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症例報告

膀胱子宮内膜症に対しロボット支援膀胱部分切除術を
施行した 1 例
A case report of bladder endometriosis treated with robotic assistance segmental bladder resection
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【要約】…………………………………………………………………………………………………………………………………
［緒言］膀胱子宮内膜症は，子宮内膜症患者の約 1％ に発生するまれな疾患である．排尿障害などの
症状を呈し，ホルモン療法が無効な場合は手術療法の適応となる．膀胱子宮内膜症に対し，膀胱鏡を
併用したロボット支援膀胱部分切除術が有用であった 1 例を経験したので報告する．
［症例］46 歳，
0 妊 0 産．42 歳時に当院で子宮筋腫核出術を施行したが，術後 3 年で再発を認めた．同時期より，月
経時の頻尿および排尿時痛を自覚していた．骨盤 MRI 検査で，膀胱子宮窩から膀胱側に突出した約
2 cm の腫瘤を認め，T1 強調像で等信号から高信号を示すことから膀胱子宮内膜症が疑われた．ジエ
ノゲストを 3 カ月内服したが症状の改善がみられなかったため，子宮摘出および膀胱部分切除術を行
う方針とした．膀胱を縫合する際の利便性を考慮し，ロボット手術を選択した．両側尿管にステント
を留置し，尿管口のメルクマールとした．膀胱鏡で確認しながら膀胱壁を全層性に切除し，2 層縫合
で修復した．ロボット手術による膀胱壁の縫合は容易であった．
［結語］安全かつ十分に膀胱子宮内膜
症病変を切除するために，膀胱鏡を併用したロボット支援膀胱部分切除術は有用な術式と考えられた．
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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【緒言】……………………………………………………………

身体所見：身長 156 cm，
体重 63.0 kg,BMI 25.7 kg/m2

稀少部位子宮内膜症に分類される膀胱子宮内膜症

現病歴：42 歳時に当院で開腹による子宮筋腫核出

は，子宮内膜症患者の約 1％ に発生するまれな疾患

術を受けたが，術後 3 年で子宮筋腫の再発を認めた．

である〔1〕．頻尿や排尿時痛，時には血尿を伴う場

同時期より，月経時の頻尿および排尿時痛を自覚し，

合もあり，患者の年齢や希望に応じた適切な治療を

膀胱子宮内膜症が疑われた．過多月経および月経痛

必要とする．ホルモン療法が第一選択であるが，無

も増悪傾向にあった．

効な場合は手術療法の適応となる．

骨盤 MRI 検査：膀胱子宮窩から膀胱側に突出した

ホルモン療法が無効な膀胱子宮内膜症に対し，膀

約 2 cm の腫瘤を認めた．T2 強調像で等信号（図 1

胱鏡を併用したロボット支援膀胱部分切除術が有用

A）
，T 1 強調像で等信号から高信号を示した（図 1

であった 1 例を経験したので報告する．

B）
．
膀胱鏡検査：膀胱後壁の粘膜下に隆起性病変を認め

【症例】……………………………………………………………
症例：46 歳．妊娠分娩歴：0 妊 0 産，既往歴：子宮
筋腫核出術．

たが，粘膜面への浸潤はみられなかった．両側尿管
口は腫瘤辺縁から離れていた．
以上の検査所見から膀胱子宮内膜症と診断し，薬
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B

A

図 1 骨盤部 MRI
膀胱後壁に T2 強調像（A）で等信号，T1 強調像（B）で等信号から高信号を呈する腫瘤
を認める（矢印）
．

A

B

図 2 術中所見
A：膀胱鏡と連動した TileProTM マルチインプットディスプレイ
B：膀胱切除部の縫合修復

物療法を開始した．ジエノゲスト 2 mg/日を 3 カ月

う TileProTM マルチインプットディスプレイに連動

内服したが，症状の改善はみられなかった．リュー

した（図 2A）
．病変部位を十分に切除できるよう

プロレリン酢酸塩 1.88 mg/月を 3 カ月投与した後に，

切除予定ラインを設定し，腹腔側より膀胱壁を全層

子宮摘出および膀胱部分切除術を行う方針とした．

性に切除した．尿管を巻き込まないように，膀胱鏡

膀胱を縫合する際の利便性を考慮し，ロボット手術

で観察しながら膀胱壁を 2 層縫合で修復した（図 2

を選択した．

B）
．膀胱内に生理食塩水を充填し，膀胱縫合部か

手術所見：全身麻酔導入後，腹腔内操作を開始する

らの漏出がないことを確認した．その後，子宮摘出

前に両側尿管に Double J ステントを留置し，尿管

を完遂した．膀胱部分切除に要した時間は 61 分で

口のメルクマールとした．da Vinci Xi サージカルシ

あった．病理検査で膀胱筋層内に子宮内膜組織が存

ステム（Intuitive Surgical, U.S.A.）をドッキングし，

在し，膀胱子宮内膜症と確定診断した．切除断端に

腹腔内操作を開始した．子宮体部は多発する筋腫の

病変の露出はみられなかった．術後 10 日目に膀胱

ため超手拳大に腫大し，以前の筋腫核出術の影響に

バルンカテーテルと尿管ステントを抜去し，膀胱造

より腸管の一部と癒着していた．両側卵巣は正常外

影でリークがないことを確認した．術後 12 日目に

観で，子宮内膜症病変はみられなかった．膀胱子宮

退院した．術後経過は良好で，排尿時の症状は軽快

窩腹膜にひきつれを伴う硬結を認めた．サージョン

した．ジエノゲストの内服を再開し，現在まで再発

コンソール内で術者が膀胱鏡の映像を観察できるよ

を認めていない．

膀胱子宮内膜症に対しロボット支援膀胱部分切除術を施行した 1 例
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【考察】……………………………………………………………
膀胱子宮内膜症の発生機序については諸説あるが，

病変を完全に切除することは不可能である．一方，
膀胱部分切除は腹腔内からアプローチすることで病

逆流した月経血内の子宮内膜組織が膀胱子宮窩腹膜

変を完全に切除できるため，術後の症状緩和や再発

に生着し，膀胱側へ進展する仮説が有力である〔2〕．

防止の観点から推奨される治療法である．術者の能

そのため，膀胱の頂部から後壁が好発部位となる．

力にも依存するが，近年は腹腔鏡下手術が主流であ

特徴的な尿路症状を示さないこともあるが，21〜69

り，本邦でも腹腔鏡下膀胱部分切除は有用な術式で

％の患者で排尿障害がみられたと報告されている

あったと報告されている〔9〕．術中に最も注意すべ

．また，排尿障害の程度は，病変部位の大きさ
〔1〕

き合併症は尿管損傷であり，切除断端から尿管口ま

と相関するともいわれている〔3〕．Schneider らの

でのマージンが 2 cm 確保できないことが想定され

報告によると，22 例の尿路子宮内膜症患者を後方

る場合は，尿管ステントの留置が推奨される〔1〕．

視的に検証した結果，22.7％ の患者が月経周期と関

本症例では，想定されるマージンが 2 cm 程度で

連する尿路症状を有していた〔4〕．本症例は，月経

あったため，ステントを挿入し尿管損傷の予防に努

時に増強する排尿障害がみられたため，臨床的に膀

めた．膀胱の瘻孔形成を防ぐために，術後 10 日目

胱子宮内膜症を強く疑う状態であった．経腟超音波

まで膀胱バルンカテーテル留置を継続した．膀胱部

検査で病変を同定することはできなかったが，MRI

分切除術に伴う周術期合併症は患者の QOL を著し

検査所見で膀胱子宮内膜症の診断に至った．膀胱子

く低下させるため，安全に手術を完遂できるような

宮内膜症病変の位置や大きさを評価するための検査

準備・管理が肝要であると考える．

方法としては，経腟超音波検査が有用である．MRI

膀胱縫合部の治癒には，創部への十分な血流が必

検査は，病変位置の正確な判定や悪性疾患との鑑別

要である．膀胱は血管が豊富なため創傷治癒しやす

に有用であるが，費用対効果の面で超音波検査に劣

いと考えられているが，可能な限り創部への血流を

ることから，第一選択として行うべき検査ではない．

担保できるような修復方法が望ましい．栄養血管は

これらの画像診断で膀胱子宮内膜症を疑う場合，次

主に膀胱の側方から流入して水平方向に分布するた

のステップとして膀胱鏡検査を行い，病変と尿管口

め，切開部分を垂直方向の創とみなして縫合したほ

の位置関係と膀胱粘膜面への浸潤の有無を評価する

うが血流の妨げにならない（図 2B）
．しかしなが

必要がある．本症例でも，術前の膀胱鏡検査が病変

ら，腹腔鏡下手術で膀胱後壁を縫合することは，鉗

の位置を把握するために有用であり，尿管ステント

子操作の観点から容易ではない．不十分な縫合は術

留置を決定するための一助となった．膀胱鏡検査下

後の瘻孔形成につながるため，精確な縫合技術が要

の生検により術前の組織学的な評価が可能となるが，

求される．膀胱部分切除におけるロボット手術の有

本症例のように膀胱粘膜面への浸潤がない場合は，

用性について海外から報告されているが〔10〕，本

膀胱穿孔をきたす恐れがあるため生検を控えるべき

邦からの報告はない．本症例では，膀胱縫合時の有

である．

益性からロボット手術を選択したことにより，容易

膀胱子宮内膜症に対する治療は，薬物療法と手術

に縫合修復することが可能であった．また，石田ら

療法に大別される．薬物療法の主体はホルモン療法

は術中の膀胱鏡の併用が，安全な位置での切除，な

であり，エストロゲン・プロゲスチン配合剤および

らびに過剰な正常膀胱組織切除の防止につながると

ジエノゲストが有効とされている〔5―7〕．アロマター

報告している〔9〕．本症例では，da Vinci サージカ

ゼ阻害剤が有効であったという報告もある〔8〕．ホ

ルシステムの TileProTM マルチインプットディスプ

ルモン療法により，症状の改善と病変の縮小を期待

レイに膀胱鏡の映像を表示することで，術者が膀胱

できるが，治療を中止すると再燃するリスクを伴う．

の内・外から切開ラインを設定することが可能とな

また，薬物療法が無効な症例も存在する．手術療法

り，極めて有効な手段であった．

は根治を目的として行われ，経尿道的膀胱腫瘍切除
術（Transurethral resection of bladder tumor; TUR―Bt）

【結語】……………………………………………………………

または膀胱部分切除が選択肢となる．TUR―Bt は低

安全かつ十分に膀胱子宮内膜症病変を切除するた

侵襲で患者への負担が少ない反面，膀胱子宮内膜症

めに，膀胱鏡を併用したロボット支援膀胱部分切除

が膀胱子宮窩腹膜側から進展することを考えれば，

術は有用な術式と考えられた．
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