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       UROGAPHIC DIAGNOSIS OF BLADDER TUMORS 

         Kaoru  Gorrox, Nobuhiko  OZEKI, Schoji  ITOH, Kazutoshi  ISOGAI, 

                    Taijiro KIMURA and Moriya  NISHI 

    From the Department of the Urology, Gifu Prefectural Medical School, Gifu, Japan 

                        (Director : Prof. K. Gotoh M. D.) 

   Urographic techniques in diagnosis of bladder tumors are discussed in regard to estimation 

of the size, form and location of the tumors, degree of infiltration in the bladder wall and 

application of the lymphoangiography and angiography.

緒 言

膀胱腫瘍の診断は,血 尿等の疑わしい症状に

もとづき,実 施ぜる膀胱鏡検査にて確 定 で き

る.し か し,本 症のX線 撮影法は下記の如 く,

膀胱鏡検査にて得 られない診断的価値を有する

と考えられる.

① 他の疾患で実施せるIVPの 膀胱撮影像

にて,無 症候性膀胱腫瘍の発見.

② 膀胱腫瘍の形,大 きさ,位 置の確認.

③ 膀胱腫瘍にもとつ く尿管閉塞等の上部尿

路の変化の追求.

④ 膀胱壁への腫瘍浸潤度の証明.

よつて,薯 者等は文献に記載 されている各種

の撮影法を応用した,膀 胱腫瘍のX線 的診断法

について記述する.

撮 影 方 法

肪胱腫瘍に診断的価値ある撮影法として,下 記の如

き大別を試みた.

1.膀 胱腫瘍像を示す撮影法

1).膀 胱部単純撮影法.

2).造 影剤 の投与法に より

a.逆 行性膀胱撮 影法

b。 排泄性膀胱撮 影法

3).造 影剤の種類 ・注 入法に よ り

a.造 影膀胱撮影法

b.気 体膀胱撮影法

c.気 体 ・造影膀胱撮影法

d.膀 胱 レリー フ像撮影法

4).撮 影体位に よ り

a.前 後位撮影法

b.底 部撮影法

c.軸 性撮 影法

d.鱒 位(脊 面)撮 影法

e.斜 位撮 影法

f側 位撮 影法

2.膀 胱壁への腫瘍浸潤度を示す撮 影法

1).膀 胱 重複(分 割)撮 影法

2).膀 胱周 囲撮影法

a.気 体膀胱撮影法の併用

b.気 体 ・造影膀胱撮影法 の併用

c.断 層撮影法の応用

3).延 引性膀胱撮影法
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4).排 尿時尿道膀胱撮 影法

a。 連続撮影法の応用

b.映 画撮影法の応用

3,脈 管撮 影法 の応用

1),リ ンパ系造影法

2).骨 盤 内動脈撮 影法

3).骨 盤内静脈撮影法

これ ら撮影法の術式 の概要,及 び必要性を 記 述 す

る.

1.膀 胱腫瘍像を示す撮影法

膀胱腫瘍の形,大 きさ,位 置の確 認に必要で,色 々

の撮影法が報告 されている.

ユ).膀 胱部単純撮影法

尿路撮影法において単純撮影法は,如 何な る部位 に

ても原則的なものであ り,膀 胱部では合併せ る結石,

異物等の発 見,特 に腫瘍面に沈着せ る塩類,大 きな腫

瘍 の壊死組織 の石灰化 を描出するこ とがあ る.

2).造 影剤の投与法によ り

a.逆 行性膀胱撮影法=カ テーテルを挿 入 して膀胱

を空虚にした後,無 刺戟性の10～20%造 影剤(こ のた

めに無機 ヨー ド剤 よ りIVP使 用の有機 ヨー ド剤の稀

釈せ るものが よい)を100～200cc注 入す る.こ の場

合,尿 意感 を訴え る以内の量に して,過 充満にな らな

いよ うにす る.必 要に応 じて,4)に 述べ るが如 き各種

の体位にて撮影す る.

b.排 泄性膀胱撮影法;IVP施 行時,造 影剤静注

後20～30分 で,普 通 は満足すぺき膀胱像を得 ることが

で きる.

3).造 影剤の種類 ・注入法によ り

b.造 影膀胱撮影法=前 記2)のa.で ある.

b.気 体膀胱 撮影法=カ テーテルを通 じて,100～

200ccの 気体 を注入す る.気 体 として空気は栓塞の危

険が あ り,一 般には02を 使用するが,理 想的には

CO2が よい.陰 性の膀胱像に対比 して腫瘍像が描出 さ

れ る.

c.気 体 ・造影膀胱撮影法;報 告者 によ り色々の方

法が行なわれ てい る.カ テーテルに より空気150～200

cc注 入,続 いて20%造 影剤30～40cc注 入(大 越).

30%造 影剤10cc注 入,続 いてCO2を 尿意感を訴 え

るまで200～300cc注 入し,造 影剤が腫瘍部を被 うよ

うに愚者を廻転す る(Bartley,Helander).

d.膀 胱 レリ■一一フ像撮影法:消 化管 内腔の レ リーフ

像撮影 と同一原理で行なわれ るもので,粘 膜附着性 の

強い特殊の造影剤が各種使用 されている(著 者はガス

トログ ラフインを使 用)カ テーテルにて膀胱内容を

排除後,造 影剤20～30ccを 注入,次 いで造影剤 を排

除 して膀胱 洗瀞を行 ない,気 体を注入 して撮影す る.

腫瘍の形,大 きさ,位 置 を明らかにす るに有利 な方法

であ る,

4)撮 影体位 によ り

Routineに は前後位撮影法が実 施 され るが,腫 瘍の

存在部位 によつては底部,軸 性,踵 位(脊面),斜 位,

側位撮 影法 を行なつた方が有利であ る.そ の体位は成

書に記載 の如 くであ る.

2.膀 胱壁への腫 蕩浸潤度 を示す撮影法

腫瘍 の膀胱壁,周 囲組織 への浸潤程度 を 知 る こ と

は,治 療あ るいは予後の判定に極 めて重要であ る.

1).膀 胱重複撮影法polycystography

膀胱壁 と周囲組織 の癒着程度を知 るに,極 めて有利

な方法であ る.Temeliescuに よ り,は じめて行なわ

れ,黒 田,柳 原 の追試が ある.同 一 フイル ムに3回 の

X線 露出を行 ない,夫 々の露出はroutineの 撮影時

の1/3と す る.前 後位を用 う.

造影剤200ccを 注入 し第1回 露出,そ の造 影剤120

ccを 排出 し第2回 露 出,更 に50ccを 排 出して第3

回露出(Emmett).

造影剤10～15ccを 注入 し第1回 露出,次 に30～

40ccを 追加注入 し第2回 露出,更 に50～60ccを 追加

注入 して第3回 露出(黒 田)

2).膀 胱周 囲撮影法

膀胱周 囲に気体あ るいは造 影剤 を注入 して撮影 し,

膀胱壁 を描 出して腫瘍 の膀胱壁外へ の浸潤程度を知る

方法である.こ れに気体膀胱撮 影法,気 体 ・造影膀胱

撮 影法の併用が一般に行なわれ,あ るいは断層撮影法

の応用(So三ferandMargulies)等 がある.膀 胱周囲

へ気体 あるいは造影剤注入には各種 の方法が実施 され

ている.

a.恥 骨上穿刺に よる方法:恥 骨 結合上縁を穿刺 し

て02500cc(Darget等),空 気400～600cc(WUrd-

inger),CO21,000～2,000cc(Kelemen亘.Horvath),

あるいは造影剤50～60cc(岩 下)を 注入 して撮影す

る.膀 胱前腔撮影法 ともよばれてい る.

b.PRP法 に準 じて行な う方法=PRP後,1～2

時間骨 盤高位 にして撮影(高 安 ・石山)尿 管圧追帯

にて腹部を緊迫後,側 位に してPRP施 行(02150～

200),反 対側 にも同様施行,前 後位に して撮影(土 屋

・豊田)

c.会 陰部穿刺に よる方法=会 陰部を穿刺 して空気

400～600cc(WUrdinger),あ るいは穿刺針を前立腺

部側方に進め左右夫 々CO2200cc(SoiferandMar-

gulies)を 注入 して撮影.

3).延 引性膀胱撮影法
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腫瘍に よる尿管へ の癒着,轡 曲があれば膀胱尿管逆

流現象がみ られ,こ の描 出の 目的で行な う.重 力を応

用して造影剤120～240cc(成 人),30～120cc(小 児)

を注入し,3時 間は膀胱 内に造影剤を貯留す るよ うに

する.注 入直後 に第1フ イル ム,以 後15～30分 毎に撮

影。

4).排 尿時尿道膀胱撮影法

1の 撮影法に て腫瘍の陰影欠損は描出 され るが,排

尿後にも撮影を行なえば,そ の陰影欠損の比較,特 に

膀胱壁の周囲へ の癒着程度を知 ることが出来る.連 続

撮影法,映 画撮影法を応用すれぽ一層有利 であ る,

3.脈 管撮影法 の応用

最近,広 く行なわれ るよ うになつた リソバ系造影法

は腫瘍の リソバ系転移の有無を知 るに,大 なる役割を

はたしていることは周知の如 くであ る.骨 盤内動脈,

静脈撮影法は腫瘍が栂指頭大以上になる と該 部血管像

に変化が現われ,そ の程度は腫瘍の浸潤度,悪 性度が

高いほど著しい といわれてい る(岸 本,西 浦)血 管

撮影法には各種の方法があ るが,著 者等は骨 盤内動脈

撮影法 として,経 皮的に股動脈を穿刺 して逆 行性 に造

影剤注入 とい う最 も簡便 な方法 を行 なっ てい る(Bob-

bio).

症 例

膀胱腫瘍患者に前記 の撮 影法を実 施した症例につい

て,図 示して述べる.

〔症例〕S.M.,56才,6

76%ウ ログ ラフィン20cc静 注に よる排泄性膀胱撮

影法にて,腫 瘍 による陰影欠損を描出(第1図)膀

胱鏡検査にて右尿管 口の後上方部に指頭大 の乳頭状腫

瘍2コ を認めた.

〔症例〕M.1.72才,9,

膀胱鏡検査にて左側壁,底 部 に広基性の乳頭状腫瘍

を認め,下 記 の如 きX線 撮影法を試みた.

逆行性膀胱撮影=20%ウPグ ラフイソ100ccを 注入

して,前 後位,底 部,軸 性,左 斜位の各体位で撮 影.

腫瘍に よる陰影欠損は造影剤の濃度が高 く不 鮮明であ

つたが,そ の部位 の膀 胱壁の不規則な辺縁像 を描 出 し

た.

膀胱 レ リーフ像撮影法(第2図)=ガ ス トログ ラフ

イソ20ccを 注入,膀 胱洗源後に02100ccを 注 入 し

て前後位,左 斜位で撮影.腫 瘍面にのみ造影 剤が附着

して斑状陰影を示 し,腫 瘍の形,大 きさ,位 置を明白

に描出した,

膀胱重複撮影法(第3図):20%ウ ログラフイソ10

ccを 注入 して第1回,30cc追 加注入 して第2回,更
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に50cc追 加注入 して第3回 と同一 フイルムに3回 露

出して撮影.腫 瘍存在部位 の膀胱壁の伸展性が著 しく

阻害 され て非対称性 とな り,腫 瘍の膀胱壁浸潤を示し

た.

膀胱周囲撮影法+気 体膀胱撮影法+断 層撮影法(第

4図):021,000cc注 入に よるPRP後,1時 間骨盤

高位に した後,前 後位 にして02100ccを 注入して断

層撮影を実施.本 例は以前に膀胱 高位切開を うけ てお

つた関係上,膀 胱前腔迄02は 充分 に入つてお らなか

つたために,膀 胱周囲への浸潤程度を明 らかに示す こ

とがで きなかつたが,腫 瘍 の形,大 きさ,位 置を 明瞭

に描出 した.

脈管撮 影法(第5,6図):経 足脊的に リソバ系造

影法を行ない,IVPを 併用 した.腫 瘍の転移を思わ

せ る像は認め られなかつた.更 に,Bobbio法 に従つ

て骨盤内動脈撮影法を実施 した.即 ち,左 側大腿部を

止血帯にて圧迫,左 股動脈 を16ゲ ージ針で穿刺 し,76

%ウ ログラフイン30ccを3秒 にて注入,終 入終了直

後に撮影,腫 瘍部の血管分枝 の不規則な網状像,蛇 行

像,あ るいは閉塞を思わせる像を描 出した.

考 案

膀胱腫瘍のX線 的診断法 として,腫 瘍像を示

す撮影法 と腫瘍浸潤度を示す撮影法 に 大 別 し

て,各 種の撮影法を記 し,更 に脈管撮影法の応

用を述べた.我 々の経験 した症例に実施せる撮

影像を図示 し,臨 床的価値を検討 した.他 の理

由で実施せる排泄性腎孟撮影法の膀胱撮影像に

おいて,陰 影欠損により腫瘍を発見することが

あるから,読 影には常に慎重であらねばならぬ

ことは当然である.症 例には図示 しな か つ た

が,逆 行性膀胱撮影法では,造 影剤の濃度が高

い場合には,腫 瘍の陰影欠損を証明出来ない事

があるから,注 意すべ き点と考えられる.腫 瘍

像を示す撮影法では,膀 胱 レリーフ像撮影が有

利の如 く思えた.浸 潤度を示す撮影法では,膀

胱重複撮影法が最 も簡便で,か つ優れた方法と

考えられる。断層撮影法の応用は腫瘍の形,大

きさ,位 置を知るに有用であつた.脈 管撮影法

の応用は腫瘍の血管像を知 り,か つ リンパ系転

移の有無により,治 療の指針に有利 な判定材料

を提供する.以 上の結果 より,X線 診断法は膀

胱鏡検査 とは異なつた診断的価値を有すること

を述べた.
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結 語

後藤他一膀胱腫瘍めX線 的診断法

膀胱腫瘍のX線 的診断法 として,腫 瘍像を示

す撮影法,腫 瘍浸潤度を示す撮影法及び脈管撮

影法について述べ,か つ自験例を図説して,そ

の診断的価値を報告した.

本論丈 の要 旨は昭和39年5月9日(於 大 阪市大)の

第27回 日本泌尿器科学会関西地方会のシ ン ポジ ア ム
"膀胱腫瘍の診断と治療方針"に 後藤 が発表 した

.
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」

第1図 症 例S.M.,56才,6,

排 泄 性 膀 胱 撮 影 像
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第4図 膀胱周囲撮影法+気 体膀 胱撮影法+断 層

撮影法(8cm).

第2図 症 例M.1.,72才,♀(第2～6図)

膀胱 レ リー フ像(左 斜 位)

第5図 リンパ系造影+IVP
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第3図 膀 胱重複撮 影像.
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第6図 リンパ系造影+骨 盤 内動脈撮影像.




