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〔轡薯篶罰
高齢者膀胱癌に対する治療法の選択について
高松赤十字病院泌尿器科

今川章夫・湯浅 誠
浩・淡河洋一
滝川
SELF．．CTION OF THE TREATMENT FOR
BLADDER CANCER IN ELDERLIES
Akio IMAGAwA， Makoto YuAsA， Hiroshi TAKiGAwA and Yoichi AGA
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Treatment policies have been examinecl in bladder caltcer patients over 75 years old．
Twenty out of 31 patients who were treated for bladder cancer in the past three years were over
75 years old． There were 3 cases of total cystectomy， 3 cases of partial cystectomy， 5 cases of TUR，
tand 1 case o／f conservative trenc．tment．

1

n the treatment of elderlies， it is essential to controi the nutritive conditions satisfactoriJy， to

improve the circulatory movement， ancl to take preventive measures against infections． As a methed
for urinary diversion， tubeless ureterostomy is regarded as the best one because it results in fewer post

operative complications．
According to our experience， even the elderlies could be cured of bladder cancer using the same
trefi

tment policy that is used for ycsunger patients．

緒

対象および結果

言

膀胱腫瘍に対する治療法の選択は，膀胱保存か，膀

1975年7月より，1978年6月までの3年聞に，高

胱全摘術かなどについて，尿路変更後の社会生活の困

松赤十字病院泌尿器科に入院した膀胱癌患者31名のう

難なこと，インポテンツの問題などから，必ずしも意

ち，75歳以上の12名（38・7％）を対象とした．男性9

見の一致をみていない．特に高齢者の膀胱癌において

名，女性3名で，最年長は83歳で，平均78・9歳であっ

は，循環予備力の低下，代謝性疾患など，種々の合併

た，

症に加え，尿路変更後の社会生活に老人が耐えうるか，

腫瘍の大きさは米粒大から鶏卵大におよび，単発5

家族の協力が得ら鯉るか塗どの問題が南り，治療法の

例，多発7例，浸潤度はT1が1例， T2が4例， T3

選択について一定の基準を設定することはきわめて困

が5例，T4が2例であった（Table 1）．各症例の治

難である．

療成績をTable 2に示したが，膀胱全摘術を3例に，

最近では各科領域の癌に対しては麻酔法や，術前術
後の管理の進歩により，高齢者の根治手術が安全にお

膀胱部分切除術を3例に，TURを5例におこなった．
これらの治療のうち根治的に治療しえたのは8例で，

こなわれている、われわれは老齢者の膀胱癌において

膀胱全摘術の1例，TURの2例，手術を拒否した1

も，根治手術をおこなうとの方針のもとに治療にあた

例に，原発巣もしくは転移巣が残存した．

っているが，実際にはさまざまな問題があり，必ずし

術前合併症は12例中8例に貧血，喘息，心不全など

も満足する結果は得られていない，過去3年間の75歳

がみられたが，可能な限り，術前に合併症に対する治

以上の高齢者の膀胱癌に対する治療法について，その

療をおこなった・術前のアメリカ麻酔学会分類（1962）

治療法の選択につき検討をおこなったので報告する．

によるsurgical riskの評価法では， PS Iが4例，

PS 2が7例， PS 3が1例で，？S 3で心不全と2
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Table 1． BIadder tumor in elderies

Case Solid on

ODeration

No． Aae Sex multiDle Grade TNM

Complication Risk Conr）plication Clinical
（pre op．） （ASA） （post op．） effect

1 76 F solid 2

T2NOMO partial

2 79 M multiple 2
3 80 M multiple 4
4 76 M multiple 3

T4NIMI total

A−Vblok

T3NXMO TUR

asthma

T3NOMO total

asthma

5 77 F solid 3

T4NXMI TUR

anemla

6 81 M multiple 2
7 80 M multiple 2

T3NXMO partial

8 83 M solid・ 3

9 83 M solid 2

11 77 F sold 1

T2NXMO TUR
TINXMO TUR
T2NXMO TUR

12 79 M multiple 2

T3NXMO

10 76 M multiple 2

PS3
PS2
PS2
PS2
PSl

T2NOMO total
T3NOMI partial

A
B
c

PSl

anem旧
asthma
anemla

A
c
A

hepatitis

P＄2

A

PS2
PS2

B

PS2

A
A
A

PSI

c

PSI
anemla

Table 2． Treatment policies for bladder

症

cancer in elderlies．

L
2．

できる限り根治手術を行う．

根治不可能な場合
一一一一一一

ｩ覚症状改善のため膀胱摘除，尿路変

更を行なう．
3．

4．

5．

例

〔症例2〕

患者は79歳の男性で肉眼的血尿と排尿痛を主訴とし
て来院した．膀胱鏡で膀胱低部から頸部全体にかけて
粘膜が浮腫状で，多数の腫瘤の隆起を認める．生検で

は移行上皮癌Grade 2であった． T 3もしくはT4

尿路変更には原則として腸管利用は行なわない．
tubeless ureterostomy

の診断のもと膀胱全摘術を予定したが，患者の心胸比

術前，放射線照射および，化学療法は行なわな

は58・8％で，心電図上陳旧性心筋硬塞と2度の房室

い．

ブロックがあり，循環器科の意見で術前に一次ペーシ

術後化学療法
膀胱保存手術→膀胱内注入

膀胱全摘一ラ抗癌剤内服のみ

ングをおこなった．

手術は全身麻酔下に膀胱単純全摘術と尿管皮膚繧術
をおこなった．所属リンパ腺には転移が認められたが
腹腔内には肉眼的に転移を認めなかった．試験切除の
みとし，リンパ腺郭清はおこなわなかった．

度の房室ブロックのある症例2は術前に一次ペーシン

手術時間は1時聞40分，出血量は250gであった

グをおこなぴ手術を施行した．

が・手徳開始後30分で，完全房室ブロックをきたし，

術後合併症は血清肝炎が1例に認められたほかは重

術申はペーースメーカーで心拍は維持された．

篤な合併症は認められなかった．

術後経過は良好で術後nglO週に退院した．その後1

治療効果の判定は，転移巣がなく原発巣が根治した

年間，朝夕の散歩を楽しみに生活を送ったが，心不全

ものをA・転移巣があるが原発巣をほぼ易咄しえて，

にて自宅で死亡した．

自覚症状の軽快したものをB，治療効果が無いものを

Cとしたが，Aが7例，．Bが2例， Gが3例であっ
た．

術後経過（Fig・1）は最少6ヵ月， 最長36ヵ月観察

〔症例6〕

患者は81歳の男性で，頻尿と排尿痛を主訴として来
院した．膀胱鏡検査で右側壁に鶏卵大の腫瘍があ．り，

右側壁から膀胱頸部にかけて多数の腫瘍が散在してい

したが，血清肝炎で4ヵ月目に死亡した1例を除き，

る．術前検査では総蛋白が5．69／dlとやや低下して

手術死はない．術後8ヵ月，術後12ヵ月に2例が癌死

いる以外には異常所見が認められず，膀胱全摘衛と

し，膀胱全摘をした症例2は14ヵ月目に心不全で死亡

tub・less u・et・…t・myをおこなった．手術時間は2時

した，他の根治手術例7例全例が6ヵ月から36ヵ月生

閥40分， 出血量はIOOO g術中輸血を1200 ccおこ

存している．

なった．術後経過は良好で腎機能もよく保たれ（Fig．
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Fig． 1． Results of tretament for bladder tumor in elderlies．

Fig． 2． Case 6． IVP

2）術後34日目に退院した．

患者は80歳の男性で，肉眼的血尿と頻尿，排尿痛を

退院後3ヵ月目に下腿の浮腫を主訴として来院した．

主訴として来院した．腫瘍は大きく，膀胱内腔のほと

黄疸を認め血清肝炎の診断のもと治療をおこなったが

んどを占めていた（Fig・3）．入院時，末梢血赤血球数

3週間後に死亡した．

は230×104／mm3， Hb 7・69／d1と貧血が強く，輸血

〔症例7〕

を開始した．膀胱全摘術をすすめたが，患者が強く手
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i）78

Fig． 3． Case 7． Cystogram

術を拒否したため，血尿をll＝める目的で温熱還流療法

てはTURを，単発のT3は膀胱部分切除を，多発

を施行した．1クール終了後の膀胱鏡所児では鶏卵大

したT3およびT4は膀胱全摘術を原則としている

の腫瘍が3個観察された，2クール終了1カJJの膀胱

これは若年者における基準と同一である．また進行癌

鏡所見では，右前壁から頸部にかけて鶏卵大1個，If

に対しても凝IflL塊による排尿困難や腫瘍による膀胱刺

側壁にクルミ大1個，左側1職こ栂指頭大1個と菩明に

激症状から全身衰弱する例が多いことから．積極的に

腫瘍の縮少が認められた．きらにcarboquonc 10mg，

単純膀胱全摘術と尿路変更術をおこなっている．とこ

cytosine arabincside 100 mgの併用膀胱内注入を10

ろが．ヒ記の治療方針で治療しえたのは7例だけで，

11間試み，腫瘍はさらに縮少し，それぞれ，クルミ大，

T2に対して膀胱部分切除術をした症例1，多発した

八州頭大，小指頭大となった．患者の了承を得て，腫

T3に対し温熱還流，抗癌剤膀胱内注入により腫瘍を

瘍切除わよぴ膀胱部分切除術をおこなった．入院後5

縮小きせ，部分切除により治療に成功した症例7を除

ヵ月には膀胱鏡および尿細胞診では腫瘍の存在は証明

き，より侵襲の大きな手術を拒否した症例3・5・12

きれなくなり．元気に退院した．

は不満足な成績であった．方針通りに治療しえた7例

退院後，再発予防のためJjに1回の抗癌斉1」膀胱内注

は，1例が心不全で死し：，1例が血清肝炎で死亡した

入と．5FUの経口投与を続けているが，退院後2年

ほかは，元気に生活してわり，高齢者といえども，膀

を経た現在も再発を認めていない．

胱癌に対する治療の原則は？

i年者と変らないと考えら

れた．

考

察

膀胱全摘術後の尿路変更は．腎機能を保存する最も

すべての悪性腫瘍に共通するごとく，膀胱癌の治療

良い方法として廻腸導管Dがよく用いられている．高

も，早期に発児し根治するのが原則である．ところが，

齢者の膀胱全摘術後の尿路変更法としてもよい方法で

膀胱のもつ蓄尿と随意排尿という機能を代干する尿路

あるが，r・術侵襲よりも腹腔内f：術後の合併症は稀に

変更法Pは，すべてに適応しえない．したがって，膀

しかないにせよ致命的であり，また術後早期離床がお

胱部分切除やTURにより膀胱保存を計るわけであ

くれることから呼吸器などの合併症をおこす確率も高

るが，その再発率も高くL

てf

，3），浸潤度や悪性度によっ

術術式を選択できず，個々の症例について治療法

の選択がおこなわれているのが実状である。

高齢者の場合，きらに合併症や，社会生活，家庭環

く，もし避けることができるのであれば腹腔内手術は
避けたい．そこで，tubeless ureterostomy r｝〜q， ）が1覧術

三二が少なく，廻腸導管に近い効果があげられると考
え，最近は積極的に試みているが，諸家の指摘するよ

境などの因r一も大きく関tiし，一定の治療方針がきら

うに，細い1E常な尿管に対しては

に、7二てにく．くなる．

成果は得られていない．

われわれはTable 3に示すような治療方針のもと
に治療に当っている．

まず，根治手術の適応であるが，T1， T2に対し

必ずしも期待通りの

術前に放射線治療，化学療法は，患者の手術に与え
る影響を考えると推奨できない．Kursh lo）は高齢者

膀胱全摘術において，術前に放射線治療をおこなって

今川・ほか：高齢者膀胱癌・治療法選択
いる症例に合併症が多いことを指摘している．放射線
による直接の組織障害だけでなく，免疫機能を含めて
全身の抵抗力の低下が有害であると考えている．

術後の補助化学療法は，全身投与は原則としておこ
なっていない．膀胱保存術後の再発予防には，cyto−
sine arabinosideとcarboquoneの併用膀胱内注入11）
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