじめに
性転換手術は欧米では 1970 年代にはほぼ確立

された術式となり１）２），現在世界各地で施行されて
いる．本邦でも最近漸く性同一性障害が認識され
るようになり３），限られた施設で施行されるように
なった４）．今回，我々は日本で受けた男性性転換術
後に晩期合併症として超高位の直腸膣瘻を経験し
瘻孔を閉鎖する機会を得た．性転換術後の直腸膣
瘻の手術治療についての報告は少なく，術式の選
択に迷うところである．自験例を報告しその発生
原因，治療・手術術式などについて考察した．

症 例
患者：33 歳，男性
主訴：（人工）膣からの出血・排便，疼痛
家族歴：特記すべきことなし．
既往歴：思春期頃より性同一性障害．
現病歴：7年前（26 歳）に男性から女性への性

転換手術を日本で受けた．3年前から膣からの出
血・排便，疼痛を認め，徐々に症状増強し種々の
病院を巡った後，平成 18 年 7 月当院へ紹介入院と

なった．
入院時理学検査所見：身長 156cm，体重 42kg．

発熱はなく，常時膣から排便，出血を認め，疼痛
を伴っていた．陰茎は根部で切断・尿道形成され，
膣は肛門・直腸と尿道・膀胱との間に間隙を作り
陰茎・陰囊の皮膚を翻転陥入する方法で造膣され
ていた．膣内には狭窄防止のために長さ約 12cm，
直径が根部で 4cm，先端で 3cmの茄子様形状のシ
リコン製のステントが常時挿入されており，これ
を抜去するとただちに糞便の排出をみるため抜去
できない状態であった．
血液検査：WBC 5,740�ul，Hb 13.6g�dl，PLT

30.7×104�ul，CRP 0.01mg�dl と炎症所見はなく貧
血も認めず，その他異常所見は認めなかった．
注腸透視検査所見：注腸造影X線検査では，肛

門縁から約 15cmの超高位の直腸 S状部（解剖学
的には S状結腸に属するが外科的な直腸 S状
部）と膣先端が大きな瘻孔を形成し交通していた
（Fig. 1）．
内視鏡検査所見：膣外口から約 11cmの膣末端

の部位が直腸 S状部の下端と交通し，膣側上皮は
瘻孔まで認められたが，瘻孔付近はかなりの発赤
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Fig. 1 Gastrographin enema before operative repair. A：Contrast radiography before colostomy showed a large fis
tula between the neovagina and the rectosigmoid portion. A vaginal stent（small arrows）is inserted in the halfway 
of the neovagina. B：The rectovaginal fistula showed a shrinkage 1month after colostomy. C：The fistula showed 
a marked shrinkage 2months after colostomy. The leakage from the neovagina is remarkably decreased in the con
trast enema.
R：rectum　V：neovagina　S：vaginal stent　White arrow：anal verge

Fig. 2 The operative repair of the RVF by transsac
ral approach.
The RVF was isolated and divided. Both the rectal 
and vaginal fistulous apertures were closed with 
one layer.
B：urinary bladder　V：neovagina　R：rectum　
RVF：rectovaginal fistula

びらんを認めた．瘻孔は直径約 2.5cmで瘢痕状に
堅く，それに続く直腸粘膜も浮腫状に肥厚し発赤
糜爛を呈した．
以上より，本例の直腸膣瘻は超高位で，瘻孔も

大きいため局所の炎症の消退と安全を考え，入院
後 5日目に S状結腸に二連銃式人工肛門を造成
した．人工肛門造設 1か月後に瘻孔の著しい縮小
がみられ，2か月後瘻孔閉鎖術直前の肛門からの
造影検査では，造影剤は人工肛門から排出され膣
からはほとんど排泄されなかった（Fig. 1）．内視
鏡検査所見では膣内の炎症所見は消退していた
が，瘻孔近傍は瘢痕拘縮状で瘻孔径約 10mmで
あった．入院 2か月後，同年 9月に瘻孔閉鎖術を
施行した．患者は開腹手術を拒否していたため，
経仙骨的経路で施行した．
経仙骨的瘻孔閉鎖術：仙尾関節上正中に 6cm

の皮切を加え，尾骨を切除し直腸に到達した．直

腸を授動するに前方は膣と全長にわたり強固に癒
着し一塊となっており遊離に難渋した．このため，
直腸後壁を切開し直腸内から瘻孔閉鎖を試みるも
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Fig. 3 Gastrographin enema after operative repair. A：The contrast radiography of the neovagina has been added. 
The rectovaginal fistula is completely disappeared. B：A metallic dilator is inserted in the neovagina. The depth of 
the neovagina has been shortened, but still enoghly kept. C：This is the front view of contrast enema. The passage 
of the large intestine is smooth.
R：rectum　V：neovagina　D：dilator　White arrow：orifice of vagina

著しく高位のため不可能で，直腸内からの閉鎖は
断念した．以後は用手的に触診を頼りに鋭的に瘻
孔に向け直腸と膣の間を切離し瘻孔を遊離した．
瘢痕状の瘻孔部位を全周性に離断した．直腸側は
瘻孔周囲の瘢痕組織を切離し，長軸方向に一層に
縫合閉鎖した．閉鎖創の長さは約 6cmであった．
膣は断端を 5mm切除し，一層に閉鎖した．両縫合
閉鎖創間は離れていたため両閉鎖創間に組織を間
置する術式は要しなかった．手術時間は約 8時間
と長時間を要した（Fig. 2）．
術後経過：術後は順調に経過し，2か月後人工

肛門を閉鎖し退院した（Fig. 3）．膣の深さは短縮
したが約 8cmと比較的長く残存しえた．
手術創もほとんど目立たず美容的にも満足する

結果を得た．1年 3か月後の現在瘻孔再発は認め
ていない．瘻孔再発の不安のため膣は使用されて
いない．

考 察
男性性転換手術における造腟術は，今まで多数

の報告がなされているが，大きく分けて二つの方
法がある．一つは肛門・直腸と尿道・前立腺・膀
胱の間を開き肛門挙筋群の間に間隙を作り，この
中を陰囊・陰茎の皮膚からなる皮膚弁を翻転させ
腹膜翻転部の高さまで挙上して作成する方法
で１）２），もう一つは大腸を用いる方法である５）６）．一般
的には皮膚弁による方法が用いられ，皮膚弁で狭
窄などの合併症を呈した際に大腸が用いられるこ
とが多い５）６）．造腟術の術後の合併症としては陰唇
内血腫，会陰部膿瘍，尿道狭窄，尿失禁，膣狭窄，
尿道膣瘻，直腸膣瘻などがある１）２）６）．
直腸膣瘻は最も重大な合併症の一つで，1970

年から 2007 年の期間で主な男性性転換手術報告
例を PubMed から検索すると，その発生頻度は
1980 年代以前の報告では 10％以上の高い発生率
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Table 1 Rectovaginal Fistula after Sex Reassignment Surgery in the English literatures

Follw-up PeriodOnset of RVF
（postoperative course）

No. of
RVF cases（%）

No. of
SRS casesYearAuthor

early5（13.1%）381974Laub1）
6～18 monthsearly4（25.0%）161975Hore7）

early3（10.7%）281978McRoberts1）
early5（ 2.7%）1831978Rish1）

1 year＜0471978Turner1）
late4（ 7.0%）571980Meyer2）

mean 4.4 yearslate1（ 4.5%）221987Blanchard8）
5～48 months0141990Stein9）

0151992Kruk-Jeromin10）
mean 15 monthslate1（ 6.3%）161993Van Noort5）
mean 22 monthsearly1（ 0.5%）2001995Karim11）
mean 4.6 yearsearly1（ 1.1%）892000Perovic12）
6 months＜＿ late1（ 1.5%）662001Krege13）
mean 32 months0622007Stanojevic14）

SRS：Sex Reassignment Surgery　RVF：Rectovaginal Fistula

Table 2 Rectovaginal Fistula after Sex Reassignment Surgery in Japan

Follow-up
period

Surgical
ApproarchColostomy

Location of Fistula
（distance from 
anal verge）

Cause
Onset

of fistula in the
postoperative
course

Country
where SRS was
performed

Age
（yrs）Case Author

well
（3yrs5mo）

Transsacral（－）High（10cm）Ischemia
due to stent

2 monthsSoutheastern
Asia

22Miura15）
（1999）
1.

unknownTranssphincteric（＋）High（7cm）Surgical
injury

2 weeksSingapore26Izumi16）
（1999）
2.

unknownTranssphincteric（＋）Low（3cm）Sugical
injury

immediatelyJapan52Izumi16）
（1999）
3.

well
（1yr3mo）

Transsacral（＋）Ultra-high
（15cm）

Ischemia
due to stent

4 yearsJapan33Our case4.

SRS：Sex Reassignment Surgery

の報告が多いが１）２）７）８），年代とともに減少し 1990
年以降では発生率では 0～6.3％で，発生数は各シ
リーズ共 1例以下に減少している５）９）～１４）（Table
1）．しかし，上記の報告は熟練した施設からの報
告であり，また観察期間が短いものや不明のもの
もあり，その実態は必ずしも明確ではない．医学
中央雑誌で，1983 年から 2007 年の期間で「性転換
手術」「直腸膣瘻」を key word として検索すると
本邦では 2件の報告がある．1998 年の三浦ら１５）の
報告が最初で，本例を含め 4例の報告１６）があり，性
転換手術は 2例が東南アジアで，2例が日本で受
けていた（Table 2）．
直腸膣瘻の発生原因であるが，一般的には手術

損傷に起因することが多く，術早期に発生すると

されている１）．一方，造膣術後ではかなりの率で膣
の萎縮・狭窄の発生があるため，術後は一般に膣
拡張のためのステントが使用される１７）．術後遠隔
期に発生する直腸膣瘻はこのステントの常時の挿
入により，皮膚で作成された膣が圧迫により阻
血・壊死を来し直腸腟瘻が生ずると考えられてい
る２）９）１１）１２）１５）．Karim らは長期連続使用は合併症が増
加するため避けるべきとし，1日短時間の挿入で
十分と報告している９）１１）．本例は術後 4年以上経過
しての発症であるが，夜間はほとんど常時ステン
トを装着しており，ステントによる阻血に起因す
ると考えている．性転換術後の直腸膣瘻の有無を
評価するには，少なくとも 1年間の観察期間が必
要と考えられている１）が，本例では 4年以後に発症
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している．ステント使用中は十分注意する必要が
あると考えられた．本邦報告例 4例では，2例が手
術損傷で術早期に発症していた．他の 2例はステ
ントによる阻血で，三浦は 2か月の比較的早期に
ステントによる阻血が生じたと報告している（Ta-
ble 2）．
女性の通常の直腸膣瘻に対する治療に関しては

多くの報告があり，瘻孔の部位・大きさ・成因・
炎症の程度などにより，開腹か局所的なアプロー
チか，一時的な人工肛門の必要性，手術の時期な
どの手術方略が決定される１８）１９）．実際上は，瘻孔が
中下位のものは局所手術が，高位例・瘻孔の大き
な例・クローン病など複雑例の場合に経腹的アプ
ローチが推奨されている１８）１９）．
一般的に，高位の直腸腟瘻に適応とされる経腹

的手術の術式としては，瘻孔が小さく周辺組織が
正常の場合，1）瘻孔切除＋両開口部の層々の閉鎖
に加え両閉鎖創間に遊離組織の間置法１８）１９）．瘻孔が
大きいなどの場合，2）Pull through 手術（coloanal
anastomosis）１８）１９），3）低位前方切除術１８）１９）．さらに，
骨盤内自律神経損傷回避や直腸の貯留能保持のた
め，4）Parks らの Sleeve anastomosis technique
法１８）１９），5）Bricker らの Onlay patch anastomosis
法１８）～２０）が考案されている．その他，巨大例に対し，
6）上部直腸の pull through による膣再建術２１）な
どの報告がある．最近では腹腔鏡下の修復術の報
告があり，いずれも経膣的な子宮摘出術を施行し
た後，低位前方切除術や結腸・大網による patch
による閉鎖が施行されている２２）．
一方，性転換術後の直腸腟瘻に対する治療であ

るが，実際の手術方法を記した欧米の報告は少な
い．PubMed で 1970 年から 2007 年の期間で，
「rectovaginal fistula」と「sex reassignment sur-
gery」を keyword として検索すると 4件あるが，
直腸膣瘻の治療方法・手術術式を記しているのは
2件のみで，Dalton６）の経腹的に S状結腸を用いた
膣再建の報告と，Hage ら２３）の結腸を用いた性転換
術後の瘻孔に対し経腹的手術による瘻孔閉鎖術の
報告でいずれも経腹的アプローチであった．Ta-
ble 1で 26 例の報告があるが，人工肛門の有無以
外，修復方法を記した報告はほとんどない．人工

肛門造設については記載のある 19 例中 11 例に施
行されていた．
性転換後の直腸腟瘻では，造膣方法１）２）から直腸

と人工膣は全長にわたり密に接しており，接して
いるどの部位も瘻孔の可能性があり，通常の直腸
膣瘻では発生しえない高位の瘻孔も存在する．解
剖学的に膣最上部の膣円蓋部の高さは仙尾関節よ
り低位の高さであり２４），通常の直腸腟瘻では瘻孔
の位置は仙骨以上の高さにはなりえない．本例で
は瘻孔部は，通常の直腸膣瘻では考えられない直
腸 S状部の超高位に位置していた．このような超
高位の腸管腟瘻の報告はまれで，クローン病で直
腸 S状部よりも口側の S状結腸や小腸が直腸・
子宮窩に陥入し腸管腟瘻が形成された報告があ
る２５）．PubMed で 1970 年から 2007 年の期間で，
「high rectovaginal fistula」の keyword で検索す
ると 138 件あるが，直腸 S状部の瘻孔の報告は見
られない．性転換術後の報告でもDalton６），Hage
ら２３）の例や本例以外の本邦報告の瘻孔部位は直腸
S状部の超高位ではない．通常では直腸 S状部は
解剖学的に膣と瘻孔を起こしえない部位である．
本例は瘻孔の口径も大きく，局所的なアプロー

チは困難で適応外と思われた．しかし，患者が腹
部に大きな創傷痕が残る手術を拒否し，局所的手
術を切望していたため，経仙骨的アプローチで修
復術を行った．この仙骨的手術では骨盤内の癒着
に難渋し長時間を要したが，直腸外から瘻孔を修
復しえた．
本邦報告の本例以外の 3例では高位 2例，低位

1例で，到達経路は経仙骨的が 1例，経括約筋的が
2例に施行され，いずれも局所的手術で直腸内か
らの手術であった（Table 2）．3例の予後は三浦の
例は 3年以上経過し再発はない．泉の 2例は抄録
で予後の記載がない．
通常の直腸膣瘻の高位例に対する局所手術につ

いては，術式としては経仙骨的手術２６），経括約筋的
手術２７），経膣的手術１８）などが言及されている．しか
し，経仙骨的手術や経括約筋的手術は，欧米でも
合併症の問題などから外科医には馴染みの少ない
手術とされ報告例は少ない２８）．PubMed で 1970
年から 2007 年の期間で，「transsacral approach」
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と「rectovaginal fistula」を keyword としての検索
では 0件であった．また，医学中央雑誌で同期間，
同じ keyword で検索したが 0件であった．通常の
直腸膣瘻に対する経仙骨的手術の報告は，経腹的
手術と協同した手術の報告１８）はあるが単独では内
外とも見られない．単独では性転換術後の三浦の
報告が最初と思われる．
本例は解剖学的には S状結腸に位置する直腸 S

状部の超高位の直腸腟瘻であった．このような超
高位の直腸 S状部の直腸膣瘻の報告例は，他には
性転換術後のものでも内外とも認められず，局所
手術を施行した報告例は本例が最初と思われる．
本例では癒着剥離に難渋し，手術手技的には経腹
的手術の方が容易であったと考えている．
本例の経験から骨盤内の癒着の少ない通常の直

腸腟瘻の手術では，経仙骨的アプローチは高位で
も瘻孔への到達は容易と思われ，瘻孔の位置だけ
からいえば経腹的手術に代わりうる術式と考えら
れた．高位の直腸腟瘻に対し最近腹腔鏡下手術の
報告があるが，性転換術後の例で腹腔鏡を使用し
た修復例の報告はない．骨盤内の癒着が強固なた
め腹腔鏡手術は著しく困難ではないかと考えてい
る．
本例は人工肛門造設をしている．本邦例では三

浦の例は人工肛門が造設されていない．人工肛門
造設は局所の炎症の消退を計り瘻孔閉鎖時に有益
である１８）とともに，瘻孔閉鎖術後の安全性を確保
し，本例では必須で人工肛門を設置したから局所
手術を施行しえたと考えている．人工肛門造設に
よる美容的な面はほとんど問題にならないと考え
ている．
男性性転換者には，heterosexual transsexuals

女性指向の型と homosexual transsexuals 男性指
向の型の二つの型があり，男性指向の型では一般
に男性との間で性交渉がある８）．男性性転換術には
膣機能の評価が重視されているが，膣機能の改
善・保持には性交渉は膣の狭窄・萎縮を予防し重
要といわれる９）１３）．本例では直腸膣瘻は閉鎖した
が，膣機能が十分回復しえたとは思われない．膣
機能の回復にはブジーやステントの使用が今後必
要と思われるが，直腸膣瘻の再発には十分注意す

る必要がある．
本稿の要旨は第 62 回日本消化器外科学会定期学術総会

（2007 年 7 月，東京）で報告した．
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A Case of Ultra-High Rectovaginal Fistula after Sex Reassignment Surgery

Akihiro Toyosaka, Naoyuki Murata, Yasuhiro Mishima, Tatsuya Andoh,
Suguru Ohmuro, Yasuji Seki１）and Hiromichi Kanehiro２）

Department of Surgery, Takarazuka-Daiichi Hospital
Seki Children’s Clinic１）

Department of Surgery, Nara Medical University２）

We report a rare case of rectovaginal fistula（RVF）after sex reassignment surgery（SRS）in a 33-year-old
male-to-female transsexual. Having undergone SRS 7 years earlier, she had been treated elsewhere 3 years
earlier for fecal discharge and bleeding from the neovagina. Contrast enema and endoscopy showed an ultra-
high RVF of the rectosigmoid portion, necessitating sigmoid colostomy immediately after admission. Repair of
the RVF by a transsacral approach from outside of the rectum was conducted 2 months later. The RVF was
successfully closed but with difficulty due to severe intrapelvic adhesion. The colostomy was closed 2 months
later. The patient has been problem-free in the 1 year and 3 months since repair. The cause of the RVF was
thought to be obturator decubitus due to long-term continuous intravaginal stenting. Vaginal function has not
been restored because the patient fears recurrence. We know of no reports of treatment by local repair with a
transsacral approach for extremely high RVF of the rectosigmoid portion.
Key words：sex reassignment surgery, rectovaginal fistula, transsacral approach

〔Jpn J Gastroenterol Surg 42：417―423, 2009〕

Reprint requests：Akihiro Toyosaka Department of Surgery, Takarazuka-Daiichi Hospital
19―5 Kougetsu-cho, Takarazuka, 665―0832 JAPAN

Accepted：October 22, 2008

�2009 The Japanese Society of Gastroenterological Surgery Journal Web Site：http :��www.jsgs.or.jp�journal�


