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〔泌尿紀要28巻12号1982年12月〕

前立腺癌の鑑別診断としての逆行性尿道

    膀胱二重造影法（DRUC）の意義

虎の門病院泌尿器科（部長：斉藤豊一）

     ウ ン・シ 一 タ ン

THE SIGNIFICANCE OF DOUBLE CONTRAST RETROGRADE
        URETHROCYSTOGRAPHY IN THE DETECTION

                    OF PROSTATIC CARCINOMA

                                Winstan WoNG （Sitan）

                  From the Department of Urology， Toranomon HosPit’al， ToA20

   A new method for radiologic visualization ef the prostatic urethra， bladder neck， bladder neck

lumen and bladder neck floor is reported． lt is a combination of air cystogram and retrograde

urethrogram with the paitient in an exaggerated Trendelenburg’s position allowing the contrast medium

injected into the bladder to be accumulated at the bladder base and dome far from trigone． This

method is called double constrast retrograde retrograde urethrecystography （D－RUq） ．

    In the urethrocystograms made by this method ． the bladder neck and the prostatic urethra

immediately adjacent to it are always clearly visualized， unlike in those obtained by conventional

retrograde urethrocystography， evacuation cystourethrography and even by the methQd Flocks， in which

these t6gions are’ prone to be covered and masked by the contrast medium injected and accumulated

in the bladder．

   From 1975 to 1980， a total of 750 patients with prostatism seen at our outpatient clinic were

radiologically examined with this new method． Of them， 533 patients （419 benign prostatic hyperplasia，

42 prostatic carcinoma， 15 prostatic carcinoma suspected， 57 prostatitis complicated prostatic

hyperplasia） were admitted and operated． Clinical and retrospective studies on the double contrast

retrograde urethrocystograms obtained fro皿these operative cases were made to correlate the modes

of compression and displacement upon the prostatic urethra， bladder neck， bladder neck lurnen and

bladder neck floor caused by benign prostatic hyperplasia and by prostatic carcinoma．

   The conclusion is that the modes of compression and displacement caused by benign prostatic

hyperplasia are continuous， thin and spread out regularly and evenly without interruption or any

uneven defect， while those caused by prostatic carcinoma are lnterrupted， irregular， with moth－eaten

and uneven granular defects．

   Substantially this new method is by far superior to other conventional urerhrocystographies for the

detection of prostatic carcinoma．

Key word： Doubl．e contrast retrograde urethrocystography （D－RUC）
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1 緒 言

 近年日本における平均寿命は急速に延長された．男

性老年老における前立腺肥大症と前立腺癌症例はしだ

いにその数を増し，重要な老年疾患の一部となってい

る．とくに前立腺癌の発生頻度は近年内外において盛

んに論議される対象となった．日本においてはまだ十

分に詳しい統計は出ていないが，欧米では前立腺癌に

よる死亡率が男性の癌による死亡率の第3位を占めて

いると報告されている1）．このような情勢下において，

前立腺癌の早期診断法の確立は，本疾患の治療成績を

向上させるためのもっとも重要な課題ということがで

きる．そこで筆者はX線検査法による前立腺癌の診断

法を再検討し，とりわけ前立腺癌と前立腺肥大症の鑑

別診断法としての逆行性尿道膀胱造影法を改良し，膀

胱頸部の二重造影法の役割と意義を検討してみた．

 元来，前立腺癌の診断に逆行性尿道造影法が応用さ

れるのは，膀胱頸部から尿道前立腺部の尿道の形態と

粘膜変化を描出して診断に供しようとするものではあ

るが，現在一般によくおこなわれているrctrograde

urethrography の半側位造影法（以下 RUG）と

evacuation cystourethrographyでは，その造影さ

れた創m上で膀胱頸部とこれに隣接する尿道前立腺

部は膀胱内に注入された造影剤と重畳するため，両部

の精細な造影と相互の関連を明らかにすることは困難

な場合が多い．

 このような日常臨床の場における反省の上に立っ

て，一華は，膀胱頸部とこれに隣接する尿道前立腺部

をよく描出し，これらの部位の変形と病変をあたうか

ぎり精細に検出できるよう，exaggerated Trendelen．

burg’S positionをとった逆行性尿道：膀胱二重造影法

（D－R．UC）を考案してみた．．この方法は五975年に

Thc Journal of Urologyセこ掲載され，その轡型臨

床外科全書13．II，p．79～81．（1977年）にも登載され

ている．この方法はFlocksのair cystographyと

retrograde urethrographyとの組合わせ法3）に類似

するが，著者の方法は内尿道より注入された造影剤が

膀胱の後三角部から後壁に貯留され，Fl・cksの方法

に比し膀胱頸部とこれに隣接する尿道前立腺部がよく

描出される．したがって，正常膀胱頸部と尿道前立腺

部X線像はいうまでもなく，詳細な膀胱頸部閉塞性疾

患の病変を造影することが可能となる．

II 検 査 対 象

 1975年3月より1980年6月までの期間中に虎の門病

院泌尿器科外来を訪れたprostatis・n．の自覚症状を有

し，直腸よりの触診所見で前立腺炎，前立腺肥大症あ

るいは前立腺癌の疑いを持たれた患老750人全員に対

しD－RUCをおこない，同時に比較対照のため全員

に逆行性水平半側位造影（RUG）を併行し，うち100

例に対しては他の諸種尿道造影方法もおこなった．

皿 D－RUCの造影法

ユ）自然排尿後，患者をX線撮影台上に仰臥位

（supine position）をとるようにさせ， N61aton ca－

theterで導尿をおこない，その残尿を測定する．

2）膀胱内の尿を完全に導：出した後，同じN61aton

catheterより200 mlの空気を緩徐に膀胱内に注入す

る．注入完了後N61aton cathctcrを抜去する．

3）X線撮影台を静かに傾斜し，被検者の頭部が水平

面より25度下降するexaggerated Trendelenburg’s

positionにする．

4）尿道轄管をつけた50mlの注射器に30 mlの粘

稠水溶性造影剤（viscus water solubユe contrast

media：Endografin）註1）を吸引し，これを外尿道旧

註1）：組成：Iml中アジピオドン521．38 mgおよび

 メグルミンエ78．62mgを含有する、

 化学分子式：
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性状二字色一微黄色澄明の液でわずかに粘性がある，

pH ： 6，0－7．7

浸透圧比：約4
粕稠度（37℃）：18。31～19．lcps

Lヒ重 （20。C） ：1．387～1、391
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より逆行性に緩徐に注入する．約1／3注入したところ

で多少圧力を加えて注入しながら正面像（anteropos－

terior）（Fig．1）と右半側位像（right oblique）を

造影する．以上の造影法を終了した後，X線撮影台を

水平位に戻し，再びN61aton cathcterを挿入し，膀

胱内の造影剤と空気を圧出排除し，膀胱を数回生食水

で洗諜した後，従来一般におこなわれている水平位正

面と右斜位逆行性尿道造影（RUG）または必要に応

じてFiocksの尿道造影をおこなう．

IV 正常のD－RUCの正面像と右半側位造影像

 Fig．2AとBは正常成人のD－RUCの正面と右半

側位像であり，Fig．2Cはその正面像の説明図であ

る．Fig．のごとく膀胱内頸部（inner bladder neck），

膀胱頸部内腔（bladder ncck lumen），膀胱外頸部

（outer bladder neck），精丘（verumontanum），尿
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道前立腺部（prostatic urcthra），尿道膜様部（mem－

branous urethra），尿道霞網（bulbus urcthra），尿

道振子部（pendulous urethra）の各部位を明らかに

することができる．したがってこれらの部位，とくに

尿道前立腺部とこれに隣接する膀胱頸部に病変があれ

ぽ，その性状を細部まで読影することができる．

V 各種逆行性尿道膀胱造影法の造影効果の比

  較

 逆行性尿道造影法を総括すると，逆行性水平位正面

造影法（Fig．3），逆行性水平位半側位造影法（RUG）

（Fig．4）， Flocksの方法（Fig．5），そして著者の

D－RUC正面（Fig．2A，6）と半側位（Fig。2B，7）

造影法がある．

 Fig．3のように逆行性水平位正面造影では，膀胱

頸部粘膜床，膀胱頸部，頸部に近い尿道が膀胱内に注

欝

Fig． 1． exaggerated Trcndelenburg’s positionにして

正面造影するD－RUCの造影体位

繋．

Fig．2A．正常成人のD－RUC正面造影

禰

Fig．2B．正常成人のD－Ruc半側位造影
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Fig．2c．正常成人のD－Ruc正面造影の説明図

聾 嚥1
、，灘攣襲

Fig．3．逆行性水平位正面造影法

入された造影剤と重畳（superimpose）するので，こ

れらの部位の読影が不可能となっている．Fig．4の

逆行性水平位半側位造影も同様な欠点があるが，尿道

前立腺部の圧排像すなわち扁平化（spreading sign），

前傾（anterior tirting sign），延長（supracollicular

elongation）は明瞭に読影できる．前立腺肥大症の有

無だけをみるには，前者の逆行性水平位正面造影より

後者の逆行性水平位半側位造影（RUG）の方がより

Fig．4．逆行性水平位半側位造影（以下RUG）

有用である．以上のように従来から本邦において一般

におこなわれている尿道膀胱造影の影像を診断学的に

分析してみると，膀胱頸部の粘膜床，膀胱頸部，頸部

近傍の尿道の病変を描出する方法としてはFlocks法

と著者のD・RuCがある．しかしFlocks法（Fig．

5）も水平面で造影するので，しぼしば膀胱内に注入

された造影剤がわれわれのもっとも必要とする膀胱頸

部粘膜床，頸部近傍の尿道前立腺部位と重畳して詳細
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Fig．5． Flocksの法

避響輔㌶
護、

Fig．6，著者のD－Ruc正面造影
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Fig．7．著者のD－RUC半斜位造影

な読影ができないことが多い．このような欠点を補い

これらの部位の病変を詳細に造影するために，著者は

exaggerated Trendelcnburg’s positionをとり，造

影剤の重畳を避ける方法を採用した．その結果D－

RUCの正面像と半側位像は臨床的にきわめて有用で

あることがわかった（Fig，6，7）．両者の影像は診断

上ほぼ同程度の意義を有するが，後者の半側位造影に

おいては体位が不安定となり，患者は高齢者が多いの

で撮影操作上多少の難点を有する．

 以上，D－RUCの有用性の一端を示したが，これら

の諸事実を裏づけるためには前立腺の閉塞性疾患IOO

例の患者に対しL逆行性水平位正面法，2．逆行性水

平位半側位法（RUG），3．膀胱空気既墾と逆行性尿

道正面造影法（Flocks法），4．著者のexaggerated

Trendelenburg’s positionにおける膀胱空気充満と

逆行性正面造影法（D－RUC），5．著者のD－RUCの

半側位造影法の5種類の逆行性尿道膀胱造影を同時に

おこなった後，膀胱頸部と尿道前立腺部の描出の状態

をもって診断上の優劣を比較検討した（Table 1）．

すなわちi）膀胱頸部の粘膜床，内腔，形態，ii）尿道

前立腺部の扁平化，前傾，延長そして変形と性状につ

いて各部の描出有無と明瞭度を優・良・不良の三段階に

わけて採点してみた．優・良・不良の判定基準は，優は

もっとも明瞭に描出されたもの，良はやや明瞭に描出

されたもの，不良はまったく描出されないものである．

この判定に基づいて検討した結果，膀胱頸部の粘膜床，

内腔，形態を明瞭に描出して最高点をとった造影法は

著者のD－RUCの正面位造影法で，続いてD－RUC

の半側位造影法，Flocks法の順位である．つぎに尿

道前立腺部の扁平化，前傾，延長に対し明瞭に描出し

最高点をとった順位は逆行性水平位半側位法（RUG），

著者のD－RUCの半側位造影法の順である．最後に

尿道前立腺部の変形と性状に対し明瞭に描出し最高点

をとった造影法はD－RUC正面位造影法93％， Flo一
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cks法64％うD－RUCの半側位造影法とRUGの32

％の順である．以上の結果を総括すると①膀胱頸部の

粘膜床，内腔，形態をもっとも明瞭に描出しうる造影

法は著者のD－RUCの正面位造影法である．②尿道

前立腺部の扁平化，前傾，、延長をもっとも明瞭に描出

しうる造影法は逆行性水平位半側位（RUG）であり，

③尿道前立腺部の変形と性状をもっとも明瞭に描出し

うる造影法はD－RUC正面位造影法であるというこ

Table I．前立腺の閉塞性疾患を有する100例の諸種尿道膀胱造影法の

     造影効果の比較

造影法 造影された各部位
判定（数字：％〉 もっとも明瞭に

優良不良漏出された点

逆行性水平位
正面法

膀胱頚部

  粘膜床

  内．．腔

  形・、．態

尿道前立腺部

  扁平化

  前 傾

  延 長        26

尿道前立腺部の変形性状 11 73

100

1QO

lOO

100

100

74

16

逆行性水平位
半側位法
（RUG）

膀胱頚部

  粘膜床

  内 腔

  形 態

尿道前立腺部

  扁平化

  前 傾

  延 長

尿道前立工部の変形性状

60 33

66 34

62 38

32 68

100

100

100

7  ＊

  ＊

  ＊

膀胱空気充満と
逆行性尿道正面
造影法
（Flocks法）

膀胱頚部

  粘膜床      7  8

  内 腔      20 17

  形 態      42 29

尿道前立腺部

  扁平化

  前 傾

  延 長      13 41

尿道前立腺部の変形性状 64 36

85

63

29

100

100

46

著者の
Exaggerated

Trendelenburg’s

positionにおける

膀胱空気充満と
逆行性尿道正面
造影法
（D－RUC）

膀胱頚部

 ．．粘膜床      70 15

  内 腔      85 11

  形 態      94  4

尿道前立腺部

  扁平化        5

  前 傾

  延 長      35 43

尿道前立腺部の変形性状 93  7

15 ＊

4 ＊
2  ＊

95

100

22

＊

著者の上述

D－RUGの
半側位造影法

膀胱頚部

  粘膜床

  内腔
  形 態

尿道前立腺部

  扁平化

  前 傾

  延 長

尿道前立民部の変形性状

8  1

22 15

40 29

69

67

64

32

28

29

33

60

91

63

31

3

4

3

8

＊

＊

＊
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VI症例呈示による前立腺肥大症と前立腺癌の

  鑑別診断上のD－RUCと諸種逆行性尿道造

  影法との比較

 前立腺肥大症と前立腺癌においては，それぞれの病

期により症例ごとに一様ではないが，膀胱頸部の粘膜

床，内腔，形態そして尿道前立腺部にいろいろな変形

がみられる．これら各部位の変形の性状を詳細に観察

1487

するためにD－RUCの検査が必要となる．まず，膀

胱頸部と尿道前立腺部の典型的な変形や圧排所見を呈

する5症例（前立腺肥大症2例，前立腺癌3例）を選

んで，おのおのの例においてそのD－RUC所見と

RUG正面， RUG半側位， Flocks法， D－RUCの

半側位造影法による所見をとり，D－RUCの前立腺肥

大症と前立腺癌の鑑別診断上の有用性を検討してみ

る．

Fig．8A．症例1の逆行性水平位正面造影；尿道前立

     織部と膀胱頸部は膀胱内に注入した造影剤

     と重畳している

騨「

一襲

讐

Fig．8c．症例1のFlocks法：膀胱頸部の一部は膀
     胱内に注入した造影剤と重畳している

Fig・8B・症例1の逆行性水平三半側位造影（RUG）：

    SPreading signが認められるが膀胱頸部

    は描出されていない

響

Fig．8D，症例1のD－RUC半側位造影：扁平化の
     像は恥骨と重なっている．膀胱頸部が描出

     されていない
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 症例1 65歳 前立腺肥大症

 直腸触診所見では，前立腺は三横指幅で弾力性がな

く，扁平状に腫翻し，硬結は触れなかった．prostatic

acid phosphatasc（PAP）は0．8 King Armstrong

units（KA．U．）， alcali phosphatase （Alp）は0，8

（K．A．U．）の正常値を示した． Fig．8A， B， C， D， E

はそのおのおのの尿道造影所見である，Fig．8Aの

逆行一水平繍正面造影図では，尿道前立腺部と膀胱頸

部が膀胱内に注入した造影剤と重畳している．Fig．8

Bの逆行性水平位半側位造影図（RUG）には尿道前

立腺部の扁平化が明瞭にあらわれている．前立腺肥大

があると診断できるが，膀胱頸部が描出されていない

のでこの部位の診断はできない．Fig．8CのFlocks

法造影図では尿道前立腺部への滑らかな扁平状圧迫像

が認められるが，膀胱頸部は描出されていない．Fig．

8DのD－RuC半側位図はFig．8BのRUGとほ

Fig．8E，症例1のD－Ruc正面造影：尿道前立腺
     部，膀胱頸部，頸部の内腔がきれいに描出

     されている．不規則な所見はないので良性

     の腺腫である

隔

Fig． 8F．

懸鯛

攣
献r

謹灘
症例1の病理組織学標本（50×5）：

腺組織の増殖である

難難

Fig．9A．症例2の逆行性水平位正面造影＝尿道前立

     腺部と膀胱頸部は膀胱内に注入した造影剤

     と重畳している

Fig・9B．症例2の逆行性懲極位半側位造影（RUG）＝

     扁平化と前傾が認められるが膀胱頸部は描

     出されていない
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ぽ同様な所見である．Fig．8EのD－Ruc正面造影

図（D－RUC）にはFig．8CのFlocks法造影図と

同様な尿道前立腺部への滑らかな扁平状圧迫像が認め

られるほか，膀胱外頸部，頸部内腔もきれいに描出さ

れ，不規則な欠損や変形が認められない．以上の所見

から他の臨床的所見とあわせて良性の前立腺腺腫と診

断し，前立腺切除術がおこなわれた．病理組織学的診

断（Fig．8F）は肥大症であった．

1489

 症例2 63歳 前立腺肥大症

 直腸触診所見では前立腺は三横指幅で弾力性のある

かたさであり，半球状に腫脹し，硬結は触れなかった，

PAP O．7（K．A．U．）， Al－P 4．4（K．A．U．）で正常値を

示した．Fig．9A， B， c， D， Eはそのおのおのの尿道

造影所見である．Fig．9Aの逆行性水平位正面造影図

では，尿道前立腺部と膀胱頸部が膀胱内に注入した造

影剤と重畳している．Fig．9Bの逆行性水平位半側位

Fig． 9C． 症例2のFlocks法：膀胱頸部の一部は膀
胱内に注入した造影剤と重畳している

鱗ぜ1

謡
輪，，

Fig．9D．症例2のD－RUC半側位造影：軽度の扁
     平化，前傾が認められるが，膀胱頸部と頸

     部内腔が描出されていない

Fig．9E．症例2のD－RUCの正面造影：膀胱頸部，
     頸部内腔，頸部粘膜床がきれいに描出され

     ている．不規則な所見はないので良性の腺

     腫である

Fig． 9F． 症例2の病理組織学標本（50×5）：

腺組織の増殖である
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造影図では，尿道前立腺部の軽度の扁平化，前傾と軽

度の延長が明らかにあらわれている，前立腺肥大症が

あると診断でぎるが膀胱頸部の描出が不十分である。

Fig．9cのFlocks法造影図では，膀胱外頸部と頸

部内腔および頸部粘膜床の一部が明瞭にあらわれ滑ら

かな圧排像を呈しているが，膀胱内頸部と頸部の粘膜

床が描出されていない．Fig．9DのD－RUC半側位

図では，前立腺尿道の軽い扁平化，前傾および延長が

認められるが，頸部と頸部内腔が朋瞭にあらわれてい

ない．Fig． 9EのD－RUC正面造影図では， Fig・gC

のFlocks法造影図とほぼ同様な所見を呈し，さらに

膀胱内頸部，頸部粘膜床がきれいに描出されている．

不規則な欠損や虫喰いなどの所見が認められないの

で，良性の前立腺腺腫と診断し前立腺切除術がおこな

われた．病理組織学的診断（Fig．9F）は肥大症であ

った．

姦1

／嘩／

Fig。10A．’症例3の逆行性水平位正面造影1膀胱に近

     い尿道前立腺部と膀胱頸部が膀胱内に注入

     した造影剤と重畳しているので，これらの

     部位の読影ができない

Fig．10B．症例3の逆行性水平位半側位造影：扁平化

     の像は著明だが膀胱頸部は描出されていな

     し・

Fig． Ioc．症例3のFlocks法：尿道前立腺部の左側

     に不規則な圧排があるが，膀胱頸部と頸部

     内閲が描出されていない

Fig．10D．症例3のD－RUC半側位造影：扁平化の
     像の一部は恥骨と重なって不明瞭になり膀

     胱頸部が描出されていない
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」㌧

�A

Fig・10E・症例3のD－RUC正面造影：尿道前立腺
     部の左側に著明なsharpな欠損があり，

     膀胱外頸部が壊されて膀胱頸部内子の不規

     則性がみられ癌の膀胱頸部への浸潤を示し

     ているが膀胱内頸部は保たれている

藷鴫欝黛騨覆

難蟻
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鰯

Fig．10F．症例3の病理組織標本（50×5）：

     前立腺腺癌である

 症例3 72歳 前立腺癌（Stage m）

 臨床上直腸よりの触診では，前立腺の左側葉の膀胱

頸部近傍に硬結が触れた．しかしPAPはO．7（K．A．U．），

Al－Pは2．9（K．A．U．）でいずれも正常範囲内の値であ

った・Fig．10A， B， C， D， Eはそのおのおのの尿道

造影所見である．Fig．10Aの水平正面図では，尿道

前立腺部に多少の扁平化があって膀胱頸部は膀胱内造

影剤との重畳で読影できない．Fig．10Bの水平位半

側位図（RUG）では扁平化が著明であるが，膀胱頸

部はやはり造影剤との重なりによって描出されていな

い．Fig．10CのFlocks法造影図では尿道前立腺部

の左側にややsharpな圧排像があり，膀胱頸部と頸

部内腔は造影剤との重畳により描出されていない．

Fig．10DのD－RUCの半側位造影図では，扁平化

の一部は恥骨と重なって不明瞭であり膀胱頸部も描出

されていない．Fig．10EのD－RUC正面造影図で

は，尿道前立腺部の左側にsharpな圧排像があり，

膀胱外頸部がくずれて頸部内腔も不規則になってい

る．Flocksの方法よりも尿道前立腺部の不規則な圧

排縁が一層著明になっただけでなく膀胱外頸部，頸部

内腔の不規則な圧排像もみられるので悪性の所見であ

る．また，他の造影方法で描出されていない膀胱内頸

部もこの方法では明瞭に描出されており，形態が保た

れ崩壊していない像は癌の浸潤が頸部粘膜床に達して

いないことを示している，膀胱鏡の所見も同様であっ

た．この症例は，上述のごとくD－RUCの正面造影

と直腸よりの触診で前立腺癌Stage皿と診断され，

前立腺精嚢腺全摘除術と膀胱尿道再吻合術がおこなわ

れた．術中と術後の病理組織学的診断（Fig．10F）も

前立腺癌であった．

 症例4 69歳 前立腺癌（Stage IV）

 臨床上PAP 4．4（K．A．U．）， Al－P 10．3（K．A．U．）

の異常高値を示し，直：腸よりの触診では前立腺全体は

不規則で硬い半球状を示していた．膀胱鏡所見では膀

胱頸部に累々とした癌の浸潤所見があった．Fig．11A，

B，C， D， Eはそのおのおのの尿道造影所見である．

Fig．11Aの逆行性水平位正面造影図では，膀胱に近

い尿道前立腺部と膀胱頸部は膀胱内に注入した造影剤

と重畳しているので描出されていない．外尿道括約筋

（ex亡ernal urin；一’ry sphincter）側の尿道前立腺部の

走行は恥骨接合部の左側によっている．Fig．11Bの

逆行性水平位半側位造影図（RUG）には，尿道前立

腺部の前傾と膀胱頸部後壁に不規則な圧排像が認めら

れ悪性の疑いがあるが，確定的な診断は無理である．

Fig・11CのFlocks法， Fig．11DのD－RUC半側

位造影とFig．11EのD－RUC正面造影図には，い

ずれも膀胱頸部に近い尿道前立腺部に不規則な圧排豫

が認められ悪性所見と考えられる．しかし3つの造影

図中，膀胱頸部の粘膜床への癌性浸潤がもっとも明瞭

に描出されているのはFig． IIEのD－Ruc正面造

影図で，続いてFig．11DのD－RUC半側位造影図
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羅i；、

Fig．11A，症例4の逆行性水平位正面造影1尿道前立

     腺部の走行は左側に偏住し膀胱頸部像はあ

     きらかでない

Fig．11B．症例4の逆行性水平位半側位造影（RUG）＝

     前傾と膀胱頸部後壁に不規則な充満欠損像

     が認められる

臨欝

    灘
口開

欝
欝撫

Fig．11C．症例4のFlocks法：尿道前立腺部と膀胱

     頸部のfloorに不規則な欠損と圧排が認め

     られる

である．この症例に対しては膀胱前立腺全摘術と回腸

導管造設術をおこなった．術中と術後の病理組織学的

診断（Fig．11F）は術前の診断と一致した．

  症例5 64歳 前立腺癌（Stage N）

 血便と排尿障害で来院した患老である．直腸診では

前立腺はほぼ鶏卵大で直腸内に突出している．直腸の

粘膜はところどころ硬結が破壊し，潰瘍状となり易出

血性である．PAPは2．4（K．A．U．）， Al－Pは10．5

Fig．11D，症例4のD－R．U（〕半側位造影：前傾と膀

     胱頸部の後壁に不規則な圧排と欠損が著明

     である

（K．A．U．）と異常高値を示している． Fig．12A， B，

c，D， Eはその各種の逆行性尿道造影図である・Fig．

12Aの水平位正面造影図は，外尿道括約筋近傍に

sharpな充満欠損像が認められるのみである． Fig．

12Bの水平位半側位造影図（RUG）は，前立腺腺腫

の大きさを表わす扁平化と前傾が著明な所見である．

Fig．12CのFlocks法造影図では，外尿道括約筋に

近い尿道にFig．12Aと同様な欠損豫が認められるほ

か，膀胱頸部に近い尿道にも不規則な欠損像が認めら
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1轍、響騨

審

Fig。11E．症例4のD－RUC正面造影1尿道前立腺
     部の虫喰い像，膀胱頸部内灘の不規則な扁

     磁化，頸部粘膜床への不規則な挙上圧排像

     が著明である

繊欄
議ノ
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Fig・UF．症例4の病理組織標本（50x5）：

    前立腺癌である

急熱…：

Fig．12A．症例5の逆行性水平位正面造影：外尿道括

     約筋に近い所にsharpな充満欠損像が認

     められる

Fig．12B．症例5の逆行性水平位半側位造影（RUG）：

     扁平化と前傾の像が認められるのみ

れる．Fig．12DのD－RUC半側位造影図には，同

様な尿道の欠損，尿道の扁平化と膀胱頸部近傍の尿道

の不規則な圧排像が認められる．Fig．12EのD－RUC

正面造影図は外尿道括約筋に近い尿道部のsharpな

欠損像と膀胱頸部に近い尿道の不規則な虫喰い状欠損

像が，他の諸種造影より一層明瞭に描写されている．

その上，他の諸種造影法にはみられない膀胱頸部の変

形と虫喰い像，頸部内旨の分裂も認められ，前立腺癌

の浸潤を考えさせる，Fig．12Fは直腸粘膜から生検

した病理組織標本で，腺癌を示している．Fig．12G

は，hormone therapyとCo60照射2ヵ月後のD－

Rucである．治療前のD－Ruc（Fig．12E）と比

較して，外尿道括約筋近傍の尿道の欠損像は大部消失

し，また膀胱頸部に近い尿道，膀胱頸部の虫喰い欠損

像もほとんど消失している．頸部内腔の分裂もみえな

くなっている．
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Fig．12c．症例5のFlocks法：尿道前立腺部と膀胱
     頸部に不規則な欠損が認められる

Fig．12D．症例5のD－RUC半側位造影：尿道前立
     腺部の扁平化像は恥骨と重畳している．頸

     部内腔のsplittingがわずかに認められる

Fig。12E．症例5のD－RUC正面造影：尿道前立腺
     部のsharpな欠損像．頸部に近い尿道前

     立懇懇と頸部の虫喰い像，頸部のsplitting

     がほかの造影方法よりも著明である

雛
難凝，

Fig．12F・症例5の直腸よりの生検病理組織標本
     （50×5）：腺癌である

 以上5症例の各種逆行性尿道造影法による尿道各部

位の造影所見の比較から，前項で述べたように前立腺

肥大症に起因する尿道の扁平化，前傾，延長を観察す

るためには，逆行性水平位半側位造影（RUG）とD－

RUCの半側位造影が同様に優れた価値をもつ．また

尿道前立腺部膀胱頸部，頸部の内灘と粘膜床を詳細に

観察する目的では，D－RUCの正面造影（D－RUC）

とD－RUCの半側位造影法が他の諸種造影より優れ

た方法であることが明らかになり，前立腺肥大症と前

立腺癌の鑑別診断に応用できるとの印象を得た．しか

しD－RUCの半側位造影法は撮影体位がTrende－

lenburg’s positionで頭部が25。下降しかつ半側位で

あるため，routineにおこなう体位としては不安定で

適当でないので，膀胱頸部，尿道前立腺部内腔と粘膜

床の描出には同等の価値を有するD－RUC正面像で

十分であると考えられた．
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W 前立腺肥大症と前立腺癌のRUGとD・

  RUCによる尿道各部位造影の優劣比較

Fig・12G・症例5のholmone therapyとCo6・照射

     2ヵ月後のD－RUC正面造影＝治療前の
     D－RUC（Fig．10E）と比較して外尿道括

     約筋近傍の尿道充満欠損歯と膀胱頸部近く

     の尿道と頸部の虫喰い像はほとんど消失し

     ている

 以上の予備的研究結果に基づいて手術により摘出し

た前立腺の病理組織学的結果より前立腺肥大症と診断

された50例と，組織学的に癌と診断された42例と生化

学的検査および触診納骨転移から明らかに癌と考えら

れた23例を含む65例中から50例を無作為に抽出し，

rctrospectiveにRUGとD－RUCによる膀胱頸
部，尿道前立腺部および膀胱近傍尿道の変形，性状の

造影状態の優劣比較を試みた（Table 2，3、．

 前立腺肥大症においてはTable 2に示すごとく，

膀胱頸部の造影は，R．UGについては粘膜床，内腔，

膀胱外頸部ともに全例不良であるが，D－RUCについ

ては粘膜面の造影不良のものがやや多いが，内腔と膀

胱外頸部はおのおの84％が優れた造影を示した．これ

に反し，尿道前立腺部の造影は扁平化，前傾，延長が

76～78％に存在するが，D－RUCでは延長が約半数に

よく描出されているにすぎず，前立腺肥大症の特徴的

所見を描出するには不十分な造影法であることを示し

た．しかし膀胱近傍尿道の変形，性状を造影した結果

Table 2・前立腺肥大症のRUGとD－RUCによる尿道造影の優劣比較

造影法

評価優
RUG D－RUC

部 位 良 不良  優 良 不良

膀胱頚部

   粘膜床

   内 腔

   膀胱外頚部

尿道前立腺部

   扁平化

   前 傾

   延 長
膀胱近傍尿道の変形性状

o

o

o

o

o

o

38（76） 12（24）

39（78） 12（24）

38（76） 12（24）

4（8） 30（60）

50（100） 28（56） O 22（44）

50（100） 42（84） 6（12） 2（4）

50（100） 42（84） 6（12） 2（4）

O O 11（22） 39（78）

O O O 47 （94）
O 28（56） 22（44） 0

17（34） 40（80） 9（18） O

数値：例数，O内：％， n－50

Table 3． 前立腺癌のRUGとD－RUCによる尿道造影の優劣比較

造影法

評価優
RUG D－RUC

部 位 良 不良  優 良 不良

膀胱頚部

   粘膜床

   内 腔

   膀胱外頚部

尿道前立腺部

   扁平化

   前 傾

   延 長
膀胱近傍尿道の変形性状

1（2）

1（2）

2（4）

24 （48）

25 （50）

26 （52）

11 （22）

o

o

3（6）

26 （52）

24 （48）

24 （48）

21 （42）

49（98） 25（50）

49（98） 48（96）

47（94） 50（100）

o   o

1   0

0 42 （84）

18（36） 50（100）

6（12）

2（4）

o

13（26）

0

8（16）

o

19（38）

o

o

37（74）

50（100）

o

o

数値：回数，O内：％， n＝50
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はD－RUCでは優れているものが80％占めているの

に対し，RUGでは8％と少なく，良と判定されたも

のが60％で，明らかにD－RUCが優れた造影法であ

ることが判明した．

 前立腺癌においてはTable 3に示すごとく，膀胱

頸部の造影は，RUGについては粘膜床，内腔はほと

んど不良で，数回の膀胱外頸部の描出に優または良な

るものをみ，D－RUCが前者より格段に優れた造影を

示した．尿道前立腺部の造影は，RUGについては扁

平化，前傾，延長が優・良相半ばし前立腺肥大症の造

影結果より劣り，D－RUGにおいては延長の描出が良

好である以外，R．UGにまったく劣る結果を示した．

 これに反し，膀胱近傍尿道の変形，性状を造影した

結果は，D－RUCでは優れているものがユOO％を示し，

RUGの1／5に比し明らかにD－RUCが優れた造影

法であることが判明した。

va 前立腺肥大と前立腺癌（stage別）の精細

  なD－RUC所見

 つぎに術前のD－RUCの診断と術後の病理組織学

的診断が合致し前立腺肥大症と診断された400の症例

から無作為に100例を選んで，その影像所見を精細に

検討した．検討項目は膀胱頸部粘膜床，内腔，膀胱外

頸部および尿道前立腺部であり，そのおのおのについ

て変形と性状を調査した（Tablc 4）． Table 4に示

したように，前立腺肥大症によるD－RUC造影の変

形では，膀胱頸部粘膜床の圧排が48％，延長が43％あ

り，ほとんど全部が滑らかな性状を示す．頸部内腔は

圧排が60％，延長が40％あil ，そのうち59％が滑らか，

1％は鋭的でかたい．膀胱外頸部の圧排は82％で，そ

のうち78％は滑らかであって，1％は鋭的，3％は顎

粒状の充満欠損を伴う．尿道前立腺部は圧排と延長が

97％あり，そのうち68％は滑らかであるが，15％は鋭

的でかたく，2％は非連続性不規則性を示し，12％は

穎粒状充満欠損像を伴う．以上の数値からみると，前

立腺肥大症におけるD－RUC所見は，圧排について

は尿道前立腺部，膀胱外頸部に強く，延長は尿道前立

腺部に強く，変形した像の性状は滑らかなものが過半

数である．

 Table 5はD－RUG，触診およびPAP検査で前

立腺癌と診断され術後の病理組織学的診断も癌であっ

た症例42例，術中と術後の病理組織学診断で前立腺癌

Table 4．前立腺肥大症の精細なD－RUC所見

変形と   変 形

  性状圧排延長滑・か瓢象
変形の性状

部位 鵜醗虫喰・像灘損
膀胱頚部

   粘膜床 48 43 48

   内腔60 40 59
膀胱外頚部   82    78

尿道前立腺部  97 97 68

1

1

15 2

3

12

数値：例数二％，n－100

Table 5．前立腺癌（stage fi 19例，皿13例， N 28例）のD－RUC所見

変 形 変形の性状
部位 Stage

   圧排  延長    鋭的滑らか
   硬い像

非連続性
不規則

    不規則
虫喰い像 穎粒状
    充満欠損

    ll 4（21） 4（21）
膀胱頚部
    皿2（15）2（15）粘膜床
    N 14（50） 11（39）

4（21）

2（15）

1 （4） 13 （47） 3（11） 1（4）

    ll 10（53） 11（58）
膀胱頚部
    M 12（92） 9（69）割腔
    W 24 （86） 22 （79）

10 （53）

5（38） 4（31） 2（15）

9（32） 9（32） 8（29） 3（11） 1（4）

    ll 13 （68）
膀胱
    皿  12（92）
外頚部
    rv 28（100）

13 （68）

5（38）

2（7）

4 （21）

2（15） 4（31）

10（36） 19（68）

    1 （5）

    2（15）

7 （25） 1 （4）

    ll 17（89） 15（79） 1（5）
麟前立［t13（1・・）13（1・・）・（・）

    N 28（100） 28（100） O（O）

15（79） 5（26）

9（70） 9（70）

17（61） 16（57）

1 （5） 5 （26）

7〈54） 4（31）

16（57） 6（21）

数値：例数，O内：％， n・＝・・60
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Table 6． D－RUC像による前立腺肥大症と前立腺癌の鑑別要点

  肥大症と癌
       前立腺肥大症
部位

前立腺癌

膀胱頚部粘膜床

膀胱頚部内腔

膀胱外頚部

尿道前立腺部

滑らか、 Umbrelia状に

挙上、連続的輪郭

やわらかい伸展性のあ
る像

滑らかな欠損と圧排、

Pyramid状

滑らか、連続的、やわ
らかい充満欠損

ちぎれ雲状
不規則な輪郭
Rigid Lead pipe

撚れた針金状

かたい欠損、虫喰い状
累々としたDiamond状

虫喰い状、非連続的、

辺縁の鋭的な欠損

1497

と診断された症例9例および生検で癌と診断された

hormone therapyのみの症例9例，合計60例のD－

RUC所見の一覧表で，そのstage分類はstage II

19例，stage皿13例， stage I＞28例である． Table 5

に示したように前立腺癌に起因した膀胱頸部粘膜床へ

の圧排像を示す症例は，stage llとstage皿ではす

べて滑らかである．しかしstage Nでは滑らかなの

は4％で47％に非連続性不規則と虫喰い像11％がみら

れる．膀胱頸部内腔への圧排像については，stage H

が53％あり，すべて滑らかである．stage HIでは圧排

像が92％，延長が69％あり，38％が滑らかで31％が鋭

的で硬い像を呈している．stage 1Vは86％が圧排，

79％が延長し，32％に滑らかと鋭的・硬い像，29％に

非連続性・不規則性がみられた、膀胱外頸部への圧排

像については，stage I が68％あり，全部が滑らか

で，stagc皿では圧排が92％あり．38％が滑らかであ

り，31％が非連続・不規則である．stage Nは100％

あり，うち滑らかな例は7％しかなく，非連続・不規

則が68％，鋭的で硬い像が36％，虫喰い豫が25％あっ

た．尿道前立腺部については，stage IIでは圧排が89

％あり，延長が79％でその性状は5％が滑らかで79％

が鋭的でかたい像，26％に非連続性。不規則性，不規

則穎粒状充満欠損がみられる．stage皿は圧排と延長

が100％あるが，8％しか滑らかでない，鋭的硬い像，

非連続性・不規則が70％にみられ，虫喰い像も54％に

みられる．stage Nは圧排，延長が100％あり，平滑

な粘膜を示すものはなく，撃剣硬い像，非連続性不規

則および虫喰い像を示した．

 以上の数値から前立腺癌に起因する膀胱頸部粘膜

床，内腔，外頸部および尿道前立曲部への圧排像は，

前立腺肥大症の場合と異なり滑らかではないことが多

い．とくに尿道前立腺部の圧排像はほとんど全部が鋭

的でかたい，非連続性，虫喰い，不規則な願粒状充満

欠損などの像を呈している．また膀胱頸部粘膜床にお

いて滑らかでない圧排像を有するのはstage Nのみ

で，粘膜床への浸潤がなければ，他の膀胱頸部内腔，

膀胱外頸部および尿道前立腺部のD－RUC所見から

前立腺癌と診断することは不可能である．

IX D－RUCによる前立腺肥大症と前立腺癌の

  鑑別要点

 第珊項に述べたように，D－RUCの所見から前立

腺癌のstagc分類を正確に試みることは困難である

が，D－RUC像から得られた尿道前立腺部と膀胱頸部

所見から，前立腺肥大症と前立腺癌とを鑑別すること

は可能である．術前と術後の病理診断で前立腺肥大症

と診断された手術症例400例と，前項Table 5の60例

の前立腺癌から，前立腺肥大症と前立腺癌のD－RUC

所見をretrospectiveに再検討し， Table 6のように

鑑別要点を挙げることがでぎた．

 膀胱頸部粘膜床については，前立腺肥大症の場合は

滑らか，umbrella状に挙上する像であり，前立腺癌

の場合はちぎれ雲状，不規則な輪郭である．膀胱頸部

内官像については，前立腺肥大症の場合はやわらか

い，伸展性のある像であり，前立腺癌の場合はrigid，

lead pipe，撚れた針金状である．膀胱外頸部の像は，

前立腺肥大症の場合は滑らかな欠損と圧排，pyramid

状であり，前立腺癌の場合はかたい，虫喰い欠損，累

々としたdiamond状が多い．そして尿道前立腺部の

像は，前立腺肥大症では滑らかで連続的，やわらかい

充満欠損であり，前立腺癌は虫喰い状，非連続的，辺

縁の鋭的な欠損像を呈することが多い．

X 前立腺炎を合併する前立腺肥大症のD－

  RUC所見（症例を入れて）

 前立腺炎を合併している前立腺肥大症，あるいは慢

性前立腺炎は，直腸診やD－R．UC所見では前立腺癌

と誤診しやすい場合がある．とくに慢性前立腺炎では

膀胱頸部や頸部内腔，尿道前立腺部にみられる圧排像

がいろいろな様相を呈し，前立腺癌との鑑別診断は非

常にむずかしい。ここで症例を提示し，経験した前立

腺炎症例50例のD－R．UG所見を一括して表にする

（Table 7）．
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Table 7．前立腺炎を合併する前立腺肥大症のD－RUC所見

 変形と   変 形
    性状
部位     圧排  延長  滑らか

変 形 の 性 状
鋭的  非連続性
硬い像 不規則欠損

虫喰い像
穎粒状
充満欠損

膀胱頚部

   粘膜床
    内 腔

膀胱外頚部

尿道前立腺部

15（30） 18（36）

17（34） 7（14）

35（70） 4（8）

43（86） 27（54）

18 （36）

16（32）

33 （66）

31 （62）

9（18）

24 （48）

数値：例数O内：％，n－50

 症例6 69歳 前立腺炎を合併する前立腺肥大症

 直腸よりの触診所見では，前立腺の拡大は左右両側

葉を含めて2，3横指幅である．扁平に拡大した全体

が一様のかたさを示し，特別な硬結は触れなかった．

膀胱鏡所見では，膀胱頸部後壁粘膜，とくに膀胱三角

部に米粒大・水泡状の隆起性変化が多数認められ慢性

膀胱炎の所見で，PAPは0．6（K．A．U．）， Al－Pは6．1

（K．A．U．）でいずれも正常値であった． Fig．13AとB

Fig． 13A． 症例6のRUG：扁平化の縁しか
認められない

～鶴

駅i，

、磯

り

灘
肖灘讐

Fig．13B．症例6のD－Ruc正面造影＝扁平化像の
     部分に穎粒状の圧迫像がみられ頸部近接部

     に柔軟な充満欠損像が認められる

Fig．13C．症例6の病理組織学標本（100×5）：腺の増

     生と線維性増生をみ，腺腔，周囲に著明な炎

     症性細胞の浸潤をみる

F三g．14A・症例7のRUG：軽度の扁平化と前傾像が

     認められる
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騨1

Fig．14B．症例7のD－RUC正面造影：頸部に近い
     尿道前立脚部に顯凹凸と滑らかな充満欠損

     像が認められる．膀胱頸部は変形した硬化

     像を示す

Fig．14C．症例7の病理組織学標本（100×5）：D－RUC

     にみられる膀胱頸部近傍尿道の充満欠損部粘

     膜移行上皮下の間質に，リンパ球と形質細胞

     の浸潤が著明である

はそのRUGとD－RUCである． RUGの尿道前
立腺部は扁平化が認められるが，膀胱頸部，頸部内腔

は描出されていない．D－R．UCでは，尿道の扁平化

像を示す部分に穎粒状の圧排像を認め，膀胱頸部に近

い尿道にも均一的に散在する柔らかい充満欠損像が認

められる．この像は悪性のものと鑑別しにくいが，こ

の穎粒状の圧排像はほぼ均一の大きさを示し，欠損部

も全般に平均的に分布して硬くないので，前立腺炎を

合併する良性のものであると診断した．切除後の病理

組織学的診断も，前立腺炎を合併する前立腺肥大症で

あった（Fig．13C）．

  症例7 62歳 前立腺炎を合併する前立腺肥大症

 直腸よりの触診では，前立腺の拡大は4横指幅で半

球状に肥大し，中央部に骨様硬結が触れた．PAPは

0．6（K．A．U．）， Al－Pは6．9（K．A．U．）と正常値を示

した．Fig．14AとBはそのRUGとD－RUCを示

す．RUGでは軽度の扁平化と前傾が認められるが，

D－RUCでは尿道前立腺部に穎粒状の滑らかな欠損

像が認められ，膀胱頸部は変形して硬化像を示すの

で，術後診断は前立腺炎を合併する前立腺肥大症，あ

るいは癌の可能性もあると考え前立腺全摘出術をおこ

なった．術中所見と術後の病理組織学的診断では，前

立腺炎を合併する前立腺肥大症であった．Fig．14C

は術後の病理組織標本で，D－RUCにみられる膀胱

頸部近傍の充満欠損部の尿道粘膜移行上皮下の間質に

広汎なリンパ球，形質細胞の浸潤が認められる．

 Table 7は前立腺炎を合併した前立腺肥大症と診

断された症例中無作為に抽出した50例のD－RUC所

見を分析した結果である．まず圧排については，膀胱

外頸部と尿道前立腺部に強く，延長は尿道前立腺部に

半数と頸部粘膜床に半数以下みられた．膀胱頸部粘膜

床においてその変形の性状は36％が滑らかで，膀胱頸

部内腔は32％が滑らかである．膀胱外頸部はその変形

性状は66％が滑らかで，18％が穎粒状充満欠損症を示

し，尿道前立腺部は62％が滑らかで，48％に穎粒状充

満欠損像が認められた．

 Table 7と上述の2症例を合わせ考えると，前立腺

炎のD－RUC所見は癌における所見と異なり，膀胱

外頸部や尿道前立腺部に虫喰い欠損像を示すものがな

く，群饗した穎粒状充満欠損像を呈したものが多い．

しかし症例7のように，膀胱頸部のかたい変形を呈す

る像は癌の膀胱頸部浸潤による所見に酷似するので，

D－RUC所見のみでは前立腺癌と鑑別することは困

難である．

XI前立腺諸疾患に対するD－RUCの正診率

 上述の記載は前立腺諸疾患に対するD－RUCの診

断上の有用性について述べたものである．ここでは総

括的に前立腺諸疾患者におけるD－RUCの正診率を

検討する．疾患別と症例数はつぎのごとくである．術

前のD－RUCから前立腺癌と診断された42例，前立



1500 泌尿紀要 28巻 12号 1982年

Table 8．前立腺諸疾患に対するD－R．UCの

     正診率

術前D－RUG診断   術後病理組織学診断 D－RUCの
正診率（％）

れた57例では，術後の組織学的診断で適中したものが

53例，93％となり，そのほかにstage Iとstagc ll

前立腺癌が2例ずつみられた．
診断 例数 診断 例数

前立腺癌

  前立腺肥大症

  前立腺癌   4242

  前立腺炎合併
  前立腺肥大症

100

双 前立腺癌におけるD－RUCと他種術前診断

  方法との正二二比較

前立腺肥大症 400

前立腺肥大症 419
        前立腺癌

Stage l 15 95．5

StageR 4

        前立腺肥大症

轟瀞・
P謙～置32・

        線維筋性肥大 4．

器海鳴欝57

前立腺肥大症

前立腺癌1：ll：罷、3

前立腺炎合併     53
前立腺肥大症

腺肥大症と診断された419例，前立腺癌の疑いありと

診断された15例，そして前立腺炎を合併した前立腺肥

大症と診断された57例の総計533例である．これらの

症例はいずれも術後の病理組織学的診断と対比して正

診率を求めた（Table 8）． D－RUCで術前に前立腺

癌と診断された例では，術後の病理組織学的診断もす

べて癌であり，正診率は100％である．術前D－RUC

で前立腺肥大症と診断された419例については，術後

の病理組織学的診断では前立腺肥大症が400例，stage

I癌が15例，stage∬癌が4例で，正診率は95．5％で

ある．この結果からもD－RUCによるstage I前立

腺癌の診断は困難であることがわかる．術前に良性の

前立腺肥大症の可能性が高いが前立腺癌の疑いも多少

あると診断された15例については，術後の病理組織学

的診断で前立腺炎を合併する例が約半数の8例，線維

筋性肥大が4例，stage llの前立腺癌が3例であり，

癌の疑いありとした15例の癌の正診率は20％であっ

た，また，術前に前立腺炎合併前立腺肥大症と診断さ

 前立腺生検以外に日常臨床的にもっとも簡便におこ

ないうる検査法は，D－RUC， RUG，直腸診および血

液生化学的なPAPなどがあげられる． Tab正。 9は，

術後の病理組織学的検査から癌と診断されたもののう

ちStage Iを除く50例の前立腺癌症例において，こ

れらの術前諸検査法がどの程度癌の正しい診断に寄与

したかを検討したものである．stagcの分類はVete－

rans Administrative Cooperative Urological

Research Group（VACURG）の分類に従ってい
る．

stage 1 （A）

stage ll （B）

stage皿（C）

stage N （D）

Table 9に示したように，

Tumor confined to prostate and

not palpable． lncidentally diagno－

sed． Normal serum acid phospha－

tase and bone survey．

Tumor confined to prostate gland

but palpable or rectal examination

as a nodule． No’ 窒高≠?serum acid

phosphatase and bone survey．

Locally invasive either smaller

than 6 cm in diameter （Ci） or lar－

ger than 6 cm （C2）． Normal serum

acid phosphatase and bone surivey．

Distant metastates as judged by

either biopsy， bone survey or ele－

vatcd serum acid phosphatase． The

prostate may vary from either

normal （i．e． occult tumor） to ob－

vious periprostatic extension．

      stage Iを除外したD一

Tablc 9．前立腺癌（stagc Iを除く）術前各種診断法の正診率比較

   診断と
   正診率
       前立腺
検査法    肥大症

術 前 診 断

前立腺
癌の疑
い

前立腺炎
合併前立
腺肥大症

前立腺癌

D－RUC

RUG
直腸診
（VACURG分類）

PAP
（＞ACURG分類）

2

44

7

2

5

3

3

H 皿 1V
43

6

6 27 2

27

前立腺癌

 の
正診率

 （e／o）

前立腺癌
の疑いを
含む
正野率

 （o／o）

86

12

70

54

90

80

数1fi直：例数：：n－50



ウン：逆行性尿道膀胱二重造影法

RUCによる前立腺癌の検出率は86％であるが，癌の

疑いの症例を含めれば90％と高率になる．つぎに高い

正診率を示す診断法は直腸診で，検出率は70％であり，

癌の疑いのある症例を含めれば80％となる．またPAP

が異常値を示しstage Nと診断された症例は50例中

27例，54％であり，もっとも低い診断率はRUGで

わずかに12％であった．PAPについては癌50脳中23

例，46％が正常範囲内の値を示している．したがって

臨床上PAPの異常値を示さない前立腺癌（stage皿

～stage皿）の症例は約半数を占めることになる．以

上の結果から日常臨床の場において容易におこないう

るD－RUCの診断的役割は非常に大きいといえよう．

X皿 結 果

L各種の逆行性尿道造影法を前立腺諸疾患の診断法

として応用し，その目的に役立つ優劣を比較してみた

結果，前立腺肥大症の腫大程度を診断するためには水

平位，半側位逆行性尿道膀胱造影法（RUG），前立腺

癌を検出するためにはexaggeratcd Trendelen－

burg’s positionの逆行性尿道膀胱二重造影法（D－

RUC）がもっとも診断的価値が高く優iれた検査法で

あることが明らかになった．

2．1975年3月より1980年6月までの5年間に750例

のD－RUCの検査をおこなった．このうち533例（前

立腺肥大症419例，前立腺癌42例，前立腺癌の疑い15

例，前立腺炎合併前立腺肥大症57例）は入院し手術を

受け，術後これら全例に対し病理組織学的検査がおこ

1501

なわれた．これらの症例のD－RUC所見を要約する

とつぎのようになる．

 尿道前立腺部とくに膀胱頸部近傍尿道＝前立腺肥大

症による圧迫や圧排像は非常に均等，連続的で，柔軟

な平滑豫を呈する（Fig．8E， Fig。9E）．前立腺癌に

よる圧排像はいかにもかたい像を呈し，ところどころ

に虫喰い像や不規則な欠損豫として認められる（Fig．

10E， Fig．11E， Fig，12E）．慢性経過をとる前立腺炎

を合併する前立腺肥大症は，その尿道の扁平化のなか

に顯粒状の柔軟な圧迫や充満欠損像を示すことがある

（Fig．13B， Fig．14B）．そして穎粒縁はび漫性で，尿

道の両側辺縁にくることが多い．尿道前立腺部の延長

は上記3疾患に認められるので，鑑別診断上の要点に

はならない．

 膀胱頸部と頸部内腔：前立腺肥大症の場合は，膀胱

頸部が圧迫，圧排され変形していても，その頸部と内

腔の様相は一般に滑らかで，鋭的な欠損像はみられな

い（Fig．9E）．これに反し，癌においては頸部はしば

しば充満欠損豫を示し辺縁は深い像を呈する．頸部内

陣もrigidとなり， lead pipc状を呈したり（Fig．

15），あるいは撚れた針金状の所見を呈することもあ

る（Fig．16）．単純性前立腺炎の場合は，頸部内腔の

延長化を認めないものが多く，強い圧排像も認めら

れないが，炎症が繰り返されると頸部の変形をきた

し，頸部近傍尿道とともに硬化してdiamond shape

に変形し，癌による硬化像と鑑別しにくいことがある

（Fig． 17）．

Fig．15．前立腺癌stage皿のD－RUC正面造影：頸  Fig。16．
     部に近い尿道にかたい欠損がみられ，頸部の

     内腔もlead pipeのようなrigid tubcにな

     っている

前立腺癌stage】VのD－RUC正面造影：
膀胱頸部に近い尿道に虫喰い欠損が認めら

れ，頸部内腔は螺施状のかたい変形が認め

られる．悪性の所見である
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Fig．17． 前立腺炎合併前立腺肥大のD－RUC正面
     造影＝炎症のくりかえしにより頸部とこ

     れに近い尿道がかたくなってdiamond
     shapeを呈する

雛

Fig．18．前立腺肥大症のD－RUC正面造影1良性
     の腺腫なので膀胱頸部の内腔はi整滑であ

     り，頸部粘膜床と底部が挙上され滑らかな

     umbrella状を呈している

 膀胱頸部のFloor：前立腺肥大症の場合は，膀胱頸

部粘膜床の輪郭が一般に滑らかで，腺腫の圧排により

膀胱底部が隆起しumbrella状（Fig．18）を呈する

ことがある．これに反し，前立腺癌の場合は癌の浸潤

によって膀胱頸部粘膜の輪郭が崩れ，ちぎれ雲状や分

裂した線状（Fig．11E）の不規則な形状を呈すること

がある．単純な前立腺炎の場合は，膀胱鏡で膀胱三角

部の肥厚とうっ血所見が認められるが，D－RUCでは

これらの所見は描出されない．

3 前立腺肥大症を含む他の前立腺疾患と前立腺癌の

D－RUC所見上の相違は，膀胱頸部粘膜床，頸部内

腔，膀胱外頸部および尿道前立腺部の造影から明瞭に

区別することができるので，前立腺癌を検出するにあ

たって，D－RUCは他の諸種尿道膀胱造影よりはるか

に優れていることを示した．またD－RUCはPAP

や直腸診より有力な検査方法であることが判明した，

すなわち直腸診による前立腺癌の正診率は70％であ

り，PAPは54％であるのに対し， D－RUCはこれら

のいずれより高い86％の正診率であった．

XIV 考 察

 今日日常診断の場において前立腺癌の診断法として

もっとも広く採用され信頼を得ている方法は，直腸診

と前立腺生検法およびPAPの測定法で，近年は経直

腸的超音波断層法，CTが用いられるようになってぎ

たが，まだ一般的検査法とはいいがたい．

 直腸診は容易に施行でき非常に便利であるが，前立

腺の硬度の判定に主観的要素が介入し客観性に乏しい

欠点がある，経過のながい前立腺炎，前立腺結石，前

立腺結核も硬結を触れることがあるので，単にかたく

触れるというだけでは前立腺癌の診断を下すことはで

きない；Hugh J． Jewett4）の報告によれば，術前に直

腸診で前立腺に硬結が触れた211症例のうち，術後の

病理組織学的検索では108症例（51％）が良性のもの，

103症例（49％）が悪性のものであった． したがって

直腸よりの触診で尿道前立腺部に異常な硬結が触れて

もこれらすべてを悪性のものと結びつけることはでき

ない．

 前立腺生検法には opcn biopsy， transperineal

biopsy， transrectal biopsy などがあるが， open

biopsyは侵襲の度合が手術とほぼ同程度で検査とし

ては大きすぎるので，通常後2者がおこなわれる．

pcrincal needle biopsyでは， Kaufmanらがその

正診率を73％と報告している．この正診率は著老の

D－RUCによる86％（Table 9）に近いが，前者は

操作が簡便でない上に多少の合併症を予想しなければ

ならないので，transrectal biopsyとともに外来の一

般検査としてはD－RUCより不安が残る．

 scrum acid phosphatascについては，1935年に

Kutschcr and Wolbergがprostatic enzymcを

発見し，Gutman6）が前立腺癌の転移患者の血清中で

はこのenzyme acid phosphatascが高値を示すご
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とをはじめて報告した．その後1953年，Fishmanと

Lern¢r7）はし－tartrate inhibition法で，前立腺由来

のprostatic acid－phosphatase（PAP）を血清中の

総acid phosphatase（以下SAP）から分離するこ

とができると報告した．この分離方法についてはその

聡いろいろな改良法が加えられ，前立腺癌検出法とし

ての重要性と意義が高く評価されるようになった．し

かしSAP， PAPともに前立腺癌のstageと常時平

行的な値を示すものではない．これについてDay

ら8）は約6％のfalse positiveを， Hawardら9）は

96症例の良性前立腺疾病中8例が異常高値のPAP

を示すことを，LondonらIo）は転移を伴った前立腺癌

の患者は，約40％が正常範囲のSAPを示すことを報

告した．SAPとPAPは前立腺癌患者の50～60％上
昇すると新臨床外科全書11）に記載されており，で自験

例では50例の前立腺患者のうちPAPが異常高値を示

したのは27例，54％であった．いっぽう，同じ50症例

の癌患老のD－RUCは43例，86％に異常な所見が認

められ，前立腺癌の診断においてはD－RUCはPAP

より優位であることを示している．また最近，前立腺

組織から由来するPAPをさらに純粋に分離測定し前

立腺癌の診断を一段と向上させるべくradio immu－

noassay（RIA）法が広く使用されるようになったが，

その信頼度についてはさらに改善が望まれる．

 尿道造影法については，元来，前部尿道の病変や狭

窄の検出と前立腺肥大症による尿道前立腺部への延長

と圧排程度を観察することが最大の目的であり，前立

腺癌を検出するための検査ではなかった．1910年，

Cunninghami2）がretrograde urethrogramを発表

して以来，尿道膀胱造影はretrograde injecting

ureth．rogrami3）， expression cystourethrogram，

micturition cystourethrogram16）などが工夫されて

きた．これらはすべて前部尿道病変の検出と膀胱尿道

の排尿機能の観察に重点をおいた検査方法ということ

ができ，前立腺癌の浸潤圧迫による膀胱頸部と尿道前

立腺部における詳細な病変の検出を目的とする検査と

しては不十分である．このような歴史的背景から，膀

胱頸部や尿道前立腺部病変をも検出可能にするために，

1933年目locks3）がair cystogram とretrograde

ure出rogramとを組合わせた方法を発表し，同じ目

的で1956年Oravistoら17）は，膀胱内に低濃度の造影

剤を注入し膀胱を充満させた後，逆行性に尿道より高

濃度の造影剤を注入する尿道膀胱造影法を発表した．

ついで1961年柳瀬ら18）は，Flocks法と同様な方法を

用い，X線管球を5。頭側へ傾斜させて撮影する方法

を研究発表した．しかし上述の3造影法はいずれも患
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老が水平位ないしは軽度頭側傾斜で造影される方法で

あるため，膀胱頸部とこれに近接する尿道前立腺部の

影像が膀胱内に注入される造影剤と重畳して，．同区の

詳細な画影をさまたげる欠点を示した．前立腺肥大症

と前立腺癌および慢性化した前立腺：炎の鑑別診断法と

して，膀胱頸部や尿道前立腺部数から精細な読影を

求めていた著者は，これらの欠点を改良するために

doubl／e contrast retrograde urethrocystography

in exaggerated Trendelenburg，s position（通称

D－Ruc）を考案した．．この方法は1975年The Jour－

nal of Urology2）に掲載され，編集者より更Thc new

mlethod indeed provides superior visualization

（，f the bladder neck and prostatic urethra”．との

commentを得た．この方法はFlocksらの方法に

類似しているが，被検者をexaggerated Trendelen－

burg’s positionにして造影するので，膀胱内に注入

した造影剤は後三角部から膀胱後壁に貯溜され，膀胱

頸部やこれに近接する尿道前立腺部と膀胱内に注入さ

れた造影剤との重畳造影を避けることができる．した

がって，これらの部位にある変形の性状を細部にわた

り造影することが可能である．

 前立腺癌の診断に積極的にurethrocystographyを

利用した報告はEdding19）（1948）， Monlongult20）

（1958），Ora・v三stoら17）（1956），江藤21）（1970）などの

報告があるが，前立腺癌の臨床的所見と尿道膀胱所見

との関連性についての詳細な報告は少ない．とくに前

立腺肥大症や炎症を合併した前立腺肥大症と癌との鑑

別に尿道膀胱造影が重大な意義をもつものとして，こ

れに力点をおいた報告は皆無といえる．著者のD－

RUG法は，膀胱頸部と尿道前立腺部を明瞭かつ精細

に描出することができるので，前立腺癌の検出上大き

な成果をあげることができ，その臨床的意義は大きい。

この方法によれば，術前のD－RUC所見で癌の疑い

がある15症例中術後の病理組織学診断で癌であったも

のは3例で20％の気転率であった．また術前のD－

RU（】で明らかに癌の所見があり癌と診断した42例は，

術後の病理組織学的診断もすべて癌であり100％の応

診率であった，

 前立腺諸疾患のD－RUCの造影所見については，

前立腺肥大症の場合，その肥大した腺腫が尿道前立腺

部，膀胱頸部，頸部内腔を平滑に平等に圧排するので，

そのD－RUCの圧排像は非常に滑らかであり連続的

な柔らかいものである．これに反し，前立腺癌の場合

は尿道前立腺部，膀胱頸部，頸部内腔，頸部粘膜床へ

の圧排は硬く不整であるので，そのD－R．UG像も硬

化像を呈し非連続的なものであり，かたい虫喰い像や
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不規則な充満欠損像を呈す．る．前立腺癌が膀胱頸部へ

浸潤した場合は，累々としたかたい像を呈し，頸部内

腔がlead pipe様のtubc状になることもある．．再

発を繰り返した慢性の前立腺炎を合併する前立腺肥大

症の場合は，尿道前立腺部に穎粒状の圧迫像がみられ

たり，累々とした不整なかたい圧排像を呈することが

ある．この所見は前立腺癌との鑑別を困難にするが，

前立腺炎合併の場合は病変がび野性であること，Iead

pipeや虫喰い像を呈さないこと，尿道前立腺部の両

側に平等に病変が現われる場合が多いことなどから，

他の臨床的所見とあわせて鑑別すれぽその鑑別は不可

能ではない．

XV 結 論

1）exaggera七ed Trendelenburg？s positionにおけ

るdouble contrast retrograde urethrocystography

（D－RUG）を考案して，1975年3月より1980年6月

までの5年間に前立腺諸疾患750例の検査をおこなっ

た。

2）このうち術前のD－RUC診断から，前立腺肥大

症419例，前立腺癌42例，前立腺癌の疑い15例，前立

腺炎合併前立腺肥大症57例，合計533例が入院し手術

を受けた．これらの症例の尿道前立腺部，膀胱頸部，

頸部内事，頸部粘膜床のD－RUGにおける所見が検

討され，とくにD－RUCの診断上の意義が検討され

た，さらに前立腺癌と前立腺肥大症，前立癌と前立腺

炎合併前立腺肥大症とのD－RUC所見上の鑑別診断

要点を分析した．

3）その結果前立腺癌を検出するためにはD－RUC

はretrograde urethrography（RUG）や他の諸種尿

道造影法より，はるかに優れていることが判明した．

4）また，D－RUGはPAPや直腸診よりも前立腺

癌に対する臨床診断の正診率が高いことが明らかにな

った．

 稿を終わるにあたり，長年，泌尿器科の実地臨床を御指導

下された虎の門病院泌尿器科部長斉藤豊一博士をはじめ，

小川 浩先生他の御援助に感謝し，本研究のために直接，関

係に御指導下され，本稿の御校閲を賜った東邦大学医学部泌

尿器科学教室安藤 弘教授に深甚なる感謝を捧げます．

 本研究は沖中記念成人病研究所の補助をうけました．ここ

に厚く感謝の意を表します．
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腸滋フトラフールE顯粒新発売。たゆまざる研究の結果、長時間効果持続・長期連続投与

可能な腸二丁三献またひとつ加わりました。フトラフールの5剤型が遂に完成しました。

轟

完成5剤型●ff、カづtル、ズボ、細粒、 E穎粒噺発売）

抗悪性腫瘍剤            ［璽

フ1トラフー1肱．
鑛籔鰻、 ’灘講羅i灘難羅

『褒鰯轡
    b
フトラフールズポ・ズポS

3っの吸収経路

1．7トラフーtuは主に肝臓で活性化され、活性物質である5－FU、FUR、

 FUMPの濃度が長時間持続します。この長時間持続性は代謝拮抗剤

 による癌化学療法において極めて重要なことです。

2．フトラフールはmasked compoundのため、副作用が軽微で、長期連続

 投与が可能です。

3．初回治療にも非初回治療にも有効であり、癌化学療法における寛

 解導入のみならず、寛解強化療法、寛解維持療法として使用され

 特に病理組織学的に腺癌と診断された症例に有効です。

㊥巻雌鶏鷺離i畜鴛




