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低 コ ンブ ライア ンス膀胱 に関す る検 討

一 低 コンプ ライア ンス膀胱 の形態学 的検討 一

近畿大学医学部泌尿器科学教室(主 任:栗 田 孝教授)

大西 規夫,貴 島 洋 子,橋 本 潔,際 本 宏

江左 篤宣,杉 山 高秀,朴 英哲,栗 田 孝

MORPHOMETRIC STUDY OF LOW COMPLIANT BLADDER

Norio Ohnishi, Yoko Kishima, Kiyoshi Hashimoto,

Hiro Kiwamoto, Atsunobu Esa, Takahide Sugiyama,

Young-Chol Park and Takashi Kurita

From the Department of Urology, Kinki University School of Medicine

   Low compliant bladder is an important cause of detrusor dysfunction, although its cause is 
unknown. Two groups of patients who developed low compliant bladder have been studied by 
the morphometric technique. One group consisted of patients with neurogenic low compliant 
bladder, and the other group consisted of patients with non-neurogenic low compliant bladder. 
Control materials were obtained from postmortal samples offered from the department of anatomy. 
Bladder wall samples were obtained during bladder augmentation surgery. Morphometric computer 
analysis was used to measure the proportions of connective tissue and muscle layer in the bladder 
wall samples. In the non-neurogenic group, there was a significant increase in connective tissue 
and a marked decrease in muscle layer proportion than the control group. On the other hand, 
there was a mild increase in connective tissue, but no decrease in muscle layer proportion was 
observed in patients with neurogenic low compliant bladder. 

   Comparison of the results obtained from the two groups suggested that low bladder compliance 
in neurogenic patients is mainly caused by functional alteration of the bladder wall, whereas that 
in non-neurogenic patients is caused by an organic change of the bladder wall. 

                                               (Acta Urol. Jpn  40: 657-661, 1994) 

Key words: Low compliant bladder, Morphometric study

緒 言

膀胱 コンプライアソスの低下は膀胱平滑筋 の肥大,

結核,放 射線照射,悪 性腫瘍,そ の他神経障害などに

より起こるといわれているが,そ の病因は今なお不明

な点が多い.し か し病理組織学的には一般に膀胱壁の

線維化によるといわれている1).

われわれは神経因性膀胱症例 と非神経因性膀胱症例

を比較 し,神 経因性膀胱症例では非神経因性膀胱症例

ほど膀胱壁の線維化傾向は認めなか った ことを報告 し

た2).今 回低 コソプ ライアンス膀胱等の病的膀胱症例

だけでな く,正 常膀胱例 も加えて比較,検 討を行 った

ので報告する.

方 法

低 コンプライ アソス膀胱症例はいずれ も薬物療法や

清潔間欠的導尿法 といった保存的治療に抵抗性で,膀

胱拡大術を施行 した神経因性膀胱10例,非 神経 因性膀

胱機能障害症例7例 であ る(Tablel).神 経因性膀胱

の診断 は既往歴,理 学的所見,尿 流量測定,残 尿測

定,膀 胱内圧測定,排 尿時膀胱造影等 より行 った。 う

ち2例 は幼児期に両側水腎症で他院 よ り紹介 され,典

型的な神経障害に伴 う排尿障害 のパ ター ンを呈 してい

たが(under-activebladder,腹 圧排尿,尿 失禁),明

らかな原因は不 明であった.一 方,非 神経因性膀胱機

能障害例は既往歴を参考 とし,膀 胱内圧測定,膀 胱造

影で低容量,低 コンプライアンス膀胱を呈 し,尿 流量
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TableLBackgroundofpatients

神経閃性膀胱群10例

年 齢6～66歳(平 均30.4歳)

男 性1例,女 性

原疾患 分 脊 椎

仙 骨形成 不全

子 宮 癌 術 後

直 腸 癌 術 後

原 因 不 明

非神経 因性群7例

年 齢

男 性3例,女 性

原疾患 膀 胱 結 核

薬剤性萎縮膀胱

放射線性膀胱炎

間質性膀胱 炎

9例

2例

1例

4例

1例

2例

Table2.Fractionofmusculartissue

No「町 舗ects

Neurogcnicpatients
(n=10)

no聖 「男enicpatien`s i;{灘}聾}

16-63歳(平 均44.4歳)

NS:Notsignificant鱒:p<0.0藍

Table3.Fractionofconnectivetissue

4例

3例

1例

2例

1例

No「蟹 舗ccts

Neurogcnicpaticnts

(n=・10)

no㌍ 「開enicpatic凪s li{三ii⊥
測定が良好で,残 尿のない ものとした.薬 剤性萎縮膀

胱症例 の1例 は小児期に急性骨髄性 白血病に対 し施行

された化学療法の うちシクロフ ォス フ7ミ ドによる副

作用 と考え られた.放 射線性膀胱炎の2例 はいずれ も

子宮頸癌術後に対する放射線照射症例であるが,尿 流

量 も良好で,残 尿 もな く非神経因性膀胱例 とした.正

常膀胱例は当大学解 剖学教室よ り膀胱体部組織標本を

排借 した.ゆ えに正常膀胱例 の性別,年 齢,死 因等,

詳細 は不明である.

膀胱壁線維化の評価法 として組織標本を弱拡大40倍

で鏡検 し,筋 線維 の最 も密 なる部分(お もに中層 の輪

状筋～外層 の縦走筋に相当す る)の 筋成分,結 合織成

分を区分け した後,日 本ア ビオ ニクス社製画像解析装

置エ クセル 皿を用いてそれ ぞれの成分比率を求めた.

以上の操作を1症 例につき10視 野前後行った.ま た上

皮お よび上皮下領域についても鏡検を行った.

Table4.

申ゆ:p<0 .01

Fractionofmusculartissue

forcaseswithoutirradiatlon

No「監謝lects

Neurogenicpatients
(n=6)

n　 ㌍ 「笥enlcpa重ien`s i;iii;:ilii⊥

Table5.

NS:Notsignificant"*=p〈O.Ol

結 果

Fractionofconnectivetissue

forcaseswithoutirradiation

上皮,上 皮下領域は神経因性膀胱症例,非 神経因性

膀胱症例それぞれ粘膜の剥離やび らんを5例 ずつ,上

皮下 の浮腫を6例 および4例,炎 症細胞浸潤を7例 お

よび5例 に認めた.ま た神経因性膀胱症例の2例,非

神経因性膀胱症例 の1例 に扁平上皮化生を認め,い ず

れ も慢性炎症性の変化であった.

筋成分は非神経因性膀胱症例では著明な筋成分 の萎

縮,減 少を認めたが,神 経因性膀胱では特に変化は認

めなか った(Table2)・ 一方,結 合織成分に関 しては

神経因性膀胱は正常膀胱に比 し軽度の結合織成分 の増

加を認めたが,非 神経因性膀胱症例では筋成分の減少

に伴 う結合織成分 の増加 がさらに顕著 であった(Ta-

ble3).放 射線照射の影響を除 くため,放 射線治療 を

No「贈 鼎ects

Neur・genicpatients

(n=6)

no聖 「笥enicpatlents 1}il}ii⊥
ホ零:p〈0.01

Table6.Connectivetissue/muscular
tissue

No「諮 δ野ects

Ncur・genicpatients

(n=10)

nonl碧 望 「9Fenicpat'ents }ii;i{丹}
NS:Notsignificant榊=pく0.05
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受けていない症例にかぎって比較を行 ったが,同 様 の

傾向を示 した(Table4,5).筋,結 合織成分比率(結

合織成分/平 滑筋成分)で は非神経因性膀胱症例では

膀胱壁の線維化が著明であ ったが,神 経因性膀胱では

特に線維化傾 向は認 めなか った(Table6).
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ここで両群 の代表症例 を呈示する.

症例1=子 宮癌手術,放 射線治療後4年 を経た,低

コンプライア ソス膀胱 を呈す66歳,女 性.上 皮は角 化

した重層扁平 上皮で被われ(Fig.IA),筋 成分には著

変を認めないが,筋 組織間の結合織は軽度増加 してい

た(Fig.IB)。

症例2:35年 前に腎結核で左腎摘除術を受けている

39歳 の萎縮膀胱男性.筋 はi萎縮 筋成分は激 減 し,結

合織成分の著明な増加を認めた(Fig.2).

考 察

膀胱 コソプライアソスの低下は種 々の病因によ り起

こるが,神 経因性膀胱では膀胱 の高圧状態に伴 う平滑

筋組織の断裂や線維化に よる膀胱壁 の器質的変化に基

づ くもの とされている1).一 方,清 潔間欠的導尿法を

行 うことによ り低 コンプライアンス膀胱の一部 の症例

で膀胱 コソプライアンスの改善が認 められる3).し か

し膀胱壁の線維化とい った器質的変化にまで至 った症

例が,清 潔間欠的導尿法に よる膀胱 の低圧化 のみで膀

胱壁の柔軟性の回復がえ られ るものか どうか疑問に思

われ る.そ こで保存的治療に抵抗性で,膀 胱拡大術 を

施行 した症例を対象 として手術中に採取 した膀胱組織

をいて線維化の程度につ き検討 を加えた ところ,神 経

因性膀胱症例 では非神経因性膀胱症例に比べて筋成分

の減少,萎 縮 結合織成分の増加とい った膀胱壁の線

維化傾 向は認めなか った2).し か しこれはあ くまで病

的膀胱間での比較であるため,今 回正 常膀胱例を加 え

て改めてその比較,検 討を行った.ま ず正常平滑筋成

分に関 し,近 藤 ら4)は犬を用いて重量比 より69.8%が

平 滑筋成分で,残 り30.2%が コラーゲンか ら構成 され

てお り,両 側仙骨神経を切断 した群では有意に コラー

ゲソの比率 が 増加 していた と報告 している.Gilpin

ら5)は ヒ ト膀胱組織写真を格子分け し,平 滑筋細胞 の

meanprofileareas(MPA)を 算出している.そ れ

によるとコソ トロール群 のMPAは 男性例47。00±

4.49μ2,女 性例47.1±1.33μ2と 性差 な く,ま た年齢

差 も認めなか った.一 方,閉 塞群では平滑筋成分(M-

PA)が 平 均64μ2と 増加 していた と報告 している.

他方,結 合織成分に関 して正常組織 ではSwaiman

ら6)は25%以 下 で あ ると報告 してい る.ま たSha-

piro7)は 種 々の膀胱組織 をコンピェーターを用 いた筋

・結合織成分の立体定量解析を報告 している.そ れに

よると結合織成分 は死産の脊髄髄膜瘤 では34.7±4.4

%,脊 髄髄膜瘤 生検標本33.2±4.8%,脊 髄髄膜瘤膀

胱拡大術施行組織29.5±2.23%,非 脊髄髄膜瘤死産児

18.2±1.7%,正 常生検組織10.6±2.0%と,脊 髄髄膜
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瘤患児の結合織成分 の著明な増加を報告 してい る.こ

のように報告者や測定方法 などに より正常膀胱組織像

も若干のひ らきがある.今 回われわれが測定 した正常

膀胱組織は筋成分60.97±12.05%,結 合織成分13.72

±3.45%で,測 定組織数,測 定視野数,測 定方法 など

を考慮す ると妥当なもの と思われるが,そ の性別,年

齢,死 因等はまった く不明であ り,正 常膀胱組織例 と

しては適切であるとは必ず しもいいきれない.今 後正

常膀胱組織の対象やその採取法に関 しては さらに検討

を要す.

低 コソプライアソス膀胱症例については,非 神経因

性膀胱症例では平滑筋の萎縮,平 滑筋成分 の減少や結

合織成分 の増加とい った膀胱壁の線維化を認めたのに

対 し,神 経因性膀胱症例では正常膀胱組織 に比 し,軽

度の結合織成分の増加を認めたが,平 滑筋成分に関 し

ては差を認めなか った、 このことは非神経 因性膀胱症

例 の膀胱 コンプライアンスの低下 は膀胱壁 の器質的な

変化によるものであるのに対 し,神 経因性膀胱では必

ず しも膀胱壁の線維化 といった器質的変化を伴わず と

も,す でに膀胱壁の柔軟性,弾 力性は欠如 してお り,こ

の柔軟性の欠如は除神経に よる平滑筋を主体 とした膀

胱壁の機能的な特性の変化に依存す るものであること

が うかが える.金 子8)は 膀胱 の伸展性,弾 力性の喪失

は神経損傷による直接作用であ り,長 期経過に より器

質的変化が加わると述べている.Sislowら9)は 神経因

性の低 コソプライアンス膀胱は仙骨 神経前根 のみの切

断に よ り起 こ り,そ の結果残存交感神経は過活動の状

態にあるとし,後 根の切断では膀胱 は容量 の増加 と排

尿筋反射の消失が起 こると述べている.ま たSehenlo)

は ラッ ト膀胱を用いて膀胱過伸展に よる平滑筋細胞間

の神経軸索の変性を電顕 レベルで報告 している.し か

し膀胱 コソプライアンスは経時的に変化す るものであ

り,必 ず しもそ ういった簡 明な機序だけでは十分に説

明できない.そ こに尿路感染や残尿,高 圧膀胱による

膀胱 の過伸展や虚血,炎 症,放 射線治療や化学療法の

施行など種 々の因子が修飾を加えるもの と思れる.放

射線照射 は 線量依存注 に粘膜層の うっ血 や 充血,浮

腫,潰 瘍,間 質の毛細血管拡張,静 脈血栓,細 動脈 の

壊死 線維芽細胞の増殖を惹起 し,線 維化を招 くとい

われてお り11),膀胱機能障害を さらに複雑 なものにし

ている.

近年種 々の神経ペプチ ドが発見 されてお り,泌 尿器

科領域 でも少 しずつ報告 されるよ うになった12-14)

神経因性の低 コンプライアソス膀胱 における柔軟性 の

低下に関 しては従来のコ リン性,ア ドレナ リソ性だけ

では様 々な現象を説明で きず,今 後神経ペ プチ ドも含

めた非 コリン非 ア ドレナ リソ性収縮 の面か らもさらに

検討を要す ものと考え られ る.

結 語

1,低 コソプライアソス膀胱症例 を対象に,膀 胱拡大

術を施行 した膀胱組織を用いて神経因性膀胱,非 神経

因性膀胱症例につ き比較,検 討 を行 った・

2.そ の結果,非 神経因性膀胱症例では コン トロール

群に比ぺ著明な結合織成分 この増加 と平滑筋成分 の減

少を示 したが,神 経因性膀胱症例 では軽度の結合織成

分の増加を示 したが,平 滑筋成分 には著片を認め なか

った.

3.以 上の結果 よ り,非 神経因性膀胱症例の膀胱 コン

プライアソスの低下は線維化 とい った膀胱壁の器質的

変化に伴 うものであるのに対 し,神 経因性膀胱症例の

膀胱 コソプライアソスの低下は主 として膀胱壁 の機能

的変化に基づ くものであると考え られた.
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