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〔饗警鷺鋼

膀胱後部平滑筋腫の1例
  北野病院泌尿器科（部長：中川 隆）

     朴        勺

     佐 々 木 美 晴

     花  咲  宏  一

     1＝【・］  川     隆

関西医科大学泌尿器科学教室（主任：新谷 浩）

     森 崎 堅 太 郎

RETROVESICAL LEIOMYOMA i REPORT OF A CASE

    Kyun PAK， Miharu SAsAi〈i，

Koichi HANAsAKi and Takashi NAKAGAwA

 Fアome tlze 1）ePartment of Urology，ノ（∫伽O Hospital

      r（］hief’T． Nakagaωa，ルf．1）り

      Kentaro MoRisAKi

FrOm the 1）御r伽6η初プ研0♂09ク， Kansαi Medicag School

   （Chairman’P彫且Shintani， M D．ノ

  A case of retrovesical leiomyoma seen in a 45－year－old woman was presented． This is the sixth

reported case of such condition in Japan． Thirty－five cases of retrovesical tumor could be collected

from the recent Japanese literature．

        は じ め に

 膀胱後腔において特定臓器と無関係に発生する腫瘍

は膀胱後部腫瘍とよばれ，独立した疾患として扱われ

ている．著者は膀胱後部に原発した平滑筋腫の1例を

経験したので報告する．

        症     例

 患者：平○富○子，45歳，女子，主婦．

 主訴＝血尿および異常性器出血．

 家族歴：特記することなし．

 既往歴：15歳のとき虫垂切除術．2児正常分娩．人

工妊娠中絶1回，

 現病歴：1972年11月異常性器出血をきたし，婦人科

医受診するも異常なしといわれた．1973年ll月，血尿

および異常性器出血をきたし，同婦人科医受診．婦人

科的には異常はないが，内診にて膀胱周囲に腫瘤を触

れると指摘され，当科に紹介された．異常性器出血は

それぞれ3～4日間続いた．頻尿，排尿痛，残尿感，

排尿困難をきたしたことはなく，排便は1日1回，食

欲は良で体重減少もないという，

 現症：体格中等．栄養良，頸部および腋窩リンパ節

は触れず．胸部に打聴診上とくに異常を認めない．両

腎は触れず．鼠径リンパ節の腫大は認められない．経

膣的双手診にて，膣前壁の尿道後部から膀胱左側壁に

かけて，超鶏卵大で，表面は平滑，弾性軟，可動性あ

る腫瘤を触知．圧痛は認められなかった．

 諸検査成績＝尿；蛋白（±），糖（一），ウロビリ

ノーゲン（正），赤血球（一），白血球（十の，上皮細

胞（±），グラム陰性桿菌（十）．血液一般；赤血球数

417×104，Hb 13．69／dl， Ht 42％，白血球数5000，分

類にて左方推移がみられる，血液生化学；黄疸指数9

総蛋白7．29／dl， AIG l．77， GoT l9， GPT 20， LDH

215， Alk－P 3．4 KAU， acid P 3．1 KAU， BUN 15 mg／

dl， creatinine O．7 mgfdl， Na 139 mEq／L， K 4．3 mEq／

L，Ca 4．7mEq／L， C199 mEq／L赤沈7 mm／60分
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梅毒【fi1清反応（一）．検便にて潜血（一）． PSP試験

15分値10％，2時間総値70％．EKG正常．胸部レ線

像に異常所見なし．

 レ線検査：KUB， IVPにて異常なし．膀胱造影を

おこなうと，右前斜方向像にて左膀胱部に半球状の陰

Fig・L膀胱造影
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Fig．3．組織像

影欠損がみられた（Fig．1）．注腸透視にて異常なし．

 膀胱鏡検査1膀胱鏡は容易に挿入可能で，容量は

150ml以上．膀胱粘膜に異常を認めないが，左側壁

が軽度膀胱内に突出していた．

 以上の検査結果より，膀胱後部腫瘍の診断のもとに

1974年2月6日，硬膜外麻酔にて手術を施行した．

 手術所見：賂下部より恥骨に達する下腹部正中切開

にて，腹膜外的に膀胱に至り，膀胱の左側後方に超鶏

卵大の腫瘍がその内側の一部にて膀胱に癒着している

のを認めた．膣，子宮との関係をみるため，腹膜をひ

らいた．膀胱後壁，子宮前壁，腔との癒着はなかっ

た．膀胱高位切開をおこなうことにより，尿道と腫瘍

の癒着がないことを確認するとともに，癒着部膀胱壁

を損傷することなく，腫瘍を摘出した．

 摘出標本：7．0×5．Ox3．Ocmの大きさで，重量は

809．黄白色で硬結部なく，弾性軟．割面は黄白色の

充実性組織でみたされていて，出血部や壊死部を認め

なカ・つた （Fig．2）．

 組織検査：桿状の核を有する紡錘形細胞が束状とな

って増生し，たがいに不規則に交錯している．核異型

および分裂像はほとんどみられない（Fig・3，4）．平滑

筋腫と考えられる．膀胱との癒着部を組織学的に調べ
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Table 1・本邦における膀胱後部平滑筋腫症例

症例

1

2

3

4

5

6

c報告年度年齢  性

！964

1968

197／

1974

19フ4

1974

61

56

38

60

52

45

男

男

男

男

男

女

症

 影

干 治  療  法

排    困 難
尿       閉

排便時腫瘤，脱出

血尿，排尿困難

排尿，排便困難

血尿，異常性器出血

腫  瘍  摘  出

腫瘍摘出，人工肛円造設

腫  瘍  摘  出

腫  瘍  摘  出

腫瘍摘出，膀胱全摘
両側尿管皮膚嬢造設
腫  瘍  摘  出

聾（・）警告剤鶴

・・5「武田ら

850

85

285

310

80

井上ら

黒田ら

三好ら

中村ら

自験例

8

19

22

34

29

ると，腫瘍は被膜に被覆されており，膀胱とは無関係

であることが判明した（Fig．5）．

 術後経過：術後経過順調にて，創は一次治癒し，術

後15日目に退院した．

考 察

 Youngi，2）は1926年膀胱後腔に原発する肉腫をre－

trovesical sarcomaと命名し，腫瘍を精嚢および前立

腺との関係に重点をおいて，かれの経験した症例を詳

細に論じている．本邦におけるretrovesical sarcoma

の集計には，高安ら31），酒井ら11），三品ら2Pのように

膀胱後部臓器の相違のため女性例を除外してい惹一一一一・

方，山下ら32），南ら5）の報告にみられるように，女性

においても膀胱後腔で特定臓器と無関係に発生する肉

腫は当然存在するはずである．しかし，膀胱後部肉腫

はその定義・分類にあたって精嚢との関係が重視され

ているため，あたかも男子についてのみ存在する疾患

のように扱われる傾向があり，女子例は統計から除外

されているので実態はつかみえない状況である，

 196S年山田ao）は膀胱後部腫瘍の集計をとり，37例を

報告している．その後，われわれが集めえた本邦にお

げる膀胱後部腫瘍の報告例は35例で，山田の報告例を

加えると72例となる．われわれが集めた35例について

簡単に考察を加えると，悪性22例，良性13例で，悪性

のものでは，平滑筋肉腫5例（松本ら27），武田ら8），

姉崎ら5），猪野毛ら12），三品ら21），横紋筋肉wa 4例

（千葉ら3），南ら6），重松ら18），石堂ら20）），細網肉腫

3例（福嶋ら23），武田ら7），酒井ら11）），線維肉腫2

例（大北ら正4），斯波ら正3）），小円形細胞肉腫1例（大

北ら14）），リンパ肉腫ユ例（高安ら31）），紡錘形細胞

肉wa 1例（国島ら10）），腺癌1例（三谷ら26）），単純癌

1例（大北ら14）），neuroblastoma l例（石田ら16）），

malignant teratoma 1例（甲野ら24）），未分化細胞肉

腫ユ例（安食ら33））である．良性のものでは平滑筋腫

6例（武田ら8），井上ら19），黒田ら22），三好ら34），中

村ら29），著者），神経鞘腫2例（清水ら4），神谷ら17）），

線維腫2例（三原ら9），三好ら34）），血管筋腫1例（小坂

ら2s），血管内皮腫1例（武田ら15））， mesenchyrnoma

l例（大森25））である．

 膀胱後部平滑筋腫は山田の集計にはなく，著者の報

告が本邦第6例目である（Table 1）・

 膀胱を後方から圧迫して，膀胱ea関連した臨床症状

を呈する骨盤内腫瘍には，直腸腫瘍，子宮腫瘍，骨盤

より発生する骨髄腫および転移性二二など原発臓器の

明らかなものが多く，これらのものではそれぞれ原発

臓器特有の症状があり，早期に診断されることが多

い．膀胱後腔において特定臓器と無関係に発生する膀

胱腫瘍は発生部位の性格上，かなり腫瘍が成長してか

らはじめて膀胱に関連した臨床症状を呈することが多

い．症状として，排尿困難，下腹部腫瘤，頻尿，尿

閉，排尿痛，無尿，下腹部痛，便秘，排便困難などが

あげられる2ユ）．

 われわれの症例は女子例であり，症状は血尿，異常

性器出血であった．初診時，検尿にて赤血球，白血球

を多数認めたが，膀胱鏡検査にて，膀胱粘膜全体に軽

度の発赤を認めるのみで，投薬にてすぐ尿所見が改善

されたことから，膀胱炎を合併していたと考えられ

る．異常性器出血と腫瘍との関係であるが，婦人科的

に異常なく，腫瘍は女性性器と無関係に存在していた

ので，異常性器出血の原因は不明である，

ま と め

 45歳女性にみられた膀胱後部平滑筋腫の1例を報告

した，本症例は本邦第6例目にあたる，また山田の報

告以後の35こ口膀胱後部腫瘍の統計的観察を試みた．

 本論文の要旨は第67回日本泌尿器科学会関西地方会におい

て報告しtc．
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