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地方第一Wt病院よりみた泌尿性器結核患者の臨床統計

       および結核性萎縮膀胱症例の検討

富山市民病院泌尿器科

長 谷 川 真 常

   STATISTICAL OBSERVATION ON GENITO－URINARY
TUBERCULOSIS IN ONE LOCAL HOSPITAL AND CLINICAL

OBSERVATION ON TUBERCULOUS CONTRACTED BLADDER

              Masatsune HAsEGAwA

F7傭魏θZ）ePartment O∫ひプ0109ツ， To翅脚MuniciPal Hospital， Toyama，ノ⑫砺

  One hundred and twenty－four urogenital tuberculosis experienced at Toyafna Municipal

Hospital for 12 years， 1960 to 1971， was statistically investigated with’special emphasis on

cases of tuberculous contracted bladder．

  About 10 cases have been newly detected per year comprising O．4％ of all the urologic

patients． Recent trend is that age of the patients is moving to the older group， with decrease

of bilateral renal lesions or contracted bladder． Twelve contracted bladders were treated

during three years， 1966 to 1969． Nephrostomy was done in 5， ileocystoplasty in 4 and endo－

scopic surgery in 3． Their postoperabive results were satisfactory． Postoperative cystograms，

however， showed advanced decrease of vesical capacity in the nephrostomy group． ln the

cystoplasty group， the contracted bladders have gradually expanded rnaking the intestinal part

almost useless．

  Endoscopic resection of the localized tuberculous scar resulted in good result． Cystopoly－

graphy was useful for demonstration of the scar lesion．

        は じ め に

 性・尿路結核の統計に関する報告は多いが，比較的

新鮮な症例を取り扱う機会が多いといった地方病院の

特殊性を考え，富山市民病院泌尿器科における臨床統

計的観察をおこなった．またこの資料の一部を金沢大

学泌尿器科学教室のそれと比較し，両者間の違いを検

討するとともに，当科で取り扱った結核性萎縮膀胱症

例の術後膀胱レ線像を，各治療法別に追跡検討した結

果から，本症の手術適応について著者なりの見解をま

とめてみたい．

外来総数13，061名のうち結核患者は124名で，0．9％

を占めている．
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ノ000

2

／0

（鉢来患老総数）

（系吉該患着数）

    泌尿性器結核患者の臨床統計

 1960年から1971年にいたる12年間に，富山市民病院

泌尿器科を訪れた外来患者はTable 1のごとくで，
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Fig．1．富山市民病院における泌尿性器結核患者の年

    次的推移
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Table 1．泌尿性器結核患者の発生頻度

新来結核患者数
年 度

外 来
ｳ者数 男1女1計

頻度
i％）

foo

1960 i 330

1961 1 495

1962 1 604

1963 1 627

1964 1 983

1965 1 1，191

1966 1 1，281

1967 1 1，346

1968 1 1，415

1969 1 1，347

1970 1 1，622

1971 1 1，820

11

14

8

5

5

2

8

8

9

4

3

5

2

3

5

5

6

4

5

4

0

1

4

3

13，061 82 42
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Fig・3・北陸地方・金沢大学・富山市民病院における

    泌尿性器結核患者の年次的推移

 つぎは富山市民病院を訪れた尿路結核患者につい

て，来院時の患者の年令を，年次的に検討してみると

（Fig．4），1964・1965年度が医長交代時期にあたった

ため，バラツキを示すが，1962年度ごろから50才以上

の高年油層の患者が出現し，1968年度ごろからとくに

高年令層の占める割合が高くなってきたようである．

 これらの患者の年次的推移をグラフ（Fig．1）でみ

ると，外来患者の増加にくらべ，結核患者の増減はあ

まり著明でなく，しいていえば，1968年度以降わずか

に減少したかの感もあるが，年間だいたい10名前後の

患者が新患として来院している．したがって発生頻度

をみると，1964年度まではいちおう1％以上を占めて

いたが，以後しだいに減少し，1969年度には0。4％ま

で低下，こんにちまでその状態がつづいている。

・一禔Cこれを金沢大学泌尿器科外来における成績で

みると（Fig．2），北陸三県から患者の集まってくる

大学病院の特徴がよく出ており，発生頻度では，1969

年度までは3％以上，1971年度にいたりようやく1％

を割っている．しかし，結核患者数からみると，大学

病院では，年ごとにわずかずつではあるが減少傾向を

示している（Fig．3）． これに反し，北陸三県を総合

した結核患者数は横ばい状態で，むしろ1966・1967年

度では，一時的に増加の傾向すら認めた．これはちょ

うどこの時期に，北陸各地の地方病院において，泌尿

器科が新設された時期と一致している点興味がある．

／0～20才代

30～40才■イLtこ         イ」：・J・■■：｛＝＝∵：．：1              ．。．
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Fig．4．尿路結核患老の来院時の年令とその推移

 つぎにそれらの症例の，初診時における病巣のひろ

がりを，各年度別に検討し，その推移をしらべると

（Fig．5），上部尿路結核は，さほど著明な増減はない

が，下部尿路ならびに性器結核が，1968年度ごろから

減少傾向を示す点が注目される．またこのころから両

腎結核とか残腎結核症例も減少し，とくに結核性萎縮

膀胱を合併する症例は，1966年から1969年にいたる4

年間に集中的に来院し，最：近2年間は全く来院してい

ない．
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Fig．2．金沢大学および富山市民病院（金沢大学の下

    方の曲線）における泌尿性器結核患者の年度

    別発生頻度

上部尿路

下部尿路．．

垂i両腎結挟
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Fig．5．初診時における病巣のひろがりとその年次的

    推移
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 つぎに発病年令と罹患状況の関係をみると（Fig．

6），上部尿路結核は20才代が圧倒的に多く，そのあと

年令が進むにつれて患者数も減少するが，下部尿路結

核は20才代から50才代までほぼ同率の罹患率を示し，

とくに結核性萎縮膀胱では，10才代から50才代まで，

同数の患者が発見されたことは注目に値する．性器結

核は自験例でみる限り，20才代と40才代にピークをも

ち，40才代のほうがすこし多かった．

土部尿露

下部尿跳塵’

J

牲器

i≡両腎結核
IMUII残腎結核
芸渉：｛三糸宿膀昌光

物．尿道狭窄
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項で述べる結核性i萎縮膀胱に対する膀胱拡大手術は，

1967年および1968年前期に計3例の colocystoplasty

をおこなったが，1968年後窮以降は，後に述べるいわ

ゆる内視鏡的膀胱拡大術を採用した．

／0（才代）20

 Fig． 6．

 30  40  50  60才以上

患者の年令と罹患状況

 つぎにわれわれのおこなった泌尿性器結核に対する

手術の内容をみると（Table 2），腎摘除術がもっとも

多く，つぎに副睾丸摘除術で，これらは1966・1967年

度にピークをもち，以後しだいに減っている．つぎの

Table 2．泌尿性器結核に対する手術内容とその推移

＼年度
術式  ＼

玉965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 計

結核性萎縮膀胱症例の検討

腎 摘 除 術

腎部分切除術

腎  痩  術

尿管新吻合術

謙慧
尿道拡張法

副睾丸摘除術

2

1

3

2

8

8

2

2

12

6

2

2

1

4

王5

2

1

1

2

6

4

1

1

2

8

5

1

1

7

3

2

5

30

2

6

1

3

3

4

12

61

 富山市民病院泌尿器科で取り扱った結核性萎縮膀胱

症例は計12名で，その年令構成は，10才代2名，20才

代3名，30才代2名，40才代2名，50才代3名と各年

令層に平均してみられた．また男女別にみると，男子

9名に対し女子は3名と男子が圧倒的多数を占めてい

る．またさきの統計（Fig．5）でも述べたごとく，こ

れらの症例は1966年から1969年の4年間に集中的に来

院し，1970年度以降は新患としての来院をみていな

い．また症例9はのちほどその詳細は紹介するが，

1958年，当時の皮膚泌尿器科医長寺田稔博士によって

当市民病院で手術のおこなわれた症例であり，術後経

過を検討するうえできわめて貴重な症例と考えられた

のでとくにお許しを得て自験例の中に加えた．

 さてこれら12症例を治療法別に3群に大別し，各群

における治療成績を，とくに膀胱レ聖像のうえから検

討した．

 すなわち第1群（Table 3）はなんらかの理由によ

り腎岬町を施行した症例で，5症例ともに過去に腎結

核で手術を受けた既往をもち，したがって単腎のかた

ちで来院している．そのうち3例は来院時すでに腎不

全を合併していた．膀胱容量は全例ともにきわめて小

さく，第3例以外は全例VURが証明された．また

症例4，5においては腎孟内に貯留した尿が残尿のか

たちで証明された．腎痩術を選んだ理由として症例

1，2は腸管利用が不能か，あるいは無意味と判定さ

れた症例であり，症例4，5は乏尿のため緊急手術と

しての墨型術施行例である．症例3は残腎における結

核病変が高度のため病巣の固定化と腎機能保持を目的

として一時的腎痩術を施行した．術後6ヵ月目に胃癌

で死亡した症例5をのぞくと，4例中1例（症例4）

が腎痕術後腎不全のため死亡したのみで，残る3例は

術後長いもので8年4ヵ月，短いものでも3年後の現

在健康で家事に従事しており，いちおう良好な経過を

とっている．

 これら3症例に対し，最近下部尿路のレ線学的検討

を試みたところ，症例1においては尿道からわずか

20mlの造影剤の注入で腎痩管より造影剤の流出を認

め，膀胱像の描出は不可能であった．また症例2では術

前にみられた結核性尿道狭窄部が（Fig．7），6年を経

た現在ほとんど完全閉塞の状態を示している（Fig．8）．
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 つぎの症例3においては，術前腰麻下に膀胱容量

30mlで，その膀胱像（Fig．9）をみると，前立腺膿

瘍のほかにいちおう膀胱としてのふくらみをもつ腔が

描出されたが，腎痩術をおこなったあと1年を経過し

た膀胱像（Fig．10）をみると， その膀胱はさらに縮

小し，母指頭大の小さな腔を示すにすぎない．

 小 括

 以上，自験例でみる限り，結核性萎縮膀胱症例に腎

痩術を施行すると，時間の経過とともにその膀胱は

さらに縮小し，尿道はより搬痕狭小化の傾向がみられ

た．．もちろんこれらの症例がそれまでに用いられた

SM投与法，また，術後注意しながら用いたとはい

え，手術前後を通じて用いられたSM投与量に関連

した問題も存在するであろうが，3年以上生存する3

例全例にこのような現象がみられたことは，臨床上重

大な事実として受けとめざるセえない．文献上このよ

うな報告をあまりみないため決定的なことはいいがた

いが，少なくとも結核性萎縮膀胱症例に対し，．一次的

意味で腎痩術をおこなうのは慎重であるべきで，腎機

能q）回復あるいは保持を目的にやむなく施行した場合

でも，二次的に計画される腸管利用手術はできるだけ

早期におこなうべ．きではないかと考えられるしだいで

ある．

 第2群（Table 4）は腸管利用による膀胱形成術の

おこなわれた症例で，症例6はcolocystoplasty（Ktt－

ss），症例7はcolocystoplasty（Gi1－Vernet， Bour．

年
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que）を，また症例8は某病院において6ヵ月前colo－

cystoplasty（KUss）．がおこなわれたが，吻合部狭窄

を生じたため当院において再手術をおこなった症例，

最後の症例9は，さきにも述べたごとく，1958年，当

院においてileocystoplasty（Scheele）のおこなわれ

た症例である．

 術前の膀胱容量は，症例6が1001n1と比較的大き

いが，膀胱頂部に憩室2コを認めたため，その切除を

兼ねてcolocystoplastyを計画したもので，症例7は

容量80 mlで，膀胱鏡検査で粘膜面にまだ潰瘍を思

わしめる病変部を認めた（化学療法はすでに1年前か

ら始められている）ため腎腰術をおこない，ひきつづ

き6ヵ月間化学療法をつづけたが，膀胱容量は依然と

して80mlのためco正ocystoPlastyをおこなった症

例である．また症例8は第1回手術前の膀胱容量が

10 ml，また6ヵ月後当科を訪れたときには150 mlと

かなり回復をみているものの頻尿の訴えが消失せず，

利用した腸管が吻合部閉塞のため蓄膿症的病変への進

展が懸念されたため再手術を計画した，症例9は当時

のくわしい病歴はないが，少なくとも80 ml以下の

状態であったとの返事を得ている．

 さてこれらの症例における術後経過は，Table 4に

記載したが，全例についていえることは1，腸管利用膀

胱形成術後，時間の経過とともに萎縮していた膀胱が

しだいに拡張してきたことで，とくに症例7，8，9

にその傾向が強いようである，

 すなわちFig．11は症例7における術後14日目の

膀胱像で，Bourqueの術式で吻合した腸管は，わず

か100 m1の造影剤で明瞭にT字型に造影されている

が，45日を経過したものでは膀胱自身の拡張がはじま

りつつあり（Fig．12），4年6ヵ月を経た最近のもの

では造影剤350m1の注入でも利用された腸管は造影

されず（Fig・13），しばらく待って尿意を訴えたとき

にはじめてわずかに腸管像の出現をみることがでぎた

（Fig． 14）．

 次に症例8では，術後60日目造影剤150m1の注入

で，利用された腸管像とともにVURも証明されたが

（Fig．15），2年8ヵ月を経過した現在のレ線像（Fig．

16）をみると，造影剤300m1の注入でもVURは認

められず，膀胱壁の伸展性は正常に復し，利用した腸

管はほとんど描出されていないようである（Fig．17）．

 つぎの症例9は，ileocystoPlasty（Scheele）術後

14年目にぶじ出産を終えたあと精診のため来院した症

例で，DIP時に得られた排泄性膀胱撮影像をみると

三角部付近に一部変形をみるが膀胱そのものは正常大

に描出され，いっぽう利用された回腸環は，著明に拡
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即したドーナツ像として，その一部が出現している
（Fig． 18）．

 術後利用した腸管が，膀胱像とともにいつまでも描

出される症例6においても，4年10ヵ月を経た現在，

本来の膀胱自身もほとんど正常大に拡張し，壁の伸展

性の回復がみられる（Fig．19）．

 小 括

 以上，自験例でみる限り，腸管を利用した膀胱形成

術のあとを膀胱レ線像で追跡してみると，萎縮してい

たはずの膀胱が，時間の経過とともにしだいに壁の伸

展性をとりもどし，膀胱自身の容：量が正常近くまで拡

がってくる可能性が見いだされ，したがって手術時利

用した腸管は，強く尿意を感じたときにだけ利用され

る，．いわゆる緩衝地帯としての役割を残すのみの感を

いだかされる．またScheeleの手術のおこなわれた

症例をみると，分娩を経たためもあると思われるが，

利用された回腸環が著しく拡張し，他の3例ではみら

れない感染を伴った残尿350mlを認める点，あたか

も巨大膀胱憩室の存在を思わしめる障害を残してい

る，

 最後の第3群は，内視鏡的手術によって膀胱の拡大

を試みた症例で， Table 5に示したごとく3例のう

ち，術前膀胱容量は100・ml，120 rnl，150 mlと比較

的大きいが，各3症例とも，結核潰瘍のあとの平地組

織が，壁の伸展性を阻害し，さらに同部に生じた難治

性の組織亀裂ないし潰瘍面が強い刺激となって臨床的

にがんこな頻尿をもたらしている点，広い意味で当然

萎縮膀胱の範疇に入れらるべき症例であり，またこれ

らの症例における病変部が，化学療法その他の薬物療

法では全く効果がなく，なんらかの外科的手農を必要

とした点，特殊な萎縮膀胱と．して付記さるべき症例と

も考えられる．

 すなわち症例10は1年前に左腎結核で腎摘除術をお

こない，そのこ3者併用による化学療法を6ヵ月間，

さらにPAS・INAH 2者併用を6ヵ月間つづけ経過を

みた症例で，術前100m1を示した膀胱容量は，化学

療法1年間のあとも依然として増大の傾向を認めず，

頻尿と顕微鏡的血尿が持続していた．膀胱鏡所見は表

にも示されるごとく，右尿管口付近と左尿管口上方に

やや隆起した搬痕と，その搬痕を中心として数条の

Falteが集中していた．またそのFalteの一つをたど

ると，もう一方の廠痕部へ集中するFalteとつなが

っており，このFalteの間にかこまれた部分（実は

正常膀胱壁）は，あたかも仮性憩室を思わしめるくぼ

みを形成している．搬痕部の中心には点状，あるいは

線状の組織亀裂が認められ，出血を伴っている．この
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出血を伴った療痕部より採取した組織は結合織の増殖

したいわゆる普通の搬痕組織で，結核性病変は全く見

当らなかった（Fig．20）．

 症例11は，10年前に左腎結核で腎摘除術を受けたあ

と，頻尿の状態がつづき，最近排尿痛を伴うため来院

したもので，膀胱鏡所見は症例10と類似するが，廠痕

部の中心に結石の付着を認め，また肉柱様に肥厚した

Falteにかこまれた健康粘膜部は憩室様のつよいくぼ

みを形成していた．

 症例12は腎結核の患側である右尿管口付近が廠痕状

につよく隆起し，中心部に強い充血と出血斑を認め，

数条のFalteがひろがっていた．

 さてこの症例12においては正面像でみる限りさほど
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特異な膀胱像を示さなかったが，残る症例10，11はつ

ぎに示すごとくぎわめて特徴的な膀胱像を得ることが

できた．

 Fig．21は症例10における膀胱正面像で左側壁にみ

られるくびれた部分が搬痕部に相当し，これをCysto・

polygraphyでみると（Fig．22），療痕部に一致して

壁の伸展性が欠講し，右側壁も伸展性の障害がはじま

りつつある所見を得た．また全量100m1の注入で，

造影剤が右尿管へ逆流を示している点も特異的であ

る．

 つぎは症例11における膀胱多方向撮影のうち，軸性

方向で得た膀胱像で，くびれを示す部分がいわゆる

廠痕部で，つよいくびれのため正常膀胱部はあたかも

憩室のようなふくらみとして造影されている （Fig．

23）．

 これらの症例に対し，resectoscopeを用い搬痕部

およびその周辺のFalteの電気切除ないし切断を試

みた．

 手術時の所見は一括してTable 5に示し，また

Fig．24はそのときのようすを模式化して示した図で

ある．すなわちresectoscopeの使用にあたり水を注

入するため，伸展性を欠く癩痕部またそのまわりに放

散するFalteは，隆起がより強調された形で眺めら

Fig．7．症例2 術前尿道レ線像

撫1

愚蟹鮮麟澱

Fig．8．症例2 腎痩術後6年後の尿道レ線像
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Fig．9．症例3 術前膀胱像 Fig． 12． 症例7 術後45日目の膀胱像
    （造影剤190ml使用）

醗1∫¶
ぎ＼、

    馨

Tig． lo．症例3 腎棲術後1年目の膀胱像 Fig． 13． 症例7 術後4年6ヵ月目の膀胱像
    （造影剤350nll使用）

Fig． 11． 症例7 術後14日目の膀胱像
    （造影剤100ml使用）

Fig． 14． 症例7 術後4年6ヵ月目の膀胱像
    （尿意を訴えたとき）
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Fig． 15． 症例8 術後60日目の膀胱像・
    （造影剤150ml， VUR（十））

Fig． 16．

，雛凶・

一罪、

総総〉

鐵1
’難糞

駿
 t t

症例8 術後2年8ヵ月目の膀胱像
    （造影剤300ml， VUR（＿））

Fig． 18．

輔毒
’・lve，

i螺

症例9 術後14年目の排泄性膀胱像
    （DIPによる）

Fig． 19． 症例6 術後4年10ヵ月目のcystopoly－
    graphy （VUR （g ））

Fig． 17． 症例8 術後2年8ヵ月目のcystopoly・
    graphy

・隔離

薫…遭
  ・鎌「

Fig．20．症例10 癩痕部組織像
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Fig．21．症例10術前膀胱像

撫

Fig．22、症例10 術前cystoPolygraPhy
    （造影剤20ml，40 ml，80 ml）VUR（十）

   礁魏麹酸．、
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Fig．23．症例11 術前膀胱像（軸性方向）

i（”Z

爆

縄『三試部e
†慨し・

ク略評6

 蚤亀襲

皇緊
鞭ス・一一

355

棄真部の切除

Fig．24．内視鏡的膀胱拡大術模式図

Fig．25．症例10 術後4年6ヵ月目のcystopoly・
graphy（VUR消失）

Fig，26．症例11術後3年目のcystopolygraphy
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れ，これらをループで切除するとプツソと音をたてて

切断され，同時に膀胱が拡がってゆくのが確認され

た．癒痕切除面は，膀胱の拡がりとともにかなり拡大

されるが，止血を必要とするような出血はほとんどな

く，また搬痕部における切除量は，もりあがっていた

二品が健康粘膜面と同じ高さに至るまでにとどめた．

 術後は全例ともきわめて満足すべき経過を示してい

る．すなわち術後4年6ヵ月を経過した症例10におけ

る最近の膀胱容量は300mlで，最近のcystopoly－

graphy（Fig．25）をみると壁の伸展性は正常に復し，

VURも消失している．また術後3年を経た症例1！で

は，膀胱容量は250m1にまで回復し，一部にまだ変

形を残すが壁の伸展性は正常に復している（Fig．26）．

症例12は退院時にすでに膀胱容量は正常に復してい

た．

 小 括

 以上第3群における症例は，結核性萎縮膀胱の定義

を，その容量の面で規定しようとする人びとにとって

は，なお議論の予地を残す症例とも考えられるが，さ

きにも述べたごとく，臨床的立場に立った場合，がん

こな血尿と頻尿を主訴とし，化学療法剤，鎮痛消炎

剤，止血剤などの薬物療法は全く無効で，なんらかの

手術的治療の対象となる点などより，やはり広い意味

で萎縮膀胱の二丁に入れらるべき症例と考え検討の対

象に加えた．

 さて第3群に属する症例は，内視鏡的にみて病変部

が比較的限局していること，またその病変部は組織学

的にみてあくまでも搬痕組織であり，結核病変を認め

ないこと，したがって化学療法剤の効果は期待できな

いこと，さらにcystopolygraphyで病変部以外の場

所では壁の伸展性が正常に保たれていること，などの

理由からこれを内視鏡手術の適応と考え，病変部の電

気切除を試みた．その結果ははじめの予想どおりきわ

めて満足すべき成績をおさめることができた．

総括ならびに考察

 富山市民病院泌尿器科において取り扱った結核性萎

縮膀胱症例は計12例で，そのうち5例に腎痩術を施行

し，4例に腸管利用による膀胱形成術を，残り3例は

内視鏡的膀胱拡大術を試み，それぞれにいちおう満足

すべき成績をおさめた．

 しかし各症例に対し術後膀胱レ線撮影をおこないこ

れを追跡した結果，各治療群によって，萎縮していた

膀胱がそれぞれ異なった運命をたどることが判明した．

 すなわち二刀術を施行した症例では，萎縮していた

膀胱はさらに縮小し，尿道狭窄をもつ症例ではより狭

小化がめだった。いっぽう腸管を利用し膀胱形成術を

おこなった症例では，時間の経過とともに萎縮してい

た膀胱がしだいに拡張し，膀胱壁の伸展性もしだい

に正常に復する傾向を認めた．したがってせっかく用

いた腸管もしだいに無用化され，膀胱充満時とくに尿

意を訴えるときだけ尿が流れ込む，いわゆる緩衝地帯

的な役割をもつだけの症例もあった．また術後出産を

経験した Scheeleの手術のおこなわれた症例では，

用いた回腸環が拡張し，多量の残尿を貯留し，尿感染

を伴うなど，かえって障害を残す症例もあった．その

点内視鏡的膀胱拡大術をおこなった症例では，膀胱に

おける病変部が限局していたこともあるが，きわめて

予後が良好で，膀胱レ線像のうえからみても満足すべ

き結果が得られた．

 さて結核性萎縮膀胱の治療法としての腸管利用によ

る膀胱形成術は， すでに1890年代より試みられ1・2），

その術式の変遷，またその有用性については多くの文

献に詳しく述べられている3～11）。

 いっぽう膀胱形成術後の遠隔成績についての報告も

多く9・12～14），さらに最近，石沢ら15）el ，結腸膀胱形成

術後における自然分娩成功例を集め，その経過を詳し

く紹介し，社会復帰の面からみても本術式の優秀性が

立証できたと述べている．

 しかし膀胱形成術後の遠隔成績に関する報告をみて

も，例えばKUssら16）は膀胱容量，残尿，排尿中の

内圧，逆流などについての検討を，また豊田12）は，利

用した腸管における排尿機構に関する詳細な検討をお

こなっているが，はたして萎縮していた膀胱自身が，

術後いかなる変化を示すかといった問題について詳し

く追跡した報告は見当らず，また術後の膀胱レ線像観

察の焦点を，この方面に絞った論文はないようであ

る．

 このような意味から私は，わずか12例の経験ではあ

るが，萎縮していた膀胱が，治療法によって，その後

どのような変化をたどるものかレ線学的に追跡してみ

た，

 その結果はさきに述べたごとくで，とくに興味ある

問題点として第1に，腸管利用による膀胱形成術症例

が，程度の差こそあれ全例に，術後膀胱自身の拡張傾

向と，壁の伸展性の回復を認めたことを挙げることが

できる．

 手術をおこなう時点においては，その手術的処置が

もっとも適切であると考え，また現在，患者自身は満

足した生活を送っているものの，数年を経た現在の膀

胱レ線像を検討してみると，その手術がはたして適切

であったかどうか判断に苦しむ所見が得られた．
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 萎縮膀胱手術の予後を，このような観点から観察，

検討した報告が少なく，また自験例がわずが4例とき

わめて少数例のため結論をひき出すことはさし控える

が，結核性萎縮膀胱に対する腸管利用による膀胱形成

術をおこなうにあたり，膀胱容量が小さいといった理

由で，ただ無差別に本手術をおこなってよいといった

ものでなく，その術式の選択にはじゅうぶんな慎重さ

が必要であることを物語る貴重な反省資料が提供され

たことになり，今後かかる観点からの，膀胱形成術手

術適応の再検討が強く望まれるところである．

 つぎに予後のうえからみて，自他覚的にもっともす

ぐれた成績をおさめた自験例第3群は，さきにも述べ

たごとく，膀胱容量は比較的大きいが，限局した搬痕

組織により膀胱壁の伸展性が阻害され，わずかの尿意

で搬三部に亀裂を生じ，その刺激がさらに頻尿を助長

し，さらに撮痕部の他の場所に亀裂をもたらすといっ

た悪循環のくりかえされる症例である．

 このような症例をFriedrichi7・18）はfibr6se Schr－

umpfblaseと呼び膀胱形成術の適応症の一つにあげ

ているが，土屋19），大越2。）は，本症における内視鏡手

術の有用性を指摘している。しかし本邦における萎縮

膀胱の治療の主流は，そのほとんどが腸管利用による

膀胱形成術に向けられ，10数年前両氏によって紹介さ

れた本症の存在は，ほとんど顧みられないままこんに

ちに至っている．またこのような症例は，日常あまり

一一高?Iすぎるため，いまさらとりあげる人がいないの

が現状かとも受けとられる．しかし，0’Flynn21）は

結核性萎縮膀胱の治療に関する最近の論文の中で，

Table 6に示すような項目をかかげ，内視鏡下に洗浄

液を過度伸展に至るまで注入する方法とか，あるいは

特殊なbag catheterを用いて膀胱を拡げる方法をお

こなった成績を記載しており，本邦における現状をみ

た場合，あまりに腸管利用による膀胱形成術に傾倒し

すぎたきらいがないでもない．

Table 6． Bladder over－distension （O’Flynn， 1970）．

Cystoscopic ・・・・・・・・・・・・… 一・・・・・・・・・・・・・・・… ny… 一一… 一・35

 1mproved capacity 18
 Unchanged capacity 13
 Diversion 4
Bag catheter （Kearn’s or loo ml Fo1ey cathe．）

 ・。・・… 一・・・… 。・・師・・・・… 。・一・。。。・・・・・・・・・・・・・・… 一・・・… 23

 1mproved capacity lo
 Unchanged capacity 4
 Diversion 9
このような意味からも，i萎縮膀胱症例の治療を論ず
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るさいに，自験例における第3群に該当する症例の存

十必，   γ（de L．コみ鼠げ冨召下謹一コ ρノEfi Xミ 1－Z 1－F剴【出
征冠，  一しりdV’Lxop L †廿昂ひ両脳， to 弛、女！」14CV））iJ（＝1」」」町

に，かかる症例に対する内視鏡的治療の有用性につい

ても，改めて再評価さるべき時期にあるものと考え

る．

 自験例における内視鏡手術の対象となった症例は，

さきに示したごとく，わずか3例であったが，膀胱容

量：の増大とともにVURも消失した症例もあり，大越

らも指摘したごとく，自他覚症ともにじゅうぶん満足

すべき成績をおさめえた．

 さて結核性萎縮膀胱における膀胱形成術の適応をど

こにおくかといった論文は数多く，いまさらとりあぐ

べき問題もないように思われるが，さきほどから述べ

てきたように，いちおう内視鏡手術でじゅうぶんなお

しうる症例が存在することが判明した現在，いったい

これらの症例をどのようにして鑑別すべきかについて

の漸しい問題が生まれてくる．

 参考とすべき報告がきわめて少ないため19・2。），自験

例より得た資料にもとづき，著者なりの見解をまとめ

てみると，検査法の第1にあげられるのは膀胱鏡検査

で，それも腰椎麻酔下に数回にわたっておこなうべき

と考えられる．ただこの場合とくに注意すべき事項と

して，膀胱洗浄液を急速に，また必要以上に多く入れ

ないことで，自験例でも，洗浄液注入量が多すぎたた

め，疲痕部の亀裂面からの出血のため，じゅうぶん病

変部を把握できない事態をしばしば経験した．したが

って洗浄液注入はその患者の膀胱容量以下にとどめ，

また出血を伴う症例では洗浄液の中にボスミンを添加

するなどのくふうも必要となる．

 つぎに挙げられるのが膀胱造影で，腰椎麻酔など患

者への負担の大きい膀胱鏡検査にくらべ，簡単に施行

できる点でとくに推賞できる検査法である．

 撮影法は，ただ正面像の検索にとどまらず多方向撮

影，cystopolygraphy，さらに排尿時撮影までおこな

うべきで，これらの一連の膀胱像により，まず多方向

撮影では，限局した搬痕部をくびれの形で把握し，

cystopolygraphyで，下部の壁の伸展性の欠如を確認

し，同時に残る健康膀胱壁の伸展性の存在を確認して

おくことも重要である．また排尿時撮影によるVUR

の検討も，治療方針の決定上，また予後の判定上重

要な検査法と考えられる．そのなかでも，とりわけ

cystopolygraphyは，膀胱壁における病変部と健康

部の存在を明瞭に描出できる点でとくにすぐれてお

り，本法によって得られた病変部のひろがりの程度に

よって，内視鏡手術を選ぶべきか，腸管利用にふみ切

るべきかを決定できるといっても過言でない．
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 以上著者の経験した結核性萎縮膀胱症例12例の手術

前後における膀胱レ線像の検討から得た結論として，

結核性萎縮膀胱にはいくつかの段階を考えるべきで，

その主病変である蜜語形成部は壁の伸展性を失った状

態であり，この病変部が限局性の場合にはまず内視鏡

的膀胱拡大術を考え，病変部が広範となり，容量が

小さいばかりでなく，壁全体の伸展性を失った症例で

はじめて腸管利用による膀胱形成術を考えるべきであ

る．このとき用いる腸管は，あとから無用の長物と化

す可能性も考え，できるだけ短いものを用うべきであ

り，また腎不全を伴う症例など，必要やむをえぬ症例

に限り亡婦術を併施すべきで，尿路変向後さらに膀胱

の縮小をきたす可能性を考え，膀胱形成術はできるだ

け一次的に，またやむをえず二次的におこなう場合に

は，その期間をできるかぎり短くすべきである．

む  す  び

 富山市民病院泌尿器科における過去12年間の泌尿性

器結核患者の臨床統計的観察をおこなうとともに，と

くに結核性萎縮膀胱症例について詳細な検討を加え．，

つぎのごとき成績を得た．

 1．結核患者は計124名で，年間10名前後の患者が

来院しており，とくに目だった増減はなかった，

 2．一般泌尿器科疾患の増加に伴い，結核患者の占

める頻度は低く，最近3年間は0．4％を占めるにすぎ

ない．

 3，金沢大学泌尿器科においては，結核患者数が年

ごとにわずかずつ減少傾向を示すほかに，富山市民病

院とことなり，外来患者のなかで結核患者の占める頻

度が，3年前まで2％以上であったが，最近2年間で

急速に減少し，昨年は富山市民病院と同率にまで低下

した．

 4．泌尿性器結核患者は最近高年公館に移りつつあ

り，また初診時における病巣のひろがりをみると，最

近2年間は両腎結核，残腎結核，萎縮膀胱などの広範

かつ複雑な病像をもつ症例が減少したかの感がある．

 5．萎縮膀胱症例は計12例で，来院時の年令は10才

代から50才代までほぼ周数を示し，これらの症例は，

1966年度から1969年度に至る4年間に集中的に来院し

た．

 6．萎縮膀胱症例の術後経過を各術式別に膀胱レ画

像で検討したが，そのうち腸管を用い膀胱形成術をお

こなった症例では，せっかく利用した腸管が，いつの

まにか無用化し，膀胱自身が本来の機能と形態を回復

したものが4例中3例にみられた．

 7．一見萎縮膀胱を思わしめた症例のなかで，組織

亀裂面からの出血を伴った限局性の疲痕形成，あるい

は柵形成による壁の伸展性の障害が頻尿の原因となっ

ている特殊な形の萎縮膀胱症例があった．

 8． これらの症例におけるcystopolygramをみる

と，病変部では壁の伸展性が阻害され，いっぽう病変

部以外の場所では，伸展性はほとんど正常を保ってお

り，したがって病変部の内視鏡的電気切除により治癒

せしめえた．

 9．腎痩術をおこなった5症例のうち，現在生存す

る3症例の膀胱，尿道レ画像において，術前にくらべ

萎縮，鍛痕化の進展傾向がみられた．

10．以上より結核性萎縮膀胱の治療にあたり，腸管

利用手術のみに走るべきではなく，内視鏡手術の適応

を有する症例の存在することをも無視できず，その判

定にはcystopolygraphyカミ貴重な資料を提供し，ま

たレ線像ですでに壁全体の伸展性を失ったと判定され

る症例に対しては，できるだけ早期に腸管利用膀胱形

成術をおこなうべきで，そのとき用いる腸管の長さは

短いほうがよいと考えられる．

 稿を終るにあたりご指導，ご校閲を賜わった恩師黒田恭一

教授に深く感謝いたします．

 また貴重な資料の提供をいただいた金沢大学泌尿器科学教

室，寺田稔博士，松本鎗一博士，津川竜三博士に感謝すると

ともに，統計資料の整理に協力いただいた中野，舘山両君に

感謝いたします．
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