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Fig. 1. Plain T2-weighted MRI showed multifocal
tumors of the urinary bladder.

膀胱 Squamous cell papilloma の 1例

武井 一城1，大月 寛郎2

1聖隷富士病院泌尿器科，2聖隷浜松病院病理診断科

SQUAMOUS CELL PAPILLOMA OF THE URINARY BLADDER

Kazushiro Takei1 and Yoshiro Otsuki2

1The Department of Urology, Seirei Fuji Hospital
2The Department of Pathology, Seirei Hamamatsu General Hospital

We report a case of squamous cell papilloma of the urinary bladder, which is an extremely rare disease

with only 15 cases reported in the Japanese and English literature. The case was in a 76-year-old woman.

She was referred to the department of urology because multifocal tumors of the urinary bladder were found

by computed tomographic scan during an examination for acute enteritis. Cystoscopy showed a

nonpapillary flat tumor with whitish plaque on the left posterior wall, measuring 3 cm. Urinalysis and urine

cytology revealed no abnormalities. Transurethral resection was performed. Histology revealed a

papillary noninvasive squamous cell tumor with extensive keratinization on its surface. There were no

nuclear atypia or evidence of koilocytotic change. Immunohistochemically, the tumor cells were negative

for both p16 and p53. Based on the pathological findings, the tumor was diagnosed as squamous cell

papilloma. The tumor recurred three month after the operation and she is being followed with no change

observed for two and a half years.

(Hinyokika Kiyo 66 : 403-406, 2020 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_66_11_403)
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緒 言

膀胱内にはときに扁平上皮性病変が発生するが，な

かでも扁平上皮性の乳頭腫は稀な疾患である．今回わ

れわれは膀胱内に発生した squamous cell papilloma の

1例を経験したので報告する．

症 例

患 者 : 76歳，女性

主 訴 : 膀胱腫瘍精査目的

既往歴 : 20歳代で子宮が未熟であると説明されて子

宮摘出を受けた．陰部コンジローマの罹患歴はない．

家族歴 : 特記事項なし

現病歴 : 当院内科で急性腸炎の精査中に単純 CT 検

査で多発性膀胱腫瘍を指摘されて，当科を初診した．

排尿症状は認めなかった．

初診時検査所見 : 血液一般，血液生化学および尿検

査に異常を認めなかった．尿細胞診は class II であっ

た．

画像所見 : 単純 MRI 検査を実施したところ，多発

性膀胱腫瘍を認めた（Fig. 1）．

膀胱鏡所見 : 左後壁に白苔を伴った非乳頭型扁平腫

瘍を 3 cm の領域で地図状に認めた（Fig. 2）．

臨床経過 : 内視鏡的切除を説明したが，腸炎後の体

調が戻るまで承諾されず，初診から 3カ月後に経尿道

的膀胱腫瘍切除術を実施した．手術施行時の内視鏡所

見は初診時と不変であった．

病理組織学的所見 : 粗な結合織と血管を取り巻く，

表面に角化を示す扁平上皮細胞の乳頭状増殖を認めた

（Fig. 3）．核異型，粘膜下層への圧迫や浸潤像は認め

ず，koilocytosis も観察されなかった．コンジローマと

の鑑別のため，p16 および p53 の免疫組織化学的染色

を実施した．p16 では，染色される細胞が一部あるだ

けで陰性判定であった．p53 では，生理的に染まる基

底細胞以外に染色される細胞はなく陰性判定であっ

た．これらの所見から悪性およびコンジローマは否定
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Fig. 2. Cystoscopy showed a nonpapillary flat tu-
mor with whitish plaque on the left posterior
wall, measuring 3 cm.
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Fig. 3. The HE staining revealed squamous cell
papilloma : (A) papillary squamaous cell
tumor with keratinization on its surface (×
75). (B) No evidence of malignancy ; dys-
plasia, mitosis, pushing border or stromal
invasion (×150).

され，squamous cell papilloma と診断された．

術後経過 : 術後 3カ月で膀胱内視鏡検査を実施した

が，別の部位に 1 cm 未満の白苔病変が再発してい

た．その後 2年 6カ月経過したが，再発病変は不変で

あり無症状のため本人も再切除を希望せず，定期観察

中である．

考 察

Squamous cell papilloma は，腎盂・尿管・膀胱癌取

扱い規約1)によれば「成熟した重層扁平上皮に覆われ

た乳頭状腫瘍．構造および細胞異型は認めない」とさ

れ，血管を含む間質を取り囲む扁平上皮の乳頭状増殖

からなる良性腫瘍である2)．膀胱内に発生する papil-

loma は尿路上皮細胞による inverted papilloma が一般

的であり泌尿器科臨床でときに遭遇する疾患である3)

が，扁平上皮由来の papilloma は非常に稀である．

Squamous cell papilloma の報告は調べえた限りで本邦

4 例4~6)，英文報告11例2,7,8)であった．詳細な症例報

告は 1 例8)のみであり，あとは会議録 4 例4~6)と表に

よる集計10例2,7)での記載であった．本邦および英文

報告例と本症例を合わせた16例について検討した

（Table 1）．年齢は28∼90歳で平均66歳であり，男性

5例，女性11例で女性に多かった．発見動機の記載が

あった13例中有症状は 9例であり，排尿症状が 6例，

排尿症状および血尿が 2例，血尿が 1例であった．膀

胱内での発生部位には一定の傾向を認めなかった．内

視鏡的切除で治療した10例において再発を 2例に認め

ているため，術後の定期的膀胱鏡検査は必要であると

考える．本疾患に起因する死亡例はなかった． 3例で

18∼24カ月間無治療経過観察されたが病状の記載がな

く，本疾患の自然経過は不明である． 3例に尿路癌の

既往歴があったが，そのうち 2例は尿路癌で癌死し，

1例で尿路癌が再発した．集計例でありこれ以上の情

報もなく本疾患と尿路癌の関連は不明であった．尿路

癌既往のない10例中，本疾患治療後に尿路癌が生じた

症例は 1例で，本疾患切除後 5年で扁平上皮癌が発生

した．本疾患と尿路癌との関連や本疾患の悪性化につ

いて議論されるべきであると考えるが，症例数が少な

く詳細な症例報告が 2症例のみということもあり，現

時点では不明と言わざるを得ない．集計報告の 2論

文2,7)とも本疾患は悪性と無関係であると述べている

が少数の集計であり，本疾患と尿路癌との関連につい

ては症例の集積を待っての検討が必要であろう．膀胱

内に発生する扁平上皮性良性病変である squamous

metaplasia においてはいくつかの要因が原因として指

摘されている7)が，本疾患においては，論文上示唆さ

れる要因もなく発生部位も不定であり，発症原因は不

明である．ただし，女性に多いことは発生要因として

何らかの関係があるかもしれない．

膀胱内に発生する扁平上皮性腫瘍では，高分化型扁

平上皮癌とくに verrucous carcinoma とコンジローマお

よび本疾患の 3 病変の鑑別が重要となる2,7,9)． 3 疾

患のおもな鑑別点を Table 2 に示した．良性疾患とし
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Table 1. Summary of squamous cell papilloma of the urinary bladder in English and Japanese literature

No 報告者 報告年 年齢 性別 発見時症状 病変部位 治療法 観察期間（月) 再発の有無と予後

1 永田ら4) 1989 79 女 不明 後壁 不明 不明 不明

2 Cheg ら2) 2000 82 女 排尿症状 頂部 TUR 120 5年後に再発

3 同 46 女 不明 不明 なし 24 なし

4 同 79 男 UC 経過観察中 側壁 なし 18 膀胱癌死

5 同 62 女 排尿症状/血尿 頸部 TUR 3.6 なし

6 同 63 女 排尿症状/UC 既往 後壁 TUR 105 腎盂尿管癌死

7 Guo ら7) 2006 28 女 排尿症状 頸部 経過観察 22 なし

8 同 58 女 血尿 多発 TUR 36 なし

9 同 84 男 不明 不明 なし 不明 不明

10 同 76 男 UC 経過観察中 前壁/側壁 膀胱摘除 21 21カ月後に UC

11 同 38 男 排尿症状 前壁/頂部 TUR 22 なし

12 齋藤ら5) 2012 81 女 排尿症状 側壁 TUR 不明 不明

13 同 40 女 超音波検査で指摘 尿管口付近 TUR 不明 不明

14 奈良定ら6) 2019 90 女 排尿症状 不明 TUR 5年 5年後に SCC

15 Miliaras ら8) 2019 74 男 排尿症状/血尿 後壁 TUR 6 なし

16 自験例 76 女 CT で指摘 後壁 TUR 30 3カ月後に再発

UC : 尿路上皮癌 SCC : 扁平上皮癌 TUR : 経尿道的切除術．

Table 2. Differential diagnosis of squamous cell papilloma, condyloma acuminata and verrucous carcinoma of the
urinary bladder

Squamous cell papilloma Condyloma acuminata Verrucous carcinoma

Clinical history nonspecific genital condyloma and/or immunosuppression nonspecific

Histologic characteristics

papillary configuration (＋) (＋) (−)

growth exophytic exophytic endophytic

pushing margin-stromal
invasion (−) (−) (＋)

cytological atypia (−)-(−/＋) (−)-(−/＋) (＋)

koilocytosis (−) (＋) (−)

DNA ploidy Diploid Aneuploid Aneuploid

Immunohistopathologic

p16 staining (−) (＋) (−)-(＋)

p53 staining (−)-(−/＋) (＋) usually (＋)-(−)

References 2,7,9,12-17.

てはコンジローマとの鑑別が重要になる．過去にはコ

ンジローマと本疾患を混同して扱う報告も散見され

た10,11)が，近年，本疾患はコンジローマとは無関係

の疾患と認識されている2,7)．コンジローマの場合は，

病理組織学的所見として koilocytosis が特徴的であ

る2,7,12)．Koilocytosis とは，豊富な細胞質を伴う核周

囲のハロー所見，核腫大や不整を呈する感染細胞の変

化である．コンジローマと本疾患の病理像は類似する

ことがある2)ため， 鑑別には koilocytosis の有無に加

えて HPV 感染の確認が必要である．われわれの施設

では HPV の直接検査13)が不可のため，p16 免疫染色

で間接的に HPV 感染の有無を調べた．HPV に感染

すると Rb 癌抑制蛋白が不活化されることで，Rb の

不活化を抑える p16 蛋白の発現亢進が生じる14,15)．

このことから，p16 は HPV の代理マーカーとされ

る13~15)．また，コンジローマでは Rb 不活化に関連

して p53 の蓄積が生じるため14,16)，p53 免疫染色も

陽性となる．さらに，膀胱コンジローマは通例陰部コ

ンジローマまたは免疫不全状態の症例に発生す

る2,7,12)ことも鑑別の一助となる．一方，扁平上皮癌

と本疾患の鑑別に関しては，とくに verrucous carci-

noma において浸潤像がなく核異型も少ないことから

注意が必要となる2,9)． Cheng ら2)も初回治療時に本

疾患に類似した病理像だったがのちに再発して verru-

cous carcinoma の診断であった 2 例を提示している．

病理組織学的には，粘膜下層への内向性の押し出すよ

うな増殖（いわゆる“pushing margin”2) や“pushing

border”9)）所見が特徴で，基底細胞の一部消失や基底
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細胞付近の角化も癌の根拠とされる9)．また，verru-

cous carcinoma では p532,7) に加えて p1617) も免疫染

色陽性となることが多いため，両者が陰性の本疾患と

の鑑別の一助となる．

治療的切除で本疾患と診断がついた症例では，再発

がありうるので術後経過観察は必要である．生検で病

理診断された症例においては，悪性との関連を含めて

自然経過が不明である以上，可能であれば治療的切除

をすべきであろう．われわれの症例では切除後 3カ月

で小病変の再発を認めたが，その後 2年 6カ月にわた

り病変に変化はなかった．無症状のものでは変化がな

ければ小病変であるなど症例により経過観察も可能で

あると考える．

膀胱に発生する squamous cell papilloma は良性疾患

であることに加えて発生頻度も稀であるため，日常の

泌尿器科臨床における重要度は低いかもしれない．し

かし，扁平上皮性乳頭状腫瘍における疾患鑑別やその

病態解明において，症例の集積によるさらなる解析は

必要と思われる．

結 語

膀胱内に発生した squamous cell papilloma の 1 例を

経験したので，若干の文献的考察を加えて報告した．
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