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〔墜鷹欝，弱号〕

尿 膜 管 癌 の 5 例

横浜市立大学泌尿器科（主任：高井修道教授）

        高橋俊博
        中  橋     満

        岩  崎     晧

横浜市立市民病院泌尿器科（主任：福島修司）

        福  島  修  司

FIVE CASES OF URACHAL CARCINOMA

       Toshihiro TAKAHAsHi， Mitsuru NAKAHAsHi，

                   and Akira lwAsAKi

乃・m the 1）吻伽ent ・f伽1・gク，ε伽・♂（1ブMedic鵬｝わ左・hamaα砂～7nivers妙

                  rエ）惚’・r：Pr（ジs．：rakaiノ

                  Shuji FuKusHIMA

盈・m漉8D卿伽entげ伽1・gy，踊・hama漁η吻ag Citizens H・spital

                （Di．rector，’ S． Fukushima）

    Five cases of urachal carcinoma were presented． Partial cystectomy were performed on three

cases and they survived 9 years and 2 months， 2 years and I O months， and 2 years and 4 months post－

operatively， ln the two other cases the transversalis fascia， the fatty tissue in the cave of Rezius and

an adequate margin of the bladder watl together with the everlying peritoneum were excised en bloc，

but one died 2 years and 6 months after operation with disseminated carcinoma and the other 3 days

after operation due to disseminated intravascular coagulation． Histologically adenocarcinoma were

found in all cases （papillary adenocarcinoma in one case and mucinous adenocarcinoma in the others），

Low－graded adenocarcinoma were seen in the three patients who received partial cystectomy． We

suggest that partial cystectomy may provide good results if the urachal tumor is at a low grade． Computed

tomography was undertaken in one case and demonstrated to be usefu1 to clarify the local invasion

of urachal carcinoma．

Key word： Urachal carcinoma

             緒     言

  尿膜管癌は全膀胱腫瘍申1．2％Dと報告されており

稀な疾患とされている．最近10年間に．われわれは尿膜

管癌の5例を経験し，とくにその！例にcemputed

tomography（以下CTと略）を施行し有用と思われ

たので若干の考察を加え報告する．

             症     例

 症例1．61歳，女．

主訴：無症候性血尿

 現病歴l1972年11月無症候性血尿を認め横浜市民病

院泌尿器科受診．膀胱鏡検査にて膀胱頂部に柵指頭大

・広基性の腫瘍を認めた．
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高橋・ほか：尿膜管癌

 入院後経過：同年ll月15日膀胱部分切除術施行．病

理組織診断は高分化型乳頭状腺癌であった（Fig・

1，A）・術後晒部をふくめた下腹正中部に60Co照射

6，300rads149 daysを施行した。術後9年2ヵ月（110

ヵ月）の現在生存中であるが，1980年7月膀胱左後壁

に乳頭状腫瘍を認めTUR－BTをわこなった．その病

理組織診断は移行上皮癌grade 2であった．

 症例2．42歳，男．

 主訴：無症候性血尿．

 現病歴：1973年1月無症候性血尿を認め横浜市大病

907

院泌尿器科受診．膀胱鏡検査にて膀胱頂部に小指頭大

・広田性の腫瘍を認めた．

 入院後経過二同年4月9日濟・尿膜管全摘除術・膀胱

部分切除術施行．病理組織診断は中等度分化型粘液産

生腺癌であった（Fig．1，B），術後5FU単剤による

化学療法，驕をふくめた下腹正中部にライナック照射

5，040rads／39 days施行したが，術後2年6ヵ月（30

ヵ月）で全身用転移のため横浜市民病院入院中に死亡

した．

 症例3，62歳，男．

tro mm 64 rnm

t18 mm 72 mm

56 mm

〆証
80 mm

Fig．2・CT：腫瘍部の拡大像（数字は恥骨結合上縁より頭側への距離を示す．）
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 主訴：無症候性血尿．

 現病歴：8年前より時々無症候性血尿を認めた．

1979年3月横浜市民病院泌尿器科受診膀胱鏡検査に

て膀胱頂部に冊指頭大・広基性の腫瘍を認めた．

 入院後経過：同年3月19目膀胱部分切除術施行．病

理組織診断は高分化型粘液産生腺癌であった（Fig．

1，C）．術後晒をふくめた下腹正中部に60Co照射3，000

rads／11 days施行．術後2年10ヵ月（34ヵ月）の現在

再発を認めない．

 症例4．50歳，男．

 主訴二無症候性血尿．

 現病歴：1979年3月無症候性血尿を認め横浜市大病

院泌尿器科受診．膀胱鏡検査にて膀胱頂部に示指頭大

・広基性の腫瘍を認めた．

 入院後経過：TUR生検による病理組織診断は高分

化型粘液産生腺癌であった（Fig・1，D）・同年9月26日

膀胱部分切除術施行本症例では術後の化学療法・放

射線療法は施行していないが術後2年4ヵ月（28ヵ月）

の現在再発を認めない．

 症例5，72歳，男．

 主訴：無症候性血尿，粘液排出．

 現病歴：3年前より排尿困難があり時々肉眼的血尿

を認め粘液塊を排出したこともあった．1980年5月横

浜市大病院泌尿器科受診．直腸診，尿道撮影にて著明

な前立腺肥大症を認めたが尿細胞診でclass Vと判定

きれ精査のため入院となった．

 入院後経過：腰麻下に膀胱鏡検査施行．内視鏡操作

は困難であったが右前壁部に腫瘍の一部を認めその生

検組織所見は粘液産生腺癌であった．

 検査所見：Fig．2は腫瘍部分を拡大したCT像で

ある．数字は恥骨結合上端より頭側への距離（mm）を

示しているが，40 mm，80 mmの高さで腫瘍の影像

はもはや写し出されない．膀胱内には尿約150mlが

；1

タ

Fig．3． CT：恥骨結合上縁より56 mmの高さにおけ

    る骨盤部全体像

貯留しており，window level O， window width 128

で撮影した．Fig．3は56 mmの高さにおける骨盤部

の全体像であり，隣接臓器との関係が明瞭に示されて

いる．腫瘍は膀胱筋層に深く浸潤し膀胱壁外方向に大

きく発育している．56mmの高さでは腹直筋後面に

近接し72mmでは腹腔内への浸潤が考えられた．

 手術所見：1980年9月17日全麻下下腹部正中切開に

て開腹すると腫瘍は膀胱頂部より尿膜管に連続してお

り腸管への浸潤は認められなかった．騰・尿膜健全摘

除術・膀胱部分切除術施行，術後内視鏡操作困難なた

め併せて前立腺摘除術も施行した．しかし本症例は術

後3日目｝こdisseminated intravascular coagulation

（DIC）を併発して死亡した．

 病理組織所見：中等度分化型粘液産生腺癌で，膀胱

筋層に深く浸潤し腹膜への浸潤も認められた．また腫

瘍周囲の膀胱粘膜にはcystitis glandularisの所見は

認められない（Fig．4， A，B，C）．

考 察

 人の尿膜管は膀胱頂部より晒に向かう4～5cmの

管状構造物でその内腔の上皮は原始移行上皮からなっ

ている．尿膜管癌はこの分化度の低い原始移行上皮を

発生母地とする．本腫瘍の大部分が尿膜管の膀胱内ま

たは膀胱近傍の部位より発生2）するため，血尿・膀胱

刺激症状など一般の膀胱腫瘍と同様の症状を示すこと

が多く泌尿器科領域からの報告が多い．

 本邦では現在までに自験5例をふくめ196例の報告

があり，Table lは梶谷ら3）の集計以後に報告された

症例である．これら報告例の年齢は最年少3ヵ月，最

年長81歳，平均50．5歳であり，壮年期以後に多い疾患

といえる．性別では男子137例，女子52例，不明7例

と男子は女子より2～3倍多い．

 尿膜管癌の診断については，本症は一般の膀胱腫瘍

と近似した症状を呈するが本来異質の腫瘍であり一般

の膀胱重瘍とは異なる取扱いがなされている．Beck

ら4）は本症の臨床的診断基準として次の4項目をあげ

た．すなわち1）腫瘍が膀胱頂部に存在すること2）

腫瘍が主として膀胱筋層または膀胱壁外方向に浸潤し

ていること3）周囲粘膜にcystitis glandularisの所

見を認めないこと4）転移性癌でないこと，の4点で

ある．自験5例はすべて本基準をみたしており尿膜管

癌と診断した．

 組織学的にはBcckら4）， Nadjimiら5）の報告にて

も腺癌とくに粘液産生腺癌が多く，他の組織型はきわ

めて稀とされている．本邦196例の組織型は腺癌159例

（粘液産生腺癌97例），移行上皮癌8例，扁平上皮癌
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A．膀胱筋層内への腫瘍の浸潤を認める，

B．腹膜（写真上方）への腫瘍の浸潤を認める．
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C．腫瘍周囲の膀胱粘膜．cystitis glandularisの所見は認められない．

Fig・4・症例5の組織学的所見（H－E染色， x 40）．粘液産生腺癌．
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Table l・尿膜管癌本邦報告例（梶谷ら3）の集計に続く）

Na 報告者 年代年齢性  主 訴  組織所見 治 療 転 帰

1 恒添ら 197734 M 下腹部腫瘤

2山ロら197741F血尿
3 浜野ら 1977 58 M 血

4

5

6

7

8
9
10

11

12

13

14

15

佐治ら

松末ら

安藤ら

安藤ら

坂田ら

大橋ら

熊坂ら

杉本ら

山崎ら

山崎ら

山崎ら

山崎ら

19773月 M
1978 72 F

1978 41 M

1978 36 M

1978 66 M

1978 55 M

1979 35 M

1979 61 M

1979 53 M

1979 67 F

1979 49 F

1979 39 M

腹部膨満

下腹部腫瘤

血

目

血

血

血

血

書

膿

血

血

16 山崎ら 197972M 血

17鈴木ら 198042 M 血

  粘液産生腺癌

  腺   癌

  移行上皮癌十
尿
  粘液産生腺癌

  悪性奇形腫

  粘液産生腺癌

尿 腺   癌

尿 腺   癌

尿 移行上皮癌
尿 粘液産生腺癌

尿 粘液産生腺癌

尿 粘液産生腺癌

尿 粘液産生腺癌

尿 粘液産生腺癌

尿 粘液産生腺癌

尿 粘液産生腺癌

  粘液産生腺癌
尿
  ＋未分化癌

尿 粘液産生腺癌

18 鈴木ら 1980 50 F 血  尿 粘液産生腺癌

19 岩井ら

20 岩井ら

21 岩田ら

22 黒川ら

23 石川ら

24 自験例

25 自験例

26 自験例

27 自験例

28 自験例

1980 44 M

1980 51 M

1980 41 M

1980 29 M

1980 45 M

le81 61 F

粘液排出

下

血

止

血

血

198142M血
1981 62 M

1981 50 M

1981 72 M

血

血

血

尿

口

留

尿

尿

逃

口

口

叩

粘液排出

粘液産生腺癌

粘液産生腺癌

腺   癌

腺   癌

粘液産生腺癌

腺   癌

粘液産生腺癌

粘液産生腺癌

粘液産生腺癌

粘液産生腺癌

膀胱全摘，骨盤浦曲

膀胱部分切除

靖・尿膜管全摘＋膀胱部分切除
放射線療法

放射線療法， 化学療法

膀胱部分切除

膀胱部分切除

膀胱部分切除

腕胱全摘

濟・尿膜管全摘＋膀胱部分切除

膀胱部分切除

膀胱部分切除

膀胱部分切除

膀胱部分切除

膀胱部分切除

騰・尿膜管全摘＋膀胱部分切除

膀胱全摘

膀胱部分切除，．化学療法

請・尿膜管全摘＋膀胱部分切除
放射線療法

放射線療法，化学療法

膀胱部分切除

贋・尿膜管全摘＋膀胱部分切除

鵬・尿膜管全摘＋膀胱部分切除

騰・尿膜管・膀胱全摘

膀胱部分切除，放射線療法

膀・尿膜管全摘十膀胱部分切除

放射線療法，化学療法

膀胱部分切除，放射線療法

膀胱部分切除

隣・尿膜管全摘十膀胱部分切除

2年生存

2年5月生存

14日死亡

2年生存

1年生存

6月生存

1年7月死亡

8月死亡

3年死亡

2年11月生存

2月生存

2年4月生存

1年生存

1年生存

1年8月生存
9年2月生存

2年6月死亡

2年10月生存

2年4月生存

3日死亡

6例，混合型9例，その他14例とやはり圧倒的に腺癌

が多い．自験5例は全例腺癌でありそのうち4例は粘

液産生腺癌であった．

 治療については，本腫瘍が膀胱筋層，膀胱壁外方向に

進展する性質をもっていることから騰・尿膜管全摘除

術を加えた膀胱部分切除術がもっとも理想的とされて

いる．しかし自験症例1，3，4では膀胱部分切除術の

みを施行しているにもかかわらず，9年2ヵ月（llOカ

月），2年10ヵ月（34ヵ月），2年4ヵ月（28ヵ月），平

均4年9ヵ月（57ヵ月）と生存しており，組織型，分化

度（grade），進展度（stage）なども考慮せねぼならな

いが，症例によってはとくに悪性度の低い腫瘍の場合

膀胱部分切除術のみでも良好な成績が得られると思わ

れる．自験例では長期生存例はすべて高分化型腺癌で

あった．本邦例では石川ら6）の述べる様｝こ尿膜管遺残

物の確認の困難さから膀胱部分切除術のみを施行して

いる症例が多く晒・尿膜管をふくめてen bloc IC切

除しているのは21例と少数であった．

 本症の予後は一般に不良とされ，5年生存率は

Na（ljimiら5）は6．5％， Whiteheadら7）は9％とし本

邦では村山ら9）は12％と報告している．なお自験症例

1は9年2ヵ月生存しておりこれは小原ら9）の症例｝こ

つぐ本邦最長生存例である．

 尿膜管癌は局所再発が多く7），周囲への浸潤と所属

リンパ節への転移が主10）とされておりまたその進展様

式から膀胱鏡検査で得られる情報は氷山の一角に過ぎ

ず，局所の腫瘍の進展状況を適確に把握し予後改善に

役立たせるため新しい検査法の登場が待たれていた．

石川ら6）は本症に対し超選択的膀胱動脈造影を施行し

有用であったと述べているが，自験症例5では術前に

CTを施行し膀胱前腔の結合織内への腫瘍の浸潤また

腹膜への浸潤を予測することができ有用であった．

 CTは侵襲の少ない検査法であり明瞭な影像が得ら

れるため近年泌尿器科領域の腫瘍｝こ対してもstage決
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定の手段として頻用されている．自験症例5では尿約

150mlを貯留させたのみで撮影したが，膀胱前腔に

気体を注入また腸管内への造影剤の注入を併用するこ

とによりさらに明瞭な影像を得ることが可能と思われ

る．

結 語

 1）尿膜管癌の5例を報告し若干の文献的考察を述

べた．

 2）膀胱部分切除術をおこなった3例は術後9年2

ヵ月（HOヵ月），2年10ヵ月（34ヵ月），2年4ヵ月

（28ヵ月），平均4年9ヵ月（57ヵ月）と比較的長期

に生存しており，症例によってはとくに悪性度の低い

腫瘍の場合膀胱部分切除術のみでも良好な成績が得ら

れることが示唆された．

 3） 1症例にCTを施行し腫瘍の局所浸潤の状況

を適確に把握でき有用と思われた，

 本論文の症例1，2，3は第390回，症例2，4，5は第

398回日本泌尿器科学会東京地方会にて発表したものであ

る．病理組織所見につきご指導を賜りました横浜市大病院中

央検査部桔梗辰三先生，横浜市民病院検査科亀田陽一先生に

深謝いたします．またこ校閲下さいました恩師高井修道教授

に深謝いたします．
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