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〔璽解毒マ〕

膀胱憩室腫瘍の 2例
大阪府済生会吹田病院泌尿器科（院長：

          河  島  長  義

関西医科大学泌尿器科学教室（主任：新谷
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CARC工NOMAS IN THE URINARY BLADDER
REPORT OF TWO CASES

DIVERTICULUM ：

                Takeyoshi KAwAsHIMA

   From the P魏鋤z・f伽1・9］，05鴨脚Saiseikai Suita H・spitaJ

                （Directer： S． Uchino， M． D．）

Masaaki KAJiMoTo， Taira KoNisHi， Hiroshi NAKATANi，

Hisashi TERANisHi， Kcisuke UEMuRA， Kenji KusuNoKi，

  Sho YAMAzAKi， Toshio ToGAwA and rl］akasi OHARA

From伽エ）ePartmentげ伍・lo．9■，」（ansai Medieal UniversitJ・，．0∫α鉱ノψαη

             μ）i瀦or’P厩H． Shintani，ルL 7）．ノ

   Two cases of carcinQma in the urinary bladder diverticulum were experienced for six ’years．

   Case 1： A 37－year－old man was hospitalized on September 18， 1979， complaining of dysuria

and double micturition． The excretory urogram was normal and voiding cystourethrogram revealed

two diverticulums of the urinary bladder． At diverticulectorpy resected diverticulums grossly ap－

peared like non－specific chronic inflammation． The pathohistologic finding was transitional cell

carcinoma， grade 1， stage A．

   Case 2： A 62－year－old woman was hospitalized on October 4， 1974， complaining of total micro－

scopic hematuria， pollakisuria and sense of residual urine． The cystoscopy revealed a large tumor

in the urinary bladder and the retrograde cystogra皿at that time showed a tumor in the urinary bladder

diverticulum． The partial cystectomy was performed for the tumor in the urinary bladder diver－

ticulum． The pathohistologic findings were transitional cell carcinoma and squamous cell carcinoma，

grade III， ：tage B．

   InJapanese literature， 92 cases of tumor in the urinary bladder diverticulum have been reported．

             緒     言

 膀胱憩室腫瘍は膀胱腫瘍と比較して予後が悪いとさ

れているが，比較的稀な疾患であり，本邦では現在ま

でに文献上92例の報告があるにすぎない．われわれは

最近，本疾患の初期例と進行例の対照的な2例を経験

したので報告．するとともに，若干の文献的考察を行な

った。
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症 例

泌尿紀要27巻 1号1981年

 症例1，37歳，男，クリーニンゲ業．

 主訴：排尿困難および二段排尿

 家族歴：特記すべきことなし．

 既往歴：29歳時に十二指腸潰瘍穿孔で手術を受け

た．

 現病歴：物心ついた頃から，下腹部の用手圧迫によ

る二段排尿に気付いていたが放置していた．約1年前

から時折，排尿困難および残尿感をきたすようにな

り，某医大泌尿器科を受診した．前立腺炎の診断にて

近医を紹介され，約7ヵ月間薬物療法を受けていた

が，軽快しないために，1979年9月7日に大阪府済生

会吹田病院泌尿器科を受診した．

 入院時現症：体格中等度，栄養良好，顔貌正常，眼

瞼結膜に貧血を認めず．顎部，鎖骨上，腋窩，ソ径リ

ンパ節触知しない．血圧120／90 mmHg，脈拍66／分・

整，胸部に打聴診上異常を認めない．腹部は国状突起

下から膀に至るまでの約18cmの手術些些を認める

が，平担軟で，腫瘤その他の異常を認めない．両腎と

も触知しない．陰茎・睾丸・副睾丸には異常を認めな

いが，前立腺はやや大，表面平滑，両側対称性で軽度

の圧痛を認める．そのほかに異常所見を認めない．

 入院時検査所見：RBC 430×104fmm3， WBC 5，200

／mm3， Hb 12．7 9／dl， Ht 37．1％，血小板24・8×104X

mm3，出血時間2分，凝固時間6分． TP 6・7 9／dl， A／G

1．31，血糖116mg／d1， ZTT 9・2 KU・， TTT 1・5，，

CPK 1461．UJI， LDH 336 W．U．， GOT 31 K．U．，

GPT 9 K．U．， ALP 5．lK．A．U．， r－GTP l 3 mU／ml，

BUN 16mg／dl， creatinine 1．lmg／dl， UA 4．8 mg／dl．

Na l 39皿Eq／1， K 3．5 mEq／1， ca 9．4 mg／dl， cl 92

mEq／l， IP 3．5 mg／dl． Fe 89 ptg／dl， ESR 7 mm （1

hr），17mm（2 hr）． PSP 19％（15分）， Wa・R（一），

CEA。Z 1・2 ng／ml・尿所見，淡黄色，蛋白（一），糖

（一），ウロビリノーゲン（±），沈漬RBC（＋）， WBC

（＋〉，上皮（一），円柱（一），細菌（＋），尿培養Sta－

Phllococcus ePidermidis 1× 104fml．

 泌尿器科X線所見：IVPで上部尿路は正常である

が，膀胱像に淡い膀胱憩室様像を認める．逆行性膀胱

像にて膀胱中央部に大きな膀胱憩室，膀胱右側部に小

さな膀胱憩室像がみられるが，膀胱像，膀胱憩室像に

陰影欠損は認められない（Fig・1－A）． Fig・1－Bはその

shemaを示したものである．排尿時膀胱尿道造影像

では，大きな膀胱憩室内に小憩室および大憩室とは別

に独立した小さな憩室がもう一つみられるが，陰影欠

損像は認められない（Fig・2・A）． Fig・2－Bはその

shemaを示したものである．

 その他の泌尿器科的検査所見：膀胱鏡的には，膀胱

粘膜は軽度の充血を呈した膀胱炎所見であり，膀胱後

三角部のほぼ中央に膀胱憩室口を認め，その約3cm

右側にそれとは別に独立した小さな憩室口を認めた．

また膀胱鏡的には大小2つの憩室内の観察は行ないえ

なかった，膀胱内圧測定法（water－cystomctry）にて

膀胱内圧曲線はmild hypotonic patternを示した．

残尿量は約600m且であった．以上の臨床検査所見な

らびに前述した前立腺触診所見から，膀胱憩室および

慢性前立腺炎と診断した。

 手術所見：全身麻酔下に下腹部正中切開にて膀胱に

達した．膀胱を開くと，膀胱後三角部に膀胱鏡所見と

一致した大小2つの膀胱憩室口を認め，両憩室はとも
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に膀胱内への翻転可能で，その粘膜は肉眼的に非特異

性炎症様所見を呈し，腫瘍その他の異常所見はないと

思われた，2つの憩室はともに周囲との癒着はなく，

膀胱外から膀胱憩室摘除術を行なった．

 摘除標本のうち，大憩室は6・Ocmx6・5cm×7・Ocm，

小憩室は1．0×1．O cm×1．2cmの大きさで，大口室内

小憩室は大憩室右壁部の存在し，その大きさは0・7cm

×0．7cm×O．7・cmであった．摘除標本の病理組織学

的診断は，大憩室のほぼ中央部約2・Ocm四方の部の

みが移行上皮癌（gradc I， stage A）であり（Fig・3），

他の部はすべて非特異性慢性炎症所見であった．

 手術後10日目から抗癌剤膀胱内注入療法（MMC 20

mg， ThiG－tepa 20 mg， BM 90 mgを1回量とし，週

3回注入で計12回）を行ない，注入療法終了後8日目

に経尿道的前立腺切除術を（TURP）行なった．前立

腺の病理組織学的診断は慢性非特異性前立腺炎であっ

た．膀胱憩室摘除術後10ヵ月の現在，経過は良好で何

らの訴えもなく，膀胱粘膜に異常所見はみられず，通

院にて経過観察中である．

症例2 62歳，女，無職．

主訴：肉眼的血尿

轟

轟鍵

Fig． 3． Microscopic appearance of tumor in the urinary bladder diverticulum in case 1
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 家族歴：特記すべきことなし．

 既往歴：特記すべきことなし．

 現病歴：1974年3月初めの頃から，時折無症候性肉

眼的血尿をきたすようになったが，放置していた，同

年4月初め頃から肉眼的血尿が増強し，残尿感，終末

時排尿痛，頻尿，排尿困難をともなうようになったた

めに近医を受診した．膀胱炎の診断下に約5ヵ月間薬

物療法を受けていたが，軽快しないために同年9月4

日関西医科大学付属香里病院泌尿器科を受診した．

 入院整磁症：影回中等度，栄養良好，顔貌正常，眼

瞼結膜に貧血を認めない．顎部，鎖骨上，腋窩，ソ径

リンパ節は触知しない．血圧132／86 mmHg，脈拍

72ノ分・整，胸部に打聴診上異常を認めない．両腎と

もに触知しない．そのほかに異常所見を認めない．

 入院時検査所見；RBC 420×103／mm3， WBC 9，350／

mm3， Hb l3．1 9／dl， Ht 38．O％，血小板14．9×104／

mm3，出血時間3分，凝固時間8分． TP 7．4 9／dl，

AIG 1．93，血糖96mg／dl， ZTT lO．OK．U．， TTT L7，

LDH 312 W．U．， GOT 16 K．U．， GPT 8 K．U．， ALP

10．1 K．A．U．， BUN 12．2 mg／dl， creatinine 1．0 mg／dl，

UA 6．2 mg／dl． Na 146 mEq／1， K 3．5 mEqll， Ca 4．5

mg／dl， Cl 107 mEq／1， IP 2．1 mg／dl， ESR 24 mm （1

hr），46 mm（2 hr）， PSP 15％（15分）， Wa－R（一）．

尿所見，褐色，蛋白（一H一），糖（一），ウロビリノーゲン

（±），沈渣RBC（冊， WBC（＋），上皮（＋），円柱

（一），細菌（＋）．尿培養1（tebsiella 1×1051ml．

 泌尿器科的X線所見：IVPにて上部尿路は正常で

あるが，膀胱右側壁部に陰影欠損像を認める（Fig・4）

逆行性膀胱造影像ではIVPと同様の陰影欠損像がみ

られ，膀胱右下部陰影は不規則性を呈している（Fig．

5－A）．Fig・5－Bはそのshemaを示したものである．

Fig． 4． IVP in case 2

Fig． 5－A． Retrograde cystogram in case 2
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Fig． 5－B． Shema of Fig． 5－A
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鍵
Fig． 6． Microscopic appearance o f tumor in the urinary bladder diverticulum in case 2

内腸骨動脈造影法を試みるも，動脈硬化が高度のため

に血管カテーテル挿入を行ないえなかった．

 その他の泌尿器科的検査所見：膀胱鏡的に，膀胱中

央部に壊死物におおわれた鶏卵大の腫瘤を認め，腫瘤

の周囲粘膜に異常所見は認められなかった，経尿道的

に腫瘤の試験切除を行ない，その病理組織学的診断は

移行上皮癌（grade III）であった，以上の諸検査から

膀胱腫瘍と診断した．

 手術所見：腰椎麻酔下に下腹部正中切開にて膀胱に

達した．膀胱を開くと，右尿管口上約4cmの部に膀

胱憩室口（2cm×2cm）を認め，腫瘍はこの膀胱憩室

内から発生し，膀胱内腔に突出したものであることを

確認した．患者は術前から膀胱全摘除術を拒否してい

たので，腫瘍の発生した憩室を含めた膀胱部分切除術

のみにとどめた．

 手術摘除標本のうち，憩室は5．Ocmx5．Ocmx6．5

cmの大きさで，腫瘍の病理組織学的診断は移行上皮

癌に加えて，metaplasiaによる種々の程度に扁平上

皮癌が混在し，grade III， stagc B2であった（Fig．6）．

 術後全身状態は徐々に悪化し，術後l19日目に癌性

悪液質で死亡した．

考 察

 膀胱憩室腫瘍は1883年にWilliams1）が報告した肉

眼剖検例が最初であり，臨床例では1896年にTargett2）

が報告した手術例が最初である．

 本邦では，1951年国部・安達3）の剖検例が最初であ

り，河村ら4）は本邦文献上26例を集計している．その

後森下ら5）が未報告例5例を含めた82例を集計してい

るが，追加例を加えて現在までに本邦文献上92例が報

告されており，自験例2例は本邦93例目，94例目にあ

たる （Table）．

 膀胱憩室内に腫瘍を発生する頻度は，Kretschmer6）

の1．7％，Abeshouse and Goldstein7）の2．9％， Miller8）

の8．6％，KnapPenberger et al．9）の4．O％， Kelalis and

McLeanlo）の6．7％， Peterson et al．11）の3．6％，Mon－

tague and Bultuchi2）の4・8％など報告者によりかな

りの相異がみられるが，いずれにせよ憩室内に高頻度

に腫瘍の発生がみられている．

 性別では，Boylan et aL13），Hobenfellner14）， Mon－

tague and Bultuchi2）は全例が男， Abeshouse and

Goldstein7）は97．2％， KnapPenberger et al．9）｝ま94・4

％の例が男であったと記載しているように，圧倒的に

男に多い．本邦では，自験例を含めたSC例中，明記さ

れた91例についてみると，74例（81．3％）が男で，欧

米例に比して女の頻度が高いが，やはり男にいちじる

しく多いといえる．これについては田代ら15）が述べた

ように，男の場合は前立腺肥大症による二次的な憩室

形成を生じ易いという点から，憩室形成と憩室内腫瘍

発生の頻度がほぼ比例しているためであろう．

 年齢別にみると，文献上繭年少例は黒人男子の21

歳16）であるが，本邦では25歳女子が最年少例であり，自

験例の症例1（37歳）はこれにつぐ若年者例である．し

かしこれらはむしろ例外的で，平均年齢はAbeshouse

and Goldstein7）が57．9歳， Boylan et aL13）が61・8歳，

Kelalis and McLeaniO） b；64．3tw， Montague and

Bultuch12）が66・7歳，本邦では明記された92例につい

てみると64．8歳と60歳代を平均年齢とするものがほと

んどである．その理由としては，男における前立腺肥

大症の発生および症状出現年齢と密接な関係があるも
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Table．

泌尿紀要27巻 1号 ユ981年

94 cases of tumor in the urinary bladder diverticulum in Japanese literature

No．
Author
Cyeor）

Age Sex Symptoms
Merhod of Method of
diagnosis operation

Pathohisto一 Complica－
logy tion

83Ku驍?olセ2185♂欝留旨評Gtu「ia 9：1黙ynd

  Tsukomoto et・a1．         7984
   （1977｝ 2引

85

2 hematurio

72 ： macroscopic hematuria

86H X戦ぎ〕Glを、，81♀・・…y・et・nti・・

87

88K。 ｦ実ぎ｝25）

8g Ku 激ﾏ9，もll含・・

9・An倦¥9制…

91To Qる1セalts）

72 ￥ mac，roscopic hematurla

79 ’￥’ bladder tamponade

77 g hematuria

62 2 miction pain

cystography divert［¢uiectorny

cystoscopy and partial

cystogrophy cystectomy

cystoscopy and
      laporotomybiopsy

cystoscopy

operation

cystoscopy and

cystography

cystoscopy and

cystogrephy

asymptomotic hematuria cyStoscopy

g2 YOS モ? MgO7t8）et ai’2g） 66 ￥ asymptomatic hemoturia cystoscopy

3 〔Cqse 口

4 ｛Case 2）

7 X dysurio and clouble miction operotion

2 ￥ macroscopic hemoturia peration

artiol

cystectomy

ortial

cystectomy

artlal

cystectomy

ortial

cystectomy

artial

cystectomy

iverticulectomy

artial

cystectomy

TCC
grode工｝

TCC
grode 皿｝

denocarcinoma

TCC
grade 1）

  丁CC
grGde工【， stage Al

CC

PH

PH

  TCC
grode皿，stage C】

  TCC
grode皿，sヤqge B2｝

  TCC
grGde皿， s†。ge A】

grade 1，CsCtage A） prostatitis

TCC and SCC
grode皿， stoge B21

CC； transitlonal cell carcinoma

CC＝squamous celi corcinomo

と思われる．

症状としては血尿が最も多く，Mayer and Moorei7）

87．5％，Boylan et aLI3）は76％にみられたと述べ

おり，Abeshouse and Goldstein7）， KnapPenbcrger

t al・9）は顕微鏡的，肉眼的血尿の双方をあわせると，

れぞれ68．3％，58．8％の例にみられたと記載してい

．またKelalis and McLeanio）はgross painless

ematuriaとして79％の例にみられたと論述してい

．本邦では，明記された88例中72例（81．8％）が種

の程度の血尿を主訴とし，ついで頻尿（29・5％），排

痛（27・3％），排尿困難（23．9％），二段排尿（14．8％）

どが症状として多くみられている．膀胱憩室に特有

症状としての二段排尿が少ないが，その理由として

chmitzi8）は憩室内で腫膓が充満されるためと述べ

いるが，森下ら5）が指摘したように，問診の不足も

きな理由の1つであろう．何故なら腫瘍の発生前あ

いは腫瘍初期の時点では，患者が二段排尿に気付い

いたことが少なくないと考えられるためである．

診断法としては，一般的に膀胱鏡検査，膀胱造影

，膀胱憩室造影法，回申細胞診などが行なわれてい

が， Shawdon ct aL19）はdouble contrast cysto－

raPhyの有用性を論述している．またAbeshQuse

nd Goldstein7＞は直腸診を補助診断法として重視し，

の特徴的所見として，前立腺の上外方で可動的に乏

い，硬い硬結状の腫瘤として触れることがあると述

ている．術前診断は容易と考えられがちであるが，

難な場合も少なくない7）．術前診断が可能であった

として，Boylan et al．13）は80％， KnapPenberger

t al．9）は61％であったと記載している．本邦では，

検例を除いて，明記された88例申術前に診断しえた

の60例（68．2％），術前に診断したもの26例（29・5％），

後に診断したもの2例（2．3％）であり，約1／3の例

術前診断不能であった．自験例の症例1では，膀胱

室の診断は容易で，voiding cystourethrographyに

り憩室内小憩室の存在も判明したが，臨床諸検査に

えて，手術時の肉眼的所見でも腫瘍は発見しえなか

た，そして手術摘除標本の病理組織学的検索で腫瘍

存在が明らかとなった．この腫瘍はlow grade，

ow stage（grade I， stage A）であったが，細胞診を

返し行なうことにより術前診断が下せた可能性もあ
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るので，レ線所見と年齢にこだわることなく，細胞診

を慎重に重ねて行なうべき症例であった．症例2では

生検も加えて，術前診断は膀胱腫瘍であったが，腫瘍

が憩室内を充満し，憩室口から膀胱内に大きく突出し

ていたために，手術時まで憩室腫瘍と診断しえなかっ

た．症例1と全く対照的な例であるが，レ線検査と問

診の不足によるものであったのではないかと深く反省

している．

 手術的療法としては，Knappenberger et aL9）は膀

胱憩室摘除術を44・4％，膀胱部分切除術を22．2％の例

に行い，33．3％の例が根治手術不能であったと記載し

ており，Keialis and McLeanle）は膀胱部分切除術を

47・4％，膀胱全摘除術を159％，経尿道的切除術を

15．9％の例に行い，21．1％の例が根治手術不能であっ

たと論述している．本邦では，明記された82例中膀胱

憩室摘除術が29例（35．4％），膀胱部分切除術が36例

（43．9％），膀胱全摘除術が4例（4．9％），他の保存的手

術（根治手術不能）が13例（15・9％）に行われている．

本疾思の性質上，stageがすみやかに進行することか

ら，Montague and Bultuchi2）は憩室を含めたでき

るだけ広範囲の膀胱部分切除術を行なって根治性を高

めるべきであると述べている．しかし最近はさらにす

すんで膀胱全摘除術を行なうべきであるという意見が
多い5・20・21）．

 病理組織学的診断はMayer and M・ore17）は8例

の全例が移行上皮癌（grade I＝37．5％， grade II：25

％grade IIL 25％， grade IV＝12．5％）であった

と記載しているが，Knappenberger et al．9）｝ま87．5％

の例が移行．ヒ皮癌で，11．1％の例が扁平上皮癌であ

り，その悪性度についてはgrade Iが25％， grade II

が31．3％，gradc IIIが25％， grade IV・が18．8％

の例にみられたと論述している．またKclalis and

McLeanlo）は移行上皮癌が63．3％，扁平上皮癌が31．6

％の例にみられ，その悪性度はgrade Iがll．1％，

grade IIが5．6％， grade IIIが55．6％， grade IVが

27・8％であり，他に5・3％の例に平滑筋肉腫がみられ

たと記載している．本邦では，明記された90例中56例

（62・2％）が移行上皮癌，21例（23．3％）が扁平上皮癌，

i2例（2・2％）が移行上皮癌と扁平上皮癌の含併型，2

例（2・2％）が腺癌，5例（5・6％）が肉腫（紡錐形細胞

肉腫：2例，多型細胞肉腫：1例，線維肉腫：1例，

平滑筋肉腫：1例）， 2例（2．2％）が良性腫蕩（良性

奇形腫，粘液性のう胞腺腫が各1例），ほかに単純癌，

腺表皮癌，未分化癌が1例（］・1％）ずつである．こ

れを悪性度についてみると，明記された55例のうち

grade Iカ｛5｛列 （9．1％）， grade II カ§21｛列 （38．2％），
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grade III 力玄23｛列 （4r 1．8％）， grade IVカs－6｛列 （10・9

％）である．さらにこれを浸潤度についてみると，明

記きれた46例のうちstage Aが13例（28・3％）， stage

B1が4例（8．7％）， stage B2が14例（30．4％）， stage

Cが13例（28．3％），stage Dが2例（4．3％）である．

また森下ら5）が指摘したように，low gradeであって

も，high stageのものがかなりの数（15例中6例：

40％）にみられ，’ O述したように憩室壁は薄いために

腫瘍の浸潤がすみやかであることは銘記すべきであ

る．また膀胱腫瘍とは異なり，扁平上皮癌の比率が高

いのは，諸家が述べているように，憩室内尿貯留によ

る慢性炎症，結石形成などの慢性刺激のためにsqu－

amous metaplasiaが生じやすいからであろう．

 予後は不良で，ほとんどの報告者が2年生存率は非

常に少ないと記載している．これについては諸家が述

べているように，憩室壁は薄いために腫瘍が発生した

場合，浸潤がすみやかであることおよび診断困難な例

が少なくなく，診断が遅れるためであろう．森下ら5）

の本邦例に詳細なアンケート調査を行なって，予後に

ついての考察を加えているが，これによると2年生存

率は30％で，一般の膀胱腫瘍に比べて予後は非常に悪

いと論述している．またこれを組織別分類でみると，

移行上皮癌に比して扁平上皮癌の生存率が低く，その

理由として扁平上皮癌は移行．ヒ皮癌に比べてstageが

進行しやすいためであろうと述べている．また転移に

関しては，その転移様式は一般の膀胱腫瘍と異ならな

いが，Abcshouse and Goldstein7）は術後比較的短時

間に生じるものが多かったと論述している．

 以上から膀胱憩室と診断した場合，腫瘍の発生頻度

が高いことから，慎重に精査を重ねて，できる限り原

因の除去とともに，憩室を摘除すべきであろう．また

憩室腫瘍の診断が得られた場合は，広範囲の膀胱部分

切除術あるいは膀胱全摘除術のごとく根治性を重視し

た手術的療法を行なうべきであることは言うまでもな

い．

結 語

 比較的稀な疾患とされている膀胱憩室腫瘍の2例

（症例1：37歳，男．主訴は排尿困難および二段排尿，

症例2：62歳，女．主訴は肉眼的血尿）について報告

し，自験例を含めて現在までに文献上報告された本邦

94例を中心とした若干の文献的考察を行なった．

 本論文の要旨は第91回日本泌尿器科学会関西地方会で，著

者の1人上村が報告した．
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