
はじめに

腸管膀胱瘻は比較的まれで，そのほとんどが結腸膀

胱瘻であり，原因疾患では結腸憩室炎が最も多いが，

本邦では，結腸憩室症が欧米に比べ少ないこともあり，

結腸膀胱瘻の診療にあたる機会も少なく，診断に苦慮

する場合もある．最近，我々は前立腺膿瘍を合併した

まれな S状結腸膀胱瘻症例を経験したので若干の文

献的考察を加え報告する．

症 例

患者：67 歳，男性

主訴：排尿困難，頻尿

既往歴：高血圧

家族歴：特記すべきことなし．

現病歴：2000 年 2 月下旬より頻尿および排尿時痛

があり 3月 7日，当院泌尿器科を初診，前立腺炎が疑

われ，血液検査，検尿，膀胱鏡検査，腹部CT検査施行，

抗生剤投与を行いながら外来にて経過観察していた，

4月 6日には気尿が出現し，結腸膀胱瘻が疑われ，

MRI，注腸検査施行するも，瘻孔の存在不明のため，

経過観察していたが 8月 28 日より，高熱と気尿があり

翌日，外来受診し精査加療目的で入院となった．

入院時現症：身長 158cm，体重 44kg，と痩せがある．

血圧 100�60mmHg，脈拍 92�分，整．体温 37.7℃，胸
部には異常所見なし，腹部は左下腹部に軽度の圧痛を

認めたが反跳痛，筋性防御は認めなかった．腹部腫瘤

は触知しなかった．直腸診では前立腺の辺縁は不整で

軟らかな腫瘤を触知し，会陰部に鶏卵大の圧痛のある

腫瘤を触知した．

入院時検査成績：白血球数は 17,700�mm3，CRP
16.0mg�dl と増加を認めた．また，赤血球数は 247 万�
mm3，Hb 7.6�dl，Ht 23.9％と貧血を認めた他には血液
生化学検査には異常を認めなかった．腫瘍マーカーも

異常を認めなかった．尿検査では蛋白（2＋），ケトン

体（＋），潜血（3＋），尿沈査では，赤血球 16―20�毎視
野，白血球多数�毎視野であった．尿細胞診はClass II
であった．

腹部CT検査（3月 9日施行）：前立腺辺縁の腫大以

外明らかな異常は認めなかった．

膀胱鏡検査（4月 6日施行）：膀胱三角部から後壁に

かけて，肉芽腫様病変を認めた．

腹部MRI 検査（4月 14 日施行）：精�腺の上方正中
部にT2強調像で辺縁が低信号で中心部が高信号の直

径 3cm大の腫瘤を認め，内部には air-bubble と思われ

る低信号の部分があり，膀胱壁の肥厚とこの腫瘤との

境界は不明瞭であった，S状結腸が腫瘤の近傍にあり，

憩室と思われる低信号の部分がある（Fig. 1a）．造影後

のT1強調像で中心部は全く造影効果がなく，辺縁の

み造影効果を認め，膿瘍が疑われた（Fig. 1b）．

注腸造影検査（4月 22 日施行）：S状結腸に多数の

憩室を認めるも，膿瘍や瘻孔は認めなかった（Fig. 2

a）．
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a．April b．August

この検査後，5月には気尿が消失，排尿時痛はあった

ものの外来通院していないために，経過は不明であっ

たが，8月に悪寒を伴った発熱と乏尿，血圧低下，頻呼

吸を認め，入院した．

腹部CT検査（8月 29 日施行）：膀胱の後方に壁の

厚い内部に air-fluid level の明瞭な約 3cm大の腫瘤を

認め，膀胱を前方に圧排し，膀胱内に空気が認められ

た．前立腺に膿瘍を認め，尿道海綿体にまで及び，こ

れらは新しい膿瘍と考えられた（Fig. 3）．

注腸造影検査（8月 31 日施行）：ガストログラフィ

ンによる造影検査でガストログラフィンが憩室の穿孔

部より管腔外に流出し，膿瘍腔が造影され（傍結腸膿

Fig. 1 a：Pelvic MRI T2 images showed a mass about 3cm in diameter with a high
intensity area limited in the center of the mass. b：Pelvic MRI T1 images（post-
contrast）showed a mass not to enhance in the center.

Fig. 2 a：Barium enema showed multiple diverticulosis of the sigmoid colon but it
was not seen the presence of abscess and fistula on April . b：Barium enema
showed an abscess cavity（black arrow）and fistula（white arrow）on August.
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瘍），その後膀胱が造影されたことより結腸膀胱瘻と診

断した（Fig. 2b）．

膀胱造影検査（8月 31 日施行）：イオパミロン約 200

ml にて造影すると膀胱後壁に不整な陰影欠損を認め

たが，膀胱と S状結腸との瘻孔は認めなかった．

以上の検査所見および 8月 30 日より，39°～40℃の

弛張熱を認め，敗血症を合併した S状結腸憩室穿孔に

よる結腸膀胱瘻と診断し，緊急手術を施行した．この

時の血液培養にて大腸菌が検出された．

手術所見：全身麻酔下に下腹部正中切開にて開腹し

た．S状結腸は膀胱底部，精�腺部で強度に癒着を認
め，この癒着部を�離していくと，膀胱との間に S
状結腸憩室炎穿孔による直径約 3cm大の膿瘍を認め

た．全身状態がよくないことより，1期的吻合は行わ

ず，S状結腸切除，人工肛門造設術のHartmann 手術と

し，膿瘍腔およびダグラス窩にドレーンを挿入した．

また，術中膀胱内を生食水により，加圧するも生食水

の漏れは認めず，膀胱切除は行わなかった．前立腺膿

瘍に対しては術中超音波下に経皮的にドレナージを行

い，手術を終了した．術中採取した前立腺膿瘍からの

Fig. 3 Pelvic CT showed a cystic mass below the bladder and free air in the bladder.

An abscess in the prostata and perineal body was seen.

Fig. 4 a：Resected specimen showed diverticulosis and perforation as of 10×5mm
in length. b：Colonic mucosa was seen in the subserosa and infiltration of the in-
flammatory cells was seen around this site.（Hematoxylin-eosin×4）
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膿培養で大腸菌が検出された．

切除標本肉眼所見：切除腸管は約 15cm長で，数か

所に憩室を認めた．そのうち 1か所では 10×5mm大

の穿孔を認めた（ゾンデ挿入部），漿膜面は膿瘍壁の一

部を形成していた（Fig. 4a）．

病理組織学的所見：結腸では粘膜上皮が筋層を貫き

漿膜下に陥入し，その先端部は高度の好中球，リンパ

球，形質細胞浸潤を伴っていて，同時に漿膜部は線維

化と出血を認め， 腹膜炎をともなっていた（Fig. 4b）．

術後の経過は良好で 9月 28 日に軽快退院した．

考 察

S 状結腸膀胱瘻は，細菌尿や糞尿を合併し尿路感染

を併発することが多く，前立腺，精�腺，副睾丸，と
いった性器は尿路とは管腔をもって交通しているた

め，S状結腸膀胱瘻により生じた尿路感染が性器感染

にまで波及しやすいと考えられる．過去の報告では前

立腺炎を伴った結腸憩室炎の報告は散見されるもの

の1）自験例のように前立腺膿瘍，尿道海綿体膿瘍および

敗血症を合併した重篤な症例の報告はなかった．

前立腺膿瘍は通常，前立腺炎に続発するが，化膿性

病巣より血行を介し起こる場合もある．尿道閉塞が併

存した状態に感染した尿が前立腺に逆流して起こり，

糖尿病，血液透析，免疫抑制剤の使用，尿道外傷，前

立腺癌といった基礎疾患を有する患者に合併すること

が多い2）．

自験例は，4月のMRI 検査で精�腺の上方に膿瘍を
認めたが，発熱や気尿が消失していることより結腸膀

胱瘻は自然閉鎖していたと思われる．8月，憩室炎再燃

時には宿主の抵抗力の低下や炎症の再燃により膿瘍周

囲の防壁（膀胱壁，Denonvilliers 筋膜）が脆弱となっ

ており，膿瘍の頭側や後方は結腸壁の癒着により炎症

の波及は免れたが，前方や尾側方向へ炎症が広がり，

一時閉じられていたと考えられる結腸膀胱瘻が明らか

となり，新たに，前立腺や会陰にまで膿瘍が形成され

たことが推測された．泌尿生殖器癌，特に前立腺癌で

は，Denonvilliers 筋膜は瘻孔形成の防御となり，結腸

膀胱瘻の形成は少ない3）．

Morse ら4）の 39 例の結腸膀胱瘻の原因疾患では，1

例が前立腺膿瘍であった．

Hersch ら5）は憩室膿瘍により，遠位尿管が侵襲をう

け左水腎症を合併した報告をしている．

憩室炎が起こると憩室内または周囲に炎症が起こり

大腸の管腔外に病変が波及し，傍結腸膿瘍や結腸膀胱

瘻を合併することがあるが，さらに再燃性憩室炎では，

周囲の防御組織が脆弱化しており，初回に比べ炎症巣

が急速に広範囲に広がる可能性があることを示唆して

いた．

本症の診断に際しては 8月，憩室炎の急性期で炎症

反応が強く起こっている時期には瘻孔が証明された

が，炎症が改善し安全に検査ができる時期に行えば瘻

孔が証明されない場合もあり，診断を困難にしていた．

これらの検査を補うものとして腹部CTやMRI が

管腔外病変の描出に優れ利用されてきた．本症例でも，

4月の注腸検査では膿瘍が描出されなかったが，MRI

では膿瘍の存在が示され，憩室炎による膿瘍の早期診

断に有用であることが分かる．

上仁ら6）は T1 強調像で直腸周囲の脂肪織の断裂に

より膀胱腸瘻と診断できた症例の報告をしている．本

症例では憩室や膿瘍の存在は疑われたが，瘻孔の存在

までは診断できなかった．また，本症例のごとくMRI

で膀胱後部に�胞様腫瘤を認めた場合はミュラー管�
胞，精管�胞，膀胱癌などと憩室炎による膿瘍との鑑
別診断が必要である．

MRI では CTでは得られない矢状断像が得られ，膀

胱後壁の肥厚と憩室穿孔により膿瘍を生じるとその大

きさや広がりを知る上で有用な検査と思われた．

Goldman ら7）は CT診断の重要性を報告している

が，膀胱内ガスの存在や，膀胱および腸管壁の肥厚，

ガスを含む腸管周囲の腫瘤といった所見が結腸膀胱瘻

を診断するうえで重要な所見と指摘している．本症例

でも術前CTでは，これらの所見すべてを認めた．ま

た，前立腺膿瘍や会陰膿瘍と病変の広がりが診断でき

有用であったが，瘻孔部位までは確認できなかった．

手術による治療が第 1選択となるが8），患者の年齢，

全身状態や重篤度を評価して考慮されるべきである．

S状結腸切除，1期的吻合術，膀胱の部分切除が大部分

の症例でおこなわれているが，最近では膀胱の部分切

除を省略した方法により，治療したとの報告も散見さ

れる．本症例でも膿瘍が膀胱に穿通した結果結腸膀胱

瘻が形成されていたが膀胱壁は硬い膿瘍壁の一部を構

成し明らかな瘻孔がなく，膀胱は温存できると判断し

切除しなかった．本症例のように，結腸憩室炎による

結腸膀胱瘻症例では，膀胱切除を必要としない症例も

あり症例ごとに術式を検討する必要があると思われ

た．
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A Case of Vesicosigmoidal Fistula due to Diverticulitis with Prostatic Abscess

Kazuo Tsuno, Masanobu Maruyama, Tatsuo Yamazaki, Nobuji Ogawa,
Toshitaka Furukawa and Takahiro Arai＊

Department of Surgery and Department of Urology＊, Maruyama Memorial General Hospital

We report an uncommon vesicosigmoidal fistula due to diverticulitis with prostatic abscess and sepsis. A
67-year-old man with pollakisuria and micturation pain was suspected of proctatitis and antibiotic therapy
was begun in March 2000. He experienced a pneumaturia suggesting colovesical fistula in April. A barium en-
ema showed diverticulosis of the sigmoid colon but no colovesical fistula. In August, he was admitted due to
incipient poor general condition with paracolic and prostatic abscesses from comuted tomography（CT）find-
ings. Sigmoidectomy, colostomy, and surgical drainage were conducted for the vesicosigmoidal fistula and
percutaneous drainage for the prostatic abscess.
Key words：colovesical fistula, diverticulitis, prostatic abscess
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