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膀胱全摘除術後にみられた上部尿路移行上皮癌の検討

名古屋市立城西病院泌尿器科(部 長:安 藤 裕)

林 祐 太 郎*,多 和 田俊保,安 藤 裕**

TRANSITIONAL CELL CARCINOMA OF THE UPPER 

    URINARY TRACT FOLLOWING TOTAL 

    CYSTECTOMY FOR BLADDER CANCER

Yutaro Hayashi, Toshiyasu Tawada and Yutaka Ando

From the Department of Urology, Nagoya City Josai Hospital

   From 1975 to 1990, we treated 118 patients with urinary epithelial cancer, including 100 with 

primary bladder cancer, 13 with primary upper urinary tract cancer, and 5 with both diseases. 
Thirty-five patients with primary bladder cancer underwent total cystectomy. Upper urinary tract 
urothelial cancer developed in 4 patients (4.0%) and was detected only after cystectomy. Three 

patients had multiple bladder tumors before cystectomy and recurrent tumors under long-term 
bladder-preserving treatment. The other patient had had cystectomy for the primary bladder 
lesion. Our present policy is to perform urinary cytology once a month and intravenous urogra-

phy once a year in patients with bladder cancer for early detection of secondary upper urinary 
tract cancer. 

                                              (Acta Urol. Jpn. 38: 1015-1019, 1992) 

Key words: Bladder cancer, Total cystectomy, Upper urinary tract cancer

緒 言

尿路上皮癌は移行上皮に被われた腎孟,尿 管,膀 胱,

尿道に多中心 性 に発生 す ると い う特 徴 を有 し,腎 孟

尿管癌(以 下.上 部尿路癌 と記す)と 膀胱癌 の同時発

生や上部尿路癌 の治療後に膀胱癌が発生す るこ とは稀

ではないが,膀 胱癌が先行 した後 に上部尿路癌の発生

をみ ることは少ない1).著 者 らは原発性膀胱癌100例

中35例 に膀胱全摘除術を施行 し,4例 に上部尿路癌 の

発生を認めた.こ れ らの症 例に対す る治療 と組織学的

所見,経 尿道的手術 の回数な どを調 べ,膀 胱癌 と上部

尿路癌 との関係 を臨床的に検討 した.

対 象 と 方 法

著者 らは1975年 か ら1990年 までの約15年 間に,名 古

屋市立城西病 院において尿路上皮癌ll8例 を経験 した.

発生部位に よって分類す ると,原 発性膀胱癌が100例,

原発性上部尿路 癌が13例,上 部尿路癌 と膀胱癌の同時

*現:名 古屋市立大学泌尿器科学教室

**現=名 古屋 市立東市民病院泌尿器科

発生が5例 であった.膀 胱全摘除術後の35例 中,上 部

尿路癌の発生を4例 に認めた(1例 は両側 の上部尿路

に癌が発生 した).原 発性上部尿路 癌治療後に膀 胱癌

が認め られた症例は13例 中1例 であ った.原 発性膀胱

癌100例 を治療法別に分類す る とgroupI;初 期治療

として膀胱全摘除術を施行 したもの(25例),group

II;TUR-Btな どの膀胱保存的治療後に膀胱全摘除

術を施行 した もの(10例),groupIII;TUR-Bt,膀

胱部分切除術,膀 胱 内薬剤注入療法 などの膀胱保存的

治療 を施行 した もの(65例)と なった.膀 胱癌治療後

に上部尿路に癌が続発 した4例 はすべて膀胱全摘除術

後の ものであ り,1例 はgroupIに,3例 はgroup

IIに 属 した.そ こで膀胱癌治療 後に上 部尿 路癌 の発

生を認めた4例 の臨床経過を まとめ,膀 胱癌に続発す

る上部尿路癌発生のriskfactorに ついて検討 した.

また上記の4例 の病理組織については,膀 胱癌取扱

い規約 と腎孟尿管癌取扱い規約に従 って再 検討 を行っ

た.

なお膀胱癌に対す る膀胱全摘除術 の適応は,術 前の

画像診断や膀胱鏡所見か ら浸潤性膀胱癌 と診断 され,

遠隔転移のない症例お よび表在性膀 胱癌 で経尿道的手
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Table1.
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Clinicalcourseofpatientswiththedevelopmentofupperurinary
tractcancer(beforeandaftercystectomy)

No・CaseAgeSex
ぎ鑑,、。バ ・…cc・・m・C・ ・・…m・ 痛 臨 離 謬 「

DurationTUR-Bt

(times)

Duration Firstchance

fordiagnos詮

Progno前s

lK.1.53M3Y5M

2U,0,71F8M

3S.S.72MIYIOM

4Y.0.55M8Y

4

2

5

4YsM

lYlOM

6Y2M

(R)IY5M(L)
IYIiM

IVUDead,1Y3M

GrosshematuriaDead,6M

UrinarycytologyNive,1Y4M

IVUAIive,1YIM

Urinarycytol・gy

(釜瀦 欝認瓢濃鷺蹉¥:際 幅)

術を頻回に行 った症例,あ るいは多発性に再発 した症

例 とした,

結 果

1)膀 胱全摘除術後に上部尿路癌 の発生 した症例の術

前 。術後の臨床経過

初発症状出現か ら膀胱 全摘除術 までの期間はそれぞ

れ8カ 月,1年10カ 月,3年5ヵ 月,8年 とさまざま

であ った.ま た この間に症例2(8ヵ 月)を 除 く3例

では1年10ヵ 月か ら8年 の間に経 尿道的手術や膀胱内

薬剤注入療法,膀 胱部分切除術 などの膀胱保存的治療

が く り返 された(Tablel).

膀胱全摘除術後,上 部尿路癌の発生が認 められ るま

での期間はそれぞれ1年5ヵ 月(症 例4の 右側上部尿

路),1年10ヵ 月,1年11ヵ 月(症 例4の 左側上部尿

路),4年5ヵ 月,6年2カ 月であ り,術 後比較的早

期に認 め られた2症 例 と長期経過 後の2症 例に分れ た

(Table1)。

これ ら4例(1例 は異時性の両側例のため5腎)の

上部尿路癌の診断の根拠 とな った のは静脈性尿路造影

におけ る腎孟の不整像が2腎,尿 細胞診の陽性化が2

腎,肉 眼的血尿が1腎 であ った.

これ らの上部尿路癌に対す る治療 法は,4例 とも尿

管を可及的下方で結 紮切断す る腎摘除術 であった.上

部尿路癌 に対す る治療(腎 摘除術)後,症 例1は1年

3ヵ 月後 を,症 例2は6ヵ 月後に両症例 とも肝転移,

癌性腹膜炎で死亡 した,症 例3は 腎摘除術後1年4カ

月が経過 しているが,再 発や転移 の兆候はない.症 例

4は 右腎摘除術後6カ 月 目に左腎孟癌が認め られたた

め,左 腎腰造設下に経皮 的腎孟癌切除術を施 行 した.

7ヵ 月を経た現在新たな再発は ない.

2)膀 胱内の腫瘍 の数 と上部尿路癌発生 との関係

膀胱全摘除術を施行 した35例 の うち膀胱内の腫瘍数

が単発であ った ものは13例 で,多 発例は22例 であ っ

た.単 発例で上部尿路癌 が発生 した 症例 はな く,多 発

例に のみ上部尿路 癌の発生が認 められた.

3)経 尿道的手術 の回数 と上部尿路癌発生 との関係

過去15年 間に当院で膀胱全摘除術を施行 した35例

中,初 回治療 として膀胱全摘除術を施行 した症例は25

例あ り,こ の中 で術後に上部尿路癌が発生 したのは1

例であ った.膀 胱全摘除術 までの間に経 尿道的手術 が

施行 された症例は10例 で,経 尿道的手術の回数 と上部

尿路癌発生 との関係を検討 した ところ,経 尿道 的手術

が1回 のみ の5例 の うち,膀 胱全摘除術後 に上部尿路

癌が発生 した症例 はな く,経 尿道的手術が2回 以上行

れた5例 の うち3例 に上部 尿路 癌 の発 生 が 認め られ

た.

4)初 回経 尿道的手術か ら膀胱全摘除術 までの期間 と

上部尿路癌発生 との関係

保存的治療後膀胱全摘除術に至 った10例 において,

初回経 尿道的手術か ら膀 胱全摘 除術までの期 間が1年

以内 と1年 以上 とに分類 した ところ,1年 以内の5例

には上部尿路癌発生例はな く,1年 以上 の5例 中3例

に上部尿路癌が認 め られた.

5)膀 胱癌 と続発性上部尿路癌 の病理組織

膀 胱癌 と続発 した上 部尿路癌 との病理組織学的検討

を行 った.膀 胱癌 と続発 した上部尿路癌 の組織型は4

例5腎 とも移 行上皮 癌で あ った.組 織学的 異型 度が

膀胱 癌の病理 結 果 と一 致 した のが2腎 ,そ れ よ りも

lowgradeで あった のが2腎 ,highgradeで あった

のが1腎 であった.深 達度は膀胱 癌の病 理結果 と一致

したのが1腎,そ れ よ りも10wstageで あったのが

2腎,highstageで あ ったのが2腎 であった.な お

組織学的に膀 胱または腎孟 に壁内静脈 侵襲 の認 められ

た症例 および膀 胱全摘除術時 に リンパ節転移を認めた

症例は なか った(Table2),
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Table2.Histopathology

Upperurinary

tractcancer
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No,CaseBladdercancer

正K.LTCCG3pT3aTCCG2pT3

1NFγ 且ylv(一)INFβpLIpVO

2U.0.TCCG2pTlaTCCG2pT3

1NFα 且y呈v(一)INFαpLOpVO

3S.S.TCCG2pTaTCCG3pT3

[NFalyOv(一)INFβpLopvo

4Y.0.TCCG3

1NFβlyO

pT4TCCG3pT2

v(一)INFγpLIpVO

TCCGI=G2pT且

INFαpLOpVO

考 察

上部尿路癌手術後 の膀胱 内再発は臨床の場 で比較的

よく経験するもので,中 村 らは20～40%Dの 症例が1

年か ら2年 の問に膀 胱に再発を きた していると報告 し

ている.一 方,膀 胱癌手術後に上部尿路に癌が発生す

るのは稀な病態 とされていたが,膀 胱癌の長期観察例

の増加 とともに看過 しえない頻度で発生す ることが明

らかにされて きた.膀 胱癌治療後の上部尿路癌の発生

率は0.262)%～5.9%3),膀 胱 全摘除術後の上部尿路癌

の発生率は0.47%4)～8.5%5)と 報告 されている.当

院におけ る過去15年 間 の膀胱癌100例 の うち,膀 胱癌

治療後に上部尿路癌 の発生を認 めた のは4例(4%)

であ り,諸 家の報告にほぼ一致す るが,膀 胱全摘除術

後の発生率はII.4%(35例 中4例)と やや高率であっ

た.

膀胱癌治療後の経過観察中 にみ られる上 部尿路癌の

発生病理 としてAffreら6)は,1)directextension

alongthemucosa,2)extensionbylymphatic

metastasis,3)multicentricity,4)implantationby

VURと い う4項 目の仮 説を唱え てい るが,一 般 に

後2者 が有力 とされ,議 論 の対象 になってい る.

多中心性発生説はSharmaら7)の 報告 以来 有力 な

説 とされてお り,Zinckeら8),Malkowiczら9)は 膀胱

全摘除術後に上部尿路癌の発生を認 めた膀 胱癌の うち,

おのおの29%,60%の 割合で摘除膀胱の尿管断端 に癌

浸潤が認め られ ていた と報告 している.ま た膀胱癌 治

療後に上部尿路癌の発 生を 認めた 症 例 の うち,Zin-

ckeら8)は79%,Oldbringら10)は82%,吉 村 ら11)は

61%etrC初発時 ある いは 経過 中 に膀 胱 内にmultiple

tumorを 認めていた と報告 してい る.著 者 らの検討

では膀胱全摘除術35例 中単発例は13例 で,膀 胱全摘除

術 後に上部尿路癌が認 め られ た症例はな く,多 発例22

例中4例 に上部尿路癌の発生が認め られた.ま た膀胱

全摘除術 までに行 った経尿道的手術 の回数の多い症例

に上部尿路癌が発生 しやすい とい う著老 らの検討結果

は異所性多発 のみ ならず,異 時性 多発が上部尿路癌続

発 のためのriskfactorで あることを示 唆す る ものと

考え られ た.

さらに多中心性発生説を支持す るものにCISの 存

在が挙げ られる.Zinckeら8)は 膀胱全摘標本にCIS

が認め られた55例 中5例(9.1%)に,Hastieら12)

は同様な50例 中4例(8.1%)に 上部尿路癌 の続発が

み られ,有 意差 はない もののCISが 存在 しなか った

症例に比べて高率に上部尿路癌が認め られた と報告 し

て いる.著 者 らは膀 胱全 摘標本のmappingを 十 分

に行 っていないためCISの 問題につい ては検討で き

なか ったが,riskfactorと して重 要な 意味 を 持つ

CISの 存 在を明らか にす ることは,膀 胱全摘 症 例の

術 後の経過観察を行 う上で欠かす ことはできない と思

われた.

腫瘍 細胞 のVUR.に よ る上 部尿 路へ の播種 説 は

McDonaldi3)に よる動 物実 験に よって明らか にされ

た.膀 胱癌でTUR-Bt術 後にVURが 認め られた

症例中の上部尿路癌 の発生頻度は,Amarら14)に よ

ると6.4%,MateQSら3)に よると19.7%で あ り,

VUR陰 性例に比べそれぞれ15倍,22倍 の発生 率を

示す と報告 されてい る.

著者 らの経験 した4例 の うち,膀 胱全摘除術後4年

以上を経 て上 部 尿 路癌 の認 め られ た2例 と前 治療に

TUR-Btが 行われ ることな く膀 胱全摘 除術が 行われ

た1例 につ いてはVURに よるimplantationは 考

えに く く,移 行上皮癌に特異なmulticentricityに よ

る ものと考 えられる.残 る1例 については上部尿路癌

が膀胱全摘除術後比較的早期に認め られてい ることを

考慮す ると,膀 胱全摘除術時にはす でに上部尿路癌が

存在 していた ことも推察で き,VURに よるimplan-

tationに よっ て引き起 こ された可 能性 も否定できな

いと思われ る.い ずれに せ よ著 者 らは上部 尿路 癌の

発生病 理 はmulticentricityに よ るもの と考 えるが,

TUR・Bt術 後にVURが 認 め られた場 合,上 部尿路

癌発生 のhighriskcaseと な ることは否定 しえな

い.そ れゆえTUR-Bt後 に排尿時膀胱造影 を行 って

VURの 有無を確認 してお くことは重要な ことと思わ

れる.

著者 らの経験 した4例5腎 の病理組織学的所見を膀

胱の原発巣 と比較 した ところ,組 織学的異型度や深達

度につ いては両者の間に特徴的な傾向は認 め られず,

組織像か ら上部尿路に続発す るためのriskfactorを



1018 泌尿紀要38巻9号1992年

導 き出す ことはで きなかった,

膀胱癌 治療後に発 生す る上部 尿路 癌のhighrisk

groupを 確実に把握で きない 以上,著 者 らは膀胱癌

治療後に発生す る上部尿路癌の早期診断のために1カ

月に1度 の尿細 胞診且5・16)と1年に1度 の静脈性尿路造

影8)をroutineに 施行す ることに している.

稿を終えるにあたり,御 指導ならびに御校閲を賜りました

名古屋市立大学泌尿器科学教室の大田黒和生教授,津 ケ谷正

行講師に深謝致します.
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EditorialComment

尿路上皮腫瘍 の多発性については臨床的に も興味あ

る事実が少な くない.た とえば,上 部尿路上皮腫瘍の

約半数に膀 胱腫瘍が 同時性あるいは異時性に発生す る

が膀胱腫瘍の治療 の後で上部尿路腫瘍が発生す るのは

非常に稀である。

著老 らは100例 の膀胱腫瘍治療 後に4例(4%)の

上部尿路上皮腫瘍 を経験 してお り,全 例膀胱全摘後の

症例 である.全 摘症例のなかで2回 以上TURを 受

けた ことのある5例 の うち,3例 に上部尿路上皮腫瘍

の発 生をみて いる.さ らに膀胱腫瘍単発例には1例 も

上部尿路上 皮腫瘍 の発生が ない のに,多 発例22例 中4

例に上部尿路 上皮腫瘍が発生 してい ることか ら著老 ら

はmulticentricityを 重視 してい る.

多 くの泌尿器科 医(筆 者 も含めて)は 経験的に も尿

路腫瘍はpolyclonalで あ ると考 えて いる.最 近,

SidranskyらDは 興味ある論文 を発表 した・す なわち,

女性4例 の多発性膀胱腫瘍 につ いて,そ れぞれの腫瘍

において 同一のX染 色体 が不活化 されてい るのに対 し
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正常膀胱粘膜ではrandompatternで 不活化 されてい

ることを確認 し,膀 胱癌はmonoclonaloriginで あ

ると結論 づけた.さ らに 複 数個 の腫 瘍で 染 色体9q

上の同一alleleが 同 じ個体 であれ ば同 じよ うに欠損

していることか ら,あ る遺伝子 の変化を受けた細胞が

migrateし て膀胱 内 に多発 性腫瘍 をつ くった のでは

ないか と述べてい る.発 癌遺伝子あ るいは癌抑制遺伝

子に異常が生 じた単一幹細 胞が膀胱内をmigrateす

ることは考 えられな いで もないが,上 部尿 路にmi-

grateす るには,一 時的にで もVURが なければ稀

な ことであろ う。従 って膀胱腫瘍の治療後に上部尿路

に腫瘍 が発生す る頻度の低 さが頷ける.ま た,こ の よ

1019

うな場 合はpolyclonalか も知れ ない.

今後この様な分子生物学的手法を用いることに よっ

て,こ の論文が問題提起 している膀胱腫瘍 治療後の上

部尿路上皮腫瘍の発生に関 して何 らかの知見が えられ

るものと期待 される.
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