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〔璽薯蟻罰

膀胱頸部硬化症三内視二士診断
金沢医科大学泌尿器科学教室．（主任：津川龍三教授）

      松  浦     一

BLADDER・NECK CONTRACTURE－VIEW THROUGH
    THE DIFFERENT OPTICAL SYSTEMS

        Hajime MATsuuRA

From the Department of Urology， Kanazawa Medical University

       （Director： Prof． R． Tsugawa）

  The vesical orifice of the bladder neck contracture was viewed through the different optical systems．

To observe the bladder neck contracture， the urethroscopy by the straight forward optical telescope and

the cystoscopy by the retrograde optical telescope are usefu1． The bladder neck could be more accu－

rately observed through the retrograde optical telescope． The bladder neck ¢ontracture was seen as

an intravesical rising ofthe entire circumference of the rim of the bladder neck． Benign prostatjc hyper－

trophy was seen as an intravesical bulging of the entire circumference of the rim of the bladder neck．

 膀胱頸部硬化症（以下BNCと略す）の定義，診断

についての種々の報告が見られる1～10）．われわれは症

状，直腸診，尿道造影所見からBNCと診断した症例

について視野別，特にO。，120。光学鋼管による内視

鏡的観察を行なった・

 下部尿路通過障害の症状を示し，尿道造影にて頸部
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Fig・L 尿道鏡および膀胱鏡の観察位置
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の狭小化が見られるときに0。光学視管を装着した尿

道鏡にて観察し，ついで120。光学視管を装着して膀

胱鏡的観察を行なった．すなわち膀胱内から後部尿道

を見返すことである．内視鏡の観察位置（Fig．1）は

（1）精丘が視野の下縁に見える位置， （2）前立腺

部尿道， （3）頸部に近い前立腺部尿道， （4）膀胱

内である．

観察結果および考察

 BNCの内視鏡的診断について， Encyclopedia of

Urology（1959）Dに“膀胱頸部の観察には膀胱内から

見た像が重要でありfibrous contractureでは正常に

較べ頸部はわずかに隆起し，色は明るく，avascular

である”と記載きれている．辻2）は“内腔に向かう組

織隆起のために辺縁が円形でなく，不規則な級壁状凹

凸構造を示している”ものが多いとしながらもかなり

主観の入る余地があり，その診断には慎重を要すると

している．土屋3）は“多少の不正円以外はほとんど大

した変化を示さない“としている．柴田6）は頸部後縁

の挙上をあげている．BlandyiO）はBNCを‘‘tight

bladder neck”と表現している．これの報告から見ら

れるように明確な所見が見られない．

 われわれは観察点を頸部の形状と隆起においた．頸

部の形は円形ないしは楕円形を塁し（Fig．2），粘膜は

前立腺肥大症にみられる緊満感と異なり，緊張してい

る．頸部の隆起は正常例ではほとんど見られず（Fig．

3），前立腺肥大症（Fig．4，5）の場合には堤防状であ

るのに対し，BNCでは隆起はそれほど著明でなく，

また巾も狭い（Fig・6）・

 膀胱頸部の観察には0。光学視管を用いた尿道鏡的

Fig。2・BNCの尿道鏡像．（位置2）内尿道口は楕円形である．

鑑識．

Fig．3．正常例．1200光学視管による頸部像で，平坦である．
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Fig．4．前立腺肥大症．120。光学雷管による頸部像で，粘膜の

    緊急あり，著明な隆起がみられる．

Fig． 5． 前立腺肥大症．120。光学心気による頸部像で，炎症像と

ともに粘膜の緊満がみられる．著明な隆起がみられる．

Fig．6． BNC．120。光学視管による頸部像でわずかな隆起がみられる．



756 泌尿紀要 26巻 6号 1980年

観察とともに120。光学視管を用いた膀胱内からの観

察が有用である．尿道から観察される柵状隆起も膀胱

内から120。光学視管で見ると巾のある隆起として観

察される．しかし，BNCの内視鏡的診断は困難で診

断の進め方としてはまず前立腺肥大症の除外診断をし

て，頸部の隆起，粘膜の状態からBNCと診断するの

が現状では妥当と思われる．
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