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PREVESICAL CYST （GANGLION）： REPORT OF A CASE

   Kenji RiNsHo， Tamio YAMAucHi

      and Yoichi TAKAHAsHエ

From彦he 1）ψα伽ent of Urol・gy， Osaka Red伽∬Hospital

      （Chief： Y． Takahashi， M． D．）

           Asaki SoEDA

From theエ）ePartment of Urology， Fac吻，げ．Medicine， KPtoto Univer吻

       （Chairman： Prof． O． Yoshida， M． D．）

  A case of prevesical cyst g． een in a 41－year－old worr－an is prevsented in this paper， Operative and

histological findings revealed that this cyst was a ganglion occurred from the pubic symphysis． This

cases eems tQ be the first reported case of ganglion occurred from the pubic symphysis in Japan．

は じ め に

 膀胱後腔に発生した腫瘍については古くから報告が

なされているが，膀胱前腔の腫瘍に関する報告は少な

い．最近われわれは，膀胱前腔嚢腫の1例を経験した

ので報告する．

症 例

 患者：遠○ヒ○子，41歳，主婦．

 初診：1975年5月27日．

 主訴：精査希望．

 家族歴：特記すべきものはない．

 既往歴’：16年前と12年前の2回出産．10年前左乳房

良性腫瘍摘出術を受けた．

 現病歴＝1972年10月頃より月経のさい下腹部痛をき

たすようになり，近医にて加療を受けたが軽快しなか

ったため，1974年11月当院婦人科を受診した．左付属

器炎との診断の下に加療を受け，軽快していた．1975

年5，月，担当の婦人科医が恥骨後部に腫瘤を触れるの

に気づき，当科に紹介した．自覚症状は皆無であった

が，精査のため6月5日入院した・

 入院時所見：体格中程度，栄養良好．双手診にて恥

骨後部に弾性軟，表面平滑な鶏卵大の腫瘤を触れる．

 一般検査所見：赤血球tw 412万，血色素11．lg／dl，

ヘマトクリット36％，白血1球数3，300，血小板数30万，

梅毒反応陰性，GOT l2u， GPT 7 u，総ビリルビン

量。．5mg／dl，血清総蛋白量7．29／dl，血糖値92 mg／

dl，血清クレアチニン。．64 mg／d1， BuN 15．6mg／dl，

PSP排泄試験15分値40％，30分値60％，血清Na＋

4．4mEq／L， K＋ 4．1 mEqfL， al一 ！OO．5mEq／L， Ca”

4．4 mEq／L， P 3．2 mg／dl，心電図および胸部レ線写真

は異常なし．

 泌尿器科的検査所見：尿沈渣；異常なし．IVPお

よび逆行性膀胱造影；前後面および側面とも異常な

し．膀胱鏡検査；膀胱内に腫瘍はみられず，頂部より

頸部にかけて軽度の突出所見を認める．

 以上より膀胱前腔の腫瘤または膀胱外壁の腫瘤を疑

い，6月11日腰椎麻酔下に手術を施行した．
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林正・ほか：膀胱前腔嚢腫

 手術所見：下腹部正申切開にて膀胱前腔に達したと

ころ，膀胱前，恥骨後部に嚢腫状腫瘤を認めた．腫瘤

と腹膜，筋膜および膀胱壁とのゆ着はなく，剥離は容

易であったが，恥骨後面においては骨膜および恥骨結

合部とかたくゆ着しており，剥離は容易でなかった．

摘出標本は5×4．5x2cm，重量32 gの嚢腫状腫瘤で

あり，内容液は水に溶解しない淡黄色の半水様膠様物

質であった（Fig．1）．

 組織学的所見：腫瘤壁の厚きは一定でないが全般に

薄く，線維性結合織より構成されており，内面には明

らかな上皮細胞は認め難い（Fig．2）．ところにより腫

瘤壁が扁平で細長な内皮状にみえる結合織様細胞から

構成きれている部分もみられる（Fig．3）．

 以上の所見よりこの嚢腫は，恥骨結合より生じたガ

ングリオンと考えられた．

 術後経過：良好で，患者は術後16日目に退院した．

Table 1．毛受らによる統計的観察
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L

2．

3．

発生時年齢
 手関節部・…・…
 そ  の  他……・・

性     別

 男：女＝1：3
発生部位（299例）

手  関

膝  関

足  関

指  関

口 壷

中  足

・……………… Q4．4歳

・・…
@一・・・・・・・・・… 34．3歳

考 察

  節・・。・・・・・・・・・・・・・・・・・・… 。・・73．2％

  監護。・・・・・・・… 一・… 。・鱒・… 。・ 5．6％

  負行・… 韓・・・・・・・・・・・・・・・・… 。・ 6．O％

  節……・…………・・……3．6％

関  食行・騨・・・・・・・・・・・・・… 。鱒一…  5．O％

  部・。・・・・・・・・・… 。・・・・・・・・・…  6．4％

 ガングリォンは滑膜または滑膜に関係をもって発生

する嚢腫で，手，足背，膝関節部などの三野，関節包

の近くにみられ，中に透明なムチン様液体を満たし，

壁内側は被覆細胞で覆われず，線維性結合織からなる

と一般にはいわれている1・2）．

 われわれは，手術所見および摘出標本の内容液の性

状や組織学所見からこの腫瘤をガングリオンと考えた

が，四肢に発生するガングリオンはそれ自身良性の腫

瘍であり，診断も比較的容易であるため，わが国にお

いてはガングリオンに関する報告は少ない．またほと

んどが，外科・整形外科からなされており，泌尿器科

の領域からは報告されていない．

 毛受ら2）の299例に関する統計的観察によれば，ガ

ジグリオンは男性よりも女性に多く，手関節に好発

し，手関節以外の部位に発生する場合とは発生時年齢

に著明な差異を認める（Table 1）・諸家3・6）の報告もほ

ぼこれに一致している．またガングリオンは手部以外

に，他の関節軟部組織はもとより，膝半月板，神経，

膝十字靱帯，骨，熱闘節からも発生するといわれてい

る6）．本症例のごとく恥骨結合より発生し，生前に発

見きれた例はわれわれの調べ得た範囲内では，わが国

において報告されていない．

 発生機序については，古来多くの説が提出されてい

る．現在一般にはCarpら4）が述べた滑膜包や腱鞘の

線維結合組織の粘液変性によるという説が認められて

いるが，関節滑膜の脱出または滑液の漏出による等の

説もあり，完全には解決されていない5）．

 なおガングリ■ンは術後再発する傾向が強く，西山

ら6＞の報告では約20％に再発がみられており，本症例

も今後経過観察が必要と思われる・

ま  と  め

 41歳の主婦にみられた膀胱前幅嚢腫（恥骨結合より

発生したと思われるガングリオン）の1例を報告し，

若干の考察を加えナこ．

本論文の要旨は第74回日本泌尿器科学会関西地方会で発表

した．
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