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S状結腸膀胱痩の3例
一S状結腸癌2例，S状結腸憩室炎ユ二一

       東邦大学医学部泌尿器科

村上憲彦・田島政晴・沢村良勝
    松島正浩・安藤 弘

黒 瀬 恒

東邦大学医学部第3外科

幸・炭山嘉伸・鶴 見 清 彦

THREE CASES OF VESICOSIGMOIDAL FISTULA COMPLICATING
      CANCER OR DIVERTICULITIS OF THE COLON

Norihiko MuRAKAMi， Masaharu TAziMA， Yoshikatsu SAwAMuRA，

       Masahiro MATsusHiMA and Ko ANDo

   From伽1）吻吻θη‘げ～Yrology，7励0翫勿875め，， Schoolげ磁砒枷

Tsuneyuki KuRosE， Yoshinobu SuMiyAMA and Kiyohiko TuRuMi

  舟0俄乃裾野ραr伽8日目of Surgery，7bんO Univer吻・， Schoolげ澁砒勿8

  Thrce cases of vesicosigmoida1且stula are reported． Cases l and 2 were a 65－ycar－01d and 63－

year－old male with vesicosigmoidal fistula due to cancer of the colon． Case 3 was a 60－year－old female

with vesicosigmoidal fistula due to diverticulitis of the colon． The diagnosis of vesicosigmoidal fistula

was made by cystoscopic examination and fistulography． Resection of the sigmid colon and seg－

mental resection of the urinary bladder were performed． Postoperative course was uneventfu1．

  Twenty－two cases of vesicosig皿Qidal旦stula cQ皿plicating diverticulitis Qf the colQn and 24 cases

of vesicosigmoidal fistula complicating cancer of the colon are reviewed．

Key words： Vesicosigmoidal fistula， Sigmoid carcinoma， Sigmoid diverticulitis

緒 言

 S状結腸膀胱腰は，泌尿器科領域で遭遇することは

比較的まれで，糞尿や気尿のような典型的症状が現わ

れるまでは診断の難しい疾患である．われわれは3例

のS状結腸膀胱痩を経験したので，若干の文献的考察

を加え報告する．

症

症例1

患者：65歳，男性．

初診11970年9月17日．

例

主訴：気尿，頻尿，排尿痛，血便，

既往歴：肺結核，虫垂炎．

 家族歴：特記すべきことはない．

 現病歴：1年前より過敏性大腸炎の診断で治療を受

けていたが，2カ月前より血便を見るようになった．

その頃より排尿痛，尿混濁が出現し，膀胱炎の治療を

受けていtが，1ヵ月前より気尿を見るにいたり，9

月17日当科を受診した．

 膀胱鏡的所見では左尿管口直上に冊指頭：大の腫瘤が

みられ，その中央部は陥凹し膿苔を付着し，周辺は発

赤，浮腫状であっt．

 膀胱腸痩の疑いで1970年9月21日，手術の目的で入

院し7こ．

 入院時検査成績：血液検査で軽度貧血があるほかは

異常なく，生化学的検査で異常はない．尿検査では蛋

白（什）のほか異常なく，尿沈渣では赤血球多数，白血
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球多数，尿培養検査では大腸菌であっ7．

 レントゲン検査所見：KUB， IVPに著変なく，注

腸造影にてS状結腸に約6cmの辺縁不整な硬化を示

す狭窄像が認められた．

 以上の結果よりS状結腸癌の膀胱穿孔を疑い1970年

10月26日手術をおこなった．

 手術所見および病理組織所見：下腹部正中切開で腹

膜を開くと小鶏卵大のS状結腸腫瘍が膀胱後壁に癒着

浸潤してい陀．腫瘍を含めt： S状結腸切除術，膀胱部

分切除術，および左尿管膀胱新吻合術をおこない，腸

の端々吻合術をおこなった．

 病理組織学的にはS状結腸原発性腺癌の膀胱穿孔で

あった（Fig，1）．

 術後癌再発なく順調に経過していたが，6年10ヵ月

後心不全のため死亡した．

 症例2

 患者：63歳，男性．

 初診：1971年8月16日．

 主訴：血尿，頻尿，排尿痛，発熱．

 既往歴，家族歴：特記すべきことない．

 現病歴：約1年前より血尿，頻尿，発熱がときどき

出現し，膀胱炎として治療を受けていtこが，最近尿混

濁，排尿痛が増強するようになったため，1971年8月

16日当科を受診した．

 膀胱鏡的所見は粘膜全般に強い炎症像を示し，膀胱

後壁に揖指頭大の腫瘤が認められ，その周辺は著明な

胞状浮腫を呈していた．

 膀胱腫瘍の診断で1981年10月25日，手術の目的で入

院した．

 入院時検査成績：血液，生化学検査でとくに異常は

ない．尿検査では蛋白（惜）のほか異常なく，尿沈渣で

は赤血球多数，白血球多数，尿培養検査では大腸菌で

あっナこ．

 レントゲン検査所見：KUBで異常陰影なく， IVP

で左尿管下端の左方圧排偏位がみられ，膀胱の軽度右

方偏位が認められた．

 以上の結果より膀胱腫瘍の診断で1971年10月27日手

術をおこなった．

 手術所見および病理組織所見：膀胱後壁に掴指頭大

広基性腫瘤が発見されたが膀胱後面剥離に際し，S状

結腸膨大部と強く癒着しており結腸内には小鶏卵大の

腫瘤が癒着しており結腸内には小鶏卵の腫瘤が認めら

れたので腫瘤を含めて腸切除術と膀胱部分切除術をお

こない腸の端々吻合術をおこなつt．

 摘出組織はS状結腸癌が膀胱壁に浸潤し岬町を形成

していナこ（Fig．2）．組織学的｝こはS状結腸の原発性腺

癌が膀胱筋層内に浸潤し，小野孔を形成していた．

 術後10年，癌再発もなく健在である．

 症例3

 患者：60歳，女性．

 初診：1980年4月ll日．

 主訴：排尿痛，気尿，’下腹部不快感．

 既往歴，家族歴：特記すべきことはない．

 現病歴：1ヵ月前より，終末時排尿痛と下腹部：不快

感が出現し某婦人科医IC診察を受け膀胱炎と診断され

て抗生剤を投与されていたが症状の改善がみられなか

った．4月エ0日気尿に気付き当科を訪れた．

 膀胱鏡的所見では頂部に近い左後壁に浮腫を伴った

小指頭大の腫瘤が観察され，同時に下腹部を圧迫する

とその中心部から膿惜物が圧出されるのを確認でき

7．

 1980年4月14日二二二二の診断で手術の目的にて入

院した．

 入院時検査成績：血液，生化学検査でとくに異常は

ない．尿検査では蛋白（一）．尿沈渣では赤血球13～14／

1視野，白血球多数であり，尿培養検査では大腸菌で

あった．

 レントゲン検査所見：KUB， IVPで両側腎孟尿管

に異常なく，膀胱造影でも著変はない．注腸造影をお

こなって直腸，S状結腸，下行結腸を撮影したが変

形，覆孔などは認められなかったが注腸造影6日後，

腹部単純撮影をおこなったところS状結腸に数個のバ

リウム残留像を認め憩室の存在を診断しえた．また，

経尿道二上行性急孔造影の目的で4号尿管カテーテル

を二二と思われる部に約1cm挿入し造影するとS状

結腸を造影することができた．

 以上の検査結果よりS状結腸憩室炎の膀胱穿孔の疑

いのもとに1980年4月30日手術をおこなった．

 手術所見および病理組織所見：下腹部正門切開で開

腹した．S状結腸は約5cmにわたり壁が硬く膀胱左

側後壁に強固に癒着していた．その癒着部を含めてS

状結腸を約15cm切除し痩孔の周辺約3cmにわた

り膀胱部分切除術をおこない，．その後腸の端々吻合術

をおこなった．

 摘出物を精査すると膀胱とS状結腸は密に癒着して

おり結腸粘膜面には数個の発赤，浮腫状の憩室がみら

れ，そのうち1個にpin head sizcの痩管がみられ膀

胱に開口していた（Fig．3）．組織学的には結腸側は痩

孔部で筋層を欠き，凄孔形成が漿膜面におよんでい

た．膀胱粘膜面の痩孔部は急性化膿性炎症の所見であ

るが悪性変化は認めちれなかった．

 以上の所見より成因はS状結腸憩室炎が膀胱に波及
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Fig． 1
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し痩孔を形成したものと考えた．術後1年8ヵ月を経

た現在まったく異常を認めていない．

考 察

Fig． 2

 本邦において報告されているS状結腸癌によるS状

結腸膀胱痩は著者の2例を含めて24例（Table I）， S状

結腸憩室炎によるS状結腸膀胱痩は著者の1例を含め

て22例（Table 2）である．

1．原因，頻度について

 膀胱腸痩はその原因を腸管に有することが多く，大

別して腫瘍性，炎症性，外傷性，先天性の4種が考え

られている．われわれの症例1，症例2は腫瘍性であ

り，症例3は炎症性である．

 腫瘍性は膀胱腸痩全体の30％前後を占め，その約半

数はS状結腸癌によるものであり，残りの半数は直腸

癌，膀胱癌，卵巣癌によるものである，

 Lcckhart－Mummery9）は314例のS状結腸癌のうち

膀胱腸痩を形成したのは2．2％であったと述べてお

り，またAldrete and ReMinelo）は13，000例の結腸癌

のうち0．32％｝C S状結腸膀胱痩を認めたと報告してい

Fig． 3
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Table l S一結腸癌に続発したS状結腸膀胱痩の本邦報告例

報告者 年代 性 年齢 主 訴 治 療 法

1大田黒

2馬 場

3北 山

4岩 佐

5武 田

6森 川

7島 本

8酒 徳

9川 倉

10 森

lr tt

12 il

I3久 世

14武 田

15松 本

16自験例

17 it

18北 条2）

19 i，

20 ，i

21 it

22 Jll i黍…3）

23岩 井4）

24斉藤5）

1957

1961

1961

1961

1962

1964

1965

1967

1968

1968

tt

tt

1969

1970

19ア0

19ア3

1973

1975

 tt

 tt

 rt

1978

i978

1979

？

e

e

S

e

8

S

s

9
￥

s

¢

8

e

8

e

¢

￥

g

e

47

39

66

5t

53

51

62

ア1

65

54

78

60

37

29

64

65

63

70

69

65

左下腹部腫瘤、尿中糞塊

気尿、糞尿、尿意頻数、尿混濁

便秘・、膀胱症状、糞尿

気尿、尿混’濁

糞尿、便秘

血便、糞尿

膀胱症状

膿尿、軟便

気尿、下腹部腫瘤

頻尿、排尿痛、糞尿

尿混濁、糞尿

血尿、肛門より尿漏出

血尿、下腹部圧迫感、排尿痛、下痢

排尿痛、血尿、気尿、軽度排便困難

尿混濁、頻尿、気尿、糞尿

気尿、頻尿、排尿痛、血便

血尿、頻尿、排尿痛、発熱

膀胱刺激症状

糞尿

気尿、糞尿

S状結腸切除、痩孔部閉鎖

膀胱S状結腸全摘、人工肛門、尿管皮膚移植

膀胱全摘、S状結腸切除、尿管皮膚痙

S状結腸切除、膀胱部分切除、左尿管膀胱新吻合

痩孔部閉鎖

痩孔部閉鎖、人工肛門

膀胱部分切除、S状結腸全摘人工肛門

両側尿管皮膚移植、人工肛門

膀胱部分切除、S状結腸切除

人工肛門

人工肛門

膀胱全摘、S状結腸切除、人工肛門、両側尿菅皮膚痩

膀胱部分切除、S状結腸切除

膀胱S状結腸全摘、人工肛門、回腸導管

S状結腸切除、膀胱部分切除、左尿管膀胱新吻合

膀胱部分切除、S状結腸切除

腫瘍摘除

腫瘍摘除

腫瘍摘除

腫瘍摘除

膀胱痩

S状結腸、膀胱直腸全摘、人工肛門、回腸導管

人工肛門

1f一 15は高木1）の集計による

る．本邦では北条ら2）がS状結腸癌155日中4例（2．・6

％）にS状結腸膀胱痩を認めたと報告している．

 炎症性は膀胱腸骨全体の約50％を占めており，Slade

and Gachesll）によれば，そのほとんどが結腸憩室炎

によるものであると報告している．また結腸憩室症

のうち憩室炎を起す頻度は16～22％12）であり，憩室炎

から膀胱腸痩を合併する頻度は4～22．8％13・14）といわ

れている．しかし本邦では結腸憩室炎に続発するもの

は非常に少ないのは，憩室発生部位が右半部結腸に多

いことと，単発性真性憩室が多いことが考えられ，高

残渣食も一因となっていると思われる．

 つぎに，上記の諸原因により膀胱腸痩を形成する機

転は，炎症，腫瘍いずれに起因する一幅でもまず腸管

の穿孔がおこり膀胱周囲膿瘍を形成したのち膀胱への

癒着，二四形成にいたるものと考えられている．

2．年齢，性別について

 年齢は一般に中，高年齢者に多く，腫瘍性，炎症性

両者間に年齢的な有意差は認められず，性別では両者

とも男性に多く認められた．これは女性においては子

宮が膀胱四隅のバリヤーとて介在しているためと思わ

れる．

3． 症状，診断について

 腫瘍性，炎症性にかかわらず痩孔を形成した場合

は，気尿，糞尿という症状を呈してくるのが本症の特

徴である．われわれの集計しえた本邦46例申，記載の

明らかなもの42例で気品，糞尿いずれかを主訴とした

ものは30例（71，4％）であった．消化管症状は便泌2

例，下痢2例，血便2例であり，いったん膀胱屡を形

成すると消化器症状は軽微になるように思われる．

 診断方法は，腫瘍性によるものでは，注腸造影など

でS状結腸の異常の発見が重要であるが，症例2のよ

うに尿路系症状だけで膀胱鏡検査をおこなったにもか

かわらず西湘を認めることができないままに原発性膀

胱腫瘍として手術をおこない手術的に診断された例も

ある．このように膀胱鏡検査だけで痩孔の存在を診断

しうるとは限らず膀胱壁の限局性の発赤あるいは水泡

様浮腫が観察された場合には消化器系の精査が必要で

ある．
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Table 2 S状結腸憩室炎に続発したS状結腸膀胱痩の本邦報告例

報告者年代性年齢 主 訴
痩 症 明 法

注腸膀胱鏡その他
治 療 法 転帰

1関 村

2勝 見

3中村
4服部
5谷 川

6斉 藤

7  t1

8小 林

9武 本

10黒 田

11岡 部

12 i1

13吉 岡

14 l1

15多 田

16岡 空

17多羅尾

18中 田

19石 塚6）

20五十嵐7）

21石塚8）

22自験例

i970 9 32

tg70 g 40

1970 e 64

1971 g 66

1972 g 56

1973 ¢ 46

t973 9 42

1973 e 56

1973 9 75

1974 9 66

1974 8 45

1974 g 68

1974 e 56

1974 e 58

1976 g 76

1977 g 40

1978 9 62

1978 ？ ？

1978 9 62

1980 e 4T

1980 e．’ 53

   4 60

膀胱炎症状

頻尿、気尿、糞尿

混濁尿、下腹部痛、下痢

左下腹部痛、便秘、気尿、糞尿

尿混濁、気尿

気焔、排尿痛、頻尿

気尿、頻尿、残尿感

発熱、混濁尿、糞尿、気尿

糞尿、気尿、頻尿

頻尿、糞尿

左下腹部痛、膿尿

頻尿、排尿痛、気尿

発熱、腹痛、糞尿

発熱、腹痛、糞尿

右下腹部癌、発熱、枢吐

気尿、糞尿排尿痛、発熱

発熱、気尿

尿路系症状

頻尿、排尿痛、下腹部不快感

頻尿、残尿感、気尿

気心、糞尿、膀胱炎症状

排尿痛、気仙、下腹部不快感

十

十

十

？

十

十

十

十

十

十

十

7

十

十

十

？

十

十

？

十

十   十

  十

十

十

十

十

十

十

7

十

手術

S状結腸切除、膀胱部分切除

不明

腸切除、痩孔閉鎖術

S状結腸切除、膀胱部分切除

S状結腸切除、膀胱部分切除

不明

痩孔閉鎖術

人工肛門

S状結腸部分切除、膀胱部分切除

S状結腸切除、膀胱部分切除

S状結腸切除、膀胱部分切除

不明

不明

不明

S状結腸切除、膀胱部分切除

S状結腸切除、膀胱部分切除

不明

S状結腸切除、膀胱部分切除

S状結腸切除、膀胱部分切除

S状結腸切除、膀胱部分切除

S胃結腸切除、膀胱部分切除

甘

干

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

！～18は石塚8）の集計による

 またS状結腸憩室炎に続発したS状結腸膀胱獲の本

邦報告22例のなかで，注腸造影をおこなった17例中，

嬢孔を証明しえたものは13例（76．5％）であり，膀胱

鏡検査をおこなつ7こ13例中では7例（53．8％）に痩孔

を発見している．

 診断法としては 腸造影法の方がややすぐれている

という印象を受けるが膀胱鏡検査では痩孔周囲の炎症

像と膀胱腫瘍との鑑別が肉眼的には困難な場合が多い

ことと，一般に三下部が開口している症例が少ないた

めであると思われる．このような理由から二二造影を

おこなった症例が自験例を含めて3例あり，いずれも

S状結腸への造影剤の流入が明瞭にあらわれており容

易IC確定診断をくだしている．したがって膀胱鏡的に

膀胱二三が疑われるときには凄孔開口部が不明でも下

腹部を圧迫し糞様物の遊出を観察したり，積極的に痩

孔造影法を試みるなど念入りな検査をおこなう必要が

ある．

4．治療，予後について

 腫瘍性，炎症性にかヵ・わらず近年では，抗生剤の進

歩によりone stage resection堺ethodでも十分con一

亡rolしうる時代となりわれわれの症例でもこの方法で

成功することができた．

 S状結腸痩の膀胱浸潤の部位は：大部分が膀胱頂部あ

るいは後壁であり，直腸癌のそれとは異なり部分切除

可能なことが多い．本邦報告例で記載の明らかな23例

中，腫瘍摘出できたものは16例（69．6％）であり，痩

孔閉鎖術2例，人工肛門造設術だけに終ったもの4例

であっt．予後に関しては詳細は文献が少なくTay－

Ior15）はS三三腸癌59例中，膀胱壁を含めて摘出可能

であったものは89．8％であり，5年生存率は33．3％で

あっ7こと報告しており，またAldretclo）は結腸癌の42

例中，胱壁壁を含めて切除可能であったものは90％

で，5年生存率は24％であり，根治性が得られtと思わ

れた症例では5年生存率は56％とかなり高率であった

と報告している．本邦では北条ら4）が過去ll年間のS

急結腸癌の膀胱浸潤例14例中膀胱粘膜まで浸潤した6

例（4例は膀胱腸痩形成）の手術成績は10年生存1例を

のぞくと，他の5例は2年1ヵ月以内に死亡している．
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 いっぽう，S状結腸憩室炎に続発したS状結腸膀胱

痩の治療法は記載のあきらかな15例中，12例が膀胱部

分切除術およびS状結腸切除術であり，いずれも好成

績をあげている．結腸憩室炎は本来，抗生剤だけで十

分治療できるが，すでに結腸膀胱痩まで形成された場

合は一般に自然治癒することは少なく外科的療法の適

応となる．本邦報告例中記載のあきらかな16例全例に

外科的療法がおこなわれ，その全例が予後良好であっ

た．

結 語

 S状結腸膀胱痩の3例一S状結腸癌によるもの2

例，S状結腸憩室炎によるもの1例一を報告し，あわ

せて本症の本邦報告例について統計的観察をおこなっ

た．

 （なお，本論文の要旨は，沢村が第37回日本泌尿器科学会

東部連合総会において第1症例および第2症例について報告

し，田島が第40回日本泌尿器科学会東部連合総会においてそ ’

の予後について報告した、また黒瀬が第700回外科集談会に

おいて第3症例について報告した，）
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